【山口総合政策研究所による討議資料】

どこへ行く？

すいたよ

こっちだ！

吹田市は何を間違えたのか？

山口
かつや
manifesto

さまざまな人の街への思いがつみ重なってつく
られた吹田市。いま、その街のかたちが崩れよ
うとしています。
吹田市の財政は確かに楽ではない。しかし、そ
のことを理由に失ってはならない、「人々の生
活に対する温かい思い」を井上市政は切り捨て
てきました。
さらに、吹田操車場跡地への国立循環器病研
究センターと吹田市民病院の移転では、多額の
市税を使いながら、貴重な街の形と街への思
いを捨て去ろうとしているのです。

緑豊かな環境にある現在の国循

国立循環器病研究センターの
移転は妥当か？
吹田市の街を作った先人の思いと叡智
を受け継ごう
生活のよろこびを取り戻そう
この街が担う大きな責任に気づこう

今一緒に考え、誤りを正しましょう！

吹田市

山口かつやのマニフェスト

そこは人々の街を思う気持ちに溢れた素晴らしいまち

だから私の政治理念は一つ

思いを受け継ぐ

私が捉えた、この街に存在している先人の強い思い

マニフェスト（皆さんへの約束）とは
マニフェストとは、私と吹田市民の皆さんが共有する、この街の未来像です。激動の時代から吹田市に
流れ込んでくる、さまざまな要請、そして市民の皆さまからの要望・ニーズに対して、私は市の組織だ
けでなく全ての市民の知恵を集めて、最善の対応をしようと思います。そんな中で、決して諦めてはいけ
ないもの、曲げてはいけないものを皆さんと共有しておくために作成したのが、このマニフェストです。
私のマニフェストの根本には先人の思い、叡智があります。皆様のご批判や、ご意見をお待ちしています。

千 里 山 ・ 千 里 ニ ュー タ ウ ン な ど に 息 づ く 先 人 の 思 い

万博記念公園
吹田市で行われた日本万国博覧会は、日本史、いや世

千里ニュータウンなど、吹田市の多くの区域で街の設計者の

界史における大きなエポックでした。この EXPO は、単な

美しい街づくり、住宅づくりへの情熱と夢が今もいきづいてい

る産業博ではなく、世界史に記録されるほど重要な文明間

ます。自然の地形を利用して美しい景観と治水を同時に実現し

の交流として、また戦後の日本で、世界の人々、諸民族が

たピアノ池や、タイワンフウが三色に輝く三色彩道。開発時に

平和に触れあった祭典として、人類史上極めて重要な意味

自然のまま残した高野台、佐竹台を取り巻く千里緑地には、

を持っています。

5・６月に数百匹のヒメボタルが現れます。

パリ万博の記念として建てられたエッフェル塔が世界遺産

吹田市北部の医療の集積、そして街づくりにこめられた思い

になったように、太陽の塔も将来的には世界遺産となるべ

に気づくと、いま吹田操車場跡地に国立循環器病研究センター

きだと思います。大阪府が万博記念公園の管理を引き継ぐ

を移転させ、あるいは市民病院を移転させ、街の形を変えてし

ことになった今、吹田市の万博の歴史を受け継ぐという責

まうことがいかに大きな問題なのかが理解できるのです。

任はますます大きくなっています。
後で述べますが、この歴史のゆえに、吹田市周辺には、
副首都（危機管理首都）がおかれる可能性があるのです。

大学・研究機関・医療機関
吹田市には、国立民族学博物館を含めて６つの大学があ
ります。これらの大学は、まさに吹田市の知と思いの結晶
です。各大学とも地域連携に力を入れ、市民が参加できる
講座やシンポジウムが多く開催されています。
次に、阪大病院、国立循環器病研究センターという心臓
移植ができる世界レベルの病院が市内に二つあることは、

そして、吹田市には強い人間の絆があります。千年以上前か
ら続く集落における住民の相互扶助の伝統、新しい街づくりの
中から生まれた市民活動の伝統。重層的に存在する人間関係
が現在の市民のコミュニティーへの思いを生み出しています。
街づくりを考えるとき、この市内各地域に存在するコミュニ
ティーと、新たに発生したコミュニティー不在の地域という問題
点の両方を忘れてはなりません。後でも述べますが、コミュニ
ティー不在の地域に対する私の処方箋が 市民大学 なのです。

吹田市北部に医療の集積が存在することを象徴していま

吹田市に存在する、 祈り

す。阪大医学部で学んだ手塚治虫の作品がヒューマニズム

念そのものです。

に溢れているのは、これらの病院、そして北摂の知の伝統
の中に
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吹 田 市の 強 い人 間 の 絆

いのち

に対する強い思いがあるからでしょう。

にも似た、さまざまな人々の思いを受け継ぐことが、私の自治体経営における理

そして私自身も 祈り の気持ちで困難な自治体経営に立ち向かいます。私の行動が、人々の幸せを大きくし、人々
の不幸を少なくするものでありますように。私が時代の要請を聞き洩らすことがありませんように。私の大切な
人たちの声を忘れることがありませんように。私は目に見えない何者かに対して、いつも祈っています。
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吹田市の未来ビジョン

ビジョン１
人 が 輝く都 市
人に社会との繋がりがあり、役割を与え
られている

生 涯学習の推 進
社会的起業の促進
孤 立・引きこもり対 策

アクティブエイジング・市民農園事業

市の重要な意思決定過程へ
の市民参加の促進

ビジョン２
美しい 街
理念に基づいた街づくりがなされている

ビジョン３
持続可能都市

適 正な公共 施 設の配置
市内交 通の利便性の向上
学校 施設の改善
花いっぱいの 街づくり
地域の歴史文化教育の充実
子育て施策の充実

・地域に存在する歴史・文化・子ども
たちへの思いが受け継がれている

CO2 排出量の削減

・エコロジーに適合している

地域企業等の協働

・地域経済の振興
・健全な財政運営

健 全な財政 運営

ビジョン４

万博記念公園周辺環境の維
持・改善

危機管理副首都
誘 致の準 備
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図書 館 行政の充実

都 市 インフラ の 整 備
都市計画・開発計画の点検

幼 保 一 体化は慎 重に行う

国循には吹田市から現地建替えを要望します 吹田市民病院は、建替えの必要はなく、改修で十分です！

吹田市は何を間違えたのか？
吹田操車場跡地への国循と吹田市民病院の移転は吹田市の
●国立循環器病研究センターの吹操跡地への移転について

街づくりの理念

を破壊してしまう！

は、国循が現地建替えを検討していたところ、吹田操車場跡地開発を

国立循環器病研究センターを現在の吹田市北西部の藤白台

なんとしても成功させるために吹田市が無理やり持ちこんで推進してき

から吹田操車場跡地に移転させ、すぐ傍に現在吹田市片山町

たように見えます。今回の箕面市と吹田市の国循誘致に関するバトルの

にある吹田市民病院を移転させて吹田操車場跡地開発を成功

中でも、吹田市は現地建替えの可能性につき一言も述べませんでした。

させるという事業は、まさに経済に目がくらみ、市のまちづく

市議会は、このバトルに悪影響を与えるべきでないということで口を塞

りの基礎にある理念を忘れた現在の吹田の行政を象徴してい

がれていました。そのような状況のもと、国循側も厚生労働省も、現

ます。

地建替えという選択の余地を与えられないままで吹操跡地への移転と
いう決定を行ってしまったのです。

国立循環器病研究センター

吹田市は病院を産業と捉えて、国際戦略総合特区構想のな
かで吹田操車場跡地に国立循環器病研究センターと吹田市民

操車場跡地利用の観点から見ると、私は吹田市への梅田貨物駅の移

病院を移転しようとしています。これは、この病院が街づくり

転はすでに成功していると思います。JR は付近住民との約束を守り、

のなかで果たしてきた、経済的価値を越える、精神的、福祉

付近への環境影響を最小限に抑えながら、みごとな移転工事を行いま

的価値を無視するものです。藤白台にある国立循環器病研究

した。だから、くりかえしますが、JR の事業はすでに成功しているの

センターは、街づくりの中で大変大切に扱われてきました。

です。岸辺駅の周辺の開発を大規模なものにするべき客観的理由はあ

同センターに至る道は美しい桜並木で飾られ、人生の晩期に

まり見当たりません。むしろ後背地の規模に合わせた、住宅地と、付

病院を訪れる患者さんに対する社会の感謝の念が自然に伝わ

近に不足する緑を地域に与える、中規模の開発に止めるべきだと思い

るようになっています。そのような地域であるからこそ、日本

ます。

吹田マクドナルドハウス

マクドナルド初代社長の藤田田氏は、重い心臓病の子供たち
が滞在費を心配せず治療に専念できるように、 吹田マクドナ
ルドハウス

を藤白台に建てたのです。吹田市民病院の窓か

るというプランは吹田市の財政に大きな負荷を与えます。二百億円を超

らも千里山の美しい街並みと、関西大学構内の緑が見え、患者さんの心に安らぎを与えています。そのような良い土

えるコストになるのではないでしょうか。吹田市の市民病院は確かに老

地だから、今吹田市の開発業者は病院跡地の開発を夢見て沸き立っています。今吹田市がしようとしていることは、

朽化が始まっていますが、まだまだ手入れと改築で対応が可能だと思わ

操車場跡地開発や関連の土地開発という経済的利益のために街の美観や理念を失う行為なのです。

れます。

吹田操車場跡地周辺道路の渋滞は厳しいもので、少々の道路の改善では対応できません。逆に現在の循環器病セ
ンターは交通至便の地にあり、病院の立地としては比較にならないほど良いところです。今回の吹操跡地への移転案
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吹田市民病院を循環器病センターに付属させて吹操跡地に移転させ

吹田市民病院

外観

国循の移転問題だけについて詳しく現状を述べました。それはこの問題が吹田市の現在抱える、
「理念・思いを見失っ
ている」という井上市政の誤りを象徴しているからです。

井上市政の行ってきたその他の重大失政

井上市政で今後予想される重大な事態

●市民・事業関係者の苦痛を省みない事業見直しがなされたこと
●グリーンニューディール基金が、市庁舎の太陽光発電装置に使われたが、発注が市長の後援会関係者の経営する企業に対する随意契約で
行われ、発注価格も過大だったこと
●この問題についての市長の議会答弁で、「私は印鑑は押したが、中身は認識していなかった」など 市長にあるまじき発言をしたこと
●平成 23 年度の垂水用地や平成 24 年度の旧市民会館跡地など、安易に土地の売却を行ったこと
●南千里地区センターの再整備において、土地が公有から民有に変わることを止めなかったこと
●市長のビジョンが見えないという評価が議会からなされる中で、市政の遅滞を招いたこと

●国循と吹田市民病院の吹田操車場跡地への移転がそのまま行われること
●廃棄物処理施設全体の民間への運営委託が検討されており、市の独自施策が行えなくなること
●南吹田の土壌汚染問題で過剰な処理費が吹田市から支出される可能性があること
●佐竹台集合住宅建替え対象団地の土地の売却が行われること
●吹田市から環境保全に対する何の依頼、申し入れもない中で、大阪市が弘済院の雑木林を民間に売却し開発が進んでいくこと
●長期ビジョンのない中で、公的事業の民営化が進んでいき、吹田市の自治意識が薄れて行くこと
●市民福祉の後退
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副首都構想（危機管理首都）について
３．
１１以前から、東京にはさまざまな災害のリスクがあるということで、首都圏の大規模災
害時に一時的に首都機能を代行する都市を、首都圏から離れた場所に作っておく必要がある
という議論が国会でなされ、伊丹空港や万博記念公園周辺、京阪奈学園都市、愛知万博跡
地などが候補地としてあがりました。この構想については今後真剣に検討されて行くと思われ
ます。

分野別主要政策
＜市政改革・財政改革＞
① 市民に納得されなかったこれまでの

事業見直し

活してほしいと強く思われている事業については検討の上復活させます。

② 事業見直しは継続。新たに職員若手による

私はこのなかで万博記念公園周辺が、もっとも可能性が高いと思っています。それは、先
にも述べた、この場所で万国博覧会という平和のイベントが行われたという歴史と、交通機関
の利便性によります。万博記念公園の自然文化園は、セントラルパークのような役割を果たす
ことになります。吹田市は危機管理首都候補の街として、これからは市の施策の一つ一つに
ついて、危機管理首都にふさわしいものにしていく必要があります。

の結果については再検討

あえて事業の具体名はあげませんが、井上市政で行われた事業見直しで削減された事業のうち、市民が復

事業創造チーム

の結成

事業見直しの手法自体は適正な財政運営のため必要だと思っていますので、やり方を見直したうえ継続し
ます。一方、新しく生れた市民ニーズに対応するため、若手を中心に

事業創造チーム

をつくります。

③ 市長給与・ボーナスの 30％カット、退職金の 50％カットを継続

市民のみなさんや、市職員に負担をお願いしている中で、市長が従前どおりの給与をいただいていいとは
思えません。カットを継続します。

④ 公共事業の精査と入札制度改革による財政健全化

市債を発行しての建設事業は、市の財政にボディーブローのように効きますので慎重に行います。また、入
札を工夫する事により、公共事業のコストを民間並みに低減していきます。一方、公共施設の長寿命化な
どへの投資は積極的に行います。

⑤ 重要な事案の決定の前にシンポジウムを前置する
審議会も、 100 人委員会

も、市民の知恵を具体的な事業に取り入れるためには不十分です。市議会議

員も含め、市民のみなさんに事業について深く理解していただくためにも、重要な事業の意思決定の前に
は市民に開かれたシンポジウムを前置します。

⑥ 新公会計制度の理念を市経営に導入

会計手法全体の手直しには時間がかかりますが、まず、市の考え方を現金主義から発生主義に切り替えま
す。これにより、必要な投資が早く行われることになり、結果的にトータルコストが削減できます。

⑦ 安易な土地の売却の見直し

市の将来的な発展の可能性を鑑みると、すぐには使用方法がみつからない市の所有の土地についても安易
に民間売却することが適当か疑問です。民間に利用をお願いする場合も、できるだけ借地方式で行います。

吹田市は、副都心建設に伴い、市内が無秩序
に開発され、住環境商業環境が失われないよ
うに、副首都隣接地域として恥ずかしくない
都市計画のもと、しっかりとした規制と行政
指導を行わなくてはならない。
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＜医療・福祉＞

＜街づくり・防災・安全・環境＞

① 国立循環器病研究センターの現地建替えを申し入れ（前述）

① 危機管理副首都誘致を見すえたインフラの整備、都市計画の見直し

吹田市民病院の建て替えをやめ、必要な改修を行います（前述）

② ①を前提に、市内の地域医療・緊急医療のありかたを点検。連携体制の強化
③ 高齢者支援の充実
緊急通報システム・配食サービス・見守り事業・緊急医療情報キット・

このような可能性があるということを頭に入れた上で、長期的なビジョンから見直しを行います。

② 太陽の塔・万博記念公園の日本遺産・世界遺産登録暫定リストへの登録を急ぐ
今すぐできるところから、地域・日本の大切な遺産のステータスのアップを図ります。

③ 公契約条例の導入を検討

ふれあい昼食会などを充実します。

ワーキングプアが発生しないよう、自治体の事業を受託した業者に雇用される労働者に対し、自治体が指

④ グループホームの考え方を取り入れ、市営住宅の建て替え
を早急に行う

定した賃金の支払いを確保する制度を検討します。

④ 土地は売却でなく、できるだけ借地方式による有効活用

予定されている市営住宅の建て替えは早急に行いますが、福祉施策
の観点からより良いものにしていきます。

当面の現金化よりも、長期的な街づくりの観点を重視して、慎重に行います。

⑤ 障害者の暮らしの場を整備

⑤ 水道・下水道施設の計画的な更新
吹田市の管路の老朽化は他市よりも進んでいますが、漏水などの発生は逆に少ない状況で、緊急の取り換

＜教育・子育てプラン＞

えの必要まではないようです。それでも計画的に、着実に更新を進めて行きます。

⑥ 通学路の安全対策強化

① 幼保一体化は慎重に行う
公立幼稚園と公立保育所の再編は、地域の実情に合わせて慎重に行います。

② 「郷土教育」のための副読本・体験教育の充実
例えば佐井寺・千里ニュータウンなどという単位で、街づくりの

神話

をまとめた副読本を検討します。

③ 市民教育憲章の制定
あなたに生きていてほしい、輝いて欲しいという市民の思いを標語の形にまとめます。

④ 江坂公園駐車場跡を中央図書館に
利用の少ない江坂公園駐車場は廃止し、その後の空間と建物の骨格を利用して現在老朽化している中央図
書館の建て替えをします。

⑤ 学校図書館と図書館の連携強化・読書活動支援者の増配
⑥ 岸部地区・片山地区に図書館を新設
地区図書館の空白地域になっている岸部に図書館を建設するとともに、片山の中央図書館跡に地区図書館
を作ります。
市民大学を通年開講し、サークル活動を奨励し、自治会や公民館活動に参加しにくい世代の交流の場とし
ます。
そこから社会的起業が生まれることを期待します。

⑧ 吹操跡地で市民農園等を開設、青少年リスタート運動と組み合わせた事業を行う

お年寄りや、体の不自由な方が、駅や病院、市の施設、買い物などに通いやすくなるよう努力します。

⑧

まつり

の活性化

地域の一体性の醸成に大切な祭りを活性化させるため、どのような行政の関わり方が可能か模索します。

⑨ 地域企業のニーズの把握につとめる
地元の企業の発展のために必要な施策のヒアリングを積極的に行います。

⑩ 地域別の防災カルテ作成・非常用物資の備蓄・防災ポストの設置・避難所運営マニュア
ルの作成などを行う
消防体制の強化とともに、いざという時に地域の方々が主体的に鎮火や救助にあたれるように、備品の備
蓄方法を検討します。

⑪ 総合防災情報システムの導入検討
⑫ 貨物駅については協定書・評価書・準備書を遵守させる
貨物駅周辺の緑化を含めて、周辺住民との約束を遵守させます。
⑬ 廃棄物処理工場の安易な民営化を行わない
吹田市は、廃棄物処理工場全体を業務委託することを考えていますが、もしこれが実現すると、吹田市が

吹操跡地は、一部住宅開発を行うとともに、残りは将来的な開発のための保留地とし、直近は市民農園と

機器の設置やメンテナンスなどの適正性をチェックすることが出来なくなります。市のゴミ処理に関する主

して市民の憩いの場にするとともに、 花いっぱいの街づくり運動

体性を維持します。

のための花の苗の育成や青少年リスター

ト運動との協働を検討します。保留地においてはメガソーラー事業も検討します。

⑨ 全公立学校の壁面・屋上の補修を行い、長寿命化を図る。すべてのトイレの洋式化

⑭ すべての市施設の屋上を「屋根貸し制度」の対象とする
国の固定価格買取制度の買い取り単価が高い間に、太陽光発電の施設への取り付けを完了するためには、

吹田の公共施設の補修の劣悪さは異常です。民間の施設より学校という大切な公共施設が汚くてもいいと

市が施設の屋上を有料で貸して、地域の民間業者に太陽光発電事業を行ってもらうほかありません。NPO

いう感覚は、子どもたちの地域への愛着を失わせます。しっかりと早急に補修し、建物の長寿命化を図り

法人なども対象に業者を募集します。

ます。また、トイレの洋式化はトイレの掃除の簡便化につながるのでこれも早急に全校を対象に行います。

⑩ 学校菜園の充実・食育の充実
子どもたちに自分が育てた野菜などを調理して食べる経験をしてもらいます。PTA、地域の皆さんとの協
働が不可欠です。

弁当の日 導入
子供達の 生きる力 を高めるため、小学 5-6 年生に自分でお弁当をつくらせる授業の導入を検討します。
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⑦ 東西交通の利便性の向上、福祉巡回バスの復活・拡充

先進地域の事例を調査し、災害時の情報収集能力を強化します。

⑦ 博物館・南千里で市民大学開催

⑪

各自治会や PTA と協力して子どもたちの安全を守ります。

⑮ 市施設への EV station 設置を検討する
EV 車の普及に貢献する施策を行います。

⑯ 土壌汚染対策は、コストパフォーマンスや対策の確実性などを踏まえて実行
あらたに建設される JR 東大阪線の南吹田駅の周辺開発に絡み、吹田市は土壌の浄化事業を行おうとしてい
ます。水道水源の汚染を防ぐための手立てを取る必要はありますが、具体的な手法については精査の上コス
トパフォーマンスの良い手法を選択し、さらに、だれが当事者として浄化を行うべきかも良く検討し実行します。
11

誠実に勇気をもって闘ってきました！
山口克也の活動と実績
一期目の市議・市長選を通じこんなことをしました
焼却場更新のコストを大幅に削減しました。

万博美術館・万博ホールの保存活動から始まり、万博記念公園の

当初 535 億円で更新する予定の焼却炉建

保存に努力しました。二つの建物は吹田市議会、大阪府議会の全

設計画について問題点を指摘。市は設計を
変更し、結局 215 億円で建設されました。

会一致の保存要望にも関わらず取り壊されましたが、万博記念公
園は多くの方々の努力で末長く維持されて行くことになりました。

前回の市長選の後、新たに二期目の市議になるまでの間、地球温暖化対策の研究と著作を行ってきました。
再び政治の中に戻ってきた最大の理由は自ら提案した温暖化対策を実社会の中で実現したかったからです。

二期目の市議としてこんなことをしました
吹田市や日本に残る、先人の思いを受け継ぐ市議会議
員として、みんなの党の榎内議員や、吹田新選会の神
谷前議員、後藤議員、足立議員とともに、井上市政
に対し是々非々の立場をとりました。
市議会で最も激しく市長と対立したのが、文化勲章受章
者である村野藤吾氏が設計した南千里市民センタービル
等を保存するか否かでした。
私は、●将来市民大学などの公的な目的に使える。●こ
の建物は、千里ニュータウン完成の記念碑として大阪府
から譲り受けたものであり、軽々しく取り壊してよいも
のではない●マンション建築はセンターの環境にとって
マイナス●プラネタリウムで ( 仮設 ) 小松左京記念館を
運営できる●近隣の商店街などの同意が取れていない
と論陣をはりましたが、市長に聞き入れていただけませ
んでした。
大阪の環境を守るため、さまざまな NPO 活動に参加し
ました。

山口克也のプロフィール
1963 年大阪府吹田市生まれ
吹田市立豊津第二小学校

射手座

いつ変えるの？
今でしょ！

A型

私立灘中学校

灘高等学校を経て

東京大学法学部卒業 ● 米国ルイジアナ州立大学 MBA 取得
● 東北大学大学院環境科学研究科博士後期課程中退 ● 住友
化学工業などを経て、１９９９年吹田市議会議員当選 ● ２００
３年吹田市長選に挑むも惜敗 ● ２０１１年吹田市議会議員 ２
期目当選 ● 現在（有）クルーズ取締役 ● 山口総合政策研究
所所長 ● 大阪府民環境会議理事 ● 大阪ユネスコ協会会員 ●
家族構成：妻、一女二男 ● 吹田市立豊津第二小学校 PTA 会長、
稲荷学園・まこと幼稚園 元 PTA 会長 ● 吹田青年会議所 ( 卒 )

山口総合政策研究所
564-0051 吹田市豊津町 25-12
Tel:06-6330-6721 Fax:06-6369-3734
E-mail:katsuya@bigfoot.com http://yamaguchikatsuya.net/

