
平成３１年度予算審査特別委員会総括質疑－03 月 08 日 

 

◆西 委員  お疲れさまでございます。ソレイユ堺の西でございます。まず冒頭申し上げ

たいと思いますが、きょう、テレビカメラが入ってますので、記載漏れや、悪質な１年近い

提出おくれと、すわ、西おまえもかという心配の問い合わせをいただきましたが、そういう

わけではありませんで、鶴田橋の話できょうは報道のカメラが入っております。 

 余りテレビの前で必要以上に口汚くののしればののしるほど、同じ問題があらわれると

いうことは、この議会で起こってますので、そのようなことで政治不信を招かないように、

真摯に質問していきたいと思います。 

 ところで、ＳＤＧｓについてお聞きをさせていただきたいと思います。 

 ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標についてですね、いろいろと積極的に、話題になり、取り

組みを進めていただいて、非常にいいことだなというふうに思っております。 

 まず、このＳＤＧｓ推進事業の目的、そして市民や事業者の皆さんにどのように周知をし

ていくか。また、及び新年度予算の内容について説明をお願いしたいと思います。 

 

 

◎坂本 環境政策課長  ＳＤＧｓ推進事業は、昨年６月に国からＳＤＧｓ未来都市に選

定されたことを踏まえ、ＳＤＧｓに関する認知・理解度向上に向け、市民、事業者等への普

及啓発を行うとともに、環境面の取り組みを推進することにより、本市におけるＳＤＧｓの

達成及びＳＤＧｓ未来都市計画の推進に寄与することを目的としたものでございます。 

 平成３１年度当初予算案では、ＳＤＧｓの認知・理解度向上に向け、さまざまな機会を捉

え、市民、事業者等への普及啓発や野外音楽イベントにおける使い捨てプラスチック削減に

向けたリユース食器のモデル実施、使い捨てプラスチックの削減を推進する経費として１

００万円を計上しています。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  これは、ＳＤＧｓ推進ということで、内閣府が求めてるのも含めて、これは

特に未来都市に期待をされてることは、やはり独自の目標をしっかりつくっていくこと、各

それぞれの市で独自のモデルをしっかり、ちゃんとやってほしいということだと思います。

モデルというわけではありませんけど、本当にこういうロゴを、堺独自のロゴで、こんなす

ばらしいロゴができたということも、モデルの一つ一つではありませんが、具体的にオリジ

ナルの取り組みを進めていこうという心意気かなと、デザインもすばらしいですし、いいこ

とだなと思って喜んでいるところです。 

 さて、この堺市のＳＤＧｓについての議論をお聞きをしていて、少しこの間、気になって

いることがあります。広報さかいの２月号ですね。この議会の議論の中に、ＳＤＧｓについ



ていろいろと触れられたという紹介がありますが、その中でＳＤＧｓとは、誰一人取り残さ

ないことを理念としと、その下からになりますが、市長からは、本市はＳＤＧｓ未来都市と

して、その理念であるということをおっしゃっているということであります。 

 もちろん、このとおりの部分もあるとは思うんですけど、少し足りないんじゃないかなと

いうふうに言わざるを得ない部分があります。後ほど出てきますが、京都はＳＤＧｓ、持続

可能な都市ということで、日経の調査で１位になったわけでありますが、その市長のフェイ

スブックの記事を見てますと、この３行目のところに、誰一人取り残さない持続可能なまち

ということが出てきます。誰一人取り残さないということはもちろん大事で、すてきな言葉

だなと思うわけでありますが、この何か、持続可能なという言葉と双方でＳＤＧｓは成り立

つんじゃないかと、セットでＳＤＧｓは成り立つんじゃないかなと理解をしているところ

ですが、御見解をお示しください。 

 

 

◎藤川 政策企画担当課長  本市は、これまでも持続可能な都市経営の基本戦略でござ

います堺市マスタープランのリーディングプロジェクト、堺・３つの挑戦などの取り組みを

推進してきており、持続可能な社会の実現をめざしておるところでございます。 

 各部局が進める事業の中にも、誰一人取り残さないというＳＤＧｓの理念とともに、持続

可能な社会づくりの視点が盛り込まれておるものと認識しております。 

 今後、本市を取り巻く環境は急速な人口減少や高齢化の進展などによりまして、さらに厳

しい状況になることが予想されます。このような中にありましても、本市が将来にわたり発

展を続けるためには、持続可能な視点を常に念頭に都市経営を実践することが重要である

と考えております。 

 今後、改定を予定しております次期マスタープランを初めとする各種計画にもＳＤＧｓ

の理念や考え方を盛り込み、笑顔あふれるまちの実現に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  おっしゃるとおりで、取り組んでいただいてるのはよくわかってるんです、

いろいろと。ただ、ＳＤＧｓは、まずは持続可能な社会の実現をめざすと、その中で何が重

要かということは、誰一人取り残さないということが大事なんだというプロセスでこの概

念は成り立ってるということだと私は理解をしてますけれども、そのことを再度認識して、

ＳＤＧｓの推進にぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

◎藤川 政策企画担当課長  ただいま御答弁させていただきましたとおり、本市で進め

る各事業の中には、持続可能な社会と、誰一人取り残さない社会の実現の視点が盛り込まれ



ておるものと認識しております。 

 ＳＤＧｓの趣旨を市民の皆様に正しくお伝えし、持続可能な、そして誰一人取り残さない

社会を実現することが市の責務であると考えております。 

 今後も本市のリーディングプロジェクト、堺・３つの挑戦や、市民が安心・元気なまちづ

くり、都市内分権の推進を進める中でＳＤＧｓのめざす持続可能な、そして誰一人取り残さ

ない社会の実現に取り組んでまいります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  持続可能という観点でいうと、各事業はＳＤＧｓのめざす経済・社会・環境、

３つの部分をしっかりと意識をしながら、これ北九州市がＳＤＧｓ戦略についてまとめて

らっしゃる図ですけれども、環境と経済・社会を、３つをどれだけポジティブフィードバッ

クしていくかと、回転をさせながら盛り上げていくかということが重要であって、市の取り

組みでもそのことをぜひ意識していたただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

◎藤川 政策企画担当課長  本市が各施策を進めるに当たりまして、持続可能な社会、誰

一人取り残さない社会の実現に向けまして、経済・社会・環境の、それぞれ一分野だけにと

らわれることなく、他の各分野の取り組みに生じる効果を意識しながら事業を推進してい

くことが重要であると認識しております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ぜひ、相互関係を意識していただきたいなと思っています。 

 実は、そういうのを考えていたら、やはり同じく門川市長のフェイスブックの記事ですけ

ども、このバッジですね、皆さんもたくさんつけていただいて、またつけていただいてるこ

とは非常にいいことだなと思うわけでありますが、実は私がつけさせていただいてるのは、

堺を裏切ったようで申しわけないんですが、京都のバッジということで、京都市がつくった

バッジであります。これは、京都の北山杉の間伐材を使って木材をつくる、それを市内の障

害者の就労事業所さんでピンづけ、袋詰めしてやっていると。まさに、これこそがＳＤＧｓ

なんだと思います。やはりこれが残念ながら１位と９位の違いなのかなと思ったりもする

わけでありますけれども、ポジティブフィードバックをしていく、全て回転をさせていく、

こういうことを重視された発想がこういうバッジのところに。実は、だからプラスチックや

アルミでつくりますと、やはりそれは電気を使いますから、やはりそれはエネルギーという

観点で見ても少し違ってくるのかなというふうに思いますので、１つの参考ということで

あります。 

 そんな中で、ＳＤＧｓの実現というのは、市を挙げて取り組むには２つ大きな要素が重要

だと思います。内閣府の皆さんは、やはりその３つの分野をどれだけ回転を、リンクをさせ



ていくかということでモデルをつくってほしいという議論してますし、あわせてマルチス

テークホルダーですね、市だけの参加じゃなくて、いろんなステークホルダーが参加すると

いうことを求めていると思いますけれども、この推進体制、この大綱質疑でも大毛議員から

もありましたが、この状況について見解をお示しいただけますでしょうか。 

 

 

◎坂本 環境政策課長  ＳＤＧｓの達成及びＳＤＧｓ未来都市の推進に向けたさらなる

機運の醸成を図るため、個人、企業、団体、教育機関等、さまざまなステークホルダーとの

連携をする必要があると考えております。 

 その推進体制として、経済・社会・環境の統合的向上、マルチベネフィットの創出をめざ

し、さまざまな課題をつなげて解決する交流・連携の場として、（仮称）ＳＤＧｓリンケー

ジセンターの設立を検討しているところでございます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  このリンケージセンターをどううまいこと回していくかということが非常

にこの推進にとって重要なことだと思いますので、ぜひ積極的に、このリンケージセンター

を取り組み進めていただきたいと思います。 

 そういった中で、ＳＤＧｓというのは、大綱で大毛議員からも御紹介がありましたが、今、

本当に企業とか、一部上場企業の間ではもう当たり前になってきている。まだまだ、一般市

民への認知度は低いかもしれませんが、非常にホットトピックであるということは間違い

ないと思います。 

 そういった中で、市長がこれだけＳＤＧｓ未来都市ということを積極的に発信をしてい

ただいてまして、これだけ話題になってるということであれば、今回の日経のニュース、事

前にランキングが出てくるということや、日経のみならず、いろんなメディアにその話出て

くるということを想定をして発信をする、フォローアップをしていく、そういう攻めの広報

ということが重要だったのではないかなと考えますが、今回、事前の対応いかがでしょうか。 

 

 

◎深川 シティプロモーション担当課長  いわゆる自治体ランキングの結果は、多くの

人に選ばれるまちをめざす本市にとりまして、重要となる都市のイメージや認知度に影響

を与えるものと認識しており、情報収集に努めております。 

 また、堺の魅力を広範な視点から情報発信、情報共有することを目的に、庁内横断的組織

としまして、シティプロモーション関係部長会議を設置いたしまして、情報共有等を行って

いるところでございます。 

 今般のＳＤＧｓ先進度総合ランキングは、全国市区サステナブル度ＳＤＧｓ先進度調査

と国の公表データをもとにランキングされたものでございます。 



 調査に回答されました各部局におきましては、シティプロモーションの観点を含め、しっ

かりと回答されたものと認識してございます。しかしながら、シティプロモーション担当と

いたしましては、今回の調査の結果が自治体ランキングにつながるものであるという認識

が十分ではなく、関係部長会議におきましても、情報共有等をするまでには至っておりませ

んでした。 

 これを踏まえまして、今般、同会議のメンバーで自治体ランキングにつながるようなアン

ケート調査の実施などの動向についてしっかりと情報収集、情報共有を行っていくことを

改めて確認したところでございます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  つまり、調査があったけど、それがどういう掲載につながるかということは

ほとんど想定をしてなかったということであります。非常にこれが残念なんですね。全ての

分野で、全てのメディアに対応しろとは一切思わないわけでありますけれども、例えばＳＤ

Ｇｓとか、例えば子育てとか、堺市が積極的に重要と考えてるトピックにおいて重要なメデ

ィアに関しては、しっかりフォローしていく、ケアをしていくということは大事だと思いま

す。子育てしやすいまちランキングもしかりであります。そういうことで、こういうアンテ

ナがつながらないということが残念だなと思うわけでありますが、では事後の対応はいか

がでしょうか。 

 

 

◎深川 シティプロモーション担当課長  ランキングを実施したメディアへの対応につ

きましては、かねてより御意見をいただいているところでございます。現在、子育てに関す

るランキングを実施したメディアに対しまして、本市のすぐれた子育て施策の情報提供を

行うべく東京事務所等との関係部局と調整を進めているところでございます。 

 また、今般のＳＤＧｓ先進度総合ランキングを実施しましたメディアへの対応につきま

しても、関係部局による協議を行ってまいります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ぜひしっかりと検証もお願いをしたいと思います。 

 シティプロモーションの根幹のミッション、このシティプロモーションの議論は私１２

年前に初めて通していただいた２年目の総務財政委員会からずっとこの話させていただい

てるわけでありますけども、市を売り出していく、市にとって重要なトピックをしっかりメ

ディアＰＲをするということだと思っています。民間では、民間がみたいな議論は大嫌いな

わけでありますけれども、そういうわけじゃなくて、具体的にやはり大手のお菓子メーカー

さんとか、大手の食品メーカーさんとかは、実際、広報部の仕事というのは、主要なメディ

アに対して、自分のところの商品を取り上げてもらえるように、どう売り込んでいくか。当



たり前のようにやってます。そのことをやることが、やはり根幹のミッションじゃないのか

なと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

 

◎深川 シティプロモーション担当課長  本市が多くの人に選ばれるまちとなるために

は、本市の都市魅力やすぐれた施策を効果的に発信し、本市の知名度、都市イメージの向上

とシビックプライドの醸成を図ることが重要と認識しております。 

 その中で、先導的な役割を果たすことがシティプロモーション担当のミッションである

と考えております。具体には、１つには堺の地名度、都市イメージの向上やシビックプライ

ドの醸成に大きく資するものではあるが、他部局のミッションと照らし合わせると着手が

難しいプロモーション活動をシティプロモーション担当みずからが展開すること、もう一

つは、各部局が施策・事業のＰＲに当たりまして、適切な情報発信を行えるよう、情報媒体

の活用や、情報の発信方法等について支援することでございます。 

 重要施策や取り組みのメディア等へのＰＲにつきましては、それぞれの所管部局がプロ

モーションの観点から主体的に取り組んでいくことが重要であるとも認識しております。

シティプロモーション担当といたしましても、各部局が時期を逸することなく、適切な情報

発信を行い得るよう連携をとって情報発信の支援を行いまして、市として積極的なプロモ

ーションに努めてまいります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  おっしゃっていただいたとおりで、ぜひ積極的に取り組んでいただきたい

と思いますが、ことしの予算案の個別事業報道提供資料です。それの１３７ページにシティ

プロモーション事業についてということで、報道提供資料上がってますが、はっきり申し上

げて、余り時間も限られますので、具体的に余り言いませんけど、今おっしゃったことって、

ほとんどこの中に載ってないんですよね。報道提供資料用にいろいろと書いたのかもしれ

ませんけど、ウエートを変えたのかもしれませんが、メディアへしっかり発信をしていく、

情報提供していく、それがまさに根幹のミッションだと思うんですが、ネットを通じた発信、

プロジェクションマッピング、大河ドラマ、それだけを書いてあるんです。そうじゃなくて、

ほかもいろいろあるけど、重点的にこないして書いただけですよということだと理解した

いと思いますが、ぜひそういうことを踏まえて、しっかりやっていただきたいと思います。 

 ＳＤＧｓの先進度調査で、本市が全国９位になったということを今どのように考えてお

られるか、ぜひお答えをいただきたいと思います。 

 

 

◎藤川 政策企画担当課長  本市は昨年、国からＳＤＧｓ未来都市として選定され、今回

のＳＤＧｓ先進度調査では全国で９位、関西で第２位に選ばれたところでございます。 



 このことは、本市の取り組みが全国的に一定の評価を得ているものと認識しております。

いわゆる自治体ランキングにつきましては、評価指標などの詳細が示されております場合

には、外部の評価として気づきの機会になるとともに、全国平均や他都市との関係などが把

握でき、各施策を展開していく上で参考になるものと認識しております。 

 今回、委員からお示しいただきました御意見なども踏まえまして、まず市民ニーズを的確

に把握し、客観的なデータに基づく現状分析を適切に行うこと、さらにはその分析に基づき、

施策効果や外部からの評価が高い行政サービスの提供に努めていくことが重要であると考

えております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ぜひ、もう余り深くは申し上げませんが、積極的にこういうランキング、選

ばれるまちとも関係がありますから、しっかり取り組んでいただきたいと思いますし、冒頭

申し上げましたように、ＳＤＧｓは重要な取り組みだと思いますので、堺モデルづくりのた

めに、ぜひ御尽力をいただきたいと思います。 

 

 

○米谷 委員長  理事者の入れかえのために、しばらくお待ちください。 

 この間を利用して、理事者の方もトイレ等に行っていただいて結構でございます。 

 

 

◆西 委員  次の項目に移らせていただきたいと思います。これ４年で最後の質問機会

でありますが、４年間、ほとんどの本会議での質問等々で、津久野駅の課題についてお話を

させていただきました。ＵＲビル３つが耐震検査を終えてないこと、そして東西の往来が不

便なこと、西口ロータリーの設計も、ちょっとまだ途中にしか見えないこと、さまざまに取

り上げてきたわけであります。快速の問題、そして改札の問題もお話をさせていただきまし

た。 

 その中で、さまざまに各部署もそれに応えていただいて、いろんな取り組みを進めていた

だいていると理解をしております。 

 ３課にお聞きをしていきたいと思いますが、津久野駅周辺における事業として、道路事業

もいろいろと取り組んでいただいていると思いますがお示しください。 

 

 

◎小林 道路整備課長  平成３０年度における道路事業といたしましては、駅西側広場

から下田南交差点までを結ぶ市道下田津久野２号線の北側歩道、約５００メートルの区間

において道路のバリアフリー化事業といたしまして、詳細設計業務を完了いたしました。以

上です。 



 

 

◆西 委員  西側が肝になってきますので、バリアフリー化事業も５００メートルと言

わず、さらに積極的に進めていただきたいと思っております。特に、東西の自由往来、不便

なことはまさにバリアがあるということでありますから、よろしくお願いしたいと思って

いますが、次は公共交通課にお聞きをしたいと思いますが、今年度、津久野駅の現況調査を

行うとお聞きをしていましたが、その進捗状況についてお示しください。 

 

 

◎河合 公共交通課長  津久野駅につきましては、地域の方から西側改札設置などの要

望があり、また東西の往来にはバリアフリー化されていない地下通路を利用する必要があ

るといった課題がございます。こうしたことから、津久野駅の駅舎の構造や施設など、現状

を把握するため、現況調査を実施しております。 

 進捗状況といたしましては、１月２３日、２４日の２日間で駅構内やホームの現状調査及

び測量を実施し、現在、これらの調査をもとに、現況図面等の作成を行っているところでご

ざいます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ぜひ、この調査、非常に、次ＪＲさんとも話をするに当たって、重要な調査

だと思いますので、ぜひ早急にまとめていただいて、いろんな提案をここから行っていただ

きたいと思っています。 

 津久野駅周辺のまちづくりについて、今年度地元の取り組みは非常に都市整備課の皆さ

んが中心になって、サポートもしながら進めていただいてると思いますが、この支援内容に

ついて、そして取り組み内容についてお示しください。 

 

 

◎加勢 都市整備推進課参事  昨年７月、津久野駅周辺の住民で構成される、好きやねん

津久野の会のメンバーが中心となって、各地区の代表者、商業者などとともに津久野駅前プ

ロジェクト協議会が設立されました。協議会は、子孫に立派な津久野を引き継ぐため、行政

等と協働してまちづくりを進めていくことを目的としており、駅周辺の課題やにぎわいづ

くりについて、地元住民が主体となって行政とともに考えていこうという趣旨から、今年度

はワークショップ５回と再開発に関する意見交換や勉強会などが開催されました。 

 市はＵＲ都市機構とともに、オブザーバーとして協議会に参画しており、協議会主催の津

久野駅周辺まちづくり検討ワークショップに市職員も参加し、議論の中で生じる疑問等に

対して、市の事業や制度を紹介するなど、議論が進むようサポートしました。 

 また、大阪府都市整備推進センターの支援メニューを活用して、まちづくりアドバイザー



の専門家派遣を行い、住民主体のまちづくり活動の支援を行ったところでございます。以上

でございます。 

 

 

◆西 委員  非常にいろいろとワークショップを含め、動きが活発になってまいりまし

た。都市整備の皆さんも、非常にこのワークショップに一つ一つ出席をしていただいたり、

非常に御尽力をしていただいている、このことに感謝をしたいと思っています。 

 津久野駅周辺について、まず道路事業について、３１年度予算の中で、どのようなことを

予定されてるかお示しください。 

 

 

◎小林 道路整備課長  平成３１年度に予定しておる道路事業といたしましては、先ほ

ど答弁いたしました市道下田津久野２号線の歩道について、勾配修正、段差の改良や視覚障

害者用誘導ブロックの設置など、バリアフリー化整備工事を行います。 

 また、駅西側広場におきましては、現状、自転車等駐車場と歩行ルートが混在しているた

め、このバリアフリー化整備工事とあわせまして、駐輪施設の再配置などを行い、快適な歩

行空間の整備をいたします。 

 老朽化している中央アイランド部においては、インターロッキングブロックの設置によ

る美装化や植栽帯の再整備、横断防止柵の更新、道路照明灯の設置などにより、駅前の景観、

機能性及び安全性の構造を図ってまいります。以上です。 

 

 

◆西 委員  ぜひ、バリアフリー化は進めていただきたいと思いますし、また今お話があ

った駐輪施設の再配置、これ短期的にはこういうことなんだと思いますが、あの西口のロー

タリーは、あの真ん中の駐輪場というのは、非常に地域からしたら不本意なものであるとい

うことは再三申し上げてますが、そのこともお酌み取りをいただきながら、ぜひ取り組みを

進めていただきたいなと思っています。 

 次は、公共交通課にお聞きをします。今年度、現況調査をもとに図面等資料を作成すると、

先ほどお答えをいただきましたが、来年度はどのように進めていこうとされているのかお

示しください。 

 

 

◎河合 公共交通課長  平成３１年度につきましては、現況調査等により作成した資料

をもとに、どのようなことができるのか、関係課と連携しながら検討を行い、西日本旅客鉄

道株式会社と協議を行ってまいります。以上でございます。 

 



 

◆西 委員  ぜひ、西日本旅客鉄道株式会社と積極的な協議を何とぞ何とぞ、よろしくお

願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、都市整備課にお伺いをしますが、先ほどお示しをいただいたように、さまざま

に、今地域が盛り上がりながら、そしてそれを都市整備のほうでも応援をしていただきなが

ら、今取り組みが進んでいるわけでありますけれども、このまちづくりに対して、平成３１

年度、どのように取り組まれようとしているのか、予算も含めてお示しください。 

 

 

◎加勢 都市整備推進課参事  平成３１年度予算案では、都市再開発等推進事業としま

して、１，８８０万円を計上しております。その内容としましては、地元主体のまちづくり

が行われている津久野駅周辺などについて、都市再開発等により都市機能の更新を図るこ

とで、まちの活力や魅力を生み出し、持続可能なまちづくりが進められるよう、市として必

要な調査等を行うための予算となっております。 

 津久野駅周辺につきましては、都市基盤整備の現状や課題、必要な都市機能などの基礎的

なデータ把握を行うとともに、津久野駅前プロジェクト協議会を初めとする周辺住民の議

論も踏まえて、まちづくりの基本的な方針を検討してまいります。 

 あわせて、再開発推進団体等補助金によって市街地再開発事業を検討しようとする団体

が勉強会等、合意形成を進めていく際の取り組みに補助し、活動を支援していきたいと考え

ております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  津久野駅周辺などについてということで、１，８８０万円がそのまま津久野

に使われる予定ではないというふうにお聞きをしてますけれども、それはともかくとして、

この津久野の都市機能を何とか更新をして、残された、もうはっきり言って、堺市内でもほ

とんど残ってないぐらい、これだけ機能が古いままというように、バリアフリーも全然され

てないということの状況の中で、ぜひこのまちづくりの取り組みを応援をしていただきた

い、推進をしていただきたいと思います。 

 市民主体で、住民主体でまちづくりが行われてるということは、非常にすばらしいことだ

と思っていますので、ぜひ今取り組みを応援をしていただいていることは非常に感謝をし

ていますし、さらに積極的な取り組みをお願いしたいと思います。この項目を終わります。 

 続きまして、ちょっと焦っていたらしく、予算書の項目を言おうと思っていたのを忘れて

いるわけでありますけれども、１０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費に関連をして、

浜寺小学校の建てかえについてお聞きをしていきたいと思います。 

 私にも浜寺校区の中に同級生や親友、幼なじみ等々もいまして、この、またちっちゃいと

きから、かわいがっていただいた皆さんにもお聞きをすると、やはり堺の中でも有数の地域



の皆さんがかかわられている、コミットしていただいている、まさにこれがこれからの理想

的な学校なんだろうなと思いながら、いろんな取り組みのお話をよくお聞きをしていると

ころであります。 

 この浜寺小学校区の中で、小学校を建てかえようということで、今取り組みが進んでいる

というふうにお聞きをしてますが、この概要についてお示しください。 

 

 

◎天野 施設課長  浜寺小学校の建てかえ事業は、経年により老朽化した校舎の建てか

え計画及び設計の段階で運動場を少しでも広く確保することにより、教育環境の改善を図

るもので、南側に建てられている校舎を改築し、その後、北側の校舎を解体を行うものでご

ざいます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  校舎を建てかえるということの中で、先ほどお示しをさせていただいたよ

うに、教育の現場でも、そしていろんな学校環境の保持・維持のためにも地域の皆さんが積

極的にコミットしていただいている、そういう地域の皆さんと話し合いを持たれたという

ふうにお聞きをしていますが、どのような形で、何回、今話し合われてきたのかお示しくだ

さい。 

 

 

◎天野 施設課長  校舎の建てかえに当たり、自治会を中心とした改築検討委員会を組

織されており、今年度行っておりました建てかえの基本計画を進める際、浜寺小学校にて、

合計３回話し合いを持ちました。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  これは、画面にお示しをしてるのは、当局の皆さんからいただいた資料であ

りますけれども、今、このような案を最終的にお示しをされてるというふうにお聞きをして

ますが、この自治会を中心とした改築検討委員会の皆さんとの議論の中で、どのような声が

あったのかについてお示しください。 

 

 

◎天野 施設課長  老朽化や運動場からの砂ぼこりなど、さまざまな課題を持つ体育館

の建てかえや、運動場が狭く、広くするための工夫として、４階建て校舎を建てられないか

などの要望がございました。以上でございます。 

 

 



◆西 委員  非常に簡単に御紹介をいただいたなという気持ちになるわけでありますけ

れども、この体育館ですね、非常に見せていただいて驚きますが、非常に老朽化をしてます。

そして一番上の階には特別教室があって、非常に、余り堺市の中で見たことがないような形

になっています。また、ガラスは運動場に面していて、大きなガラスで、果たしてこれ防球

大丈夫かなとか思いながら見てるわけでありますけれども、さらに、この運動場、見るから

に小さいと。堺市の中でもこんなに小さい小学校あるのかなと思うぐらい小さいわけであ

りますが、この運動場面積について、面積と、そして堺市内の小学校で何番目に小さいのか

お示しをいただきたいと思います。 

 

 

◎天野 施設課長  浜寺小学校の運動場については、面積約２，７１２平米で、堺市内の

小学校で一番小さくなります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  やはり、現状で、堺市内で一番小さい運動場なんだなということがわかりま

す。このような環境の中で、子どもたちが非常に大変な教育環境の中で学んでいるんだなと

いうふうに思います。教育は平等だと思いますので、本来であれば、浜寺の子どもの皆さん

も、ほかの小学校のように広いところで運動したり、徒競走したり、そういうことができる

ようになってほしいなと思うわけでありますけれども、じゃあ、この改築工事、南側の土地

を一角買っていただいたとも聞いてますが、このことによって、運動場はどれぐらい広くな

るのかなと思うわけでありますけども、どれぐらい広くなるのかお示しください。 

 また、あわせて、これで広くなって、浜寺小学校の運動場は堺市の中で一番ちっちゃいと

ころからどれぐらいになるのかなということもお示しいただけますか。 

 

 

◎天野 施設課長  基本計画の段階でございますが、今回の建てかえにより、約３，２３

５平米となり、約５２０平米広くできると考えております。広さにつきましては、堺市内の

小学校で一番小さな運動場から３番目になると考えております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ３番目なんですね、小さいところから３番目。ほとんど最下位のあたりを依

然、さまよってしまうという非常に悲しい状況であります。浜寺小学校の子どもたちはどれ

だけ、これまでも苦しんできたのに、またこれからも狭い運動場の中で困った小学校生活に

なっちゃうんじゃないかなというふうに心配をするわけでありますけれども、先ほど、地域

の声でありました体育館も老朽化をしてるから建てかえるべきじゃないかということにつ

いて、実は５０年近くもう既にたってるということもお聞きをしてますけれども、この建て



かえについて、今どのように検討されてるか、もしくは地域の皆さんに回答されたかお示し

ください。 

 

 

◎天野 施設課長  体育館につきましては、学校の運営状況や市内の他の学校施設の整

備状況とも照らし合わせながら、将来にわたって長く使い続ける長寿命化改修も含め、検討

してまいります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  結局、長寿命化改修という言葉がここで出てくるんですね。この長寿命化改

修、まさに今改修をしませんと言ってるのに等しいわけでありますけれども、まず、議論の

前に前提としてお聞きをしたいんですが、長寿命化改修って、一体何年、期間どれぐらいな

のかお示しいただけますでしょうか。 

 

 

◎天野 施設課長  おおむね建築後７０年から８０年と考えております。以上でござい

ます。 

 

 

◆西 委員  まあ、そういうことなんですね。５０年じゃなくて、７０年か８０年という

お話でした。きのうからきょうにかけて、地域の皆さんとやりとりさせていただいても、一

切この７０年、８０年聞いてないということであります。長寿命化改修の可能性はお示しを

されたようですが、この期間について、８０年もなるとは聞いてなかったというような話も

ありました。こんな進め方については、少し疑問を呈さざるを得ないわけでありますけれど

も、現段階において、この体育館については長寿命化改修の本当に対象になってしまうのか、

お答えをいただけますでしょうか。 

 

 

◎天野 施設課長  長寿命化改修の対象になるかどうかにつきましては、コンクリート

強度などの構造耐力、経年による耐力・機能の低下、立地条件による影響など、詳細な調査

が必要と考えております。現段階において、この体育館は築年数などから長寿命化改修の対

象になると考えられます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  今、お聞きをする限りにおいて、運動場が広いからどうかということ、判断

をしてもらえないように聞こえます。構造的な問題に限定をしているということでよろし



いですか。 

 

 

◎天野 施設課長  先ほどの答弁の繰り返しになりますが、構造、コンクリートの強度な

どの構造耐力、これはおっしゃるとおり、構造面のことでございます。経年による耐力・機

能の低下、これもどちらかといいますと、躯体のひび割れや鉄筋の機能の状況でございます。

そのほか、立地条件の影響など、こういった条件、これらを総合的に判断して、調査をして、

判断して決めていくものだと思っております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  少し、立地条件による影響という言葉にかすかな可能性を感じたりするわ

けでありますけれども、後ほども申し上げますが、ぜひこういうことで、構造的な問題じゃ

なくて、問題以外も理由にして、何とか長寿命化じゃなくて、建てかえということをもう一

回考え直してほしいなと思ってますが、この体育館の建てかえ問題については１回終わり

ますが、この浜寺という地域のまちづくり、防災上の観点も含めて、西区のほうからお答え

いただけますでしょうか。 

 

 

◎阪口 西区自治推進課長  まちの概要についてでございますが、浜寺は、西区の西部に

位置し、地名は南北朝時代に三光国師という僧侶によって、高師浜に建立した大雄寺が吉野

の山の寺に対して、浜の寺と呼ばれたことに由来すると言われております。ことし１００周

年を迎え、現在、連続立体交差事業が行われています南海線諏訪ノ森駅舎は、国の登録有形

文化財に登録されております。 

 現在、平成３１年１月末の校区人口ですが、９，４２５人で、１０年前の平成２１年の同

期と比較しますと４２２人減少しております。 

 なお、人口減少につきましては、さまざまな要因があると思われます。また、今後３０年

以内に７０から８０％の確率で発生すると言われております南海トラフ地震により、浜寺

石津、浜寺、浜寺東及び浜寺昭和の４校区に津波浸水が想定されています。西区役所では、

危機管理室や関係部局と連携し、防災対策を実施しておりますが、津波対策として平成２４

年度から津波避難訓練を実施しております。 

 なお、浜寺校区の津波避難ビルは、平成３１年２月末現在、浜寺小学校を含め、７カ所が

指定されております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  おっしゃるとおりなんですね。浜寺地域というのは、非常に津波浸水が想定

をされていると。地域の皆さんのお声を紹介すれば、人によって、いろいろと見解は分かれ



るわけでありますけども、津波がやっぱり恐ろしい部分もあるので、なかなか流入が少なく

なってることもあるんじゃないかということもお聞きをする部分もあります。そういった

意味で、非常に津波に対しての対応ということも、この地域、求められてる地域であります。

にもかかわらず、まだまだ津波避難ビル７カ所ということで、そのうちの１カ所は小学校だ

ということであります。 

 津波避難ビル、これは申し上げるまでもないわけですが、本当に災害時にそこに避難でき

るのだろうかという一抹の不安を持ちながら、ほかの内陸部でも水害の想定される地域で

も、そういうことをおっしゃられる方はいる状況であります。 

 そういった中で、小学校が津波避難ビルになっているということは、非常に心強いことだ

なということを申し上げておきたいと思います。 

 その中でお聞きをしたいと思いますが、校舎の４階建てについても要望が出てるという

ことであります。校舎の４階建てについて、どのように今考えているかお示しをいただきた

いと思います。 

 

 

◎天野 施設課長  基本計画の段階ではございますが、現在、計画中の校舎は３階建てで

考えております。４階建てにつきましては、浜寺小学校付近の用途地域が第一種低層住居専

用地域であることなど、計画に当たり、高さや配置などに制約が出てくると考えられます。

以上でございます。 

 

 

◆西 委員  そういうふうに地域にもお答えになってるというふうにお聞きをしていま

す。つまり用途が原因で４階にできないということもある、それだけじゃなくて予算もある

かもしれませんけれども、大きな理由として用途の問題があるということであります。これ、

４階建てにして、防災上の観点も含めてコンパクトにして４階建てにすると、少しでも、何

を言いたいかというと、やはり少しでも運動場を広く確保したいからこそ提案をするわけ

でありますが、この浜寺小学校のある地区の用途地域について、どのようになっているか、

都市計画課から御説明ください。 

 

 

◎羽間 都市計画課長  浜寺小学校を含む周辺地につきましては、用途地域が第一種低

層住居専用地域、建蔽率が５０％、容積率が１００％、建築物の高さの限度が１０メートル

となってございます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  であるならば、この１０メートルの高さの限度の用途地域を、もちろんこれ



地域の皆さんの要望があって、地域調整がある前提でありますが、学校敷地をより有効に利

用するために、用途地域を変更して、４階建て校舎を建てればいいんじゃないかというふう

に思うわけでありますが、いかがでしょうか。 

 

 

◎羽間 都市計画課長  浜寺小学校を含む周辺地につきましては、建築基準法が改正さ

れ、本市で建蔽率、容積率の考え方を導入した昭和４８年から第一種住居専用地域、建蔽率

５０％、容積率１００％、建築物の高さの限度を１０メートルとして、低層住宅で形成する

良好な住環境を形成しており、そういった課題があるというふうに考えております。以上で

ございます。 

 

 

◆西 委員  そのようにお答えになると思いますけども、これあんまり言わんでくれと

言われるんですが、津久野の下水処理場は、そのために津久野下水処理場をつくるために住

居地域の中に工業地域をつくりました。地域にいろんな負担をかけながら、その場は、やは

り住宅地域だけども、準工にするというような判断があったという歴史もあると聞いてお

ります。そういった意味で、実は浜寺校区の連合自治会長さんもここに来てくださってます

が、地域の御理解がある中で、御要望があるという前提の中、要望があればという前提の中

で、こういうことを真剣に考えていただきたいなと思っています。都計審がありますから、

事務局のところでやりますとは絶対答えられないのはよくわかってますけども、考えてい

ただきたいなと思ってます。そこにとどめます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 この体育館の上に、先ほど申し上げましたが、教室が載っています。この教室、どのよう

な教室かお答えをいただけますでしょうか。というのは、バリアフリーの観点からいうと、

体育館に移動して、この図を見ていただくとわかりますが、体育館に移動して、これを上に

上がる、車椅子の子どもたちどうやって上がるんだろうという課題が起きているように聞

いてますが、この教室、何があるのかお示しください。 

 

 

◎天野 施設課長  理科室、家庭科室、音楽室、多目室になります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  先ほど申し上げたように、体育館に、仮に残したまま、建てかえてほしいと

思ってますけどね、仮に残したままでいけば、この体育館の上の特別教室、非常に児童の動

線に、この図を見ていただいてもわかるように、問題がある、課題があると考えますが、も

し建てかえをこのままいくとしても、新校舎のほうに、この４教室、特に家庭科室とか理科

室って、準備が必要なものなんですよね。私が申し上げるまでもないと思いますけど。そう



すると、早目に入って準備をする、そんなのが動線上に非常に不便なところにあるというの

は、非常に、大いに問題があると思いますが、これをぜひ今回の新校舎の建てかえに取り込

めないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

◎天野 施設課長  今回の事業は、喫緊の課題である老朽化した校舎の建てかえを実施

したいと考えております。体育館の上の教室については、建てかえ校舎の教室と体育館の上

の教室で稼働状況などを学校や関係部局と調整を図り、配置移動するなどの対応を検討し

てまいります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  最終結論はまた後で出るのかもしれませんが、基本的に配置移動するとい

うお答えですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 あわせて、この現行の校舎、先日見せていただきましたが、図書室、私が見たことがある

図書室の中で一番小さな図書室で悲しくなりました。市長が図書館の話、もうずっと積極的

にやっていただいて、文教委員会、私、委員長を仰せつかっておりますけど、この中でも図

書室の話たくさん出てます。にもかかわらず、こんなに小さな図書室でいいのかなと思いま

した。 

 また、あわせてランチルーム、支援教室も堺市の標準サイズよりかなり小さいと思います

が、いかがお考えかお示しください。 

 

 

◎天野 施設課長  委員お示しのとおり、学校標準図と比べて面積が小さい部屋が存在

いたします。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ということは建てかえですから、当然、この新校舎の中には標準図と標準サ

イズよりも同じもしくは大きいものになると考えていいでしょうか。ぜひそうしていただ

きたいんですが。 

 

 

◎天野 施設課長  各部屋の大きさにつきましては、標準図をもとに学校や関係部局と

調整の上、基本設計において検討してまいります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  今、調整をしていきます、検討していきますとお答えいただきましたが、新



校舎にする、体育館を建てかえる必要性がないということは、地域の皆さんに説明する前提

として、新校舎の中にいろいろ入りますから、体育館は必要ないんですというような言い方

をされているというふうにお聞きをしていますが、調整をするんじゃなくて、当たり前の話

ですから、標準サイズもしくはそれ以上と約束をしてほしいんですが、いかがですか。 

 

 

◎天野 施設課長  極力学校標準図どおりに設計したいと考えておりますが、敷地形状

や建物の形状により多少の違いが発生する可能性もございます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  これ以上申し上げませんが、足りているというふうに言われるんであれば、

当然のことだと思いますので、これウオッチしていきますから、くれぐれもよろしくお願い

をしたいと思います。 

 南側の校舎に関しては、校舎４階部分にプールを乗せて、この図であれば右上にあるプー

ルが非常に老朽化をしてて、２０メートルプールになっていると。堺市の中で２０メートル

プールは、私の出身校の平岡小学校、幾つかしかないというふうに聞いてますけど、この４

階部分にプールを乗せて、中庭のスペースを倉庫などにするということは考えられないの

か、お示しください。 

 

 

◎天野 施設課長  委員お示しの中庭の上にプールをということですが、中庭を設ける

回廊型の校舎案は、片廊下型校舎の長所を生かし、採光、通風、管理上の視線なども考慮し

たものでございます。今後も学校や地域の意見を聞きながら進めてまいりたいと思います。

以上でございます。 

 

 

◆西 委員  私が、そんな素人が、これをやれ、あれをやれと言っても、一つ一つ潰され

るのかもしれませんけど、ぜひ地域と皆さんと、当然これからも話し合っていただくとお聞

きをしてますが、ぜひ施設課任せだけじゃなくて、ここにいらっしゃるいろんな部署の皆さ

んが協力をして、何とか運動場を広くする、そして、さらに防災上の地域の懸念も何とかク

リアにする、いろいろアイデアを絞っていただきたいと思います。お願いをしていませんが、

市長、何か、せっかくですので、このことについて思いがあればお示しいただきたいと思い

ます。 

 

 

◎竹山 市長  私も、やはり生徒が学ぶ環境づくりというのは非常に大事だというふう



に思います。特に子どもにとっては、運動場や、そして飛んだりはねたりする、そういう場

所というのは、教室も大事ですけど、共存することが非常に大事だと思います。そういう意

味で、今、教育委員会施設課がしっかりと皆さん方の御要望を聞きながら、子どもにとって

のより健全育成ができるような教育環境を整えていきたいというふうに思います。 

 

 

◆西 委員  ぜひ部局間連携で、いろんなチームの知恵を絞って、汗をかいていただいて、

対応をお願いしたいと思います。この項目を終わります。 

 続きまして、通学路の項目に移らせていただきたいと思います。 

 ちょっと予算書の項目が今見つからないので、それは飛ばします。 

 通学路についてお聞きをしていきたいと思いますが、どのように安全対策を今されてい

るか、お示しをください。 

 

 

◎井上 学務課長  通学路の安全対策をより円滑に進めるため、平成２７年１０月に事

務手順や学校からの依頼様式などをまとめた堺市通学路交通安全プログラムを策定してお

ります。 

 指定通学路につきましては、各学校が年度当初、通学路の点検を行っており、改善が必要

な場合は、本プログラムにのっとり速やかに、学校、自治会関係者、道路管理者、所轄警察

署、教育委員会事務局等の関係者が合同で現地確認を実施しまして、道路状況に応じて安全

対策に取り組んでいるところでございます。以上です。 

 

 

◆西 委員  それでは、具体的にお聞きをしていきたいと思いますが、西区鶴田町にある

鶴田橋についてお示しをしたいと思います。 

 先日、ＭＢＳのニュースで取り上げられましたが、非常にこの橋老朽化をしておりまして、

ＭＢＳのニュースでも、堺市の謎の橋というふうに言われました。この橋が非常に老朽化を

していて、耐震基準も満たしてない可能性があるというお話もありました。 

 実は、この管理者は大阪府であるということであります。この鶴田町の鶴田橋の管理者で

ある大阪府と堺市の間でテレビ報道に至るまで、どのようなやりとりがあったか、お示しく

ださい。 

 

 

◎船本 路政課長  平成２９年８月に、地元自治会から本市に対しまして、鶴田橋につい

て補修の要望がございました。鶴田橋につきましては、本市が管理する橋梁ではないため、

鶴田橋がかかっている石津川の管理者である大阪府に橋の管理状況について問い合わせを



行い、問い合わせの結果、大阪府が昭和３２年の石津川の改修時に、里道の機能回復として

鶴田橋を建設したが、その後、維持管理をしていないとの回答がございました。 

 しかし、本市といたしましては、大阪府が管理する河川敷地内に存在する構造物であるこ

とから、大阪府に対しまして補修等の要望を求めてきたところでございます。 

 そのような中、昨年５月、大阪府は鶴田橋がみずからの管理物件ではないという主張に基

づきながらも、堺市が鶴田橋を引き継ぐための条件を確認したいと本市に申し入れてきた

ところでございます。以上です。 

 

 

◆西 委員  大阪府は鶴田橋がみずからの管理物件でないのに、管理の引き継ぎ漏れで

あったと言っていて、そして引き継ぎの申し入れをしてきた。何とも不可解な話であります

けれども、堺市は、この鶴田橋の管理者及びその管理についてどのように認識をされている

か、お示しください。 

 

 

◎船本 路政課長  本市といたしましては、鶴田橋の管理につきましては、橋の設置者で

ある大阪府が管理者であり、管理者たる大阪府において適正に維持管理すべきであると認

識しております。以上です。 

 

 

◆西 委員  では、大阪府からの引き継ぎ条件の確認ということがあったということで

ありますが、堺市はそれに対してどのように回答したのか、お示しください。 

 

 

◎船本 路政課長  鶴田橋の管理引き継ぎにつきましては、現状のまま、鶴田橋、橋だけ

を引き継ぐことはできないため、鶴田橋を含めた特定の範囲の市道認定が必要でございま

す。そのためには橋の改修を含め、さまざまな手続等を引き継ぎ元である大阪府が主体的に

行う必要がございまして、その前提に従いまして、大阪府が本市に対し協議を依頼するので

あれば引き継ぎ協議に応じていくと、大阪府に申し伝えております。以上です。 

 

 

◆西 委員  では、テレビ報道において、大阪府は鶴田橋を管理引き継ぎ漏れであるとい

うふうにお話をされてましたけれども、この報道よりも前に、堺市に対して大阪府から管理

引き継ぎの協議が行われたのかどうか、お示しください。 

 

 



◎船本 路政課長  大阪府がみずからの管理物件であると認識した上での引き継ぎの協

議の依頼につきましては、昭和３２年に大阪府によって鶴田橋が建設されてからテレビ報

道に至るまでは一度もございません。以上です。 

 

 

◆西 委員  この内容を聞いていて、ほとほとあきれるというのが正直なところであり

ますけれども。現状のまま、堺市がそんなんやったら引き継いだらいいんじゃないかという

ようなコメンテーターのコメントもあったように記憶をしておりますけれども、大阪府か

ら協議依頼があれば対応されるんでしょうか、お示しください。 

 

 

◎船本 路政課長  本市が管理を引き継ぐためには、鶴田橋を市道の一部として管理す

る必要がございますが、現在、この橋は両端とも市道のほうに接続していないため、橋の両

端からそれぞれ近接する市道までを新たに市道として認定する必要がございます。 

 本件につきましては、大阪府によって鶴田橋の改修を初め新たに市道とする部分に、道路

管理上必要な整備が施されるなど、市道認定が可能な状況となれば引き継ぐことができる

と考えております。大阪府からの管理引き継ぎに係る具体的な協議依頼があれば、協議に応

じてまいります。以上です。 

 

 

◆西 委員  まさに、市道に全く接続してないので、人のお家の真ん中のものだけを勝手

に引き継ぐということは、当然できないと思います。それは当たり前の話だと思いますが、

テレビ報道の際に、大阪府は堺市への管理引き継ぎに向けて協議を進めていくということ

をテレビ報道の中でお話をされてました。その後、大阪府から何らかの動きがあったのかど

うかについてお示しください。 

 

 

◎船本 路政課長  報道後、現在に至るまで、大阪府からの協議依頼のほうはございませ

ん。以上です。 

 

 

◆西 委員  大事なところなので確認をさせていただきたいんですが、９月に報道があ

ったので、もう２月ですけども、一切協議依頼はないのかどうか、もう一回お答えください。 

 

 

◎船本 路政課長  先ほど御答弁したとおり、現在までございません。以上です。 



 

 

◆西 委員  あれだけテレビの中で、管理引き継ぎ漏れなので協議をしていくと言いな

がら、一切ないことに非常にあきれるわけでありますけれども、こうなると頑張っていただ

かないといけないのは、建設局じゃなくて教育委員会だと思います。 

通学路としての鶴田橋の安全の維持について、大阪府、ちゃんとしてくれと、堺市の建設局

と協議をしてくれということをしっかり申し上げていくべきだと考えますが、教育委員会

の考えについてお示しください。 

 

 

◎井上 学務課長  教育委員会としましては、児童・生徒の安全な通学路の確保等の観点

からも、現在の管理者である大阪府に対して、橋の安全維持について要請の方法も検討した

上で働きかけてまいりたいと考えております。以上です。 

 

 

◆西 委員  ぜひ教育委員会、頑張っていただかないと進まないので、よろしくお願いし

たいと思いますが。こんなん実は西区の中にも、私が知る限りいっぱいあるんですね。この

場所について、西区津久野町３丁、宮本小橋東側でありますが、この場所について、まずお

聞きをしたいと思いますが、誰が管理をしている道路ですか。 

 

 

◎船本 路政課長  この道路につきましては、大阪府が管理する河川管理用通路でござ

います。以上です。 

 

 

◆西 委員  この道路上の一時停止等の路面標示が薄くなったり、見ていただくとわか

りますが、ほとんど点になっているぐらい、外側線がクッキーの型じゃないかぐらいの感じ

で、ほとんど残ってません。平成２９年に、地域の見守り隊の皆さんやＰＴＡから、このこ

とについて各方面に頼んでみましたけれども、子どもの安全なことのために必要なのに、結

局、表面だけで誰もやってくれないという相談が私のところにありました。 

 それで、この対策について、どうなっているのかなというふうに何とかやりとりをさせて

いただいていますが、この対策どうされているか、お示しください。 

 

 

◎井上 学務課長  当該道路における交差点注意や外側線等の路面標示につきましては、

管理者である大阪府が更改することになります。このような道路で、学校長などから公開等



の依頼があった場合は、堺市通学路交通安全プログラムに従い、管理者に対しまして更改の

依頼を行っております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  このようなこと、いっぱいあります。不可思議です。ぜひ教育委員会、頑張

っていただいて、鳳土木、しっかりしてくれという要望をしっかりやっていただきたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げて、この項目を終わります。 

 骨髄バンクの話に移ります。 

 池江選手の話題が出て、最近、また骨髄バンクにスポットライトが当たっているところで

ありますけれども、骨髄移植等推進に対する市の方針についてお示しください。 

 

 

◎河盛 保健医療課長  本市では、白血病など血液難病の患者の方を１人でも多く救う

ため、平成２９年度に関西骨髄バンク推進協会と堺市域における骨髄移植等の推進に係る

協定を締結し、協働によりまして、若年層を初めとした市民の皆様への普及啓発、献血併行

型ドナー登録会などを通じたドナー登録者をふやす取り組み、骨髄等を提供しやすい環境

整備を進めておるところでございます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  非常に積極的に取り組んでいただいていると思います。２０１６年１１月

に、私の友人の名古屋の日比健太郎市会議員が白血病で亡くなったときに、私は非常に反省

をしました。結局、その年の６月に、私は骨髄バンクのドナー登録したわけでありますけれ

ども、後ほど骨髄バンクを応援するさかいの西村さんという代表の方に、どうせあなたは自

分ごとにならないと動かなかったでしょうと、後で喝破されましたが、非常にそのとおりだ

と思って反省をしました。 

 骨髄バンク、どうしても登録拡大について、自分も登録しますし、私は実は後ほど出てき

ます説明員にもならせていただいていますけれども、その後、１２月の本会議で、この骨髄

バンクについて触れさせていただきました。それ以来、皆さん、しっかりと取り組んでいた

だいていることに感謝をしたいと思いますが、この環境整備に関する具体的な取り組みを

お示しください。 

 

 

◎河盛 保健医療課長  骨髄等移植を推進するには、ドナー登録者数の増加を図る一方、

ドナーが骨髄等を提供しやすい環境を整備していくことが重要であると考えております。

本市におきましても、関西骨髄バンク推進協会との協定に基づきまして、昨年６月から骨髄

等を提供する方への支援の一環としまして、同協会がクラウドファンディングを活用した



寄附金をもってドナー支援事業を実施しております。 

 これは平成３０年４月１日以降に骨髄等を提供した堺市に住所を有する方を対象に、１

４万円を上限に、骨髄等の提供に伴う入・通院などに要した日数に２万円を乗じた額を支援

するもので、本年２月末現在で３名の方に御利用いただいております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  いろいろ取り組んでいただいています。本年度の主な取り組みについてお

示しください。 

 

 

◎河盛 保健医療課長  本年度におきましては、特に若年層に向けた啓発に重点的に取

り組みました。５月と１０月に関西骨髄バンク推進協会、日本赤十字社と協働で、大阪府立

大学の学生約１００名を対象とした骨髄等移植に関する勉強会を実施し、１１月には同大

学学園祭におきまして、講演会や映画上映会、献血併行型ドナー登録会を開催いたしました。 

 また、ドナー登録を行うには、説明員の確保が必要でございます。昨年度、大阪府内初と

なるドナー登録説明員養成研修会を関西骨髄バンク推進協会及び大阪府と協働で、堺市に

おいて実施いたしました。その結果、同協会では、それまで２０名ほどの方が活動されてお

りましたが、研修によって新たに７名の方に説明員になっていただきました。本年度は、さ

らに大阪市とも協働し、研修会を開催することで説明員の増員を図っているところでござ

います。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  この説明員、木畑議員と私もならしていただいていますが、私のフェイスブ

ックを見て説明員になった方が、今重要な戦力になっているということもお聞きをして、本

当にうれしく思っています。 

 本市内におけるドナー登録者数はどのように変化をしているか、お示しください。 

 

 

◎河盛 保健医療課長  平成２９年度に締結した協定によりまして、関西骨髄バンク推

進協会及び日本赤十字社との連携が強化された結果、本市内における献血併行型ドナー登

録会での登録者数は、平成２８年度は３５人だったところ、平成２９年度は１１８人、本年

度は２月末現在ですが２９９人と、２年間で約８．５倍に増加しております。 

 なお、全国における２年間のドナー登録者数の伸び率約１０％と比較しても、本市の伸び

率は非常に高いものとなっております。 

 今後も引き続き、献血併行型ドナー登録会の開催や献血ルームへの協力依頼などを行う

ことによりまして、登録者数の増加を推進してまいります。以上でございます。 



 

 

◆西 委員  全国的な伸びが１０％、堺市は、取り組みを進めたら、２年で約８．５倍も、

８５０％になったと。こんなの画期的だと思います。ぜひ、市長この取り組みを表彰ものだ

と思いますので、よろしくお願いします。 

 ３１年度、どのように取り組まれようとしているか、お示しください。 

 

 

◎河盛 保健医療課長  平成３１年度につきましては、これまでの取り組みに加えまし

て、５月に行われる野外ロックフェスＳＡＫＡＩ ＭＥＥＴＩＮＧにおいて啓発ブースを

設置するなど、より多くの若い世代の方々に骨髄等移植についての理解を深めていただく

ための取り組みを進めてまいります。 

 また、引き続き大学や関係機関とのより一層の連携を図る一方、各自治体とともに骨髄等

移植の推進に当たり、必要な財政措置などについて国へ要望してまいります。以上でござい

ます。 

 

 

◆西 委員  ぜひよろしくお願いしたいと思います。長年活動されてきた鳳にお住まい

の骨髄バンクを応援するさかいの西村さんを初め皆さんの取り組みの礎の上に、このこと

があると思います。ぜひ推進都市となるべく取り組みを進めていただきたいと思います。 

 中心市街地の活性化に移ります。 

 堺東駅前で、機械式駐輪場を設置をする今年度予算が示されていますが、規模と予算につ

いてお示しください。 

 

 

◎黒原 自転車対策事務所長  お尋ねの駐輪場でございますが、堺東駅南側・東側からの

自転車利用者の駐輪場需要に対応するために整備するものでございます。 

 設置場所は駅前交通広場の中にございまして、公衆トイレの建てかえに合わせて、その上

空を合理的に利用するため、地上機械式で整備いたします。収容台数は約２００台、予算は

トイレの建てかえなども合わせまして２億７，５４６万９，０００円です。以上でございま

す。 

 

 

◆西 委員  機械式駐輪場、平成１９年の池尻議員の質疑を皮切りに、公明党の議員の皆

さんもたくさん取り上げていただいていますし、本当にこのような取り組みが進んでいる

ということは非常にすばらしいなと思いますが、この効果、お示しください。 



 

 

◎黒原 自転車対策事務所長  その効果でございますが、駅直近に設置することから、自

転車利用者の利便性が向上いたします。また、駅周辺や商店街の放置自転車が減少し、通行

環境が改善されることが期待できると考えております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  中心市街地の堺東駅に設置をする上での考え方について、お示しください。 

 

 

◎黒原 自転車対策事務所長  本市で初めての機械式立体駐輪場でございます。また、中

心市街地の堺東駅前に設置することから、側面を一部ガラス張りといたしまして、自転車の

まち堺をアピールできるシンボリックな施設となるようデザインを進めております。以上

でございます。 

 

 

◆西 委員  この施設、本当にすばらしいものだと思いますので、ぜひこれをモデルとし

て、さらに、池尻議員が何度も取り上げられておりますが、中百舌鳥等々にも拡大をできる

ように、ぜひ積極的な運用をお願いしたいと思います。 

 あわせまして、市役所前広場についてお聞きをしますが、この関連の３１年度の予算、そ

の内容についてお示しください。 

 

 

◎市川 都心まちづくり課長  Ｍｉｎａさかい市民交流広場に係る都心整備推進事業の

予算案といたしましては、４，３０２万６，０００円を計上しております。主な内容といた

しましては、広場の管理運営やイベント開催、活用促進に向けた委託費用等に要する費用で

ございます。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  この整備目的をお示しください。 

 

 

◎市川 都心まちづくり課長  Ｍｉｎａさかいは、中心市街地の活性化に向けて、また、

堺の玄関口にふさわしいまちの顔づくりに向け、市民の皆様に親しまれる憩いの場やにぎ

わいを創出するさまざまな活動の場として整備したものでございます。以上でございます。 

 



 

◆西 委員  では、この市民交流広場の事務事業総点検シートの成果指標についてお示

しください。 

 

 

◎市川 都心まちづくり課長  平成３０年度事務事業総点検シートにおいては、都心整

備推進事業の成果指標を市民交流広場利用件数と設定しております。平成２７年度実績値

１５０件、平成２８年度は目標値１８５件に対して、実績値２７０件、平成２９年度は目標

値３２０件に対し、実績値３９６件となっております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  この関連で、この間、福岡に行ったときに、夜ちょっとだけ、帰りの新幹線

の前に寄っただけですが、驚いたんですが、福岡市役所前の広場で、非常に温かい感じで、

真冬なのにイベントが行われました。翻って、堺市に帰ってきて見たら、ちょっと残念なが

ら青いライトでちょっと冷たい感じがしました。このイベント、どのような内容かお示しく

ださい。 

 

 

◎市川 都心まちづくり課長  福岡市役所西側ふれあい広場は、約１カ月間にわたり天

神クリスマスマーケットが開催されるなど、集客力のあるイベントが継続的に実施されて

いる状況であると伺っております。 

 なお、このふれあい広場は、福岡市が広場をＷｅ Ｌｏｖｅ天神協議会に貸し付け、民間

事業者が中心となり、柔軟な運用がなされ、本市としても参考にすべき事例であるかと考え

ております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ぜひ参考にしていただきたいと思いますが、と言っておきながら何なんで

すけども、この成果指標、少し課題があるんじゃないかなと、前から申し上げていますが、

思います。イベントの件数とかじゃなくて、やはり広場というのは、プライスレスなもので、

にぎわいをどのように確保していくかということが問われていると思います。 

 町なかである広場の価値、どのようにお考えか、お示しください。 

 

 

◎市川 都心まちづくり課長  広場の価値でございますが、当然、イベント等でにぎわい

を創出する部分、こういう部分も大変重要であるかと思います。 

 さらに加えまして、日常的に、例えば、目的があった状態で来るのではなくて、そこで休



息して、さらにそこから滞留していただく。また、回遊はそこから生まれるという、そうい

う部分、大切であるかと考えております。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  ぜひプライスレスな、にぎわいをしっかりつくっていく、そういう成果指標

をもう一度考えて、それに向けて、イベントの件数、はかられることのないように取り組み

をお願いしたいと思います。 

 次の項目に移ります。給食調理場について、前回の１２月の大綱質疑でも取り上げました

が、この予算と今後の予定についてお示しください。 

 

 

◎黒島 保健給食課長  平成３１年度の当初予算案としまして、今回、既設調理場１校に

空調をモデル設置するための経費２５０万円を計上してございます。今後、これまでの議会

での議論を踏まえまして、空調を設置することにより、空間として冷却効果が見込まれる配

膳室と食品庫に設備の設置を行い、調理場全体の冷却効果や調理作業中の調理員の退避場

所としての役割が担えるかどうか、効果検証を行ってまいります。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  今回初めて設置するんでしょうか。 

 

 

◎黒島 保健給食課長  現状の調理場ですが、更衣室等、平成２４年度以降、改築を行っ

た調理場の配膳室に設置を行ってございますが、従事者の暑さ対策として、既設の調理場に

設置を行うのは初めてであり、しっかりその効果を検証してまいりたいと考えてございま

す。以上でございます。 

 

 

◆西 委員  もともと２校、予算要求が出ている中で、１校のみのモデル設置で検証可能

か心配ですが、いかがでしょうか。 

 

 

◎黒島 保健給食課長  本市の既設調理場には、現行の衛生管理基準に基づき改築を行

った調理場と旧式の調理場の２つタイプがあることから、タイプ別に効果検証を行うこと

も重要であると考えてございます。そのため、もう１校選考して設置すべく、今年度、平成

３０年度の予算から必要経費を捻出しまして、現在設置に向けた準備を進めているところ

でございます。以上でございます。 



 

 

◆西 委員  ２校というので物足りないんです、率直に申し上げて。何度も我が会派から

も取り上げています。ぜひ、さらに早く設置をお願いしたいと思います。全校へ設置をめざ

していただきたいと思います。 

 次の項目は、もう時間がなくなったので終わらせていただきます。ＭａａＳについて、公

共交通の活性化について、また戻ってくることができれば、引き続き取り上げたいと思いま

す。よろしくお願いします。 


