
令和 ２年度予算審査特別委員会第１分科会（建設所管事項）－03 月 06 日 

 

◆西 委員  堺創志会の西でございます。よろしくお願いします。 

 通告に従いまして質問させていただきたいと思います。８款土木費、４項都市計画費、１

４目公園墓地事業費のうち堺公園墓地のあり方調査等委託に関する予算額と内容について

お示しください。 

 

◎三好 公園緑地整備課長  予算額につきましては、令和２年度においては３６０万円

を計上しております。また、令和３年度において債務負担行為限度額といたしまして１，１

００万円を計上いたしております。 

 次に内容についてでございますが、堺公園墓地における持続可能な墓地経営を行うため

に既存の平面墓地、納骨壇も含めた公園墓地のあり方につきまして、合葬式墓地の導入も含

め具体的な検討を行うものでございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。合葬式墓地、平成６年に中井國芳議員さんが取り上

げて以降ずっとこの議論してきて、私も昨年の決算で取り上げさせていただいたわけであ

りますけれども、合葬式墓地導入の背景についてお示しください。 

 

◎三好 公園緑地整備課長  合葬式墓地導入の背景といたしましては、近年の社会状況

として核家族化や人口減少などにより、お墓の承継に将来不安を感じている利用者が多く、

他都市では合葬式墓地の整備が進められております。 

 また、本市の公園墓地におきましても、墓地の祭祀者がいない、将来子どもたちの負担を

なくすためなどの理由により、平面墓地の返還数も増加傾向にある状況でございます。以上

でございます。 

 

◆西 委員  様々な社会情勢の中で導入が必要になってきているということだと思いま

すが、この形態どのようなものがあるか、お示しください。 

 

◎三好 公園緑地整備課長  合葬式墓地の形態といたしましては、地上に慰霊碑を設け

て地下に埋葬する慰霊碑型のほか、個別の収納庫に埋葬する納骨堂型や樹木や樹林を墓標

にして地下に埋葬する自然葬型などがございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  そういった中で、どのような合葬式墓地の導入を今考えておられるのか、お

示しください。 

 

◎三好 公園緑地整備課長  現在のところは他市の事例等を調査している状況でござい



ます。本予算案に計上しております堺公園墓地のあり方調査等委託におきまして、今後整備

費、管理費も含めて具体的に形態や規模などを検討してまいります。以上でございます。 

 

◆西 委員  まさに今年検討するということだと思いますが、合葬式墓地様々な形態が

ありまして、お骨をおさめる底の構造はコンクリートであるものもありますし、土のものも

あるというふうにお聞きをしています。先ほど背景についてもお示しをいただきましたが、

つまり祭祀者がいらっしゃらなくなったり、なかなかお墓を管理することがなかなか大変

であるという状況の中で導入していくということだと思いますので、そういった意味では

自然に返していくような構造であることが、持続可能な公園墓地のあり方や多くの市民の

皆さんが埋葬に抱く自然観に沿った施設となるのではないかと私は思いますので、その方

向に配慮をして合葬式墓地の形態ぜひ検討していただきたいなと要望をしておきたいと思

います。 

 順番入れかえて次の項目に移らせていただきます。杉風舎とＳＤＧｓについてでありま

す。 

 ８款土木費、４項都市計画費、１１目公園管理費のうち大仙公園魅力向上事業、大芝生広

場便所改築工事設計等委託の内容と予算額をお示しください。 

 

◎谷越 大仙公園事務所長  便所改築工事設計等委託の内容は、大仙公園の大芝生広場

近隣にある老朽化したトイレを廃止し、新たに杉風舎という売店の横にトイレの建て替え

設計等を行うものであります。令和２年度は建て替えに係る設計費用などで７６３万４，０

００円を計上しております。以上です。 

 

◆西 委員  今の御答弁の中でも、実は杉風舎というということがありましたけれども、

この間も当局の皆さんと話してると杉風舎って何でしたっけということを言われることが

あって、甚だ驚いたわけでありますが、この杉風舎っていろんな経過からすると、あるとき

は非常に皆さん御存じだったんですけど、だんだん忘れられてきてるんですけど、杉風舎と

はどういう施設か、改めてお示しください。 

 

◎谷越 大仙公園事務所長  杉風舎は本市と友好都市である東吉野村の特産品を販売し

たり軽飲食できる施設であります。 

 また、大仙公園の中でも特に公園利用者の多い大芝生広場や児童の森に隣接した好立地

な場所にあり、公園利用者の憩いの場となっております。 

 杉風舎を設置した経緯は、昭和６３年に東吉野村が村の産業振興と観光案内のために本

市の許可を得て大仙公園内に設置したものであります。また、障害者の自立や社会活動の場

の提供も目的としております。以上です。 

 



◆西 委員  そうですね。植樹祭のときに非常にすごい施設ができたなと思いましたし、

東吉野村の木が非常にいいにおいしていて、非常にすばらしい施設ができたなと思ってい

ました。 

 また、ここお聞きをすると、やはり障害者の雇用をどうやってつくっていくかという観点

の中で大仙公園の売店、大仙公園の中でじゃあ何ができるかという議論から始まったとい

うふうに聞いています。そういった意味で、障害者の皆さんが社会保障の範囲だけじゃなく

て、雇用して税金を払う、ぜひ払いたいとまでおっしゃっていたということもお聞きをして

いますが、そういった意味でつくられた施設というふうにお聞きをしてますけれども、この

施設、老朽化が著しいわけでありますが、建て替え等についてどのような検討をされている

のか、お示しください。 

 

◎谷越 大仙公園事務所長  老朽化が進んでいることは認識しております。杉風舎の所

有者である東吉野村に建て替えや修繕等の検討を依頼しているところであります。以上で

す。 

 

◆西 委員  時間がないので、いろいろ経過は申し上げませんが、東吉野村と堺市の間で

いろんな経過があるというふうにお聞きをしておりますけれども、杉風舎、実はＳＤＧｓに

も物すごく合ってると思うんですね。各局がＳＤＧｓを推進するということになってると

思いますが、このＳＤＧｓに合致をした施設と思いますけれども、市はどのように認識をさ

れているのか、お示しをいただきたいと思います。 

 また、世界遺産登録で来園者が増える中で、非常にあの場所は大仙公園の中においても物

販施設としても有意義であると思いますし、そういった意味での位置づけはどのようにさ

れているか、お示しをいただけたらと思います。 

 

◎谷越 大仙公園事務所長  杉風舎は東吉野村産の間伐材などを有効利用した建物であ

ること、また障害者と健常者がともに働く場となっていることから、経済、社会、環境の３

側面を統合したＳＤＧｓの理念に合致する施設と考えております。 

 また、世界遺産登録で来園者が増える中、大仙公園の中心に位置する杉風舎は重要な便益

施設と考えております。以上でございます。 

 

◆西 委員  今お答えになっていただいたとおりであります。環境局のほうで取り組ま

れていることでもありますが、ＳＤＧｓというのはまさに経済、社会、環境をどうリンケー

ジしていくかということが問われている仕組みでありますので、経済、社会、環境のリンケ

ージモデルとしてぜひ発信をしていただきたいと思いますし、また世界遺産登録で非常に

重要な施設になってますので、ぜひここの活性化、積極的に御検討いただきたいと思います。 

 次の項目に移らせていただきたいと思いますが、順番は変えます。津久野駅前とまちづく



りについてであります。 

 ８款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費に関連してお聞きをしていきたいと思

いますが、現在津久野駅前のまちづくり活動を様々に支援していただいていると思います

が、概要と進捗についてお示しください。 

 

◎名越 都市整備推進課長  市として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います。 

 本業務では現況調査や課題整理、地元意向の把握などを行い、まちづくり構想案、概略の

事業計画案を作成します。 

 駅周辺利用者の意向を把握するため、駅前でアンケートの配布を行いました。回収率を上

げるため、回答方法を郵送とインターネットのどちらでも選べるようにしました。地元の津

久野校区、家原寺校区には自治会員へのアンケートに御協力いただき、特に津久野校区では

全戸に配布していただきました。 

 現在配布したアンケートの集計結果や交通量等の調査、津久野駅前プロジェクト協議会

や地元の津久野校区、家原寺校区からも参加いただいた会議での意見などから、津久野駅周

辺の課題を整理し、まちづくり構想案を作成しています。今年度末には地元に検討案や絵姿

をお示しし、意見交換を行いたいと考えています。以上でございます。 

 

◆西 委員  積極的な住民参加の中で、それを堺市としても非常に積極的にサポートし

ていただいて、今まちづくり、まさに案が考えられているということで非常にすばらしいこ

とだと思ってますが、この絵姿、地域の皆さんも非常に楽しみにしておりますし、夢のある

ものをぜひお願いしたいと思ってますが、次年度予算そして取り組み、どのように考えてい

るか、お示しください。 

 

◎名越 都市整備推進課長  令和２年度予算案では都市再開発等推進事業として３，３

５０万円を計上しています。内訳は津久野駅周辺地区、中百舌鳥駅北部地上権保有地及び市

街化区域への編入を保留する区域等の土地区画整理事業を検討する地区についての調査検

討委託費用が３，３００万円、再開発推進団体等補助金が５０万円です。 

 市はこれにより市街地再整備に必要な調査等に取り組むものです。 

 このうち津久野駅周辺地区については、今年度作成するまちづくり構想案をもとに、関係

権利者などの意向把握も踏まえた検討、精査を行い、建築計画、資金計画、権利変換計画の

素案となる基本計画案の検討を行います。あわせて権利者の組織化に向けた合意形成と組

織づくりに向けた活動支援に取り組みます。以上でございます。 

 

◆西 委員  非常に頑張っていただいております。様々な地元の皆さんいろんな意見が

あると思いますけれども、この合意形成、非常に大変なプロセスでもあると思いますが、ぜ



ひ積極的に頑張っていただいて、地域の皆さんとも意見交換をしながら、まちづくりを進め

ていただくことをお願いして、この項目を終わりたいと思います。 

 次は、ＭａａＳとバスロケーションデータの項目に移らせていただきたいと思います。 

 ８款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費のうち公共交通利用促進事業に関連を

して質問させていただきたいと思います。 

 来年度のこの事業の予算の概要、額をお示しください。 

 あわせて、市内の路線バスにバスロケーションシステムが導入されてますが、事業者の導

入に対し過去に実施した補助額もあわせてお示しください。 

 

◎河合 公共交通課長  来年度の公共交通課における公共交通利用促進事業の予算です

が、公共交通の利用促進と利便性向上を目的に、おでかけ応援バスの実施やノンステップバ

ス導入経費の一部補助等を行う予算として４億６，１９２万５，０００円を提案しておりま

す。 

 また、平成２８年度に南海バスのバスロケーションシステムの導入に対し、バス利用促進

等総合対策事業補助金として４，２４２万４，０００円の補助を実施いたしました。以上で

ございます。 

 

◆西 委員  このバスロケーションシステム、ＭａａＳとも不可分でありますけれども、

バスロケーションシステムというのは非常に可能性あるものだと思ってまして、到着予定

時刻がわかることなどから、バスが便利に利用できます。私、大阪市内でもこのロケーショ

ンデータ非常に活用していまして、大阪市内でもバスを使うときに非常にこのおかげで助

かって、新たにバスを利用するトリップが私自身増えているというところでありますが、本

市における取り組み状況ですね、バスロケーションシステムの取り組み状況をお示しくだ

さい。 

 

◎河合 公共交通課長  バスロケーションシステムは無線通信やＧＰＳなどを利用して

バスの現在地を把握するシステムであり、バスの到着予定時刻などがわかることから、不安

の解消やバス停での待ち時間を減らせるなどの効果があります。 

 平成２９年４月から南海バス及び近鉄バスでバスロケーションシステムの運用が開始さ

れており、ホームページやアプリでリアルな運行情報がわかるようになっています。 

 バス停でヒアリング調査を行ったところ、便利に利用されている方もおられた一方で、全

く知らない方もおられたことから、事業者と協力して周知に取り組んでいます。 

 また、病院などバス停周辺の施設にＱＲコードを掲出することで近くのバス停の到着予

定時刻などが確認できますので、各施設でバスを待ってから到着予定時刻に合わせてバス

停に向かうことができます。そういったことから、バス停での待ち時間を減らせるよう、バ

ス停周辺の施設にＱＲコードを含む利用案内を貼っていただく取り組みを進めています。



以上でございます。 

 

◆西 委員  非常にこのロケーションシステムの周知を広げようというふうに頑張って

いただいて、私この医療センターも近所ですから、ここにいらっしゃる高齢者の皆さんがバ

スの待ち時間をバス停で雨の中とかで待っていらっしゃるの、非常に大変だなと思うこと

多いわけでありますが、こうやってロケーションデータの状況を伝えていただけること、非

常にありがたいことだと思いますので、ぜひ周知を頑張っていただきたいと思いますが、周

知を進められている中でもっと便利に使う方法として、例えばグーグルマップでルート検

索をすると他地域ではバスロケーションデータが反映されていて、そうすると乗換えがバ

スからバスへの接続というのも非常にやりやすくなってるところもたくさんあります。そ

ういった意味で、私全く知らないところでもバスが使えるようになったということ、非常に

グーグルとの連動もいいことだなと思っているわけでありますが、堺市内を運行するバス

事業者では、バスロケーションシステムのデータをどのように活用されてるか、お示しくだ

さい。 

 

◎河合 公共交通課長  市内を運行するバス事業者のデータの活用状況ですが、ルート

検索サイト等への情報提供については、時刻表、運賃など固定的なデータの提供にとどまっ

ているとのことです。 

 しかしながら、南海バスではバスロケーションシステムを活用したリアルなデータの提

供についても検討中であるとお聞きしております。以上でございます。 

 

◆西 委員  固定的なデータの提供にとどまってるというのが少し残念で、堺市として

も補助してるわけですから、この事業を完遂していくためにも、ぜひ提供を固定的なデータ

にとどまらないようにしていただきたいわけでありますけれども、さらに活用してバス路

線を便利に使うことができたら、路線を維持していく、さらにはトリップが増えることによ

って活性化していくことにつながっていくと思いますけれども、今後どのように取り組も

うとされているのか、お示しください。 

 

◎河合 公共交通課長  バスロケーションシステムについては先ほども御答弁申し上げ

たとおり、まだ知られていないという課題もあることから、引き続き事業者と協力して周知

に努め、ＱＲコードを活用した利便性向上を進めていきます。 

 また、バスロケーションシステムの導入に市も補助している経過もあることから、より効

果的な活用について事業者と検討していきます。以上でございます。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。ぜひロケーションシステムがそういう乗換え案内

やグーグルマップ等々にも反映をされるように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 



 あわせまして、昨年９月にＭａａＳについても質問させていただきました。このロケーシ

ョンデータとＭａａＳについては本当に先ほども申し上げたように不可分なわけでありま

すが、その後どのようなＭａａＳについて動きがあるのか、また市としてそれをどのように

捉えているのか、お示しください。 

 

◎休場 交通政策課長  御質問いただきました以降のＭａａＳに関する動きといたしま

しては、昨年１０月に関西に主要路線を持つ大阪メトロ、近畿日本鉄道、京阪ホールディン

グス、南海電気鉄道、それとＪＲ西日本、阪急電鉄、阪神電気鉄道の７社が関西ＭａａＳ検

討会を設立されています。検討会におきましては、２０２５年に開催される大阪・関西万博

に合わせまして、関西地域における出発地から目的地までのシームレスな移動手段を提供

するためのＭａａＳの実用化に向けた共同研究に取り組まれています。 

 また、地域活性化に向けた交通利便の向上や観光客の回遊性向上などを目的に、全国様々

なところでＭａａＳに関する実証実験が進められているところです。 

 本市といたしましては、こういった様々な取り組みや国の動向などを注視しながら、市が

取り組むべき方向性について検討していきたいと考えています。以上です。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。時間の関係で事例の紹介ができないのが非常に残

念なわけでありますけれども、関西ＭａａＳというのはよくわかります。広域のＭａａＳ大

事なのもわかりますが、市民の皆さんにとっての、観光じゃなく堺市民がどう便利になるか

といった観点でのＭａａＳもぜひ検討していただきたいと思っています。 

 本当は事例を御紹介したいわけでありますが、つくば市の医療ＭａａＳは市立病院と連

動して、バスに乗ってどのように便利になるか、連動するか、決済まで連動するかというこ

とをやってますし、また小田急さんは近隣の商業施設と連動するＭａａＳということをや

っておられます。地域ＳＮＳみたいな話も出てます。そういった意味で、交通機関以外とど

う連携していくかということも重要だと思います。国交省もそのモデルを探してるという

ふうにお聞きをしています。そういった観点でもぜひ取り組みをお願いしたいと思います。 

 次の項目に移らせていただきたいと思います。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、４目交通安全対策費の関連でお聞きをしたいと思いま

す。 

 堺市の自転車レーンの整備状況と令和２年度の整備予定についてお示しください。 

 

◎高田 自転車環境整備課長  堺市自転車利用環境計画では、自転車ネットワーク約２

５０キロを選定しており、平成２１年度から整備に着手し、これまで５９．７キロの整備が

完了しています。 

 また、自転車ネットワークのうち平成２７年度から令和４年度まで優先的に整備を進め

る路線約５０キロを堺市自転車ネットワーク整備アクションプラン５０キロとし、令和元



年度末での整備延長は３４．５キロメートル、整備率は約６９％となっており、目標どおり

の整備であります。令和２年度においては、令和元年度の繰り越し事業費５，９００万円で

整備延長２．３キロと、令和２年度は事業費６，９００万円で整備延長４キロ、合わせて６．

３キロの整備を予定しています。最近の年間整備延長については、平成３０年度が８．１キ

ロ、令和元年度が８．９キロ、加えて令和元年度は鳳上線の完成で１．２６キロが整備完了

となっています。以上です。 

 

◆西 委員  ６９％整備しているということでありましたが、利用環境計画では２５０

キロということになってますので、まだ約４分の１から３分の１ということになってます

から、ぜひ積極的な整備をお願いをしたいわけであります。 

 また、平成３０年度は８．１キロ、令和元年度８．９キロにもかかわらず令和２年度は６．

９キロということで、ちょっとペースが落ちてるんじゃないか、これはちょっと残念だとい

うことを申し上げておきたいと思いますが、この自転車レーン、せっかく造ったのにそこの

ところで駐停車が結構起きていると、つまり通れない環境になってると。法律違反のところ

もありますから、そのことについてはしっかりやっていただかないと、次延ばしていくとき

に弊害になると思いますけども、この取り組み、このことについてどのように考えているか、

お示しください。 

 

◎高田 自転車環境整備課長  整備工事前に地元自治会へ工事内容の周知を図るための

工事のお知らせの中で、自転車利用者に対して通行方法を、あと自動車利用者に対しては駐

車防止についての啓発を行っています。工事完了後には広報さかいにおいて完成区間の地

図表示とともに通行方法を、それと駐車防止についての啓発を行っており、あわせて同時期

に地元自治会へ工事完了のお知らせを配布、回覧し、完成区間の地図表示とともに通行方法

と駐車防止について再度啓発を行い、あわせて所轄警察へ取り締まり強化の依頼を行って

います。以上です。 

 

◆西 委員  警察庁本庁も自転車レーンの積極的な普及ということをかなり打ち出して

おられますけれども、そういうことを考えていただいて、警察がそうやって積極的に取り組

んでるわけですから、ぜひ警察と連携をしながら、この自転車レーンしっかり守っていく、

ぜひよろしくお願いしたいと思いますが、この関連でネットワーク、車にとっての幹線のと

ころの整備を積極的に進めていただいているのはありがたいことだなと思っていますが、

実はゾーンで整備をしていくことも非常に大事だと思ってまして、これなぜかというと、左

側通行をしっかり守っていただくということのために非常に重要な、交通事故を減らして

いくために重要な取り組みだと思いますが、細街路ですね、ゾーンで整備をしていく細街路

の自転車走行についてレーンの整備も含めてどのように考えているか、お示しください。 

 



◎高田 自転車環境整備課長  自転車ネットワーク路線で、交通量が多く道路幅員の不

足から安全な通行空間が確保できない幹線道路での自転車レーン整備が課題となっており

ます。交通管理者との協議によっては、代替路線となる細街路の整備も含めた自転車ネット

ワーク整備が必要と考えています。 

 生活道路等の細街路では、幹線道路以上に逆走や並走、夜間の無点灯が多く、幹線道路と

は異なる手法により、左側通行などの走行マナーの向上を図ることで自転車関連事故防止

につながると考えています。 

 現在事業化に向け、自転車通学の多い高等学校周辺の道路において法定外表示を用いた

整備を検討しており、関係機関と協議中であります。以上です。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。今日も時間の関係でこれも紹介できなくて残念な

んですが、金沢市では本当にゾーンでやってまして、細街路の中には様々に自転車のピクト

表示とか、走行の指示の表示が様々な形でされています。全国各地で、京都も今積極的に進

めていますが、細街路で左側通行をしっかり遵守してもらうことが日本の交通事故の実は

大半をなくしていくんじゃないかと警察庁もレポートを出しているところであります。 

 そういった意味で、細街路の通行帯のいろんなやり方はあると思いますけれども、通行指

示の整備、ぜひ積極的にお願いしておきたいと思います。これはネットワークとは別になる

とは思いますけど、ぜひお願いしたいと思います。 

 関連でお聞きをしたいと思いますが、泉南線上に大きな自転車関係の施設ができようと

しています。大和高田線と泉南線の交差のところには来年３月、シマノさんが１００周年を

迎えるということだそうですが、その関連事業として自転車博物館が大仙公園の横から移

転をしてくると。 

 この自転車博物館は非常に海外の方も注目をしている施設でありまして、自転車のまち

堺を象徴する非常にシンボリックな施設でありますし、海外の方もこれが大きくなれば、さ

らに今でもたくさん来られてるわけですから、たくさん来られることが予想をされます。 

 また、大和川沿いには堺市の皆さん頑張っていただいて、にぎわい拠点をつくろうという

ふうに取り組まれているというふうに聞いています。完成年度が正確には示されてません

が、大和川沿線地区都市再生整備計画事業の期間を見ますと令和５年ということですから、

シマノの自転車博物館ができるのが来年のどこか、そして大和川のところにできるのは令

和５年かそこらあたりということだそうでありますけれども、そのことから考えると、ぜひ

そこの区間はやっぱり自転車のまち堺としてこんなけのすばらしい走行空間があるという

ことは最低限やらなきゃいけないと思うわけでありますが、自転車博物館まで、さらに大和

川のにぎわい拠点までの自転車レーン、どのように完成をさせていくおつもりなのか、お示

しください。 

 

◎高田 自転車環境整備課長  にぎわい拠点と自転車博物館とを結ぶ自転車ルートにつ



いては、最短距離で結ぶ大阪和泉泉南線ルートと大道筋ルートの２ルートの検討を行って

います。 

 大阪和泉泉南線ルートについては、青ラインの矢羽根による車道混在での整備を予定し

ていますが、法定の車両制限速度が６０キロ区間であるため、自転車利用者の安全確保が課

題となっており、現在交通管理者と協議中であります。 

 あわせて大道筋ルートについても計画しており、庁内協議を行い、整備を検討していきま

す。 

 あと２ルートともに協議が調い次第、順次整備に入りたいと考えています。以上です。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。これで質問を終わりたいと思いますが、この自転車

ルートぜひ整備を積極的にしていただいて誇りあるルートにしていただくことをよろしく

お願い申し上げて、質問を終わります。ありがとうございます。 


