
令和４年第１回定例会西哲史大綱質疑－02 月 24 日 

 

◆２４番（西哲史君） （登壇）お疲れさまです。堺創志会の西哲史です。会派を代表して

２巡目のその他大綱質疑をさせていただきます。全て一問一答形式で行わせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。まず、成人式についてお伺いをします。本年１月１０

日、オミクロン株の流行が急激に拡大する中、堺市の７区で市長の開催判断により成人式が

開催をされました。私も青少年指導員として西区副実行委員長の任をいただき従事しまし

たが、例年にない緊張とストレスの中、御尽力いただいた青少年指導員の皆さんや御奮闘い

ただいた市の職員の皆さんに大きな敬意と感謝を申し上げたいと思います。 そこでお聞

きをしますが、本年の成人式の概要について改めてお示しください。ここでひとまず降壇を

させていただきます。 

 

○議長（池尻秀樹君） これより答弁を求めます。 

 

◎子ども青少年局長（森浩二君） 成人式の概要についてお答えいたします。 

 成人式は本市主催で開催をしておりまして、今年度は昨年度に引き続き感染防止対策と

して、東区と美原区以外は２回に分けて開催をし、式典時間の短縮、参加者全員のマスク着

用、入場時の検温などを行いました。 式典には来賓や保護者の方々の参列は見合わせてい

ただきまして、新成人の方のみ参加いただき、市内全７会場で５，８７５人の新成人の方々

に参加いただきました。成人式の企画運営は青少年指導員・新成人等で構成された成人式実

行委員会に行っていただいております。また式典当日におきましても、３３８名の青少年指

導員の方々に御協力をいただき、滞りなく式典を開催することができました。以上でござい

ます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 当日、多くの課題がある中での実施となりましたが、３３８名の青

少年指導員の皆さん、多大なる御尽力と市職員の大奮闘で開催をされました。コロナの感染

が心配な中で、新成人のためには当然、当たり前と献身的に従事いただいた高齢の青少年指

導員の方々には、特に頭の下がる思いでした。答弁にはありませんでしたが、式典終了後、

会場周辺が密になる等の課題もあり、多大な心配と反省点もありました。堺市が主催する最

も大きな行事の１つである成人式ですが、市長は主催者であるにもかかわらず欠席をされ

ました。現場にいたからこそ分かることが様々あったにもかかわらず、残念です。堺市青少

年指導員連絡協議会役員会では、来賓の参列がないので市長も欠席すると事前に発表があ



ったので、市長は来賓ではありません。主催者であります。その理由は少なくともおかしい。

来賓は関係ない。再考をと意見が出ました。しかしながら、成人式終了後も所管課から市長

の欠席理由について、来賓も欠席だったので、蔓延防止の観点から感染防止のため市長が欠

席したと説明がありました。これには耳を疑いました。感染の危険がある中で御尽力をされ

た青少年指導員の皆さんに敬意と感謝を持っておられるはずの賢明なる永藤市長が、まさ

かこのような理由で欠席されるとは思いたくありません。市長と担当部局とのコミュニケ

ーション不足だったと信じたいと思っています。改めてお聞きをしますが、主催者である市

長がなぜ欠席されたのか、御答弁ください。 

 

◎市長（永藤英機君） 各会場にて感染対策を徹底して新成人の皆さんをお迎えし、来賓や

保護者の皆様に参列をお控えいただくことから、私も全ての会場にてビデオメッセージを

お贈りすることで会場での出席を見送りました。ビデオメッセージや当日配布のプログラ

ムの挨拶文は新成人の皆さんへ向けての私の思いを込めて作成をしています。なお、当日会

場で放映したビデオメッセージでは、青少年指導員の皆様に向けまして、次のようにお伝え

をしています。堺市の成人式は青少年指導員の方々を中心とした実行委員会によって企画

運営されています。おかげさまで、コロナ禍でも安心・安全ですばらしい成人式を開催でき

ました。ありがとうございます。改めて青少年指導員の皆様には式典の企画段階から当日の

運営に至るまで多大な御尽力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 感謝と敬意をビデオメッセージで示されていたのは私も拝見をしま

したが、やはり主催者として開催判断も含めて責任を持って実施をされた市長であります。

当日様々な現場だからこそ分かる課題もありました。それを含めて、蔓延防止だから欠席を

した、そんな理由は私は信じたくなかったですが、そのことについて違うという説明もあり

ませんでした。主催者ですから、しっかり自覚を持っていただきたいと思います。ぜひとも

こんなことのないようにお願いをしたいと思いますが、御見解が違うのであれば残念です

けれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次の項目に移りたいと思います。昨日、

妙國寺のイベントには出席をされた、蔓延防止の中、出席をされたというふうに聞いてます

が、やはり蔓延防止の観点の中であっても出席されるものは出席する。出席されないものも

ある。主催行事にもかかわらずというのは非常に残念であるということを申し上げておき

たいと思います。 

 次に、公職選挙法についてお伺いをします。選挙区内への寄附の禁止という概念は、行政

の皆さんにとってはあまりなじみのないことかもしれませんが、候補者にとっては基本的

素養です。統一地方選挙の１年前ですので、具体的にこの寄附行為についてお聞きをします。 



公職の候補者が自らの氏名を表示して選挙区内の者にビール券やクオカード等の金品を贈

ることについて公職選挙法上いかに規定されているか、お示しください。 

 

◎選挙管理委員会事務局長（中井善弘君） 公職選挙法により、公職の候補者等は当該選挙

区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附することを禁じられており

ます。また、こうした禁止規定の脱法行為を防ぐため、公職の候補者が役職員または構成員

である会社その他の法人または団体、この団体には地方公共団体は含まれてはおりません

が、団体等は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの

者の氏名を表示し、またはこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をすることも

禁じられております。ゆえに、公職の候補者が自らの氏名を表示し、選挙区内の者にビール

券などを贈ることは法に抵触するものと考えております。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 今、選挙管理委員会は、わざわざ地方公共団体は含まれないという

ことを答弁の中でおっしゃられましたが、基本的には選挙区内に公職の候補者が氏名を表

示して金品等を贈ることは法に抵触するということだと思いますが、資料３をお示しくだ

さい。ちょっと分かりにくいんですが、先日の新聞記事、幾つか出ましたが、静岡市、我々

政令指定都市の仲間である静岡市で高校生に配布したマスクに市長の名前と似顔絵を描い

たために回収になったということであります。この件について、栃木県選挙管理委員会では、

寄附行為には当たらないが好ましくないと見解を示していますが、堺市の選挙管理委員会

としてどのように理解をされているか、お示しください。 

 

◎選挙管理委員会事務局長（中井善弘君） 公職選挙法の寄附行為には該当せず、法に抵触

するものではありませんが、市民からの誤解を招きかねないと問題視された事案であった

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（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 静岡市はマスクに市長の名前を書いて配ったために、費用が非常に

かかったにもかかわらず回収せざるを得なくなったというそういう新聞記事なんですが、

栃木県の選挙管理委員会によると、問題視された事案が足利市でもあったということであ

ります。資料の４をお示しください。この資料４は堺市がいろいろとクオカードを配った事

例でもあるんですが、これを見ながら選挙管理委員会にお聞きをしたいなというふうに思



うわけでありますが、公職選挙法逐条解説によると、都道府県が知事名で記念品を贈ること

は違法ではないが、知事の氏名を表示するのは差し控えるのが適当であるという見解を示

されていますが、いかがでしょうか。 

 

◎選挙管理委員会事務局長（中井善弘君） 今御指摘の逐条解説に記載されております都道

府県が知事名で記念品を贈ることは違法ではないが、知事の氏名を表示することは差し控

えるのが適当であるとの見解は、公職選挙法第１９９条の３の立法趣旨に鑑み出されたも

のと理解しております。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） もう一度資料４をお示しください。少しさっき早まったかもしれま

せんが、堺市が去年の１１月に、この資料にあるように児童施設等職員へ特別応援金支給を

されています。また薬剤師に対する応援金支給もされていますが、この支給をされたことは

我々も要望しましたし、非常にすばらしいことだと思っています。感染拡大に立ち向かって

いるエッセンシャルワーカーの皆さんにクオカードで応援金を支給をした、このことに関

しては我々も要望しましたし、非常にすばらしい取組だったと思いますが、これ本当に類似

の事例だと思うんですね。資料の実はこの横に、資料５をお示しください。ツイッターでも

一部上がってましたが、市長から直筆のお手紙がついていたそうであります。最近、市長か

ら直筆のお手紙がいろいろと来るという話で、現場の皆さんも突然２日前に配ることが指

示されたりということもあって、混乱をして必死で配ったような事例もあるというふうに

聞いていますが、児童施設等職員に応援金を支給をするに当たり、メッセージカードに市長

名を入れることになった経緯をお示しをください。また、当然、公職選挙法に抵触する可能

性があるというふうには考えないのかなと思うわけでありますが、担当部局は選挙管理委

員会事務局へ確認したのでしょうか。 

 

◎子ども青少年局長（森浩二君） 新型コロナウイルス感染症への対応が長期化している中

で、細心の注意を払いながら継続して事業を実施していただいておる民間の児童施設等職

員に対しまして、感謝の意を表し、また今後の励みとしていただくため、特別応援金を支給

するに当たり、市長名のメッセージを添えたものでございます。メッセージにつきましては、

支給方法を勤務する施設から対象職員の方々に直接手渡しの手法としたため、本事業の趣

旨が確実に対象職員に伝えられるものとして、所管局として効果的なものと考えました。 

 また、メッセージカードに市長名を入れることにつきましては、先行して実施していた自

治体があることから、事前に選挙管理委員会事務局への確認は行っておりません。以上でご

ざいます。 



 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 事前に確認はしていないということであります。 

 冒頭申し上げましたように、なかなか行政職員の皆さんにこれが寄附行為に当たるので

はないかということを考えるというのは、なかなか思いつかない部分多々あると思います。

あまりなじみのないことですから。ただ、我々議員や市長、つまり候補者や候補者にならん

とする者にとっては、寄附行為の禁止というのは当然の概念でありますし、それについて抵

触しないかなという懸念を持つことは当たり前の話であります。そういった意味では、直筆

のメッセージを知らないうちに書かれてたということは当然ないわけですから、市長がこ

れを書かれるのであれば、それは選挙違反にならないのか、ならなかったとしても、好まし

いものではないとさっき選挙管理委員会は答えてましたから、選挙管理委員会に聞かれた

ら、当然、選挙管理委員会が基本的に法に抵触するとはっきり言うことはほとんどなくて、

好ましくないと言うことがほとんどなんですが、好ましくないという答えが返ってきたは

ずでありますので、それについては考慮をされた、当局の皆さんとしては考慮したはずであ

ります。ただ一切相談をしない。相談をしろという指示を出されるべきであったと思います。

せっかくこのエッセンシャルワーカーへ応援をしようというこの姿勢は本当にすばらしい

ものにもかかわらず、これにけちをつけたのは市長でありますから、やはりしっかりと猛省

をしていただくことを求めておきたいと思います。そしてこのことがないようにお願いし

たいと思います。 

 次の項目に移ります。次に、行財政改革についてお伺いをします。本市では昨年、永藤市

長により財政危機が宣言されましたが、本年２月の予算案発表時において財政収支見通し

の大幅な改善が発表されたことにより、基金枯渇で財政危機宣言のはずが４００億に、その

理由は等といった新聞記事が出るなど、期限や内容等しっかり定義した指標ではなく、イメ

ージでの財政危機をあおってきたゆえの混乱が各所に見られます。熊谷千葉市長がしっか

りと定義された基準に基づき発出した「脱・財政危機」宣言、そしてそれを解除したときの

安定感とは大きく異なることが残念ではありますが、様々な行革の努力により好転したこ

とは評価したいと思います。これも維新に移行された元自民党の会派を含む様々な議会各

会派の長年の提案を受け止めてきた市の職員の皆さんの血がにじむような努力で、時間を

かけて一つ一つ形になってきたというあかしだと思います。大きな敬意を表します。ところ

で財政は改めて申すまでもありませんが、政治によって左右されるものではなく、いかなる

ときも同じ客観的な指標で判断されるものだと思います。そういった中で、この財政改善の

状況について議会各会派が使ってきた行革効果額という指標について最近聞かなくなった

ように思います。財政危機脱却プラン（案）における収支改善額と財政当局の皆さんが長年

用い、議会各会派も用いてきた行革効果額に違いがあるのかどうか、違いがあるのであれば、



その内容についてお示しください。 

 

◎市政改革監（宮尾半弥君） お答えいたします。堺市財政危機脱却プラン（案）で用いて

いる収支改善効果額とこれまでの行財政改革プログラムで用いてきた行革効果額は、同様

に行財政改革による効果を示すものでございますが、対象とする会計区分や算出方法が異

なります。これまでの行財政改革プログラムでは、取組による効果を特別会計や企業会計を

含む全会計を対象に事業費ベースで算出し、行革効果額として示してまいりました。一方、

現在お示ししている堺市財政危機脱却プラン（案）では、令和１２年度までに収支均衡を図

ることを目標とし、各年度の収支改善状況を毎年２月に公表する財政収支見通しによりは

かることから、取組による効果を一般会計を対象に一般財源ベースで算出し、収支改善効果

額としてお示ししております。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 資料２をお示しください。今御答弁いただいた内容を表にまとめて

ありますが、つまり行革効果額と収支改善効果額というのは全く異なるものですね。対象も

一般会計のみを指した収支改善効果額と、全会計、堺市の会計全部を対象とした行革効果額、

そして算出方法についても大きく違いがあります。経過についても違います。全く異なるも

のがある意味混同するような理解をされている部分も庁内やいろんなところであるような

気がしますが、この収支改善効果額を示すことに異論はありません。それは市長の御判断だ

と思います。ただ、これまでのように全会計を対象とした行革効果額、ずっとずっと検索し

たら、議事録が検索できる限り、かなり古くから長年、市長にかかわらず使用されてきてい

るようでありますが、私が議員になる前から使われていた部分もありますけれども、この行

革効果額を併せて示すべきであると考えますが、いかがでしょうか。 

 

◎市政改革監（宮尾半弥君） 平成３０年度から令和２年度までの３年間を計画期間とする

第３期行財政改革プログラムにおいては、３年間の目標値を事業費ベースの行革効果額で

１００億円以上と設定しておりました。この効果額は、見直しによる効果を取組項目に応じ

て前年度との比較や第２期行財政改革プログラム計画期間の年度との比較で算出すること

を基本としております。各年度の計画の進捗を申し上げますと、平成３０年度は当初予算で

効果額４９．８億円を見込み、決算では３０．６億円となりました。令和元年度は当初予算

で効果額６４．４億円を見込み、決算では７５．５億円となり、決算値の累計で目標値であ

る１００億円以上を達成しております。一方、堺市財政危機脱却プラン（案）は、本市の一

般会計において平成２８年度以降、恒常的な収支不足が発生し、この状況が続けば令和５年

度の当初予算編成が困難となることが見込まれる危機的な財政状況の下、一般会計の収支



改善を図るため策定したものでございます。財政収支見通しにおいて、令和１２年度までに

収支均衡を図ることを目標とし、令和３年度から令和１２年度までの１０年間の取組を定

めております。財政収支見通しにおいて収支均衡を図るためには、財政収支見通しを基準と

して一般財源の改善額を算出する収支改善額を示すことが適切であると考えております。

また、同プラン案では、これまでの行財政改革プログラムのように過去の特定の年度との比

較で効果額を算出する手法を取っておりませんので、従前と全く同じ手法で行革効果額を

示すことはできません。しかしながら、同プラン案の取組による効果を財政収支見通しを基

準として令和４年度当初予算案に反映した収支改善効果額、これは一般会計を対象に一般

財源ベースで算出した効果額でございますが、これを仮に事業費ベースに置き換えて算出

すると、約６０億円となります。以上でございます。 

 

◎副市長（中野時浩君） ただいま問題となっております行革効果額につきまして、その一

番の違いは、２年前に策定いたしました財務戦略にあると思っておりますので、財務戦略を

策定いたしました責任者として答弁申し上げたいと思います。２年前の委員会でも西議員

とやり取りをさせていただきました。私は数々の失敗を踏まえて、自分自身の経験を踏まえ

て、堺でそういったことを繰り返さないということで幾つかの工夫をいたしました。その工

夫をいたしました一番のポイントは、今市政改革監から御答弁申し上げました財政収支見

通しを毎年度公表するという点にあります。これは事業費で計算をいたしましても、一般財

源で計算をいたしましても、収支不足は一般財源になります。したがって、一般財源の収支

不足をどう解消するかということに焦点を当てました。従前の事業費ベースでの行財政改

革の効果額というのは、今ホームページ上は平成２７年度から令和元年度まで記載があり

ます。今、令和２年度につきましては準備をしておりますので、準備が整い次第、ホームペ

ージに掲載したいと思っております。しかしながら、財務戦略で一方で、それまでの事業費

効果額の最も大きな金額を占めておりました公有財産の売却収入につきまして、これは財

務戦略において、この議会でも議論がありますように、公会計に基づいてフローとストック

を分けようということで、ストックである土地を売ったものは一旦基金に積み立てて、スト

ックをストックに積み替えようということですので、フローの収支改善効果には使わない

という方針を立てましたので、同じように事業費を効果額として算出していくことという

のは財務戦略の発想と合わないことから、令和２年度当初予算から行革効果額というのを

予算ベースでは出さないこととして２年間過ごしてきております。簡単に言いますと、行財

政計画に基づく行革効果額というのは、過去との比較をして深掘りをした歳出削減を積み

上げております。今私どもが置かれている状況は、令和３年度予算を今年度の当初予算を編

成した時点で２年後の予算が組めないというふうなことで、そこに今一番の焦点を当てて

おりますので、そういう意味では一般会計の一般財源を適切にコントロールしていくとい

うのが喫緊の課題だと思っております。御指摘のように全事業会計で行革を進める、これは

必要なことであると思います。ただ、地方財政健全化法とかができた頃の連結で行革を見よ



うというところには、土地造成事業で多大な損失を抱えているとか、そういったほかの会計

の問題点もあぶり出さなきゃならんと。堺市は幸いなことに、そういった他会計で多額の累

積赤字を抱えているような会計はありませんので、とはいえこれまでの経過からいきます

と、上下水道、これはもう多大な投資をして、安定的な使用料でもって回収していくという

ことについては別途きっちりやっておりますし、国保・介護・高齢者医療、こういったこれ

も特定の保険料収入で特定の事業費を賄う事業ですけれど、収納率のアップが基本的なテ

ーマでした。これもずっとずっと続けてきましたので、今もうほぼほぼ極限点に達しており

ますので、これについてこれ以上努力するということは、し続けなければなりませんけれど、

一定限界があるということが言えます。もう一つは、かねてより西議員からも指摘がありま

すように、医療とか介護の分野でＩＣＴを導入して事務費を軽減する、これは本当に大事な

テーマだとは思いますけれど、日本中の自治体がやっている仕事ですので、広域的ないしは

国で一元的にそういったＩＣＴをうんと進めていただいて事務効率を高めて、その分の保

険料を下げるということは大事なテーマだと思っております。そうしたことからしますと、

今このタイミングで全事業を束ねて、しかも今予算管理をしようとしております一般財源

とは別に事業費ベースで数字をですね、議員からの質問にお答えすることは先ほど市政改

革監から答弁したとおりですけれど、それを一般の方々にお知らせするということについ

ては、恐らく四、五十億円不足しているということにはるかに上回る行革をやってるんです

よということになりますので、幾ら説明をしても、そこはやはり正確に伝わらないのかなと

いう懸念がありますので、今のような市政改革監の答弁しか答えようはないのかなと思い

ます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 中野副市長、本当に御丁寧な答弁ありがとうございます。いろいろ

とかみしめながらお聞きをさせていただきました。非常にいろいろと理解ができるところ

でありますので、これはまた議事録出来上がってから、いろいろとまた平場も含めて議論を

させていただけたらと思ってますが、財政収支見通しについては確かにおっしゃるとおり

です。非常にそこは評価をしているところです。私は議員になってから、ここにいらっしゃ

る局長級の皆さんもよく分かっていただいていると思いますが、財政収支見通しはそんな

に長いスパンじゃなくて年ごとに更新をすべきだというのは議事録見ていただくと分かり

ますが、何度も申し上げてます。それがこうやって皆さんの御尽力で毎年更新をされながら

示していただくというのは非常に有意義なことだと私は思ってますし、非常に今のお話の

中でもそのことについては触れていただいたことに感謝をしたいと思います。中野副市長

がおっしゃったところで言えば、簡単に要約して非常に甚だ失礼なことだとは思いますけ

れども、一般会計以外の部分の会計の分は非常に今良好な状態であるということ、良好とい



うか、課題があまりない状況であるから、まずは一般会計のことをしっかりやらなくちゃい

けないんだということをおっしゃっていただいたんだと思います。これも長年、市職員の皆

さんも含め、議会各会派の提案もしっかり受け止めていただきながら、一般会計以外の会計

についてもしっかり注視をして努力をしてきた結果、課題が今あまりないという状況なん

だと思います。非常に当局の皆さんの御尽力に感謝をしたいというふうに思うわけであり

ますが、やはり、これすり合わせのときも話をしてるんですが、収支改善効果額を出すなと

言っているわけではありません。しかしながら、長年議会で使ってきた、当局の皆さんも含

めて示されてきた行革効果額ですから、しっかりと数字については明らかにされるべきだ

と思っています。特に対象範囲が一般会計だけじゃなくて全会計であるということが非常

に重要なんだというふうに私は思っていますが、示されるべきだと思っています。ここにつ

いては今副市長と私の中では少し見解の相違があるようでありますけれども、示されるべ

きだと思います。先ほどの市政改革監の御答弁でも、一般会計の中の部分のお話をされまし

たが、本当は全会計についてどういう状況であるかということをお聞きをしたいというこ

とは通告の中で何度も申し上げてきましたが、今このような状況だと思いますので、まずは

計算をしていただいたということで敬意を表して、ここでとどめたいと思いますが、つまり、

やはり一般会計から企業会計や特別会計の間のやり取りというのはあります。もしくは市

長は記者会見でコロナ臨時交付金を財源付け替えたというふうにおっしゃいましたが、水

道料金を値下げをしたときも、そもそもは一般会計でコロナ対応の交付金が下りてきてい

るにもかかわらず、水道会計で値下げをしました。これはまさに一般会計で少し財政状況が

改善をして、上下水道会計を痛めているというふうに見れなくもないというふうに申し上

げたいと思いますが、つまり全会計でモニタリングをしっかりやっていけば、そういうこと

というのは起きにくくなるというふうに思うわけでありますね。やっぱり一般会計だけを

見直すのではなく、今仮に課題がそんなにない状況だったとしても全会計を対象に改革を

進めるべきだと考えますが、見解はいかがでしょうか。 

 

◎副市長（中野時浩君） 全事業で見直しが必要というのは、これはもうずっと続く課題だ

と思っております。とりわけ上下水道というのは巨額な投資をして、今の電気料金とかガス

料金のように頻繁に料金の上げ下げができませんので、やはり長い見通しの中で安定的な

経営をする。その中でさらに節減すべきは節減すべきというふうなことで、現に上下水道局

においては今年度の当初予算案の発表と合わせて、事業費ベースの取組を約１．５億円とい

うことで公表もし、皆様方に説明しているというふうに伺っております。したがって、そう

いう努力は続けるべきだと。あわせて先ほど申し上げました国保・介護・後期高齢者医療、

こういったところについては、基本的には市民の皆さんが健康になられて、あるいは要介護

状態にならないということでもって全体の保険料負担が下がっていくという性格のもので

すけれど、そういった一般会計側の事業と国保あるいはその他会計側の事務改善の努力、こ

ういったものを合わせながら事業運営していくというのが極めて大事だと思うんですけれ



ど、それを一般会計で今やっているような行革と果たして合わせて議論することが本当に

どうなのかというのは、また引き続き議論させていただきたいと思います。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 時間もありませんので、引き続き議論させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。繰り返し申し上げますが、やはり全会計をしっ

かりとモニタリングしていく指標というのはしっかりと維持をされていくべきだというこ

とを改めてお願いを申し上げて、引き続き議論していくことを申し上げて、この項目は終わ

りたいと思いますが、この項目というか、行革については終わりたいと思いますが、財政状

況について引き続きお聞きをしたいと思いますが、先日公表された令和４年２月の財政収

支見通しでは、令和１３年度までの推計期間中に基金が枯渇する見込みがなくなったのか、

基金が枯渇しないのであれば財政危機から脱したのではないでしょうか。 

 市長は基金が遠からず枯渇する、近い将来枯渇すると言って財政危機の発表をされまし

た。これでは基準が全く分からないので、御見解をお示しください。 

 

◎財政局長（中井孝一君） お答え申し上げます。 

 今回公表しました財政収支見通しでは、財政危機脱却プラン（案）の取組を反映したこと

で年１３億円から３８億円、市税等の歳入が前回の試算より増加したことに伴いまして年

６億円から２５億円、前回公表時から収支改善する見込みとなっております。その結果、基

金残高が増加をしておりますが、これは堺市財政危機脱却プラン（案）を全て実施した場合

の推計期間中における収支改善額の累計約２５０億円を反映したものでございます。仮に

実施をしなければ、収支はその分悪化をし、推計期間中には基金は枯渇しないものの、いず

れは基金が枯渇することとなります。また、財政危機脱却プラン（案）の取組全てを実施し

てもなお収支不足の解消には至っておらず、引き続き非常に厳しい財政状況であると認識

をしてございます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 財政局長が厳しい財政状況であると言わないことはほとんどないと

思いますので、最後のことはいいとして、いずれは枯渇するということの御説明がありまし

た。財政危機の記者会見で市長は基本的にはずっと基金の枯渇ということをおっしゃって

るんですが、補足的に２０２３年に基金が不足し予算編成ができなくなるというふうにお

話をされました。先日公表された財政収支見通しにおいて、仮に推計期間中に堺市財政危機



脱却プラン（案）を全て取り組まなかった場合は、基金が減少することにより予算編成が困

難になることがあるのか、お示しください。 

 

◎財政局長（中井孝一君） 令和４年度当初予算案では財源調整として基金を８１億円活用

してございます。当初予算編成時には、その時点の年次におけます決算が確定をしておりま

せんので、財源調整に活用する基金は２か年分必要となりますため、令和４年度当初予算案

をベースで試算をした場合には１６２億円の財源調整に活用できる基金が必要となります。 

 今回公表しました財政収支見通しでは、前回公表時から財政危機脱却プラン（案）の取組

を反映したことで、年１３億円から３８億円の収支改善を見込んでおりますが、仮に実施し

ない場合にはその分収支が悪化し、基金が減少することとなります。以上のことを踏まえま

して、財政危機脱却プラン（案）の取組を全て取りやめた場合には、令和９年度に財源調整

に活用できる基金の残高が１６２億円を下回ると考えられますので、その時点で予算編成

が困難となります。基金残高が減少し続ける状況は財政の持続性を欠くため、早期に収支均

衡を達成する必要がございます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 先日公表された財政収支見通しで、仮に２か年分の当初予算編成に

必要な財源調整に活用できる基金残高を１６２億円とした場合、令和１３年、推計期間中の

全ての年度において予算編成可能な基金残高を維持した上で堺市財政危機脱却プラン（案）

の効果額を押さえるとすればどの程度可能であるか、お示しください。 

 

◎財政局長（中井孝一君） 今回公表しました財政収支見通しでは、令和１３年度の財源調

整に活用できる基金残高が２５１億円となっておりまして、２か年分の当初予算編成に必

要とされる基金残高１６２億円といたしますれば、その差は８９億円となります。財政危機

脱却プラン（案）による各年度の収支改善効果額の差による影響を無視すれば、推計期間中

の収支改善額の累計約２５０億円のうち８９億円減少したとしても、令和１３年度の当初

予算編成に必要な基金は理論上は確保できるというものでございます。 

 ただし、この場合には推計期間中の収支不足が今回の見通しよりも拡大をすることで、後

年度の財政運営は非常に厳しくなり、推計期間終了後の令和１４年度以降は予算編成が困

難となります。 

 必要となる基金残高を確保し、財政の持続性を担保するためには、財政危機脱却プラン

（案）の取組を着実に進め、併せてさらなる取組の追加、具体化を図り、早期に収支均衡を

達成しなければならないものと考えております。以上でございます。 

 



◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ちょっと時間が限られてますので、この財政についての議論を終わ

りたいと思いますが、やはり財政危機とおっしゃるならば脱却ポイントをしっかり示され

たほうがいいと思うんですね。 

 しかしながら、いずれは枯渇する、もしくは推計期間終了後どこかで予算編成が大変にな

る、それはそういうこともあるでしょう。ただ、１０年前と今でいろんな状況は変わってい

ます。地財計画も少し変われば、この状況は大きく変わってくると思います。 

 そういった意味で、いずれはということでいつまでも危機と言ってることが本当にいい

んでしょうか。千葉の熊谷市長は財政危機を脱却するときも、解除はするが、しっかりと健

全な財政運営については引き続き取り組んでいかなくちゃいけない、財政についてはしっ

かり引き締めていく、そういうことをおっしゃっていました。つまりそういうことは当たり

前の話で、しっかり取り組まなくちゃいけない。脱却ポイントをしっかり示さない限り、や

はり市民の皆さんは不安になる。 

 熊谷市長は言ってましたが、しっかりと基準を示して市民や議会との対話をしっかり行

ってきたからほとんどもめなかったと。では今堺の中では、基準もよく分からないし、対話

もなかなかされていないから非常に混乱が広がっている。この状況についてしっかりと考

えていただくことを求めて、この項目を終わりたいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 次に、カーボンニュートラル実現についてお尋ねします。 

 本市は議会からの応募提案を受けて環境モデル都市に応募し、認定されたことを受け、平

成２１年、堺・クールシティ宣言に関する決議を現在議長席におられる池尻議員が提案を読

み上げ、全会一致で可決をし、令和元年１２月には気候非常事態宣言に関する決議を政令指

定都市で初めて可決をしました。 

 それらの議会決議を受け、堺市は気候変動に関する取組を１０年以上にわたって果敢に

進め、その結果、カーボンニュートラルに向けた取組で環境省をはじめ全国から注目を集め

ています。 

 そこでお聞きをしますが、昨年９月の大綱質疑においても様々な観点で議論しましたが、

パリ協定を受け、産業界においてもスコープ３等の取組が盛んに言われ、サプライチェーン

全体でどのように炭素中立を図っていくかが問われている中、カーボンニュートラルの実

現に向けた市内企業の取組を支援していくことは、市内企業の利益にもつながっていくも

のであり、重要な産業支援の１つであると考えます。 

 カーボンニュートラル実現に対して中小企業支援にどのように取り組んでいくのか、お

示しください。 

 



◎産業振興局長（奈良和典君） お答えをいたします。近年、サプライチェーン全体の脱炭

素化が掲げられておりまして、サプライチェーンの一端を担う中小企業におきましても、脱

炭素経営が求められています。 

 この２月には中小企業等を対象として大学教授の基調講演に加え、中小企業の取組事例

や環境省による支援策の紹介など、脱炭素経営に取り組む重要性やそのメリットを解説す

る脱炭素経営セミナーを環境局と共に堺商工会議所共催の下、開催をいたしました。 

 セミナーでは、タイムリーなテーマで参考になったあるいはビジネスチャンスとして役

立つ情報を得ることができたなどのお声もお聞きでき、関心の高さを再認識したところで

ございます。 

 カーボンニュートラルの実現にいち早く取り組むことが市内企業の優位性の確保につな

がります。今後も経営相談や専門家派遣のほか、設備投資に関しましてはグリーンイノベー

ション投資促進補助金なども活用し、市内企業のカーボンニュートラルの推進を支援をい

たします。以上です。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） このセミナー私も受講させていただきましたが、市内の中小企業経

営者の方からも、後で非常にいいセミナーを聞いたよという話を聞きました。やはり環境局

以外の局がこういった取組を進めていただくことは非常に有意義だと思いますので、ぜひ

よろしくお願いしたいというふうに思いますが、本年の予算案の中で都心部一体としての

脱炭素の取組との記載があります。 

 都心部の脱炭素をめざす上で、公共交通の利用促進や自家用車からの利用転換など交通

手段によるアプローチは重要だと思います。都心部において交通の視点から、都心部の通過

交通、特に南北の通過交通の抑制について以前から指摘をしてきています。平成２０年に池

田議員と海外視察をしたドイツの各都市でも、この取組が非常に重要になってきたという

ような内容をお聞きをしました。 

 都心部の脱炭素化をめざす上で、この通過交通の抑制に向けて取り組んでいくべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

 

◎建築都市局長（澤中健君） 本市の道路ネットワークは都心エリアを中心に放射及び環状

方向に形成されており、特に泉州・泉南地域や本市南部地域と国土軸や大阪市を結ぶ南北方

向の交通は都心エリアを通過する傾向となるものでございます。 

 脱炭素化をめざす上で、自動車交通の温室効果ガス排出量を削減するため、自動車交通か

ら公共交通への利用転換による交通量の削減や道路ネットワークの形成による自動車交通

の分散による走行環境の改善を図ることが必要でございます。 



 このことから、都心部の脱炭素化を進めるに当たり、都心エリアにおける通過交通の幹線

道路への誘導や公共交通や環境に優しい他のモビリティーの利用促進などにより、自動車

交通の抑制を図ることが重要であると認識しております。 

 このため、まず来年度は通過交通の状況を把握するため、調査やデータ収集を行い、今後

この調査結果などを基に、どのように交通を誘導、抑制していくのか、まちの構造なども含

めた分析を行い、都心エリアにおけるカーボンニュートラルの実現に向け、エリア活性化も

含め都心部一体として幅広い視点で検討を進めてまいります。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひ綿密な調査をお願いをしたいと思います。 

 さて、自動車からのトリップシフトの１つとして自転車があります。現在シェアサイクル

事業を進めていますが、やはり今後のポート展開においては庁内の各様々な管理施設にお

いても設置をしていく必要があると思いますが、今後のポート展開についてお考えをお示

しください。 

 

◎建設局長（西川哲夫君） 自転車利用は、温室効果ガス排出量削減に向けて自動車利用か

ら転換する移動手段の１つであり、本市はその取組の１つとしてシェアサイクルの利用促

進を推進してございます。 

 今後のシェアサイクルポートの展開に当たりましては、建設局が管理する公有地の活用

をさらに進めるとともに、庁内各局の管理する公有地へのポート設置も進め、利便性を高め

てまいります。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。建設局以外で、今ここにい

らっしゃる各局が所管をされている施設様々にありますから、その施設でのシェアサイク

ルポートをぜひ設置をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 時間がないので、この項目あと要望だけさせていただきますが、環境省が脱炭素先行地域

の募集を始めています。これはしっかり環境モデル都市として応募に取り組んでいただき

たいと思います。選定された自治体には地域脱炭素移行・再エネ推進交付金が交付をされて

いくというふうに聞いています。ぜひチャレンジをしていただくことをよろしくお願いし

たいと思います。 



 次の項目に移りたいと思います。 

 次に、４Ｒに根差した循環型社会の形成についてお尋ねをします。 

 本市では気候変動に対する取組と併せて、３Ｒではなく４Ｒを掲げて取組を進めるなど、

循環型社会の形成に向けた取組を長年進めてまいりました。３Ｒではなく４Ｒであるとい

うことが本当に重要なのであります。 

 本年は、後ほど議論しますが、プラスチック循環法が施行される年であり、全国的に循環

型社会の形成について大きく動く年になります。 

 循環型社会の形成においては、まずは生活レベルでの取組が重要になりますが、そういっ

た意味で１２月に田渕議員の質疑で取り上げられた食品リサイクルループの取組が重要に

なります。 

 この食品リサイクルループの取組は、民間事業者のみではなく堺市の各事業においても

広げていく必要があります。計画中の中学校給食センターにおいても必ず発生をする食品

残渣のリサイクルループを推進することが循環型社会形成を促すために重要と考え、様々

な場で指摘をし、取組を求めてきました。そのために、４Ｒを市内各所のみならず、庁内各

事業に広げていくべき立場である環境局としてどのように議論し、どう施策に反映したの

か、お示しください。 

 

◎環境局長（歌枕悟志君） 循環型社会の形成に向けましては、食品廃棄物のリサイクルを

推進することは重要であり、特に食品リサイクルループは、食品廃棄物をリサイクルした飼

料や肥料を利用して育てた農畜産物が再び市場に出回るものであり、市民にとって分かり

やすい循環型モデルでございます。 

 堺市一般廃棄物処理基本計画では、学校給食のリサイクルを検討するとしており、教育委

員会と協議を重ね、給食センター整備に係る要求水準書に食品残渣のリサイクルに努める

ことと示すことになりました。 

 今後は食品リサイクルループ制度や事業者の取組事例等の情報発信を行い、飲食事業者

等に働きかけます。あわせまして、本市のごみの現状や課題、今後の取組等を庁内に向けて

発信し、４Ｒに根差した循環型社会の形成を進めます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 給食センターの稼働後、毎日排出される食品残渣の処理方法につい

て、これまでの検討の経過と今後の対応について教育委員会からお示しください。 

 

◎教育監（松下廣伸君） 令和２年１０月に策定しました堺市中学校給食改革実施方針には、



給食残食の処理について記載しておりまして、教育委員会として学校給食から排出される

食品残渣の減量化、資源化については重要な課題として認識してございます。 

 また、整備する２か所の給食センターで排出される食品残渣や調理に伴い発生する残渣

や廃棄物の処理については、これまでも環境局と調整してまいりました。 

 ＰＦＩ事業として給食センター整備に向け令和３年１１月に公表した要求水準書案には、

食品残渣を含む廃棄物や資源物について減量及びリサイクルに努めることと示しており、

入札に参加する民間事業者からの提案を期待しているところでございます。以上でござい

ます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひ設計段階から、どのように食品リサイクルループをやるのかと

いうことをしっかり考えていただくようによろしくお願いしたいというふうに思います。 

 ところで、先ほど申し上げたプラスチック循環法についてですが、法律で求められる市町

村の責務はどのようなものか、また市ではどのように対応するのか、お示しください。 

 

◎環境局長（歌枕悟志君） プラスチック資源循環法におきましては、これまで容器包装リ

サイクル法に基づき実施しているプラスチック製容器包装の分別収集、再商品化だけでは

なく、家庭から排出されるプラスチック製品につきましても、市町村においてプラスチック

資源として分別収集、再商品化することが努力義務とされました。 

 再商品化に当たりましては、容器包装リサイクル法の指定法人である日本容器包装リサ

イクル協会に委託する方法のほか、再商品化事業者と市が連携して再商品化計画を作成し、

国の認定を受けることで独自にリサイクルを行う方法が選択できます。 

 これらを踏まえまして、本市でもプラスチック製品の分別回収や再商品化に向けて検討

を進める必要があると考えております。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） この法律は、バージン原料の使用をいかに減らすかということが１

つの大きな論点になっています。 

 そんな中、現在日本容器包装リサイクル協会へ本市が分別収集したプラスチック製容器

包装の再商品化を委託しているというふうにお聞きをしています。 



 しかし、再商品化事業者を市で選ぶことはできず、リサイクル方法も選ぶことはできませ

ん。そういった中で、市民の中には、ペットボトルもそうだが、プラ容器包装等はどうせ分

別しても燃やしてるんだろうという声もあります。選ぶことができないことによるある意

味の誤解というのもあるんだと思います。 

 リサイクル方法として、プラスチック製品から再びプラスチック製品というようなマテ

リアルリサイクル、特に水平リサイクルを進めることをめざすことが法の趣旨からいって

も望ましいし、ＳＤＧｓにも合致をしているというふうに考えます。 

 今後プラスチック製品について堺市でも民間事業者と連携して、水平リサイクルなど、よ

り望ましいリサイクルをめざすことは考えていないのか、お示しください。 

 

◎環境局長（歌枕悟志君） プラスチック製品につきましては、来年度、プラスチック製品

回収実証事業を実施し、市内一部地域でプラスチック製品を含むプラスチックごみの分別

収集を行い、プラスチック製品及びプラスチック製容器包装の排出状況、排出量等の調査、

再商品化事業者での再商品化を実施することを予定しております。 

 リサイクルの方法といたしましては、分別されたプラスチックがもう一度プラスチック

として使用されるようなマテリアルリサイクルが市民にも理解を得られやすくて、よい方

法であると考えています。 

 今後実証事業で得られました情報や課題も踏まえまして、日本容器包装リサイクル協会

への委託または再商品化事業者との連携等、様々なリサイクルの在り方につきまして、コス

トや継続性などの調査研究を行います。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ペットボトルについてもお聞きをしたいと思います。 

 ペットボトルも本市では分別収集し、日本容器包装リサイクル協会へ委託をしています

が、先ほどの話もあるように、必ずしもペットボトルからもう一度ペットボトルになるとは

限らない状況にあります。 

 資料６をお示しください。 

 他市では、ゼロカーボンシティ姫路を宣言した姫路市の状況でありますが、ペットボトル

からペットボトルへのリサイクルというのを積極的に進めているという自治体もあります。 

 ペットボトルの再商品化について市としてはどのように考えているか、お示しください。 

 

◎環境局長（歌枕悟志君） ペットボトルにつきましては、日本容器包装リサイクル協会へ

引渡しを行っております。 



 同協会による入札の結果、細かく粉砕されたフレークに加工され、その後、ボトルや卵パ

ック、作業服等の原料となるなど、マテリアルリサイクルされております。 

 現状の日本容器包装リサイクル協会への委託や再商品化事業者との連携等につきまして、

引き続きコストや継続性、リサイクル方法等の調査研究を行います。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひお願いしたいと思います。姫路はこの取組によって、バージン

ペットボトルと比較して約６割の二酸化炭素排出量が削減をできたそうであります。 

 エコライフ、エコライフを市民の皆さんに要請するのもいいと思うんですが、やはり政策

でしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 ところで、マイクロプラスチックについて、市内河川において浮遊実態について研究をし

たとお聞きをしていますが、結果をお示しください。 

 

◎環境局長（歌枕悟志君） 市域におけますマイクロプラスチックの浮遊実態を把握するた

め、日本財団海と日本ＰＲＯＪＥＣＴの一環といたしまして、令和２年度に市内４河川、５

地点におきまして、マイクロプラスチック調査を実施いたしました。 

 調査の結果、大和川河口付近では、他の河川の調査地点と比べまして１立方メートル当た

りで最大約２００倍と多くのプラスチックが確認されました。 

 大和川河口付近で確認されたプラスチックの成分は、人工芝、繊維類、フィルム類などが

由来のポリエチレンやポリプロピレン、発泡スチロール由来のポリスチレンであると分析

されております。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 人工芝由来のものも多いということでありますが、そこにはＪ－Ｇ

ＲＥＥＮ堺がありますけども、この現状と今後どのようにされていくか、お示しください。 

 

◎文化観光局長（宮前誠君） Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺におきましては、全ての人工芝フィールド

で耐久性等の性能検査に合格した公益財団法人日本サッカー協会公認の人工芝製品を採用

しております。また、経年劣化や使用による破損対策として、日常的なフィールドメンテナ

ンスの際には、フィールド内の人工芝の切れ端をスイーパーで除去するほか、外周に設置さ



れております雨水排水設備に集積された異物の清掃なども行っています。 

 しかし、プラスチック製という人工芝の特性もございまして、芝の敷地外への流出をゼロ

にすることは困難であると考えております。 

 令和３年８月に大阪府に設置されましたおおさかプラスチック対策推進プラットフォー

ムにおきまして、マイクロプラスチックの実態把握が進められております。まずは大阪府が

実施する調査に環境局とも連携しまして協力する予定でございます。 

 いずれにしましても、人工芝由来のマイクロプラスチック問題はＪ－ＧＲＥＥＮ堺１施

設だけの問題ではないと認識しております。広域的にその対策に取り組む必要がございま

すし、またメーカー等堺だけではなく、全国のいろんなセクションでそういうことが取り組

まれるというふうに思いますので、その情報収集なんかも積極的にやっていきたいという

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（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） ぜひ積極的な調査研究、取組をお願いしたいというふうに思います。 

 時間がないので、次の項目、急いで移ります。 

 ＩＣＴを活用した校務効率化についてでありますが、文科省から令和４年１月２８日に

通知が出ております。 

 ＧＩＧＡスクールが進む中でＩＣＴをどのように活用して校務を効率化するかというこ

とが問われている状況でありますが、連絡帳やプリント配布に非常に教職員の皆さんにも、

そして保護者の皆さんにも非常に負荷がかかっているというのは従来よりお聞きをしてい

ます。連絡帳がちゃんと書き取られてないことに対する課題、そしてプリントの編集が非常

に大変である。そして家庭連絡票で、今の時代でも手書きで地図を描いているというような

こともあるというふうに聞いています。 

 １人１端末がある中で、なぜこれがＩＣＴを活用できないのかというふうに思うわけで

ありますけれども、この連絡手段とは何なのか、お示しをいただきたいと思います。 

 

◎教育監（松下廣伸君） 議員お示しの連絡帳につきましては、学校から家庭へ、また家庭

から学校へ相互に伝えたいことを記入し、情報交換する際のツールとして活用してござい

ます。 

 周知プリントにつきましては、子どもの学習・生活状況や教育活動上の必要な連絡事項等

を保護者に周知する際に用いてございます。 

 家庭連絡票につきましては、主に家庭に緊急連絡する場合やきょうだい関係などを把握

する場合について用いています。 



 これらの連絡ツールにつきましては、各校の判断により活用しているものでありますが、

学校と家庭の連携の観点から必要なものであると認識してございます。以上でございます。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長。 

 

○議長（池尻秀樹君） ２４番西哲史議員。 

 

◆２４番（西哲史君） 教育じゃなくて必要なツールであるということなんだと思いますが、

やはりＩＣＴがせっかくこのように各学校に国の予算もあって各子どもたちに端末を配布

をされている中で、もう少し効率化できないかというふうに思っています。活用してデジタ

ル化をしていただきたいと思いますが、教育委員会の御見解をお願いします。 

 

◎教育監（松下廣伸君） 現在ＧＩＧＡスクール構想により導入しましたクラウドサービス

を活用し、保護者からの遅刻・欠席連絡や子ども・家庭へのアンケート調査など、デジタル

化を進めています。 

 このことにより、教職員は学校における集計などの作業時間が短縮され、創出された時間

が子どもたちと向き合う時間の確保につながっています。 

 また、保護者からもデジタル化されることにより、スマートフォンなどから直接回答する

ことができるなど、利便性について期待されてございます。 

 連絡帳や各種プリントについても、連絡やコミュニケーションツールであることから、こ

れからの生活様式に合わせまして、紙媒体からデジタル化へ移行してまいります。 

 今後も教職員間や学校・保護者間における情報共有や連絡調整・手段のデジタル化を積極

的に取り入れまして、既存のグループウエアで実施できるよう作成し、順次実施してまいり

ます。以上でございます。 

 

○議長（池尻秀樹君） 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、簡潔に発言をまとめてください。 

 

◆２４番（西哲史君） 議長ありがとうございます。 

 時間がもう終わりましたので、簡潔にここで終わりたいと思いますが、積極的に取り組ん

でいくということをお示しをいただいたと思います。ぜひよろしくお願いをしたいという

ふうに思います。 

 ただし、今お答えいただいたように既存のグループウエアということが非常に大事だと

思います。何だかんだ新しいことをやるとすぐアプリの開発費がかかるという状況は非常

に問題だと思います。保護者の皆さん、ぱっと気軽に見れるようなことも大事だと思います

ので、特に連絡帳やプリントについては新しく複雑なシステムを構築するのではなくて、既



存のＳＮＳやメールツールなどを使って簡便に分かりやすく連絡できるような取組を、そ

してコストが安くできるような取組をお願いをしたいというふうに思いますので、デジタ

ル化、しかしながら安くできるように取組をお願いしたいと思います。 

 国語教育と読書ノートについてもお聞きをしたかったのですが、時間がありませんので、

これで終わらせていただきたいと思いますが、非常に財政や行財政改革について中野副市

長から真摯な御答弁をいただいて非常に理解が深まったことに改めて感謝を申し上げまし

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。 

 


