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検索

【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
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甚大なななな被害となった台風２１号号号号

月４日、台風２１号が襲来し、本市にも甚

大な被害をもたらしました。被害に遭われた皆

様に、心からお見舞い申し上げます。災害復旧、

被災者への支援に全力を挙げると共に、今後の

防災体制の強化に一層尽力して参ります。

日、事もあろうに、大阪府の松井知事は、
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今回の台風で考えさせられたのが、リーダー

9

の振る舞いです。府内各所で停電が続いていた

月

災害対策本部を立ち上げることもなく、沖縄知

事選挙の応援や、欧州視察に出かけてしまいま

TEL/FAX： 072-320-0103

した。府民の命・安心安全をどう考えているの

か、府民としてやりきれない気持ちになったの

は、私だけではないはずです。

この教訓をどう活活活活かすか

南海トラフ大地震が、３０年以内に７割の可

能性で起こると言われています。災害を無くす

ことはできませんが、起こっても被害を最小限

に留めるための準備はできるはずです。

今回の台風でも、意思決定の迅速化、市民へ

の情報発信（特に停電復旧等のインフラ情報）、

現場の情報収集等、少

なからぬ課題がありま

した。議会質疑を通じ、

一つ一つの課題の克服

に努めて参ります。

（裏面でも一部を紹介

しています）

●1977年堺生まれ、堺育ち
1977年堺生まれ、堺育ち
●妻 長女8
長女8才 長男6
長男6才 次男3
次男3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
2015年 堺市議会初当選
●保護司

総務財政委員会にて質疑

【台風21
台風21号に係る堺市の
21号に係る堺市の支援内容
号に係る堺市の支援内容】
支援内容】
災害ゴミの
災害ゴミの無料回収
ゴミの無料回収（9月末時点）
発災翌日には無料回収を決定。回収をご希望の
方は、環境業務課（072-228-7429）迄。

り災証明のスピード
災証明のスピード発行
のスピード発行
写真のみの自己判定方式を導入。お問い合わせ
は、市税事務所（072-231-9761）迄。

ボランティアセンター開設
ボランティアセンター開設（9月末時点）
9月14日以降、片付け等で人手が必要な方に、
適宜ボランティアを派遣。072-226-2987。

住家被害への
住家被害への見舞金支給
への見舞金支給
申請は、り災証明発効後、各区役所の自治推進
課（堺区は072-228-7082）迄。

ブルーシートの無料配布
ブルーシートの無料配布

市税・
市税・各種保険料等の
各種保険料等の減免

9月7日より、屋根の補修に必要なブルーシー
トを、各区役所で無料配布。（すでに終了）

お問い合わせは、各々の税・保険の窓口迄。

みなし仮設住宅
みなし仮設住宅の
仮設住宅の提供
住宅被害の大きかった方に、市営住宅を無償提
供。申し込み期間は10月4日～11日。

錦西小から巨大な屋根が飛び、
電柱がなぎ倒される

今後に備え、支援の充実も検討して参ります。
特に見舞金は、増額と対象拡大（住家だけで
なく、店舗も）が必要です。

多くの街路樹が倒れ、通行の妨
げに（写真はけやき通り）

飛ばされたトタンが電線
にかかり危険な状態に

高野線の高架化
いよいよ動く！
いったい何が
変わる？？

詳細は裏面
詳細は裏面へ！
は裏面へ！
長らく訴
らく訴えていたことが
動き出しました！
しました！

視察レポート

西日本豪雨で大きな被害を受けた、

岡山県倉敷市真備町と、総社市に行っ

てきました。真備町では復旧ボラン

ティアに参加。東日本大震災で経験し

たものと比べ、ボランティアセンター

での受付、仕事の割り振り、現場への

移動の流れが実にスムースで感心しま

した。災害復旧には、応援を受け入れ、

滞りなく活かすための「受援体制」の

構築が重要です。堺市でも、大災害に

備え、平時からのきめ細かな受援のシ

ミュレーションが必要です。

驚いたのが、総社市の復旧です。総

社市は、全国で災害が発生した際に、

被災地への速やかな支援を推進する条

既に児童の登校は始まっており、現場や家庭は

例があり、その裏付けとなる予算が、

かかった学校、連絡すらできなかった学校も。

平時から確保されています。そのため、

災害発生時に、市長が即断即決で、全

8時3分 メール

国の被災地に支援物資を送ることがで

7時19分 メール

きるそうです。「真っ先に助けてくれ

B小学校

たのは総社市だ」と感謝する自治体が

C小学校 ・・・

A小学校

多くあり、今回の西日本豪雨では、

10分程で連絡できた学校もあれば、1時間近く

「恩返しに」とそんな自治体からの支

7時11分 休校決定 各校へ一斉メール
者に連絡したが、学校ごとにタイムラグがあり、

援が総社市に集まり、早期復旧に繋

に市内公立校の休校を決定。各校を通じ、保護

がったそうです。総社市のこれまでの

教育委員会
共交通機関の運休を受け、教育委員会は朝7:11

全国への災害支援は、まさに安全保障

保護者に直接連絡できないか？

7月6日、西日本豪雨による大雨特別警報と、公

であり、自治体外交です。「情けは人

休校の判断が遅すぎないか？

のためならず」そんな言葉が頭に浮か

びました。

災害発生時の
災害発生時の休校連絡が
休校連絡が遅すぎる！
すぎる！

× 校長・教頭が出勤できず、
メール連絡できず。

混乱した。暴風警報以外の警報や、地震、公共
A小保護者

B小保護者

C小保護者

交通がマヒした際の、休校の判断基準がなく、

※各校の連絡状況は、ふちがみ調べの範囲での一例

判断遅れの原因に。早期の基準設定、教育委員
会から直接保護者に一斉連絡できるシステムの

・・・

登下校は
登下校は子どもの安全
どもの安全に
安全に関わる問題
わる問題！！
問題！！
木畑議員と倉敷市真備町でボランティア

倉敷市ボランティアセンター

ＴＭ

ヶ月間イ
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同志社大学経済学部

私は渕上議員のもとで約

ンターン生として、多くの経験と勉強

をさせてもらいました。その中で私が

最も感じたことは、私自身堺市民であ

りながら、堺のことを何も知らないし、

地元の議員がどんな活動をされている

のかも、全く知らないということでし

た。しかし、現在堺が抱えている問題

について、渕上議員に丁寧に教えて頂

きました。私は元々政治に特別関心を

持っていたわけではなかったのですが、

今回のインターンで、政治に対するイ

メージも一新しました。それは渕上議

員が全てご自分で直接動き、地道な作

業をされているのを見て、議員の方の

多忙さと熱意を実感したからです。毎

日いろいろな活動をさせて頂き、渕上

議員はじめ、多くの方々のお話を聞か

せて頂いて、身近な問題に対して自分

の意見を持ち、地元の政治のことを思

当局は「地域住民の思いを尊重して、慎

案しようと思うよ

の地域の景観保全に、断固たる決意を示すように市当局に強く求めた。

うになった点で、

街頭演説も経験！

台無しになりかねない。堺市でも例のある景観規制の実施も含めて、こ

大きく成長できま

ションの建設計画が持ち上がった。徐々に取り戻してきた歴史的景観が、

した。この貴重な

の保全・再生事業。その「重点路線」に、11階建てのワンルームマン

経験を生かしこれ

地域住民と一体となり進めてきた、環濠都市北部地区のまちなみ・町家

からも勉強し続け

ていきたいです。

歴史的まちなみの
歴史的まちなみの保全
まちなみの保全・
保全・再生が
再生が危機に
危機に！

街頭義援金を総社市議会議長にお届け

【インターン活動報告】

支援物資による総社市フリーマーケット

構築が必要と訴え、当局も課題として認めた。

重に検討する」旨を答弁した。ピンチを
チャンスに。これまで関心の薄かった方

出張市政報告会・市政相談

ポスティングのお手伝い大募集！

出張市政報告会、市政相談にどこへでも

このチラシをご近所に配布してください！

伺います！皆さまの集まりにお呼び立て

10枚くらいからで結構です。クリーンな

ください。数人の集まりでも結構です。

活動にぜひご協力ください！

も含め、多くの市民が、この地域の歴史
的な魅力について、見つめなおす機会に
なることを願うばかり。

本事業で修景された町家（内田家住宅）

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）

対象年令

こども医療費助成
こども医療費助成 高３まで拡充
まで拡充！
拡充！

所得制限※1

ご意見をお
意見をお寄
をお寄せください！
せください！
～高３

堺市

なし

（18才到達の次の3月末まで）

大阪市

～高３

年736万円
736万円※2

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

ふっちーのつぶやき
ふっちーのつぶやき
（編集後記）

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。

1回500円で医療が受けられる、こども医療費助成の対象年
高石市・和泉市

令が来年4月から「高校３年まで」に引き上げられることと
なり、府内トップクラスに！「子育てのまち堺」がまた一歩
前進した。次は大阪府にも頑張ってもらいたい。大阪府の同

～中３

なし

～中３

なし

など

神戸市

各都道府県の制度に、多くの市町村が独自に
上乗せをして、サービスを拡充している。

制度の水準は、全国的にも低いうえ、所得制限も厳しく大半

大阪府

就学前

年357万円
357万円

兵庫県

～中３

年458万円
458万円

鳥取県

～高３

なし

の府民が助成対象外。府内市町村が、そこに独自で多くの上
乗せをしている状態。府の水準アップで、府内全域の子育て
環境の底上げにもなり、市町村は浮いた予算で、地域に応じ

※1. 扶養3人の場合の概算 ※2. 小学生以下は所得制限なし

た独自施策を打ち出せるはず。

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。

某議員の「元気モリモリ！」
みたいなキャッチコピーが、
私にもないものかと、考えて
みました。「政治にガミガミ
ふちがみたけし」→モノ申す
議員のイメージ。「あっち、
こっち、ふっちー！」→フッ
トワーク軽く、どこにでも現
れるイメージ。うーん、イマ
イチです。いいのがあれば、
教えてください！

