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○午後１時再開 

○議長（三宅達也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

大綱質疑を継続いたします。２４番西哲史議員。（拍手） 

○２４番（西哲史君）（登壇） 堺創志会の西哲史です。会派を代表して３巡目のその他大綱

質疑をさせていただきます。 

今春、多くの市民の皆様からの熱い応援を賜り、３期目の議席をいただきました。多くの

市民の皆様にいただいた負託を胸に、持続可能な堺の発展に改めて尽力してまいりたいと思

いますので、議員の皆様、理事者の皆様、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

永藤市長におかれましては、市長御就任おめでとうございます。昨日、木畑議員からも申

し上げましたが、市長所信を拝聴しながら、我が会派がこれまでさまざまに提案し議論して

きたことと重なる部分も多くありました。堺の市民の皆様の幸せというゴールに向けて、登

る道は違うこともあるかもしれませんが、是々非々で議論をさせていただきたいと考えてい

ます。 

その前提として、一昨日からの本会議での各局長の御答弁をお聞きしながら、気になるこ

とがありますので、一言申し上げたいと思います。 

市長がかわり、方針が変わることはあることは理解をしますが、事実認定、評価について

は従前の答弁との整合性はとっていただきますよう何とぞお願いしたいと思います。 

世界遺産ガイダンス施設について、前市長のときは博物館の展示スペースの余裕はないと

答弁をされていたにもかかわらず、新市長になったら、なぜか古墳について展示するスペー

スの余裕があるかのように聞こえる答弁があったのは、いささか残念でございます。 

また、財政や行革についても後ほども議論しますが、まるで新しい内容が出たかのように、

これまで言ってきた内容をおっしゃる答弁が少なからずありました。 

政治家同士の議論、コンフリクトはいろいろあると思いますが、少なくとも行政との距離

感は市長がかわろうが同じでなければならないと私は自己を律していますので、当局の皆さ

んも何とぞ整合性の維持をよろしくお願いし、各項目の質疑に入ります。 

まず、津久野駅周辺のまちづくりについて質問をさせていただきます。 

先日、永藤市長は、津久野駅西口で実施をされた好きやねん津久野主催ＴＨＥ夜店に来て

いただき、地域の皆さんも新市長が津久野まで地域行事に足を運んでいただいたと喜んでお

られました。 

そのときも、私からも市長とビールを飲みながら、課題について意見交換をさせていただ

きましたが、これまで本会議や建設委員会で議論させてきていただいたとおり、津久野駅周

辺は、医療センターがあり基幹的な駅であるにもかかわらず、時代に取り残されたかのよう

になっています。西側駅広場が整備未完了のまま中途半端な状態で取り残されており、東西

の往来はバリアフリー化されておらず、往来に大きく問題があり、東口駅広場に接するＵＲ
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ビル３つが耐震検査が未了であることや、活性化が必要である等の課題があります。これま

での地元の取り組みをどのように市当局は認識しているのか、またそれに対して市はどのよ

うに支援していこうとしているのか、お示しください。 

第２に、自転車のまちづくりについて質問をさせていただきます。 

先週、札幌で国土交通省、警察、全国の自治体関係者、学識者、企業等、自転車のまちづ

くり分野を中心に交通安全や公共交通の関係者が一堂に会する自転車利用環境向上会議が開

催をされました。私も参加をさせていただきました。 

昨年は堺市での開催でしたが、ことしの札幌での開催においても、自転車活用推進本部を

設け、自転車のまちづくりを省の重点施策として推進をする国交省初め、全国の関係者が堺

市の取り組みについて関心をお持ちなのを痛感しました。堺市の建設局職員の皆さんのＰＲ

も非常にすばらしいものでした。 

堺の取り組みは全国的にも先駆けた取り組みですが、何ゆえ堺市は自転車のまちづくりを

進めているのか、当局の認識を改めてお示しください。 

第３に、骨髄バンクについて質問をさせていただきます。 

骨髄バンク登録について何度となく本会議で取り上げさせていただいています。骨髄バン

クの登録拡大は確実に命を救う取り組みと言え、非常に重要な取り組みと考えます。移植に

用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律では、地方公共団体の責務が明確に示さ

れています。それに対する当局の認識はどのようなものか、お示しください。また、現在ど

のように取り組みを進めているのか、お示しください。 

第４に、東京事務所について質問をさせていただきます。 

私は市長が初登庁されたときのテレビや新聞報道に大きなショックを受けました。東京事

務所を廃止・統合するとの記述があり、ネット上でも、東京事務所を廃止とは、永藤市長は

よく決断したとの旨の維新を応援している方の論調もありました。 

東京事務所は、さまざまな意味で重要な機能を担い、プロモーションの観点からも拡充し

ていくべきと考えて１０年以上議論しただけに大きなショックを受けましたが、改革の第一

歩としてセンセーショナルに大きく打ち出された割には、その後、報道には熱心に御説明を

していただいているものの、議会に対し東京事務所の変化について説明がありません。今ど

のような状況か、改めてお示しください。 

最後に、全事業チェックについて質問をさせていただきます。 

この３カ月、永藤市長は何度となく全事業チェックをしているとツイッター等々でもアピ

ールをされてきました。事務事業総点検シートの活用についてさまざまな提案を行い、ＲＰ

Ａの活用についても初めて一昨年度に取り上げ、ＡＩやＩＣＴの活用についてさまざまな提

案を行ってきた者として、いかなる基準に基づいてどのような結果が出てくるか、非常に期

待し、楽しみにしていました。 
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●●●していましたが、結果として出てきたものは、チェックの結果というよりは、プロ

セスを経て何らかの定量的な基準に基づいた結果というよりは、都市政策研究所の廃止を除

けば、選挙中におっしゃっていたものがそのまま実施されることとなっただけというように

見えました。 

改めてお尋ねをしますが、この全事業チェックとは何だったのか、お示しください。 

以上をもちまして、降壇をさせていただきます。 

○議長（三宅達也君） これより答弁を求めます。 

○市長（永藤英機君）（登壇） 堺創志会、西哲史議員の御質問のうち、全事業チェックにつ

いてお答えをいたします。 

６月１０日に就任しましてから、堺市がこれまで行ってきた、また現在行っている全ての

事務事業について、総点検シートを活用しましてチェックを行ってまいりました。それをも

とに、６月１８日から７月１２日にかけて各局長・区長の皆さんと意見交換を行いました。 

意見交換の中で疑問に感じたこと、また事業実施における問題点等確認をいたしまして、

見直すべきもの、これは改善したほうがいいんじゃないかと考えるものについては、その場

で指示をいたしました。 

また、７月に中野副市長、島田副市長に就任いただきまして、その後、２人の副市長と協

議を重ねて、見直しの方針、見直しの検討を進めてまいりました。８月には、これらを踏ま

えて事業見直しの視点を整理し、公表するとともに、先日８月の２２日には記者会見にて、

金額の大きいものや人員増が見込まれるものなど大型事業の見直しの方向性について、メッ

セージとして打ち出しをいたしました。 

１０月以降、現在募集している市民の皆様、そして職員の皆さんからの提案の精査と並行

しまして、事業の整理を進めてまいります。そして次回の議会までには一定の方向性をお示

ししたいと考えております。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 津久野駅周辺のまちづくりについてお答えいたします。 

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、津久野駅前周辺の課題解決をめざして、津久野駅前プロジェクト協議会が設立されま

した。 

これまでワークショップや再開発に関する意見交換、勉強会などが開催されており、市と

してもこれらに参加して、助言や専門家派遣を行うなど、地元主体のまちづくり活動を支援

してきました。以上でございます。 

○建設局長（中辻益治君） 自転車のまちづくりについてお答えします。 

仁徳天皇陵古墳を初めとする百舌鳥古墳群が築造されたときに使用したくわなど鉄器の金

属加工技術が脈々と受け継がれ、鉄砲や包丁、そして自転車部品等の製造へ生かされ、堺の

自転車産業は発展を遂げてきました。 
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このような歴史的な背景を踏まえ、自転車は短距離移動の交通手段としてすぐれている点

や、温室効果ガス削減という課題への対応、また健康面への効果から、自転車を生かした取

り組みを進めており、自転車産業の発展にも寄与すると考えております。以上でございます。 

○健康福祉局長（隅野巧君） 骨髄バンクに係る当局の認識、現在の取り組み状況について御

説明させていただきます。 

法律では、地方公共団体は国との適切な役割分担を踏まえ、造血幹細胞の適切な提供の推

進に関する責務を有するとともに、関係機関と相互に連携し、適切な提供の推進に努めるよ

う定められています。 

本市においては、同法に基づき骨髄移植をより一層推進するため、平成２９年１１月に特

定非営利活動法人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

締結しました。その結果、例えば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人であったところ、平成３０年度は３６３人と２年間で約１０．４倍に

増加しました。以上でございます。 

○市長公室長（柴信君） 堺市東京事務所について御答弁申し上げます。 

永藤市長が就任され、市長公室との意見交換の際、東京事務所のあり方について、大阪府、

大阪市の東京事務所と一緒にやれないか、検討するよう指示がありました。より効果的な事

務の連携を進める観点から、３つの東京事務所がおのおのの事務を果たしながら事務所の共

同化を図る一体運営について現在検討を進めています。 

目途としましては、年内に日本都市センター会館内にある堺市東京事務所を都道府県会館

にある大阪府・大阪市東京事務所内に移転する方向で調整を行っております。以上でござい

ます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） 御答弁ありがとうございます。それでは一問一答で進めさせていただ

きたいと思います。 

津久野駅周辺のまちづくりについて、まずお答えをいただきました。 

この津久野駅の周辺について、さまざまに課題認識をしていただいて取り組んでいただい

ていることは承知をしているところでございます。いろんなところで、いろんな課題がもと

もと最初お話をさせていただく前は、なかなか表面化をしていなかった部分たくさんありま

すけれども、非常に市当局皆さん頑張っていただいて、いろいろと課題を今抽出をしていた

だいている段階だと思いますが、今年度の市の取り組みについて御説明いただけますでしょ

うか。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 市といたしましては、地元主体のまちづくり活動を支援する

ため、今年度、津久野駅前周辺における都市再開発等調査・検討支援業務を実施しておりま
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す。本業務において現況調査や課題整理、地元意向の把握等を行った上で、まちづくりの構

想案、概略の事業計画を作成していきます。 

本業務の中で、津久野駅前プロジェクト協議会や地元の津久野校区、家原寺校区からも御

参加いただき、再開発事業の完成で終わるのでなく、テナントの更新など将来にわたって持

続可能な工夫が必要であることや、ＪＲとＵＲに働きかけて協力を得る必要があることなど

について意見交換を行いました。 

今後調査内容の精査、津久野駅周辺の課題整理、まちの絵姿等について御意見をお聞きし

ながら、取り組みを進めていきます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） いろいろと今取り組んでいただいている段階でありますけれども、特

にこれ、さまざまなステークホルダーがかかわってきますので、非常に堺市に調整というこ

とで頑張っていただかなきゃいけない部分もたくさんあると思います。 

今後どのように取り組もうとしているか、お示しください。 

○建築都市局長（窪園伸一君） 地元主体の活動を支援するとともに関係機関との協議・調整

を行うなど、再開発等による都市機能更新を初め、活力や魅力ある駅周辺の実現に向けて取

り組んでいきます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひとも今後ともこの分野については非常に島田副市長よくわかって

くださってると思いますので、筆頭に引っ張っていただいて、全力で前へ進めていただきま

すようによろしくお願いしたいと思います。 

次の項目に移ります。 

自転車のまちづくりについて御説明をいただきました。さまざまな意義、効果についても

御説明いただいたと思います。 

加えてあるとするならば、交通安全の観点が大いにあるかなと思っています。委員会では

ございませんので、細かくは申し上げませんが、右側通行を減らすことが本当に交通事故の

多くを減らしていくことにつながってくることになると思いますので、交通安全の観点も含

めて、よろしくお願いしたいと思っています。 

特に、健康への取り組みというのは全国的にも堺が注目されてるというのは国交省の皆さ

ん初め、おっしゃってました。これはぜひさらに前へ進めていただきたいなと思っています。 

自転車生産高の多くを占める堺だからこそ、やらなくちゃいけない、そして古墳があるか

らこそ、やらなくちゃいけない、そういう取り組みでもあると思いますので、よろしくお願

いいたします。 
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この堺は、今全国から注目されているうちの１つは自転車に特化した部組織ということで、

これは京都市も今追いつこうとされているようでありますけれども、こういう組織があると

いうのも含めて先進的だなと取り組みに注目が集まっているところでありますが、具体的に

どのような取り組みを進めてきたのか、お示しください。 

○建設局長（中辻益治君） 今議員お示しのように、自転車まちづくり部としては平成２７年

度から正式な部対応になっております。今まで平成２５年度に自転車利用環境計画を策定し、

使う、守る、とめる、そして走るの自転車施策を４本の柱に体系化し、総合的かつ計画的に

展開してきました。 

使うでは、さかいコミュニティサイクルの運用や自転車通勤の推奨、守るでは、市民等と

協働し、交通安全教育や啓発活動を行ってまいりました。また、とめるでは、駅前における

放置自転車削減の取り組みを行い、走るでは、安全に通行できる自転車通行環境の整備を進

めてきました。 

平成２６年には堺市自転車まちづくり推進条例を施行し、市民、事業者、行政それぞれに

責務を課し、協働で安全に安心して、そして楽しく自転車利用できる取り組みを進めてきま

した。 

また、昨年は自転車の利用環境に関する全国会議に当たる自転車利用環境向上会議を堺市

で開催し、自転車通勤がもたらす健康効果やＳＡＫＡＩ散走、自転車で散歩するという意味

ですけども、ＳＡＫＡＩ散走という自転車を使った新しい取り組みを通じて自転車のまち堺

を全国に発信し、国や各自治体から問い合わせがふえるなど、注目を浴びております。そし

て、この８月には、今後４年間で重点的に取り組むべき施策をまとめた堺市自転車利用環境

計画（追補版）重点アクションプランを策定しました。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） この追補版をもとに活用計画が全国のまだそんなにたくさんではあり

ませんが、数十の自治体が策定をした、この活用推進計画、法が求めてるものでありますけ

れども、策定ができて、非常にまちづくりがさらに進んでいるということで、いろいろと話

題になっておりましたが、この取り組み、追補版の策定を機に、さらに自転車のまちづくり

の取り組みは加速をしていくということだと思いますが、どのような内容か、お示しくださ

い。 

○建設局長（中辻益治君） 新たに追補する追補版の内容としましては、民間事業者主導のＩ

ｏＴを生かしたシェアサイクルの導入や大和川左岸沿線の広大な敷地を有効活用した広域ネ

ットワークの形成などを行い、周辺自治体と連携を図っていきます。 

まず、シェアサイクルにつきましては、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録で注目を

浴びていることから、来訪者対策としても効果的であり、民間シェアサイクル事業者協力の
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もと、実証実験を行いたいと考えております。 

次に、大和川左岸沿線を活用した取り組みにおいては、泉州サイクルルートや南河内サイ

クルラインの結節部となることから、広域的な周遊ルート形成に向け、環境整備を進めてい

きます。あわせて、サイクルポート機能や全ての自転車ユーザーが楽しめる拠点施設を整備

することにより、多方面から自転車で訪れたいと思えるような自転車のまち堺にふさわしい

自転車の利用環境整備に取り組んでいきます。以上でございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひ取り組みをさらに進めていただきたいと思います。 

今の御答弁にはありませんでしたが、自転車博物館も御存じのとおり、堺東駅の北側のと

ころに移転をしてくるということですから、この大和川の上部利用の話も含めて、１３号線

堺東駅から大和川までの間、ぜひ全国に誇れるようなモデル的な事例をつくっていただきた

いなと思っていますし、またシェアサイクルの話ですが、コミュニティサイクルは導入が全

国的にも早かったものですから、逆にいろいろと今おくれちゃってる部分といいますか、さ

まざまな課題が出ている部分もあると思います。 

今全国では、さまざまなＩｏＴを活用したシェアサイクルの事例も出てますし、また取り

組みがかなり早かった札幌の事例もアップデートされたということで、ＩｏＴの活用をしな

がらアップデートしているということで、ぜひ市長もＩｏＴの活用、熱心に言っていただい

ていることですし、また新しい全国に誇れるようなモデルをつくっていただきたいなと思っ

ています。 

また、御答弁いただいているのは建設局長でありますけれども、先日も国交省の皆さんと

お話をしていたら、やはりＭａａＳの取り組みがこれから重要になってくる、ＭａａＳの取

り組みが重要になってくる中で、それぞれの地域特性をどのように生かすかというＭａａＳ

を来年度以降ちゃんと募集していきたいということをおっしゃっていました。 

福岡でＭａａＳの取り組みで、メルチャリとバスをどう連携させるかという話もやってま

すが、まさに堺は自転車のまちということで、この特性を生かしたＭａａＳというのもある

んじゃないかと思いますので、これはぜひモデル事業にも応募をすることも視野に入れなが

ら、ぜひ議論していただきたいなと思っています。よろしくお願いします。 

次、骨髄バンクについて移らせていただきます。 

登録が２年間で約１０．４倍ということで、実はこれ、骨髄バンクにかかわる人たちの中

でも堺の奇跡と言われるぐらい話題になっているそうであります。２年間で１０．４倍。か

なり、この間ごらんになった方はいらっしゃるかもしれませんが、機関紙の中でも話題にな

っていました。 

先ほど御紹介いただいた関西骨髄バンク推進協会との協定も非常に話題になりまして、同
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協会は骨髄等を提供した本市市民に対してドナー支援金を給付する事業を実施をしていると

ころであります。 

この事業の財源はいろいろと議論があったように聞いてますが、クラウドファンディング

をやりましょうということで両者なって調達をしたということであります。このクラウドフ

ァンディングを活用した取り組みの成果についてどのように考えておられますでしょうか。 

また、同協会がドナー支援金を給付するに当たり、既にクラウドファンディングで集めた

お金は足りなくなってしまって、これに係る事務負担が大きいものになってるという状況を

把握をされていますでしょうか。 

○健康福祉局長（隅野巧君） 関西骨髄バンク推進協会が給付するドナー支援金は、クラウド

ファンディングによる寄附金を活用して平成３０年６月から実施しており、現在９人のドナ

ーから申請があったと聞いております。 

この取り組みによって、市民が骨髄提供しやすい環境を整えることができたほか、堺ブレ

イザーズなど多くの団体、個人の協力を得るなど支援の輪が広がったことで、骨髄移植の理

解促進に係る幅広い周知ができたという効果が生じました。 

しかしながら、同協会から現在寄附金額を超過する同支援金の申請がある中で財源が不足

し、事務的負担も増加しているという報告があり、対応について同協会と協議しているとこ

ろです。以上です。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） 非常に今困難な状況に乗り上げちゃってるということだと思います。 

もともとこの議論が始まったときに、ドナーに対する給付支援金という議論をさせていた

だいていました。これは私だけじゃなくて、何人もの議員さんが取り上げておられたわけで

ありますけれども、ドナーになった市民の方が約１週間ぐらいですね、いざ提供する、登録

をするときは一瞬でできるわけでありますけれども、提供するときは、それなりに時間的拘

束がかかるので、働くことができないとか、そういうことも含めて支援金を給付していると

いうことが全国各地で起きてるということでありましたが、政令指定都市、ほかの市はどの

ようになっているか、お示しください。 

○健康福祉局長（隅野巧君） 政令指定都市においては、２０市中半数を超える１３市が、市

が直接給付する制度を実施しております。これら１３の政令指定都市では、議会や市民団体

からの要望があったことや府県で支援金給付制度を構築したことを契機として、実施するに

至った事例が多いというふうに聞いております。以上です。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） つまり堺を除いて１３市、堺を入れると１４市、２０市中１４市が支
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援制度を持っている。堺だけクラウドファンディングの方法によっているということであり

ます。つまり、かなり多くの自治体で今給付制度が行われている中、堺はクラウドファンデ

ィングの制度を使用した結果として、既に実は１人分の給付が浮いちゃっていて、これをど

うするかというのが非常に困難な課題になっています。 

本市においても、竹山前市長のときに、この支援制度、ちょっと残念ながら中途半端な形

になって、クラウドファンディングのみに依存するという形になってしまって、官民協働と

いうことはあるとしても、余りにもちょっと偏った負担になってるんじゃないかなと。せっ

かく協定を結んでいるにもかかわらず、主体団体も堺ではないですし、事務負担だけやって

くださいというような状態になっているいうことでありますが、ぜひこれについては何らか

のケアをして、やはり本市においても、割合はいろいろとあると思いますが、支援制度構築

をして、持続可能な仕組みにしていくことはできないのでしょうか。 

実際多くの市においてやっているという状況も踏まえて、ぜひ検討していただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○健康福祉局長（隅野巧君） 本市としては、関西骨髄バンク推進協会が持続可能な活動がで

きるよう同協会と協議していく一方、骨髄等を提供したドナーに対する支援金を公費で負担

するということについては、支援金の効果や他都市の例を踏まえ、十分に研究していく必要

があるというふうに考えております。以上です。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひ研究は急いでいただきたいなと前々から思っているわけでありま

すけれども、当時平成２８年の健康福祉局長の御答弁によれば、大体恐らく８人ぐらい年間

でいるんじゃないかと、各市のこれ金額もいろいろ議論していただいたら結構だと思います

が、他都市の例を見ると大体お１人当たり１４万円ぐらい、２万円掛ける７日分という算定

で１４万円ぐらいが平均的な例だというふうにお聞きをしています。つまり、そんなにたく

さんの数を申し上げているわけではありません。 

そういうことも踏まえて、ぜひ前の制度の中途半端な状態を新市長で一新をしていただい

て、確実に堺もやってるんだよと、全国に堺の奇跡を起こしたまちだからこそ言えるような

取り組みをぜひお願いしたいと思っています。 

ほかの地方公共団体においては、関係団体等による協議会も設置をしている例があると聞

いています。先ほどお示しをいただいたように、法の中でも地方自治体の責務を明確に規定

をされているわけでありますから、日赤及びさまざまな関係団体と協議をする場をつくって、

さらにふやしていくための取り組みを進めていく。登録がふえることと、先ほどの提供する

というのはまた違う話でありますけれども、登録をふやしていくために協議会をつくってい

く、協議の場をつくっていくことが大事だと思いますが、いかがでしょうか。 
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○健康福祉局長（隅野巧君） 本市では骨髄等移植の推進に当たり、関西骨髄バンク推進協会

や日本赤十字社、大阪府など他自治体と連携しつつ事業を展開し、登録ドナー数の増加など

一定の成果を上げています。その成果を拡大していくために、各団体との連携の強化につい

て取り組んでまいります。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） ぜひ協議の場をつくっていただきたいと思います。 

あわせまして、何度か申し上げてますが、さまざまな献血ルームの場や献血車が出てくる

場で、全然献血のみを呼びかけていて、ドナー登録を呼びかけられてない。堺は日赤の地区

本部があるまちですから、ぜひ積極的にお勧め上手であってください。献血をするときにご

くわずかな手間でできますから、あわせてやったらごくわずかな手間でできますから、普通

のお店でやってるような、ちょっとこれどうですか、一緒に、具体的な商品名は言いません

けれども、お勧め上手であってくれというふうに要請を日赤に対して改めてしていただきた

いと思いますが、いかがですか。 

○健康福祉局長（隅野巧君） 一人でも多くのドナー登録者をふやすため、日本赤十字社に対

して引き続きドナー登録について、より一層の勧奨をしていただくよう協議していきます。

以上です。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） よろしくお願いを申し上げます。 

ちょっと東京事務所については、時間が限られてますので、時間がないので、これは委員

会の中で質疑をさせていただきたいと思います。 

事業チェックについて市長より御答弁をいただきました。 

ただ残念なのは、今お示しをいただいたのは事業総点検シートの資料を活用して局長と意

見交換を行った、そして副市長とも課題、問題点の整理を行った。それはそうだと思うんで

す。だから具体的にどのような基準に基づいて、どのような資料に基づいて調査をしたかと

いうことをぜひお示しをいただけたらと思います。 

というのは、もう今行革の議論というのは見える化という議論のステージではもうなくな

っています。見える化ではなくて、どうやって行政情報をさらけ出せるか、見える化からさ

らけ出す化へというのが今の行革の議論であります。 

国の行政事業シートは今全面的に公開をされています。ＪＵＤＧＩＴ！というサイトをぜ

ひまた後日でも見ていただけたらと思いますが、さまざまな観点で検索をし直して国の事業

レベルがやれるように、これは国民の皆さんに公開をする。それで国民参加の議論の中で皆

さんに自分ごとになっていただいて議論をしていく。さまざまな指標の中で、この指標が正
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しい指標なのか、それが正しい指標であれば、次はこのやり方じゃなくてこっちのやり方で

いいんじゃないか、そういう手法の検討も公開の中でやっていく。でも残念ながら、ごめん

なさい、今の段階で、これからやっていこうとされてるとは思いますが、今の段階では基準

が見えない。木畑議員が言ってましたが、ひな形のない行政改革は単なる魔女狩りになる可

能性があるということでもあります。 

ぜひどのような基準か、一度お示しいただけたらと思います。 

○市長（永藤英機君） 私が就任後に取り組んだのは、まずこの堺市がどんな事務事業を行っ

ているかということを確認しました。局に問い合わせをしましたら、総点検シートというも

のがあると。これはその総点検シートの中で、それぞれＡ４、１枚裏表もしくは二次点検も

ありますが、それに基づいてチェックをされているということで、もうひたすら各局ごとに

まとめてもらって、それを１枚１枚内容を見ていきました。その中で気になったものという

のは、各局の責任者の方にお伝えをして改善の依頼をしたということがあります。 

一方で、それを１枚１枚見てても重複する項目があったり、もしくは１つの事業にまとめ

られているんですけど、その中に細分化しているものがあって、本当にそれを１つで扱って

いいのかと。事務事業総点検シートのまとめ方についても疑問を感じるところがあったんで

すね。 

ですから、私がもともと提案をしていました区役所の機能強化であるとか、ＩＣＴという

ところで、もう一度その総点検シートの事務事業のあり方というものをくくり直すことがで

きれば、方向性を示せるのではないかというふうに考えました。 

あわせて、職員の皆さんや市民の皆さんからも幅広く提案をいただきたいということで、

８月の下旬から９月にかけて募集をしていますので、それを合わせた中でどういうくくり方

をするのか、そして反映をして方向性を示したいというふうに考えております。 

その基準につきましては、私が２巡ぐらい総点検シートを見ていったんですけど、その中

で、例えば時代の変化に合っているのか、もしくはここはもう少してこ入れをしたほうがい

いんじゃないかという基準がありましたので、それは事業見直しの方向性、シートにまとめ

て、７項目でしたかね、それに基づいて職員の皆さんにも提案を募集したところです。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） 今おっしゃっていただいたことで少し安心をする部分はあるんですが、

ぜひ恣意的な評価と言われないように、どのように定量的な基準で、どのようにやってるか

ということをぜひもう少しまたこれからお示しをいただけたらなと思っています。 

時間がないので、もう簡単に終わるしかないんですが、資料１をお示しをいただけますか。 

事業見直しの視点ということで、いろいろと庁内に指示をされています。 

ただ、この事業見直しの視点、見せていただいてまず思ったのは、１枚ですかと。庁内に
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対してどのような視点で、もう少し具体的にちゃんと指示をしていただきたいと思ったわけ

ですが、例えばＩＣＴ活用による効率化等、ＩＴ、ＲＰＡなどを活用することによる業務の

効率化。総務局長にぜひお聞きをしたいと思っていたわけですが、それってこれまで指示さ

れてなかったんですか。 

○総務局長（土生徹君） 総点検の項目に加えまして、先ほど議員からお示しいただいたよう

な項目というのは、これまでも１つの行財政改革の視点としてお示しをさせていただいたも

のでございます。それを改めて今回明示して文書として表示することによって、再度の庁内

の見直しを喚起するということに使わせていただいたということでございます。 

○２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員。 

○２４番（西哲史君） もう時間がないので、もう一度だけ簡潔にお答えをいただけたらと思

うんですが、ＩＣＴの活用なり、これほか見ていくと、区役所機能の強化、税金の無駄遣い

をなくす、こんなの皆さんこれまでもずっとやってきたことじゃないですか。新しいものが

あるなら教えてください。 

○総務局長（土生徹君） 長期間にわたっての特定の団体が対象になっているといったような

事柄ですけれども、先ほど来申し上げておりますように、これまでも改革の視点として取り

上げてはきておりましたけれども、今回それを文書として明示することで、再度の点検・見

直しの契機とさせていただいたということでございます。 

○議長（三宅達也君） ２４番西哲史議員に申し上げます。発言時間が超過しておりますので、

簡潔にお願いいたします。 

○２４番（西哲史君） ありがとうございます。時間がないので、終わらせていただきますが、

今の御答弁を聞く限り、新しい視点ではなくて、これまで言ってきたことをまた改めて通知

をするという理解でいいということのような御答弁のような気がしました。違うならば御答

弁していただいても結構ですし、また委員会でも質疑をさせていただけたらと思いますが、

同じやり方で同じ指示を出しても結果は変わらないと思いますので、そのことを申し上げて、

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。 

○市長（永藤英機君） これまでの堺市政で、堺市行政で、今回お示しをしたような観点が全

く抜けていたとは私も考えておりません。ただ、どこまで思いを持って、それを当てはめら

れるかということだと思うんですね。 

ＡＩとかＩＴ、ＲＰＡというのは、ここ数年、特に他自治体でも話題になったり導入がさ

れていますが、堺ではまだまだ活用できてないことが多いんじゃないかというふうに考えて

います。それに至っては、どうしても新しいことにチャレンジするというのは勇気が要りま

すから、それで今まで手作業でやってたものをこれからも手作業でやったほうが楽なんじゃ

ないかということが職員さんの頭の中にはあるんじゃないかなというふうに思っています。
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今回私は大きな方向性を打ち出していますので、今回改めて新市長として就任した私が示す

ことで、職員の皆さんからも、今既にかなりＩＴに対する提案というのは私のもとに届いて

おりまして、これまでのなかなか進まなかったこととは違って、恐らく西議員にもこれから

変わったなということをごらんいただけるのではないかと考えています。 


