
ご自宅や店舗、駐車場等々に、
ふちがみのポスターを掲示して
頂けませんか？ ご協力頂ける方
は、電話320-0103、メール(右
下QRコード)等でご連絡をお願い
します。任期も残りあと
半年！ぜひお力をお貸し
ください。

８・9月に堺区全17校区で市政報告の座談会を開催し
ました。ご参加の皆様、ありがとうございました！た
くさんのご意見も頂き、今後の議会活動に活かせそう
です。ご希望があれば
いつでも個別開催させ
てもらいます。少人数
でも結構ですので、遠
慮なくご連絡ください。

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

ふっちふっちふっちふっちーのつぶやきーのつぶやきーのつぶやきーのつぶやき
（編集後記）（編集後記）（編集後記）（編集後記）

Vol.Vol.Vol.Vol.

よく子どものネタを書くこ
の欄ですが…、私がチラシ
づくりの作業をしていると、
いつも子どもらがやってき
て「今回のつぶやきは何？
誰のことを書くの？」とし
きりに訊いてきます。なん
だかんだ言って、自分のこ
とをネタにしてほしいよう
で、つくづく「大阪の子や
なあ」と感じます。

巨額の使い残しには、国からの大規模な交付金が年度
末近くに下りるなど、「やむを得ない理由」も確かに
ありました。しかし、「永藤市長が財政に臆病になり
過ぎたこと」も、間違いなく原因の一つです。たとえ
ば、国から出たコロナ対策のお金の一部を、追加のコ
ロナ対策ではなく、元々堺市の予算でやる予定だった
事業に付け替え、流用しました。そうやって、堺市の
予算を浮かせたのです。そんなことをしているから、
コロナ対策で「堺の独自性が見えない」「何もしてく
れていない」という声が上がるのも当然です。

過去最大の黒字はいいこと？過去最大の黒字はいいこと？過去最大の黒字はいいこと？過去最大の黒字はいいこと？
令和3年度の決算を審査する議会が終わりました。

昨年2月に財政危機宣言が発出されてからの最初の年
度でしたが、終わってみれば基金は220億円の積み増
し、単年度収支は58.6億円の黒字、いずれも過去に
例を見ない規模でした。これは、一般企業であれば
「よく稼いだ経営者」と評価されるかもしれませんが、
自治体はお金を蓄えるのが仕事ではなく、お預かりし
た税金を市民サービスとしてお返しするのが仕事です。
過剰な黒字(=使い残し)は、「やれるはずだった市民
サービスをしなかった」という証でもあります。批判
こそされ、決して褒められるものではありません。

過剰な使い残しの原因は？過剰な使い残しの原因は？過剰な使い残しの原因は？過剰な使い残しの原因は？

問題だらけの大阪カジノ計画が国に提出され、審査の真っ只中で
す(※記事は10月10日時点)。影響の大きい事業ゆえ、軽々に判断し
ないでほしい。そんな思いで提案した「慎重かつ厳正な審査を求
める」意見書が、全会一致で可決。カジノ推進派の維新の会すら
も賛成した、「慎重に」という意見書の重みを、国には十分に受
け止めてほしいものです。この7月に、
20万筆もの署名が求める住民投票を
拒否した大阪府議会。それに比べ、
堺市議会はなんとか良識を示せました。
次は国の良識に期待しています。

市政報告会市政報告会市政報告会市政報告会 全全全全17171717校区で開催校区で開催校区で開催校区で開催 ポスターを貼らせてくださいポスターを貼らせてくださいポスターを貼らせてくださいポスターを貼らせてください

堺区新町2-4 小山電ビル2F-A1

TEL/FAX： 072-320-0103

Mail: takeshi@fuchigami.info

【【【【ふちがみ猛志市政相談所ふちがみ猛志市政相談所ふちがみ猛志市政相談所ふちがみ猛志市政相談所】】】】
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ほぼ400億円台をキープしてきた
基金が、いきなりプラス220億円の、
過去最高の積み増し

±数億円でコントロール
してきた単年度収支が、
いきなり約60億円の使い残し

【基金残高の推移】

【単年度収支】

みたいな話やな…

兵庫県明石市は子育て支援に思い切って投資し、現役
世代を呼び込み、人口増と税収増を実現。そしてそれ
を原資に、高齢者福祉も充実させる好循環を生んでい
ます。堺市もかつては「子育てしやすいまち西日本1
位」に輝きましたが、永藤市長になって以来、子育て
支援が次々削られています。そして巨額の使い残しで
す。昨年度の使い残しのうち、少
なくと約50億円は、すぐに使え
るお金です(当局答弁より)。コロナ
対策に加え、将来への投資に有効
に使うよう強く求めます。

将来への投資で好循環を将来への投資で好循環を将来への投資で好循環を将来への投資で好循環を

【明石市が示す好循環】

×××× 2000億円を超える公金負担
×××× 年間2000万人という無謀な集客計画
×××× ギャンブル依存症の増大リスク
×××× コロナ次第で事業者は撤退可能
×××× ターゲットは日本人、運営は外資系

【【【【大阪のカジノ計画の問題点大阪のカジノ計画の問題点大阪のカジノ計画の問題点大阪のカジノ計画の問題点】】】】

（整備費用が無駄に？？）

（日本の富が海外に？）

改めて

などなど提案会派を代表して主旨説明

来年度オープンの堺鉄砲鍛冶屋敷ミュージアムで展示予定
の文化財は、ほとんどが個人所有。所有者の意思を尊重し
つつ安定的に保全・活用するには、どうすればいいか。そ
の先進事例がある長野県松本市を視察しました。文化財管
理のために設立された民間団体の役員や、協力関係にある
市の職員とも意見交換。双方の意思を反映させられる運営
方法、規約、お金の出し方等々、大変参考になりました。松本城での文化財の展示方法も参考になりました



「今後、待機者が増えるはず」と指摘する私に、当
局は「増えると予想」と答弁しながら、入所枠の拡
大は否定。国の「規模の大きな施設よりも地域のグ
ループホーム等へ」という方針を盾にしているので
す。しかし、どうしても施設が必要な方もいるわけ
で、国の方針と現実とのギャップを埋めるのが自治
体の仕事ではないでしょうか。
当局は待機者の実態の把握に
努めるそうですが、それがで
きていない段階で枠の拡大を
否定する姿勢には、疑問を感
じずにいられませんでした。

健康福祉プラザ(以下、プラザ)内にある堺市立重症心身
障害者(児)支援センター「ベルデ堺」は50人の重度
障がい者の入所を受け入れていますが、待機者はそ
の約2倍の94人。私たちの元
にも「受け入れ枠を拡大して
ほしい」「親亡き後の暮らし
の場を」という切実な声が寄
せられています。

ベルデ堺は待機者の列

では、なぜやらないのか？当局は「建物の構造上、
困難」と答弁しています。プラザ内には、ベルデ堺
の他、多くの障がい支援関係の機関や、子ども相談
所(以下、子相)があり、すでにいっぱいなのです。しか
し、仮に子相が他に移転できれば、そのスペースを
ベルデ堺の入所枠の拡大に使えるかもしれません。
ベルデ堺の入所スペースはプラザのワンフロア分、
子相はワンフロアの約半分です。子相はプラザ内に
ないといけないのか？私の問いに当局は「必要性は
ない」と認めました。それもその
はず。すでに手狭で他の庁舎と分
散していますし、プラザ内の他の
機関との連携も限定的だからです。

ネックになるのは施設

調査しないうちに不要と判断？

通園バスの悲惨な幼児の置き去り死亡事故。これを
受け、置き去り防止装置の導入等の対策を取るよう、
緊急要望。堺市の市立施設では計23台の幼児の送迎
バスを使用しています。市内の民間施設を含めると、
その何倍にも。国が装置の設置の義務化を検討して
いますが、その動きに合わせて1日も早く導入できる
よう、堺市でも準備を進めてもらっています。

堺市のアルコール・薬物・ギャンブル依存症の相談
窓口では、いずれも年100人以上の相談実績があり
ますが、それは氷山の一角。相談に来るのを待つだ
けでなく、行政の側から働きかける動き(アウトリー
チ)が必要です。少なくとも(前科のある)薬物依存症患
者については、刑務所、保護観察所や保護司といっ
た接点があるはずです(私も保護司として関わっています)。
たとえば、刑務所に相談員が出向くなど、接点を活
用した対策強化が可能です。私の提案に当局は「早

期発見、早期支援が非常に重要。真摯に
考えていきたい」と前向きに応じました。

枠を拡大しても、市の固定経費が増えることはあり
ません。入所経費の大半は国費や医療費によってま
かなわれる上、それらは在宅医療・介護でも発生す

固定経費は増えない

「すぐに移転を！」とまでは申しませんが、市の庁
舎の整備計画の中で、そのタイミングを見計らって
いくべきです。子相にとっても、分散を解消できる
というメリットがあります。プラザ内の機関の再編
を検討することと、待機者の実
態を把握した上で、親亡き後の
障がい者の暮らしの場の確保に
真剣に取り組むこと。この2つ
を強く要望しました。

計画的に、真剣に

「マネジメントに重大な問題があった」「強い意識
を持って臨む」という市長の言葉をひとまずは信じ、
しばらくは厳しい目で見守ることと致しました。不
祥事に関わった一人ひとりが、公共サービスの担い
手であること
を強く自覚し、
猛省してもら
いたいと思い
ます。

公共工事の一般競争入札においては、最低制限価格
(ないし失格基準価格)を下回らない範囲で、最も安い金
額で応札した事業者が落札(受注)します。ですから、
最低制限価格ギリギリで応札すれば、ほぼ確実に落
札できるわけですが、
その情報は当然、極秘
です。しかし全国を見
渡せば、職員がそれを
漏えいし、事業者から
何らかの見返りをもら
うという不正が、少な
からず発生しています。

入札の不正は起こりうる

大阪府や大阪市など、不正対策としてランダム係数
を導入している自治体があります。これは開札時に、
機械が無作為に決めた±0.5％程度の範囲の係数に
よって、最低制限価格を変動させる仕組みです。

不正対策としてのランダム係数

近年の堺市の一部の公共工事において、たとえば最
低制限価格(失格基準価格)が5億円を超えるような大型
案件なのに、落札額がわずか1000円しか違わない
など、極めて精度の高い入札が相次ぎました。この
ことについて、当局は一部事業者から情報漏えいを
疑う声が上がったことは認めましたが、漏えいその
ものは完全否定。真実は分かりませんが、税金を
使った事業で不正を疑われたこと自体が残念です。
「疑われない仕組み」としてランダム係数の導入を
求めましたが、当局は後ろ向きな姿勢に終始。実は
業界団体も導入を求めているとのこと。これは業界
団体内にも不正を疑う声が
あるからでしょう。導入を
否定する理由がどこにある
んでしょうか？

指摘された情報漏えいの疑い

最低制限価格
8000万円

予定価格
1億円

A社 9500万円
B社 8500万円
CCCC社社社社 8100810081008100万円万円万円万円

D社 7900万円

予算上の上限価格。
公開情報。

下回ると失格。
非公開非公開非公開非公開情報。

→ 落札�

→ 失格�
（「安かろう悪かろう」と判断）

【入札の一例】

担当職員ですら、最終的な最低制限価格を事前に知
ることができなくなり、不正対策となるのです。

エンジンを切ると
警報音が鳴る

止めるスイッチは
バスの一番後ろに

必然的に運転手が
バスの後ろまで行く

必然的に後部座席を
チェックすることに

【置き去り防止装置の一例】

NHKネットニュースより

157 1,843

139 1,281

13 56

136 1,736

137 1,250

156 784

令和3年度平成29年度

アルコールアルコールアルコールアルコール
薬物薬物薬物薬物

ギャンブルギャンブルギャンブルギャンブル

のべ件数実人数 のべ件数実人数依存症の種別

【依存症別の相談実績】 ※堺市こころの健康センター・保健センター合計

種別ではギャンブル依存症の増加が顕著！

市の公共施設で、運営する外郭団体・就労支援協会
の職員が勤務中に飲酒、喫煙、テレビゲーム、パー
ティーの開催、タイムカードの不正打刻をしていた。
そんな信じられない不正を5月議会で追及し、前号の
議会活動報告で紹介しました。その後、職員の処分
が発表され、テレビや新聞でも報道されるに至りま
した。再発防止策が示されたことを受け、8月議会で
その内容について質疑。まだまだ首を傾げる点もあ
り、半信半疑ではあるものの、「深刻な事態」 協会と市の謝罪会見。トップの姿がなかったのが残念。

待機者は
2倍

ますます
増えます

でも拡大は
しません

るからです。もちろん、拡大による整備費用は必要
ですが、一時的なもの。堺市の会計規模から見れば
微々たるものです。命や暮らしには代えられません。

ベルデ堺が入る健康福祉プラザ

子相は三国ヶ丘庁舎にも


