ますます！

いよいよ！

Vol.

初当選以来、実現を訴えつづけてきた「訪問

子育てに必要なさまざまな情報が得られる「さ

型」の病児保育が3月からスタートします。子

かい子育て応援アプリ」。この度、市内の病児

どもが急に熱を出した、感染症の病状が落ち着

保育室の空き状況が確認できるようになりまし

LINE＠
LINE＠
はじめました
＠osz7708b

いたのに登園禁止・・、だけど仕事を休めない。

た！他にも乳幼児健診や予防接種の実施時期の

そんな時に、専門スタッフが自宅まで来て保育

チェックや、子育て関

を行います。利用には事前の会員

連のイベント情報が入

登録などが必要です。

手できます。ぜひダウ

【ダウンロード】

IPhone用

【問い合わせ先】

ンロードの上利用して

訪問型病児保育センター

みてください。もちろ

ふちがみ猛志

お気軽に
ご連絡、
ご相談を！

【ふちがみ猛志市政相談所】
ふちがみ猛志市政相談所】
堺区新町2-4 小山電ビル2F-A1
TEL/FAX： 072-320-0103
Mail： takeshi@fuchigami.info
HP： www.fuchigami.info

2月13日（火）19:00 ＠三宝地域会館

3月9日（金）19:00

＠大仙地域会館

2月15日（木）19:00 ＠いこいの森会館(市小学校隣）

3月12日（月）19:00

2月19日（月）19:00 ＠浅香山校区地域会館

3月13日（火）19:00 ＠人権ふれあいセンター

2月20日（火）19:00 ＠錦校区地域会館

3月19日（月）19:00 ＠榎校区けやき会館

2月22日（木）19:00 ＠錦綾地域会館

3月23日（金）19:00 ＠錦西校区地域会館

＠熊野地域会館

ふっちーのつぶやき
ふっちーのつぶやき
参加者のご意見から
実現した施策も

（編集後記）
2月26日（月）19:00 ＠湊西自治会館

議員の仕事は、市民の声を市政に届けること。まずは「聞くこと」です。
皆様のご意見、ご不満、お困りごと、何でもお聞かせください。政策立案に活用させて頂きます。

氏名：

TEL：

住所：
※匿名でも結構ですが、ご連絡先をご記入くださいましたら、必ずお返事いたします。

寒中おおおお見舞いいいい
申申申申しししし上上上上げます

２０１８年が幕を開けました。昨年

は皆様にとって、どんな一年でしたで

しょうか。堺市長選や衆議院議員選挙

もあり、政治に携わる私たちにとって

ご意見をお
意見をお寄
をお寄せください！
せください！

FAX：
FAX： 072072-320320-0103
Mail：
Mail： takeshi@fuchigami.info

T_Fuchigami

は、慌ただしい一年でした。

西濃運輸さんのトラックに貼られた大垣市の宣伝シール（左）を
見て「堺でも！」と提案したら実現（右）！サカイさんに感謝！

たいと思います。

週1,2回、活動情報を配信しています！
ぜひ、お友達に登録してください！

これらの選挙を通じて感じたのは、

ればいいですね！

政治家としての日ごろからの活動と、

チェックしていき

市民の皆様とのコミュニケーションの

な形で協力でき

大事さです。選挙の時だけの耳障りの

サービスのあり方を

いい政策や、事実に基づかない主張、

これを機に様々

衆院選前の政局劇には、うんざりした

す。こうした視点で

人が多かったのではないでしょうか。

がある企業です。

選挙のために政治があるのではあり

ビスをお届けするという姿勢が大事で

ません。私も日々の活動に一層精励し、

あり、堺に本社

その内容を誠実にお伝えして参ります。

の側から、住民の皆様の側へ行政サー

本紙もその手段の一つで、議員になっ

シールを貼って頂くことに！全国的に知名度が

て以来、年４回、堺区のほぼ全戸・全

す）。「用があれば役所まで」ではなく、役所

駅での配布活動を続けてきました。ま

結され、同社のトラックに堺をアピールする

た、この度新たなコミュニケーション

うになりました（マイナンバーカードが必要で

手段として、「ＬＩＮＥ＠」を始めま

て支援情報の発信強化に関する連携協定」が締

した。ぜひ私の活動をウォッチし、ご

録証明、戸籍謄本などの証明書が取得できるよ

遠慮なくお問い合わせもください。お

サカイ引越センターさんと堺市との間で「子育

検索

電話、ＦＡＸ、メール、ＬＩＮＥでの

12月から大半のコンビニで、住民票や印鑑登

お問い合わせ（ツイッター除く）には、

Android用

全てお返事させて頂きます。今年が市

アプリ画面

民の皆様にとってよりよい年なるよう、

ん、無料です。

ますます頑張ります。

TEL： 228-7668
FAX: 228-7661

●1977年堺生まれ、堺育ち
●妻 長女8才 長男5才 次男2才
●堺市立錦小学校 卒
●堺市立殿馬場中学校 卒
●大阪府立三国丘高校 卒
●神戸大学法学部 卒
●元・半導体商社社員
●元・衆議院議員政策担当秘書
●元・堺市長 政務秘書
●2015年 堺市議会初当選

叔父が百名山制覇の最後の
一つ、北海道の幌尻岳に登
るというので、日ごろの活
動への支援のお礼がてら、
ポーターとして同行してき
ました。アプローチが長く、
厳しい山でした！私はこれ
で百名山の40座目。最近は
年1ペースで現在40才。
ってことは、制覇できるの
は・・100才！？

2月27日（火）19:00 ＠英彰校区地域会館
3月1日（木）19:00 ＠三国丘校区地域会館
3月7日（水）19:00 ＠安井校区地域会館
市議会での活動や成果を報告します。皆様からもご意見やご質問をお寄せください。

出張市政報告会・市政相談

ポスティング大募集！
お力をお貸し
ください！

上記以外にも、出張市政報告会、

このチラシをご近所に配布して

市政相談にどこへでも伺います！

ください！ご都合のつく時間に、

皆様の集まりに呼んでください。

お散歩ついでに、10枚くらい

数人の集まりでも結構です。

からで結構です。

市役所前の広場が整備され、様々なイベントに

近隣店舗と限られたパイを食い合っているなら

使いやすくなり、土日は賑わう日が増えました。

ば、意味がありません。格安料金での利用は、

課題は平日です。広場は営利目的でも広く利用

目的に合致しているかで判断し、純然たる営利

鉄砲鍛冶屋敷など
古い町家が残るエリア

市長が「百年の計」とする環濠の復元。市は内川橋
南側のせせらぎ（地図上の※）の歩行環境の改善を計
画していますが、せせらぎでは環濠とは言えません

せせらぎ（※）

を認めており、その賃料は1㎡あたり、1日わず

目的の利用には、相応の条件設定が必要です。

か10円！これは付近のテナント料の相場の

当局は私の指摘に対し「地元の声を聞き、活用

1/15～1/30ほどの格安料金。飲食の移動販売

し、観光客ウケもしません。堺駅周辺の船が運航で
船が運航できる
区域（※2）

きる区域（※2）を、南北に拡げられないものでしょ
散歩にはいいが、せせらぎでは
環濠都市を想起しづらい

うか。観光客が多い鉄砲鍛冶屋敷周辺と、南宗寺周

方法を考える」と、再考の姿勢を示しました。
利晶の杜・堺駅
など中心部

車がよく広場に来ていますが、競合する近隣の

辺を船で移動できれば、観光客も環濠都市堺のイ

飲食店の胸中は複雑でしょう。広場の目的は

メージに浸れることでしょう。もちろん、それには
大がかりな工事が必要ですし、潮の干満の影響で定

「堺東への来街者増加」と「堺の魅力発信」で
水深が浅い
南宗寺を中心
区域
としたエリア

す。堺東のパイを大きくするのではなく、単に

期運航が困難という課題もあります。しかしそれで

ステージが作られ、イベントで使いやすく。堺区ふれあいまつりも大賑わい。

も「百年の計」というからには、東洋のベニスと言
われた、あの頃の夢をもう一度見てみたいものです。

観濠クルーズが人気。船で観光
スポットを移動できれば・・

【現在の堺市の基準】
保育士不足と、それによる待機児童が大きな社会問題となって
月労働時間

基礎点

160時間以上

20点

140～160未満

18点

120～140未満

１６点

：

：

80～100未満

12点

います。自身の子どもの預け先が見つからず、育休から職場復
湊駅前

熊野小東側

綾之町交差点

もず駅前バス停等

帰できない保育士もいて、一層の保育士不足に繋がることも。
堺市では、市内で働く保育士の子どもは、入所の選考の際に加
点があるものの、ごくわずかです。保育士の子どもは優先入所
とするべきです。保育士以外にも、社会に不可欠な仕事はいく

改善前

歩道への危険な車の乗り上
げを抑止するポールを設置

らでもありますが、決定的に違うのは、保育士の職場復
帰

危険な交差点の横断歩道前
に注意喚起の路面表示

観光客の多いバス停に、お
もてなしのベンチを設置

水がたまり不衛生だった公
衆トイレ周辺の排水を改善

帰は保育の枠を増やすこと、つまり待機児童
保育士の加点

2点

地域の小さなお困りごとは、ふちがみ猛志にぜひご相談ください！

対策に繋がることです。大綱質疑にて見直し

ルのメリットを広く周知するよう

設を求め、当局は検討を表明。

求め、当局はそれに応じました。

堺区北部に残る町家（地図の茶色）と、
まちなみ再生事業の重点路線（赤）

京都市景観まちづくりセンターにて。
市の力の入れようがひしひしと。

視察レポート

を対象とした災害支援制度の創

京都の町家再生

可能であることや、布製ランドセ

京都市の町家再生・保全の取り組みについて学んで

繋がります。個人事業主の店舗

きました。京都に訪れる多くの外国人観光客がいるが

済的負担の軽減のためにも、利用

ゆえに、「町家再生＝儲けになる」という構図もあり、

なくなれば、即、生活の困窮に

堺との前提条件の違いに驚き、羨ましくもなりました。

の保護者がそれを知りません。経

しかし、そこに至るまでの京都市の地道な取り組みに

人事業主にとっては、店舗が被災して営業でき

は、学ぶべき点も多くありました。

限らず、どの小学校でも利用可能ですが、多く

①全戸調査し、全て町家にＩＤ番号を付与して管理。

「当面の生活を守るため」としていますが、個

②町家カルテで伝統的な京町家かどうかを判定し、価

ではランドセルに指定がないため、この2校に

値を証明し、金融機関の融資を得やすく。

どの非住家は対象でないということ。同制度は

③町家ファンドと称する、寄付金付き商品を販売。

程度）軽くて、遠足にも使え、大変便利。堺市

④町家再生した持ち主と、再生を検討している人、周

家を対象とした見舞金制度があるのに、店舗な

辺住民や支援したい人との

が2校あります。革製より安くて（6千～1万円

交流会を積極開催。

た。そこでわかったのは、堺市には災害時に住

こうした取り組みを経て、

堺市で、布製ランドセルが使われている小学校

徐々に機運が醸成されてい

台風21号で浅香駅周辺に浸水被害が発生しまし

ったそうです。堺の環濠都

加点がごくわずかで、保育士であっても
パートタイムなら保育所探しは大変・・

市北部地区でのまちなみ再

生にも活かしたいものです。

を求め、当局は検討していくと表明。

