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「創る改革」とよなか 夢 みらい
未来の豊中市を展望して

一期目市政は着実に発展

二期目の政策は、コロナを乗りこえるために
一期目の長内市政は、大阪北部地震にはじま
り、大規模な台風災害、新型コロナウイルス感 「保健所・市立豊中病院の力で感染予防を徹底、
「買い物
染症と危機対応に追われた４年間でした。新型 希望者へのワクチン接種早期に実施」、
コロナ禍の中で、市民生活を守るための対策を 支援で地域経済回復」、「ICT を活用した便利で
次々に打たざるを得ませんでした。しかし、経 快適な暮らしの実現」などを当面の重点策とし
常収支比率・積立基金残高・市債残高などの財 ています。
千里中央の再整備・服部天神駅前広場整備・
政指標は改善、財政の健全化は進みました。
豊中駅前再整備・神崎駅周辺整備など、さらに
豊中市の好感度は、テレ
生活しやすいまちづくりを推進します。
ビ大阪「住みたい街ランキ
庄内さくら学園開校、中学校全員給食開始、
ング 1 位」日経グローカル
児童相談所の設置などで子育てしやすい環境整
「電子自治体ランキング1 位」
備、産前産後ケアの充実・こどもの居場所づく
リクルート「関西住みたい
り推進など、子どもたちにとって魅力あふれる
街ランキング府内 3 位」と
高まりました。2 0 2 1年 1 0 月豊中市民意識調査 まちづくりを推進します。
また、誰もが住み慣れたまちで住み続けられ
では「住み続けたい」「子育てしやすい」「安全・
安心」など全ての項目で評価が上昇しています。 る地域包括ケア体制、コロナ後を見据えた健康
立候補表明に際し、長内市長は、「未来につな 政策の推進、災害対策を万全に消防力・防災力
ぐまちづくり 『創る改革』 とよなか 夢 み を向上、ヤングケアラー支援を開始するなど、
らい」をテーマに、さらに住み続けたいと思わ 市民生活を安定させる重点政策を示しています。
１０年・２０年先の豊中市の姿を見据えたま
れるまち、住んでみたいと選ばれるまちをめざ
ちづくりが必要です。
し、取り組んでいくと決意を語りました。

長内市長の２期目に期待
「誰一人取り残さない」豊中市政を

豊中市議会議員
宮地 和夫
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宮地和夫の

ࠊᜭ˟إԓ
２０２２年度予算を決定‥‥豊中市は、２０２２年度予算でコロナ
禍を乗り越える市政を目指します。一般会計約１，
７０３億円、特別
会計・企業会計を合わせた総予算３，
１７１億円と過去最大の予算となりました。
市税等は約７．４％増の７００億円を想定、将来への投資として市債は１５２億円を発行する積極
的な財政となります。コロナ禍の厳しい市民生活を守る予算編成になりました。
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２０２２年度

豊中市主な施策

ų
【コロナ対策】
ĬૼǳȭȊȯǯȁȳᆔʙಅããᲫᲲΕᲭᲫᲫᲰɢό
ųųƔƔǓƭƚҔưƷᲭׅႸᆔǛࠎஓƞǕǔ૾ƴଔ࣯ƴࣖݣƠǇƢŵᲯബƔǒᲫᲫബǇưƷƜƲǋᆔƸݱ
ųδᅹҔǛɶ࣎ƴࠎஓᎍƴܱƠǇƢŵ
ĭज़௨ၐƷͤࡍʚഏᘮܹŴȕȬǤȫȷᛐჷၐݣሊਖ਼ᡶããᲯᲳᲪᲪɢό
ųųૼƨƳਃ࢘ᛢǛᚨፗƠŴǳȭȊᅤưࢨ᪪ǛӖƚƨͤࡍᘮܹƴࣖݣƠǇƢŵ
ĮǳȭȊᅤưݼіƷࢨ᪪ǛӖƚƨʴƷᨽဇããᲫΕᲰᲱᲫɢό
ųųૼǳȭȊƷࢨ᪪ưݼᎰưƖƳƔƬƨࠊൟǛݣᝋƴŴᐮႎƴࠊᎰՃᲯᲪӸᲢ˟ᚘ࠰ࡇ˓ဇᎰՃᲣǛᨽဇƠǇƢŵ
įᩉᎰᎍሁǛᨽဇƠƨʙಅᎍǁƷዬ࣯ᨽဇૅੲǛਘΪƠǇƢŵããᲫᲰᲱᲲɢό
İࠊϋưƓᝰཋࣖੲʙಅããᲬΕᲱᲯᲫᲰɢό
ųųෞᝲնឪሊƱƠƯȗȬȟǢȠЎǛɥʈƤƠƨȇǸǿȫ؏עȝǤȳȈǛᝤ٥ƠǇƢŵ
ıȇǸǿȫ؏עȝǤȳȈ˄ɨʙಅããᲯᲭᲪᲳɢό
ųųǨǳȷ܇ᏋƯȷȜȩȳȆǣǢѣƳƲƷӋьᎍƴȇǸǿȫ؏עȝǤȳȈǛ˄ɨƠŴෞᝲնឪƴࢫᇌƯǇƢŵ
ĲܖٻဃሁૅੲཎКዅ˄ããᲮΕᲭᲮᲮᲭɢό
ųųǳȭȊᅤưƷܖဃƷܖƼǛૅੲƢǔƨǊƴܖڜǛӖዅƠƯƍǔܖဃᲢܖٻဃȷჺٻဃȷܖᧉݦఄဃƳƲᲲᲮᲪᲪ
ųʴᲣƴᲯɢόǛૅዅƠǇƢŵ

【一般施策】
ĬܖݱఄᲭᲯʴܖኢʙಅųųųųųųųųųųųųųųųų
ųųᲬᲪᲬᲬ࠰ࡇƸܖݱఄᲮ࠰ဃưᲭᲯʴܖኢǛᝅɶࠊᐯܱŵ
ᲢᲫ᳸Ჭ࠰ဃƸʙಅŵᲬᲪᲬᲮ࠰ࡇǇưƴݱ
ųܖఄμ࠰ܖưᲭᲯʴܖኢǛܱྵƠǇƢŵᲣ
ĭɶܖఄዅᢃփʙಅãã ΕᲱᲮᲬᲲɢό
ųųᲬᲪᲬᲬ࠰ᲳஉǑǓŴμɶܖఄưȇȪȐȪȸ૾ࡸưƷμՃዅǛܱƠǇƢŵ
Į࠽ϋƞƘǒͳૢטܖȷҤᢿǳȩȜǻȳǿȸૢͳããᲲᲲΕᲮᲮᲮɢόᲢஜ࠰ࡇЎᲣųųųųųų
ᲢˎᆅᲣҤᢿǳȩȜǻȳǿȸƸஹ࠰ᲬஉǛǊƟƠᚨʙǛᡶǊǇƢŵ
ųų࠽ϋƞƘǒטܖƸஹ࠰ᲮஉఄǛǊƟƠŴ
į I CTᏋƷਖ਼ᡶããᲮΕᲲᲲᲮᲪɢό
ųųμݱɶܖఄƴ I CT ૅੲՃǛᣐፗŵǇƨŴG I G Aǹǯ
ųȸȫᢃփૅੲǻȳǿȸǛᚨፗƠᏋऴ҄إǛਖ਼ᡶŴ܇
ųƲǋƨƪƷܖƼǛૅੲƠǇƢŵ
İᲢˎᆅᲣδᇜႻᛩᚨፗแͳããᲭᲭᲬᲰɢό
完成予想図〜左が（仮称）
南部コラボセンター、右が庄内さくら学園
ųųƜƲǋƷೌМઢᜱǛܱྵƢǔໝŴᲬᲪᲬᲯ࠰δᇜႻ
ųᛩȷɟ̬ᜱᚨፗƴӼƚƨʴՃ˳СȷᚨૢͳǛᡶǊǇƢŵ
ıȤȳǰǱǢȩȸૅੲããᲰᲪᲭɢό
ųųȤȳǰǱǢȩȸૅੲᆸӝǛᚨፗƠŴ
Ⴛᛩૅੲȷբ᫆ƷԗჷȷգႆʙಅǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ĲᲢˎᆅᲣᣂם૰ૢͳʙಅããᲫΕᲱᲰᲭᲪɢό
ųųᲬᲪᲬᲬ࠰ᅸ࠽ϋ࠰ݲ૨҄ួᚨƴᲢˎᆅᲣᣂם૰ǛᚨፗƠǇƢŵӞˊƔǒ
ųྵˊǇưƷ૰ޒᅆŴ
ųδᇜဃࢻȷࠊൟᄂ̲ƷئǛ੩̓ƠǇƢŵ
改修予定の豊中ローズ球場
ĳᝅɶȭȸǺྶͳૢئʙಅããᲬᲲᲪᲰɢό

ųų᭗ఄྶႆᅙƷעᝅɶǛǢȔȸȫƢǔžޒᅆܴſᚨፗǛԃǉો̲ᚨᚘǛܱƠǇƢŵ
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ĴᲢˎᆅᲣࠊൟѣૅੲǻȳǿȸᢃփሥྸʙಅųųųųųų
ųųᲢˎᆅᲣҤᢿǳȩȜǻȳǿȸϋƴࠊൟѣƷʩ්ਗໜǛૢͳƠǇƢŵ
ĵᢿټᅕᬜЭૢͳʙಅããᲭΕᲬᲲᲪᲭɢό
ųųᢿټᅕᬜிͨƴ࠼ئӏƼඝᢊƷૢͳǛᡶǊǇƢŵ
Ķ᧵ٻᨥᆰลԗᡀٳئဇעМဇʙಅããᲬᲪᲳᲯɢό
ųųᑋែႺɦƷҘ߷םᡈƘƷҾဋዼᘔዯͳૢעƷแͳʙಅǛᡶǊǇƢŵ
ķ؏עσဃǻȳǿȸȷ܇༵܇ᅦᅍǻȳǿȸૢͳʙಅããᲭΕᲫᲲᲫᲪɢό
ųų܇༵܇ᅦᅍǻȳǿȸǛྵעưஆƑǇƢŵ

整備予定の航路直下千里川土手周辺

ˏ႕ٛȁঌྦྷέȜρθ݈֥౬యນৗ࿚
議員団を代表し、豊中市政全般２１項目にわたり質問を行いました。そのうちの 5 項目を報告します。

【１】長内市長の基本姿勢について
長内市長一期目の成果と課題、将来的な豊中市のめ し、豊中市の強みを活かし、これまで以上に住みたいと
ざすべき姿、今後の行財政改革のあり方について、市 思えるまちづくりをめざす。また、今後の行財政改革は、
長自らの考えを聞きました。
単なるコストカットではなく、市民のための持続可能な
市長は、災害対応に追われた４年間であったが、市民 「創る改革」として進めて行く、と語りました。
に約束した基本政策の９８％を実現できた。また、経常
宮地からは、コロナ禍の困難な状況でもしっかりと
収支比率・積立金残高などの財政指標も改善した。最優 成果を残したことを評価する。長期的な展望に立ち、
先課題はコロナ禍で痛んだ市民生活を安定させることで 市民の声を受け止める評価軸の設定を行い、市政運営
あった。今後は、自然災害等非常事態への備えを万全に を進めることを求めました。

【２】包括連携協定など公民学の連携のありかたについて
市と民間事業者との協定が、１５年間で４０ほど結
ばれ、連携事業が進められています。大学や企業との
連携は、こども向けの講座やシェアサイクル・キッチ
ンカーなど、自治体だけでは出来ないユニークな事業
が実施されています。
C S R（企業の社会的責任）が問われる時代ですが、
企業は基本的には営利を目的としています。市がシェ
ア争いに加担したり、社会的に許容されない行為を行

う企業と連携を進める懸念がないか、市の考えを問いま
した。市は、企業間の公平性を担保するため競合他社が
存在するときは公募で事業を進め、人権尊重の視点や法
令違反の行為がないか、協定締結後も協議を行う。今後、
円滑な公民連携を進めるため基本的な考え方やルールを
定めるガイドラインの策定を行う、と回答しました。
宮地は、ガイドラインではなく議会が関与する条例の
設置を求めました。

【３】学校職場の欠員問題解消
昨年、教員不足で新年度を迎えた小中学校は、全国で
１８９７校で２５５８人と文部科学省が発表しました。豊
中市では、年度当初の欠員は無いものの、1 月には 2 5
校以上で先生がいない状態、また、3ヶ月以上欠員の学
校が 1 5 校もありました。穴の空いた学級担任・教科担
任の仕事は、校長・教頭・他の教員で対応せざるを得ず、
学校の多忙化に拍車をかけています。
教育委員会は、欠員は全国的に教員志望者が減少す

る中、代替講師が不足しているため生じている。教員
希望者を増やすため、働きやすい学校、教職を魅力的
な仕事としていくことが必要である。数年経験された
講師の新規採用について、より良い採用のあり方を検
討していくと答弁しました。
豊中市教育委員会の採用権限で新規教職員を増や
し、年度途中の講師採用をスムーズに行い、欠員問題
の解決を図るよう教育委員会に強く求めました。

【4】（仮称）市民活動支援センターの運営について
２０年にわたり豊中市の市民活動を支えてきた豊中
駅北側にある「市民活動情報サロン」が来年 1 月閉鎖、
2 月より（仮称）南部コラボセンターに、
（仮称）市民
活動支援センターとして機能を移します。情報サロン
移転に伴い、豊中北部に活動拠点がなくなる問題、
（仮
称）市民活動支援センターが今後果たす役割について、
市の見解を問いました。
市は、市民活動情報サロンは市民公益活動の活性化

に大きく寄与し、情報の
収集・交流・発信機能を
発揮してきた。新たに設
置する（仮称）市民活動
支援センターは、これま
での情報サロンの役割と
併せ、広くなる交流スペ
ースを活かし、市民と市
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市民活動情報サロン 活動の様子

民、市民団体間をつなぐ交流とネットワークの形成を との声に応えるべきであり、更に（仮称）市民活動支
担うものと考えている、と答えました。
援センター運営は、豊中の市民公益活動団体を十分に
宮地は、
「豊中市北部にも市民活動の拠点が必要」 把握されている団体が担うべきと要望しました。

【5】豊中市若者自立支援計画改定のねらい
コロナ禍が長引く中、
「ひきこもり」など課題を抱
える若者への支援が大きな社会的課題となっていま
す。豊中市での 10 年間の支援の中で見えてきた成果
と課題、支援機関の今後のあり方について質問しました。
市は、「ひきこもり」などの相談支援は長期化する
傾向にあり、「自立」に向けた支援はひとり一人の課
題が異なることから、「伴走型支援」にならざるを得
ない。教育機関との協力が必要であり、4 月から「い
ぶき」で少年文化館と若者相談機関が同じ施設で協力

し、継続して相談支援が出来る意義は大きい。元「ひ
きこもり当事者」が、声を上げはじめ「就労だけが出
口ではない」支援のあり方、
「自立」の多様なイメー
ジが模索され始めた。若者支援のスモールステップを
評価する指標を設定し、支援機関の継続性を検討した
い、と答弁しました。
「若者支援」は若者自身の自立を促すと同時に、様々
な課題を抱える若者を受け入れる社会を創る取り組み
でもあることを確認しました。

1/17 蛍池こども食堂

2/16 千里森もりクラブ竹林整備

3/1 ウクライナ連帯文化芸術センターライトアップ

3/25 これからの「豊中と教育」を考える集い

1/9 消防出初め式 可愛い幼稚園児の行進 1/16 大阪府退職教職員協議会結成３０周年の集い
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「死にたくない」・・・地下壕での幼い少女のつぶやきが胸を
締めつけます。これが本当に２１世紀の出来事かと目を疑いま
す。２月２４日から始まったロシアのウクライナへの軍事侵攻
は、核大国ロシア大統領プーチンの狂気の産物です。
報道を見守る誰もが「止める手立てはないのか」
「自分にでき
ることはないのか」と考えます。遠い地球上のでき事に、むな
しいと考えることは簡単ですが、できることを始めましょう。
一方、悲惨な戦争状況を受け、
「自国を守るためには核が必要」
との妄言が伝わってきます。プーチン大統領に対し「
、ウラジミー
ル」と親しげに呼んでいた元首相が言い出したことに、「火事場
泥棒」的心根を見る思いです。
戦争を許さない。核兵器を許さない。私たちが７７年前に尊い
犠牲を払った代償として手にした誓いです。平和を蔑ろにするも
のと向き合っていかねばなりません。（M）

