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豊中市議会議員(保守系市民派・無所属)
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市民の代弁者として 「政治は結果とスピード」 を着実に
「無所属の会」 2年目に向けて
市民派無所属議員5名で結成した会派の
一年が終了し二年目に入りました。特定
政党や利益団体の影響を受けず、普通の
市民の生活を守ります。浅利市政に対し
ては是々非々の立場で支える与党会派と
して活動してまいります。

南部地域の学校再編と活性化
南部庄内地域は少子・高齢化や人口減
少に伴って学校の統廃合を含めた大幅な
再編に迫られています。現在この地域に
ある6小3中学校体制を 二つの小中一貫校
に再編統合しようとするものです。

この計画を進めるについてはいくつも
二年目役員選挙の結果、北川議長、弘 のハードルがあり議会を含めた市の総合
瀬副議長が選任され任期は一年間となっ 力が試されます。とりあえずの問題点は
ています。私は環境福祉常任委員会に所
1.初めての試みである小中一貫校を実現
属し、地域の安心安全「まちづくり」や
し成功させる教育委員会や現場の力量。
千里中央地区再整備、市民福祉の改善な
どに「結果とスピード」を最重要テーマ 2.小学校単位で活動してきた様々な地域
活動団体の今後のあり方。
として取り組みます。

会派議員の所属委員会(前年度所属) 3.統廃合実施後の余剰敷地(甲子園球場全
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体面積の2～3倍)や建物の扱い。更にこの
計画を進める企画立案力と資金計画。

※ 都市経営の根幹をなす重要案件だけに
数々の実績としがらみ
建設水道委員会(環境福祉)
のないわが会派にとっ
てはこれまで以上に腕
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の見せ所であると考え
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ます。(関連記事は4P)
(総 務)

「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
所属議員 福岡正輝 大町裕次 北之坊晋次
神原宏一郎 松岡信道
〒560-0082 豊中市新千里東町２-７ Ｃ24-403
(福岡まさき 自宅) 06-6833-7705

E-mail ximtechs@dab.hi-ho.ne.jp

福岡正輝 ホームページもごらんください
ヤフー、グーグルで「福岡まさき」
で検索してお入りください。
会派の活動や政治信条、市政の裏話な
ども報告しています。
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「千里さくら通り」 の改善策
千里さくら通りは地域では有名な桜の
名所として親しまれています。しかし、
桜の木陰が絶好の休憩場所になるらしく
大量の不法駐車が列をなす危険で見苦し
い状況になっていました。市民からの苦
情を受けた大阪府池田土木では紅白のブ
ロックを道路端に設置し物理的に駐車で
きない状態で車の排除に取り組んできま
した。しかし、不法駐車はなくなったの
ですが、結果的に道路幅を狭くし美観上
や衝突の危険から再びクレームが寄せら
れました。私自身が豊中市や池田土木に
改善策と対策を要望した結果、道路の中
央部分をゼブラゾーンにすることで決着
しました。最善策とは言えませんが何と
か不法駐車を防いでいます。一にも二に
も運転手マナーの向上が大切です。

「千里竹の会」 が国交大臣賞
15年前、荒れ放題で豊中市が手を焼い
ていた新千里東町公園(竹林)を何とか市
民の手で維持管理できないものかと私が
Tさん(初代会長)に働きかけ産声を上げた
のが「千里竹の会」。その後、吹田市側
にも広がり現在の活動は竹林の維持管理
【新千里東町公園、桃山公園、千里第
7~8緑地】、竹細工教室(夢志クラブ)、
竹炭、竹酢液の製造販売(北千里高校の
協力)、巨大門松づくり(吹田市役所)な
ど114名の会員が多方面で活動。
「千里竹の会」は、リタイヤ後の高齢者
の地域デビューの場の提供や市民との協
働をとおして豊中市、吹田市への貢献を
評価され緑の都市賞市民協働部門で「国
土交通大臣賞」を受賞しました。
「千里竹の会」への市民の皆様の応援と
協力を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。

「千里中央再整備」 利用者の思いは
何度かに分けて行われている千里中央地区
再整備事業は最後で最大の事業となる中央部
分の事業着手が近づいてきました。
吹田市のエキスポシティや北急延伸(平成
32年度完成予定)による萱野中央地区など強
力な競争相手が出現してきます。これまでの
交通利便性や競争相手が少なかったことなど
から絶対的な強さを誇った千里中央地区もこ
れからは選ばれる商業地の一つとして競争に
さらされることになります。
北大阪地域の賑わいの中心地として新たな
千里ブランド創出をめざし、再整備の対象と
なっているのは千里阪急百貨店、(旧)ピー
コックストア、せんちゅうパル、セルシーな
どでバスターミナルや駅前広場なども大きく
変わる予定です。
今回、豊中市の主催で「みんなで考えよ
う！千里中央のまちづくり」と題してワーク
ショップが開催されました。多くの方々が参
加され千里中央の魅力アップや「あったらい
いな」と思うライフシーンなど意見やアイデ
アが寄せられました。こうした催しを積極的
に推進してきた私としては、市民の思いや願
いが実現し魅力と競
争力ある商業地に変
貌するよう協力した
いと考えています。
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「民生委員さん」 に感謝！

・その他には…

民生委員の定数条例改正で現在の573名
から600名への増員が決定しました。福祉
現場の最前線で最も頼りにされる存在で
ありながら、無報酬でしかも厳しい現実
に向き合い奉仕精神のみで活動している
のが現在の民生委員制度。

※
※
※
※
※

超高齢化社会が目前に迫り、民生委員
の助けを必要とする人々が増加する中で
定数増の改正については評価されます。
しかし、現在の定員でも担い手不足から
欠員が発生しています。更に75歳が定年
ですが、60～75歳までの方々が80%を占
めており地域福祉の現場では将来に対す
る大きな不安が出ています。

山田洋次 さんが 名誉市民に

今議会での所属委員会でこの問題を取
りあげ質しました。まず、人材発掘に市
をあげての取り組みや地域への協力体制
の確立、民生委員の顕彰制度や補助体制
の強化、活動に対する市民への周知に
もっと努力すべきだと提言しました。

防犯パトロールから見える課題
地域の安心安全システムはこれで安心
と言えるものはありません。現在計画中
の防犯カメラ設置(校区で30台)について
もハードの強化だけで抑止力が完璧にな
るわけでもありません。
地元地域防犯ではかねてからソフト部
門の強化から「挨拶声かけ運動」や見守
り活動、安全パトロールの充実等にも取
り組んできました。現在では夏・冬の大
規模夜警のほかに、毎週の夜間パトロー
ル(約10名)を継続していますが、声掛け
に通行者の反応も増えてきました。
防犯はハイテク機器に頼るだけでなく
人と人との連携や「自らが当事者」との
認識強化に取り組んでいます。

「カメさん」元気で！
南部コラボ 建設説明会
専門家から意見拝受
教育委員会の奮起に期待
地域防犯総会で新しい体制に

市は豊中市出身で「男はつらいよ」など
の作品で知られる映画監督、山田洋次さん
に「文化、芸術面で顕著な功績があった」
として名誉市民称号を贈ることを提案し議
会で承認されました。市制80周年記念式典
に合わせ、10月15日に市立文化芸術セン
ターで山田さんに記念メダルが贈られま
す。名誉市民はノーベル
物理学賞を受賞した物理
学者の南部洋一郎さんに
続き二人目となります。
また、市立岡町図書館
に山田さんの全作品の
DVDを集めた記念ライブ
ラリーを開設することも
決定されました。
ところで教育文化都市を標榜し都市経営
の根幹に据える豊中市は公民分館活動など
社会教育分野においては全国的にも高い評
価を受けています。しかし、公教育分野に
おいては二極分化が進み南北格差が顕著に
なっておりその是正が求められます。一部
の間違った平等教育や文化伝統を否定的に
捉えたり過度の体制批判からは本物の教育
文化都市は実現しません。
子供たちの個性や能力を伸ばし、人や国
を愛する心を育てることで「名誉市民」続
出」につながる真の教育文化都市実現にこ
れからも取り組んでまいります。
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南部庄内地域の学校再編と活性化
❖計画案の概要について
豊中市教育委員会が提案した「南部地域の
学校再編成」については、豊中市の都市経営を
左右する最重要課題だと考えています。この問
題は南部庄内地域にある6小学校、3中学校の

統廃合を含む再編成で、このエリアに二つの小
中一貫校を作るものです。教育委員会が示した
二つの構想案では、千成小学校の敷地に一校、
庄内小学校の敷地に一校、さらに地域活性化の
シンボル的施設として(仮称)南部コラボセン
ターを第六中学校に建設します。二つの構想案
の違いは同一施設内での一貫校と低学年(小1
～4年)、高学年(小5～中3)での施設分離型の違
いです。どちらの構想案に決定しても、統廃合

等により7.2から10.8㌶、実に甲子園球場全体
敷地面積の2～3倍の余剰地が出現します。
この問題は単に豊中市南部の公教育の学校配
置や再生の問題だけにとどまらず、将来の豊中
市の在り方や都市経営の問題でもあります。
今後については地域住民や専門家の意見を募
るとともに、議会での十二分な議論が必要で
す。この施策を成功させ、後世の方々からあの
時代に実施した「南部地域の学校再編と活性
化」が今日の豊中市隆盛の基を作ったと評価さ
れる実績が議員にも求められます。

アジア某国元大統領がクリントン米大統領
と会談した時に英語で「ハウ・アー・ユー(ご
機嫌いかが)」と挨拶するはずが、「フー・
アー・ユー(あんた、だれ)」とやってしまっ
た。苦笑いした大統領は、ユーモアを交えて
「ヒラリーの夫です」とかわした。すると自
分の間違いに気づかない元大統領は、事前に
教えられた通りに「ミー・ツー(私も)」と答
えた。英語ベタ政治家の逸話だ。
これは実際にあった話だと言われているが
マスコミによる悪意に満ちたねつ造後日談の
ほうが有名だ。当時の我が国の総理は国民や

❖初めて挑戦する小中一貫校
学習指導面や生活指導面において庄内地域
の 実 情 に 応 じ た 取 り 組 み を 実 施 し ま す。ま
た、小学校高学年の教科担任制や中学校への
環境変化に伴う学習面の戸惑いの軽減、生徒
指導上の課題の未然防止や早期対応が可能。
いずれにしても家庭や地域、学校現場や教育
委員会の連携が重要です。

❖余剰地をどう生かすのか
豊中市独自では限界のある問題で、外 部コ
ンサルや専門事業者のアイデアや協力が必要
です。まずは最高の提案と実現可能なシステ
ムづくりが大切です。

❖地域の活性化にどう取り組む
(仮称)南部コラボセンターの役割は重要で
す。千里コラボを徹底的に研究し最良のもの
を建設(運営を含む)することで南部地域の魅
力と活性化に取り組むことが大切です。
また、学校統廃合 による校区単位の各種活
動団体の位置づけや連携体制が重要です。そ
の際、組織間の縦割りを排除した地域力をつ
けることが重要。そのためにも地域自治組織
への取り組みを積極的に進めてもらいたい。

マスコミに人気がなく、開催した沖縄サミット
期間中も失言はゼロで期待していた一部マスコ
ミが、わが国首相に置き換えて噂を広め各社が
飛びつき事実にしてしまった。噂のねつ造はM新
聞のT記者で後日になって名乗り出ている。
新聞社といえば、発行部数の水増しに公取委
がA新聞への調査に入った。実際には配達もされ
ない新聞が大量に印刷され販売所に届けられる
のは他社も同じ。広告主や折り込み広告依頼者
にとって発行部数が料金設定の根拠だけに詐欺
商法？ともいえる。事実を歪め首相や国を貶め

る行為とともに、儲けるためには平気で部数を
偽 り 国 民 を 欺 く 企 業 体 質 に 未 来 は な い。新 聞
ファンにとってはさみしい限りだ ……
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