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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。

FAXFAXFAXFAX：：：： 072072072072----320320320320----0103010301030103

お名前：
住所：

TEL：

※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。

ご意見をお寄せください！
MailMailMailMail：：：： takeshi@fuchigami.infotakeshi@fuchigami.infotakeshi@fuchigami.infotakeshi@fuchigami.info
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ふちがみ猛志 検索

堺区新町2-4 
小山電ビル2F-A1

ホームページ上の
ブログや、LINE、
Twitterを使って
活動情報を発信
しています！

堺市 さいたま市 浜松市 静岡市 川崎市 相模原市 千葉市

1人あたり基金(貯金)残高は中位

大半は使いみちが決まった基金(貯金)

ふちがみ猛志ふちがみ猛志ふちがみ猛志ふちがみ猛志
市政相談所市政相談所市政相談所市政相談所

TEL/FAX：
072-320-0103
takeshi@
fuchigami.info

これまでの堺市のコロナ対策は玉石混交、よいものも、そうでないものも。
国からの一括交付金により、総額58億円にもなった第7次補正予算は、全
体としては「テレワーク推進」や「キャッシュレス決済支援」など、感染
症に強い「新しいライフスタイル」を浸透させるための予算(右グラフの )
が約6割。この厳しい経済状況・感染状況ですから、それよりもまずは目
の前の生活支援・事業支援や、感染症対策にもっと力を入れてほしかった
です。この点は引き続きの支援と対策を求めて参ります。この補正予算以
外も含め、個々の取り組みへの私なりの評価は、下記の通りです。取り組
みは多岐にわたりますので、印象的なものをピックアップしています。
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新しいライフスタイルを浸透させる予算
暮らしや地域経済を支える予算
感染拡大防止と第二波に備える予算

を
もっと手厚く！

【58億円の第7次補正予算の内訳】
単位：億円

■学校支援スタッフの増員
コロナ休校明け、児童生徒の検温、
机イスの消毒、トイレ掃除までも教
員が担うことになり、現場がパンク。
支援スタッフの増員を要請し、実現。

■自宅療養応援パック
自宅待機を要請する濃厚接触者に、
日用品・食料品を詰め合わせたパッ
クを提供。買い物で外出する必要を
なくす。痒い所に手が届く取り組み。

■キャッシュレス決済支援
市内のキャッシュレス決済に10億
円のポイント還元。しかしキャッ
シュレス利用率が低い生活困窮者や
高齢者には、支援が届きにくい。

■堺の魅力再発見キャンペーン
市内の観光周遊券と３千円の市内ホ
テル宿泊補助券を、市民に500円で
提供。堺市民が堺市内に宿泊？市外
からの来客にも適用拡大してほしい。

■フリーアドレス導入
上下水道局を、職員のデスクを固定
しないフリーアドレス制にするため、
机イスを大量購入。どさくさ紛れの
コロナ対策予算の流用では！？

■真っ先に子育て支援をカット
約束していた第2子の0～2歳の保育
料無償化を無期限延期。コロナの財
政難とは言え、他の予算は手を付け
ず、なぜ子育てだけ標的に？ 中面で詳しく解説中面で詳しく解説中面で詳しく解説中面で詳しく解説
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【市民1人あたりの基金残高】
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【基金残高の内訳】
財政調整基金
特定目的基金

何かにつけて「お金がない」と独自のコロナ対策に消極的
な永藤市長。では堺市の基金(貯金)はどの程度でしょうか？
それは総額で400億円ほど。これを市民1人あたりにする
と、約5万円。少し心細くなる額ですが、政令市20市のう
ちで8位(左)。それほど悪い数字ではありません。課題があ
るのはその中身。堺市の基金の大半は、目的を定めた特定
目的基金で、自由に使える財政調整基金は僅かなのです。

基金残高が同程度の政令市を並べました(右)。堺市の財政調
整基金の割合の低さが際立ちます。家計にたとえれば「こ
れは家を買うため、これは車に」と目的を決めた定期預金
ばかりで、出し入れしやすい普通預金をあまりしていない
ようなもの。生真面目である一方、いざという時の備えが
不十分とも言えます。しかし、特定目的基金が他に使えな
いわけではありません。条例を変えればいいんです。現に
本年8月議会では約30億円を財政調整基金に移しています。 堺市堺市堺市堺市

％％％％

【政令市20市の財政の健全性】

堺市堺市堺市堺市

京都市京都市京都市京都市

神戸市神戸市神戸市神戸市
大阪市大阪市大阪市大阪市

左の表は財政の健全性を示す指標のうち、縦軸に将来負担比率(※１)、横
軸に実質公債費率(※2)を記したものです。左下にいくほど財政が健全で、
堺市は政令市20市でもトップレベルです。一方、経常的な収入に対す
る経常的な支出の割合（経常収支比率）が100を超え、財政の柔軟性
がありません。再び家計にたとえますが、堺市は借金が非常に少なく、
貯金はほどほどで定期預金が大半、月収は月々の固定の生活費で使い切
り、旅行など特別な支出は臨時収入頼み、といったところでしょうか。
そんな堺市がコロナという危機でどうするべきか。固定経費を見直すこ
と、特定目的基金を柔軟に組み替えること、多少の借金増にビクビクせ
ずにメリハリをつけて投資することだと、私は思っています。

借金は低水準で非常に健全
％％％％

※1 収入に対する借金残高の割合（縦軸）
※2 収入に対する年間の借金返済額の割合（横軸）
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((((堺市のみ堺市のみ堺市のみ堺市のみ2020.32020.32020.32020.3））））

議員をしていますと理不尽
な批判や、あらぬ疑惑を掛
けられることも。先日街頭
で、私がイメージカラーを
オレンジにしていることを
理由に「おまえ、巨人ファ
ンやろ！？」と絡まれてし
まいました。ちなみに私は
今はなき南海ホークスファ
ンです。虎党の皆さん、誤
解なきよう・・。

18181818億億億億

（※右のグラフは移す前の2019年3月の数字です。）

各項が右上の円グラフのどれに該当するのか、 で示しています。 はグラフ（第7次補正予算）に含まれないもの。
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真っ先に⼦育て⽀援を削った永藤市⻑
百舌鳥古墳群の世界遺産登録に前後し、大仙公園の
周辺整備が進められています。しかし、永藤市長が
進めるその計画は、既存のカフェを百舌鳥古墳群ビ
ジターセンターに作り替える一方で、大仙公園事務
所をカフェに作り替えるという、ちぐはぐなもの。
おかげで7月以来、拝所周辺から飲食施設がなくなり、
公園利用者にも観光客にも不便な状況になってしま
いました。この状況は半年ほど続く見込みです。

ちぐはぐな大仙公園周辺整備

本年度だけでこれらの事業に投じられる予算は4億円
です。「お金がない」と堺独自のコロナ対策には消
極的でありながら、観光客誘致の予算は見直そうと
しません。コロナ禍で観光客が激減する中、今年度
中に百舌鳥古墳群ビジターセンターをオープンした
ところで、観光客はやってくるでしょうか。今はコ
ロナ対策に集中し、コロナ禍が終息し、観光需要の
回復に合わせて施設を整備した方が、より効果的な
予算投入になると思うのは、私だけでしょうか。

コロナ禍を考慮せず進む事業

堺市は観光客の増加を見込み、いこいの広場で飲食
を提供する事業者を募集しましたが、決定した事業
者の提案は、バーベキュー(BBQ)やガーデンウエ
ディングをするというもの。天皇のお墓(陵墓)である
仁徳陵の目の前の広場でです。これまで当局は、大
仙公園の周辺整備の大前提は「陵墓の静安と尊厳を
守ること」と繰り返し答弁してきました。陵墓の前
でのBBQやウエディングは、それに反するのではな

陵墓の静安と尊厳はどこに？

ほんとにほんとにほんとにほんとに
いいの？いいの？いいの？いいの？

●
百舌鳥駅

●拝所
カフェ→
百舌鳥古墳群
ビジターセンター(予定)

●
博物館●

いこいの広場

大仙公園事務所
→カフェ(予定)

大芝生広場

いでしょうか。また古墳を訪れた観光客が、食事を
取るのにBBQを選ぶのか疑問です。ならば、いっそ
この事業を大芝生広場で実施すべきと考えます。大
芝生広場は古墳からも距離があって視界にも入らず、
遊具が近くにあって公園利用者がたくさんいます。
春にはBBQが認められているので、通年でそれがで
きれば喜ぶ市民も多いことで
しょう。また、美しい芝生は、
ウエディングをしても映える
はずです。

●

市⻑の平和への思いを形に
永藤市長は就任前から「堺大空襲の月命日の無縁地
蔵尊へのお参り」と、それが自分の「原点」だと
SNSで発信されてきましたので、本会議で平和への
想いを語ってもらいました。沖縄で戦争の話を聞い
て、政治家を志したそうで、共感する部分が多々あ
りました。広報紙を使って地域の戦争
の歴史を、継承している自治体もあり
ます。市長の思いを具体的な取り組み
として形にするようお願いしました。

学校司書の適正配置を
国は1.5校に1人、学校図書館に司書を配置するよう
求めており、国から下りてくる交付金にも算入され
ています（財政上、措置されています）。しかし、
堺市の配置は4校に1人、国の基準の約1/3ほど。足
らずはボランティアの力を借りてカバーしています。
読書は子どもの豊かな成長と学力向
上に重要です。交付金の使い方には
裁量があるとは言え「1/3とは酷す
ぎる！」と適正配置を求めました。

今こそ公共事業の地産地消を
コロナ禍でも「お金がない」と大胆な経済対策には
消極的に見える永藤市政ですが、追加でお金かけず
にできることも。もともとやる予定の公共工事や物
品調達の「地産地消」です。市内の雇用増加にも繋
がり、市内事業者が潤えば、また税として返ってき
ます。最近、市外事業者の大型受注も散見され
たことから、改めて「市内事業者への
優先発注を」と求め、当局もそれを
「基本」とする旨の答弁をしました。

アドボカシーって何？
施設で暮らす子どもは本音を語りづらいことが多く、
その声を第三者が聴く活動をアドボカシーと言い、
子どもの権利条約で明記された意見表明権を具体化
するものです。国はアドボカシーの制度構築を進め
ていますが、堺市内の民間施設での取り組みも不十
分ですし、何より、堺市が運営する一時
保護所では、それが全くなされていま
せん。その指摘に対し当局は、取り
組みを「検討していきたい」と表明。

大仙公園大芝生広場

いこいの広場の今後のイメージ（事業者提案より）

H28年度 第3子以降 0～2歳
H29年度 第3子以降 3～5歳
H30年度 第2子 5歳
R1年度 第2子 4歳
R2年度 第2子 3歳
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やります！

継承します！
やっぱり、、
やめます…。

竹山市長(当時)

永藤市長
（予定 → ✖）

市民にも説明せず、「広報さかい」でしれっと報告。
理由はコロナ禍による財政難。一定理解できる理由
ですが、永藤市長は自身がこだわる観光誘客のハコ
モノ作りをはじめ、他の事業を何ら見直していませ
ん。なのに、子育て支援を真っ先に狙い撃ちするの
はいかがなものかと、議会の討論で厳しく批判しま
した。「子育てのまち堺」もこれまでなのでしょう
か。永藤市長の判断の撤回を強く求めて参ります。

「広報さかい」で、小さく報告

堺市全体堺市全体堺市全体堺市全体
世帯数 396,117

外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民※※※※

未申請世帯数
未申請率

8,804
1,839 196
0.5％ 2.2％

世帯数は8月末時点。※日本人との同居世帯は含まず

「重要」を10か国語で記載した封筒

1人10万円の定額給付金の未申請者には外国人市民が多く、日
本語が読めずに申請書を破棄してしまっていることが推測され
ました。中身の文書の多言語対応は困難なので、せめて重要だ
とわかるよう、封筒に10カ国語で「重要」と記載してもらいま
した（8月半ばにこの封筒で催促の文書を送付）。それでも、最
終的に外国人市民の未申請率は堺市全体の4倍以上(右表)。誰に
でも分かりやすい発信は、行政の重要課題です。今後も受け取
る側の立場に立った、小さな工夫を重ねていきたいものです。

4倍以上

来年度から実施予定だった「第2子0～2歳の保育料
無償化」が突然無期限延期に。これは竹山市長時代
に決まった段階的な保育料無償化で、永藤市長に
なっても継承し、広報されてきたもの。中止の影響
は大きく、対象は3000世帯、最大で年間80万円も
の負担増。人生設計にも影響を与える額です。無償
化に期待して復職時期を決めた人や、ローンを組ん
だ人もいたはず。なのに永藤市長は議会にも諮らず、


