
9 月 27 日総務財政委員会（市長質問以外） 

○西委員 おはようございます。創志会の西哲史でございます。総務財政委員会、久しぶ

りの所属ですので、またよろしくお願いいたします。 さて、早速質問に入らせていただ

きたいと思いますが、まず１項目め、選挙違反についてということであります。過日の本

会議の大綱質疑で、元議長の水ノ上議員さんから非常に残念な質疑がありました。まだ選

挙違反確定をして有罪になったわけでもなく、推定無罪の原則が働くはずにもかかわら

ず、米谷文克元市議、前議運委員長だという実名を挙げて、選挙の公正性について大きく

信用を失墜したとか、ゆゆしき事態だとか、非常に残念な質疑がございました。まだ有罪

前の、有罪確定したわけでもないのに非常に残念な質疑だなと思っているわけであります

が、そこでお尋ねをしたいわけであります。 この水ノ上議員、ちなみに何とおっしゃっ

てたかというと、我々議会議員は幾度となく選挙に携わる身でありますから、いずれの選

挙においても公職選挙法に照らして違反のない公正な選挙をしていかなければなりませ

ん。ましてこのようないろいろな不正な事案が続いた後には、それをしっかりと守ってい

かなければなりませんとおっしゃっています。そこでお聞きをしたいわけでありますが、

統一地方選挙の終了後、このような西区の水ノ上元議長のポスターに当選御礼というポス

ター、印刷をした紙が張りつけられていました。これは公職選挙法違反ではないですか 

  

○三谷選挙管理委員会事務局次長 選挙管理委員会には捜査権限がございません。個別具

体例の違法性につきましては、捜査当局の判断によるものでございます。本件については

コメントのほうは差し控えさせていただきたいと思います。以上です。  

 

○西委員 非常にこのポスターを張られて、私のところにも何で西は張らないんだと、元

議長が貼っていらっしゃるのに、おまえはおまえのポスターに当選御礼と張らないのは、

おまえは常識がないんかというお叱りの声もいただきました。そこで、これについて違反

かどうかはコメントができないということでありますので、聞き方を変えたいと思いま

す。 私が次の選挙、仮に出馬をするかどうかもまだわかりませんが、出馬をしたとしま

して、また通していただけるかどうかもわかりませんが、当選をさせていただいたとし

て、私のポスターの上に当選御礼と張り紙をしたら、これは違反かどうか、お示しをくだ

さい。  

 

○三谷選挙管理委員会事務局次長 選挙期日後に政治活動用ポスターに当選御礼の張り紙

を貼るということは、公職選挙法に規定されております選挙期日後の挨拶行為の制限に抵

触するおそれがあると思われます。以上でございます。  

 

○西委員 つまり、政治活動ポスターに選挙後に当選御礼の張り紙を張るということは公



選法違反だということであります。 この文書図画について、挨拶行為の制限のうち文書

図画についての制限はどのようになっていますでしょうか。また、罰則はいかなるもの

か、お示しください。  

 

○三谷選挙管理委員会事務局次長 選挙期日後の挨拶行為に関する制限に関する規定とい

たしましては、公職選挙法第１７８条がございます。その第２号において、文書図画につ

いての規定がなされております。規定の内容でございますが、自筆の信書及び当選または

落選に関する祝辞、見舞い等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布または掲

示することはできないものとされております。また、罰則でございますが、公職選挙法第

２４５条により、１７８条の規定に違反した者は３０万円以下の罰金に処すとされており

ます。以上でございます。  

 

○西委員 当選御礼を張って文書図画違反をすると、３０万円以下の罰金を公職選挙法第

２４５条によって適用されるということであります。私としては公職選挙法に違反をしな

いように、このポスター、当選御礼を張らないで、お叱りをいただいたとしても、そのよ

うに御説明をしていきたいなと思います。 次の項目に移らせていただきます。自転車通

勤について何度か取り上げさせていただいていますけれども、本市職員の自転車通勤の通

勤手当制度について本年４月から一部見直しを行っていると思いますが、その内容につい

てお示しください。  

 

○濵脇労務課長 平成３１年４月から自転車・自動車等の交通用具に係る通勤手当におけ

る支給額を見直しました。その内容といたしましては、片道の通勤距離が２キロメートル

以上５キロメートル未満の支給額を３，０００円から２，０００円に、５キロメートル以

上１０キロメートル未満の支給額を５，１００円から４，２００円に、１０キロメートル

以上１５キロメートル未満の支給額を７，５００円から７，１００円に、それぞれ国家公

務員の通勤手当の支給額を踏まえて引き下げを行いました。また、通勤に係る自転車利用

を促進するとともに職員の市内居住を促すため、自転車を使用する職員に係る通勤手当に

つきましては、その支給月額を１，０００円加算し、そのうち本市の区域内に住居を有す

る職員については、その支給月額を２，０００円加算することといたしております。以上

でございます。  

 

○西委員 この通勤手当の、自転車で通勤する職員に通勤手当を加算をしたと、これ第一

歩としては非常にすばらしい取り組みだなと思っています。実はあくまでも第一歩で、本

当に２，０００円だけで自転車の通勤手当が賄えるのかなと本当に疑問に思ってるところ

でありますが、とはいいながら、この第一歩を踏み出すために非常に大きな努力があった

と、御尽力していただいたと思いますので、非常に前向きに評価をしたいと思っていま



す。 そのような中で、通勤を行うこと、メリットについて私なりにいろいろ意見はあり

ますけれども、皆さんの中でメリットについてどのように考えているか、お示しくださ

い。  

 

○濵脇労務課長 職員にとって自転車で通勤することは、心身両面において健康増進が図

られるものと考えています。また、自動者通勤から自転車通勤へと変更することで、排出

される二酸化炭素が抑制されるという副次的な効果もあるものと考えてございます。以上

でございます。 

  

○西委員 そうなんですよね。健康増進、非常にこれ、国土交通省も、堺市さん、自転車

のまちづくりで健康増進頑張ってますねということもおっしゃってましたが、この自転車

通勤で健康増進かつ二酸化炭素、まさに本市は環境モデル都市かつＳＤＧｓ未来都市の中

で二酸化炭素が削減をされると。あと、なかなか業務というのは規定の中で難しいと思い

ますが、町なかを走って自転車で通勤をしていただくと、このまちがどんなまちである

か、そういうことも実感をしていただける。各論、細かくはいろいろありますけれども、

大きく申し上げて、このまちを実感をしていただける。それは業務だと規定をすると大き

な問題があるようでありますけれども、とはいいながら、そういう価値もあるということ

だと思います。その中で、国交省が自転車通勤を推進してるというのもありますけれど

も、各事業者さんなどでもシャワー室、ロッカー等々の整備が必要であるという議論が先

進的な企業の中では進んできているところでありますが、それについてどのように考えて

いるか、お示しください。 

  

○若林総務課参事 本庁舎では、現在職員が業務において利用できるシャワー室を本館地

下１階に男性用３ブース、女性用２ブース設置しております。自転車通勤を行っている職

員が利用することも可能で、実際に登庁時に利用している職員もおる状況でございます。

以上でございます。  

 

○西委員 このシャワーの整備はすばらしいことだと思っていますが、そうしますと、な

かなか先ほど多くても２，０００円のこの自転車通勤の加算の中で、なかなかそれでは足

りない部分があると思いますので、通勤用駐輪場、これ大規模事業者としてしっかりと設

置をしていくことは、ほかの事業者さんに対しての率先垂範としても重要だと思います

が、どのようにお考えか、お示しください。  

 

○若林総務課参事 これまで来庁者用と公用自転車の駐輪場は設置してきましたが、職員

通勤用にこれを使用することは認めておらず、職員は民間の駐輪場を個別に利用してまい

りました。また、現時点では堺保健センター・市民駐車場の建設工事中であり、本庁舎敷



地内等管理スペースでは職員用駐輪場を設置するスペースがない状況でございます。  

一方、国におきましては、自転車活用の法整備等がなされておりまして、本市においても 

堺市自転車利用環境計画が策定され、自転車通勤の促進を行うとされております。  

このことから、職員通勤用駐輪場につきましては、今後の検討課題と認識しております。

以上でございます。  

 

○西委員 これから検討していただけるということでありますので、ぜひ検討をお願いし

たいと思いますが、しかしながら、実はこの議論もう１０年ぐらい前からやってるわけで

すよね。この職員用駐輪場の確保を要望をしたこともあります。そういった中で、公用車

駐車場、三国ヶ丘庁舎もこの間で整備をされています。同時に整備する機会があったはず

だと思いますが、いかがでしょう。議論されましたでしょうか。  

 

○若林総務課参事 一条通の公用車駐車場、三国ヶ丘庁舎の建設に当たりましては、予

算、スペースが限られており、また職員には通勤手当が支給されておることから、来庁者

用を優先いたしましたので、職員用駐輪場を整備する議論には至りませんでした。以上で

ございます。 

  

○西委員 議論をしていただけなかった、西の言うことはほっとけということだったかも

しれませんけれども、駐輪場を整備をする議論をぜひしていただきたいと思っています。

来庁者用の優先、来庁者用を整備をすることは重要だということはわかりますけれど、こ

れ同じベクトル上にある話じゃないと思うんです。大規模事業者さんとして、堺市役所自

体が大規模事業者ですから、その皆さんが従業員用の駐輪場を確保する。これは実際従業

員さんが違法駐輪しないでくださいねって、堺市はいろんな事業者さんに呼びかけてるわ

けですし、できればその敷地の中で駐輪場をつくってほしいということでありますから、

これは大規模事業者さんとしての責務ですね、それをしっかり果たしていただきたいなと

思っています。 実際、旧ジョルノの線路挟んで反対側の駐輪場は、今予約待ちです。こ

れ恐らく、別に市の職員さんが使うなと言ってるわけじゃなくて、市の職員さんの需要も

あるために、そこであふれているということも起きてる可能性もあります。そういった意

味で、やっぱり大規模事業者さんとしてしっかり駐輪場を確保する、大事だと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。  

次の項目に移ります。 東京事務所についてであります。東京事務所について、市長が就

任後、一部報道に東京事務所を廃止統合するという記事が出ました。非常に驚きました。  

その後いろいろと質疑応答が記者クラブでもされています。この間、大綱質疑でも一体運 

営ということでお答えをいただきました。廃止ではなくて、一体運営なのかなというふう

に思っていて、この記事に関しては誤解があるのかなと思ったりもするわけでありますけ

れども、本会議でもお聞きをしたものと重複するものもありますが、一切議会にこの間の



本会議でも一切説明をしていただいてませんので、今どのような状況か、お示しくださ

い。  

 

○本池東京事務所次長 現在大綱質疑でもお答えしましたように、東京事務所のより効果

的な事務の連携を進めるという観点から、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検討を進めております。 めどとしまして

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内にある大阪

府・大阪市東京事務所内に移転する方向で調整を行っています。以上です。 

  

○西委員 東京事務所はどのような事業をしているか、お示しください。  

 

○本池東京事務所次長 東京事務所では、各省庁その他関係機関との連絡調整や市政に関

連のある情報及び資料の収集、首都圏における情報発信や観光、物産等の紹介を行ってい

ます。また、指定都市市長会の事務局や政令指定都市を初めとする各市の東京事務所から

情報収集や情報交換を行い、その情報資料などを本庁関係部局へ提供しております。  

また、堺市の業務の特徴としましては、首都圏に在住で堺を応援していただいている方々 

の会員組織である東京・さかい交流会の運営や首都圏でのＰＲイベント、今年度はプチフ

ェスタ堺というのを東京駅で実施したんですが、そういったネットワークの形成であると

か、シティプロモーションのための主催イベントを実施しています。以上です。  

 

○西委員 いろいろとプロモーションを非常に頑張っていただいてると思います。まだま

だ頑張っていただきたいことはたくさんありますし、もっともっとプロモーションの拠

点、堺の存在感を東京で発揮をするために非常に今頑張っていただいてるところですけれ

ども、さらに頑張っていただきたいと思いますが、実は大阪市の東京事務所と大阪府の東

京事務所、そこまでプロモーションやってないんじゃないかという話もあるわけでありま

すけれども、それはともかくとしまして、一緒に一体的に運用するメリットというのは何

か、お示しください。  

 

○本池東京事務所次長 大阪府、大阪市、堺市の一体的な運用を図ることによりまして、

スケールメリットが働き、省庁などの情報をより効率的に収集するとともに首都圏におけ

る堺市の魅力のより効果的な発信、大阪府・市との一体的な情報発信を行うことで、首都

圏における活動がより効果的にできると考えております。特に大阪府は、政令指定都市と

は異なる情報収集チャンネルを持っていることから、情報共有を行うメリットが大きいと

考えております。 もう１点が経費の面なんですけど、現在事務所の借り上げに係る経費

が共益費や電気代を含めて約年間１，０６８万円かかっております。今協議中なんですけ

ど、確定した数字ではないですが、これが都道府県会館の事務所に移転した場合には、そ



の経費が少し附属する会議室など新たに借りたとしても年間約１，９００万円になりま

す。これを大阪府、大阪市、堺市の３者で分担しますので、堺市の負担が約６３０万円程

度になることから、約４３０万円の経費の削減効果が見込まれるという点がメリットであ

ります。以上です。  

 

○西委員 削減効果はあるということでありますが、まずこれを聞いて最初お聞きをした

のは、大阪府さんは非常にぜいたくにスペースを使っていらっしゃったんですねと、無駄

なお金を大阪府は使われていたということなのでしょうかというふうに思っておりまし

た。 これ引っ越ししまして経費もかかりますし、もしくはせっかく今頑張ってくださっ

ている、いろいろプロモーション活動を熱心にやってる堺市の事務所のスペースが狭くな

ってしまうんじゃないかというデメリットはないんでしょうか。  

 

○本池東京事務所次長 今、業務に支障を来すようなスペースがないように、先ほども少

し申し上げましたが、都道府県会館の同フロアに会議スペースを新たに借りることも検討

してます。共有の会議スペースや収納スペースを活用することで、より効率的な事務運営

に努めていけると考えております。以上です。  

 

○西委員 事務所スペースについてはどうなるんでしょうか。  

 

○本池東京事務所次長 具体的な数字ですが、現行の堺市の事務所の広さは１１３．２２

平米ございます。移転後は、都道府県会館の執務室が今全体で３２５．７平米ありますの

で、それを３者で共有することになります。堺市の専有の面積は５３．２７なんですが、

共有部分の堺市の部分が５４．０４平米ございますので、合計で１０７．３１平米となり

ます。さらに来年度、令和２年度より５０平米程度の会議スペースを借り増しする予定も

しております。これを３者で共有するという形を考えております。以上です。  

 

○西委員 共有スペースをいろいろ足していくと大きくなる部分もあるそうでありますけ

れども、とはいいながら、１１３平米が５３．２７に専有スペースはなってしまうという

ことは、ちょっと残念だなというふうに思わざるを得ませんが、スペースで仕事をするわ

けじゃないということだと思いますので、頑張っていただきたいと思いますが、今後東京

事務所を廃止をされるということではないというふうに信じてますし、プロモーションの

活動は今やってる活動、堺を発信をする活動は、今までどおり、さらに今まで以上にやっ

ていただきたいなと思っていますけれども、これどのようにしていくか、お示しくださ

い。  

 

○三宅東京事務所長 東京事務所といたしましては、一体運営のメリットを生かした幅広



い情報収集に加え、シティプロモーションにおいては本庁の所管と連携しながら、大阪

府、大阪市と協力して行うイベントなども活用しまして、堺の魅力を発信する機会をふや

していきたいと考えております。 さらに、東京事務所が首都圏の活動拠点として、職員

や議員の方々が気軽に立ち寄ることができ、堺を応援していただいております東京・さか

い交流会の会員や堺市ゆかりの企業などの情報交流の場所となるように努めていきたいと

考えております。以上でございます。 

  

○西委員 ぜひさらに頑張っていただきたいと思います。今のお話を聞きながら、総じて

思うのは、情報収集においては少しメリットがあると、ただしながら、プロモーションに

関しては、スペースも狭くなりますし、今一切触れられませんでしたけれども、私一番心

配をしているのは、これ、東京から見たときに大阪市と堺市というのは競合相手の部分が

多々あると思うんです。大阪市にとっては堺なんて競争相手じゃないと言われちゃうのか

もしれませんけれども、堺にとっては、やっぱり大阪市に来るよりも堺市に会社やそして

来堺者、来てほしい。そんな中で、ある意味競争相手になる部分も出てくると思います。

そういったときにどういうふうに情報をカウンセルしていくかということも非常に大事だ

と思いますし、そこのところも留意をしていただきながら、逆に大阪府のプロモーション

活動については気概としてですが、乗っ取るつもりぐらいの気概で、非常に頑張っていた

だいてる職員さんがたくさんいらっしゃると聞いてますから、ぜひ大阪府のプロモーショ

ン活動を堺に引っ張ってくるぐらいの気概でやっていただけたらなと思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 次の項目に移ります。  

財政見通しについてでありますが、本会議でもいろいろ議論がありましたけれども、まず 

そもそもこの財政収支見込み、平成２８年に公表されてますが、平成３０年度決算におい

てどのように差異が生じているか、お示しください。  

 

○坂本財政課長 平成３０年度決算と平成２８年に公表しました中長期財政収支見込みを

比較しますと、歳入では景気が試算時点よりも回復したことなどにより、市税が増加をし

ております。一方、消費税率の改正や法人事業税交付金、環境性能割交付金の新設が延期

となった影響によりまして交付金が減少したことなどにより、歳入一般財源は減少となり

ました。また歳出では、大阪府北部地震や平成３０年台風２１号などの災害復旧事業費が

増加したものの、歳出一般財源全体としては減少となっております。平成３０年度決算全

体では、歳出一般財源の減少額よりも歳入一般財源の減少額が大きくなったため、収支不

足が見込みよりも拡大をしております。以上でございます。  

 

○西委員 収支不足が拡大をした非常に懸念をされる状況であります。そういった中で、

先日の大綱質疑でも黒田議員を初め維新の議員さんを中心に、無駄な箱物がふえたことに

よって財政が、前市政の無計画な箱物や出口のない補助金等々で財政が悪化をしたという



ようなこともありました。この収支不足が大きくなってる原因、箱物ですか。  

 

○坂本財政課長 現行の中長期財政収支見込みにおきまして、平成３０年度は扶助費、公

債費などの増加に加えまして、阪神高速道路大和川線事業や市民芸術文化ホール整備事業

などの大規模事業の進捗などにより、２６億円の収支不足になると見込まれておりまし

た。 平成３０年度決算におきまして、収支不足が見込みよりも大きくなった主な要因

は、消費税率の改正や法人事業税交付金、環境性能割交付金の新設が延期となった影響に

よって交付金が減少したことなどであります。また、平成３０年度は大阪府北部地震、台

風２１号などの災害に対応する経費が増加したことも要因と考えられます。以上でござい

ます。  

 

○西委員 そもそも箱物で収支不足が悪化をしたんじゃなくて、中期財政収支見込みにお

いて２６億円の収支不足になるということをもともと読んでいたということであります。  

これお聞きをしたいんですが、中長期財政収支見込みは２６億円、今年度においては収支

不足になるというもともと予定だったということでありますけれども、この中長期財政収

支見込みの最終年度においては、財政状況は悪化をしてるということで想定をされてると

いうことですか。  

 

○坂本財政課長 現行の中長期財政収支見込みは平成３７年度までの見込みとなっており

ます。見込みの上では、平成３２年度から収支が均衡するという見込みとなっておりま

す。以上でございます。  

 

○西委員 この終了時点では、そんなに収支不足が悪化をしたり箱物で財政が傷まないよ

うに当初設計をしていたということだと記憶をしています。そういった中で、それよりも

収支不足が拡大をしてしまった。この原因、さらにこの先で財政的な負担が大きくなって

しまうことが想定をされているので、収支見込みをやり直さなくちゃいけないということ

だと思いますが、この財政的な負担がこれから大きくなる、つまりこれからの財政を傷め

てしまうことになってしまってる原因というのは何か、お示しください。  

 

○坂本財政課長 平成２８年の公表時に見込まれておりませんでした財政的負担が大きい

事業としましては、小・中学校のトイレ改修事業、会計年度任用職員制度の開始、子ども

医療費助成対象者の１８歳までの拡充分などがあり、今後収支不足の大きな要因になるも

のと考えております。以上でございます。  

 

○西委員 つまり箱物じゃなくて、さまざま今お示しをしていただいたような事業で、こ

れからの財政が傷んでいくことになってしまうと。この傷んでしまうことに対応するため



に、中長期財政収支見込みを更新をして現状にマッチしていかなくちゃいけないというこ

とだと思います。これ更新するの、いつでしょうか。  

 

○坂本財政課長 中長期財政収支見込みの更新につきましては、堺財務戦略とあわせて公

表したいと考えており、来年２月ごろを予定をしております。以上でございます。  

 

○西委員 本会議でも財務戦略をつくりますと。具体的に何かよくわからなかったわけで

ありますけれども、この財務戦略をやるから中長期財政収支見込みを見直さなくちゃいけ

ないかのように捉える議論もありましたけれども、財務戦略やらなければ、中長期財政収

支見込みはそのままだったんでしょうか。  

 

○坂本財政課長 中長期財政収支見込みには、社会経済情勢の変化や税制改正を初めとす

る制度改正、事業の進捗状況などを反映させる必要があるため、堺財務戦略の策定にかか

わらず、更新の必要性は認識をしていたものでございます。以上でございます。  

 

○西委員 財務戦略にかかわらず、やはり財政状況は変化をしているので、財務戦略にか

かわらず更新をしていく必要があると認識をしていたということでありますけれども、次

の更新時期はいつごろを考えておられるんでしょうか。  

 

○坂本財政課長 更新時期も含めまして、堺財務戦略策定に当たっての検討事項ではあり

ますが、財政の見える化、財政規律の確保、社会経済情勢の変化に対応する観点から、毎

年度更新することが望ましいと考えております。以上でございます。  

 

○西委員 毎年更新をすることが望ましいということでありますし、財務戦略云々の議論

以前から更新をする必要性を感じていたということでありますので、ぜひわかりやすい見

える化、そしてさらけ出す化、よろしくお願いしたいと思います。 次の項目に移らせて

いただきます。 今日ちょっと教育委員会にも来ていただいてますが、非常にこの事例に

とどまらず、堺を発信する事例ということで、いろいろと取り上げさせていただきたいと

思っていますが、非常にいい事例だと思ってますので、取り上げさせていただけたらなと

思っています。 このアートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩということで、毎年１２月

から１月にかけて開催をしていただいてるということだと思いますが、この概要について

お示しください。 

 

○後藤学校指導課長 アートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩ、全国中学校美術部作品展

は、豊かな感性、創造性を持った世界に羽ばたく人材を育成することを目的に、堺から発

信するアートの甲子園として全国の中学生の個性あふれる作品が一堂に会する唯一の全国



大会として開催しております。 政令指定都市移行記念事業として、ことしで１３回目の

実施となります。平成１９年度から本市で開催しており、第１２回の昨年度は１月５日か

ら１４日まで開催し、３９都道府県３７４校の中学校から３，８９９点の作品の出展があ

り、滋賀県、沖縄県からの出展作品が受賞しております。 本作品展や表彰式、交流会に

は、全国から受賞者が保護者また中学校の美術部顧問などが来場し、９日間で３，２６５

名が訪れております。 平成２３年度からは全国各地で入賞作品を展示する巡回展を開始

し、昨年度は沖縄県、東京都、新潟県など６都市で開催しております。以上でございま

す。  

 

○西委員 非常にたくさんの方が来ていただいています。また、お聞きをする限りにおい

ては、アートの甲子園と名づけられていますが、実際この中学校美術部の作品という意味

では最高峰の大会だということで、名実ともにアートの甲子園ということなんだろうなと

思っています。また多くの方が来場されて、去年は沖縄の方ですかね、優勝されて、沖縄

のほうにもこの全国大会で優勝したというニュースが行ったというふうに聞いています。  

このアートクラブグランプリの開催目的についてお示しください。  

 

○後藤学校指導課長 全国のすぐれた作品を募集、展示し、生徒同士が交流する機会を創

出することで美術への興味・関心を高め、表現力の向上を図り、創造性を発揮すること

で、全国規模の大会で活躍できる子どもの育成をめざしております。 また、文部科学省

の視学官が毎年訪れることで直接指導助言を得られ、事業改善と教員の資質の向上にもつ

ながっております。 アートクラブグランプリは本市中学生のみならず、全国各地の中学

校美術部員にとって大きな目標となっており、また美術を通して交流や良質な鑑賞の場と

して、全国の美術部の活性化とともに美術文化の振興に寄与していると考えております。  

 

○西委員 いろいろと今教育委員会から目的をお答えをいただきました。まさにこれが教

育委員会お答えされると、こういうことになるんだと思います。この目的、非常にすばら

しい目的だと思ってますし、堺の子どもたちにとって非常にいい教育の機会になってい

て、今おっしゃられた目的、非常に達成できるいい機会だと思います。 でも、私から言

わせれば、これでは物足りません。１つの事業をすれば二度も三度も、一粒で二度おいし

い、三度おいしいじゃありませんけれども、１つの事業をすればいろんな観点のメリット

を得てほしい。そうしないと、もうお金が限りがある中で、なかなか予算が限りがある中

でしんどいんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、先ほど実は１問目の

ときのお答えいただいた後に申し上げましたけれども、これ、アートクラブグランプリと

いうことで、非常にこれ全国にさまざまに報道されてるんですね。 逆を返した例を言え

ば、先日、山形県天童市の全国の将棋大会で私の地元の津久野中学校の生徒が全国優勝し

ました。その結果として、実は山形県天童市は私が知らなかっただけかもしれませんけれ



ども、ずっと将棋のまちとして将棋の大会をやってきて、非常に全国的にも有名な将棋の

まちだそうであります。まちづくりもやっていると。駒を駅前にも展示をされていたりと

いうことだと思いますが、これをニュースが発信をされまして、堺でもニュースが出まし

て、山形県天童市というのはすごい将棋のまちなんだなということで、私の地元の津久野

でもいろいろと話題になっております。 これ、逆を返して想像しますと、去年優勝され

た沖縄の子たち、沖縄の生徒、そしてほかにも過去にも優勝された生徒の皆さんの地元

で、全国大会でうちの地元の中学生が優勝したんだよとニュースが発信をされますと、当

然堺というのはアートのグランプリの全国大会を開催する場所なんだなと、最低限そこは

伝わると思いますが、さまざまなほかのいろんな要素をそこにのせていけば、非常に堺の

まちづくり、プロモーションを発信をするということになると思いますが、これ非常に今

おっしゃった価値というのは教育的な価値が大事だと思いますけど、それだけでは物足り

ませんので、プロモーションの観点からどのように考えているか、プロモーション担当課

長、お答えください。  

 

○深川シティプロモーション担当課長 アートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩでござい

ますが、先ほども御答弁がありましたように、アートの甲子園と言われ、全国の中学校美

術部から入賞をめざして約４，０００点もの作品が応募されるものでございます。  

このような全国的なコンテストや大会は、作品の募集や大会の開催等を通じまして、本市 

を知っていただく、訪れていただく機会となり、プロモーションの観点からも有意義であ

ると考えており、アートクラブグランプリにつきましても、実行委員会と連携してＰＲを

行っております。以上でございます。  

 

○西委員 そのアートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩについて、これまでシティプロモ

ーション担当ではどのようなＰＲを行ってきたか、お示しください。  

 

○深川シティプロモーション担当課長 年末年始にまちづくり団体などが主催しておりま

すイルミネーションと連携しまして実施しております、プロジェクションマッピング事業

の中で、アートクラブグランプリの入賞作品をホテルアゴーラリージェンシー堺や山之口

商店街の夢庵ギャラリー等に展示いたしました。 そして、イルミネーションやプロジェ

クションマッピングの来場者にアートクラブグランプリのことを知っていただけるよう、

プロジェクションマッピングのウエブサイトやチラシに作品展示の案内を掲載いたしまし

た。さらに、アートクラブグランプリの来場者にも会場のみならず中心市街地を訪れてい

ただけるよう、アートクラブグランプリのチラシにも同様に作品展示の案内を掲載してお

ります。以上でございます。  

 

○西委員 いろいろと堺市内において、北野田で実は開催されておりますけど、堺の中心



市街地でプロジェクションマッピング等々でＰＲされて、まさにこの３，２６５名の方に

いろいろとアプローチをされてると思いますが、なかなかこれさっき申し上げたみたいに

山形県天童市のニュースを私たち堺の地元の人は聞いて驚くと。媒体に載ることで非常に

拡散するというか、非常に広がる、価値があります。 そういった中で、こういった機会

を生かせば、経費を余りかけずに１つの事業をやることに二度も三度も、二重、三重に利

用し尽くすことによってプロモーション生きてくると思いますが、見解をお示しくださ

い。  

 

○深川シティプロモーション担当課長 アートクラブグランプリにおきましても、秋田県

や和歌山県の地方紙で、県の中学生がアートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩで入選、作

品は堺市の文化会館で展示というような内容で大きく取り上げられた事例があると聞いて

おります。このような形でメディアに取り上げられることは、堺市が美術の全国大会を行

っているあるいは中学校の美術教育に力を入れているといったよい都市イメージの発信に

つながっているものと考えております。 シティプロモーション担当といたしましては、

こうした認識のもと、取り組みの主体となる部局がプロモーションの観点から主体的に情

報発信に取り組めるよう、情報媒体の活用や情報の発信方法等について研修や個別相談を

通じまして支援を行い、効果的なプロモーションを推進していきます。以上でございま

す。  

 

○西委員 そうなんですよね。だからまさにこの機会を生かして主体的に情報発信してい

ただけるように、もっとアドバイスをしてほしいと思っています。 これ、別にアートク

ラブグランプリの話だけじゃないですね。ほかのいろんな全国レベルの事業も堺でいっぱ

いありますから、これ生かしてほしいと思っています。 非常に余り責めるようなことを

言うと恐縮ですが、去年、沖縄でどう報じられていたか、報道サイドがどこにあるんです

かと聞いたら、どちらの部署も用意をされてなかった。まさにプロモーションの基本のキ

は、報道にどう取り上げられているか。それもわからない。こんな状況では困ります。し

っかりとプロモーション連携をしていただきたいと思いますが、この項目に関連してもう

一つ聞く前に、ちょっと財政にお聞きをしたいわけでありますが、これ、価値２つありま

す。教育的な価値、プロモーション的な価値、２つありますけれども、こういった場合の

予算要求というのはどのようになるのか、お示しください。  

 

○坂本財政課長 複合的な効果が見込まれる事業につきましては、まず関連部局が連携し

て、その効果性を財政のほうへお示しをいただき、予算要求を行うものと認識をしており

ます。これまでも世界遺産登録関連事業などでは、部局間連携による効果性、効率性や費

用対効果を踏まえた予算措置を行っております。以上でございます。  

 



○西委員 これ、財政からコーディネートして、両方の価値ありますよって言ってくれな

いんですか。  

 

○坂本財政課長 先ほど御答弁申し上げましたが、まずは要求が大前提かなと思っており

ます。 ただ、予算は所管部局と協力してつくり上げていくものというふうに認識をして

おります。財政課としても、さまざまな観点から相乗効果などを検証して、最適な財源配

分、予算編成に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。  

 

○西委員 要求ないところに査定なしと以前打ち合わせのときおっしゃってましたけれど

も、まさにそういうことだと思いますが、先ほど冒頭で示していただいた開催目的、プロ

モーションについて入ってないんですよね。ということは、このような予算要求がされて

いるということだと思うんです。予算折衝があるんだと思います。 ぜひプロモーション

の価値も含めて両部局議論して、予算要求もして、もっとちゃんと予算つけるときはつけ

る、ただし１事業じゃなくて、一粒で二度おいしい、三度おいしいという観点で予算を執

行していく、やってほしいと思いますが、両部局からお答えいただけませんか。 

 

○後藤学校指導課長 アートクラブグランプリは全国の多くの生徒が参加するもので、堺

を知っていただく絶好の機会であると考えております。 アートクラブグランプリ受賞者

等が各地の地方紙で取り上げられているなど、広く周知されていることも存じ上げており

ます。また、本市の生徒が全国の生徒と交流することで、改めて堺市のよさを知る機会に

もつながっているというふうに考えております。 教育委員会といたしましては、シティ

プロモーションの価値をより高められるよう、庁内関係課と連携を図るとともに、これら

の価値を踏まえ、予算を要求し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。  

 

○深川シティプロモーション担当課長 アートクラブグランプリを初め、本市で開催され

ます全国的なコンテストや大会は堺をプロモーションする好機と捉えております。 アー

トクラブグランプリを通じまして、効果的な堺のプロモーションが図れますよう引き続き

教育委員会とも連携し、有効な情報媒体の活用や効果的な情報発信の方法等につきまして

相談、助言を行うなど、シティプロモーション担当がこれまで培ってきましたネットワー 

クやノウハウを活用して支援していきます。 それらを通じまして、教育の観点のみなら

ず、プロモーションの観点からも事業の効果性、効率性を高め、費用対効果の向上を図る

ことが教育委員会による予算要求の側面からの支援につながるものと考えております。以

上でございます。  

 

○西委員 ぜひ連携をして頑張っていただきたいと思いますが、もう一言だけ申し上げる



と、このチラシ全国に行ってるんですよ。世界遺産のまちって、えらい下に小っちゃく書

いてありますね。そういう機会を使って、ちゃんとプロモーションをやってほしい。  

さらに、いろんな表彰されましたという新聞記事を、堺の子たちが表彰された記事を見て

いただいてもわかりますが、トロフィー持ってたり表彰状を持ってたりします。そこのと

ころをどういう演出をするかということも、シティプロモーションの皆さんプロデュース

をしてあげてほしいんですね。トロフィーの形をどうするか、チラシをどうするか、テー

マをどうするか、さまざまな観点でプロモーションのやれる価値は山ほどまだまだアイデ

アあると思うんです。 フェニーチェもオープンをします。先ほどちょっと言いかけまし

たけれども、プロジェクションマッピングの会場って北野田、これをやってる会場、そん

なに離れてて３，２００人そのまま移動してくれると本当に思っていらっしゃるんです

か。そういう一体的に活用していただいて、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  

続きは市長質問になりますので、これで一旦終わります。 

 


