西区の西
堺市議会議員「西てつし」市政報告
2017年度 冬号

建設委員会副委員長として
政治家の息子でもなく政治家の秘書出身でもない私が、サラリーマンを辞めて
政 治の世界に飛び 込 んで早くも10 年が経ちました。私の挑 戦は、市民の皆 様の
温かいご指導やご 鞭撻があって、数々の困難を乗り越えながらも続けていくこと
ができています。心より感謝を申し上げます。今年度は建設委員会副委員長として
活動させていただいております。選挙時に訴えていた、インフラのメンテナンスや
公共交通の充実をはじめとした将来に安心のできるまちづくりに向けて頑張って
まいります。現在、堺市はこれまでの様々な取 組によって、「安心して子育てしや
すい街」や「介護高齢化に対応した街」として、外部機関により高い評価を頂いて
いますが、引き続き、これらの取り組みを進めていく為に、9月に3期目の当選された竹山市長と様々な前向
きな議論をさせて頂きたいと思っています。2019年4月の任期満了まであと1年と少しになりますが、初心
を忘れずに、未来への責任を果たす為に全力で取り組みを進めていきます。

都市計画道路
諏訪森神野線（神野町線路下〜ときはま線）今春開通へ
西区の交通に大きな影響をもたらす、諏訪ノ森
神野線道路（神野町JR線路下〜ときはま線交差
点）について、地域事情を踏まえた様々な改良点
を提言すると共に、早期開業を求めて尽力して
きましたが、ついに2018年春に供用開始する
ことになりました。供用開始後も、注視しながら
改良に努めていきたいと思います。
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平成２９年１2月現在、
道路築造工事、
交差点改良工事、
信号機設置工事を行っている。
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平成３２年３月末の完了を目標に阪和線立体交差部の
工事を進めているが通行は可能。
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平成１６年１２月に供用開始。

親は政治家ではありません。
サラリーマン出身です。
西てつし（40歳） よく聞かれますが、
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。
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堺市内にて生まれる
堺市立平岡小卒
堺市立上野芝中卒
大阪府立三国丘高卒
関西学院大学総合政策学部卒

2003年

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】 建設常任委員会副委員長
大都市制度・広域行政調査特別委員会委員
環境審議会委員
市議会議員及び市長の倫理に関する調査会委員
緑の政策審議会委員
国民健康保険運営協議会委員
西区青少年指導員会副会長

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）

■予算総括質疑 ■（3月）
3月24日の堺市議会予算審査特別委員会において、会派「ソレイユ堺」
を代表し、
西哲史議員が、堺市政各般にわたって、約1時間10分質問を行いました。
●発言録は、 http://www.nishitetsu.net/gijiroku/20170324.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20170324.wmv で見ていただくことができます。

●発言抜粋

受援計画の策定について
西質問 昨年来提案してきた、発災時に各地から応援を効率よく受ける為の受援計画がいよいよ策定に向けて
進むが、
内容について示されたい。
→課長答弁 受援計画には災害発生後の初動段階、応急段階、復旧段階のフェーズに応じた業務について定めていく。
→西要望 急いでつくることを求める。

自転車のまちづくりについて
西質問 自転車活用推進法が昨年１２月に国会で成立する中で、今期の国への予算要望が重要に
なってくると考えられる。取り組みに向けた決意を。
コミュニティサイクルへのICカードの活用等、様々なものを取り入れていきたい。
→局長答弁 駐輪場の再配置、
自転車のまち堺として発信していけるような取り組みを行っていく。

都市公園整備の考え方について
西質問 小さな街区公園から大規模公園、都市林までをひとまとめにして区毎に一人当たり公園面積を算出し整備し
ている。
しかしそれぞれ表している価値や機能が違う。価値や機能毎に整備していく指標づくりが必要ではないか。
→局長答弁 議員の指摘も参考にして公園整備にあたっていく。
その他、
「ヘイトスピーチとＬＧＢＴ」
「自転車走行空間の整備」
「駐輪場の駅直近での整備」
「コミュニティサイクル
の活用拡大」について取り上げました。詳細は議事録を読んでいただけると幸いです。

■大綱質疑 ■（6月）
6月12日の堺市議会予算審査特別委員会において、会派「ソレイユ堺」
を代表し、
西哲史議員が、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/20170612.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20170612.wmv で見ていただくことができます。

●発言抜粋

持続可能な開発目標の達成（SDGs）について
西質問 環境分野等で国の実施方針を踏まえて取り組みの強化拡充を図るべき。
→市長公室長答弁 国の実施指針の趣旨を踏まえて、各種計画への反映を検討し基礎自治体としての役割を
しっかりと果たす。
→西要望 SDGsに向けた取り組みを積極的に進めることを要望する。

防災について
西質問 堺市には海上保安署があり巡視艇も所属している。海上保安庁と防災訓練を
はじめ、海洋環境保全開発に対する事業の推進、海の緊急通報の市民の周知など包括
的な連携をさらに深めていく必要があるのではないか。
→危機管理監答弁 海上事故や災害に備え発災時及び平常時の協力・連携を進める。
西質問 減災の観点から、平成２１年に取り上げた災害図上訓練
（DIG）
を活用していく
ことが必要ではないか。
→危機管理監答弁 DIGは非常に有用な手法である。DIGを既に活用している校区も
あるが、
さらに活用に向けて支援を行っていく。

布製通学かばん「ランリュック」について
西質問 堺市において以前はリュックサック型通学かばん（ランリュック）
を活用している小学校が多くあった。
昨今の革製ランドセルの高騰や、親の経済格差を反映していじめにつながっている事例などを考えると、
リュックサッ
ク型通学かばんの導入に向けて検討していく必要があるのではないかとの保護者の声がたくさんある。
→教育次長 通学かばんなどの物品については保護者の意見を尊重している。保護者
への情報提供のあり方についても検討する。
→西要望 各学校で決めるものだということは承知している。PTA協議会の協力も得て、
各学校で決めることができるという情報提供をしっかりと行う事を求める。

全児童型放課後子ども教室について
西質問 全児童を対象とした放課後の事業は３５か所実施しているが、利用料金が月に４０００円かかり、事前の
申込みも必要である等気軽に参加しにくい。安全に遊べる学校という公共財が活用されていない中で、気軽に参加
できる環境が必要ではないか。予算上の措置も考えるべき。
→教育次長答弁 児童の居場所づくりの観点から他市事例を十分に検討する。
→財政局長答弁 資源の有効活用は重要であると認識するので議論していく。
その他、
「財政状況」
「環境モデル都市の取り組みと気候変動への適応」
「大規模災害発災時の遺体安置の
シミュレーション」
「防災訓練における積極的な地域と小中学生の連携」
「阪和線の高架化の実現に向けて」
「子ども園保育園幼稚園と小学校の要録をはじめとした情報連携」
「住民の発意のまちづくり」について取り上げ
ました。詳細は議事録を読んでいただけると幸いです。

■決算総括質疑 ■（9月）
9月24日の堺市議会予算審査特別委員会において、会派「ソレイユ堺」
を代表し、
西哲史議員が、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/20170924.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20170924.wmv で見ていただくことができます。

●発言抜粋

堺の伝統産品である注染和晒のシャツを着用して質問

伝統産品の支援について
西質問 伝統産業への支援として、堺ブランドを構築していくことが後方支援として重要なのではないか。
→課長答弁 堺ブランド化の構築について各業界の意向等も踏まえて検討していく。
→西要望 伝統産業のパンフレット等何種類もあるが、堺の文字やマークがばらばらになっている。統一した意匠
を用いてブランド形成を図ってほしい。

木材活用について
西質問 木材利用は環境面や健康面からも有意義。公共建築物については率先垂範で木質化を進めていく
べき。数値としての目標を定めるべきと考えるが。
→課長答弁 数値としての目標は設定していないが、公共建築物を所管・施工する関係各部署と検討し木材
活用に取り組む。
→西要望 利用拡大の検討を求める。友好都市の東吉野村や田辺市とも連携しながらしっかりと活用していくこ
とを求める。

成人式と市民協働について
西質問 成人式はどのように位置づけられているのか。
→課長答弁 本市にとって最も重要な行事の一つ。青少年指導員の皆様や若者実行委員など地域ぐるみで
取り組んでおり公民協働で取り組んでいる貴重な事業と認識している。
→西要望 警備も大変になってきている中で、青少年指導委員の皆様に苦労を外出ししているような状況を
改善することを求める。
その他、
「財政状況」
「世界遺産登録とガイダンス施設の整備」
「骨髄バンクの登録拡大」
「介護保険事業計画と
特定施設入居者生活介護」
「全児童型の放課後児童対策事業」
「医療費助成と所得制限の考え方」について取り
上げました。詳細は議事録を読んでいただけると幸いです。

■ 総務財政委員会/予算審査特別委員会総務財政分科会 ■（3月）
3月17日の総務財政委員会及び予算審査特別委員会総務財政分科会において
質問を行いました。
●発言録は、 http://www.nishitetsu.net/gijiroku/20170317.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20170317.wmv で見ていただくことができます。

●発言抜粋

地方創生とＵターンについて
西質問 Uターンを含めた人材誘導が重要。全体をターゲットにするのではなく具体的なターゲットイメージをもって戦略
を考え、
タッチポイントをイメージしながら情報提供することが重要ではないか。
→課長答弁 各局各区の課長級の企画主任会議でUターンに関する基本情報を共有し、人口誘導策
についての検討を進めていく。

ふるさと納税について
西質問 制度の趣旨から外れた過度の返礼品競争によって堺市はプラスとマイナスを合算して約１億円以上の実質
的な損失を被っている。改善策を国に求めるべき。
→課長答弁 国の改善策も精査しながら、状況次第で指定都市市長会での意見集約にも寄与し積極的に対応を
検討していく。
西質問 兵庫県で県立高校にふるさと納税をしてもらう仕組みがある。堺でも中学校区単位等地域の単位でふるさと
納税を受け止める単位をつくって、
まちづくり等に貢献してもらえないか検討を。
→課長答弁 学校出身者を始め、多くの方に応援して頂ける事例の一つとして認識。所管部局と連携して研究
する。

予算説明書の書き方・見せ方について
西質問 長らく議論してきた予算説明書の見せ方については改善が進んできている。ただ、予算説明資料に行動指
標、成果指標が記載されていない。改良を。
→課長答弁 成果指標等について予算編成上の活用・定着に向けて検討を進めていく。
その他、
「タッチポイントとプロモーション」
「雑誌媒体への戦略的広報」
「特別徴収税額通知におけるマイナン
バー記載」について取り上げました。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 ■（6月）
6月19日の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/20170619.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20170619.wmv（市長への質問）

http://www.nishitetsu.net/video/20170619-2.wmv（市長以外への質問）
で見ていただくことができます。

●発言抜粋

守屋池公園整備について
西質問 都市計画で公園整備決定されている守屋池について、向丘校区連合自治会より安全管理と水辺公園と
しての整備要望があった。守屋池下池については所有者の踞尾管財から利活用ができないので市有地と交換の
要望が出ている。早急な整備を求める。
しかし、池の安全性についての
→市長答弁 新たな整備については優先度の高い事業から進めていきたい。
課題解決については所有者とも調整を行っていきたい。

津久野駅の東西往来の課題と西口改札設置について
西質問 津久野駅の西口改札設置について何度となく要望に行く等JRと交渉していただいているのは承知し
ている。現在の取り組みについて示されたい。
→課長答弁 津久野駅の利用者数調査等を２月に行い、地下通路の利用状況についてもJRに示し協議を行っている。

→西質問 神奈川のJR南武線等でも、東西往来や南北往来が困難な中で、臨時改札が設置された事例もある。
東西往来が困難な中で地元の悲願でもある。市長のお考えを示されたい。
→市長答弁 津久野駅改札増設については直接申し入れもしてきた。堺市内に対する投資も呼びかけていく。
私自身が経営トップに直接申し入れを行っていく。
→西要望 西口改札設置への取り組み更に要望する。あわせて改札設置がゴールではなく、東西の自由往来を
しっかりできるように取り組みを検討してほしい。

空き家対策について
西質問 中古住宅の流通促進の取り組みを進めるべきと考えるが、取り組み状況について示されたい。
→課長答弁 空き家となった中古住宅の活用及び流通を促進していくことが重要。各種専門家団体と連携して
説明会や専門家への相談機会を提供している。耐震改修の支援なども行っていく。
→西要望 譲渡所得の３０００万円特別控除が平成２８年度からはじまり中古住宅の流通が促進されているが、
平成３１年までの時限立法と聞いている。
しかしながら、広報さかいでも広報されていない。積極的なPRを求める。
その他、
「中古住宅の住宅確保要配慮者への供給促進」について取り上げました。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/決算審査特別委員会建設分科会 ■（8月）
8月28日の総務財政委員会及び決算審査特別委員会総務財政分科会において
質問を行いました。
●発言録は、 http://www.nishitetsu.net/gijiroku/20170828.pdf
●動画は、http://www.nishitetsu.net/video/20170828.wmv で見ていただくことができます。

●発言抜粋

中古住宅の流通について
西質問 特定空き家の問題がクローズアップされているが、特定空き家になる前の取り組みが必要。管理不全空
き家への対応はどうなっているか。
→課長答弁 管理不全空き家等を把握した場合、文書の送付などで利活用の啓発や適正管理に向けた助言
指導を行っている。
しっかりと特定空
→西要望 福岡市では、特定空き家の前段階の管理不全空き家は別メニューで対応している。
き家になる前の段階での取り組みを求める。
西質問 管理不全空き家の所有者は市外の方も多い。相続相談等専門家による相談は他市でも受けられるよう
にする等都市間連携の取り組みも重要になるのでは。
→課長答弁 都市間の連携について研究していく。

乗合タクシーについて
西質問 乗合タクシーは公共交通空白地域において活用されているのは承知しているが、泉北から鳳駅に向かう
ルートについて、区役所中心の行政をおこなっている観点からも、西区役所によってから鳳駅によるべきではないか。
→課長答弁 指摘の停留所増加については、
１台当たりの平均利用者数の向上につながる要素であると考えら
れるので、検討していく。
その他、
「景観への配慮」
「津久野駅ホームと防災上の懸念」
「自転車レーンの整備」について取り上げました。
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
竹山市長3期目当選
9月に堺市長選挙が実施され、
竹山修身市長が3選目を果たされました。
私も今回の選挙
では広報・報道・政策班の責任者として取り組みました。激戦となりましたが、
皆様のご厚情
により、西区は、堺区に続いて竹山市長が相手候補を圧倒した地域となりました。法律の
関係で御礼を申し上げることができませんが、皆様から頂いた思いを受け止めて市長と
更に活発に議論しながら、
市民にとって住みやすいまちづくりにしていきたいと思います。

世界文化遺産に推薦決定

JRと堺市の包括連携協定

私たちの街、
堺の誇りである百舌鳥
古墳群の世界遺産登録を目指して
市長と共に取り組みを進めてきました
が、
ついに7月31日の文化審議会に
おいて、
国内推薦候補に決定されま
した。今後は、平成31年度の世界
文化遺産登録をめざして取り組み
を進めていくことになります。
この登録に
向けてはまだまだ多くの取り組みが必要になります。引き
続き、
様々な提言を行うと共に発信に努めていきます。

骨髄バンクの登録促進

公共交通やまちづくり
について議論をするうち
に、J Rと堺 市 の 連 携 が
足りていない状況に気付
き、平成２８年３月の大綱
質疑において、包括連携
（堺市のホームページより引用）
協定を提案しました。8月、
JR西日本と堺市との間で包括連携協定が結ばれることになり、
津久野駅周辺を始めとした駅周辺のまちづくり、
百舌鳥古墳群
を中心とした観 光の推 進 等で様々な連 携に期 待します 。

自転車活用推進議員ネットワーク

平成28年12月の大綱質疑以降、
骨髄バンクの登録促進
11月、愛媛県において開催された「自転車利 用 環 境
に向けて様々な提案を行ってきましたが、平成29年11月、 向上会議」において、超党派で自転車のまちづくりに取り
組む「全国自転車議員ネットワーク」が設立され、当日は
NPO法人関西骨髄バンク推進協会と堺市が「骨髄移植
等の推 進にかかる協 定 」を締 結し、市 民 理 解の促 進と 私 が 初 代 議 長 の 大 任 を 頂きま
した。
自転車生産高が日本の多くを
クラウドファンディングにより骨 髄 移 植
占める街の議員として、全国に誇れ
等ドナーを支 援 する事 業を1 月から
開始することになりました。確実に命を
る自転車に安全に乗れる街づくり、
救 える取り組 みとしてこの
公共交通をはじめとした歩きや自転
ような事業が進むことは嬉しい
車 等「 遅い」交 通 手 段 が 大 切 に
です。更に普及促進に向けて
される街 づくりを、全 国 の 議 員と
取り組みを進めます。
連携しながら更に努めていきます。

日本青年台湾研修団副団長として

津久野駅の東西往来の課題解決に向けて

10月、台湾政府外交部の公式招聘による、
日本青年研
修団の副団長として訪台しました。台湾と日本の間に国
交はありませんが、大変密な民間交流や自治体間交流が
行われています。堺も、台湾との交流の歴史は長く、9月に
台湾政府行政院長（首相）
に就任された頼清徳台南市
長が、8月に竹山堺市長を訪問し活発な意見交換が行わ
れました 。民 間 交 流としても、シャープと鴻 海 、シマノと
G I A N T 等 様々な交 流があります 。道 中そのような堺と
台湾の交流の歴史に
ついても台湾政府の
方々と活 発な意 見 交
換ができました。

市政に関するご意見をお寄せください。

西てつし 市政相談所

津久野駅の東西の往来が困難な点やまちづくりについて
2期目当選後何度も議会で取り上げていますが、
今夏、
静岡
県浜松市において同様な課題を抱えていたJR東海道線
天竜川駅において橋上駅化が完了しました。11月、浜松市
におうかがいし、
橋上化に取り組んでこられた鈴木元浜松市
議から、地元住民らで組織するJR天竜川駅橋上化推進
委 員 会と行 政やJ Rとの関わり等について詳しくお話を
おうかがいできました。地域の
悲願である津久野駅の東西往
来 の 問 題 解 決に
向けて更に議論を
行っていきます。

〒593-8322

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

