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堺市議会議員

● 1977年　堺市内にて生まれる
● 1990年　堺市立平岡小卒
● 1993年　堺市立上野芝中卒
● 1996年　大阪府立三国丘高卒
● 2001年　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）
● 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）

連合大阪推薦

文教委員会委員長
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
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西てつし事務所

西てつし

市政報告をお読みいただいている皆様へ。市政報告をお読みいただいている皆様へ。
　サラリーマンをやめて政治の世界に飛び込んで12年。多くの皆様に応援や激励を
していただいて「政治を変える挑戦」を続けてくることができました。
　12年前「志」以外何もない状態からのスタートでしたが、笑顔で市政報告を受け取って
いただく皆さん、駅前や様々な場所で激励の言葉をかけていただく皆さんのおかげで、
私の挑戦は続けていくことができています。一朝一夕で全てが変わるわけではないのは
わかっていますが、一つ一つ全力で力を尽くし、多くの皆さんと共有させていただき
ながら活動を続けてまいります。
　今は、「下山の時代」と言われます。人口減少が続いていく中で、この国や地域をどの
ようにしていくべきかの議論は更に急がねばなりません。「子育て支援」「環境問題」
「高齢化社会への対応」等将来への安心をしっかりとつくりだしていくことが、
この国や大好きな街「堺」、大事な地元「西区」を元気にすることだと信じています。
　離れてしまった有権者と政治家の距離を取り戻し、少しでも政治に期待してい
ただけるように、「西区」からしっかりと声をあげて市政改革に取り組んでいき
たいと思います。

現在

特別号
私も推薦します。

西てつし君と私は同い年でサラ

リーマン出身同士であり、議員初

当選時からの同志です。「未来への

責任」を掲げて、刺激を与えあって

一緒に切磋琢磨してきた大事な

仲間である西君が、千葉市と同じ

政令指定都市の仲間である堺市を

背負う存在になってくれることを

期待しています。

（41歳）

はじめました。
LINE ID @koc7278a

で活動報告配信中
西てつし  市政相談所
〒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   
LINE : @koc7278a   Twitter : @nishitetsu1977

市政に関するご意見をお寄せください。

熊谷俊人 千葉市長
西てつし議員と私は学生時代から

のお付き合い。親友であり、ブレー

ンでもあり、最大のライバルです。

時代の大きな転換点において、私も

含め、全国では40代の若手首長が

誕生しています。西議員はそれらの

首長とは引けをとらない人物で

あり、今後堺市のリーダーとして

活躍してくれると信じています。

越田謙治郎 川西市長

地球環境問題や自転車のまちづく

り等世界に誇れる堺市づくりの為

に様々な政策実現や、新しい価値

の創造に取り組んでいる、西てつし

さんに共感し期待しています。堺を

元気にするために、新しいアイデア

やネットワークを持つ西てつしさん

の力が必要です。

島野喜三 株式会社シマノ最高顧問

「堺から世界へ！」をテーマに西てつし議員と堺の皆さんの応援の力で世界チャンピオンに育て

ていただきました。青少年育成に力を注ぎ、夢への懸け橋にとチャレンジできる環境をつくって

おられる西てつし議員のその姿に感動しました。これからのたくさんの子供たちの挑戦を！

西てつし議員の挑戦を！応援しています。

野上奈々 元ＷＢＣ・ＷＢＯ女子世界フライ級チャンピオン

堺市民の健康の為に、様々な取り

組みを行い、政策を提案し続ける

西てつしさんの姿勢にいつも感銘

を受けています。地域の安心を

しっかりと創っていく西てつしさん

が、堺市政を更に大きく担って

いただくことを期待しています。

深野英一 
日本歯科医師連盟常任理事（堺市西区在住）

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。



（堺市消防局ホームページより引用）
参考）「堺市訪問型病児保育センター」
http://yurikagonetwork.com/houmon/

この二期目の任期中、10回の本会議での会派代表質問、3回の予算・決算総括質疑、18回
の委員会質疑、そして、建設委員会副委員長や文教委員長として様々な政策の推進に取り
組んできました。その中でも特にこだわって実現に奔走してきた政策の一端を紹介
させていただきたいと思います。

災害に強いまちづくり
～災害時受援計画策定～

西てつし  二期目の成果西てつし  二期目の成果

「子育てするなら堺」実現へ
  ～子育て支援の充実～

安心して子育てできる環境づくり
～乳幼児ワンコイン医療制度の拡大へ～

確実に命を救う取組み
～骨髄バンク登録拡大～

持続可能なまちづくりを目指して
～SDGs未来都市認定～
持続可能なまちづくりを目指して
～SDGs未来都市認定～
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5 津久野駅前の
まちづくり

7 道路や橋梁のメンテナンス

8 地域整備

2016年4月の熊本地震において、全国各地の自治体や
自衛隊、ボランティア等からどのように応援をうけるか
の計画である「受援計画」が無かったことによって大混
乱したにも関わらず、堺市にも受援計画が存在しないこ
とを6月の本会議質疑で、市議会ではじめて指摘し早急
な策定を求めました。その結果、2017年8月に、堺市に
おいても受援計画が策定されました。その他にも、防災
図上演習の実施、災害時の小学校ソーラーパネルの活用等、
発災時を見据え様々な取り組みを見据え様々な取り組
みを提案し
実現してき
ました。

国連が進める「持続可能な開発目標（SDGs）」は、生活の
質を高めつつ、社会が持続的に維持・発展することであり、
最前線で役割を担う自治体の取組が、今、注目されていま
す。総理大臣を本部長として国を挙げて推進している
SDGsについて、2016年に同じ会派の山口議員と共
に、堺市議会で初めて取り上げ、2018年春の大綱質疑
において、内閣府が公募している「SDGs未来都市」への
応募を求めました。それを受け堺市は公募に応じ、全国の
29自治体と共に府下で唯一認定されました。国からの財
政支援をはじめとした様々な支援の下、環境問題や人口
減少、高齢化への
対応などをはじ
めとした様々な
施策が展開され
ていきます。　
　 　

道路崩落事故や橋の老朽化をうけ、中長期的な視点で道路や橋梁
の維持管理をしていくことが、市民の安心につながると共に、将来
的なコスト負担を避けることにつながるとして、これからの時代に
おいて非常に重要であると4年前の選挙時から訴えてきました。
二期目当選後、何度となく道路や橋梁の維持管理費の拡大、充実
を求めました。その結果、道路橋梁維持管理費、道路維持管理費、
道路舗装費いずれも大幅に増加しました。 　　

地域の皆さんからいただいた安全なまちづくりについての要望の実現に努めました。
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。

4年間本会議のほとんどの質問機会で、東西往来が不便な
事、西口側からのアクセスが不便な事、西口ロータリーが
暗い事、東口のUR三棟が耐震検査を終えていない事、快速
停車等様々な課題について質問しました。それを受け、堺市
はJRに対して西口改札設置や東西の自由往来の実現につい
て再三要望すると共に、「平成31年度から拠点周辺の市街
地整備方針検討」というスケジュールを発表しました。

平成29年度は、津久野駅周辺について
調査予算が組まれると共に、西口の照明
が明るくなりました。現在、まちづくり
団体「好きやねん津久野」の皆さんが
中心になって「津久野駅前プロジェクト
協議会」が設立され、堺市建築都市局も
積極的に関わりながら津久野駅の将来
像についての議論が始まっています。　
　 　 　    

子どもの医療費助成について、竹山市長就任直前の
2009年の本会議大綱質疑で「実現に向けて取り組むべき」
と議論して以降何度も要望した結果、中学校卒業までの
所得制限なく１回５００円で受診できる「ワンコイン医療
費」制度が2010年に創設されました。その後、会派
「ソレイユ堺」として、高校卒業時
まで拡大することを求めてきま
した。竹山市長と「ソレイユ堺」
の積極的な連携の中で、2018
年の竹山市長のマニフェストに
も、医療費助成の高校卒業時
までの拡大が入り、2019年
4月から子ども医療費助成が
高校卒業時まで拡大する
こととなりました。

2016年友人が白血病で急逝し、骨髄バンクの重要性につい
て再認識しました。骨髄バンクの登録拡大は、確実に命を救う
ことにつながることから、2017年の本会議での質問を皮切
りに様々な取組みを提案しました。それを受け、堺市は、献血
との並行登録会の拡大、骨髄移植をテーマとした講演会・
上映会の開催、府下で初のドナー登録説明員養成講習会の
実施、クラウドファンディン
グによるドナー支援拡大、
関西骨髄バンク推進協会
との協定締結など様々な
取組みを開始しました。そ
の結果登録が大きく拡大
しています。　　　　　

その他「LINEを活用したいじめ相談」「JR西日本と堺市の包括連携協定の締結」「南海バス堀上緑町1丁線利便性拡大」「通学路の
ブロック塀撤去と軽量フェンス設置」「百舌鳥古墳群世界文化遺産への推薦決定に向けた取組み」「買い物難民対策」「アートクラブ
グランプリ in SAKAI 存続」「都市計画道路諏訪ノ森神野線一部区間早期供用開始」「空き家対策相談窓口開設」「おでかけ応援
制度の郵便局での申請手続き実現」「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」「一般廃棄物収
集の外国人への説明の実現」「子ども堺学の拡充」「自転車利用環境向上会議への堺への誘致」「小学校施設ソーラーパネルの災害
時の住民への開放」などを質問で取り上げ実現する事ができました。これも一重に皆さまのご指導ご鞭撻のたまものです。

伊勢路川沿道路舗装
上野芝中学校前雑草伐採
上野芝町横断歩道歩行者溜まり設置
上野芝向ヶ丘町カーブミラー設置及び修理（３か所）
上野芝向ヶ丘町逆走防止看板設置
上野芝向ヶ丘町クローバーハイツ前河川通路舗装修復
上野芝向ヶ丘町私道下水道敷設
上野芝向ヶ丘町照明設置
上野芝向ヶ丘町道路排水溝改修
上野芝向ヶ丘町道路陥没処理
上野芝向ヶ丘町里道整備
家原寺町道路側溝補修
家原大池体育館北東側街路樹伐採
家原大池公園水路清掃
家原大池公園照明変更
神野町里道雑木伐採

神野町歩道上雑木撤去
神野公園遊具設置
下田町道路側溝蓋設置
津久野上下水道横グラウンド草刈
津久野町道路補修
津久野町道路減速喚起表示
津久野駅地下通路改修
津久野駅前バス停椅子設置
津久野駅東側ロータリー改修
津久野駅東側ロータリー照明修理
津久野駅東側ロータリー段差解消
津久野駅西側ロータリー照明変更
津久野駅前UR第2号棟下陥没回収
津久野小学校プール排水口改修
津久野小学校前道路舗装修復
鶴田橋安全点検

ときはま線交差点誘導路回収
ときはま線神野町街路樹選定
ときはま線交差点車線表示塗替
どじょう公園遊具設置
浜寺諏訪森町減速喚起表示
八田寺公園雑草草刈り
八田寺公園遊具設置
八田寺公園横舗装
平岡小学校区フットスタンプ塗り替え
平岡小学校グラウンド整備
平岡小学校防球ネット設置
平岡小学校滑り台改修
平岡小学校校門前溝蓋改修
平岡小学校前歩道舗装修復
平岡町道路補修
平岡町道路側溝蓋設置

平岡町カーブミラー設置
平岡町通学路グリーン舗装
北条町駐停車禁止道路標示塗りなおし
北条町郵便ポスト設置
北条町松源前押しボタン信号設置
堀上公園横溝蓋補修
堀上緑町UR照明回収
堀上緑町道路上減速表示
堀上緑町道路陥没処理
堀上緑町バス通り街路樹選定
宮下町鉄柵撤去
向丘小学校南側道路蓋補修
向ヶ丘中橋停止線塗り直し

  （五十音順）

子育て支援に取り組むのは世代的責務だと
思っています。特に、この4年間は、選挙時
に掲げた小学校の少人数授業実施や、病児
保育の充実と子育て情報のわかりやすい発
信について、本会議や委員会、そして会派の政策要望の中
で取り上げました。その結果、小学校では3年生以上で1ク
ラス40人編成の国の基準よりも手厚く、1クラス38人以
下の編成にするか、習熟度別の少人数指導をするかを校長
が選択できるようになりました。また、西区において、2015
年から施設型の病児保育サービスがはじまり、2018年か
らは堺市全体で訪問型病児保育がはじまりました。併せて
全国的にも珍しい子育て
支援情報を整理しプッシュ
型で通知する「子育て応援
アプリ」サービスが2017
年にスタートしました。

堺市議会議員  西 てつし

※決算ベース

2017年2014年

道路舗装費

道路維持管理費

道路橋梁維持費 30億8292万円
34億6860万円

23億3291万円
26億7954万円

8億8930万円
18億340万円

10 15 20 25 30 35(億円）5



事務事業評価の積極的な推進、予算・決算説
明書の改善を実現し、市民サービス向上を目
的としたRPA・AIの活用に向けて力を尽くしま
した。

子育て世代の一員として様々な子育て支援に
ついて議論し、子どものワンコイン医療費制
度の創設実現から高校卒業までの拡大、施設
型や訪問型の病児病後児保育の実現、「さか
い子育て応援アプリ」の導入につなげること
ができました。

自律的に事業改善する仕組みを堺市行政に
組み込むと共に、必要な事業に効率的な資
源投入が行われるように、しっかりと監視
します。

日本有数の自転車の生産高を誇る自転車
の街「堺」だからこそ、自転車のまちづくり
を推進すべきと様々な施策を議論した
結果、政令市で唯一の「自転車まちづくり部」
が発足すると共に走行空間ネットワーク化
やコミュニティサイクル等を推進中。

自転車の生産高日本一の自転車のまちにふさ
わしい、自転車走行空間や駐輪場の整備を急
ぐ事を求めると共に、コミュニティサイクルを
もっと利用しやすいものに改善していきます。

内閣府が募集した「環境モデル都市」
「SDGs未来都市」の応募を、いずれも堺市
議会ではじめて提案し、国から認定されま
した。先導的自治体として国からの予算や
取り組みの支援が始まっています。

低炭素都市を目指すと共に、
欧州の自治体で取組が様々に
はじまっている、温暖化への適応施策の拡充を
急ぎます。またSDGsの基本理念である「社会」
「経済」「環境」が三位一体となって向上する
施策の充実に取り組みます。

百舌鳥古墳群の世界遺産認定への積極的な
取組を議会での質問等で要望し取組を推進。
平成29年に世界遺産への国内推薦が決定。

平成31年度の世界文化遺産
登録をめざし、ガイダンス施
設の整備や周辺の環境整備
等の取組を前向きに進めて
いくことを求めていきます。

地域の安全の向上や活性化の為に空き家
対策の重要性を議会でいち早く提言し、
まずはワンストップでの空き家相談が行わ
れるようになりました。

特定空き家を増やすことの内容に、
空き家発生抑制策の
充実に向けて取り組ん
でいきます。

西口・東口ロータリーのまちづくりについ
て、耐震化、東西自由往来、真のバリアフ
リー、駅周辺活性化、快速停車等について
本会議や総括質疑等の質問の機会の度に
質問し、西口ロータリーの照明が明るくなる
と共に、平成30年度予算にはまちづくりに
向けて調査費が計上。

地域の皆さんと一緒に取り組みを進め、津久野
駅西口と東口の自由往来の実現や活性化の
為、駅周辺再開発等の様々な施策の検討を

進めます。

仕事と子育ての両立支援の強化、病児保育の
充実、待機児童の解消、小学校での
ランリュックの導入を目指します。

公共交通の充実を主張。特に阪堺電車への支
援拡充やバス網の維持拡大を要望。また「お
でかけ応援制度」の郵便局での手続き実現や
利用日数の制限撤廃を求めて、実現すること
ができました。

バスや自転車、歩行者等の
「遅い交通」をどう守るかが高齢者、妊産婦に
とって非常に重要という観点から、公共交通、
バス網の維持と充実に取り組みます。

防災トイレの設置、受援計画の策定、小学校設
置のソーラーパネル活用、避難所支援の拡充
を求め実現しました。

阪神、中越、東日本大震災でのボランティア
経験を基に、災害用井戸の設置や、防災無線
の改善、避難所の運営支援等の準備と拡充を
求めます。

観光客を増加させ堺市を活性化しようと、全国
向け、世界向けのプロモーション強化を要求し、
堺市役所にPR担当課が設置され、ターゲットに
絞り込んだ広報がなされるようになりました。

堺市の発信力を強化し、観光客の増加や人口
増加を図ります。特に東京事務所の機能を強
化し、堺に関する記事の掲載拡大がなされる
ことを目指します。

『ムダ遣いの削減、行政の見える化、AI・RPAの活用』
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『子育て支援の充実』

『高齢者、妊産婦の移動支援・公共交通の充実』

『堺市の防災対策』

『堺市のPRを強化』

『国際標準の自転車のまちづくり』

『環境モデル都市』『SDGs未来都市』

『世界に誇る世界遺産の街 堺』

『空き家対策』

『津久野駅前再開発』

「未来への責任」。これこそ今、政治に問われていることです。
二期８年間の間に全力で取り組んできたこと、そして次の４年間

更に熱い思いで実現を目指そうとしている「10の約束」を
お示しします。 ご覧ください。

の約束の約束


