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パークＰＦＩとは？

大和高田線

堺市が「パークＰＦＩ」の導入を積極的に進めるこ
ととなり、ザビエル公園がその候補となりました。

トイレ

大道筋

「パークＰＦＩ」とは、民間事業者に、公園の一部

広場

（最大で公園面積の12％）に収益施設を作ることを認

め、その賃料で公園の維持管理費を賄うと共に、公
園の賑わいや魅力向上を目指すものです。ザビエル
公園では、その事業者を来年度公募する予定です。

遊具

【ふちがみ猛志市政相談所】
ふちがみ猛志市政相談所】
ザビエル公園（Google Earthより）

ザビエル公園がどうなる？

公募も、その条件もこれからですから、ザビエル公
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大混乱の新型コロナ対策

園にどのような施設ができるかはわかりません。で

■質問①：パークPFI
■質問①：パークPFIに賛成？
PFIに賛成？ 反対？ わからない？

チェーンが有力でしょう（私見）。事業者は、交通量

例えば…、公園でお茶ができるのなら賛成、

社会活動への影響が、とてつもなく大きなものになっ

駐車場はいらない、今のままがいい、等々

継続的な支援の打ち出しが必要です（4月末時点）。

すが他市事例、公園の規模や環境から、大手カフェ
の多い大和高田線側へ、店舗や駐車場の設置を希望

する（堺市に提案する）可能性が高く、広場が縮小さ

れるかもしれません。駐車場は面積上限の12％には
含まれないので、大規模になる可能性もあります。
今後はその他の公園にも

■質問②：①の理由や補足はありますか？
賛成だけどカフェよりも〇〇がいい、

■質問③：その他、公園への要望は？

例えば…、ＢＢＱがしたい、芝生広場がほしい、等々

・・・・・・・・・・・・・・・

アンケートは下記のご意見欄(ＦＡＸ)か、メールでご回答

来年度のザビエル公園、中区の原池公園を皮切りに、
堺市はパークＰＦＩ導入を他の公園にも広げていく
方向です。皆さんのご近所の公園もその対象となる
かもしれません。

そこで聞かせてください！
ご意見をお寄せください！

ください。ザビエル公園以外の公園についてお答えの場合
は、公園名をお書き添えください。また、参考までにご年
齢（何才代か）もお願いします。匿名で結構です。なお、
自由で率直なご意見を集めたいので、本件に

関する私の考えは、今号ではあえて伏せさせて

新型コロナウイルスの感染拡大による、市民生活や

ています。コロナ関連の支援策はまだまだ不十分で、
堺市民にとって生活レベルで事態が大きく動いたの

が、２月２７日の「市内小中学校の休校発表」でした。
大阪市が休校を発表した途端、本会議場にいた教育委
員会幹部が慌ただしく動き出し、そして2時間足らず

特に共働き家庭と、その職場は大変だったことでしょ
う（4日後に方針転換し、学童保育は開設に）。大阪

市につられて慌ててしまったこの対応は、危機管理上、
果たして適切だったのか、ひと呼吸おいて、冷静に進

められなかったのか、今後のために検証が必要です。

新市長初の予算が可決成立

永藤新市長の初の本格的な予算が提案され、賛成多

数で可決成立しました。私は様々な問題点を指摘しな

の後に、堺市も休校を発表したのでした。国が発表を

がらも（中面参照）、全体として致命的な欠陥である

あまりにも唐突の発表だったため、教育現場や市民は

対応することを求めた上で、賛成しました。今後はそ

するよりも、１０分ほど前の出来事でした。しかし、
大混乱。当初は学童保育まで閉鎖するとしたので、

わけではなかったことから、それぞれの指摘に真摯に
の執行状況を厳しくチェックしていきます。

頂き、次回以降で紹介いたします。議会活動に
役立てますので、ご協力をお願いします。

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

議員の仕事は、市⺠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。

お名前：

コロナ問題等
ご意見・ご要望募集中！

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。

フッチ—
フッチ—のつぶやき
（編集後記）

他の政治家のポスターも気
になりだした小2の息子が
「この人誰？」と訊くので、
「パパのライバルだよ」と
返すと、「パパはライバル
だと思っていても、この人
はパパをライバルだと思っ
てないかもしれないよ」と。
そ、そうだよ。その通りだ
よ・・。ライバルと思って
もらえるよう
頑張るよ！

新型コロナウイルス問題で、日々の生活に不自由や、不安を抱えていらっしゃることと存じます。
堺市議会でも、災害対策会議を立ち上げ、皆様の声を一元化して行政に伝える仕組みを整えてい

ます。ついては、皆様のご意見、ご要望などがあれば、メール、FAX、LINE（紙面左上に掲載）
でお聞かせください。堺市にしっかりと伝え、皆様のお困りごとが少しでも軽減されるよう取り
組んで参ります。

2020年4月末日

堺市会議員ふちがみ猛志

前号でご案内した、

【事業者向け金融相談窓口】
事業者向け金融相談窓口】
ＴＥＬ：072
ＴＥＬ：072255-8484
072-255-

【感染が不安な方の受診相談センター】
感染が不安な方の受診相談センター】
ＴＥＬ：072
ＴＥＬ：072072-228228-0239

堺区全17校区での市政報告会のうち、

３・4月開催予定だった13回分について
コロナウイルス感染予防のため、延期と

しました。延期日程は決まり次第、ＳＮＳ
などで案内いたします。

令和

年度予算

【予算の全体規模】
予算の全体規模】

一般会計 4,293億円
福祉や教育、道路整備等、基本的な会計

特別会計 2,496億円

国民健康保険や介護保険など固定事業の会計

企業会計 839億円
水道事業など公営企業の会計

総額
7,628億円‼
億円‼

全会計で見れば、

市民1
市民1人あたり約90万円

にもなる予算です。ぜひ関心を
もって注目してください！
私が気になった施策をピック
アップし、〇△×の評価を
つけて紹介します。

○ 医療的ケア児のこども園設置

医療的ケア児の受け皿が、既存の小規模保育1園か
ら拡充。長らく訴えているテーマだけに嬉しい！

△ 子ども相談所の人員大幅増

虐待防止への決意は評価。だが「3年で倍増」は育
成が追い付かず、逆に現場の負担とならないか不安。

× 児童自立支援施設建設中断

児童福祉の最後の砦とも言われ、堺市の悲願の施設
建設を議論なく中断し、予算にも計上せず。
障がいや、虐待など、特に課題のある子に
目を向けた子育て支援に取り組みます！

日本語がうまく話せない外国籍、外国ルーツの子

一昨年、保育士の処遇改善として月額最大8..2万

が、2時間5500円から3時間5500円へ、突然

1/2、堺市と事業者が1/4ずつを負担するもの。

どものための日本語指導。その指導員への謝礼金
変更。実質、報酬を2/3に減額するというのに、

指導員との事前協議はゼロ。不信感を募らせた指

導員からは「堺ではもう働けない」との声も。教
育現場で働く人への敬意に欠くこの対応を、私は
厳しく批判し、早急な見直しを求めました。教育
は人です。人を大事にしない教育現場に
未来はありません。他人に大事に

されていない人が、他人（子ども）
を大事にできるでしょうか。

△ 学校司書の全校配置

全校配置は素晴らしい！と言いたいが、その中身は
国の基準の1/3ほど。全校とは名ばかり。拡充を！

△ 全児童(小5･6･中1)へタブレット端末

ICT教育の充実に必要だが、約17億円もの高額予算
なのに、使い方は未定。ランニングコストも不明。

× 日本語教育予算が大幅削減

英語教育には熱心な市長には、日本語すらできない
子の存在を忘れないでほしい！（詳細は右ページ参照）
教育は未来への投資。公教育の役割を自覚
し、エリート教育より底上げ教育を。

△ グランドデザイン2040
グランドデザイン2040

20年後の堺の未来像を可視化したことは評価。し
かし、中区や東区に言及ゼロとは寂しすぎる！

△ 大阪観光局への参画

大阪府・市と共に観光戦略を練るという意図は理解。
しかし年4000万円もの負担金の算出根拠が不透明。

× 大仙公園周辺整備

ハコモノ批判が一転、堺ミュージアム、体験型施設、
ビジターセンター等次々表明。ちぐはぐ感否めず。
まちづくりは一日にしてならず。地に足を
つけた地道な取り組みを求めます！

堺市ではペットの遺体をゴミと一緒に燃やしている。
こんな話を聞き、「ペットのみの火葬を」と訴えた
のが半年前。この度、その一部が実現し民間霊園に
委託する形で、飼い主が個別火葬を選択できるよう

に(右図①)。しかし、その料金は1体6900円と高額。

前市長が実施した５つのがんの検診無償化に、前立
腺がん、胃がんリスク検診を追加。引き続き拡充を。

〇 骨髄移植ドナー(提供者)
提供者)へ経済支援

提供時の入院で仕事を休む必要があり、経済的理由
で諦める人も。会派で訴えた命を守る施策が前進。
超高齢社会、予防医療の充実が重要。おで
かけ支援等、まちづくりに連動する施策を。

〇 高齢・障がい者のゴミ出し支援

集積場所までごみを運べない方（要件あり）の生活
ごみの収集支援。超高齢社会の切実な課題。

△ LINEの道路等通報システム
LINEの道路等通報システム

道路や公園の不具合を市民がLINEで通報可能に。
だが、無料アプリもあるのに予算200万円は高い！
誰もが安心して住み慣れた地域で暮らして
いけるように、きめ細かな施策の充実を。

ところが国が2月に、令和2年度新規分から月額
最大5..5万円に引き下げる案を提示。既に4月か
ら働く保育士の採用と、アパートの契約が済ん
でいる園も多く、「今さら下げると言われて
も！」との悲鳴が。詐欺のような話に、私は

「理不尽な引き下げの差額を事業者や保育士に
押し付けず、堺市が負担する覚悟を」と
強く求め、堺市は国との協議を

経て負担を決定（求めに応じました）。

民間霊園に委託している自治体の
ペットの火葬料金

①引き取りの上、民間霊園で個別火葬

堺市

金額に見直すことを求めました。また、飼い主が個
別火葬を希望しない場合や、野良犬等が依然「ゴミ

と焼却」であることについて、引き続き議論が必要。

5000円＋引き取り料1900円

②引き取りの上、清掃工場で「ゴミと焼却」

引き取り料1900円

③市役所・清掃工場に持ち込み

一歩前進を評価するも、他市のような利用しやすい

阪神高速大和川線供用開始

〇 がん検診の無償化拡充

円の宿舎借り上げ助成が始まった。国がその

無料（従来通りの「ゴミと焼却」のみ）

大阪市

松原市

1700円～（重量別）

※引き取り料込み。持ち込みは受付なし。

引き取り2000円、持ち込み1000円

原池公園野球場がオープン

阪神高速湾岸線と松原線（+近畿道）をつなぐ、

大和川以南には一つもなかった、高校野球の公

西に貫くこの高速道路は、堺市の物流拠点とし

ました。プロ野球の2軍戦や、関西独立リーグ

大和川線が開通しました！大阪府の真ん中を東
ての価値を飛躍的に

高めることでしょう。
堺市の長年の課題で

の堺シュライクスの
試合が行われます。
きっと堺の野球の聖
地として、市民に愛

ある東西交通の改善
にも繋がります。

式戦ができる野球場が、堺市中区にオープンし

供用直前に視察。その規模にびっくり！

されることでしょう。

ここからプロ野球選手が誕生するかも⁉

