
令和３年６月１５日健康福祉委員会 

 

◆西 委員  おはようございます。堺創志会の西でございます。２年連続になりますが、

よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 通告に基づきまして質問させていただきたいと思いますが、まず冒頭、生活困窮者対策と

いうことでお聞きをしていきたいと思いますが、コロナのこともあって、非常に各新聞報道

等でも、生活困窮者対策をいろいろと、今の生活困窮者皆さんの状況を取り上げられること

が多くなっています。 

 先ほど藤本議員から生活保護の申請をためらうというお話もありましたけれども、ため

らうどころか、その制度を自分で使えるものだというふうに思わない、もしくは制度が分か

らない、制度の詳細が全然理解できないまま、非常に困ってしまって、もうお金の残高も１，

０００円しかないというような方もいらっしゃる、どうしていいか分からない。ネットカフ

ェにいる、もしくは様々な場所で、ホームレスに近いような状態になっているというような

方もいるというようなお話なんですが、このような方に対して、堺市生活困窮者対策として

どのようにやっているかお示しください。 

 

◎阿加井 地域共生推進課長  本市では、平成２７年度から生活困窮者自立支援法に基

づき、生活困窮者自立相談支援窓口として、堺市生活・仕事応援センターすてっぷ・堺を開

設し、生活に困窮している方の総合相談や就労支援を実施しております。 

 すてっぷ・堺における支援の１つとして、離職等により住居を喪失した方、または住居を

喪失するおそれのある方に対して、家賃相当額を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた

支援を行う住居確保給付金制度の相談支援を行っております。以上でございます。 

 

◆西 委員  このすてっぷ・堺の相談状況についてお示しください。 

 

◎阿加井 地域共生推進課長  新型コロナウイルス感染症の影響によって、すてっぷ・堺

への相談は増加しており、総合相談の実績は令和元年度は１，８６２件であったところ、令

和２年度は１万２，８２１件となっております。 

 また、住居確保給付金の申請件数につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、

国において支給要件が大幅に緩和されたこともあり、令和元年度は１３件であったところ、

令和２年度は９３０件となっております。以上でございます。 

 

◆西 委員  では、実際にすてっぷ・堺に相談する人はどのような方法で相談をしてくる

んでしょうか。 

 

◎阿加井 地域共生推進課長  新型コロナウイルス感染症の影響で相談件数が急増した



昨年度は、すてっぷ・堺で受け付けている大半の相談は、窓口への来所もしくは電話による

ものと確認しております。以上でございます。 

 

◆西 委員  すてっぷ・堺について、ホームページ、グーグルで検索をして入れてみたら、

まず社協のページがかかります。それから社協のグーグルで、まず位置というか、事業所情

報でかかってきますが、その後、社協のページがかかってくるということになってますけど、

じゃあこれ１枚目に開いたときに開くページは何かと、これスマホで開いてますが、このペ

ージになります。先ほど申し上げたように、結構、スマホしか持ってない、情報アクセスで

きない方がたくさんいらっしゃる中で、まずこの状態になってて、果たして理解できるのか

ということもちょっと考えていただきたいですし、電話とメールという問合せになってま

すが、実は御存じの方もたくさんいらっしゃると思いますが、あの生活困窮者、究極的には

電話回線がつながらなくなるということがたくさんあるというふうに聞いています。Ｗｉ

－Ｆｉが何とかつながりますから、ネットワークはつながってますが、電話回線がつながら

ない。しかしながら、電話の問合わせということになってますけども、それこそまさに、堺

市、今各地でＬＩＮＥアカウントつくったり、ＳＮＳでフォローしたりということやってる

わけですが、ＳＮＳでアクセスをできるようにまずすべきだと思うんですよね。まずそうい

うこと取り組んでいただきたいと思うんですが、コロナ禍で相談件数が増えたとはいえ、本

当に制度を知らない人がたくさんいると思うんですけれども、そのような市民に対してど

のようにアプローチをしていくのか、こういうことも含めて御答弁をお願いしたいんです

が。 

 

◎阿加井 地域共生推進課長  生活困窮者自立支援制度の相談窓口であるすてっぷ・堺

を知っていただくために、これまでも広報さかいや堺市ホームページをはじめ、新型コロナ

ウイルス感染症に関連した支援制度の案内など、様々な広報媒体を活用して市民への周知

を図ってきました。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症に伴う社会経済活動への影響が長期化してお

り、雇用情勢は依然として不安定な状況にあるため、これまで以上に効果的な相談支援や就

労支援を行っていくことが必要であると考えております。 

 そのような観点から、民生委員児童委員をはじめとする地域の支援者、支援機関や、保険

年金、税、上下水道、住宅等の市民生活に関わる庁内関係部局などとのさらなる連携強化に

より、生活に困窮している方を早期に発見し、必要な支援につなげていきたいと考えており

ます。 

 本市としましては、全ての市民の皆様に安全・安心に生活をしていただけるよう、これか

らも個々の生活困窮者の状況に応じた、きめ細かな支援に取り組んでまいります。以上でご

ざいます。 

 



◆西 委員  連携強化も含めて頑張っていただいてるんだと思います。取組は非常に充

実してると思います。しかしながら、ここにアクセスをどのようにしていくかということを

もっともっと取り組んでいただきたいと思ってるんですね。 

 例えば、堺市内で、これ場所も大事なんですけど、堺市内で、仮に死にたいと検索したと

いうところに、一番上は恐らく、グーグルが設定をしてる、ヘルプの電話番号なんですけど

も、この下、東京都のページと横浜市のページがかかるわけですね。これリスティング広告

の活用も含めて、細かい話はここで議論避けますけれども、いろいろとネットをうまいこと

使っていけば、この堺市のサイトに、この状況からアクセスをするという方法はいろいろあ

ります。そんなにコストはかかるものでもありません。アプローチをどのように、こう入っ

てくるかっていうことをもう少し研究をしていただきたいなというふうに思っています。 

 無料でＷｉ－Ｆｉを使ってる人たちがターゲットだというふうに思うと、そこ限定の広

告の打ち方、そこに対するアプローチの仕方、いろいろあります。せっかく、この間からＳ

ＤＧｓプラットフォームができてるわけですから、事業者の皆さんとこういう社会課題で

どういうふうに連携できるかというのは、いろいろまだまだ考えようがあると思いますの

で、この委員会で去年も申し上げましたがカスタマージャーニーマップも含めて、ぜひ検討

していただきたいなというふうに思います。 

 次の項目に移ります。よろしくお願いします。 

 保育施設入所に関する利用調査についてお聞きをしたいわけですが、この待機児童ゼロ

ということで先日発表されまして、本当にここ数年間、これ一朝一夕にできるものではなく

て、５年、１０年、当局の皆さんが非常に、いろんな悔しい思いもしながら頑張ってきたこ

とが、１つ形になったのかなということで、非常に評価しているわけでありますけれども、

今後はこの待機児童ゼロを維持しながら、多様化する保護者ニーズ、どこまでやるかってい

うのは思うんですが、応えていくことが重要であるというふうに思います。 

 特に、きょうだいで保育施設を利用する場合に、仮に別々の保育園、こども園に行かなき

ゃいけなくなったら非常に、もう保護者としては負担が爆発と言っていいぐらい大変な状

況になるというふうにお聞きをしていますが、きょうだいで同一施設の入所申込みがある

場合の利用調整、どのようにされてますでしょうか。 

 

◎長尾 幼保推進課長  認定こども園や保育所等の入所申込みについては、児童福祉法

等に基づき、市において利用調整を行うことが規定されております。 

 利用調整に当たっては、国が示す基本的な考え方にのっとり、公平性の観点から利用者ご

とに保育の必要度について指数化を行い、その指数が高いほうから順に調整を行うことと

しております。 

 なお、本市ではきょうだいで同一施設への入所申込みがあった場合については、世帯点数

への加点を行うなど、入所に関して、一定配慮することとしております。以上です。 

 



◆西 委員  一定の配慮をするということですが、きょうだいでの同一施設への入所申

込みがある場合、どれくらいの割合でこの希望に応えることができてるのか、また、別々の

施設に入ることになった場合、どのように対応しているのかお示しください。 

 

◎長尾 幼保推進課長  きょうだいで同一施設へ入所申込みがある場合につきましては、

令和２年度入所の状況で９割強の方が同一施設へ入所できております。 

 なお、希望する同一施設への入所が困難な場合におきましては、区役所の窓口等において

丁寧にヒアリングを行い、近隣で同時利用が可能と思われる施設を紹介しているほか、どう

しても同一施設への利用がかなわない場合においては、保護者の送迎の負担が軽減される

よう、極力近隣の施設への入所ができるよう配慮を行うなどの対応をしているところです。

以上です。 

 

◆西 委員  ９割強の方が同一施設に入所できている。これは皆さんの頑張りが非常に

効果を及ぼしてるということだと思います。ただ、まだ同一施設に入所できてない方もいる

ということであります。 

 待機児童ゼロとなった今、やっぱり保護者ニーズに応えていく、特に、この非常に負担の

多い別々の入所ですね、このことに対しては、優先的とまでは言わなくても、加点などでし

っかりと対応できるように取組は、これ１００％なかなか大変だと思うんですが、取組を維

持もしくは充実をしていく、重要だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

◎長尾 幼保推進課長  保護者の負担軽減や、満足度の向上、保育の質の向上については、

今後の子育て支援策において非常に重要なポイントであると認識しております。 

 保育施設等の利用の分野に関しては、待機児童数ゼロを維持していく取組を継続しなが

ら、多様化する保護者ニーズや今後の保育需要の動向等も注視していく必要があると考え

ております。 

 きょうだいで同一施設への入所申込みがある場合の利用調整についても、それらの状況

を十分に踏まえ、総合的に勘案しながら検討を進めていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。ぜひ積極的に検討をお願いしたいと思います。例え

ば、２つの指標も必要なときもあるかもしれません。というのは、優先的に入ることが大事

なことと、優先的にそれぞれ希望園を選択できることが果たして同一である必要があるの

かという議論をしっかりしていただきたいなというふうに思っています。必ず入らなきゃ

いけないということはいろんなシチュエーションによってあると思います。しかしながら、

その方が、じゃあ、ほかの方よりも優先をして、この希望園を決めれることが本当に必要な

のかどうかっていう議論は、ぜひ当局の中でもしっかり議論していただきたいなというふ



うに思います。ぜひ取組をよろしくお願いしたいと思いますし、そのこと大前提として、こ

れ次回の委員会で取り上げたいと思ってますが、保育園の入園申込みがこの時代において、

なぜあんなに手書きで入力していくのか、手書きで申し込まなきゃいけないのか。皆さんが

それを受けて、手書きのものを、いろんな職員さんの手を借りて、データ入力していく、本

当にこの手間っていうのは必要なんだろうかと思っています。先日も銀行に行きましたけ

れども、銀行の窓口、ちゃんとパッドで入力をして、確認を利用者の方にしていただく、そ

のことによって非常に確認という負荷を、非常にその内部でやる作業の負荷を下げている。

やっぱりデジタル化を、データインプットの段階でちゃんとやっていくことが、いろんなカ

スタマイズもしやすくなるし、職員の皆さんの負担も下げることになるというふうに思い

ますので、これは次回取り上げますが、よろしくお願いしたいと思っています。 

 さて、この待機児童ゼロの関係で、このことに大きく寄与したのはやっぱり、ここ数年小

規模保育事業というのを、当局側の皆さんも、そして事業者の皆さんも非常に頑張って、も

うこの数年、私の地元の平岡小学校でも、公共施設の一角を、小学校の一角を使ってやると

いう、もう画期的な取組を何年も前から地域でいろいろと御苦労していただきながら取り

組んでいただいたというようなことがあって、それだけじゃなくて堺市全体で小規模保育

事業を進めてきた、このことが非常に寄与してるということだと思いますが、これ突然今年、

定員の空き枠が多くなってると聞いてますが、現状をお示しください。 

 

◎小川 待機児童対策室長  新規開設以外の施設で、令和３年４月時点での、空き枠数が

前年の令和２年４月から増加した施設数は２８件、合計１１１人分、減少した施設数は２３

件、合計９１人分、変化がなかった施設数は８件であり、全体で空き枠数が２０人分増加し

ています。 

 なお、令和３年４月入所申込み数は１万９，４０９人と、令和２年４月時点から５５人減

少しており、これは新型コロナウイルスの影響もあると思われます。以上でございます。 

 

◆西 委員  コロナウイルスの影響で５５人減っているものの、それに対して全体の空

き枠数が２０人増える、これはだから、割合に結構大きいなというふうに思うわけでありま

すが、この入所申込みにおいて、入所者が希望する施設種別に偏りはあるんでしょうか。ま

た、小規模保育事業を希望する割合はどの程度かお示しください。 

 

◎小川 待機児童対策室長  新規の入所者が第１希望とした施設種別の割合は、主に認

定こども園が約８４％、保育所が約１０％、小規模保育事業が約６％でした。 

 施設数の割合がそれぞれ認定こども園が約５３％、保育所が約９％、小規模保育事業が約

３３％であることから、小規模保育事業を希望する割合が低くなっています。以上でござい

ます。 

 



◆西 委員  小規模保育事業の割合に対して、入所希望数の割合がかなり少ないという

ことになっているということだと思います。そういった意味では、やっぱり制度上の課題が

どこかで出てるんだろうなというふうに思うわけですが、この希望が少ないのはデメリッ

トがあるからなんでしょうか。何らかの対応はそれに対して行われているかお示しくださ

い。 

 

◎小川 待機児童対策室長  小規模保育事業には低年齢時期において、少人数でのアッ

トホームできめ細やかな保育を行うことができるという利点があります。 

 一方で、ゼロ歳から２歳児を対象にする小規模保育事業は、基本的に３歳児から別の施設

への入所申込みを再度行う必要があるため、入所申込みをするに当たって敬遠されている

方がいると思われます。 

 しかし、小規模保育事業がほかの認定こども園、特区小規模保育事業等と３歳児以降の受

入れについて連携している場合、小規模保育事業を卒園した児童は、当該連携施設を受入れ

可能な範囲内で優先的に利用することができます。 

 また、連携施設以外の施設に入所する入所申込みを行う場合は、小規模保育事業を卒園し

た場合として、利用調整において８点が加算されます。以上です。 

 

◆西 委員  いろいろと優先事業とか、加点とか、加算とかあるということではあります

が、結局、これで足りてるのかどうかっていうことが分からないということなんだと思いま

すね。 

 また、先ほどおっしゃられた御答弁の中でも、敬遠されてる方がいると思われると、つま

り確信的な話ではない、さらにアットホームの利点ということをおっしゃられるんですが、

もしかして、もしかしたら、ここが忌避要因になっている可能性もゼロではない、恐らくな

いとは思いますけれども。そのことも含めて、この現状を把握しないと小規模保育園が忌避

を、忌避とまで言わなくても、少し希望が下がるということになってくると、これに対して

のケアを、対策をちゃんとやっていくためには、なぜここが選択されにくいのかということ

を、把握しないと、取組を進め切れないと思いますけれども、これを把握をした上で、今後

の施策を実施していくことは重要じゃないかと思いますが、どうお考えかお示しください。 

 

◎小川 待機児童対策室長  さかい子育て応援アプリを活用したアンケート等で、保護

者の意見を把握し、連携施設、加点等の制度のさらなる周知や制度の充実を検討してまいり

ます。以上でございます。 

 

◆西 委員  ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 緊急一時保育の制度についてお聞きをしたいと思いますが、この制度を利用された堺市



民の方によれば、本当にこのときに対応していただいた当局の皆さんのすばらしい対応に

心より感謝をしたいということと、それから、こんな制度がなかったらどうなったんだろう

って、呆然としているという、本当に感謝をしてるということをお伝えをしてくれというこ

とを言われておりますが、この制度の概要についてお示しいただけますでしょうか。 

 

◎長尾 幼保推進課長  緊急一時保育につきましては、本市では堺市保育所等緊急一時

保育の実施に関する要綱を定め、保護者が出産、入院、災害などで、家庭での育児が困難に

なった場合、認定こども園や保育所などを一時的に利用できる制度として運用しておりま

す。 

 利用期間は原則３０日以内としており、やむを得ない場合には３０日を超えない期間で

延長することができることとなっております。以上です。 

 

◆西 委員  この制度を利用するために、どのような手続が必要なのでしょうか。 

 

◎長尾 幼保推進課長  緊急一時保育の制度を利用していただくためにですが、まずは

区役所の子育て支援課に御相談いただき、その上で申請手続をしていただくということに

なります。 

 その後、区役所において利用調整を行い、基本的には認定こども園や保育所などで受入れ

可能な施設において保育を実施していただくということになります。以上です。 

 

◆西 委員  この利用実績、令和２年の利用実績をお示しください。 

 

◎長尾 幼保推進課長  令和２年度の利用実績ですが、公立の保育施設で９人、民間の保

育施設で５２人、合計６１人の方が利用されております。以上です。 

 

◆西 委員  ６１人の利用があったということで、本当にこの６１人の皆さんは、多分、

すごいほっとして、すごい安堵したと思うんですよね。この本制度を必要としている方、ま

だまだこの制度を知らない方とかも含めて、潜在的にたくさんいらっしゃるというふうに

私は思っています。現在、本制度の周知についてどのようなＰＲ、このすばらしい制度をど

のように広報されているのか、また今後どのように周知していこうとされているのかお示

しください。 

 

◎長尾 幼保推進課長  緊急一時保育の制度につきましては、母子健康手帳の交付時に

お渡ししております育児総合ガイドブックや子育て応援アプリ等で周知・案内を行ってい

るところでございます。 

 今後も、緊急かつ一時的に保育を必要とする保護者等が、本制度を円滑に利用できるよう



効果的なＰＲ方法について検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。ぜひ検討していただきたいと思います。先ほど来の

話と一緒なんですが、すばらしい取組していただいてる、これを知っていただかないと利用

してもらえない。もちろん今も周知はされてると思いますが、母子健康手帳等々でＰＲをし

ても、やっぱり、それぞれの気持ちのタイミングにならないと、なかなかフィットしないこ

とがあると思います。そういった意味では、例えば、やっぱり、本当はそうであってはいけ

ないのかもしれませんが、女性の方、母親が入院をされるときに、非常に困ったりというこ

とが多いということだと思いますが、そういう産婦人科なり、関係の医療の先生に、入院を

したときにこういうことあるよということも言っていただく、そういう意味では、先生たち、

もしくはそれぞれの医療機関への周知もしっかりやっていくということも大事だと思いま

す。 

 先ほど来取り上げてますような、カスタマージャーニーマップ、タッチポイント、しっか

り研究をしていただいて、ぜひこのすばらしい制度が有効に活用されるように、制度周知、

さらに研究をしていただきたいというふうに思います。 

 次の項目に移ります。 

 前回の委員会でお伺いをしてますが、介護保険施設に対する嚥下や口腔衛生管理の必要

性の徹底について、その後の進捗どのようになってるかお示しください。 

 

◎赤松 介護事業者課長  まず、介護保険施設への嚥下の徹底につきましては、現在、施

設職員を対象としたセミナーを健康部の協力の下、秋頃に実施できるよう調整しておりま

す。 

 次に、口腔衛生管理の必要性の徹底につきましては、介護保険施設におけます口腔衛生の

管理体制を整備し、入所者の状態に応じた丁寧な口腔衛生の管理をさらに充実させる観点

から、令和３年度介護報酬改定がありました。昨年度まで実施しておりました口腔衛生管理

体制加算を廃止し、令和５年度末までの経過措置期間の後、入所者の口腔の健康状態に応じ

ました衛生管理を計画的に行うことを基本サービスとして実施する新たな運営基準が国か

ら示されました。 

 そのことにつきまして、介護保険施設等を対象にウェブ形式での集団指導を行いました。

以上でございます。 

 

◆西 委員  基本サービスになって、この口腔衛生管理、非常にやらなくちゃいけない状

況になってるということをしっかりと伝えようと、秋頃にしっかり伝えようということで

頑張ってくださってることを前向きに評価したいと思いますが、この嚥下っていうことの

重要性、今、厚労省も非常に転換をしながら、さらに以前より強化をしながら取組を進めよ

うとしているというふうにお聞きをしましたけれども、介護施設職員さんが嚥下のことを



理解してもらうために何が必要と考えているかお示しください。 

 

◎赤松 介護事業者課長  介護施設職員も嚥下の重要性につきましては十分理解してい

るものと認識しております。 

 しかしながら、例えば嚥下機能を維持する方法や嚥下機能が低下した場合の見極め方な

ど、具体的、より専門的な知識が伴えば、嚥下に対する考え方がさらに深まるのではないか

と考えております。 

 そのような内容を先ほど御説明いたしましたセミナーに組み込む方向で検討しておりま

す。以上でございます。 

 

◆西 委員  ぜひ、この嚥下の重要性、介護施設職員さんは理解をしてるということでし

たけれども、この嚥下が回復とまで言わなくても維持をしたときに、様々な市民の皆さん、

高齢者の皆さんの、生活の質の向上にどのように寄与するかということをしっかり職員さ

ん及びその周辺にしっかり伝わるようにお願いをしたいと思っています。また、さらに特定

の加算はなくなりましたけれどもこの周辺に加算もいっぱいあります。この加算制度につ

いても、理解を深めれば、施設は積極的にやろうというインセンティブにもなると思います

ので、ぜひこの嚥下の取組をやっていただくように、この秋のセミナー、楽しみにしてます

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 通告では、東吉野と日高ということでさせていただいてますが、時間の制約もありますの

で東吉野のふるさと村についてお聞きをしたいと思いますが、この東吉野と堺市は友好都

市でありますけれども、この東吉野キャンプ場、多くの皆さんが関わって、皆さんの先輩方

もたくさん関わられておられますし、今、現役の皆さんも、特にこども会の指導員やＰＴＡ 

の指導員、さらにスポーツ、様々な指導されてきている方の多くが東吉野のふるさと村に関

わって、キャンプ場に関わってこられた方もたくさんいらっしゃいます。 

 そういった中で、この東吉野キャンプ場の設置経過や、堺市と東吉野村の関わりがどのよ

うなものかをお示しをいただけますでしょうか。 

 

◎清水 子ども育成課長  下水道事業の処理水のクリーンさをアピールするため、昭和

５８年に清水にすむ蛍を育成することとなりまして、東吉野村の蛍愛好家から蛍の幼虫１

万匹の提供を受けました。同村との交流は、この取組を契機に始まったものでございます。 

 そして、昭和５９年には同村内に堺市民が優先して利用できる堺市東吉野キャンプ場を

開設しました。 

 その後、昭和６１年１０月に友好都市提携を締結、昭和６３年には東吉野村が大仙公園内

に杉風舎を開設しまして、村の特産品を販売されているほか、平成元年には堺市を中心とし

た都市との交流拠点でありますふるさと村を開設されました。 



 また、子どもたちの交流事業や社会見学、それぞれの関係者の堺まつりや東吉野まるごと

フェスティバルへの参加など双方向の交流も進めています。以上でございます。 

 

◆西 委員  先ほども申し上げましたが、本当に多くの方々がここの東吉野村との交流

や、そしてふるさと村との交流の中で関わられています。最近、行く方がちょっと少なくな

ってるようなんですが、一部庁内で、東吉野村って友好都市だったんですかと聞かれて驚く

こともあるんですけれども、基本的にはたくさんの市民の方が利用され、たくさんの職員さ

んの方がボランティアで指導者として行かれたこともあるというふうに、よく聞きます。庁

内のいろんな方に、僕も行ったことあるよという方が、部長さんや課長さんからも話しかけ

られることもたくさんありました。 

 そういった中で、ここで取り組んできたことをどのように評価をしているのかお示しく

ださい。 

 

◎清水 子ども育成課長  これまで東吉野キャンプ場を実施してまいりました。自然豊

かな環境での野外活動体験を通しまして、堺の青少年の健全育成に資する事業として評価

してまいりました。 

 一方で、ふるさと村が開設されまして３０年余りが経過し、施設の老朽化が進んでいます。

また、利用者のニーズも多様化しております。こうしたことを踏まえまして、本市がこれま

でのように運営負担金を支出することの効果や妥当性につきまして、施設の管理運営者で

あります東吉野村と協議を重ねております。以上でございます。 

 

◆西 委員  一言で、堺の青少年の健全育成に資する事業というふうに評価をしていた

だきましたが、このことの中に、これだけで多くの議論ができるわけですけれども、非常に

皆さんの先輩も含めて当局の皆さんのいろんな汗と努力のたまものがここに入ってるんだ

と思いますし、市民の皆さんの努力のたまものもいっぱいここに入ってると思います。 

 私は、たまたま祖父母の代で、この堺に来てますから、いろいろと、行こうと思えば、親

戚はほかの他府県にもおりますけれども、堺のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあ

ちゃんの代から堺にいる子どもたちにとっては、堺の子どもたちにとっての、ある意味、田

舎が東吉野村にあるような状態になってるというようなお話も聞きます。現地でも、堺から

金岡に住んでた方が、東吉野村の中心に移住をして、なぜ移住をしたかというと、やはり小

さいときに、こども会の活動でここへ来たから、移住をしたというようなお話も聞いたこと

があります。その話、いっぱい、たくさんの話があるわけですけれども、非常に堺の子ども

たちの健全育成、非常にいい環境の中で貢献をしてきた。 

さらに、この友好都市関係を活用していくと、これは今から、環境モデル都市で二酸化炭素

ゼロ、ネット・ゼロという、もしくは副市長がやってこられたようなＪクレジットみたいな

議論も、どのように東吉野村でやっていくかということにとっても非常に重要な話になっ



てくるというふうに思うわけでありますけれども、さらに施設の老朽化っておっしゃいま

したけれども、やっぱりここに力を入れてこなかったんですよね、最近。あるときまでは非

常に力が入っていて、清掃もきっちりやられていた、メンテナンスもしっかりやっていた。

だんだん、そこがおろそかになってきた。その結果、老朽化は早くなってきた、こういう状

況もあります。 

 子どもの、青少年健全育成に資する事業として評価をしてきた、すり合わせはしてません

が、子ども企画課長から部長になった今の部長、そして子ども青少年局長、それぞれ東吉野

村、ふるさと村、役場じゃなくて、行かれましたか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  私、この４月に子ども青少年育成部長を拝命しました。

本来、すぐに東吉野村のほうに、確認のほう、行かせていただけたらと思っておったんです

が、ちょっとこのコロナ禍の状況の中、私自身はまだ東吉野村のほうには、ちょっと伺って

おりません。以上でございます。 

 

◎森 子ども青少年局長  東吉野ふるさと村へ行ったかということでございますが、私、

今のポジションに就く前に、平成２０年から２３年まで、子ども青少年企画課長を歴任して

おりまして、そのときに青少年の担当課長ということで、毎年、このキャンプ場の開設であ

ったり、撤収であったり、それから当時の指定管理者、それから運営者との会議に何度か赴

いたことはございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  そうなんですよ、覚えていました。今の局長が東吉野村に行かれて、いろん

な話をされていた、まさに、もちろんコロナ禍ありますので、不要不急なお出かけは避けて

いただく必要はあると思うんですが、課長にお聞きをしても、まだ行かれてないということ

であります。課長と部長は、ぜひ早急に、これは事業の場所ですから、不要不急ではないと

思いますので、ぜひ現場を見ていただいて、果たして課題が何なのかということは、ぜひ研

究をしていただきたいと思いますが、お隣に前課長もいらっしゃいますけど、これは通告を

してませんので、当てないようにしておきたいと思いますが、２０１８年の６月に青少年指

導員の研修会で、青少年指導員の皆さんで提案をしていただいて、この研修会で東吉野村に

行ってます。 

 ただ、どうも最近、こども会育成協議会とか、もしくはＰＴＡ協議会、もしくは様々なソ

フト連盟とか、前のスポーツ部長もここにいらっしゃいますけれども、そういうところでこ

の東吉野村はちゃんと使いませんかと、この堺市の施設ですから使いませんかと、広報して

ますか。 

 

◎清水 子ども育成課長  これまで、委員御指摘のように、十分ではないかもしれません

が、一定してきたものと認識しております。以上でございます。 



 

◆西 委員  細かい議論はしませんし、すり合わせしてませんから、もうここでとどめま

すけれども、校長会にもこれちゃんと話してないんですよね、ここの施設利用しませんかっ

て、１回私指摘して言っていただいて以降、ちゃんとしてない。市こ協でも話をしてない。

ＰＴＡでもここを使いませんかというアピールができてない、先ほど局長がおっしゃって

くださったときには、あの頃にはいろんな利用があったけれども、やっぱりここのことをち

ゃんとお伝えをして、利用しないかということをアピールしてなかったという経過はあり

ます。そこの事はちゃんと理解をしていただきたいというふうに思っていますが、この負担

金、在り方を見直すということでお話がありましたけれどもその理由についてお示しくだ

さい。 

 

◎清水 子ども育成課長  本市では財政が危機的状況であることを踏まえまして、令和

３年度から４年度の２か年を集中改革期間と位置づけ、市政の抜本的な改革を集中して実

施することとしています。 

 財政危機への対応方針でございますイベント補助金、その他市独自政策の見直しの１つ

としまして、当該負担金の在り方についても検討するものです。以上でございます。 

 

◆西 委員  検討するということですから、私は常にいろんなことは検討していくべき

だと思ってますし、不断の行革が必要だと思ってますから、しっかり取り組んでいただきた

いと思いますが、このことの施設の意義をちゃんと考える、もしくはこの現場をちゃんと見

ていただく、そして利用はしっかり促していく、そういうことをちゃんとやった前提で、意

義がちゃんとあるのかないのかということを考えていただきたいと思ってますが、やっぱ

りこの施設というのは東吉野村と友好交流の核、人的交流がやっぱり中心になってきます

から、この核となってると思いますけれども、友好都市としての取組をどのように考えてい

くのかお示しください。 

 

◎清水 子ども育成課長  友好都市提携は、その都市との交流が活発化し、文化・経済面

などでの効果が期待できることから、有益であると認識しております。 

 負担金の在り方の協議とは別に、今後もイベント企画などによる交流促進に向けて、庁内

関係課とも連携を図りまして、東吉野村と協議検討していきたいと考えております。以上で

ございます。 

 

◆西 委員  引き続き、この東吉野村との交流、そしてふるさと村について、不断の行革

の観点も含めて取り上げていきたいと思いますので、ぜひこの価値をしっかり大事にして

いただくように、よろしくお願い申し上げまして質問を終わります。ありがとうございまし

た。 



 

 


