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12月議会も着実な施策と実現に向けた取組み！
現在、市と防災協定を結んでいるFM千
里放送局と協力し、市民への確実な情報
❖市が平成4年以来実施してきた千里(豊
伝 達、特 に 災 害 弱 者 と な る 保 育 所、学
中市域)での集合住宅建設で駐車場設置比
校、老人施設等では効果的です。(電波法
率100%の指導が実態に合わないため、そ の改正でこれまでの一部地域への限定的な放送
の改善に取組みました。(調査した29物件の から豊中市全域をカバーできることになります)

行政指導は適切か

ほとんどで過剰な指導のため、不必要な維持管
理費が住民に、数年で億単位のケースも)

②先の台風19号のおり、避難所設置の指
市は指導が実態に合わないことを認識 示が出ているにもかかわらず、担当職員
し、条件付きながらも80%の指導へ来年４ (豊中市居住)と連絡が取れない事態が多発
月にも変更すると答弁。しかし、一律・ し、改善と訓練を着実に実施するよう要
一括の指導では現実的ではなく市民に寄 請。しかし、豊中市に居住する職員への
過大な負担については、職員間の公平性
り添った指導を更に求めて行きます。
や評価を検討すべきと考えます。
(実際には車所有率50%以下のマンションも)

市民の安心・安全どう守る
❖災害非常時での市民の安心・安全につ
いて二つの問題を提起し質しました。
①非常時に市民への情報伝達手段の一つ
として小・中学校の敷地内に設置してい
る同報系防災スピーカーは高い設置コス
トの割には効果が低い。低コストで確実
な情報伝達手段の導入を提案し、市と協
力した取組みの検討をはじめます。
「新政とよなか」議員団控え室
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福祉予算を適切に
❖豊中市予算の多くを占める生活保護関
連費で不正受給の撲滅、健診や医療費縮
減の取組みを求めました。(本年度11月まで
に発覚した不正受給156件7,300万円、悪質な手
口や未回収分には法的手段も)
※本来、受けられる人が安心して受給できる福
祉社会の実現。不正受給の撲滅とこれに手を貸
す組織や団体の実態把握、悪質なものについて
は犯罪としての処罰を徹底すべき。

福岡正輝 ホームページもごらんください
http://www.fukuokamasaki.com
日常の活動や政治信条、市政の
裏話な ど報告しています。
※ ヤフー かグーグルで 「福岡正輝」検索
ホームページからお入りください。
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多くの役職、責任重大です
今年度は多くの役職の当たり年です。
市議会副議長とともに、大阪府広域水
道事業団議会議員、中でも大阪府後期
高齢者医療広域連合議会では豊中市を
代表し議長に就任しています。水道水
の安定供給、高齢者医療に関する広域
連合の予算や条例などの審議・決定を
行う機関で働けることは幸せです。
手帳に書ききれないほどの予定も入
り、「忙中閑あり」多忙の中にもわず
かな暇はあるものだ、という意味で
しょうか。その境遇をむしろ楽しもう
と考えています。
残り期間も豊中市民のみならず、大
阪府民の安心・安全、幸せ実現にいさ
さかでもお役に立てればと全力で取り
組みます。

北急桃山台駅のバリアフリー
桃山台駅西(バスターミナル側)のバリア
フリー化が遅れています。地元地域団体
から要請を受け取組みました。この場所
は吹田市域にありながら、利用者の大半
が豊中市民という事もあってか最後まで
残りました。「まちづくり」の基本は利
用者と責任市の関係を云々していては始
まりません。私自身は以前にもご報告し
た豊中市東寺内地区の歩道(桃山台とは逆
で利用者の大半が吹田市民)約300ｍを吹
田市民の要請で豊中市を動かし実現しま
した。このケースを吹田市側に理解いた

だき、豊中市職員との熱心な働きかけで
実現の見通しが立ちました。
今後残された問題として、エレベー
ター設置場所の土地所有者である大阪府
タウン管理財団、建物所有者のUR都市機
構の理解と協力を得て早期に実現したい
と考えています。

「福岡まさき」は豊中を変える政
策集団「新政とよなか議員団」の
一員として日々活動しています。
「政治は結果とスピード」を信条
に確実な成果をめざします。

西丘小学校建替え説明会
千里ニュータウン豊中市域にある小学校で
耐震診断の結果、IS値(耐震指数)があまりに
も低く、耐震補強ではなく建替えが決定され
た学校です。建替えについては、市(教育委
員会)に対し、保護者や地域住民、地域活動
団体に十分な説明と意見聴取を実施するよう
に私自身が申し入れ昨年、3回のワーク
ショップが開催されました。その結果、地域
の要望や意見を取り入れた基本設計がまとま
り、今回その説明会が実施されました。
詳細説明の後、質疑応答が行われ多くの
方々から意見や要望が出されました。その大
部分は、より良い建設計画となるようにとの
思いからか、市に対して厳しい意見や質問が
多数出されました。
勿論、市は今回の説明会について十分な周
知や資料の配布など、行き届かなかったもの
については反省し、次回の最終説明会に十分
生かしていただきたいと思います。
全体が厳しい指摘や意見に終始する中、昨
年のワークショップから参加された方から、
これまで地域の方々の努力やアイデアの提

示、真剣な議論の中から「素晴らしい基本設
計」が完成したことを評価すべきだとの意見
があり、救われる思いがしました。いずれに
しても豊中市内初の、地元も関わった最新で
最良コンセプトの建替えが実現します。
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なに考えとるん？
12月定例会の文教常任委員会に請願が
付託されました。「豊中の子どもの保
育・教育を守る会」という某政党系団体
が提出した請願書で、15項目が文教常任
委員会に付託されました。請願項目には
待機児童の解消など賛成できる内容も一
部にはありますが、大部分は予算の制約
がなければ可能なものや到底賛成出来な
いものがほとんどです。
民主主義は多くの人の理解や賛同者が
あってこその制度で請願も同じです。
請願は上記のような理由で一人の委員
以外はすべての委員が反対で否決。これ
までこの党には理解を示してきた唯一人
の委員からも、あきれた様子で否定され
る始末。本当に通そうと思えば優先順位

をつけ、全体の理解を得られるよう精査
するのがふつうの話です。
政治は妥協の産物でもあり、成果に結
びつけてこそ意味があります。市民が耳
触りのいい言葉だけで支援すると考える
のは大きな間違いだし、こんな指摘をあ
えてしなければならないパフォーマンス
政治？から決別し、市民福祉を確実に前
進させる政治手法に変わってほしいもの
です。
ついでながら本会議でのいわゆる「従
軍慰安婦問題」についての市の見解を問
うた質問にも疑問符が付く。この問題は
吉田清治と朝日新聞の捏造と喧伝により
日本という国が奴隷狩りをしたと国際的
に貶められている問題で、河野談話を巧
妙に引用するやり方もいただけない。
第三者委員会からも手厳しく批判され
た朝日新聞と同様、全体像と詳細を正確

に捉えた発言こそが大切で、朝日と同じ
自虐史観からは何も生まれないし残念で
ならない。職業的詐欺師といわれた吉田
清治はどこの政党の人なのか ……

箕面市による北急延伸説明会
北急延伸計画の詳細が箕面市から豊中市
民に説明されました。この延伸計画は現在
終点である千里中央駅から北へ2.5㎞延伸
し、箕面船場駅、新箕面駅を建設しようと
するものです。箕面市民の長年の希望であ
り、現在の箕面市長が熱心に取り組んでい
る事業でもあります。
この計画、現在の算定では建設費600億
円、車両費50億円の総事業費650億円となっ
ています。このうち国が285億円、大阪府
100億円、鉄道事業者(北大阪急行)80億円、
箕面市が185億円の負担となっています。国
や大阪府はこれ以上負担しないため、事業
費が膨れ上がったり、計画利用者数4.2万人
の推計が未達となった場合のリスクは箕面
市と事業者が負うことになっています。
今回の箕面市の説明については当初、千里
中央駅に隣接する一部自治会にのみ説明す
ることになっていました。私は議会を代表
する副議長として、また、豊中市の都市経
営に関わる重要案件である事から、千里中
央の事業者と新千里東西南北、各町の地域
自治協議会と連合自治会に対して説明責任
を果たすよう箕面市に申し入れるべきだと
主張し実現しました。当日の説明会には千
里コラボ(豊中市の施設)最大の会議場が超
満員(参加約200名)となり、関心の高さとと
もに申し入れが正しかったことを実感しま
した。
全体説明の後、質疑応答で何人かの方が質
問しましたが、将来の赤字を値上げという
形で豊中市民が負担することになるのでは
ないかといった当然の心配から、換気塔は
箕面市までもって行けといった質問までい
ろいろ。この計画は箕面市だけでなく千里
中央を含む北大阪全体の利益と発展のため
に知恵を出し成功させることが大切です。
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地域の努力で着々と 「まちづくり」
照明のLED化で安心社会を

地域が主役の「まちづくり」

新千里北町にある「樫の木公園」は、
地区公園でありながらトイレ設備があり
ません。多くの利用者に不便をかける状
況のため、以前から設置を働きかけてき
ました。このたび新千里北町にできた
「地域自治組織」からも要望書が出され
今回、北丘小学校やPTAの要請を受け
実現が早まることになりました。同時に
て新千里北町の一部道路と歩道の照明を
公園整備や遊具の更新も追加され工事も
LED化することになりました。年明け後
既に始まっています。
に工事着手する地域は、新千里2号線(千
里中央～北丘小学校手前)の330ｍ、新千
こうした工事は、地元との調整不足か
里北町歩9号線(北丘小学校北側外周歩
ら出来上がってからの不備がよくありま
道)の330ｍ、ひじり幼稚園東の府営住宅 す。「地域自治」を積極的に推奨する私
内道路(私道)の250ｍについては増設す は、市と地域に対し事前の打ち合わせや
ることになりました。
管理についての話し合いを要請。その結
他の地域についてもスピードアップを 果、細部の変更や歩行者導線の再整備に
ついても手直が実現。地域の「まちづく
はかり、女性
り」に地元が積極関与することで無駄の
や子どもが安
排除と質の高さ、地域力の向上も図れま
心して歩ける
す。今後、他の校区への「地域自治組
よう取組みを
今や当たり前となった照明のLED化で
すが、電力使用量や維持管理費の大幅縮
減、CO2 削減などその有効性を確信。10
年前から拡大普及に取り組み、豊中市内
の照明方式を変えてきました。

織」の拡大・発展が待たれます。

進めます。

この国はバブルの崩壊後、失われた20年が
言われ、政治の混乱と経済の低迷で国民は自
信を喪失、国際的地盤沈下が甚だしい。
明治維新や戦後の復興期と並ぶ大事な過渡
期にありながら、毎年のように総理大臣が変
わる体たらくでは仕方あるまい。
第47回衆議院議員総選挙の結果は、自民党
が291議席を獲得し完勝した。連立を組む公明
党の35議席を加えると2/3以上の議席を獲得。
法律の再議決も可能となり、他の先進国にな
い数の上では安定した政権となった。

これまでの政権は順番はおろか名前すら出てこ
ない「決められない政治」が長年続いた。好む
と好まざるとに関わらず、国民が選択した今回
の安倍政権、世界的にも珍しい強力政権には違
いない。地方創生や経済問題、少子化対策や女
性政策など強力政権ならではの実行力に期待し
たいが、この国の再生に残された時間には限り
があり、足の引っ張り合いだけはごめんだ。
それにしても今回の低投票率は何としたこと
か。棄権の多さは「民主主義」の根幹をも否定
することになる。そうした中での救いは、豊中
市内66投票所での投票率で1位が東丘、3位が西
丘、6位が北丘と地元千里地区が上位を占めたこ
とは誇りとしたい。

【福岡正輝と豊中市政を変えましょう】

