
令和 元年第 ６回定例会－12 月 09 日大綱質疑 

 

◆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巡目の大綱質疑

をさせていただきます。与えられた質問時間はごくわずかですので、コンパクトな質疑をめ

ざしていきたいと思います。 

 まず、所有者不明土地・空き家問題についてです。 

 所有者不明土地・空き家問題は、昨今全国的に大きな話題となっていますが、まだまだ特

定空き家の問題だけと考えられている方も多い状況です。しかしながら、実は特定空き家の

前段階である管理不全空き家や塀などの課題が大きな行政的課題となっています。また、堺

市の下水道が全世帯に行き渡らない大きな原因として、私道に下水道が引けないという問

題がありますが、この際に所有者不明土地が存在しているために暗礁に乗り上げていると

いう状況が堺市各地にあります。そこでお尋ねをしますが、堺市では管理不全な空き家や塀

に対しどのような対応を行っているのか、また私道に下水道管を布設する際に所有者不明

土地が存在した場合、どのような取り組みを行っているのかお示しください。 

 次に、探求型学習についてです。 

 社会で技術革新が進んでいく中で、教育の現場にもＥｄＴｅｃｈという新しい動きが起

きていると聞いています。ＡＩ時代の到来を背景に、子どもたちに求められている能力は、

単純な知識技能からみずからが課題発見、解決する力へと大きく変化しつつあると巷間語

られています。そうした中、今、注目されているのがアクティブラーニング、すなわち探求

型学習であり、２０２０年度に小学校で、２０２１年度に中学校で全面実施される新学習指

導要領においても導入されています。 

 そこでお尋ねをしますが、本市ではそのような社会情勢、教育の考え方の変遷の中で、全

国に先駆けて昨年度から探求的な学びの実現に向けて教職員研修を行っていると仄聞をし

ていますが、成果についてお示しください。 

 次に、木材活用についてです。 

 本市は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律に基づき、堺市木材利用基本

方針を定め、公共建築物等での木材利用の促進に努めているということになっております

が、ほかの政令指定都市や中規模都市と異なり、最近建設された堺市関連の施設等で木材利

用を積極的に行っている事例は、大仙公園いこいの広場のおもてなしトイレを除き、余り市

内に見かけることはありません。そこで改めてお尋ねをしますが、公共建築物等において木

材を利用することの有用性について当局の見解をお示しください。 

 次にブランド戦略についてです。 

 １０月３１日に開催をされた大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部会議において、松

井市長が堺は認知度の問題があるからネーミングを考えたらどうかと発言したことに対し、

時事通信記者から永藤市長は前向きにと聞かれ、圧倒的に大阪という知名度のほうが高い

ので、そこをどうやって堺を高めていくかという１つの検討材料になると前向きに検討す



る意を表明し、その後の記者会見やＳＮＳで知名度の向上のために堺と大阪を併記するこ

とは一案との旨の発言をされています。当局としてはどのような意図を持ってＳＮＳ等で

発言されたと認識しているかお示しください。 

 以上、４項目にわたって質問し、ひとまず降壇をさせていただきます。 

  （大林健二副議長、三宅達也議長にかわり議長席に着く） 

 

○副議長（大林健二君） これより答弁を求めます。 

 

◎建築都市局長（窪園伸一君） 所有者不明土地・空き家問題についてお答えいたします。 

 現在、本市では市民や地域からの情報提供、相談などを通じて、管理不全空き家等を把握

した場合、現地を確認した上で、通行人等に悪影響をもたらすおそれのある物件については、

不動産登記情報などから所有者等の調査を行い、御自宅への訪問や文書の送付などにより

適正管理に向けた助言指導を行っております。以上です。 

 

◎上下水道局次長（向井一裕君） 次に、下水管を設置する際に、所有者不明土地が存在し

た場合の取り組みについてお答えいたします。 

 本市では、私道に下水道管を布設する場合、私道公共下水道布設制度と私道排水設備工事

補助金制度の２つの制度があり、利用する際には、両制度とも土地所有者の承諾が必要とな

ります。現在、所有者不明の土地につきましては、承諾を得ることが困難なため、国の所有

者不明私道への対応ガイドラインなどに基づいて３つの対応により下水管を布設しており

ます。 

 １つ目は、所有者不明土地が特定でき、その部分以外の土地を利用して布設工事が可能で

あるとき、２つ目が、所有者不明土地について、民法第２５条以下の規定に基づき選任され

た不在者財産管理人による承諾があるとき、３つ目に所有者不明土地が複数人の共有地の

場合、所在不明者持ち分比率が２分の１未満で、残りの共有者全員の承諾があるときでござ

います。以上でございます。 

 

◎教育監（小宅和久君） 探求的な学びの実現に向けた研修の成果についてお答えいたしま

す。 

 探求的な学びの実現に向けて、昨年度から堺市デベロップメントプログラム研修を実施

しています。受講した教員においては子どもに知識を教え込む授業から、子どもがみずから

思考する授業へと意識の変化が見られます。その実践例としまして、ある中学校では生徒み

ずからが考え、つくるをテーマに、これまで教員主導で決定してきた学校行事を生徒同士が

対話し、行事の目的やルールも生徒が考え、教員にプレゼンテーションをする取り組みを行

いました。生徒の自己評価では、課題の解決に向けて自分で考え、自分で取り組んでいたと

いう項目で、授業前と比べて２０ポイント以上の向上が見られることができました。本研修



は今年度も引き続き実施しており、受講者は３月に予定している報告会に向けて各学校で

実践を行ってございます。以上でございます。 

 

◎産業振興局長（花野健治君） 公共建築物に木材を利用することの有用性について御答弁

申し上げます。 

 木材は、断熱性、調湿性等にすぐれ、衝撃を緩和する効果が高い等の性質を有するほか、

製造時のエネルギー消費が小さく、長期間にわたって炭素を貯蔵できる資材であるととも

に、再生可能な資源であるなどの特性を有しております。このため木材の利用を促進するこ

とにより、健康的でぬくもりのある快適な生活空間の形成や、二酸化炭素の排出の抑制、及

び建築物等における炭素の蓄積の増大を通じた地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に

も貢献することが期待されるものとして認識しております。以上でございます。 

 

◎市長公室長（柴信君） ブランド戦略について御答弁申し上げます。 

 本市には、類まれなる歴史・文化など多くの資源があるにもかかわらず、堺の知名度が低

いことから、知名度を高めるために、広報物で堺と表記する際に知名度の高い大阪を併記す

る、このことも１つのアイデアであると述べられたもの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。 

 

○副議長（大林健二君） 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した。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。 

 所有者不明の土地・空き家問題について建築都市局と下水道局、お答えいただきました。

非常にいろいろと頑張っていただいているのは、私ども、いつも強調しているところであり

ますけれども、なかなかしかしながら、この所有者不明土地・空き家問題、さまざまな法律

的なフレームの中で、困難になっていることもたくさんあるというふうにお聞きをしてお

りますが、それぞれの課題に対して、行政の助言・指導が有効に機能しているのか、またそ

れぞれの対応について苦慮しているということ、困っていることがあるのかお示しくださ

い。 

 

◎建築都市局長（窪園伸一君） 本市からの粘り強い助言・指導により、所有者等が建物の

除却や修理を行うなど、適正に管理されるようになった事例がございます。一方で、経済的

な理由や権利関係の整理に時間を要するものや、遠方に住んでいるため文書でしか指導で

きない等、平成２７年の空家特措法施行時から助言、指導を継続している事例がございます。



また、さまざまな理由により所有者等の確知が困難で、指導に時間を要している事例もござ

います。以上です。 

 

◎上下水道局次長（向井一裕君） 下水管布設に際しまして、現在、所有者不明土地を確定

するために、法務局等関係機関への問い合わせの際、その中には海外在住の土地所有者もお

られ、また案件の中には複雑な場合もあり、それらを整理するに当たりましては、時間等を

要することもございます。その結果、整備につながらない事例もあり、多大な労力をかけて

も成果が上がらないこともございます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 資料１をお示しいただけますか。この間、この間といいますか、２

０１７年の１２月の週刊現代に、このような記事がありますが、間もなく日本列島を死の有

ると書いて死有地が覆い尽くすという記事がありました。まさにこの記事にいろいろな内

容が書いてありましたが、資料１はおろしてください。 

 所有者不明土地と、あと行政が連絡をしてもノーレスポンスなオーナーさん、所有者さん

がたくさんいて、なかなか対応に困っているという話がたくさんあります。実は、下水道の

承諾書をもらわなきゃいけないときでも、海外に住んでいる方が所有されている、これは日

本人の方が向こうへ行かれた場合もありますし、海外の方がたまたま何らかのかかわりの

中で買われたということで、連絡がつかないということで困っている、果たしてこれが２代

先、３代先になったらどうなるんだろうかという不安はあるわけでありますけれども、あわ

せて、実際、行政の職員さん、愛媛県に行ったり、東京に行ったり、連絡が来ないからそこ

まで行っていただいているという事例もあると聞いていますが、このように日本の問題な

んですが、後ほど説明しますけども、分筆をし放題、そして相続も海外の人も持ち放題とい

うことで、さまざまな問題が起きているというふうに聞いていますが、そんな中、空き家バ

ンクという議論もありますけれども、堺市としての空き家バンクの実施状況を御説明くだ

さい。 

 

◎建築都市局長（窪園伸一君） 本市におきましては、不動産事業者が比較的多く、中古住

宅の一定数流通していることから、空き家バンクは実施しておりません。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 



 

◆２４番（西哲史君） 空き家バンクは実施されていないということですが、この空き家バ

ンクの中では単なる売買のみで、管理不全の空き家等が改善をされない事態というのもあ

るんではないでしょうか。 

 

◎建築都市局長（窪園伸一君） 今後、他市の取り組み事例を参考にしつつ、空き家が中古

住宅市場に流通し、適正に管理される仕組み、枠組みにつきまして、関係団体等と意見を聞

きながら検討してまいります。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 結局、空き家バンクというのは流通しないものを、特に都市部では

無理やり流通に乗せてしまうから、結構大きな問題になってまして、実際、他の政令市です

けども、海外の方が持っているためにアプローチも不可能になってるという事例もありま

す。ネットでイージーに買えちゃうものですから、結構大きな問題になっているということ

で、ぜひこんなことはしないようにお願いしておきたいと思いますが、この所有者不明土

地・空き家問題ですね、管理不全の空き家の問題と下水の問題、両方ですが、先ほど申し上

げたように分筆し放題なんですね。そのことに大きな原因があるのと、あと土地の所有権が

非常に日本は海外に比べて所有権の力が強いという事例があります。 

 資料の３をお示しいただけますか。これ資料細かいんで、詳しくはもう省きますが、司法

書士総合研究所業務開発研究部会の皆さんが作成をされたわけですが、海外と日本、これ驚

いたわけですけど、全く土地の所有の仕方の考え方が違うということで、簡単にまとめると

資料４になるんですが、土地所有の考え方がヨーロッパ各国でも強い制限を受けていると。

分筆や解体、新築は全て許可制になっています。日本では制限されていない。そして相続の

考え方もヨーロッパ諸国では不動産放置、起きにくいんですが、日本の場合、個別遺産ごと

に手続が可能なので、相続したくない土地は放置することができるから下水道の問題が非

常に私道で判こを押してもらえないという問題が起きているということだと思います。資

料下げてください。 

 このような問題に対する対応として、これ別に堺だけの問題じゃなくて、ほかの政令市に

も同じ問題があると思いますが、どのように議論をほかの政令市とされているのか、また国

に対してどのように要望されているのかお示しをいただけますでしょうか。あわせて、所有

者不明土地についても同じくお示しをいただけたらと思います。 

 

◎建築都市局長（窪園伸一君） 大都市建築・住宅主管者会議などにおいて、管理不全の空



き家等に対する具体的な対応事例など、他の政令市と情報共有や意見交換を行っておりま

す。また、同会議から国に対し老朽空き家の建てかえの促進や円滑な除去が行われるための

制度の見直しや、緊急時に危険が回避できる法整備等の要望を行っております。今後、管理

不全の空き家等の所有者が、みずからの責務として積極的に対応できるような規制誘導策

などにつきまして、他の政令市とも議論してまいります。以上です。 

 

◎上下水道局次長（向井一裕君） 所有者不明土地の問題についてもお答えいたします。こ

れにつきましても大都市下水道管理・業務担当部長会議におきまして、私道への布設承諾困

難路線への取り組みについて、過去より議論を行っており、今後も他の政令市と意見交換を

続けていきます。所有者不明土地の削減に向けましては、国が一定の方向性を示してもらえ

れば、本市としても迅速な対応ができ、速やかな下水管布設が行うことが可能になると思わ

れます。 

 なお、現在、国では所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議を設置して、所有

者不明土地の発生抑制、解消に向けて議論されているところであり、本市におきましても、

これを注視していくつもりでございます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひ、今御答弁をいただきましたが、このような土地の所有制度、

私が勉強不足だったのかもしれませんが、調べていると非常に日本特有の課題、もしくは日

本の制度を引っ張っている、昔日本と多くかかわりがあった韓国や台湾、この３国特有の問

題が起きてまして、ヨーロッパ各国や、あるいは北米では余り見られない課題がたくさんこ

の法律の制度の不備によるところに原因が起きています。ぜひですね、このままいくと１０

年後、２０年後、自治体現場として不安がいっぱいだと思いますので、ぜひ国の皆さんとも

政令市挙げて議論するようにお願いしておきたいなと思います。 

 次の項目に移ります。 

 探求的な学びの実現に向けた研修の成果についてお答えをいただきました。 

 課題の解決に向けて自分で考え自分から取り組んでいた、まさにこれがこれからの時代

において非常に必要な資質なんだと思いますが、この項目で授業前と比べて２０ポイント

以上の向上が見られたというふうに御答弁をいただきました。まさに、このアクティブラー

ニング、これから進んでいく中で、このような取り組みを進めていかなくちゃいけないと思

いますが、実はお聞きをすると余り言ってほしくないようですが、去年、せっかくたくさん

の参加者がいたのに、ことし少し参加者が減っているというふうにもお聞きをしています。 

 そんな中、堺に続いて市を挙げて取り組みを始めた広島県福山市は、非常に参加者もふえ



ていて、全市挙げて研修が進んでいるというふうに聞いています。もちろんこれ全国でも同

様のプログラムがあって、さまざま全国各地の先生方が非常に自主的にたくさん参加をさ

れているプログラムだというふうにお聞きをしていますが、この福山市の状況についてど

のように理解をされているかということと、それから今後ぜひ積極的に取り組んでいただ

きたいと思いますが、どのように取り組もうとされているかお示しください。 

 

◎教育監（小宅和久君） 福山市におきましても、自校での探求的な学びの実現をめざして、

多くの研修受講者みずからが探求的な学びを体験する研修を実施していることは承知して

ございます。今後は学校園の行事日程等との調整を図りつつ、本市の子どもたちに探求的な

学びを進めていけるよう、学校園への通知を行ってまいります。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひですね、積極的にこの次世代ＥｄＴｅｃｈということもありま

すが、ぜひ次世代に向けた取り組みとして重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 次の項目に移らせていただきます。 

 木材活用についてさまざまにお答えをいただきました。いろいろと有用性についてお答

えがあるところでありますが、あわせまして、ＳＤＧｓの観点からも非常に有効な取り組み

なんだと思います。 

 そういった中で、先ほど野里さんが取り上げてくださいました森林環境譲与税について

であります。この森林環境譲与税は、木材利用の促進や普及啓発等、森林整備及びその促進

に関する費用に充てなければいけないというふうな税だというふうにお聞きをしています。

また、後年度においてこれだけが足りない場合に、基金に積み立てるということもできると

いうふうにお聞きをしています。本市において予定をされている使途と、それから基金積み

立てへの考え方お示しいただけますでしょうか。 

 

◎産業振興局長（花野健治君） 森林環境譲与税は、関係各局において実施される公共建築

物の整備における木質化など、本制度の趣旨に該当する事業についてその財源として活用

いたします。当該年度に行う事業費に充当した上で、余剰が生じた場合には翌年度以降の財

源とするため、使途を限定した基金に積み立て、管理運営をすることも想定しております。

以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 



 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひですね、この目的に応じた使い方をしていただきたいと思いま

すが、この公共建築物木材利用の促進は、いろんなところで各部局がさまざまな建築物を建

てられるとき、これ補助も含めてですが、補助事業としてもさまざまに建築物を民間事業者

さんに建ててもらう場合もあるというふうにお聞きをしていますが、この情報は本当にそ

れの所管課に集約をされているのかな、木材を使えるかどうかという検討が本当にされて

いるのかなということの懸念を持つところであります。そういった意味で、結果的に使わな

いとしても、その部署も含めて考える検討するということが必要なステップだと思います。

市が建設を、さまざまなことを建設する、もしくは補助事業でやっていくに当たって、計画

段階から木材利用の検討を進める仕組みづくり、大事だと思いますが、当局の見解をお願い

いたします。 

 

◎産業振興局長（花野健治君） 本市では、平成２８年度に堺市木材利用基本方針を策定し

ており、この中で市が整備する公共建築物において、木材の利用に努めるとしております。

本方針に基づきまして、公共建築物の木質化について、庁内共通認識を進めているところで

ございます。今後とも堺市木材利用基本方針の庁内啓発周知を積極的に行うとともに、公共

建築物など木材利用が可能な施設整備等に際しては、各局が共通認識を持ち、計画段階から

関係部署においてその情報共有を行い、木材利用についての検討を進めるなど、しっかりと

その仕組みづくり行ってまいります。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひですね、堺以外の政令市や中規模市では別に森林環境譲与税、

あろうがなかろうが木材利用はしっかりやっているし、別に市内に林業があるからないか

らにかかわらず、やっている市はたくさんありますけれども、ぜひこの森林環境譲与税が入

ってくるということを機に、木材の活用についてぜひ庁内情報集約して、しっかり利用する、

メリットは先ほど御答弁いただいたようにたくさんありますから、ぜひ御検討いただき、そ

してその仕組みをつくっていただく、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後の項目に移ります。 

 ブランド戦略についてでありますが、堺の知名度が低いことからということであります。

市長は戦略的広報ということを掲げていらっしゃいますが、いつまでも知名度が低いだけ

で答弁が終わるのも非常に残念だなと思ってまして、戦略的というからには、どこに知名度



が足りてないのか、どのカテゴリーというか、どのターゲットに足りてないのか、何割足り

てないのか、そういった数字が一切示されずに知名度が低いからと記者会見の議論を見て

てもそう思いますし、御答弁の中でもそういうふうになる。これは全然戦略的になれてない

というのは、残念ながらおわかりいただけるところだと思いますので、まずそこから現状分

析していただいて、知名度がいかに低いか、大阪とくっつけたから上がるのかどうか、調査

データがないからわかりません。そのことも含めて、しっかりやっていただきたいと思いま

すが、知名度が低いので、堺と表記する際に大阪を併記しなくちゃいけないということも１

つのアイデアだ、ここは百歩譲ってそのとおりだというふうにしたとしてもですよ、このブ

ランド戦略の観点からすると、ＣＩの観点からいくと、併記をする、堺と大阪を併記をした

ものと、堺というものが２つ存在をする、つまり併用するということはあり得ないことであ

ります。 

 もう、これ言うまでもないことだと思いますけれども、各民間メーカーさんもロゴに関し

て、そして社名の扱いについて非常に厳しい規定を置いていまして、別々の表記や別々のイ

メージロゴを使うということは、トップ企業さんというか、トップメーカーさんの中では考

えられないということであります。 

 そういった中で、よもや大阪・堺、もしくは堺・大阪かもしれませんが、そのものと、そ

れから堺というものを併用をするということは考えられないと思いますが、まさかよもや

併用するということではないと思いますけれども、そのお答え、あるかないかお答えをいた

だけますでしょうか。 

 

◎市長公室長（柴信君） まず、私、市長公室長に着任して４年がたちます。４年前、着任

して早々ですけども、シティプロモーション担当に対しまして、庁内全体をコーディネート

して、職員一人一人が広報パーソンとして活躍できるように、いろんな場面で指導・育成を

ということをお願いをいたしました。なかなか進んでおらないところですけども、以前に比

べまして、随分、庁内意識が変わってきたように私ごとですけども思っております。ただ一

方、それをどのような形で検証するのか、それと検証がどこまでやっているのかという議員

の御指摘ですけども、それについては私自身、まだまだ足りないなと感じているところです。 

 そのような中、堺の地名度を一層向上させるためには、市の広報プロモーションを戦略的

に推進する必要があると認識しております。そうしたことから、次年度において広報戦略の

専門人材を外部より登用しまして、有識者の意見もいただきながら、広報プロモーション戦

略の策定などに取り組んでいきます。その中で知名度向上のアイデアとしての有効性など

もお伺いした上で、実施について検討していき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。 

 

○副議長（大林健二君） ２４番西哲史議員。 



 

◆２４番（西哲史君） 聞いてはいけないと思いながら聞いてしまったわけですが、併用す

るか否かということをお答えをいただきたかったんです。でも、いろんな御事情の中で、今

お答えいただいた内容なんだと思います、残念ながら。 

 併用するということはあり得ないというふうに、ぜひお答えをいただきたかったんです

が、やはり外部人材の意見を聞くということで終わりました。外部人材の皆さんには、もっ

と戦略的なこと、もっと専門的なことで活躍をしていただきたいと思っています。これ併用

するか否かなんていうのは、初歩の初歩の議論でありまして、ここのところはもう当然併用

することはあり得ないというふうにお答えをいただけるものだと、これ打ち合わせの段階

から何度も何度も申し上げてますが、お答えいただけるものだと思っていますが、そこはい

ろんな事情の中でお答えいただけないということなんだと思います。非常に残念です。 

 ちなみに先ほど公室長おっしゃっていただいた、この何年もの間、ブランド戦略や知名度

向上についていろんな努力を、私ごととおっしゃいましたが、組織的に議論していただいて

いると思いますので、そして非常に全庁挙げて取り組んでいただいているということは前

向きに評価をしています。思い起こせば１２年前に総務財政委員会でプロモーションとか

広報とかって議論を始めたときに、ブランド的に何ですよという議論なんていうことは一

切伝わらなかったし通じなかった。そこから、そういうことも大事ですねという議論ができ

るようになった時点でも、もう隔世の感ありなわけでありますけれども、そういった意味で、

非常に頑張っていただいていることは前向きに評価をしています。 

 ただ、直接個人的にも申し上げたことがありますが、あえてこの本会議場で申し上げます

が、文化観光局長に申し上げたことがありますけれども、百舌鳥・古市古墳群というところ

ですね、文字のロゴが堺市内の中にいっぱいあります。古墳のマークもいっぱいあります。

古墳の写真もどの写真を使うか定まっていません。これイメージぶれぶれになります。そし

て、残念ながら申し上げなきゃいけないわけですが、先日、市役所の１階で、人権とＳＤＧ

ｓの展示がありました。そこで、また新しいＳＤＧｓのロゴが出ていました。そのことはも

う担当課に申し上げましたけれども、このようにいろんなブランドイメージを起こしてし

まう、ぶれぶれなイメージになってしまう、このことが残念ながらまだまだ庁内で起きてい

ます。そういった意味では、実は逆説的にその専門人材が必要なのかもしれないなと思った

りもするわけでありますけれども、ぜひですね、この基本のきである同じイメージで統一を

してしっかり発信をする、そういうことはしっかりあえて本会議で申し上げますが、全庁内

徹底をしていただいて、それは広報の基本ですから、それはぜひブランド戦略の基本として

徹底をしていただくことをお願いを申し上げまして、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した。 


