西区の西
堺市議会議員「西てつし」市政報告
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まっすぐに、ひたむきに
２期目の堺市議会議員として、昨年４月に当選させていただいてから早くも１年が経ちました。
多くの市民の方々に様々なご意見や要望をいただきながら日々活動させていただいていることに
心から感謝を申し上げたいと思います。
１年前に訴えさせていただいたことを日々振り返りながら議会活動に取り組んでおります。特
に、私の主たるテーマである、
「 人口減少社会への対応」
「持続可能なまちづくり」
「子育て支援」
「安心して生活ができる都市づくり」の実現の為に、政策をしっかりと議論しながら、引き続き取り
組んでいきたいと考えています。引き続きのご指導ご鞭撻何卒よろしくお願いいたします。

平成28年度予算決定
３月２５日、平成２８年度の堺市の予算が可決されました。一般会計の予算規模は3856億円、全会計の予算規模は、7281
億円の予算です。西てつしが議員として充実を求めてきた、中学校給食の実施や小学校の冷房の実現等をはじめとした子育て
関連や介護関連の予算が拡充されると共に、道路や橋梁のメンテナンス等、社会インフラの維持に予算を振り向けていく方向
になっています。また、
「全事務事業評価の実施に基づく事務事業の不断の見直し」をはじめ行財政改革の断行をこれまで厳し
く求めてきましたが、現在、政令指定都市の中で、平成26年決算ベースで実質公債費比率3位、将来負担比率2位となる等、政
令指定都市でトップクラスの良好な財政状況となっています。
【参考】人口１人当たりの借金残高（26年決算）大阪府：63.1万円・大阪市：92.5万円・堺市：45.5万円）
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声援カンパで私の政治活動の支援をお願いいたします。
これまで政治をゆがめてきた、
しがらみだらけの企業献金や資金
パーティと一線を画すために、
「西てつし」声援カンパにご協力を
いただければ幸いです。
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●郵便振替口座番号 00920-1-328661
●口座名称
西てつしと共に歩む１０００人委員会
●声援カンパ
一口 ２,０００円（何口でも結構です）

よく聞かれますが、親は政治家ではありません。
サラリーマン出身です。
政治家の秘書から政治の世界に飛び込んだわけでもありません。

慶應義塾大学大学院
政策メディア研究科修士課程修了
2003年 株式会社博報堂入社（06年退職）
2007年 堺市議会議員に当選
（1期目）
2012年 関西学院大学講師（13年迄）
2015年 堺市議会議員に当選（2期目）

【現在】 西区青少年指導委員会副会長
関西学院同窓会堺支部事務局次長
泉州慶應倶楽部幹事
環境NGO Eco-League（全国青年環境連盟）
自転車活用推進研究会会員
堺高石青年会議所会員
生活協同組合エスコープ大阪組合員

■大綱質疑■
12月17日の堺市議会本会議において、会派「ソレイユ堺」
を代表し、堺市政各般
にわたって、約1時間半質問を行いました。
●発言録は、 http://www.nishitetsu.net/gijiroku/20151217.pdf
●動画は、 http://www.nishitetsu.net/video/20151217.wmv
で見ていただくことができます。

●発言抜粋

１. 財務基本条例について
西質問 様々な行財政改革の結果、早期健全化基準を大幅に上回り、大阪府や大阪市と比較してはるかに財政状
況がいいことは理解しているが、
さまざまなまちづくりをした結果財政がどのように変化していくのか、常に市民や議会と
共有しながら進めていく為にも、愛知県多治見市等の事例を参考にしながら財務基本条例を制定していく必要がある
のではないか。
→局長答弁 本市の財政の健全性は確保できている。
また
「中長期財政収支見込み」
は既に示しているが、今後、将来
推 計 も 含 め 市 民 や 議 会 に 理 解をして い た だけるように 、財 政 状 況 の 示し 方をさらに 検 討して いく。
→西要望 財政が健全なのは理解しているが、行政側と議会・市民双方向で議論していく為にも財務条例の制定
を改めて求める。

2. 行政改革について
といわれた「みんなの審査会」の実績と改善効果を
西質問 私が本会議で導入を求め導入された「堺版事業仕分け」
示せ。
→局長答弁 みんなの審査会は、平成22年度から平成27年度までの6年間の総額で7.7億円の効果額を計上し
た。事業改善も進んできたことから内部評価に重点を置いていく。
→西質問 削減額は副次的な結果であり、事務事業評価は事務事業の改善や調整が主たる目的。活動指標の
物差しと事業目的の不一致の解消などにまだまだ取り組むことが必要である。事務事業評価システムの改善をさら
に内部評価で充実させていく必要があるのでは。
→局長答弁 事務事業の改善をさらに進めていくと共に、評価手法についても更に見直しを進めていく。
→西質問 事務事業評価には複数の種類があるが評価疲れを防ぐためにも共通化を進める必要があるのでは。
→局長答弁 評価の質の向上と評価の共有などを進めていく
→西要望 共通化を進めるよう要望する。また、事務事業評価に環境影響評価も組み込んでほしい。
→局長答弁 市政全体で低炭素化を図っていくように努める。
→西要望 市の施策毎に環境影響評価の見える化を。

3. 待機児童対策について 保育士の人材確保について
西質問 保育園の待機児童の解消の為には施設整備より保育士の確保が急務になっている。資格はもっているが
働いていない潜在保育士へのアプローチは、
どのようになっているのか。
→局長答弁 広報さかい、求人広告、子育て世帯を対象としたタウン誌などを活用している。
→西要望 媒体として物足りない。新しい媒体の開発を求める。あわせて保育士等就職支援コーディ
ネート事業の拡充を求める。
→局長答弁 引き続き取り組みを強化していく。
→平成28年度「地域限定保育士等就職促進事業」
「さかい保育士就職応援事業」の新規実施が決定
西質問 保育士の研修を神奈川県などの事例などを参考に拡充することが保育士の確保につながるのでは。
→局長答弁 研修の充実に努めていく。

4. 地域主体のまちづくりについて
西質問 自治会の加入率が6割を切る中で、加入促進条例の制定も重要と考えている。自治会加入促進の取り組み
はどのように考えているのか。
→ 局 長 答 弁 堺 市自治 連 合 協 議 会 及び 宅 建 協 会 、不 動 産 協 会と加 入 促 進に向けた協 定 締 結に向けた手
続きをすすめている。また堺市自治連合協議会とより一層連携を進め、
自治会の重要性を広く周知し加入促進につ
なげていきたい。

→西要望 自治会に未加入、
自治会に一度入ったが退会をした世帯、
自治会に入りたいが加入の仕方がわからな
い世帯等、
ターゲットを区別してアプローチしていく必要がある。
さらにアプローチの仕方の工夫を求める。
西質問 地域まちづくり支援事業について、地域課題の解決に寄与するものとして更に拡大を求めるが、
これからど
のように進めようとしているのか。
→局長答弁 地域の方々の声を聞きながら、誰もが住みたい、住み続けたいと思えるまちづくりを推進してまいりた
い。
→西要望 さらに拡大を求めたいが、地域の課題解決に、地域が自由に取り組めるようにするためにも、大阪府池
田市の事例等を参考に補助金ではなく予算編成要望権を付与できるようにするなどの検討を求める。

5. 一般廃棄物について
の観点からいえば、
リサイクルは最後の手段であり、
リサイクル至
西質問 ４R（Refuse, Reduce, Reuse, Recycle）
上主義であってはならないと考えるがいかがか。
→局長答弁 ４Rの推進を本市は掲げており、議員指摘のとおりである。
西質問 家庭ごみ有料化について現在審議会で議論が進められているが、具体的な制度設計はこれからか。
→局長答弁 手法も含め導入の調査検討を進めているところである。
→西要望 有料化の導入の是非及び制度設計について議会の意見もしっかりと聞くことを求める。
西質問 地域に居住する外国人のごみ分別のマニュアルについて、言語の観点から自治会役員が苦慮された事例
があるということを以前指摘したが、外国語版の存在があまりにも知られておらず情報伝達の媒体に問題が多かったの
ではないか。
→局長答弁 外国人や地域の方々への周知が十分できていなかった。議員指摘のとおり、媒体の選択を見直す。
→平成２８年度区単位減量推進委員説明会において外国人への対処方法を説明
堺市ホームページの改良が決定
平成２８年度外国語版の町名収集曜日一覧表を作成

6. 教育について
西質問 副読本「わたしたちのまち堺」、堺っ子体操、堺かるた等を活用した堺を愛する教育の意義について問う。
→市長答弁 自己肯定感や地域にかかわる意識の醸成、学力の向上、
グローバル社会の中で自信をもって生き抜く
力の源として重要と考える。堺が将来にむかって持続的に発展する為にも重要であると考える。
→平成２８年度 堺を愛する教育の推進の為の「子ども堺学」の拡充が決定
西質問 支援学級に在籍している児童・生徒が、通常学級の児童・生徒と一緒に授業を受ける場合に、学級編成基
準の児童・生徒数を大幅に上回っている場合がみられる。支援学級に在籍している児童・生徒も含めて通常学級の在
籍数とする編成、
いわゆるダブルカウントができないのか。
→教育次長答弁 支援学級の児童・生徒を通常の学級の在籍数に含めることは法的にできない。
→西質問 障がいのある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育を堺市は推進するのであるから、教員の定数決
定権が堺市に移譲される平成２９年度以降は、
ダブルカウントも含め学級編成の在り方を検討すべき。
→教育次長答弁 検討を行っていく。

7. 社会資本の維持について
西質問 人口減少社会の中で、社会資本の維持管理費用や更新費用が大きな財政圧迫要因になってくる。道路管理延
長距離が伸びているなかで、維持管理の予算は平成24年に比べて減額され、要員も減らされている。
どのような考え方か。
→局長答弁 一斉に進む老朽化への対応が課題。予防保全の考え方も取り入れていく。
→西要望 道路等についてライフサイクルを見据えた議論をするように求める。

8. 津久野エリアのまちづくりについて
西質問 津久野駅北側改札設置並びにまちづくりについてどのような検討をしているのか。
→ 局 長 答 弁 J R 西日本に対して、改 札 設 置について要 望しているところ。津 久 野 駅 周 辺 地 区を重 点 整 備 地
区としてバリアフリー化をすすめる基本構想案をとりまとめパブリックコメントを募集しているところ。
→西要望 西側（北側）のまちづくりをすすめて、JR側から見て乗降客数が増えると思えるような取り組みの検討も
進めるよう求める。

■建設委員会 ■ 決算審査特別委員会建設分科会（9月）
9月10日の堺市議会建設委員会において質問を行いました。
●発言録は、 http://www.nishitetsu.net/gijiroku/20150910.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20150910.wmv（建設委員会）
http://www.nishitetsu.net/video/20150910-2.wmv（建設委員会市長質問）
http://www.nishitetsu.net/video/20150910-3.wmv（決算審査特別委員会建設分科会）
で見ていただくことができます。

●発言抜粋

1. バスについて
西質問 堺市立総合医療センターと中百舌鳥駅を結ぶバスについて、中百舌鳥−津久野間のバスが復活したと地
域では認識されているが、以前と異なり上野芝中学校前と向ヶ丘町1丁のバス停だけ復活していない。地域からも要
望があることから、バス停を復活してほしい。また医療センター経由で津久野駅まで延伸してほしい。また、堺東や中百
舌鳥からバスに乗る方にとって、医療センター最寄りのバス停がわからない。最寄りの向ヶ丘住宅前のバス停の名称
に「医療センター」の名前をいれてほしい。
→課長答弁 要望の件は南海バスに伝える。
→昨年秋、
「 向ヶ丘住宅前」のバス停の名称が「医療センター東」へと変更

2. 津久野駅ロータリーについて
西質問 津久野駅南側（東側）
の改札前の段差の解消を求める。
→課長答弁 要望の件はJR西日本に伝える。
→平成28年度の津久野ロータリーの改修時に段差解消を行うことに決定

3. 津久野下水ポンプ場跡地利用計画について
西質問 津久野下水ポンプ場跡地について、都市計画変更をするにあたって、跡地利用について、地元と意見交換
や議論をすべき。
→課長答弁 平成28年度以降に、津久野下水ポンプ場跡地の利用計画を検討するが、庁内利活用等を検討す
る段階や、売却する段階で、地元には情報提供を確実に行うと共に、地元と意見交換を行う。
→西質問 それはいつ頃になるか。
→課長答弁 平成28年度の下半期頃を予定。

4. 大小路歩道橋について
西質問 自転車は車道走行というルールから考えると大小路歩道橋の自転車の通行形態はおかしいのではないか。
改善を求める。
→局長答弁 歩道や歩道橋の機能を残しつつ、車道走行を基本とした安全な自転車通行環境の整備に向けて、
関係部局や大阪府警と協議、調整する。

5. 自転車の事故について
西質問 自転車関連の事故は、殆どが交差点で起きている中で、歩道上での自転車と歩行者の視覚分離は、
自転車
の右側走行を誘発して、
自転車と自動車の事故の原因となっているのではないか。改善を求める。
→局長答弁 道交法改正に基づき、
（ 路肩の修繕や車道上での走行環境の整備等）
自転車が車道の左側を走る
ことについての安全性の確保を図っていく。

6. 決算書の成果指標について
西質問 予算の効率的な使用という観点からも決算書の書き方について、金額だけではなく事業の成果指標をしっか
りと記載することを求める。
→課長答弁 決算説明資料に事業の達成度などをできる限り記載するよう努めていく。
その他、
「堺インター付近の良好な景観形成」
「景観の色彩規制」等について質問をしました。詳細は議事録を読ん
でいただけると幸いです。

■建設委員会 ■（12月）12月10日の堺市議会建設委員会において質問を行いました。
●発言録は、http://www.nishitetsu.net/gijiroku/20151210.pdf
●動画は、 http://www.nishitetsu.net/video/20151210.wmv（建設委員会）
http://www.nishitetsu.net/video/20151210-2.wmv（建設委員会市長質問）で見ていただくことができます。

●発言抜粋

1. 津久野駅発車時刻について

「ニュースリアルKANSAI」に
取り上げられました

西質問 津久野駅と鳳駅以南の富木や和泉府中駅を比較すると、富木駅や和泉府中
駅を出る快速の方が後の時刻に出発することがあることについて、改善を求める。
→市長答弁 津久野の利便向上についてJR西日本に働きかけていく。

2. 私道の往来妨害・下水道整備について
西質問 先日、私道の往来妨害で報道があったが、
この種の権利の濫用とも思える主
張は様々なところで問題を起こしている。下水道敷設の土地利用承諾書問題である。
私道は、公共の用に供している、
ということで固定資産税の免除を受けているのであるから、公共の用に供する、
つまり下水
道敷設等基本的に資産価値を棄損すると思えないものは土地利用承諾書がなくても敷設できるようにすべき。
→部長答弁 非常に困っているのは理解できるので、対応を協議していく。

3. 自転車駐輪場ついて
西質問 中百舌鳥や堺東駅については、駅直近の駐輪場整備が、駐輪対策の抜本的切り札になると考える。京都
や西宮のように機械式駐輪場も検討を。
→所長答弁 ライフサイクルコストも含めて自転車のまちにふさわしい駐輪場の整備に努める。
→西要望 積極的な検討を求める。

4. 歩行者自転車専用信号について
西質問 歩行者自転車専用信号は、
自転車の車道走行が基本ルールであることを考えると、非常に危険な信号空間
の通行となり、改善すべきと考えるが。
→課長答弁 歩行者自転車専用信号機の表示は紛らわしく不自然。公安委員会の所管ではあるが、
あらゆる機会
を捉えて改善の提案を行う。

5. 中古住宅の流通について
西質問 以前から議論してきたが、
まちづくりの為に、中古住宅の流通が現在非常に重要である。長期優良住宅の認定
制度はいつからか。
→課長答弁 2016年4月からの規定の整備をすすめているところ。
→西要望 たくさんあるマークの一つにならぬように認定制度のPRに努めるように要望する。
その他、
「都市計画道路整備にあたってのメンテナンスとライフサイクルコストについて」
「屋外広告物の景観規制に
ついて」を取り上げさせていただきました。詳細は議事録を読んでいただけると幸いです。

■歴史文化魅力発信調査特別委員会■
2月17日の堺市議会歴史文化魅力発信調査特別委員会で副委員長として質問を行いました。
●発言録は、 http://www.nishitetsu.net/gijiroku/20160217.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20160217.wmv で見ていただくことができます。

●発言抜粋

1. ロゴマークの統一について
西質問 百舌鳥古市古墳群の世界遺産登録に向けてプロモーション活動をおこなっているが、
いくつも
のロゴやシンボルマークが混在している。プロモーションの原理からも統一するべきではないか。
→課長答弁 統一したデザインで発信することは重要と考えるので、府等とも協議して研究していく。
その他、
「海釣り公園について」
「SAKAI MEETINGについて」を取り上げさせていただきました。
詳細は議事録を読んでいただけると幸いです。

最近の出来事
津久野駅西口改札設置について

南海バス堀上緑町１丁線について

以前から本会議で取り上げてきました津久野駅西口（北

堺東等から西区家原寺の医療センターに向かうにあたり、
どのバスを使っていいかわからず、電車やタクシーを使われて

口）の改札設置ですが、
１１月に、津久野校区自治連合会の

いる方が多くいると聞き、医療センター横のバス停の名称を

役員の皆様及び堺市建築都市局交通部と共に、JR西日本

「医療センター東」
と改めると共に、行先表示も
「医療センター

近畿統括本部に対し、津久野駅西口（北口）改札設置の要

東経由堀上緑町１丁行」に変更するように南海バスへ求める

望を行いました。
２月に、JR西日本から「堺市による駅周辺整

ように９月の建設委員会で要望し、バスの行先表示とバス停

備計画の策定を通じて調整したい」
と回答が寄せられました。

名称が変更になりました。

この回 答に基 づき、津 久 野 駅 西 側（ 北 側 ）まちづくりにつ

その結 果 、バスの乗 客 数

いて、議論を前へ進めてい

が大幅に増えており、堺東

きたいと思います。
まだまだ

から津久野経由堀上緑町

第一歩にすぎず、交渉は困

１丁行のバスの路線維持

難を極めていますが、津久

にも良い影響をもたらすこ

野の悲願達成の為に努力

とができました。

していきます。

津久野ロータリーの改修について

病児保育について
昨年４月の選挙時において、小児が病気になった時に預け

本年４月から、津久野駅前ロータリーの工事が始まります。
医療センター利用者などによって、津久野駅前の歩行者の通

る場所がなく、共働きの両親が非常に困っているとして、
「病

行量が増加している状況にも関わらず、
バリアフリー化が進ん

児・病後児保育」の拡充を訴え、議会に送っていただいて以

でおらず、
また、駅前スーパー前でバスを待たれる方と歩行

降、機会を捉えては、
「病児・病後児」保育の充実を求めてま

者、
自転車が輻輳している状況に対して改善を求めてきました

いりましたが、多くの方々のご協力により、西区においては、昨

が、駅前スーパーの前のバス停を撤去し、バス停をロータリー

年１０月から、家原寺町の医療センター内に、定員３人の病児

内に移設すると共に、改札前の段差の解消、劣化が進んでい

保育施設が設置されることになりました。
まだまだ受け入れ数

たロータリー内の歩

が不足しているとは思いますが、
「子育ての街、堺」
として、更

道のブロックの張替

なる施 策 充 実を目指

などを本 年９月まで

して尽力していきたい

に行うことになりまし

と思います。

た。

整 備 案 件
様々な皆さんのご協力を得ながら地域の安全なまちづくり
について頂いた要望の実現にも努めています。下記以外にも
実現途中のものがありますので引き続き実現に努めます。
上野芝向ヶ丘町カーブミラー設置及び修理

ときはま線交差点誘導線改修

上野芝向ヶ丘町逆走防止看板設置

ときはま線神野町街路樹剪定

上野芝向ヶ丘町私道下水道敷設

堀上緑町2丁UR照明改修

上野芝向ヶ丘町自治会掲示板申請

堀上緑町2丁道路上減速表示
（２カ所）

上野芝向ヶ丘町照明設置

堀上緑町バス通り街路樹剪定

上野芝向ヶ丘町里道整備

平岡小学校グラウンド整備

家原大池体育館北東側街路樹伐採

平岡小学校校門前溝蓋改修

神野町里道雑木伐採

平岡町道路補修

津久野駅地下通路改修

八田寺公園雑草刈り

津久野駅前ロータリー改修

平岡校区フットスタンプ塗り替え

津久野駅前UR第2号棟下陥没補修

向丘小学校南側道路蓋補修

津久野小学校プール排水口改修

市政に関するご意見をお寄せください。
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西てつし 市政相談所

〒593-8322

堺市西区津久野町1-1-2F
TEL.072-260-1977 FAX.072-260-1978
E-mail : info@nishitetsu.net Twitter : @nishitetsu1977

