
　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　　

また､豊中に政治の季節がやってきます｡その
季節に､市民が候補者を｢選択｣するというかた
ちで政治に参加するのが投票｢行動｣ですが､そ
の投票率がどんどん低下する傾向にあり､市民
の“政治離れ"がひどくなっています｡
人間は社会をつくって集団で暮らしていくた
めに､いろんなルールをつくっています｡その
ルールに従って､社会のしくみ･システムがつ
くられ､運用され､それによって私たちの生活
が左右されているのが現実ですから､政治は｢き
たない｣｢信用できない｣｢関係ない｣｢誰がやっ
てもいっしょ｣などとぼやいていてもはじまり
ません｡むしろ､不安や不満があればあるほど､
政治に目を向けていかなければならないので
す｡
この国の自治体の政治システムの主人公は､
憲法でも謳われているように｢主権者である市
民･国民｣です｡その主権者が“政治離れ"をお
こしている現状は不幸であり､かなり危険な情
況だといわざるをえません｡普通の市民が政治
や選挙に関わることが何か悪いことのように
さえ感じられる風土が根強くあります｡残念な
ことです｡
しかし今日ほど､市民が主権者として､権利と
義務の両面を自覚しながら､自分の住むまちの
あり方から､自治体のあり方､国のあり方をみ
んなのコンセンサスをとりながらつくりあげ
ていくという民主主義の常識を具体化させる

ことが求められている時代はないのではない
でしょうか｡戦後半世紀以上たって､ようやく
2000 年に｢地方分権の推進を図るための関係
法律の整備等に関する法律(通称地方分権一括
法)｣が施行されましたが､国と自治体が｢対等･
協力｣の横関係になったことには大きな意味が
ありました｡政治にパラダイム(思考の枠組み)
の転換があったのです｡しかし､その地方自治･
地方分権のあり方を根本から変える｢大変革｣
の意味が､市民にも十分理解されないうちに､
もう５年も経過してしまっているのです｡
この４月には､ここ豊中市で｢市長選挙｣があ
ります｡市民主権､自治･分権が地方政治の｢時
の流れ｣なのです｡市民が主体になれる行政シ
ステム､よりよい市民サービスの提供者として
行政職員が活躍できる市政のあり方等を競い
合ってほしいと思います｡
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市民の政治参加が まちを変える
きずな代表理事　永田良昭　　　

　　　　　　　　

　催し 　　　
●豊中市政を考える
「市民と行政の新しい関係を求めて」
　日時：３／２５（土）18：30~21：00
　会場：すてっぷ（豊中駅西側）
●私は豊中をこう改革する
日時：４／８（土）19：00~21：00

　会場：市民会館大集会室（曽根駅東側）
※詳しくは３ページの催し案内をご覧ください
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　相談には、借金返済が不可能で債務の取り
立て人の追い込みに耐え切れず、不安で自殺
まで考える人がくる。
　飛田さんは相談者の今後の生活や人生をど
うしたいのかなど親身に相談を受け、本人が
再起できるように指導、協力を約束する。
　飛田さんの親身とは、多重債務者本人に成
り代わるほどの親身であり、これは飛田さん
の特技であるといえる。指導とは生活が成り
立つための指導、協力とは債務をゼロにする
ことで、そのノーハウは行政の窓口には望む
べくもない、４０年の飛田さん自身の生き方
から生まれている。
｢それを無償でやるの？｣
｢そうや。ＮＰＯだからできるんや。」
  なんで私みたいなもんにそんなんしてくれ
ますねん、と泣き出す相談者もいるという。
感謝されることが何よりの報酬らしい。
｢なんか、楽しんでません？｣
｢おっしゃるとおりやね、自分で仕事探してる

んやから｣と飛田さんも笑い出した。
  先日、７７才になる相談者から、本人の亡
くなった後の始末を頼まれたという。
｢わし６７才やけど、あと１０年は生きんとな
あ」厄介な債務の後始末を頼まれたと受け取
るのではなく、人ひとりの人生の始末を預け
られた、と受け取るのが飛田さんである。
　奥さんをガンで亡くした。何もないといわ
れた病院の検診結果から２週間後に入院、そ
の２週間後にもう亡くなってしまった。
｢怒ったでえ、わし」
飛田さんの悔しさと悲しみが伝わってきた。
そんな飛田さんにうれしい助っ人が現れた。
  情報サロンの前を通りがかって関心を持っ
た若い女性の弁護士である。飛田さんの精神
の後継者になって立派な弁護士に育ってくれ
るだろう。
　飛田さん、もう１０年！なんて言っていら
れませんね。    　　　　

（インタビュー    高宮）

Ａ. 今までの介 保 利用者を二つに分け、要介

群（従来通りの介 サービスを適用）と要支援群

になります。４月以降に要支援１、要支援２と認定

された方が要支援群で、従前とは異なった予 型の

給付体系となります。ケアプラン作成は下に述べる

「地域包括支援センター」が行い、給付については

デイやヘルパー派 が月極めの一定額となり、月当

り利用上限額は以前より低くなります。

　上に加え、一般 齢者の中から要注意の方を把握

し介 予 の支援をする事業も「地域包括支援セン

ター」が行います。 齢者の相談窓口と、圏域での

様々な医療・介 ・社協などの事業者や団体、市民

の活動やボランティアとのネットワークを作り、圏

域の 齢者福祉を進める事業も行います。

　介 保 法改正で市域を人口２－３万の生活圏域

に分け、それぞれの圏域を担当する地域包括支援セ

ンターの 置が市に義務づけられました。豊中市で

は圏域は７つで、センターも７つとなる予定です。

　「地域包括支援センター」は市の公的機関です

が、実際には特養、老健、福祉公社に業務委託され

ます。今まであった１２か所の在宅介 支援センタ

ーがなくなり、新たな役割も持った地域包括支援
センターに置き換わる形です。

　この新しく発 する地域包括支援センターが、在

宅介 支援センター以上に圏域の 齢者の安心の窓

口となるよう、市民から意見を述べ、協力しましょ

う

（介 保 とよなか市民会議　中務）

護Q．介護保険法改正で、この 4月から
予防重視型システムへ転換するそうですが、
どう変るのですか？
？

私の多重債務相談窓口は
生活相談なんや。
ＮＰＯ法人

多重債務者再 協力会　飛田武雄さん

市民活動
Q&A
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　　　　　　　　  聞くふり行政とごり押し市民、がんじがらめ行政とおまかせ市民。
　　　この体質をあきらめていませんか？
文化教育都市とよなか、安全で安心なまちとよなか、福祉のまちとよなか、
非核平和宣言のまち豊中、人権擁護都市宣言のまち豊中。
　　それらが確かに実感できますか？
行政だって、がんばっているはずなのに、
市民だって要望や意見をたくさん出しているのに、空回りしているような閉塞感。
　　なんとかしませんか？
みんながいきいきと、安心して暮らしていくために、
市制施行70周年の豊中市政を一緒に語り合いましょう。
市民の参画が行政の仕組みを変える。
市民と行政のよりよい恊働が明日の豊中を拓くと信じて！

と  き：３月25 日（土）
　　　　18:30～21:00（開場 18:00）
ところ：すてっぷホール（阪急豊中駅西口すぐ、エトレ豊中５階）
　　　入場無料

　　　　　　※どなたでもお気軽に参加ください
　　　　　　内  容：講演とトーク＆トーク
　　　　　　講  師：帝塚山大学大学院法政策研究科教授

　　　博士（国際公共政策）
　　　日本NPO学会理事
　　　計画行政学会理事
　　　自治体学会全国運営委員 ほか

　　中川幾郎さん

ウイークリーサロンに参加してみませんか？
　豊中では、いろいろな分野で市民活動が取り組まれています。
現在活躍中のグループから活動の目的・現状の紹介やアピール
を聞き、参加者どうしが、気軽に語り合って、お互いに知り合
う機会として、ウイークリーサロンを開いています。
会場：市民活動情報サロン

●４月１２日（水）1８時３０分～２０時３０分
誰のための公益？̶理念と制度のギャップ

畿労働金庫地域共生推進センター 　法橋　聡さん

●４月１９日（水）１８時３０分～２０時３０分
世の人たちの相互扶助のしくみ̶さまざまな「講」について

市史編纂係　清水喜美子さん

●４月２２日（土）１０時～１２時
生徒一人ひとりが参加できる授業づくり

　̶豊中での中学校での取り組みから

元市立小学校 　新開惟展さん

●４月２８日（金）１８時３０分～２０時３０分
市民活動Ｑ＆Ａ̶①活動のための基礎知

ＮＰＯ法人とよなか市民活動ネットきずな

誌上ウイークリーサロン

▼２／４ それでも街に出かけよう～
安心して利用できる歩道調査報告
「豊中若者の集い、歩道調査ユニット」

の斎喜慶三さん、北村容章さんにお話を

聞いた。車椅子利用者の 歩道を走るより

車道を走る方が安全な気がする というひ

と が、若者たちと一緒に歩道調査を行

うきっかけだったという 豊中市が 2004

年度に導入した 恊働事業提案 制度に採

用され、夏休みや週末に現地を歩き、歩

道の幅や傾斜、障害物の有無などの 危

な歩道 をマップにした。

詳しい内容はホームページ

http://www.ekisuta.jp/hodou/
で見ることができる。
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豊中市政を考える　ＰＡＲＴ.２
私は豊中をこう改革する
浅利敬一郎さん◇熊野以素さん
と  き：４月８日（土）
　　    19:00～21:00
　　　（開場 18:30）
ところ：市民会館大集会室

　（阪急曽根駅東へ約３００m）

主催：豊中どうする？市民の会　問合せ： ０６ｰ６８６３-５９４７（蔵楽）
５９４７

市民がつくる

とよなか市政

信頼と絆で

恊働しよう

３



　　　　　　　　　ステーション事業は上期下期で実施団体を募集し、駅前

　　　　　　　　　の立地を活かしてパイロット的事業をしてもらおうと企

　　　　　　　　　画したのだが、相談会などは、市民活動ならではの当事

者の気持ちに添った対応が好評で、多くの相談者が来られる。 則上も構造

上も制約があり、決して十分な場所ではないにもかかわらず、継続実施希望

団体が増えており、活動拠点を持たない団体には場所の確保が痛切な問題だ

とわかる。市民活動センターのような施 があればそういう機能を備えたス

ペースの確保や、さらにいろんな事ができるのに、と思うと、市民活動の場

の確保ということをそろそろ具体的に考えていく必要が出てきているのかも

しれないなぁ、と思う今日この頃である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （坂田）

ホームページ探検隊　③

　

へへんんししゅゅううここううきき

春は、 射しの明るさから

くて冷たかった冬と入れ替わ

る。気持ちもざわざわとする。

進学や就職 etc、それに今年

の豊中は市 選。市民が我が

まちの主人公を自 し、行動

する時。“市民の政治参加”

の意思は何％（投票率）にな

るかな？ちょっと心配。（ま）

わーさんのお勧め本

星野英一著
｢民法のすすめ｣
(岩波新書)
★★★★☆
発行:岩波書店

　きずな活動を続けていると､
｢『市民』力を高めよう｣とか､
｢ＮＰＯ活動って『市民』活
動のこと?『市民』公益活動
って何?｣など､『市民』とい
う言葉のジャングルで右往左
往します｡で､手堅く｢ＮＰＯ
法では…｣とか､｢市民公益活
動条例の定義では…｣で済ま
したりします｡
　行政のほうでは､市民同士
の問題について､よく｢民･民
のことは､深入りできない｣と
か､最近では､｢民に出来るこ
とは民に｣と言います｡こうし
た行政のスタンスや私たちの
日々の疑問が､なぜ生まれて
くるのか?に､この本は､まっ
すぐに答えてくれます｡明治
政府がモデルにしたフランス
民法が出来たいきさつ(人権
宣言･憲法の関係)をはじめ､
公と私､｢公益｣法人､市民法･
社会法､社会と世間､市民社
会､古い共同体･新しい共同体
…等々､『市民』という言葉
の森に分け入っていく心強い
ガイドブックと言えます｡
　　　　　　　　　　 (平尾)

事務局の

つぶやき

「いろいろえんぴつ」へのご意見、ご感想をお寄せください

■特定 営利活動法人　とよなか市民活動ネットきずな
〒561-0884　豊中市岡町北 3-3-10　TEL＆FAX 06-6848-8989
■市民活動情報サロン（ 急豊中駅北改札口前）
TEL06-6152-2212 FAX06-6152-2213
URL:http//www.kizuna-toyonaka.or.jp
Mail:mail@kizuna-toyonaka.or.jp

　　　　　　　「きずな」への寄付と寄贈品のお礼 　　　　　

寄付と寄贈品　２００５年下期

寄付：総額　９７,６１９円

お名前（敬称略）　上杉孝實　鵜川まき　永田良昭ほか

寄贈品　プリンター　鵜川まき

★あたたかいご協力ありがとうございました。

http://npo7.zive.net/
ＮＰＯ法人まちづくり福祉推進ネット　事務局

情報弱者をテーマに
　視 障害者や聴 障害者を情報が入らなくて困っている人達、と位置づ

け、その情報提供の事業をすすめています。もちろん最 はお年寄りも増

えていますから障害とまではいかなくとも困っている人はたくさんいます。

　とはいっても、範囲の広いテーマですからどのような作業をしていけば

いいのか、当初から 行錯誤のスタートでした。

　今は、相談会を窓口にして利用者が何に困っているか、という直接的な

観点からワイルドに事業をこなしています。中でも耳の相談会は４月から

「市民の聞こえと耳の健康を守る事業」として豊中市との協働事業として

スタート、ぜひ、ご利用ください。

　さて、ホームページですが、本体ページは数年前に作ったきりの干物状

態。しかし、最 、聴 障害を持つ主婦、子育て中でなかなか外に出られ

ない、でも働きたい、という方々が中心になり在宅ワークの事業を立ち上

げました。主にネット販売やネットオークションを利用した収益事業です。

　パソコン上ではまったく障害は関係ありません。その意味で障害者の在

宅ワークはまだまだ可能性があると考えています。いや、可能性を作って

いかなければならないと考えるほうがいいでしょう。ＩＴ本来の楽しさが

実感できるようなホームページが理想です。 く、ホームページの刷新、

更新を予定していますので今後ともよろしくご支援のほど。 （中川良雄）

４
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