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市民派無所属議員として確実な成果の貢献がすべて！
◎政策提言型政治 「無所属の会」

◇市民の健康保持と医療費抑制

与党会派にあって市政には是々非々の立
場で活動しています。政策についてはそ
の必要性と費用対効果、優先順位を重要
な要素としています。以下については私
が今年度取り組んでいる施策の一部につ
いて状況をご報告いたします。

豊中市民の検診率を上げ病気や重症化
の未然予防に取り組んでいます。特に国
民健康保険利用者のがん検診率向上は緊
急課題です。今回、国保レセプトのデー
タベース化を提言 し、利用者への適時適
切な情報提供やアドバイスで重複受診や
頻回受診、重症化の予防を
◇空き家条例の制定を目指して
図り、結果として国保会計
豊中市の空き家率は約15%、高齢化や人 の健全化実現を要請。市は
口減少社会の到来で益々増加の傾向で 実施に向け取り組むことに
す。条例制定で環境まちづくりや市民全 なりました。
体の利益を守るため取り組んでいます。

◇産業立地都市で税収増を

◇市民を守る災害時の情報伝達
迫りくる巨大地震や大規模災害の危険
性は増すばかり。市民への素早い情報提
供や避難指示、防災対策に取り組んでい
ます。特に防災スピーカーについては費
用対効果や確実性に問題があることを指
摘。一部先進自治体が取り入れている低
コストで確実性の高いFM等を使った情報
伝達手段の採用を提言しています。
「無所属の会」 議員団控え室
〒561-8501 豊中市中桜塚３丁目１番１号
ＴＥＬ 6858-2620 （直通） ＦＡＸ 6852-2384

自 宅 (変更になりました)
〒560-0082 豊中市新千里東町２-７ Ｃ24-403
ＴＥＬ 6833-7705
E-mail ximtechs@dab.hi-ho.ne.jp

産業振興や企業誘致によって 雇用機会
の増加や税収増の施策実現 に取り組む。
施策の実現や効率化に条例改定と地区計
画を働きかけています。今回、都市計画
審議会での私の発言を受け、産業界代表
委員や学識経験者からも同趣旨の提言が
さ れ ま し た。こ う し た こ と か ら 市 は ス
ピード感を持った効率的取り組みの実施
を迫られることになりました。

福岡正輝 ホームページもごらんください
http://www.fukuokamasaki.com
ヤフー、グーグルで 「福岡まさき」
を検索してお入りください。
日常の活動や政治信条、市政の裏話な
ど報告しています。
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バス停のベンチを更新

10年くらい前になりますが、千里
ニュータウン内を走っている阪急バスの
バス停改良要望を市民の方から受け、ベ
ンチと可能なところは屋根の設置を阪急
バスに要請し実現しました。その後、経
年劣化等により壊れたり不具合な場所も
何ヶ所かのバス停で出てきました。
今回、新千里北町ロータリーのバス停
2ヶ所のベンチが壊れているのを市民の
方から通報いただき改修しました。今後
もこうした不具合ヶ所が出てくると思い
ますのでご連絡いただけたらありがたい
と思います。また、町で生活する多くの

市民の目で改善や改修、危険個所等につ
いて目に留まるものがございましたらご
一報よろしくお願いいたします。

「福岡まさき」は豊中を変える政
策集団「無所属の会」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
として確実な成果をめざします。
通学区域の変更予定が…

◆26年4月に学校教育審議会答申が
南部地域の学校統廃合問題や八、九中通学
区域の変更等について答申されました。新千
里南町3丁目が29年4月より新6年生以外が東
泉ヶ丘小から南丘小学校への変更を予定。南
丘小学校は児童数が約2倍になります。

◆八、九中学校の校区問題は…
学校の設備充実に成果

◆エレベーター設置
八中、東丘小学校に障がい者対応のエ
レベーターが設置されます。(九中は設置
済み) 完成は28年度の予定で他の学校で
も時期を早めるよう努力しています。
また、各小学校の給食用昇降機の設置
にも取り組んでいます。

◆トイレの洋式化
全市的にトイレの洋式化に取り組んで
いますが、ニュータウン内についてはス
ピードアップで取り組んでいます。

◆ネットフェンスの改修実現
危険防止のため要望のあった八中グラ
ンド一塁側ネットフェンスを高くしファ
ウルフライの外部への直撃防止に取り組
み実現しました。

現在八中の生徒は全学年7学級で269名が
二つの小学校から、九中については四つの小
学校から通学し21学級で839名。学級数、生
徒数とも3倍となっています。今後、南丘小
学校児童数が倍増することで八、九中の学校

規模の更なる格差拡大による過小校、過密校
の弊害が大きな課題となります。

◆教育委員会の考え方は…
九中の教室増設・充実、もしくは西丘
小学校の通学区域の変更を予定していま
す。しかし、答申では解決できる諸課題
に手を付けず、他の予算を削ってでも教
室増設が選択肢にあることに 市民の理解
が得られるのか疑問 が出されています。

◆今後のあるべき姿は…
南部地域の学校統廃合や南町3丁目の通
学区域変更に対する住民の理解と協力を
生かすことが大切。 公教育全体の利益と

市民説明に教育委員会のスピード感ある
決断と対応こそが重要です。
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保育園が新設されます

◆新千里南町2丁目(消防署跡地)
に設立される保育園はアトリオ南町保

育園(仮称)で定員150名、平成29年4月に
開園が予定されています。当初この跡地
は売却予定でしたが、千里地区にリザー
ブ用地が全くなく、市の新たな施策展開
のためにも残すべきであると私が市幹部
に要請し残したものです。今回、さっそ
く待機児童解消のための民間保育園を誘
致することになり役立てられました。

◆上新田1丁目(天神社となり)
に設立されるあい保育園千里中央は平

成28年4月開園の予定で定員90名となって
います。区画整理等で多くの新しいマン
ションが建設されたこの地域は保育需要
が多い地域となりました。しかし、旧新
田村の中にあり道路状況等も狭いため、
車での送迎は禁止される予定となってい
ますのでご協力お願いいたします。

千里橋西歩道が明るくなりました

千里中央から新千里西町にぬける主要な
歩行者道路に千里橋があります。現在、
橋の耐震補強とビル風対策のための風防
設置に向け取り組んでいますが、要望の
多かった歩道の照度アップを先行して実
現しました。効率の悪かった水銀灯を
LED照明に変更しましたが、これまでの
支柱をそのまま利用することで予算の
低減を図りました。また、千里橋から
南町方面への階段の照度アップも実現
し危険個所の解消になりました。

今後についても防犯カメ
ラの設置や安心・安全、快
適利用のために更なる取り
組みを進めます。

・その他のブログ記事…
※
※
※
※
※

保育所整備 住民説明会の開催
しばらくぶりのブログです
「千里橋」の耐震とビル風対策
今年も始まってみれば
豊中商工会議所 新年互礼会

防犯カメラの大規模な設置要請

◆防犯カメラ設置要請
複雑・多様化、市民の無関心や捜査力の
低下もあり、犯罪抑止における防犯カメラ
は益々その威力を増しています。昨年度、
副議長就任時に市民の皆様や豊中及び豊中
南警察署長からも防犯カメラの設置要請を
受け取り組んでいます。

※どこに何台設置するのか
豊中市内各小学校区ごとに台数を決め設
置すべきで、場所や台数については自治
会、防犯支部、PTAなど地域全体の合意形

成が整ったところから期間を定めて実施す
るのが望ましいと考えます。

※カメラ設置の考え方
設置場所は私有地ではなく公的な場所(公
道等)が可能です。プライバシー等にも最大
限の配慮をし、事件が起きたときなど必要
な時に録画メモリーを検証します。
(常時監視するのではありません)

※財源と設置方法は
市民の安心・安全にとって防犯カメラの
設置は時代の要請です。しかし、市の財政
は必ずしも潤沢ではなく財源確保は悩まし
い問題です。そこで以前に防犯灯や道路照

明のLED化に際し私が政策提言し実施した
リース方式が良いと考えています。この方
式の採用は初期投資やライフサイクルコス
トの大幅縮減につながります。
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本会議、文教常任委員会質問から
千里中央地区再整備について
◆近隣商業地との比較でも魅力的で競争力ある
商業地となることが大切。各事業者間や行政と
の協議、国の支援制度等を最大限活用すること
で他地域との比較優位性を出すことが重要。
◆車対策ではバスターミナル、タクシー乗り場
等の再整備、不法駐車対策や右左折レーンの工
夫でスムーズな車導線を確保すること。
◆安心・安全対策に効果的な防犯カメラの設置
と市民意見の積極的収集に努めること。

国保会計の健全化と市民の責務
◆国民皆保険制度の維持は何としても守らねば
なりません。今回、国民健康保険制度の健全化
のためレセプトのデータベース化を提案しまし
た。正確な情報把握と市民に寄り添う適時適切
な指導や助言で国保会計の無駄をなくせます。
また効率的な運営に市民の協力は不可欠です。

空港を生かしたまちづくり
◆空港を持つ優位性を生かし産業振興や企業誘
致、魅力ある「まちづくり」をこれまでも提案
してきました。所属する都市計画審議会でも私
の意見を受けて産業界代表や学術経験者代表か
らも同趣旨の提言がなされました。また、近距
離国際便の就航にも取り組んでいます。

激変する政治経済状況は混迷と複雑さを増

◆虫歯なし全国トップ級への挑戦！
豊中市内小学6年生で虫歯のない比率は7割強
で全国平均の6割を上回っています。先進事例で
は95%、治療済みを含め驚異的な数値を誇る学校
もあります。口腔衛生に取り組む先進校では風
邪による学級閉鎖が極端に少ない副次効果も。

子どもにとって衛生観念や身を守る術の習得
は将来の健康保持に重要な役割を果たします。
今回、私の提案で口腔衛生全国トップレベルへ
の挑戦を教育委員会に申し入れたところ快く受
け入れられました。そこには他人を蹴落とす競
争も膨大な予算措置も必要ありません。歯科学
校医や家庭との連携、教育現場や教育委員会の
不断の努力、情熱が大切です。市民の皆様のご
理解と応援よろしくお願いいたします。

◆クラブ活動の積極支援体制を
小規模中学校では先生の絶対数が少ないため
にクラブ活動の数や指導に限界があります。生
徒にとって好きなクラブ活動での体験は心身の
発達にも重要です。学校規模の早期適切化は緊
急課題ですが、それまでは教師の加配や運動部
活動指導協力者の積極配置が必要です。
◆ 地域子ども教室 で子どもの居場所づくり、
スポーツや科学に触れる機会の更なる拡大に
予算措置を講ずるように申し入れました。

が見えてきました。更に一部近隣諸国の一方的な
日本批判に毅然とした我が国の対応や国際世論の
冷めた反応もプラスに作用しています。

今こそ我々はこの国の文化、伝統、技術や国際
すばかり。イスラム国の出現や中国経済の失速 的信頼に自信を持つべき時ではないでしょうか。
は世界の秩序や安定に大きな影を落とします。 その証拠が外国人旅行者の急増と爆買いに見られ
わが国では少子化や高齢化、人口減少社会の る日本製品への信頼と満足感、再び日本を訪れた
到来による将来不安が必要以上に喧伝されてい いというリピーター数の増加、アジアの中では圧
ます。また、一部近隣諸国による我が国への敵 倒的に多いノーベル賞の受賞者数がこれらを証明
視政策で自国の求心力を高めようとする政治勢 しています。そもそも自国でどんな反日教育を受
力があるのも悲しい現実です。
けようと自らが体験した日本と日本人に対する肌
しかし、長年の政治・経済の停滞と縮小、俗 身感覚は正直そのものです。われわれ自身もそろ
にいう失われた20年もここにきて底を打ち、決 そろ自虐史観から決別し自信と誇り、この国に生
まれた幸せを再認識すべきと思うのですが…
めるものは決め、税収についても上昇の兆し
【この会報は政務活動費を使用し発行しています】

