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◆２４番（西哲史君） （登壇）堺創志会の西哲史です。会派を代表して通告に基づき質問

をさせていただきます。 

 まず、行財政改革についてお伺いします。 

 本定例会に臨むに当たって、組織改編の中心的取組として市政集中改革室の設置が示さ

れました。 

 我が会派は、効率的な財政運営や無駄遣い削減のために事務事業総点検シートの導入や

項目の検討、公開の仕方やＥＢＰＭの考え方の導入をはじめとして、様々な行財政改革を提

案し、議論してきましたが、市政集中改革室とはどのような趣旨で設置されたのか、お示し

ください。 

 次に、ＳＤＧｓについてお伺いします。 

 本定例会に堺市ＳＤＧｓ未来都市計画が報告案件として提出されています。 

 このＳＤＧｓ未来都市計画の中に２０３０年のあるべき姿として、経済、社会、環境の３

項目のあるべき姿が示されていますが、資料１をお示しをお願いします。 

 そもそもＳＤＧｓは経済、社会、環境の３側面がバランスよく統合されているところに大

きな意味があるにもかかわらず、なぜか環境の項目にだけほかの側面である経済の言葉が

入り、経済と調和した環境先進都市となっています。なぜこのような馬に乗馬する、頭痛が

痛いと同様の揶揄をされかねないような表現になってしまっているのか、御見解を説明く

ださい。 

 次に、ＧＩＧＡスクールについてお伺いします。 

 文科省の方針に基づき、昨年末に児童・生徒１人１台の端末を整備し、それぞれの学習に

活用していこうとしています。 

 そこで気になるのが子どもの視力への対策です。日本よりＩＣＴ活用が進んでいると言

っても過言ではない台湾やシンガポールでは、近視への対策が進んでいます。ＰＣやタブレ

ット端末の使用が、残念ながら成長期の子どもたちの視力に及ぼす影響が大きいことにつ

いて取り組むべきと考えますが、どのように課題認識をしているのか、お答えください。 

 次に、アートクラブグランプリについてお伺いをします。 

 アートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩについては、非常に有意義な取組であるとして

何度か本会議や委員会で取り上げ、積極的な実施や活用を求めてまいりましたし、その意義

についても当局の皆さんとも大いに共有をしてきたつもりです。 

 そのような中、今定例会で示されている来年度予算案において、このアートクラブグラン

プリについての予算項目を見つけることができず、困惑しています。 

 そこでお尋ねをしますが、これまでのアートクラブグランプリの開催意義と効果や成果

についてお示しください。 



 次に、議会との関係についてお伺いをします。 

 この１年半の間で、議会の全会一致で３件の政策目的によって本会議で議決した決議が

可決をされています。 

 議会で全会一致の議決をしようとすると、各会派間で一言一句まで細かい議論や調整が

なされ、各会派の担当議員の方々は非常に疲弊をされながらまとめていくことになります。

私は各会派の担当議員の皆さんに大いに感謝と敬意を持っています。 

 そこでお尋ねをしますが、一昨年の第６回定例会において堺市当局が早期に気候非常事

態宣言を行うことを求めた気候非常事態宣言に関する決議、スクリーンをお示しください、

が全会一致で可決をしましたが、１年半近くたっても何ら動きがないことについてどのよ

うに受け止めているのか、お示しください。 

 あわせて、次のスクリーン資料をお示しください。 

 昨年の第５回定例会において、多子世帯の保育料無償化の延期について措置を求める決

議が全会一致で可決されましたが、当局はどのように受け止めているか、お示しください。 

 最後に、区政策会議と住民自治についてお伺いします。 

 それぞれの区で重要な役割を担ってきた区民評議会に代わる新しい制度として区政策会

議の創設が提案をされています。この区政策会議の創設によって、従前の区民評議会よりも

住民自治が進むかどうか、当局のお考えをお示しください。 

 以上６項目質問し、ひとまず降壇をいたします。 

 

○議長（宮本恵子君） これより答弁を求めます。 

 

◎総務局長（大丸一君） 市政集中改革室の組織名称に集中とつけた趣旨、意図につきまし

てお答えいたします。 

 組織名称の集中とは、抜本的な見直しに期間を区切って注力することを示したものでご

ざいます。以上でございます。 

 

◎市長公室長（森功一君） ＳＤＧｓについてお答えをいたします。 

 ＳＤＧｓの各ゴールは相互に関連し、相乗効果が生まれるものや利益相反が生まれるも

のがあることから、それぞれのゴールの相関性に留意しながら、経済、社会、環境の統合的

な向上を図る必要があると認識をしております。 

 中でも経済と環境は相関性が強く、利益相反が生まれやすいことから、先進的な環境政策

によって経済と環境の調和を図るという考え方を示すため、今回の表現としたものでござ

います。以上です。 

 

◎教育監（松下廣伸君） ＧＩＧＡスクール構想におきます子どもへの視力の影響について

お答えします。 



 学校や家庭において、パソコンを長時間連続で利用することは、子どもの視力に影響を及

ぼすものと認識してございます。 

 児童・生徒用のパソコンの活用に当たりまして、子どもの視力等への影響などに配慮した

具体的な留意事項につきましては、保護者向けの活用ガイドブックでは記載しております

が、学校向け活用マニュアルへの記載ができていないため、改めて教員へ周知していく所存

でございます。 

 続きまして、アートクラブグランプリの開催意義とその効果についてお答えいたします。 

 アートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩ、全国中学校美術部作品展は、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

して開催しています。全国の優れた作品を募集、展示し、生徒同士が交流する機会を創出す

ることにより、全国規模の大会で活躍できる子どもの育成をめざしてございます。 

 本グランプリの効果としましては、堺の子どもたちが本作品展に参加することで全国の

様々な作品に出会い、美術への関心と意欲を高めるとともに、美術を愛する心情を深め、豊

かな感性を伸ばすことにつながると考えています。 

 また、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、美術を通した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ものと考えております。以上でございます。 

 

◎市長公室長（森功一君） アートクラブグランプリのＰＲについてお答えをいたします。 

 アートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩのまず市としてのＰＲとしましては、これまで

広報さかいをはじめ、インターネット配信ニュースサイトへのプレスリリース、市公式アカ

ウントなどのＳＮＳでの開催情報の発信を行ってきました。 

 また、アートクラブグランプリｉｎＳＡＫＡＩを通じて、堺の魅力を知っていただけるよ

う、事業の開催案内チラシやホームページへの堺の情報掲載、展示会場に堺の魅力を伝える

コーナーの設置などを行ってきました。全国から参加の中学生に対して堺の魅力を伝える

機会ともなったと考えております。以上でございます。 

 

◎環境局長（歌枕悟志君） 気候非常事態宣言についてお答えいたします。 

 気候非常事態宣言に関する決議を重要なものと受け止めております。 

 環境問題を取り巻く国内外の潮流を踏まえ、２０５０年カーボンゼロの実現に向け、堺市

に何ができるか、その方向性を示し、市が責任を持って市民や事業者と共に取り組むために

堺環境戦略の検討を進めてきました。本戦略の策定に合わせまして、気候非常事態宣言を行

う予定でございます。以上でございます。 

 

◎子ども青少年局長（岡崎尚喜君） 多子世帯の保育料無償化について市議会の決議の受け

止めについてお答えいたします。 



 堺市議会の意思として全会一致で可決された決議であり、重要なものと受け止めており

ます。以上です。 

 

◎市民人権局長（光齋かおり君） 区政策会議と住民自治についてお答えいたします。 

 附属機関としていた区民評議会に対しまして、区政策会議は懇話会とし、区が主体的に会

議を開催できるようにするなど、区長の政策立案を支える仕組みとして柔軟に運用できる

ものとしております。 

 また、区政策会議で聴取した意見につきましては、市長部局だけでなく、その他執行機関

にも配慮をする努力義務を条例に規定しており、幅広い区民の声を区政に反映できること

から、より住民の区政への参画が進むと考えております。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） 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。 

 市政集中改革室についてお答えをいただきました。この集中という意味は見直しの期間

ということですから、センターという意味ではないということで、まずは１つ安心をすると

ころでありますが、やっぱり行革は自律分散的でやられるべきであって、センター機能とい

うことでやっていくというのは、これまでの行革の議論とは少し違うかなと思うので、安心

をしたところであります。 

 ただ、この行財政改革、期間を区切って取り組むのではなくて、やっぱり行革というのは

いつまでも不断にしっかりと取り組んでいくと考えますけれども、その見解はいかがでし

ょうか。 

 

◎総務局長（大丸一君） 今議員がお示しのとおり、行財政改革につきましては、社会情勢

の変化や市民ニーズなどに対応しながら不断の見直しを行っていく必要があるというふう

に認識をいたしております。 

 しかしながら、本市の恒常的な収支不足を解消するためには、さらに市政全般の抜本的な

改革が必要であることから、２月８日に示されました財政危機への対応方針の下、令和３年

度から４年度を集中改革期間といたしまして、集中して取組を推進するとしたものでござ

います。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 



○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） まずお聞きをしますが、集中改革期間は令和３年度から４年度です

ということですが、２年間の期間限定の組織であるということでよろしいでしょうか。 

 

◎総務局長（大丸一君） 市政集中改革室につきましては、２年間で集中して行財政改革に

取り組む時限的な組織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（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 非常にこの２年間という言い方が逆に気になるわけですね。行革は

やっぱり不断じゃなきゃいけない、繰り返しになりますけど。そして自律的でなきゃいけな

い。にもかかわらず、こう期限を切る。一見正しいことに聞こえますが、やっぱりこういう

ふうにやっちゃうと、行革は短期でやるものみたいになりませんか。財政危機、言ってます

けれども、やっぱり不断に取り組んでいくということを庁内各所に発信をしていく必要が

あると思いますので、こういう名前になっちゃいますのは皆さんが御判断をされる、そうい

うことでありますけれども、しっかりと決定をしていただくことが、まさに財政が危機的状

況であるからこそ、もしそう皆さんがおっしゃるのであればこそ、しっかりとやっていただ

きたいと思います。 

 次に、今回の予算の市長説明の中に新たなコストをかけずに実施するゼロ予算事業とい

う言い方が出てきました。このゼロ予算という言い方が非常に気になるわけであります。 

 吉川敏文議員さんもさっきフルコストということをおっしゃってましたけれども、まさ

にこの新たなコストをかけずに、フルコストという考え方をしましょうという議論は非常

に議会でいろんなところから出てると思います。まさに行革は、行財政改革は、支出するそ

れぞれの発注費、物件費だけじゃなくて、人件費も含めてフルコストの中で効率的に動かし

ていかないと、まさに財政のためにならない、そういうふうに考えていただく必要があると

いう議論はたくさん議会から出てると思いますが、この考えと逆行することになりません

か。 

 

◎財政局長（坂本隆哉君） ゼロ予算事業につきましても、人件費等のコストが発生してい

ることは認識しておりますけれども、人件費や簡易な事務費など既存予算の範囲内で実施

できるもので、別途新たな予算措置を伴わない事業をゼロ予算事業として位置づけており

ます。 

 ゼロ予算事業については、財政状況が厳しい中、市民サービスの実施や政策課題の解決に



は予算が必要という固定観念から脱却し、職員一人一人の創意工夫や発想の下、新たな予算

を伴わずに実施可能な事業を立案、実施することで、さらなる市民サービスの向上を図るこ

とを目的にしているものです。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 財政局長から見たらそう見えるのかもしれませんが、行革の視点で

見ても、すごい変なんですよね。全然効率的な運営をめざしている姿に見えません。 

 フルコストの観点、行革の担当の局長はどう思われるんですか。 

 

◎総務局長（大丸一君） 市が実施いたします事業につきましては、事業費に事務費や人件

費を加えたフルコストの観点を持ちまして、費用対効果を勘案した上で、その事業が効果的、

効率的な手法により実施されているものかを見極める必要があると考えております。 

 一方で、先ほど財政局長が説明いたしました今般のこのゼロ予算事業につきましては、人

件費や簡易な事務費などの既存の予算の範囲内で、職員が知恵を絞って新たなコストをか

けずに実施する取組でありまして、視点を異にしているものというふうな認識でございま

す。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 視点を異にしているのは構わないんですが、やっぱり新たなコスト

をかける、つまり人件費がかかったり手間がかかったりということを考慮に入れないかの

ような発信をするということは、まさに真の行財政改革にとっては逆行になる、そう思いま

す。 

 フルコストの議論これまでされてますから、しっかりともう一度考えていただきたい。こ

んなことを次も次も言わないように、よろしくお願いしたいと思います。 

 さて、この予算の中で様々なアプリの話、ＳＮＳの話も出てきます。もうたくさん乱立を

されていて、もはや何のＬＩＮＥがあるのか、もはや何のアプリがあるのか、いろんな人に

聞いてみましたが、何個かは挙げられますけれども、全て挙げられる人はほとんどいません。

というか、ゼロと言っても過言ではないぐらいの状況です。 

 導入費用、年間運用費、この本市の主なアプリやＳＮＳはどのようになっているのでしょ

うか、お示しください。 



 

◎財政局長（坂本隆哉君） 本市の主なアプリやＳＮＳの経費についてですけども、アプリ

はさかい子育て応援アプリなど４件、ＬＩＮＥの活用事例は建設局の道路等通報システム

など６件、チャットボットは上下水道局の１件でありまして、これら１１件を合わせた導入

費は４，０３４万円、システムに係る年間運用費は１，０１１万円となっています。以上で

す。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 非常にたくさんのお金が使われていて、いろいろと過去にも議論し

ましたが、こういうアプリ、ＳＮＳ、有効なことはいいことですけれども、お金が野放図に

使われることのないように注意をしていただきたいわけでありますが、やっぱり決済とか、

アプリ開発の中でお金がたくさんかかるというふうに私も仄聞をしています。また、ＬＩＮ

Ｅアカウントは、いろいろとたくさんありますが、実はセグメント配信の機能を使えば、統

一的に１個のアカウントの中でできます。各業者さんは、たくさんＬＩＮＥで何とか相談し

ませんか、ＬＩＮＥで何とか相談しませんか、たくさん提案を持ってきてると思いますけれ

ども、そんなことに１個１個に開発費をかけるのは非常にもったいない話で、やっぱりセグ

メント配信がしっかりできるのであれば、やっぱり統一をしてコスト削減しっかり図って

いかないと、まさに財政が危険な状況なのであれば、そういうスローガンを唱えられるので

あれば、まずそこからしっかりやっていくべきだと思いますが、この機能共通化に対する当

局の御認識をお示しください。 

 

◎ＩＣＴイノベーション推進監（土生徹君） アプリにおけます汎用的な機能の共有化であ

りますとか、ＬＩＮＥアカウントなどの統一については、コスト削減のほか、利用者の操作

性向上にも有効であるというふうに考えております。 

 機能を共通化する方法には、汎用機能の部品化や統合型アプリの導入、ＬＩＮＥアカウン

トの統一などの選択肢がありますけれども、本市では既に運用中のものもあり、それらへの

対応も必要になってくることから、今後共通で利用できる機能の在り方等について将来を

見据えて検討いたします。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 



◆２４番（西哲史君） 乱立をして、今確かに使われているものはあるかもしれませんが、

まさにそういうことを見据えて、単年度じゃなくて数年先を見据えてしっかりとプラット

フォームをつくっていかないと、いつまでもお金がたくさんかかる、財政が非常に傷められ

る、そういうことになると思います。統一化に向けて検討するということですから、ぜひお

願いしたいと思いますが。 

 そんな中、先日、資料５をお示しください。 

 上下水道局のスマートフォンアプリ運用開始についてという御報告がありました。この

導入効果の中に、スクリーン赤字で書いてますが、印刷費や郵送代の削減約４２２万円とい

うのがありました。割と条件は書いてありますけれども。本当にこれが導入効果額なのかな

というふうに思うわけでありますが、導入目的と費用対効果をお示しください。 

 

◎上下水道局次長（向井一裕君） スマートフォンアプリの導入は、ＩＣＴを活用した利用

者サービスの向上と業務の効率化を目的としています。 

 スマートフォンアプリ導入経費につきましては、開発費用が約１，７６０万円、運用費用

は令和３年度から令和７年度までの５年間で約２，２６０万円を想定しており、開発と運用

費用の合計で約４，０２０万円と試算しています。 

 導入経費に対する費用対効果につきましては、５年後に給水契約者の１５％が移行する

として、ペーパーレス化によるメーター検針及び納付書発送に係る印刷物や郵送料の削減

が約２，２１０万円、使用開始、休止、名義変更等をスマートフォンアプリで受付すること

による電話受付業務の削減が約１，６２０万円、合計約３，８３０万円と試算しています。 

 また、６月から開始するクレジット決済受付をスマートフォンアプリで行うことで、申請

書郵送料やデータ登録処理業務が不要となり、別途運用費用の軽減も見込んでおります。 

 定性的な効果につきましては、スマートフォンアプリによる非接触での支払いやコール

センター受付時間外においても各種手続が可能となることなどにより、利用者サービスが

向上することや、郵送事務や滞納整理業務の削減による業務の効率化を図ることができま

す。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ３，８３０万円を効果があるけれども、４，０２０万円かかるとい

うお話でした。赤字なんですよね。こういう書き方で本当にいいんでしょうか。総務局、御

見解をお示しください。 

 

◎総務局長（大丸一君） 本市が毎年度決算期において公表いたしております行革効果額に



つきましては、新たなシステムの導入経費など行財政改革の取組に要する経費を差し引い

て算出することを基本としております。 

 今回、今議員お示しいただいております上下水道局が運用するスマートフォンアプリに

関する報道提供資料につきましては、導入効果の１つである印刷費や郵送代の削減による

削減額が年間約４２２万円であることを示されているものでございまして、このたびの取

組による行革効果額を示しているものではないという認識であります。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） もうこういう資料の書き方が行革を妨げると思うんですね。効果額

をしっかり書かないと、赤字だったら赤字で、フルコストで考えたらいいのかもしれません

が、皆さんはフルコストの立場であまり議論してくれないんですけれども、効果額を全然ち

ゃんと書いてくれない。財政が本当に皆さん危ないと思っていらっしゃるんですかね。ちゃ

んと書いていただくように御指導をお願いをしたいと思います。 

 ＥＢＰＭについてもお聞きをしたいと思いますが、時間がないので項目を絞って聞きま

すけど、ＥＢＰＭにおけるエビデンスとなる指標について留意すべき事項、どのように考え

ているか、お示しください。 

 

◎総務局長（大丸一君） 根拠に基づく政策立案、いわゆるＥＢＰＭにおきましては、政策

効果を適切に把握するための指標の設定と、その数値が正確であることが必要となりまし

て、その点に留意すべきで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（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） それでは、大阪観光局についてお聞きをしますが、今回の予算でも

４，０００万円の負担金が提案をされていますが、堺市の効果についてどのような指標があ

るのか、簡潔にお示しください。 

 

◎文化観光局長（宮前誠君） 大阪観光局に参画したことで、インバウンドをはじめとした

堺市への来訪者や観光消費額などの増加が期待でき、それらの事業を評価する指標になる

ものと考えております。 

 ただし、令和２年度におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして、



具体的な効果の把握は難しいですが、大阪観光局が堺にスポットを当てた事業を新たに実

施しており、これらの取組はコロナ収束後の堺への誘客につながるものであると認識して

おります。 

 今後大阪観光局の情報発信力を生かしまして、これまで堺単独では難しかった広域的な

プロモーションの実施によりまして、効果を高めることができるというふうに考えており

ます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） つまり、指標はないということですよね。ＥＢＰＭという議論をし

てるのに指標がないものがこれだけ普通にあるというのが本当に大きな違和感であります。 

 ほかにもいろいろとＥＢＰＭについてもお聞きをしたいことがありますが、時間の関係

で省略をしますが、様々に行革の視点、財政が非常にしんどい状況だとおっしゃっているに

もかかわらず、いろんなところに穴が開いている。ちゃんと埋めてから、財政大変なんです

よとしっかり言っていただく必要があると思いますので、ぜひとも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。 

 経済と環境の調和についてお答えいただきましたが、経済と環境は相関性が強く、利益相

反が生まれやすい。これ、いつの時代の議論なんですかね。今環境モデル都市、ＳＤＧｓ未

来都市、皆さん、経済政策としての環境政策みたいな議論が出てきてるんです。 

 北九州市の資料をお示しをいただけたらなと思いますが、スクリーン映りますか。 

 北九州市は、ちょっと右下の図は見にくいわけでありますが、環境のところに経済との調

和ということは書いてありますが、基本的には北九州市の環境計画の真ん中に書いてある

ように、環境、経済、社会の３層がバランスよく統合されたということが堺と同じ産業都市

の北九州市の特徴であります。あえて経済を２回書いて、しかも環境のところに書いてしま

う。モデル都市としては本当に残念な議論であります。 

 資料を消してください。 

 このＳＤＧｓ基本計画を私、知人の環境省や内閣府の課長級職員さんたち何人かに見せ

ましたが、内容説明する前に聞かれたことは２つです。何で環境のところに経済って書いて

あるの、もう一つは何で調和なの、私が説明する前に聞かれました。調和という議論、古い

よね、私が申し上げて、９０年代こんな議論あったよねって、いや違うよと、７０年代の議

論だよとそう言われました。 

 調和という表現について環境局の皆さんどのように認識してますか。 

 



◎環境局長（歌枕悟志君） 経済という言葉の重複につきましては、経済と環境とは相関性

が強く、利益相反が生まれやすいものであることを踏まえたものでございますが、ＳＤＧｓ

では経済、社会、環境の３側面につきまして、バランスよく統合的に向上を図る必要がある

と認識しております。 

 また、経済と環境の調和の表現につきましては、ＳＤＧｓが採択されました持続可能な開

発のための２０３０アジェンダを踏まえて記載している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。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） バランスよくやっていくということですから、信じて次の項目進め

させていただきたいと思います。 

 ＧＩＧＡスクールについてもお答えいただきましたが、今から周知をする、家庭にやって

るのは当然のことですが、やっぱり学校教育の中でちゃんとやっていただきたいと思いま

すが、教員の皆さんに対してどのように周知するのか、お示しください。 

 

◎教育監（松下廣伸君） 今後本格的な活用が始まるというところを踏まえて、文科省のほ

うから示されている参考資料や、またそれに伴って本市において専門家や関係部局にも意

見を聞きながら作成し、今後学校で子どもの健康に配慮した活用ができるよう示してまい

りたいというふうに思っております。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） この健康に留意するとしたら、最低限各教室に黒幕、暗幕がないと、

やっぱり映り込みで目への負担すごい大きいと思うんですが、当然各学校には暗幕、黒幕が

教室にあるということでいいですか。 

 

◎教育監（松下廣伸君） 学校におきましては、暗幕がございますのは一部の特別教室とな

ってございます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 



○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 非常に残念ですね。ＧＩＧＡスクールってずっとシンボリックに端

末のこともずっと言われてきたのに、子どもの視力のことは一切ほったらかされていた、こ

れからやっていくと、本当にそれでいいんですか。ちゃんとセットでやっていただく、ぜひ

とも要望したいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 アートクラブグランプリについてはもう時間がありませんので、先ほど吉川議員からの

お話と同じく、やはり様々な意義が１つの事業をやるに当たってありますから、広報の効果

もある、そういうことをしっかり盛り込んでいただいていることを認識をして、やっぱり何

とかやりようがないか、ぜひとも皆さんでもう一度検討していただくことを要望しておき

たいと思います。 

 気候非常事態宣言についても、するということで１年半近くたってやっとだなというと

ころでありますが、ちょっと議会を軽んじておられるんじゃないかなというふうに思いま

す。１年半たって、早期に求めたはずが１年半、どういう時間軸なのか。あの頃から今、政

府の状況も大分変わっています。大阪府下の各自治体の状況も、これ宣言された自治体も政

令市の中でもいっぱいあります。１年半放置をされていたとしか思えない。 

 環境戦略についてバックキャスティングでやることを当時求めてるわけですから、これ

はやっぱりちょっと軽んじられてるんじゃないかなというふうに思わざるを得ないと申し

上げたいと思います。 

 多子世帯の保育料無償化の延期についても、本当にこんな内容で決議に応える内容とな

っているとお考えですか。 

 

◎子ども青少年局長（岡崎尚喜君） 決議に示されました人生計画に影響のある対象世帯等

の全てに対する救済措置ではございませんが、所得制限を設けて実施する施策であると考

えてございます。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） この内容では全く決議と、決議もう一度スクリーン示していただけ

ますか。ちょっとこれ小っちゃくなりますから、１個１個は解説できませんが、人生計画に

影響があるからみんなで取り組みましょう、ちゃんと取り組んでくださいということを書

いてあるわけでありますけれども、全ての人を対象にする救済措置ではないが、人生計画に

影響のある対象世帯ではないが、これで本当に、もう一度聞きますけど、応える決議となっ



てると思いますか。 

 

◎子ども青少年局長（岡崎尚喜君） 同じ答弁になって申し訳ないんですけども、確かに全

ての対象世帯に対する救済措置ではございませんが、様々な検討を重ねました結果、今の財

政状況の中で、できるだけ経済状況の厳しい世帯に対して所得制限を設けて実施する施策

ということで考えさせていただきました。以上です。 

 

○議長（宮本恵子君） ２４番西哲史議員に申し上げます。申合せの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番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 御配慮ありがとうございます。これで終わります。 

 本当にこの内容で応えてると思われるのであれば、日本語上課題が多いんじゃないかぐ

らい思います。皆さんの思いが一言一句まで各議員さんが調整をして書いた決議に対して、

この内容で応えてるというふうに思われるのは、非常に議会を軽んじられてるんじゃない

かというふうに思うと申し上げたいと思います。 

 そして次の項目については時間の関係で、また委員会で議論させていただくことを申し

上げて、私の質問を終わります。 


