
大綱質疑第１問目 

民主党・市民連合の西哲史です。民主党・市民連合を代表して３巡目の大綱質疑を行わせ

ていただきます。一昨日、衆議院の本会議で、政権交代後初の本予算「命を守る予算」が

賛成多数で可決され、参議院に送致されました。鳩山政権は、国家財政の巨額赤字や不可

解な税金の無駄遣いをはじめとする、行政府にたまった膿やヘドロが予想以上に深かった

ことに苦悶しながらも、毎年作成されながら評価検証がほとんどなされなかった自民党政

権の成長戦略に変わって、「環境・エネルギー」「健康」など、日本の強みを生かした新成

長戦略を打ち出すと共に、平成２０年度までの３年間で、群馬県選出の与党自民党の国会

議員や地方議員に八ツ場ダム工事受注業者から合計４千万円以上の献金がなされ、公共工

事費が還流したことに象徴されるような、目的合致性や効果指標から見て必要かどうかさ

えわからない大規模公共工事を通して行われる自民党型土建金権政治にピリオドをうつべ

く「コンクリートから人へ」の予算を作成しました。政権交代後初の本予算がはじめて執

行されるのを目前に控え、いよいよ国の政治が変わり始める前夜となった今、地方におい

ても新しい時代に対応した政治が求められていると考えます。今こそ、民主党が掲げる「い

のちを守る政治」「将来に希望が持てる政治」を実現するため、通告にもとづき５項目の質

問をおこなわせていただきます。 

 

「総合計画」策定と「堺活力再生プロジェクトについて」 

まず、冒頭、「総合計画」策定と「堺活力再生プロジェクト」について質問をさせていただ

きます。市長は、本議会に対して「堺活力再生プロジェクト（案）」を報告すると共に、こ

のプロジェクトを「タタキ台」として「マスタープラン」を平成２２年度中に策定するこ

とを表明されました。地方自治体における総合計画は、一般論として、総花的になりがち

であり、実効的な内容であるかについて疑問符がつくことが多いものといえます。その為

にも、どのような財政計画であるかについては、しっかりと総合計画とあわせて示してい

く必要があると思います。また、右肩上がりの経済成長がほぼ難しくなってきている現在、

財政規律が非常に重要になってきています。健全な堺市財政を維持していくためにも、総

合計画を実施した場合財政状況はどうなっていくのかと共に、あるべき財政の姿をどのよ

うに考えているのか市民や議会と常に共有していくべきだと思います。実際、先日私が視

察で尋ねた愛知県多治見市では「多治見市健全な財政に関する条例」に基づき、総合計画

をあるべき財政フレームとリンクさせ、必要な財源を見込んだ実効的な計画を策定すると

いうことを行っています。２００８年の１月号の雑誌「ガバナンス」において、多治見市

の政策開発室の担当者は「総合計画を市長任期と整合させ、選挙を経て見直すことは、市

民の政策選択に応える上で適った姿だといえる。だが、事業規模が無制限に拡大すれば財

政が悪化し、総合計画の事業は実施できず、画餅となるおそれがある。財政推計だけでな



く財政フレームを前提とし、総合計画を財政面から規律することで、その実効性を守るこ

とはできないのか。それが、財務規律に関する条例を発想した原点だ」と語り、「健全な財

政運営をはかっていく上では、一定の基準をつくり、それを超えた場合に規制をかけるの

が一般的な手法。そうではなく、政策選択を拘束しないように規制は避け、市民・議会・

市長の情報共有の徹底と説明責任の義務付けで財政の自律を保つ考え方をとった。」として

います。実際、多治見市は償還可能年数や経費硬直率など独自の指標を設定していますし、

財務省の「地方公共団体向け財政融資に関する報告書」においても、償還可能年数を含む

指標の必要性が報告されています。 

そこでお尋ねをいたしますが、まちづくりの計画推進にあたっては、中長期財政計画の反

映や財政判断指数を取り入れるなど、市民への説明責任をはたしつつ、財政的な見地から

計画的な財政運営を図る必要があると思いますが、ご見解をお示し願います。 

併せて、この「総合計画」策定と「堺活力再生プロジェクト」に関連してお尋ねいたしま

す。これらの総合計画や実施計画は、まちづくりをすすめるための計画だと理解していま

すが、まちづくりの方向性を決めていくためには、市民の合意を得た市のブランドイメー

ジの規定が重要だと考えます。その為、総務財政委員会においても議論を従前よりおこな

ってきましたが、都市のブランドイメージを規定しそれに基づいて施策を行うべきだと考

えますがご見解をお示し願います。 

 

「行財政改革について」 

次に、２項目目の「行財政改革について」に移らせていただきます。行政の見える化

については、一昨年の大綱質疑や総務財政委員会以来何度か取り上げさせていただいてお

ります。昨年８月の第三回定例会の大綱質疑でも申し上げましたが、「見える化」は、民間

企業の製造現場で導入されてきた改善手法であり、業務の棚卸しを実施することによって

隠れている問題を発見し、関係者間でその情報を共有することで意思統一を図れるため、

改善に向けた行動が比較的簡単にできるようになることが特徴と言えます。また、見える

化は市民から行政への理解促進にもつながってくると我々は考えており、そういった観点

から「見える化」を一昨年より取り上げてきたところです。そのような中、竹山市長も昨

年９月の市長選挙以降、私達の意見に着目されたのか「見える化」を喧伝されています。

そこでお尋ねをいたしますが、市長の言う「見える化」とはいったい何なのか、また何を

目的とされているのかお示しください。また、我々民主党・市民連合議員団としては、ま

ず、市政の「見える化」としては、意思決定プロセスを開示するより先に、基本データと

して全ての行政の仕事を一覧にしてわかりやすく「見える」ようにすることが必要だと考

えますがご見解をお伺いします。次に、事業仕分けについてですが、この事業仕分けにつ

いては、安易な内容を防ぐため「事業仕分け」を商標登録している構想日本の「仕分け人」

候補者の一人として、私は、一昨年の６月より何度となくこのテーマについて議論をして



まいりましたし、取り組むことを提案してきました。そういった意味で、「事業仕分け」に

ついて、マスコミ報道やそれに影響を受けたと思われる市長の就任当初の発言や今議会に

おける議会での議論の姿には心を痛めています。多くの自治体や国で行われた「事業仕分

け」とは、施策や事務事業を政策目的にしっかりと合致したものにしていくことを目指す

ものであり、また、目的に施策や事務事業がしっかりと対応していることを市民や国民に

理解してもらえるように担当者がプレゼンしたり、評価シートに記入することができるよ

うになることによって市民協働が進むことを目指すものあって、コストカット、歳出カッ

トを一義的に目的としたものではなく、それらは副次的な産物でしかないのです。「堺市の

事業仕分けはいくらの予算カット」を目指すのかといった議論は、行政刷新会議の事業仕

分け開始時に、仙谷大臣に対してマスコミが「何兆円削減することができるのか」と尋ね、

大臣が「目安として三兆円程度」と答えたことを、マスコミがことさらに取り上げたこと

に起因して誤解を生んでいるとしか思えません。「スーパーコンピューターがなぜ一位でな

いといけないのかと聞かれたことはおかしい」といった議論は、当時仕分け人だったレン

ホウ議員が、「世界一位の計算速度のスーパーコンピューターを使いたいのであれば、もっ

と格安でつくるやり方がある」「世界一位の計算速度のスーパーコンピューターを作りたい

のであれば、もっと別のやり方がある」という考え方の元「世界一位の計算速度のスーパ

ーコンピューターを使うのかもしくは作りたいのかどっちなのか」と目的合致性を問うた

ことが、官僚のネガティブ PR によって全く報道されていないことに起因していると思いま

す。また全国学力調査が抽出方式になったのは、「日教組が政治力を得て徹底した攻撃を加

えたから」等といった一次情報を全く踏まえないバイアス付きの２次情報に依拠した「決

め付け」批判が本議会でも横行しています。あの事業仕分けの現場では、私も傍聴に行き

ましたが、「全国の子どもの平均の学力調査や経年変化が政策目的となっているのだから、

巨額の税金をかける必要があるのかはなはだ疑問。サンプル調査にしても誤差が数パーセ

ントにおさまるのだからサンプル調査でいいのではないか」と仕分け人で日教組と関係の

ない藤原和博大阪府教育委員会特別顧問などから問われたのであり、やはり目的合致性が

公開の場で議論になったものです。そこでお尋ねをいたしますが、「堺版事業仕分け」の実

施を市長は表明されていますがどのような点を特徴と考えどのような点が意義があるとお

考えかお示しください。 

環境モデル都市と低炭素都市堺について 

次に、「環境モデル都市と低炭素都市堺」についてお尋ねをさせていただきます。 

堺市は、我が会派からの提案を皮切りに、2008 年環境モデル都市に応募し 2009 年環境モ

デル都市に認定をされました。 

認定当時の自公政権における温暖化対策の状況は、京都議定書で定められた 90 年度比マイ

ナス６％どころか増加に転じており、非常に消極的で前時代的だといわれ国際的に見て大

いに国益を損なっていましたが、昨年 9 月の政権交代後、鳩山政権は、成長戦略として、



二酸化炭素の 25％削減を掲げており、自公政権下の目標とは画期的に局面が変わったとい

えます。この変化した局面において、先導的自治体である「モデル都市」は当然 25％を上

回る削減目標を示すべきだと考えますし、その為には、更なる取り組みが求められている

のは言うまでもありません。実際、先日お示しいただいた堺活力再生プロジェクト（案）

においても、「今後モデル都市として、全国・世界の低炭素社会実現に向けた取組をリード

していくことが求められています。」と記載してあります。これは「前提が変化した以上、

環境モデル都市行動計画から踏み込んだ意気込みを示すべきだ」と主張してきた私達とし

ては、非常に関心のあるところであります。そこで、おたずねをしてまいりたいと思いま

すが、環境モデル都市になって約 1 年、現段階での環境モデル都市の進捗について、「まち

なかソーラー発電所」についての取り組みについては動きが見えるものの、まだまだ何を

しているかわからない為、市民の中に「環境モデル都市堺」という認識が広がらないとい

う現状があるように見受けられます。そこで、現状どのような状況でこれから先どのよう

に進めようとしているのかについてお示しいただきたいと思います。 

また、二酸化炭素の削減は、しっかりと状況をモニターして PDCA サイクルを回していく

取り組みが必要なことは議論の余地はないと思います。しかしながら、「堺活力再生プロジ

ェクト」の政策５において示された政策指標は、なんと平成 62 年のものであり、そこまで

目標が示されていないというのは、PDCA サイクルとしては如何なものかといわざるをえ

ません。ぜひとも今後 4 年間の削減目標についてお示しいただきたいと思いますが、ご答

弁をお願いいたします。また、その実現においては、堺市内最大級の事業所である堺市が

率先垂範していくためのツールとして、各事業原課がどれだけ温室効果ガスを排出いして

いるか見える「見える化」が必要でないかとの提言を 2 年前より行ってきましたが、どの

ように進めていこうとしているのかもお示しください。また、温室効果ガスの削減の為に

は、市民の皆さんの低炭素行動も必要になってくると思います。例えば、今現在おこなわ

れている「まちなかソーラー発電所」の設置費補助の拡大を行うべきだと考えますし、産

官学民の連携で行うエコ大学も人材発掘の点から重要だと考えます。また、さかいエコ大

学についても昨年 8 月の大綱質疑でも申し上げたとおり、人材育成の観点から重要だと考

えますが、どのような現状かお示しいただければと思います。また、堺市において、自然

エネルギーとスマートグリッドの活用や、カーシェアリングや EV などの低炭素交通の利用、

完全マテリアルリサイクルの達成などのエコタウン構想を検討するなど、市民の低炭素行

動を盛り上げていく必要があると考えますがご見解をお伺いします。 

次に、環境モデル都市にふさわしい交通に関連しておたずねをしてまいります。まず。本

年、交通実態調査としてパーソントリップ調査を行うとお聞きをしておりますが、調査と

いうのは、ある程度何を調査したいのか、アウトプットイメージをもって調査するのは、

調査の世界では当然のことと思います。この調査をどのように活用しようとしているのか

についてお示しください。次に、交通基本法に関連しておたずねをしてまいりますが、国

土交通省は、公共交通基本法に関して、来年の通常国会提出を目指し、先月パブリックコ



メントを募集いたしました。交通基本法は、三日月国土交通省政務官によると、「エコロジ

ーとまちづくりも加えて交通の基本について議論するものだ」ということですが、環境省

の「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会」が 2007 年にまとめた報告書も、公共交

通の利用促進と共に自転車の活用を訴えています。ぜひとも、交通基本法制定のベクトル

と向きを一にして、公共交通と自転車を中心とした都市構造へと堺のまちづくりを変えて

いただきたいと考えますがご見解をお示しいただきたいと思います。併せて、環境面とに

ぎわいの面から重要と考える中心市街地のトランジットモールについてお尋ねいたします。

LRT 導入以前から、本市では、公共交通機関を使う歩行者などに都心部を開放する「トラ

ンジットモール」はアイデアの一つとして、市役所のある南海高野線堺東駅周辺で考えら

れてきたのは、多くの皆さんの知るところです。特に、堺東駅から堺東の郵便局の間をト

ランジットモールにして、市役所前の市民広場での各種イベントや阪堺線の相互乗り入れ

等で人出を誘い中心市街地の賑わいの創出と活性化をはかるといった構想は様々なところ

で図面等にして表現をされてきました。堺駅～堺東駅間の LRT 敷設計画は一旦中止となり

ましたが、LRT 自体、LRT ありきの計画ではなく、中心市街地のまちづくりの為の一つの

方策として重要だとのご答弁は前市長時代においても何度となく繰り返して出されきた答

弁でした。つまりは、LRT 計画の実施の有無にかかわらずトランジットモール自体は導入

されるべきだ、と我々は考えます。そこでおたずねをいたしますが、LRT 計画が中心とな

ったあとも、中心市街地の活性化の為にも、また環境モデル都市の玄関口にふさわしいま

ちづくりとしても、トランジットモールについて前向きに検討していくべきだと考えます

が、ご見解をお示し願います。 

次に、自転車道路に関連しておたずねをいたします。ご案内のとおり、我が会派は、環境

モデル都市の目玉的施策としてや、安心で安全なまちづくりとして、また、日本有数の自

転車生産高を誇る都市として、日本に誇る自転車政策を行う街となるべく様々な提案や議

論を行ってきました。その結果として、環境モデル都市行動計画のモビリティマネジメン

トの一つとして自転車を活かしたまちづくりが取り上げられ、また、自転車政策を統括す

る「自転車まちづくり推進室」が設置をされました。そこで、ぜひとも、この調査データ

を見ていただきたいと思います。このデータは、国際道路交通事故データベースのデータ

に基づいて NPO 法人の自転車活用推進研究会がまとめたデータですが、交通事故の状態別

30 日以内の死者数の割合を総死者数を 100 としてそれぞれの事故の割合を、日本、ドイツ、

フランス、イタリア、イギリス、アメリカの各国ごとに示したものです。日本の「歩行中」

の事故は 32.5％で、｢自転車乗用中｣の死者は 14.3％を占め、｢歩行中｣と｢自転車乗用中｣を

合わせるとなんと 46.8％となっています。他の国では、｢歩行中｣の死者の割合が高い英国

でも 21.1％で、その他の国では「歩行中」の構成割合は、10％台前半にとどまっており、

日本だけが、圧倒的に割合が高いのはグラフからみても一目瞭然です。これに対し、｢クル

マに乗車中｣は日本では 23.9％だが、欧米では 40～50％台。ドイツの 10.7％以下はいずれ

も１ケタ台で、中でも、米国では｢歩行中｣と｢自転車乗用中｣を合わせても 12.6％にとどま



り、日本の３分の１以下です。日本国全体としての問題でありますが、道路行政の現場を

つかさどる堺市当局として、このような状況になる理由として、どのようなものが考えら

れるか、またこれをうけてどのように改善をするべきとお考えかご見解をおうかがいしま

す。また、我々としましては、ぜひとも、自転車走行環境整備特に、自転車、歩行者、自

動車それぞれの走行空間の分離をしっかりとおこなっていくことが、これらの事故を減尐

させていくと考えますが、いかがでしょうか。ご見解をあわせてお示し願います。次に、

我が会派としては、環境モデル都市にふさわしい交通手段として、また、南北交通に偏り

がちな本市の交通手段の補完的手段として、従前よりコミュニティサイクルの提案を行っ

てきています。昨年末の第四回議会においても、我が会派の池尻議員の大綱質疑に対して、

コミュニティサイクルを今年度中に実施検討するとの表明をしていただきましたが、本年

度もあと 1 ヵ月弱となるなかで、どのように実施しようとしているのか具体的にお示しい

ただければと思います。 

さて、竹山市長は、昨年 10 月の市長就任後の臨時議会に対して、我が会派の小郷団長の質

問に対して「先導的自治体として積極的に取り組むべきだと考えるが」との質問に対し、「庁

内全組織が一体となって環境モデル都市の取り組みを進められるよう私自身がリーダーシ

ップを発揮して積極果敢に挑戦する」とご答弁をされています。市長が組織をあげて取り

組むとご答弁をされている以上、この環境モデル都市の取り組みは最早環境局のみの問題

ではなく、行政全体で一つの方向を向いて取り組むべき問題であり、市長公室をはじめと

した全ての局全ての部が日々の業務のなかでどのように工夫をして低炭素化をしていくべ

きかを考えていくべきことだと考えます。そこで、まずは、市民への啓発活動を先導する

市長公室、二酸化炭素の発生量が多い部門を担当する産業振興局の二局に「市長の方針を

受けてどのように組織を挙げて対応しようとしているのか」についてご答弁をいただきた

いと思います。また、あわせて、このモデル都市の取り組みについて、各局の具体的な取

り組みについて尐しお尋ねをしてまいりたいと思います。市長公室の中には、友好都市の

交流も所管しておられると思います。環境モデル都市としての堺市は、友好都市交流を通

じても、ぜひとも低炭素化に向けて努力していくべきだと考えます。たとえば、新宿区と

その友好都市の伊那市は一昨年 2 月、「地球環境保全協定」を交わしました。協定には、区

民が伊那市での体験学習などに参加し、森林保全に努め CO２の吸収量の増加につなげるこ

とが明記されました。新宿区は、2006 年に独自の二酸化炭素削減目標を定めた者の、画期

的な効果がでず、伊那市で二酸化炭素を削減することによって新宿区の削減量にカウント

することができるような実効的な取組を行うこととしました。新宿区民にとって非常に意

義深い体験ができると共に、このような新宿区を中心とした都市グループが二酸化炭素を

削減するよい取り組みを行っていると大々的に発信されたことにより、都市イメージの向

上にも多いに寄与したものです。堺市も環境モデル都市である以上、このような取組をす

すめるべきだと考えますし、また、堺市が取り組む廃食用油のリサイクルや、ソーラー発

電のノウハウなども、国内の友好都市と共有し二酸化炭素削減に貢献していくべきだと考



えます。そこでおたずねをいたしますが、「国内の友好都市交流を通じた環境交流」につい

て、当局としてはどのようにお考えなのでしょうか。同様に、産業振興局にもお尋ねをし

たいと思いますが、産業振興局では農政も所管しておられます。農業は二酸化炭素抑制や

低炭素都市化に貢献することは最早議論の余地がないと思います。そこで、環境モデル都

市堺市においては、不耕作農地を極力尐なくしていくことが必要だと思います。一昨日の

大綱質疑で我が会派の中井議員が議論させていただいたような取組ももちろん必要なので

すが、新規就農者の流入促進も必要だと考えております。新規就農の促進に向けてどのよ

うにお考えか併せてご見解をお示し願います。 

「子育て支援について」 

次に「子育て支援について」の項目に移ります。市長は当初予算案説明の中で、「安心して

子どもを産み育てられる環境づくり」として子育て支援の充実を挙げられています。昨年

８月の民主党・市民連合の大綱質疑では「子育て世代がふえることは、本市の財政の将来

見通しとしても非常に意義のあることだと理解をしております。家族形態は多様な選択が

保障されるべきだと思いますが、子育てがしにくい環境並びに経済的状況や将来子育てを

したいと思えないようなまちや社会は、末期的なものを感じると言っても過言ではないと

考えます。」として、自治体間競争の時代において、また財政状況が右肩あがりで好転しに

くい状況の中で、堺市の成長戦略としての未来への投資であるとの考えの下、「子育て支援」

を充実していくことを求めてまいりました。そこで、お尋ねをいたしますが、堺市の子育

て支援の考え方は、どのように変遷をしてきているのかお示しいただければと思います。

また、我々のそのような考え方と、現在の堺市の考え方がどこまで一致しているかを図る

試金石は、今回重点的に資源配分をおこなった子育て支援メニューのアウトカムとしてど

のような指標があると当局が考えているかだと私達は考えています。堺市当局として、今

回の子育て支援の充実にあたってどのような成果指標を考えているのかあわせてお示し願

います。次に、医療費助成制度ですが、我々会派としては、昨年８月の第三回定例会の私

の大綱質疑、その直後の中井議員の決算審査特別委員会での質疑等々を通じて中学校まで

の助成制度の拡充ならびに所得制限の撤廃をもとめましたが、その後に、木原前市長のマ

ニフェストならびに竹山市長のマニフェストにも記載されました。そういった意味で、今

回から医療費助成の対象年齢が大幅に拡充し所得制限が撤廃されたことは前向きに評価す

るところですが、どのような考え方にもとづいておこなわれたのか、ぜひともお示しをい

ただきたいと思います。次に、多世代交流型子育て支援についてお尋ねをいたします。近

世の伝統的な日本においては、共同体の中にあって血縁以外のカギカッコ「オヤコ」関係

が豊かに見られました。しかしながら、近代国家を作った明治時代の制度によって、子育

ては家庭の役割になりました。一言で表現すれば、近世的な共同体から家族が切り取られ、

同時に、共同体的な養育関係から生物学的親子関係が分化していった、ということは、歴

史をご存じの皆さんにとっては当たり前のことだと思います。つまり、現代の子育て問題



は明治時代の人為的に、「家庭」「個人」と言う私有意識を導入する「西洋近代化」が引き

金で発生している社会問題だともいえます。そういった観点から、伝統日本の多世代交流

型子育て支援を取り入れることが、歴史から学ぶ現代の子育て問題の一つの処方箋といえ

ると考えます。実際、茨城県水戸市では、子育て支援・多世代交流センターとして、０７

年に「わんぱーく・みと」を中心市街地に開設した結果、年間３万人の見込みを大きく上

回り、遠方の利用者を含め２年間で１０万人を超え、当初の予想以上のニーズが実証され

ています。そこでお尋ねをいたしますが、日本の伝統的な子育てのスタイルである多世代

交流型子育て支援について、堺市としてはどのようにお考えかお示しください。 

「学力向上について」 

次に最後の項目である「学力向上について」の項目に移らせていただきます。今議会でも、

前議会でも、学力テストの平均点の向上についての議論が盛んです。私は、堺市立上野芝

中学校で中学生時代を過ごしました。誠に口幅ったいのですがあえて言えば、私は、中学

校在学時「堺市共通テスト」や、民間のテストを受験し、偏差値で７０前後の数字を中学

生時代は出していました。その時の私を振り返りながら、ここ数年間、この議会における

平均点向上の議論を聞いていましたが、率直に申し上げて、この議会で議論をされている

内容と私の教科学力が向上した理由とには大きなギャップがあると言わざるを得ません。

私は率直にいってここ数年の学力向上の議論の意義がまったくわからないのです。テスト

を受けたから、テストの点数が変わったことを見たから知ったから学力が上がったという

記憶は全くないのです。なぜならば、テストの内容は、同じテストでも時期によって内容

は変わります。そんな中で、全体の中で自分の位置付けを知って一喜一憂することはあっ

ても、学力向上と直接つながりはあった記憶はありません。また、クラス全体を十把一絡

げにしてまるで一人の人格でもあるかのように、平均点の数字をどうあげるかを考案され

ても、学力はあがった記憶はありません。実際、会社員としてマーケティングのプロとし

て仕事をしていた経験からいっても、対象を十把一絡げにして平均をどうあげるか下げる

か議論をするのは、はっきり言ってなにもしないに等しいといっても過言ではありません。

そこで、お尋ねをしていきたいと思いますが、教育委員会としては、一体学力とは何とと

らえ、その向上策はだれをターゲットとしてどのようにすべきとお考えかお示しください。

また、学力とは教科学力のみとは私は考えておりません。教科学力以外の学力の一つとし

て、文化に触れあって文化に理解を示す力をつけることもありうると考えますが、幼尐期

からの文化教育の重要性について教育委員会としてはどのようにお考えかお示しください。 

 

 

 

 


