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○副議長（芝田一君） ２４番西哲史議員。（拍手） 

○２４番（西哲史君）（登壇） ソレイユ堺の西哲史でございます。会派を代表して三巡目の

一般質問大綱質疑をさせていただきます。 

本日は、堺出身の偉人、与謝野晶子さんの生誕１４０年の記念日です。情熱の歌人晶子さ

んの情熱に思いをはせながら、情熱的な質疑をめざして進めてまいりたいと思います。 

本年、堺市は、ＳＤＧｓ未来都市に全国の２８自治体とともに認定をされました。前回の

議会の大綱質疑から各会派よりＳＤＧｓという単語が非常に多く出され、市政各般でのＳＤ

Ｇｓに関連した議論が盛んに行われております。一昨年、ＳＤＧｓについて取り上げようと

したときには、男女共同参画課だけが何のことですかと打ち合わせにいらっしゃったことを

思えば、現在、当たり前のように堺市の各部署にわたってＳＤＧｓの議論がなされている状

況は、隔世の感を禁じ得ず、非常に感慨深いものがあります。 

先日、ＳＤＧｓの普及本部に、普及啓発に係る取り組みについて、堺市ＳＤＧｓ未来都

市・環境モデル都市等推進本部会議で報告があったそうですが、まだまだ堺市での認知度は

低いようです。私もこのＳＤＧｓのバッジをつけていると、それは何ですかとよく聞かれる

ので、説明に努めていますが、ぜひ積極的に周知や取り組みの拡大を図っていただきたいと

思います。 

あわせて申し上げたいと思いますが、堺市は啓発リーフレットをつくっていますが、ここ

には世界レベルでの目標を略した大きな目標１から目標１７が載っています。しかし、先日

も環境省や内閣府のＳＤＧｓ担当の旧友たちと議論をしましたら、モデル都市であるＳＤＧ

ｓ未来都市のミッションの１つは、ローカルな目標、指標をいかにブレークダウンしてつく

るかであります。確かに、今は認定されてすぐなので、まだまだ難しいのかもしれませんが、

世界レベルでの目標をただただ転記するのではなく、ローカルな目標、指標を早急に議論し

ていただき、国のモデル事業も積極的に堺で行えるように、取り組みの加速化を求めておき

たいと思います。 

ＳＤＧｓの基本的な理念である持続可能都市づくりのため、６テーマにわたって質問をし

てまいります。 

初めに、外国にルーツを持つ子どもたちについてお聞きをしてまいります。 

堺市は、対明貿易や南蛮貿易を初めとした海外との交流拠点として発展した結果、東アジ

ア、東南アジアのターミナル港の１つであった歴史を持ち、まさに国内外の多文化が共生を

したまちであります。よみがえる黄金の日々ではありませんが、多文化が共生したまちだか

ら、活力があり成長をするまちでした。多文化共生は、堺人のＤＮＡそのものです。 

翻って、ＳＤＧｓには、１７の目標と１６９のターゲットが設定をされていますが、その

ほとんどが直接・間接的に多文化共生と関係をしています。例えば目標１、あらゆる場所で、

あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。目標３、あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を



3 

 

確保し、福祉を推進するでは、発展途上国だけではなく、日本国内も対象です。ＳＤＧｓを

推進するに当たって、日本人はもちろん日本国内の定住外国人や外国にルーツを持つ人々と

の共生は非常に重要です。まさにこの多文化共生は堺らしいＳＤＧｓのローカルな目標、指

標の議論にとって重要なテーマであると考えます。 

そこでお尋ねをいたします。国会では、現在、外国人労働者の受け入れ拡大に向け、在留

資格を創設する入管法改正が議論されており、本市議会でもベトナム・ダナン市での友好都

市提携についての議案が示されている等、さまざまな外国にルーツを持つ子どもたちが、堺

市にこれから大きく増加をしていくことは、議論の余地がないことだと思います。そのよう

な中で、まさに堺人としてのＤＮＡとも言える多文化共生の教育について、ＳＤＧｓ未来都

市である本市の教育委員会はどのように取り組んでいるのかお示しください。 

次に、中心市街地活性化についての項目に移らせていただきます。 

ＳＤＧｓの目標１１には、都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

との記載があります。この目標達成のための施策は、堺市内においてさまざまに行われてい

ますが、その中でも本市の持続可能性の担保のために非常に重要になってくるのが、堺東周

辺の中心市街地活性化だと考えます。 

９月の大綱質疑でも、成山議員や渕上議員が、堺東フェニックス計画について議論をされ

ていましたが、今後の堺東周辺のまちづくりの方針について、フェニックス計画の中で示さ

れているものだと考えます。 

ところで、まちづくりにおいてもブランディングが重要になってくると考えます。ブラン

ディングとは、いろんな論点がありますが、１つの重要な論点として、いかにエッジをきか

せるかということがあります。その観点からいって、今回のフェニックス計画において気に

なる言葉があります。都心が担う役割として、大阪、京都、神戸等のカウンターパートとの

記載がありますが、これはどのような意味で記載されているのかお示しください。 

次に、大規模災害時の堺市への上水供給についての項目に移らせていただきます。 

ＳＤＧｓの目標６には、全ての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保すると

の記載があり、ＳＤＧｓの目標１１には、都市と人間の居住地を包摂的・安全・強靭かつ持

続可能にするとの記載があります。この観点においても、内陸活断層地震の発生確率が高い、

もしくはやや高いというカテゴリーに属する大阪平野の中部から東部にかけて南北に走る上

町断層帯や、生駒断層帯で地震が起きたときに、我々堺市民が上水道をしっかりと利用でき

るようにすることは非常に重要だと考えます。 

そこでお尋ねをしますが、本市は大阪広域水道企業団から１００％受水をしていますが、

その受水ルートは枚方市に位置する村野浄水場から東大阪に位置する枚岡加圧ポンプ場、そ

して藤井寺ポンプ場を経るという、まさに上町断層帯の東側、生駒断層帯の西側を通って３

系統の主要管路で供給をされていると仄聞をしておりますが、企業団管路の耐震化や老朽化
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の状況について、どのように把握をされているかお示しください。 

次に、堺市の広報プロモーションについての項目に移らせていただきます。 

ＳＤＧｓの目標１１、都市と人間の居住地を包摂的・安全・強靭かつ持続可能にする。目

標１７、持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバルパートナーシップを活性化

するとの記載に関連して、堺市の持続可能な都市づくりのために、情報発信とタッチポイン

トの重要性について、これまで何度となく議論をしてきました。情報発信の議論は、この２

０年で大きく変化をしてきていますが、堺市の各部門の広報の考え方については、まだまだ

変化に対応できているように、なかなか見えません。広報は従前の広報課が所管するような

新聞やテレビ、広報さかいでの広報、もしくはそれに加えてのホームページ、ＳＮＳでのネ

ット広報から変化し、それぞれの部署の事業実施のさまざまな接点、タッチポイントでどの

ように広報するかの視点を持つことが、今、求められているにもかかわらず、依然として媒

体は従来のもの、広報をする担当は広報課、広報部任せというマインドになっているように

感じます。情報発信とタッチポイントの重要性について、どのように職員理解を深めようと

しているのかお示しください。 

次に、学校給食についての項目に移らせていただきます。 

ＳＤＧｓの目標１３には、気候変動とその影響に立ち向うため、緊急対策をとるとの記載

があります。ＳＤＧｓ未来都市である本市は、これに基づいて来年度からの第３次堺市環境

基本計画の考え方において、全国の政令指定都市の中でも早く気候変動への適応という項目

を挿入をしています。実際、本年夏は堺市内の各所において気候変動による温度上昇、そし

て熱中症の患者数が大きく増加をしました。これに対して、堺市地球温暖化対策実行計画区

域施策編には、気候変動への適応策の１つとして、熱中症予防の普及啓発、注意喚起と合わ

せて熱中症からの一時避難所クールスポットの開設の記載があり、堺市内各所において、熱

中症からの一時避難の取り組みについては、喫緊の課題であることは、もはや堺市において

は論をまちません。 

そこでお尋ねをしますが、平成２８年９月の文教委員会で、我が会派の木畑議員から堺市

の給食調理場において、火気の使用や高温物の取り扱い等で室温が上昇し、従事者が油料理

等も調理する中で、非常に危険な状況になっていることについて問題提起をし、対応を求め

ています。労働安全衛生の観点から、暑さ対策が必要ではないかと考えていますが、当局の

認識を改めてお示しください。 

次に、市税事務所統合後の状況についての項目に移らせていただきます。 

ＳＤＧｓの目標８には、全ての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産

的な完全雇用及びディーセントワークを推進するとの記載がありますが、市民サービスの向

上と両立する堺市の職場環境の改善は、非常に重要な課題です。そこで市税事務所統合後の

状況についてお尋ねをしてまいりたいと思います。 
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本年１月に市税事務所が統合されましたが、平成２８年１２月の総務財政委員会の私の質

問において、市税事務所統合について、区それぞれの窓口が大きく機能低下することにより、

市民サービスが低下をする懸念とともに、それでも統合を実施する意義をお尋ねをしたとこ

ろ、当局は、現在、分割されておる組織を統合しますことによりまして、税務業務の効率化

を図り、より一層の適正な課税や徴収体制の強化によりまして、税収の確保につなげてまい

りますと答弁をされました。このときに、私は効率化の必要性は理解しますが、統合によっ

て市民サービスが低下することが絶対ないように対策をしっかり取り組むようにと強く要望

させていただきました。効率化のための統合であるということでしたが、実際は市税事務所

統合後に職員の時間外勤務が統合前の昨年度と比較をして増加をしていると仄聞をしていま

す。 

そこでお尋ねしますが、市税事務所統合後の平成３０年１月から１０月と、前年同月の時

間外勤務の増減についてお示しください。 

以上、６項目についてお尋ねし、ひとまず降壇をさせていただきます。 

  （山口典子議長、芝田一副議長にかわり議長席に着く） 

○議長（山口典子君） これより答弁を求めます。 

○教育監（小宅和久君） 多文化共生教育の取り組みについてお答えいたします。 

本市では、違いを豊かさにして、自他を尊重する幼児・児童・生徒の育成に向け、国際理

解教育に取り組んでいます。国籍、言語、文化、宗教などの違いによって差別することは許

されないことであり、そのために世界の文化を体験し、外国にルーツのある子どもたちと日

本の子どもが交流を深めるワールドハッキョなどの国際交流を目的とした取り組みを実施し

ておるところでございます。また、各学校園におきましても、あらゆる教育活動を通して、

人権教育を推進するとともに、年間計画を作成し、国際理解教育担当教員を中心に、計画的

に国際理解教育に取り組んでいます。 

具体的には、外国語活動でネーティブスピーカーによる他国の文化理解に関する授業を行

ったり、総合的な学習の時間、社会科、特別活動等で外国の文化について調べたり体験する

など、さまざまな機会を通して、多文化共生に向けて国際理解教育を実施しているところで

ございます。以上でございます。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 中心市街地活性化についてお答えをいたします。堺東フェニ

ックス計画につきましては、現在、学識経験者から成る堺東フェニックス計画懇話会におき

まして、まちづくりの方向性や取り組みなどにつきまして、御議論いただいているところで

ございます。大阪、京都、神戸のカウンターパートとの記載につきましては、堺市の都心部

が担うべき役割、ポジションといたしまして、関西の他の政令市を対等な相手として捉えた

上で、異なる機能、役割を持つことにより、独自のポジションを確立し、差別化を図ってい

くべきとの意味でお示ししております。以上でございます。 
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○上下水道局次長（向井一裕君） 大規模災害時の堺市への上水供給についてお答えします。

大阪広域水道企業団の公表資料によりますと、平成２８年度末における管路耐震化率は３１．

３％、管路の老朽化率を示す法定耐用年数超過管路率は５９．５％とされております。企業

団の浄水場から堺市までの送水につきましては、議員お示しのとおり、３系統の主要管路で

行われており、いずれの系統におきましても、耐震化は完成しておりませんが、それぞれの

系統管を連絡管で接続し、相互融通することで、災害時における送水の安全性の向上を図っ

ていると聞いております。また、現在企業団におきましては、安全、安心、連携を柱とする

施設整備マスタープランに基づき、震災時においても、最低限の社会経済活動を維持できる

水道システムの構築等に向けて施設整備が進められております。以上でございます。 

○市長公室長（柴信君） 情報発信とタッチポイントの重要性でございますが、職員一人一人

が広報パーソンであるという自覚を持ち、各部局がプロモーションの観点から主体的に情報

発信に取り組むことが重要と認識しております。また、その際に受け手側にどの場所、どの

タイミングでＰＲするのがより効果的か、いわゆるタッチポイントを意識することも重要で

あると認識しております。そうした認識のもと、昨年度から職員研修に取り組み、今年度は

民間企業における情報発信の成功事例、失敗事例を分析する、あるいはワークショップ形式

でタッチポイントを意識しながら、実際にプレスリリースを作成するなどといった実践的な

研修を３日間にわたり行いました。受講者からは、情報発信をする上で押さえるべきポイン

トがよくわかったといった声が多く寄せられ、タッチポイントの考え方や重要性に関する理

解が深まったものと捉えております。 

一方、タッチポイントに的を絞った研修は、昨年度から実施したところであり、全庁に浸

透、定着を図っていくためには、今後も継続的に研修の実施等に取り組んでまいります。以

上でございます。 

○教育次長（田所和之君） 学校給食について御答弁申し上げます。労働安全衛生の観点から、

給食調理場の暑さ対策については、学校給食事業における安全衛生管理要綱におきまして、

快適な職場環境の形成等として、冷暖房設備の導入等による温熱環境の改善に努めることと

されておりまして、基本的には空調設備等を設置することにより、従事者の職場環境を改善

することが求められております。このことから、給食調理場の暑さ対策は必要であると認識

しております。以上でございます。 

○財政局長（坂本隆哉君） 市税事務所統合後の時間外勤務時間数の状況についてお答えいた

します。時間外勤務時間数が月３０時間を超える職員数という区分で申し上げますが、市税

事務所統合後の平成３０年、ことし１月から１０月までの間と、前年の同期間を比較します

と、８月につきましては減少しています。人数でいいますと、昨年４人に対しまして、こと

しは３人と、１名減少しておりますが、それ以外の月については増加しているという状況で

ございます。特に９月は、昨年が５人に対しまして、ことしは２５人と大幅に増加しており
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ますが、この要因としましては、固定資産税課の職員が先般の台風２１号に係る罹災証明発

行業務に従事したことによるものでございます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） それでは、ここから一問一答で進めさせていただきたいと思います。 

まず最初に、外国にルーツを持つ子どもたちについて、教育監から御答弁をいただきまし

た。私にとっては、ありがたいことに、小学校、中学校と同じクラスに外国にルーツを持つ

同級生がいたので、非常に、同級生には非常に失礼かもしれませんが、本当にすぐ近くにい

てくれるもんですから、私にとっては多文化共生というのは当たり前の部分もたくさんあり

ます。 

しかしながら、いろいろとお聞きをすると、まだまだ多文化共生とはほど遠いような言動、

もしくは行動等々も学校現場であるように聞いております。ぜひですね、先生がという意味

ではなくて、生徒たちの間でありますけれども、ぜひですね、多文化共生についての取り組

み、さらに進めていただきたいと思いますが、国際理解教育の担当の先生たちが自主的に研

究会をつくられて、そこが非常にこのテーマについていろいろと研究をしたり、取り組みを

していただいておるということを聞いておりますけれども、実際、公式な仕組みとしての研

修はほとんど、ないことはないが、ほとんどないというふうに聞いています。ぜひですね、

もっと位置づけて、多文化共生をしっかり位置づけていただきたいと思います。先ほども申

し上げましたが、歴史的に多文化共生だったからこそ、我がまちは活力があったわけであり

ますから、この多文化共生、しっかりやっていただいて、そして誰一人を取り残さないを掲

げるＳＤＧｓの未来都市の教育委員会ですから、ぜひそれはしっかり、理念ではなくて、現

場に基づいて実践的な教育、私が申し上げるまでもありませんが、申し上げるまでもないの

かもしれませんけれども、ぜひですね、積極的にさらに取り組んでいただきたいと思います

が、外国ルーツの子どもと申し上げても、いろんな方がいらっしゃるようで、当然、生まれ

たときから日本国内の方もいらっしゃれば、就学前に日本に来られる方もいる。場合によっ

ては、外国にルーツはあるけれども、言葉は関西弁しかしゃべれないという方もいらっしゃ

る。私の同級生はまさにそうだったと思いますが、そんなこともあるようであります。 

そういった中で、こども園等々では、日本語がわからなくて、余りしゃべらない、おとな

しくしているという子どもたちが、単におとなしい子だというふうに先生たちに推測をされ

ているけど、実は日本語が余りわからないからおとなしいように見えてしまう、このまま小

学校に入ってしまうと、非常に大変なことになってしまうということもあるようですし、ま

た、日本語が小学校に入って、日本語が理解できる、日常会話レベルでは理解できるけれど

も、実は学習レベルまで日本語が達していないために、やはり学習をするに当たって非常に

ハンデになってしまう場合もあるというようなこともあるとお聞きをしています。 
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そういった意味で、日本語指導が必要な幼児・児童・生徒に、就学前、就学後、支援をし

ていくことは非常に大事なことだと思いますが、御見解をお聞きをしたいと思います。 

○教育監（小宅和久君） 就学後支援につきましては、海外から帰国、渡日して間もない幼

児・児童・生徒は、学校園生活において十分に能力を発揮できるように、日本語指導等の支

援を行っているところでございます。例えば、自立支援、日本語指導員を派遣し、日本語指

導を初めとする自立のための指導と、場合によっては母語による支援を行っているところで

ございます。また、保護者に対する支援としまして、必要に応じて国際交流プラザのボラン

ティア通訳の派遣を活用したり、就学関係書類、保健関係書類等の多言語化や、日本語教育

等日本語を学べる場を紹介したりするなどの取り組みを行っております。在住外国人の増加

や多様化に伴い、外国にルーツのある子どもへの支援はますます重要になってくると認識し

ております。引き続き他部局と連携を強化し、支援を行ってまいります。以上でございます。 

○文化観光局長（宮前誠君） ただいま教育監から答弁ございましたように、文化観光局でも、

在住外国人の増加や多様化に伴いまして、外国にルーツを持つ子どもたちへの支援の重要性

というのは高まっていると考えております。そのため本市では、平成２７年度より外国にル

ーツを持つ子どもの支援者の裾野を広げるとともに、市内の日本語教室や外国人コミュニテ

ィ等の活動の質の向上や、支援者間のネットワーク化を図ることを目的に、支援者及び支援

に関心を持つ子を対象とした研修を行っているところでございます。 

また、日本語教室の開催に対し、事業補助を交付しておりますが、その中には、外国にル

ーツを持つ子どもの支援している日本語教室も含まれているというふうに認識しております。

さらに、外国にルーツを持つ子どもへの支援をしている団体から申請があった場合には、実

施事業に対する堺市後援名義の使用許可でありますとか、堺市立国際交流プラザが配信して

おりますメールマガジンを通じた後方支援なども行っております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） いろいろと、今、教育委員会のほうや、そして文化観光局のほうでも

取り組んでいただいているということでありました。まだまだこれからどんどん、どんどん

需要は拡大をしていくことになると思います。ぜひですね、いろいろ研究も重ねていただい

て、さらに拡大をしていただきたいと思いますが、聞くところによれば、日本語を支援する

ために来た教諭の先生、例えば、例えばですけども、ベトナムの子どもたちに日本語を教え

ていただく先生が、実はタガログ語と日本語しかわからないみたいなこともあるようです。

これ要は、日本語だけを支援をするということが重要だと考えていらっしゃるとこういうこ

とになってしまうんじゃないかなという懸念を持ったりもするわけでありますが、母語とい

うことも非常に重要になってくると思います。特に多文化共生ですから、一色に染めるとい

うわけではなくて、母語もしっかり大事にしていくということも大事なんじゃないかなと思
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いますが、母語支援、母語保障についての認識をお示しください。 

○文化観光局長（宮前誠君） 現在、国会で議論がされております入国管理法の改正などもご

ざいます。今後、外国人市民の増加が予想され、外国人市民の方が安全・安心に暮らすため

に、日本語教育の支援もさらに必要になると考えております。一方、今、お尋ねの母語支援

につきましては、外国にルーツを持つ子どもの支援者セミナー開催など、側面的な支援を引

き続き行ってまいりたいと考えております。 

また、外国にルーツを持つ子どもの課題は多岐にわたっていることから、行政としてどの

ように携わっていくのか、関係部局と連携しながら、国や他都市の取り組み事例なども情報

収集してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ありがとうございます。繰り返しになりますけど、急激に拡大をしま

すので、情報収集、急いでいただきたいと思います。母語保障もしかりなんですが、母文化

というのかわかりませんが、ルーツのある文化に対してどのようにまた支援をしていくか、

その理解、保障をどうしていくかということも重要な議論だと思います。特にそれぞれのル

ーツのコミュニティが市内でも幾つも形成をされているようですので、それをどう接続をし

ていくか、そういう支援もしっかり必要なんだと思います。 

あわせて、府立大学にも留学生がたくさん来ていると思いますが、就労ができない、ビザ

の関係で就労ができない部分もあると思いますし、こういう留学生の皆さんに、もし可能で

あれば自主的な参加のもとでありますけれども、例えばボランティアをしていただいて、コ

ミュニティと一緒になって活動していただくということも、何か支援できるということも考

えていただけたらなと思います。 

想像するに、例えば日本人が海外に留学したときに、現地の日本人コミュニティの中で日

本食を食べさせていただけるというのも、非常にほっとすると思いますので、こういう留学

生がコミュニティと接続をする、そしてその中でさまざまな生活支援も、お互いウイン・ウ

インの関係になったらできるみたいなことも研究をしていただけないかなと思っております。 

これ保障とか支援とかいいますと、何か福祉的な要素があるようにも感じられてしまうか

もしれませんが、やはりこれから国際化が進んでいく中で、２つの言語、もしくは２つの文

化的なルーツを持っている人たちが、非常に堺の中で活発に活動していただけるということ

は、これは非常に都市としての成長戦略でもあると思いますので、ぜひ取り組んでいただき

たいと思っております。 

そこで、先ほどに戻って、外国にルーツがある幼児・児童・生徒についてでありますけれ

ども、例えば、父親が日本人、母親が外国籍の方であった場合に、どちらの姓を名乗っても

いいのだと思いますが、多くは父親の姓を名乗られることが多いということだと思います。
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そういった場合に、本当に日本姓を名乗ってらっしゃるので、なかなか気づかない、就学後

も気づかない場合もたまにあるというふうにお聞きをしておりますし、とある学校の先生に

聞けば、なかなか外国籍の子どもたちはすぐ把握をできるものの、実は外国にルーツがある

子どもたちというのは、なかなか把握をできてない、統計的にも把握をしにくいということ

もお聞きをしています。なかなか現場で話をしていると、すぐわかってくるそうであります

が、教育委員会なり堺市側から把握をしに行くと、なかなか統計的に見えてこないという部

分もあると思います。こういった中で、どのようにこの幼児・児童・生徒を把握をされてい

るのか、把握の方法についてお示しください。 

○教育監（小宅和久君） 外国にルーツのある幼児・児童・生徒の把握につきましては、就学

前においては、幼稚園や認定こども園などから指導要録や保育要録等の指導に関する記録を

小学校に引き継いでおります。また、入学後すぐ家庭訪問を実施し、児童の状況把握に努め

ているところでございます。就学後に海外から帰国、渡日するなど、外国にルーツのある幼

児・児童・生徒が編入学する際には、就学相談窓口から情報を引き継ぎ、学校園と教育委員

会、保護者の３者で面談を実施するとともに、市の支援事業についての紹介もしてございま

す。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひですね、積極的に把握に努めていただいて、今からいろいろと議

論はあると思います。外国籍というカテゴリーは非常にわかりやすいカテゴリーですが、外

国にルーツを持つ子どもたちというのは、これから議論して、どのような把握をするかって、

もっと議論していただかなきゃいけないと思いますが、なるべく早期の把握が大事なんだと

思います。就学後に把握しても、日本語の学習言語に持っていくまでというのは、非常に時

間がかかる部分もあると思いますので、例えば、子ども青少年局では、乳児家庭全戸訪問事

業というのをされていると思います。これは後ほど出てきますが、実はタッチポイントの議

論とも実はかかわってくる部分があるんですが、どのタイミングでどう接点を持つかという

のは、非常に重要な議論だと思いますが、この乳児家庭全戸訪問事業の中で、例えば把握を

していくということも重要だと思っています。そういった情報をどのように外国にルーツを

持つ子どもを支援する事業、先ほど御紹介いただきましたが、それぞれが事業につないでい

こうとしているのかお示しください。 

○子ども青少年局長（岡﨑尚喜君） 在住外国人の増加や多様化に伴い、外国にルーツを持つ

子どもたちの支援は重要であると認識してございます。外国にルーツを持つ子どもの把握に

つきましては、妊娠届け出時に保健センターで届け出をされる全員の方に、保健師が面接を

行っており、日本語でのコミュニケーションが困難な場合には、妊娠中や出産後において、

母子にとって必要な支援を行います。お子さんが認定こども園などに入所する際には、利用
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申込書に記載のお子さんの状況や、保護者からの聞き取りなどにより得た内容につきまして、

入所する認定こども園などに情報提供を行います。その後、認定こども園などから、最終年

の指導に関する記録を小学校に引き継ぎます。今後、外国にルーツを持つお子さんに支援す

る事業を紹介する方法などにつきましては、関係部局とも連携しながら考えていきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひですね、積極的に早い段階に把握をして支援をする、それこそが

ＳＤＧｓの誰一人取り残されない社会の実現ということだと思います。先ほど申し上げまし

たように、都市の成長戦略でもあると思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。 

次の項目に移らせていただきます。 

フェニックス計画についてお答えをいただきました。カウンターパートという意味は、関

西のほかの政令市と比較しながら、異なる機能、役割を持つことによって、独自のポジショ

ンを確立をするということで、差別化を図っていくということで示されているということで

あります。 

そこでお聞きをしたいわけでありますが、懇話会資料を見ていますと、町なか居住を促進

するようにとれますが、堺東周辺に居住機能が必要なのかどうかについてお示しください。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 中心市街地の活性化には、商業、文化等のさまざまな都市機

能の集積と合わせ、まちの活力を支える居住促進も重要な施策の１つであると考えておりま

す。本市の中心市街地活性化基本計画におきましても、住環境の向上による町なか居住の促

進を掲げており、ジョルノビルの再開発などのさまざまな取り組みを進めているところでご

ざいます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） その中、本年６月神戸市長がタワーマンション規制を検討していると

いう大々的な報道がありましたけれども、どのようなものと認識されているかお示しくださ

い。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 神戸市のタワーマンション規制につきましては、新聞報道な

どによりますと、複数の鉄道路線が集まる三宮駅周辺は、大阪方面への通勤・通学の利便が

高く、タワーマンションのニーズが高い状況にあるとのことでございます。これに対しまし

て、神戸市では居住ではなく商業施設やオフィスによりにぎわいを創出するため、駅周辺５

００メートル程度には居住エリアをなるべくつくらないようにするなどの検討を進めている

ということでございます。以上でございます。 
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○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） にぎわいを創出するために、居住エリアをなるべく駅周辺につくらな

いようにしようとしているということですが、この神戸市の取り組みについて、堺市はどの

ように考えているかお示しください。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 都心部の活性化には、各都市の現状や特性を踏まえ、居住者

と来街者の視点から、まちづくりを行うことが重要であると考えております。本市におきま

しては、人口減少や少子高齢化が進展する中で、市域全体の発展を牽引する都心部のにぎわ

いを今後も確保していくためには、さまざまな都市機能の集積などにより、交流人口の増加

を図るほか、居住人口の増加や住環境の向上など、町なか居住の促進を図っていくことも重

要な施策の１つであると考えております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） 堺市はいろいろと、いろんなことを盛り込みますと。神戸市は特徴を

踏まえて、にぎわいのために居住環境は余りつくらないようにしていこうとしています。神

戸市も堺市も、やはりシェアトップの巨大な大阪市を前にして、どのように特徴をつくって

いくかということだと思います。神戸市は、私が解釈するに総花的でないのが特徴なんだと

思います。何を具体的に絞り込むかというのは、ここだけではなくて、多くの皆さんと一緒

に議論していく必要があると思いますが、ブランディングとかマーケティングの世界では、

総花的であることは、何もないのと同じということだと思います。しっかりとエッジをどう

きかせていくか、特に１位は総花的であっていいのかもしれませんが、２位以降のところは、

多くは商品開発やさまざまなブランディングでも、エッジを立てていくということが、１位

に迫っていくという方法だと思いますが、そういう意味では、しっかりとエッジを立てた、

何がエッジなのかということをしっかり議論していく必要があると思いますが、活性化に向

けてフェニックス計画にはどのような取り組みを、今、位置づけをされているのかお示しく

ださい。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 堺東フェニックス計画懇話会におきましては、計画の方向性

といたしまして、１つ目に機能集積・コンテンツ創造、２つ目に駅前の都市空間の大胆な再

編改造をお示ししております。方向性を踏まえた取り組みといたしましては、都市機能の更

新、複合化や、歩行者が主役となる空間形成、観光インバウンドの取り組みなどを考えてお

ります。また、これらの取り組みに当たっては、エリアマネジメント手法の導入なども重要

であると考えております。今後さらに検討を進め、堺東フェニックス計画として取りまとめ

ていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 
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○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひですね、この堺東に求められている機能は何なのかと、総花的に

余りならずに、しっかりと特徴をつくっていくということをしっかりと考えていただきたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

次の項目に移ります。 

広域水道企業団の管路耐震化についてお答えをいただきました。これは初めてお聞きした

ときは、非常に驚いたわけでありますが、耐震化率はまだ３割、老朽化率は６割、これは大

阪全体での話でありますが、特にその中でも堺市に来ている３系統、ほぼ大阪平野の東側を

通過しているわけでありますけれども、藤井寺以北の３系統の主要管路は、いずれも耐震化

をしていないということであります。企業団においては、震災時において最低限の社会経済

活動を維持できる水道システムの構築等に向けて施設整備を進めているということでありま

すが、このままでは今、きょうにもあしたにも地震が起きるかもしれない状況の中で、不安

だと申し上げざるを得ないわけでありますが、先日も大阪北部地震においても、企業団管路

の漏水事故が発生をしました。このような大規模災害が発生した場合に、企業団はどのよう

にして堺市まで送水をしようとしているのかお示しください。 

○上下水道局次長（向井一裕君） 大阪広域水道企業団の施設整備マスタープランでは、主要

な管路系統の耐震化に加え、さらなるバイパス送水管や、系統管の連絡管、非常用自家発電

設備などを整備することで、災害に対する安全性の強化を図ることとされています。 

また、企業団から本市に送水される管路系統は、複線化されていることに加え、来年度通

水の予定である大和川を横断する泉北浄水池までのバイパス送水管が稼働することにより、

本市までの送水の安全性が大きく向上することとなります。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） バイパス送水管によって、本市までの送水が安定をするということは

理解をしますけれども、今おっしゃった話は、藤井寺以南の話であります。藤井寺以北の、

つまり今おっしゃったバイパス管より上流の管路は、３系統とも依然として耐震化をされて

ないのであれば、堺市としてはどのような受水を想定をされているのか、お示しをいただき

たいと思います。 

○上下水道局次長（向井一裕君） 大阪広域水道企業団から本市までの全管路を耐震化するに

は相当な期間が必要となるため、企業団では、優先順位をつけて耐震化や連絡管等の施設整

備が進められています。本市では、企業団からの送水が停止した場合を想定し、大規模地震

発生時においては、企業団の業務継続計画、いわゆるＢＣＰにおける施設復旧目標が７日間

であることを踏まえ、全市民の飲料水など、最低限必要となる８日分の水、約８万立方メー

トルを緊急遮断弁により自動で市内の１０カ所の配水池に確保します。また、確保した水に
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つきましては、応急給水活動計画に基づき、給水タンク車により急性期医療施設や指定避難

所等に応急給水を行うこととしております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） つまり７日間は企業団から送水が停止をすることもあり得るというこ

とであります。リスク管理として、堺市が想定をして、何も届かないことを想定をしてリス

ク管理しっかりやっていただいているということは、積極的に評価をしたいところでありま

す。ただ、この場合ですと、それぞれの個人宅には送水されないということであります。や

はり企業団に対して、災害にしっかり備えてほしい、やってないということを申し上げるつ

もりはありませんが、これは例えば自動車メーカーさんでも部品メーカーさんには、どんだ

け大変でも災害時に早く部品を供給してくれよと、原料メーカーには、部品メーカーには何

度も何度も強く言うと思います。供給できません、地震があったらどうなるかわかりません

なんて言う部品メーカーや原料メーカーがいたら、そんなところは切られてしまうと思いま

す。そういった意味では、広域水道企業団にしっかりと耐震化、少なくとも３系統が同じよ

うな場所を走っていて、それぞれが耐震化されていないということではなくて、少なくとも

想定をされない、想定できないということはあるのかもしれませんけれども、少なくとも耐

震化しっかりやっている１本を確保していくということなど、１００％受水しているわけで

すから、耐震化の早期構築をしっかり要望していくべきではないかと思いますが、いかがで

しょうか。 

○上下水道局次長（向井一裕君） 大阪広域水道企業団との連携につきましては、企業団の運

営協議会におきまして、各構成団体の水道事業管理者等により、事業運営に関する重要事項

に関する協議を実施しております。また、危機管理、送配水運用、施設整備などを所掌する

専門部会を設置し、定期的に情報共有や意見交換を行っており、今後も管路の耐震化に関す

る要望も含め議論をしてまいります。 

なお、本年８月に大阪府主催による府域一水道に向けた水道のあり方協議会が設置され、

企業団や大阪市の施設を含め、府域一水道となった場合の浄水場や配水池などの最適配置の

検討も実施しており、企業団に加えて、大阪府下の全水道事業体とさらなる連携を図ること

としております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひですね、あくまでも我々は堺市民は、お客様であると思いますの

で、広域水道企業団に対して耐震化を早期にやる、しっかりと７日間もとまることなく供給

できるように頑張ってくれということを言っていただきたいと思います。これ水道企業団議

会ではありませんので、企業長にお聞きをするということはできませんが、堺市長の竹山市
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長から企業長の竹山企業長に、ぜひ要望を強くしていただくということをお願いを申し上げ

まして、この項目は終わらせていただきたいと思います。 

次、堺市の広報プロモーションについての項目に移らせていただきます。 

いろいろとタッチポイントについてお答えをいただきました。これ全局で去年、いろんな

担当者の皆さんにしっかりと研修をしていただいた、このことは非常に評価をしております。

タッチポイントって非常に重要なことだと思っています。先ほどの外国にルーツを持つ子ど

もたちのことでも申し上げましたけれども、これ、この人たちにどうアプローチするかとい

うことを考えていけば、ああ、そうそう、子ども青少年局のあれがあったという発想経路が

出てくると思います。いろいろとその接点がどこにあるかということをしっかり考えていく

ということが重要だと思います。というわけで、全ての局が研修に参加をされているそうで

ありますので、本当はどなたかの局長をお当てをしてタッチポイントについてどのように理

解されていますかとお聞きをしたいところでありますが、それはどうしてもやめてくれとい

うことなので、やめておきます。 

ただ、先ほどの御答弁の中で、プレスリリースについて研修をしましたと、これタッチポ

イントの研修ですみたいなお答えがありましたが、これはかなり不満であります。先ほど申

し上げましたように、タッチポイントの理解をすることの重要性は、これまで従来の媒体で

はなくて、違うところでどう接点を持つか、情報接点がどこにあるかということを理解をし

て、そこでいかに伝えるかということが重要なことであります。ただし、しかしながら、プ

レスリリースをやるということは、既存媒体に対しての広報手法の研修をしているだけにす

ぎないと私は思います。そうではなくて、これ何かテレビ局の元部長さんに講演をしていた

だいたそうでありますが、まさに既存媒体の方であります。そうではなくて、どのようなタ

ッチポイントに対して、どのようにアプローチをしていくかということは、多分、既存媒体

の方ではないんだろうというふうに思いますので、これがタッチポイントの研修とは、残念

ながら余り思うことができないということは申し上げざるを得ないと思っています。 

いろいろタッチポイントについて考えていただいていると思いますが、まだまだ堺市の中

で、ちょっとこのことについて余り理解が足りてないんじゃないかなと思うこともあります。

アプリのダウンロード画面が、それぞれいいアプリをつくってくださっているんですが、ス

マホ画面でＱＲコードを見て、どうやってアプリをダウンロードするんだろうということも、

どの局の事業とは申し上げませんがあります。 

また、成人式で配ってくださいという資料の中に、損害保険の財団ですけども、資料を配

ってくださいということ、これ無料で引き受けてきたという事例もあります。これは損害保

険の皆さんは、ここのタッチポイントが重要だということを理解していますから、そこは非

常においしいポイントだと思ってやってきているのに、それを、いや、いいことだからとい

って、ただで受けてくる、こんなことは、僕はないと思っています。こんなことあってはい
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けないと思ってます。このタッチポイントの重要性を理解していれば、じゃあ、それでどう

いうふうになるんですかということを問いかけれたはずなんですが、これ無料で資料を配ろ

うとしたということもありました。 

また、先ほど信貴議員が、またきて菜のハーベストの話をされました。このこともタッチ

ポイントの重要性を理解しておれば、それぞれの、またきて菜をいきなり宣伝するんではな

くて、ハーベストのお客さんにどう宣伝をするかということを理解していけば、非常に効率

よく宣伝ができるということだと思います。このタッチポイントの議論、重要だと思います

ので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、この子育てのまち堺ということ

も、非常に重要なこれからタッチポイントも使って、伝えていかなきゃいけないことだと思

いますけれども、この子育てのまち堺の情報発信、どのように取り組んでいるかお示しくだ

さい。 

○市長公室長（柴信君） 今年度の新たな取り組みとしまして、堺が誇る歴史文化を初めとし

た都市魅力や、教育、子育てなどすぐれた施策等の情報をターゲットに応じた手法、表現を

用いまして、効果的にウェブ上で発信するシティープロモーション情報のウェブ発信を実施

しております。その中で、育てが楽しいまち、堺ですくすくと題しまして、堺で子育てをさ

れておられる家族の１日や、堺での子育てが楽しい７つの理由などを、ビジュアルにも工夫

を凝らして紹介するなど、子育て情報サイト等に掲載し、子育てのまち堺の魅力発信に取り

組んでいるところでございます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） 積極的に取り組んでいただいていると思いますが、子育てのまち堺の

発信に当たっては、まさに先ほど申し上げたように、タッチポイントとしては、成人式が非

常に重要であると考えますけど、どのように取り組んでいるかお示しください。 

○市長公室長（柴信君） 成人を迎えた方々に、本市が子育てしやすいまちであると知ってい

ただくことは、今後、家庭を築かれる際に、堺に住むことを検討していただける材料の１つ

になると考えております。そうしたことから、成人式の場は、子育てのまち堺を発信する上

で、重要なタッチポイントであると認識しております。現在、来年の成人式に向け、出席者

に配布されるプログラムに、本市のすぐれた子育て施策を、受け手である若者に響く表現で

ＰＲするべく、子ども青少年局を初め、関係部局と連携し、取り組みを進めているところで

ございます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひですね、いろいろとほかの事例もありますが、タッチポイントに

ついて、積極的に取り組んでいただきたいと思います。 
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次の項目に移らせていただきたいと思います。学校給食について、給食調理場の暑さ対策

は必要であるというふうにお答えをいただきました。では、この給食調理場の空調設備の設

置状況、どのようになっているかお示しください。 

○教育次長（田所和之君） 各学校の給食調理場内の区画は、大きく分類いたしますと、調理

を行う調理室、子どもたちが給食をとりに来る配膳室、そして従事者のための更衣室となっ

てございます。そのうち本市の給食調理場内の空調設備でございますが、更衣室には全て設

置されており、配膳室には平成２４年度以降に改築を行った１３校に設置しております。な

お、調理室には設置を行っておりません。これは調理室内に大型の換気設備があることから、

有効な空調設備の設置が難しいためであり、対策として、平成２０年度以降に改築を行った

１８校では、調理室内への排熱を抑える調理機器の導入を行っております。また、調理中の

従事者の熱中症対策といたしまして、可動型のスポットクーラーを活用し、昨年度からその

数を２台に増設したところでございます。近年、猛暑が続いていることから、労働安全の観

点からも、給食調理場内の温度管理は重要であると認識しております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） いろいろと今取り組み状況についてお聞きをさせていただきましたが、

更衣室はほとんど区画の外にありますから、更衣室は整備されているということであります

けれども、配膳室は実質１３校、つまり９４校あって８１校はできてないということであり

ます。そして、調理室内も改築を行ったところは、排熱を抑える設備は導入したけれども、

それ以上のことはできてないということで、スポットクーラーあるということですが、ごく

至近の場所のことだと思います。 

今後の空調設備の設置予定、これ２年前も何度も要望させていただいてますが、これから

の設置予定についてお示しください。 

○教育次長（田所和之君） 今後、改築を行う給食調理場につきましては、引き続き、他市事

例を参考に、調理室内を含め、空調設備の設置を基本とした温度管理について検討を行って

まいります。また、既存の給食調理場の温度管理につきましても、これまで設置を行ってい

る配膳室への空調設置も含め、有効な手法について調査・検討を進めているところでござい

ます。これまでの議会での議論を踏まえまして、今後、検討結果に基づいて方向性を定め、

給食調理場内の温度管理について検討してまいります。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） いろいろと検討していくということでありますけれども、実は昨年の

予算案を見ていると、この事業に関する予算はゼロ円でございます。本当にやる気があるの

かどうかなというふうに思わざるを得ないわけでありますけれども、ぜひですね、この労働
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安全衛生上も重要なこと、ぜひ事故があってからでは遅い、油も扱っている場所であります。

熱中症が非常に多く発生をして、我が市では気候変動の適応ということもちゃんと書いてる

わけですから、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

ところで、この調理の関連でお聞きをしたいわけでありますが、私これ初めて聞いたとき、

非常に驚いたわけでありますけれども、本市の給食では、温かいフルーツポンチが出ている

そうであります。これを初めて聞いた人たちは、ほとんど苦笑をされます。え、そんなこと

あるんですか。本市の職員さんたちにも聞いても、いや、実はそうなんですよっていう苦笑

いをされながら、お話をされる女性職員さんもたくさんいてます。 

そういった中で、この温かいフルーツポンチ、どのように出されているかお示しください。 

○教育次長（田所和之君） 本市の小学校給食は、市内を６ブロックに分けて献立を作成して

おります。各ブロックにおいて頻度は異なりますが、年に１回、あるいは学期に１回程度は

フルーツポンチの献立を実施しております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） この温かいフルーツポンチ、本当に他市の皆さんに言ったら、笑いを

もって聞かれています。ただ、温かいフルーツポンチ、インターネットで検索すると、関連

キーワードにたくさん堺ってキーワードが出てくるんですね。やっぱりだから、堺の独特の

取り組みなんだと思います。ツイッターで見ていたら、とある投稿には、最近、堺市民と話

すことが多いので、堺市民が反応しちゃうワード張っとく。大仙古墳、堺っ子体操、温かい

フルーツポンチ、連合運動会、連合音楽会、ハト笛、わたしたちのまち堺、千利休、与謝野

晶子、フランシスコ・ザビエルって書いてありました。このようなものと同列に、温かいフ

ルーツポンチが書かれている。堺の子どもたちにとっては、何かフルーツポンチって温かい

物やというふうに思われているようなこともあるのかなと思ったりもしかねない、してしま

うわけでありますけれども、Ｏ１５７が残念ながら発生をさせてしまったまちだからこそ、

いろんな物を加熱をしなきゃいけない、これはよくわかるんですが、じゃあ、逆に言えば、

なぜフルーツポンチじゃなきゃいけないのかなと、余り工夫とか考えられてないように思わ

ざるを得ないというのは、これ保護者の皆さん、たくさんおっしゃっています。温めなきゃ

いけないのはわかった。だけど、なぜフルーツポンチじゃなきゃいけないのかということが、

多くの保護者の皆さんにとって疑問になっています。これはしっかりとフルーツポンチじゃ

なきゃいけない、栄養もじゃなくて、かわりで賄えるもの多々あると思いますので、これは

しっかりと考えていただきたい、これ工夫、アイデアをしっかり考えながらじゃなくて、し

っかり考えていくということが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育次長（田所和之君） 本市では安全な学校給食が実施できるよう努めておりまして、食

中毒の防止を第一に考え、全ての食材を加熱調理する献立といたしております。そのため、
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果物類についてもフルーツポンチなど調理を要する献立においては、加熱調理を行い、温か

い状態で提供しておりますが、子どもたちの嗜好に合うよう、寒天を加えて食感の変化を持

たせたり、実施する時期を考慮するなどの工夫を行っているところでございます。また、学

校給食では、多様な食品を適切に組み合わせ、栄養素をバランスよく摂取するとともに、さ

まざまな食に触れることが重要であることから、果物類を使用する献立は重要であると考え

ております。今後も安全・安心な学校給食の実施を第一に、児童の栄養摂取や嗜好面に注意

しながら、引き続き、旬のフルーツを使用したカップケーキ等、新たな献立の開発にも努め

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） いろいろとお答えをいただきました。余り大綱質疑なので細かい献立

について言うのは何ですけども、工夫をする、フルーツポンチというそのものじゃなくて、

しっかりとそれぞれの局面、局面において工夫するお仕事であってほしいなという意味で取

り上げさせていただきました。ぜひともしっかりと研究をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

最後の項目に移らせていただきます。 

市税事務所統合後の状況についてお答えをいただきました。三六協定で年間３６０日、月

４５時間という規定がある中で、効率化のために統合したはずが、結局、前年同月に比べて

ほとんど増加をしている。９月に関しては、罹災証明書の関連があったということでありま

すが、増加をしているということであります。これ、このことによって市民サービスが、統

合されたことによって市民サービスが悪くなってしまうんじゃないかということを、私は総

務財政委員会で何度もお聞きをしたにもかかわらず、効率化のためだということになったは

ずが、効率化も達成をされていないということに、非常に憂慮をするわけでありますが、今

年度に時間外勤務が増加をした理由、特に例年も４月から６月に多くの時間外勤務が発生を

していますが、どのような業務の理由から発生をしているのかお示しください。 

○財政局長（坂本隆哉君） 例年４月から６月にほかの月と比べまして多くの時間外勤務が発

生しております。主な業務につきましては、市民税や軽自動車税の作業などでございます。

理由としましては、納税者に税の通知を発送する時期が決まっておりまして、限られた時間

の中で相当量の事務を適正に行う必要があるためでございます。また、今年度に時間外勤務

が増加した要因としましては、先ほどの答弁で申し上げました災害対応のほか、これまで各

区市税事務所の賦課業務を統合した中で、手順の統一や見直しを行ったことから、その調整

に時間を要したことなどが挙げられます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 
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○２４番（西哲史君） 統合直後の一時的な業務の増加もあるということでありますけれども、

やはり税の業務において、毎年特定の期間に恒常的な時間外勤務、残業が発生をしていると

いうことだと思います。職員の皆さんのワーク・ライフ・バランス、ＳＤＧｓでいえばディ

ーセントワークの達成ということもありますけれども、しっかりと時間外勤務を削減をする

ように取り組んでいくことは、当局としっかりやっていただかなくてはいけないことだと思

いますけれども、いかに取り組んでいくかお示しください。 

○財政局長（坂本隆哉君） 時間外勤務の削減に向けた、まずこれまでの取り組みとしまして

は、納税者からの納税通知書に関する電話対応の民間委託や、ワークシェアによる業務の平

準化等を図ってきたところでございます。また、市税事務所全体で業務フローの点検、検

証・点検や見直しを行っているところでありまして、その結果も踏まえつつ、引き続き一層

の業務改善に取り組んでまいります。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） 私が申し上げるまでもなく、ずっと前から税事務所で残業削減に向け

て取り組んでいらっしゃるはずが、まだまだこんなに多いということに驚きを禁じ得ないわ

けでありますけれども、ぜひですね、積極的な取り組みをさらにさらにお願いしたいと思い

ます。 

ところで、今回、市長の平成３１年度の予算編成方針の中で、ＩｏＴ、ＡＩ、ＲＰＡなど

ＩＣＴの利活用により業務の効率化を積極的に検討することとなっています。まさに大量に

特に数字やコンピューター端末での入力作業等々が多い、そういう事務処理が多い税の業務

では、ＲＰＡの導入というのは非常に有効になってくるのではないかと思うわけであります

が、いかがでしょうか。 

○財政局長（坂本隆哉君） 税業務におきましては、限られた時間の中で膨大な量の情報を正

確に処理することが求められております。現在、ＲＰＡ等の導入も視野に入れて、先行市の

情報収集や、本市に導入する場合の課題整理などを行っているところでございまして、引き

続き前向きに検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（山口典子君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひ検討してまいりたいというお答えで、ちょっとまだまだ前向きか

げんが足りないのかなと思って心配になるわけですけども、ぜひ積極的な取り組みもお願い

したいと思います。 

ほかの部門でもそうです。補助金の申請等々出ますよね。ワードで書いたり、またワード

の資料を見ていても、エクセルじゃなくてワードの資料でつくって、数字の三桁区切りをカ

ンマで入れているということも、堺市の資料の中で幾つも見ます。こうやってしまうと、も
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うおわかりのとおりだと思いますが、数字のデータとしては死んでしまいます。なぜエクセ

ルでやらないんだろうと思うような資料がたくさんあります。もしくは１回皆さんがつくら

れて、出力した紙で部局間でやりとりされている。データで連携をされていないという業務

もたくさんあります。出力した物を転記してそれを確認をする、これだけでもすごいフロー

としてはてまがかかると思います。都市銀行ではほとんど今タッチパネルで数字を入力した

り住所を入力してデータでやりとりをするということも、窓口業務の中で行われている部分

もあります。 

私の母校である慶応の大学院というか、慶応の学部は、２０年前からＦＴＰでファイルを

アップして、そのファイルを処理をしておりました。こういうふうに、データでまずやれる

ものはやる、やれないものは手書きから転記をするとか、こういうことをしっかり取り組ん

でいけば、まだまだ効率化できることはたくさんあります。これは決して合理化ではなくて、

効率化をした時間をぜひ市民サービスの向上にしっかり充てていただきたい。市民の皆さん

と人間の機微にまつわる部分の相談や対応はもっともっとやっていただかなきゃいけないこ

とというのは、今、時間もありませんし、この場では各論申し上げませんが、残念な窓口対

応、残念な相談対応、まだまだあります。このことを改善するため、しっかりとそこにはマ

ンパワーを割いて、しっかりとエネルギーをかけていく。そのためには、センター業務とい

うか、事務的な業務はもっともっと効率化をする、そういう考え方で、市民サービスの向上

のためにＲＰＡ等とＩｏＴを導入、しっかりと取り組んでいただくことが重要だと思います。

そして残業もしっかり削減をしていく。ぜひよろしくお願いしたいと申し上げて、私の大綱

質疑を終わらせていただきます。ありがとうございます。 


