
ご意見の要旨 市の考え方

○プラン全般

堺市財政危機脱却プラン（案）に対するご意見の要旨と本市の考え方

　堺市財政危機脱却プラン（案）の方向性に
は、次の条件付きで賛成する。

・コロナ対策とコロナ禍で生活が苦しくなっ
た市民や事業者の下支えなどのアフターコロ
ナ対策をしっかりやる。
・市財政の現状、行政の効率化の取組、時代
に合わせた市民サービスの組換えのほか、よ
り一層市民理解を得るための削減の必要性に
関する説明の徹底。
・いざという時に備えるため、長期の返済が
必要となる建物の建築は慎重に計画するな
ど、財政状況に応じて弾力的に支出が抑制で
きる仕組みへとシフトする。

　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、市民生活及び地
域経済回復への支援に注力することとしています。
　一方、本市の財政は、将来にわたり恒常的な収支不足が見
込まれることから、収支均衡をめざし、基金への依存から脱
却した「真に健全な財政」を実現するため、支出の見直しと
収入の増加を両輪とする抜本的な見直しの推進が必要である
と考えています。
　基金への依存から脱却した「真に健全な財政」を実現する
ことにより、住民サービスの維持・拡充や地域経済の活性化
のための更なる投資などを検討できるようにしていきます。
　また、新たな行政課題や感染症、自然災害などの不測の事
態に対して機動的に対応するための財源を確保できるように
していきます。
　そのために、将来の負担につながる公共施設の建設をはじ
めとする公共投資については、ハード事業費の総量管理を行
うことで、将来の税源涵養に結び付く事業や安全・安心の確
保に資する事業への重点化を図り、総事業費の2割程度の縮
減を行うこととしています。
　市民の皆様には、本市の危機的な財政状況や改革の必要性
をよりご理解いただけるよう、本プラン（案）に策定に至っ
た背景や改革に取り組む意義をお示ししました。今後、本プ
ラン（案）に位置付けた取組の毎年度の進捗状況を明らかに
し、毎年度の当初予算編成において財政収支見通しを公表す
ることで、市民の皆様への説明責任を果たしていきます。
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　本市の財政は、毎年度40～50億円程度の恒常的な収支不足
が発生し、このまま収支改善が図られなければいずれ基金が
底をつく見込みであり、現行の行政サービスの維持さえ困難
な事態に陥る恐れがあります。
　このような事態を防ぐため、市政全般にわたる抜本的な改
革を行う必要があることから、すべての事業について、社会
情勢に照らし必要性や公益性が低下していないか、目的達成
に最善の手法であるか、経費に見合う効果をあげているかな
どの観点から検証のうえゼロベースで見直し、見直しが市民
生活に及ぼす影響が大きい場合は、代替事業や激変緩和措置
を検討することとしています。
　見直しを通じて収支均衡を図り基金への依存から脱却した
「真に健全な財政」を実現することにより、住民サービスの
維持・拡充や地域経済の活性化のための更なる投資などを検
討できるようにしていきます。
　文化芸術活動に対する補助については、時代に適合した補
助事業となるよう社会包摂型事業を実施する方向に転換を図
ります。あわせて市では、令和2年度に創設した「堺市文化
芸術活動応援補助金」において、本市での文化芸術活動の裾
野を広げることを目的に個人や団体の支援を行っています。
　また、本市が持続可能な都市経営を実現するためには、魅
力的な都市となることで人や投資を呼び込み、税収等を「稼
ぐ力」をつける必要があると考えています。
　めざす都市像として例示的にお示ししたガス気球事業は、
会場となる大仙公園内の基盤整備など安全対策に要する一部
費用は本市が負担するものの、気球の製造や運営は民間事業
者の負担により実施するものです。
　また、ベイエリアの活性化については、親水護岸の整備さ
れた堺旧港など、海辺の魅力を活かした居心地の良い空間
を、民間活力を活用しながら形成することで、より多くの市
民、来訪者が訪れる魅力あるエリアにしていくことをめざし
ています。これにより更なる民間投資を呼び込み、地域経済
が活性化されることにより、都市魅力が向上し、都市ブラン
ドが形成され、その波及効果が堺市全体の活性化にもつなが
ると考えています。大阪府などと連携しながら、将来像を示
し、また、民間活力の活用や大阪府などとの役割分担によ
り、市の財政負担が極力少なくなる形でベイエリアの活性化
を図りたいと考えています。

　おでかけ応援制度の見直しなど市民サービ
ス部門の削減や、文化芸術活動に対する補助
の削減を中心にした計画ばかりで、住民主体
のまちでなくなるように感じる。
　気球の計画やベイエリア開発には多額の税
金を投入するようであり、これらも削減対象
の俎上に乗せた上で意見を聞くべきである。
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　財政危機から脱却するために、本当に必要
な人員や施設まで削減し、有事に命が救えな
くなるような事が決して起こらないように慎
重に進めていただきたい。

　効率的な事務執行体制の構築に当たっては、事務事業の見
直しやICTの活用等による業務の効率化、働き方改革などを
進め、これらの見直しや効率化により生み出した人員を重点
施策や新規・拡充事業に割り当てるなど職員の最適配置を行
い、不測の事態や行政需要の変化に対応できる体制を整えな
がらも、全体としてスリムで効率的な職員体制を構築するこ
とをめざします。
　市民の安全・安心に関わる施設のほか、災害時に避難所と
して活用される公共施設については、その機能が損なわれる
ことのないよう適切に維持管理していきます。

4

　不要不急な事業を精査し、収支を改善する
努力は必要であるが、必要とされている市民
サービスの廃止や引き下げることには反対で
ある。一方で、見通しが明るいとは言い難い
ベイエリア、新交通システムなど大規模開発
事業等への重点投資は、市がめざす収支均衡
達成の足枷になると懸念する。市として行う
べきことは、市内中小零細事業者の営業や多
くの住民の命と暮らしを、行政として最大限
に支え、税収回復にもつながる施策に重点配
分することであると考える。

5

　市役所の駐車場の工事、自動運転バス、大
小路交差点の改造など工事ばかりに市民の
払った税金を使うのではなく、もっと市民が
生活しやすく、堺を好きになるように、財政
危機を乗り越える案を考えてほしい。

6

　今、堺市がなすべきことは現実を無視した
「財政危機脱却プラン」ではなく、現実の
「世界的災害」であるコロナ禍のなか、他の
自治体以上に国費を利活用し、市独自の財源
も行使し、市民・事業者に安心・安全で住み
やすい・活動しやすい政策を具体的に進める
ことである。

7

　そもそも財政危機をグラフでは感じない
が、市民サービスに関わる事業の削減より先
に、他に財政を守る方法を考え抜いたのか。
　また、なんでも民営化は反対だ。堺市をど
ういう市にしていくのか見えない。

　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、市民生活及び地
域経済回復への支援に注力することとしています。
　一方、恒常的な収支不足を解消していくためには、市政全
般にわたる抜本的な改革を行う必要があることから、すべて
の事業について、社会情勢に照らし必要性や公益性が低下し
ていないか、目的達成に最善の手法であるか、経費に見合う
効果をあげているかなどの観点から検証のうえゼロベースで
見直しを行い、見直しが市民生活に及ぼす影響が大きい場合
は、代替事業や激変緩和措置を検討することとしています。
　そのために、公共投資については、ハード事業費の総量管
理を行うことで、将来の税源涵養に結び付く事業や安全・安
心の確保に資する事業への重点化を図り、総事業費の2割程
度の縮減を行うこととしています。
　ご指摘のベイエリアの活性化や新交通システムについて
は、民間活力の活用を図ることによって、経済効果や税収効
果をもたらすものであり、住民の皆様の暮らしを支えるため
に必要な取組と考えています。大阪府などと連携しながら、
将来像を示すことにより都市魅力を高めていきます。

　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、感染拡大の防止
をはじめ、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた市民生
活及び地域経済回復への支援に注力しています。
　これらの推進にあたっては、国庫補助金などの財源確保に
積極的に取り組んでいます。
　令和3年2月に公表した財政収支見通しによると、毎年度40
～50億円程度の収支不足が見込まれ、この状況が続くと、い
ずれ基金が底をつき、現在実施している様々な行政サービス
に甚大な影響を及ぼすことになります。本プラン（案）にお
いては、独自施策の見直し以外に「公共投資の選択と集中」
「公共施設のマネジメント」「外郭団体の見直し」「収入の
確保」「人件費等の抑制」などに取り組むこととしていま
す。
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　他市と比較しても財政危機と騒ぐほど堺市
の財政は悪いと思えないため、危機の前提を
客観的に分析してほしい。
　危機を強調する一方で、企業誘致や開発に
大きな予算を投入するのはおかしく、削れる
ところは削っても、市民サービスは維持すべ
きである。

9

　経常収支比率が100を超えていることか
ら、「健全」とは言い難いことは理解できる
が、「健全化判断比率（4指標）」について
は、いずれも良好で、投資家に対しても「堺
市の財政は健全」などと呼び掛けている。市
民には財政危機を煽って、市民サービスを切
り捨てており、二枚舌の市長は信用できな
い。
　また、「財政危機」としながらも、コロナ
禍でも大企業への減税や見通しのないベイエ
リア開発、万博・カジノヘ投資することは、
住民の暮らしを守る地方自治の本旨と真逆で
あり、コロナ禍の今こそ、地方自治の本旨に
立ち返り、市民の暮らしを守るために市民の
税金を使ってほしい。

　堺市は、減債基金に手をつけなければなら
ないような危機は存在しないにもかかわら
ず、財政危機を宣言するのは、市長の政治的
意図によるフェイクである。
　経常収支比率が2年間100%を超えている
が、企業会計と異なり、それ自体が問題では
なく、市民や事業者の支援のために積極的な
財政支出を行うことは国や自治体の責務であ
る。財政収支見通しでは2030年まで収支不足
が続くとしているが、漫然と支出削減しない
ことを前提とした見通しを示すのは職務怠慢
である。市長は、市財政支出の何を削減し、
何を残すべきか、市民の合意形成に努めなけ
ればならない。
　市民生活支援の支出はむしろ拡充し、無駄
なベイエリア開発や自動運転バス、不要不急
の観光施策支出等こそ削減すべきだが、本プ
ラン（案）で削減を強行しようとしているの
は、市民生活に直結する支出ばかりになって
いる。
　本プラン（案）は、市民の合意形成のたた
き台として通用しないため、一旦白紙に戻
し、市民の声を丁寧に聞くべきである。

10

　本市では、健全化判断比率は総務省が定める早期健全化基
準を下回っているものの、社会保障関係費などの歳出が増加
し続ける一方で歳入が伸び悩み、市独自の住民サービスの拡
充などにより、平成28年度以降は、恒常的に基金を取り崩す
ことで歳入不足を補いながら財政運営を行っています。ま
た、財政の弾力性を示す指標である経常収支比率が2年連続
で100%を超え、経常的な収入で経常的な支出を賄えていない
状況です。令和元年度の経常収支比率は、政令指定都市20市
中2番目に高い状況にあります。
　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれ、この状況が続くと、いずれ
基金が枯渇する見込みとなっています。
　このような中、令和12年度までに収支均衡を図り、基金依
存から脱却した「真に健全な財政」をめざすため、本プラン
（案）を策定し、本市の危機的な財政状況や改革の必要性を
よりご理解いただけるよう、策定に至った背景や改革に取り
組む意義についてもお示ししています。
　本プラン（案）においては、市政全般にわたる抜本的な改
革を行う必要があることから、すべての事業について、社会
情勢に照らし必要性や公益性が低下していないか、目的達成
に最善の手法であるか、経費に見合う効果をあげているかな
どの観点から検証のうえゼロベースで見直すこととし、見直
しが市民生活に及ぼす影響が大きい場合は、代替事業や激変
緩和措置を検討することとしています。
　また、公共投資については、ハード事業費の総量管理を行
うことで、将来の税源涵養に結び付く事業や安全・安心の確
保に資する事業への重点化を図り、総事業費の2割程度の縮
減を行うこととしています。
　その中にあっても、ベイエリアの活性化、新交通システ
ム、民間開発の誘導や企業投資の促進については、民間活力
の活用を図ることにより、経済効果や税収効果をもたらすも
のであり、住民の皆様の暮らしを支えるために必要な取組で
す。
　
　今後、プランに位置付けた取組の毎年度の進捗状況を明ら
かにし、毎年度の当初予算編成において財政収支見通しを公
表することで、市民の皆様への説明責任を果たしていきま
す。
　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、感染拡大の防止
をはじめ、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた市民生
活及び地域経済回復への支援に注力していきます。
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　突然の財政危機宣言で、きわめて市民生活
に影響のある細々とした見直しには全く同意
できない。大きな所の支出や一部への優遇な
どを検討するべきだ。
　今までの市民のこつこつとした運動の積み
重ねを無視した進め方、とりわけ市有地（市
民の財産）の安易な販売やその方法にはまる
で不動産屋かと見間違うほどだ。

13
　わずかな収支改善効果のためにささやかな
住民サービスを削減・廃止する「せこい」方
法だ。

14

　むしろ充実すべき事業を削減しようとして
いるものも見受けられる。
　また、収支改善額が僅少なものも見受けら
れるが、もっと見直すべき大きな無駄がある
のではないか。

　本市では、これまでも行財政改革に取り組み、令和元年
度・2年度には計画や事業の見直しによって、初期費用等83
億円、運営費用等43億円の収支改善を図りました。
　しかし、このような見直しを行ってもなお、令和3年2月に
公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50億円程度の収支
不足が見込まれる状況となっています。この状況が続くと、
いずれ基金が枯渇し、現在実施している様々な行政サービス
に甚大な影響を及ぼします。そのような事態を防ぐため、市
政全般にわたる抜本的な改革を行う必要があることから、す
べての事業について、社会情勢に照らし必要性や公益性が低
下していないか、目的達成に最善の手法であるか、経費に見
合う効果をあげているかなどの観点から検証のうえゼロベー
スで見直しを行い、見直しが市民生活に及ぼす影響が大きい
場合は、代替事業や激変緩和措置を検討することとしていま
す。
　公共施設については、適切に維持管理を行いながら、総量
の適正化に取り組んでいきます。なお、利用されていない公
共施設の土地・建物については、まずは庁内での有効な活用
方法を検討することとしています。それでもなお利用用途が
無い財産については貸付や売却等により、市の財源確保に努
めていきます。

11

　本市は、これまで行財政改革に取り組んできましたが、社
会保障関係費などの歳出が増加し続ける一方で歳入が伸び悩
み、市独自の住民サービスの拡充や公共施設整備事業の集中
により、平成28年度以降は、恒常的に基金を取り崩すことで
歳入不足を補いながら財政運営を行っています。そのため、
本プラン（案）に基づき、支出の見直しと歳入の増加を両輪
とする抜本的な見直しを推進し、基金への依存から脱却した
「真に健全な財政」を実現する必要があります。
　民間開発の誘導など、民間投資を呼び込むための取組につ
いては、経済効果や税収効果をもたらすものであり、住民の
皆様の暮らしを支えるために必要な取組です。
　キャッシュレス決済を活用した市内消費活性化事業は、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きな打撃を受け
た市内商業者の支援等を目的として実施しました。期間中の
ポイント還元総額は約5億8,000万円、市内消費額として約36
億円の利用があり、対前月比3.5倍となりました。アンケー
ト結果では、約57%の事業者が売り上げ増に効果があったと
回答されました。また、市内対象店舗数は、委託契約締結前
の8月との比較で、8,969か所から9,712か所に増加してお
り、市内における商業者支援及びキャッシュレスの推進に一
定の効果があったものと考えています。

　財政状況が厳しいのは全国共通の状況で、
堺市だけに特別な施策が緊急で求められてい
ると思えない。むしろ国との関係で構造的な
問題があるように思われる。
　コロナ禍において、堺市は何をし、何がで
きなかったのか、堺市独自の努力は見えな
かったが、そんな中で、なぜ堺市だけで財政
努力しなければならないのか理解できない。
国からのコロナ対策補助金をキャッシュレス
支援に相当つぎこんだと聞くが、その効果は
どのように検証されたのか。
　市民の命と暮らしを守るため、例えば医療
体制や無料検査の拡充に、これだけの財政力
が必要であり、そのために行政がしなければ
ならないことを具体的に提起してくれない
と、一般的な指標では危機感を共有できな
い。
　現存の市民サービスを切り捨てて再建しな
ければいけない財政状況にあるとは思えな
い。「開発」優先の施策こそ真っ先に見直す
べきではないか。
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15

　財政危機と言うが、子ども・子育てに対し
ては無駄遣いをしているのではないか。一人
一台パソコンの配備や学校園の空調整備、ト
イレの洋式化改修工事、中学校給食は実施し
ていない。また、司書・校内カウンセラー・
ネイティブ講師は不要であり、増員も必要な
い。
　また、堺市は単独で子育て世帯等に給付金
を支給したが、そのような状態であれば、財
政危機ではないのではないか。

　一人一台パソコンの配備については、国が進めるGIGAス
クール構想の実現に向け、本市においても令和2年度中に国
庫補助金等を活用して整備を行ったものです。
　学校園の空調整備やトイレの洋式化改修工事についても、
国庫補助金を活用するなど限られた予算の中で財源確保を図
りながら、計画的に整備を進めています。
　また、中学校給食については令和7年度実施に向けて準備
を進めています。
　本市では、これまで行財政改革に取り組んできましたが、
社会保障関係費などの歳出が増加し続ける一方で歳入が伸び
悩み、平成28年度以降は、恒常的に基金を取り崩すことで歳
入不足を補いながら財政運営を行っています。このような状
況から脱するため、収支均衡を図り、基金への依存から脱却
した「真に健全な財政」の実現に向けて取り組む必要があり
ます。
　なお、昨年度実施した「新生児臨時給付金」等について
は、すべて国庫支出金を活用して実施したものです。

　人口減少、高齢化や新型コロナウイルス感染症、収支不足
が続く財政状況など、大変厳しい都市経営が予想される中で
も、市民の皆様の命と暮らしを守り、生活の質の向上をめざ
すためには、持続可能な都市経営を支える健全な財政基盤の
構築が欠かせません。
　イノベーション精神を発揮し、変化を恐れず、果敢に挑
戦・創造し続ける魅力的な都市となるために必要な投資を積
極的に行うことが重要です。人や投資を呼び込み、税収等の
「稼ぐ力」をつけ、それにより住民サービスを充実させる好
循環を生み出す持続可能な都市経営をめざし取り組んでいき
ます。
　公共施設については、今後、人口減少、高齢化が見込まれ
る中、施設の総量管理に取り組み、適正な受益者負担を踏ま
えた管理を検討していきます。
　人件費の抑制に当たっては、単に人員を削減するのではな
く、事務事業の見直し等を進め、公共の役割を果たしなが
ら、効率的な事務執行体制の構築と時間外勤務の縮減に努め
ていきます。
　医療施設等への支援については、国や府の支援とは別にこ
れまで市独自の支援を実施してきました。現在、令和4年度
当初予算を編成していますが、新型コロナウイルス感染症対
策に最優先で取り組み、感染拡大の防止をはじめ、ウィズコ
ロナ・アフターコロナを見据えた市民生活及び地域経済回復
への支援に注力していきます。

　「めざす都市像」において、「魅力的な都
市」「持続可能な都市経営」とあるが、儲け
をめざす民間企業と同様であり、これは「堺
市の誇りや愛着をはぐくむ」ことと相いれな
いのではないか。
　公共施設については、老朽化を理由に廃止
するのではなく、市民に安全かつ低価格で利
用してもらうようにすべきではないか。
　コロナ禍において、医療施設等への支援等
をどのように進めるのかが見えない。人件費
を抑制する計画では持続可能な都市経営には
つながらず、住めない街になり、より一層財
政危機を招くのではないか。

16
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17

　財政危機にあっても自治体は住民の命と暮
らしを守ることが仕事であり、プランに示さ
れている住民生活に直結するような住民が困
るものを削減するのではなく、見通しのない
ベイエリア開発を見直してほしい。

　本市では、これまでも行財政改革に取り組み、令和元年
度・2年度には計画や事業の見直しによって、初期費用等83
億円、運営費用等43億円の収支改善を図りました。
　しかし、このような見直しを行ってもなお、本市の財政
は、毎年度40～50億円程度の恒常的な収支不足が発生が見込
まれる状況となっています。この状況が続くと、いずれ基金
が底をつき、現在実施している行政サービスに甚大な影響を
及ぼします。
　このような事態を防ぐため、市政全般にわたる抜本的な改
革を行う必要があることから、すべての事業について、社会
情勢に照らし必要性や公益性が低下していないか、目的達成
に最善の手法であるか、経費に見合う効果をあげているかな
どの観点から検証のうえゼロベースで見直しを行い、見直し
が市民生活に及ぼす影響が大きい場合は、代替事業や激変緩
和措置を検討することとしています。
　また、本市が持続可能な都市経営を実現するためには、魅
力的な都市となることで人や投資を呼び込み、税収等を「稼
ぐ力」をつける必要があると考えています。
　ベイエリアの活性化については、親水護岸の整備された堺
旧港など、海辺の魅力を活かした居心地の良い空間を、民間
活力を活用しながら形成することで、より多くの市民、来訪
者の訪れる魅力あるエリアにしていくことをめざしていま
す。これにより更なる民間投資を呼び込み、地域経済が活性
化されれば、都市魅力が向上し、都市ブランドが形成され、
またその波及効果により、堺市全体の活性化にもつながると
考えています。大阪府などと連携しながら、将来像を示し、
また、民間活力の活用や大阪府などとの役割分担により、市
の財政負担が極力少なくなる形でベイエリアの活性化を図り
たいと考えています。
　今後、危機的な財政状況から脱却し、市民の皆様が安心し
て暮らしていただけるよう、取り組んでいきます。
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19

　ベイエリア開発、SMIプロジェクト、大仙
公園の気球に多額の公費を投入する一方、プ
ラン（案）で示されているのは市民生活に直
結する見直しばかりであり、市民生活を破壊
しての財政改善など自治体としてやるべきこ
とではない。
　このプラン（案）は、市民の合意を得られ
ないため、一度、白紙に戻して市民の声を丁
寧に聴くことからはじめてほしい。

20

　堺市（市長）がなすべき仕事は、コロナ禍
の後の市民生活を見通し、堺市の財政で何を
削り、何を残すべきか、市民生活が損なわれ
ないように努力することである。市民一人ひ
とりの健康で幸せな生活を守るために、この
プランは一旦白紙にしてほしい。市民の命と
生活を守る市政へとチェンジしてほしい。
（例）
・おでかけ応援制度の拡充の公約を守る
・ベイエリア開発や自動運転バスは不要
・公共施設は維持すべき
・公務員をこれ以上削減すると市民サービス
に多大な影響がある
・少人数学級の実現
・ジェンダー平等の実現
・地域格差、貧困の拡大を止める施策
・気候危機打開のための市政チェック

　本市の健全化判断比率の水準や格付によって、堺市債の債
務支払能力については機関投資家や格付会社から一定の評価
を得ていると認識しています。
　一方で、令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年
度40～50億円程度の収支不足が見込まれる状況になっていま
す。毎年度の収支不足を賄うため基金を取り崩す状況が続く
と、いずれ基金が枯渇し、現在実施している様々な行政サー
ビスに甚大な影響を及ぼします。そのような事態を防ぐた
め、市政全般にわたる抜本的な改革を行う必要があることか
ら、すべての事業について、社会情勢に照らし必要性や公益
性が低下していないか、目的達成に最善の手法であるか、経
費に見合う効果をあげているかなどの観点から検証のうえゼ
ロベースで見直しを行い、見直しが市民生活に及ぼす影響が
大きい場合は、代替事業や激変緩和措置を検討することとし
ています。
　ベイエリアの活性化、SMIプロジェクト、大仙公園内で準
備を進めているガス気球といった取組については、地域経済
の活性化によって税収効果をもたらすものであり、住民の皆
様の暮らしを支えるために必要な取組です。
　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、感染拡大の防止
をはじめ、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた市民生
活及び地域経済回復への支援に注力していきます。

18

　投資家向けには健全化判断比率が他政令市
と比較して低水準であることをもって「堺市
の財政は健全」と説明をしながら、市民には
「財政危機」だとアナウンスするのはおかし
い。危機的とは言えない財政状況なのに、政
治的意図で「危機」を煽っているのではない
か。
　また、国や自治体の財政運営においては、
単年度の収支だけでなく、人口推移や都市開
発、産業構造の変化やインフラの整備など数
十年単位で考えるものと思う。仮に財政上の
課題がある場合でも、企業誘致への減税措
置、ベイエリア開発、自動運転バス、大仙公
園気球に多額の税金投入を行う一方で、児童
自立支援施設の建設中止、0～2歳の第2子保
育料無償化無期延期、マイスタディ事業廃
止、日高少年自然の家の閉鎖、泉北高速鉄道
通学定期負担軽減の廃止、お出かけ応援バス
対象年齢の引き上げ、窓口での手数料の引き
上げ等、身近な市民生活を削るというのは本
末転倒である。
　この案は白紙にし、市民本位の財政健全化
をするべきである。
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21

　コロナ禍において、国費を利活用しなが
ら、安心・安全で住みやすく、活動しやすい
政策が必要であり、コロナ禍を踏まえていな
い「財政危機脱却プラン」ではいけないので
はないか。

22

　今後の活性化につなげるため、コロナ禍に
あっても堺市は市民と事業者のために実効性
のある支出や減免を行うべきであり、先行き
が不透明なコロナ禍に財政危機脱却プランを
策定するべきではない。
　コロナ対策アフターコロナ対策の計画を広
く市民の声を聞いて策定すべき。

23

　本プランは、コロナ禍に検討されたものと
推測されるが、コロナ前の状況に回復するの
は2年は要するとの見方がなされており、プ
ランの前提条件は現実と乖離したものであ
る。
　このような中、令和3年度4年度に集中改革
を行うのは困難であり、「未来を創る」「集
中改革」を令和4年度にかけて立案し、議
会・市民に問うべき。

　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、感染拡大の防止
をはじめ、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた市民生
活及び地域経済回復への支援に注力していきます。コロナ禍
においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金をはじめとした国庫支出金を最大限に活用しながら、き
め細やかな取組を進めていきます。
　一方、本市財政は毎年度40～50億円程度の収支不足が見込
まれています。この状況が続くと、いずれ基金が底をつき、
現在実施している様々な行政サービスに甚大な影響を及ぼし
ます。
　そのような事態を防ぐため市政全般にわたる抜本的な改革
を行う必要があると考えます。

24

　本市の財政は、平成28年度から恒常的な収支不足が発生
し、厳しい財政状況であったところ、さらに新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、危機的な状況となっています。
　市民の安全・安心を確保し、地域経済の活性化につなげる
ためには、健全な財政基盤が不可欠と考えており、本プラン
（案）は、「真に健全な財政」を実現するために策定するも
のです。
　ご指摘の公共施設については、適切に維持管理を行いなが
ら、総量の適正化に取り組んでいきます。

　ベイエリアの活性化については、親水護岸の整備された堺
旧港など、海辺の魅力を活かした居心地の良い空間を、民間
活力を活用しながら形成することで、より多くの市民、来訪
者の訪れる魅力あるエリアにしていくことをめざしていま
す。これにより更なる民間投資を呼び込み、地域経済が活性
化されれば、都市魅力が向上し、都市ブランドが形成され、
またその波及効果により、堺市全体の活性化にもつながると
考えています。大阪府などと連携しながら、将来像を示し、
また、民間活力の活用や大阪府などとの役割分担により、市
の財政負担が極力少なくなる形でベイエリアの活性化を図り
たいと考えています。

　コロナ禍でどの自治体も財政状況は厳しい
はずであるが、行政は市民を守り、市の建物
は宝として継続していくべき。削減したお金
をベイエリアへの開発につぎこむのではな
く、市民のために使うべきであり、プランは
撤回すべき。
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25

　市の財政状況については、自治連合協議会
の各校区代表者を対象とした説明会が開催さ
れたのみで、市民に対して十分な説明ができ
ていない。パブコメを撤回し、市民に説明す
る場を複数回設ける必要がある。

26
　多数の問題があるこのプランは撤回し、市
民に具体的に説明して意見を問うべき。

27

　「堺市財政危機脱却プラン」は白紙に戻
し、区ごとのタウンミーティング等も含め市
民の声を聴いて再検討し、市民の納得のいく
プランに変更するよう提案する。

28

　歳入が5,000億円以上あっても、基金を30
億円、50億円と取り崩していくと予算が立て
られないと書いているが本当なのか。この先
10年間、市民の負担増とするプラン案には、
別の目的があって、基金を理由にして、財政
危機を演出しているのではないか。
　それで、市民が堺市に住み続けよう、堺市
で子どもを育てようと思うか。反対に堺市か
ら出て行こうと誘因するプラン案と言わざる
を得ない。真剣なプラン案でなくては百害
あって一利なし、方向性はいいので、もっと
詳しいプラン案を提示してほしい。

　本市では、毎年度90億円程度、基金を活用して当初予算編
成を行っています。
　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれ、この状況が続くと、いずれ
基金が枯渇する見込みとなっています。
　そのような状況を脱し、収支均衡を図り、「真に健全な財
政」を実現することにより、住民サービスの維持・拡充や地
域経済の活性化策の検討、また新たな行政課題や自然災害等
の不測の事態に対して機動的に対応するための財源を確保す
ることができるようになります。
　今後、令和3年度・4年度の集中改革期間において、早期に
実施可能な取組を集中して推進し、随時、取組項目の具体
化・追加を図ることとしています。なお、本プラン（案）に
位置付けた取組については、毎年度の進捗状況を明らかに
し、市民の皆様への説明責任を果たしていきます。

29

　パブリックコメントは、すでに決められて
いる政策について、市民の声を聴いたという
アリバイ作りであり、不十分ではないか。
　本プラン（案）のパブリックコメントは、
広報さかい10月号で10月13日から開始と掲載
されていたのに、10月22日からとなり、また
22日の夕方に区役所市政情報コーナーに届い
ていなかったため、4回足を運ぶこととなっ
た。遅れた原因など反省と検証を求める。

　パブリックコメント制度は、市の政策形成過程における透
明性及び公正性の向上を図り、また、市民の皆様の需要によ
り合致した行政執行を実現することを目的としており、本プ
ラン（案）のパブリックコメントにおいても制度目的に沿う
よう実施していきます。
　実施時期に関するご指摘について、当初は広報さかい10月
号で10月13日から開始とお知らせしていましたが、令和3年
第3回市議会での議論を踏まえた検討等により、本プラン
（案）の内容の確定に時間を要したことから、やむを得ず10
月22日からの開始に変更することとしました。また、当日の
市ホームページへの公開や区役所市政情報コーナー等への資
料配架の開始時刻についても午後3時となりました。何度も
足を運んでいただくことになってしまい、大変申し訳ありま
せんでした。今後、皆様にご迷惑をおかけすることがないよ
う、適切な制度運用に努めていきます。

　本プラン（案）においては、市民の皆様に、本市の危機的
な財政状況や改革の必要性をよりご理解いただけるよう策定
に至った背景や改革に取り組む意義をお示ししています。ま
た、令和3年2月の財政危機宣言にかかる市長のことばへのリ
ンクを市ホームページのトップページ注目情報に常時掲載し
ているほか、「広報さかい」令和2年12月号～令和3年3月
号、令和3年11月号に関連記事を掲載しました。
　今後、本プラン（案）に位置付けた取組の毎年度の進捗状
況を明らかにし、毎年度の当初予算編成において財政収支見
通しを公表することで、市民の皆様への説明責任を果たして
いきます。

10/63



ご意見の要旨 市の考え方

○「財政危機脱却プラン」策定の背景と意義

Ⅰ堺市の財政状況

30
　立派な庁舎を建てる余裕があるので、財政
は心配ないのではないか。

31
　堺市の財政状況は緊急事態とは思えない。
大阪府や他の政令指定都市に比べれば、まだ
良い方ではないか。

32

　財政悪化の要因を追求しないと、一時的に
収支改善しても、すぐに同じ繰り返しにな
る。なぜ経常収支比率が2年連続100%を超え
る事態になったのか、要因を記載するべきで
ある。

33

　自治体の借金や赤字を絶対的に悪とし、住
民サービスをせず黒字化を追及するのは間違
いだと思う。収入に対し借金返済率が不当に
高ければ問題だが、堺市は政令指定都市の中
でも低い方だと聞く。現在と将来の住民の福
祉や文化の向上のために、住民の声を反映し
た施策を借金もしながら実現するのは良いこ
とだと考える。

34

　堺市の財政指標は極めて健全で有り、減債
基金に手をつけなければならないような危機
ではなく、また、市債残高は今後順調に減少
していく見通しとなっている。
　危機が存在しないにもかかわらず、危機宣
言を行うことに疑問を感じる。

35
　堺市は今年度200万円の赤字だが、将来的
に財政が逼迫するような状況ではないと思
う。

36

　以前から財政当局に指摘していたが、一般
会計の市債残高約5,300億円に、公営企業会
計の上下水道事業等の企業債残高約3,500億
円を加算して、約8,800億円の債務残高があ
る。そして、その合計額に対して経常収支比
率が、100%を超えているのは公表しないの
か。
　また、平成28年以前から健全化判断比率が
正しいと言えないと指摘してきたが、今なお
企業債残高を含めた詳しい財政状況を公表し
ていない。
　市民に本当の財政状況を教えてほしい。

　これまでも、一般会計の市債残高や経常収支比率、企業債
残高については、「広報さかい」や市ホームページ等で公表
しています。
　また、全会計ベースでの財務4表（貸借対照表・行政コス
ト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）について市
ホームページで公表しています。
　さらに、将来の財政収支見通しについて令和2年2月から毎
年度市ホームページで公表しています。
　今後も、本市の財政状況について、積極的かつ丁寧な情報
開示に努めていきます。

【財務4表を公表しているURL】
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/yosan_kessa
n_shushj/index.html
【市の決算状況を公表しているURL】
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/yosan_kessa
n_shushj/kessan/index.html
【上下水道事業の決算状況を公表しているURL】
https://water.city.sakai.lg.jp/about/zaisei_toukei/150
7078660576.html

　本市は、これまで行財政改革に取り組んできましたが、健
全化判断比率は、総務省が定める早期健全化基準を下回って
いるものの、社会保障関係費などの歳出が増加し続ける一方
で歳入が伸び悩み、市独自の住民サービスの拡充などによ
り、平成28年度以降は、恒常的に基金を取り崩すことで歳入
不足を補いながら財政運営を行っています。
　財政の弾力性を示す指標である経常収支比率は2年連続で
100%を超え、経常的な収入で経常的な支出を賄えていない状
況です。令和元年度は政令指定都市20市中2番目に高くなっ
ています。
　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれ、このまま推移すれば、いず
れ基金が底をつき、現在実施している様々な行政サービスに
甚大な影響を及ぼします。
　こうした事態を避けるためには、収支均衡を図り、基金へ
の依存から脱却した「真に健全な財政」の実現に向けて取り
組む必要があります。
　なお、市債（長期借入金）は、ハード事業等を行う際に、
毎年の財政負担を平準化することや、現在の市民と将来の市
民の負担の公平性を確保するために必要なものであり、適切
に活用していきます。
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Ⅱこれまでの取組み

38

　児童自立支援施設の建設が中止されたが、
政令指定都市には設置義務があり、堺市の子
どもたちは堺市で育てていくことが必要であ
るため、小規模で多機能な、堺市がきめ細か
く対応できる市独自の児童自立支援施設を建
設することを要望する。
（同内容の意見：全2件）

　令和元年8月に堺市立児童自立支援施設基本計画を中断
し、堺市の子どもたちに必要な支援を行える環境をしっかり
確保することを前提に、施設の整備に係る初期費用（約35億
円から約3億円に縮減）や継続的に要する維持管理費用（約
5.5億円から約2億円に縮減）の負担が大幅に軽減できること
を考えて、より効果的な手法として、大阪府への事務委託継
続に向け大阪府と協議し、令和3年1月に合意したことから、
中断していた堺市立児童自立支援施設基本計画を令和3年5月
28日に中止しました。
　今後は、大阪府立施設内において、新たな寮舎を令和6年4
月1日に開所できるよう、大阪府と協力しながら、事務委託
継続に向けた整備等を進めていきます。

37

　永藤市長就任後すぐに行った児童自立支援
施設基本計画の中止が、計画の見直しに入っ
ているということは、就任時点から市の財政
危機が分かっていたということか。
　そうであれば、おでかけ応援制度の拡充と
いう選挙公約や、2020年2月議会でおでかけ
応援制度を拡充すると予算説明したのはおか
しいのではないか。

　児童自立支援施設基本計画の見直しについては、現市長就
任後、市の全事業の見直しを行う中で、大阪府と連携を図っ
て事務委託について改めて協議をしていくことが必要との判
断に至り、令和元年8月に中断、令和3年5月に中止を決定し
ました。
　また、本市の財政状況が決して望ましいものではないこと
を市民へ十分に周知ができておらず、財政規律を確保するた
めの指針となるものがなかったことから、令和元年8月、戦
略的な財務マネジメントの徹底をめざし「堺財務戦略」の検
討について発表しました。
　その後、令和2年2月に「堺財務戦略」と「財政収支見通
し」を公表し、厳しい財政状況であることを対外的に示しま
した。
　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、平成28年度以
降、恒常的に収支不足が発生し、基金を取り崩しながら財政
運営を行っていること、毎年度40～50億円程度の収支不足が
続き基金が枯渇することを示しており、同月「堺市財政危機
宣言」を発出しました。
　今回のおでかけ応援制度の見直しは、「堺市財政危機宣
言」を受け、市政全般にわたる抜本的な改革を推進する中
で、時代背景に応じて対象年齢を見直すことにより、制度を
存続するものです。具体には、高齢者の就業率が増加し、体
力・運動能力が向上していることといった高齢者を取り巻く
社会情勢などを踏まえ、目的に沿った形で対象年齢を65歳以
上から70歳以上に見直しを行うものです。
　また、見直しと併せて高齢者の要支援認定率の低下に向
け、フレイル予防等の多様な取組を推進し、健やかな生活習
慣の形成、介護予防の推進、社会参加の促進など、高齢者の
健康増進施策の充実を図っていきます。
　なお、令和2年2月議会における令和2年度当初予算案の説
明において、おでかけ応援制度について言及していますが、
職員個々の創意工夫や新たな発想のもと、新たな予算を伴わ
ない取組として、キャッシュレス化等を検討することを示し
ています。
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39

　児童自立支援施設基本計画の中止につい
て、政令指定都市には児童自立支援施設の設
置義務がある。子どもたちの未来や、長年こ
の施設を作るため頑張ってきた方達の努力を
どう思っているのか。

　現在、児童福祉法に規定された施設設置の代替手法とし
て、地方自治法に規定する事務委託により、大阪府立施設に
おいて堺市の子どもたちの支援を実施しています。今後は府
立施設内に堺市児童定員20名とする寮を増設し、大阪府に児
童自立支援施設の事務委託を継続していきます。
　これまで堺市内での施設整備にご協力、ご尽力いただいた
方々には感謝申し上げます。
　これまでにいただいたご意見等を踏まえ、子ども相談所の
体制強化や、教育委員会をはじめ関係部局との連携を密に行
うことにより、入所している子どもたちに積極的に関わり、
支援の充実に努めていきます。

40

　児童自立支援施設基本計画の中止につい
て、令和3年3月議会での付帯決議に関する検
討が十分になされないままに決定されたので
はないか。
　初期費用、人材育成等、課題は山積してい
るが、市民全体の知恵と力で必ず解決できる
ものであり、規模や運営形態等は慎重に考え
ていけばいいと思う。
　また、子育ての費用対効果は目の前のこと
にとらわれる必要はなく、何十年先にその結
果が出る。「今だけお金だけ自分だけ」では
なく、自らは声をあげられない子どもたちの
将来を見据えた施策を推進することは社会・
大人・政治の責任である。

　堺市立児童自立支援施設基本計画の中止については、令和
3年1月に大阪府と事務委託継続について合意したこと、大阪
府への事務委託継続に向けた令和3年度予算及び現在の事務
委託に係る規約の期間延長の議案が議決されたこと、大阪府
において事務委託継続に向けた府立施設の整備に着手してい
ることを踏まえ、令和3年5月に決定しました。
　今後、支援が必要な子どもたちの安定した居場所の整備を
進めることにより、これまで府立施設が蓄積してきた児童福
祉、社会的養護に係る知識や経験を堺市の児童が享受するこ
とができることや、府立施設内に寮を増設することにより、
様々な事情で他の児童自立支援施設に入所していた児童も一
定程度は府立施設に入所できることを見込んでいます。
　運営費用や既存施設の更新費用などの負担については、今
後も引き続き適正かつ公平なものとなるよう大阪府と協議し
ていきます。
　大阪府への事務委託継続後も、子ども相談所の体制を強化
し、また、教育委員会をはじめ関係部局との連携を通じ、入
所から退所後の児童の支援充実に向けた取組の検討を進めて
いきます。

41

　児童自立支援施設基本計画が中止となった
代わりに、大阪府立修徳学院に堺市の負担で
寮を2棟建設し、府が所有するのは、市税の
使い道として適切なのか。
　ベイエリアのホテル建設も、規模が縮小さ
れて固定資産税が減収となる上、事業者は借
地料を滞納していると聞くが、きちんとした
説明が必要ではないか。

　児童自立支援施設については、堺市立の施設を整備し管理
運営した場合の費用と、大阪府立施設として整備し管理運営
した場合とを比較すると、前者の方が費用が高くなると見込
まれることや、大阪府立施設全体を大阪府が管理運営を行う
ことで、子どもたちへの支援を円滑に、適切に行えること等
を総合的に勘案し、大阪府の施設整備費用を負担することと
しました。
　また、ホテル建設に関しては、当初予定より規模が縮小さ
れており、また新型コロナウイルスの影響により、借地料に
関しても一部猶予していますが、ベイエリアの活性化は将来
の都市魅力を高める重要な取組であると考えており、ホテル
建設が進めば周辺への波及効果もあると考えています。ま
た、親水性護岸も一体的なエリアとして整備しており、人の
流れが変わることで経済効果も生まれると考えています。
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42

　令和元年度・2年度の見直しとして、児童
自立支援施設基本計画の中止とあるが、計画
中止の発表は令和3年5月であり、時期がずれ
ている理由を教えてほしい。また、実際に中
止を決めた日を教えてほしい。
　また、計画の見直しを通じて運営費用4億
円を削減したとあるが、どのような積算なの
か。
　堺市基本計画2025の施策で「障害者が生き
がいを持って心豊かに暮らせる社会の実現」
を掲げているが、児童自立支援施設に保護さ
れる子どもの半数は発達障害を持つ子どもで
あり、児童自立支援施設を建設しなければ、
そうした子どもを守れないことになるので、
財政危機を脱却しても、心豊かな堺市は創れ
ないと考える。

　児童自立支援施設基本計画については、本市の子どもたち
に必要な支援を行える環境をしっかり確保することを前提
に、施設の整備に係る初期費用（約35億円から約3億円に縮
減）や継続的に要する維持管理費用（約5.5億円から約2億円
に縮減）の負担が大幅に軽減できることを考えて、より効果
的な手法として、大阪府と児童自立支援施設の事務委託継続
について検討するため、令和元年8月に計画を中断しまし
た。そのため、本プラン（案）では、計画中断時点を起点と
し、令和元年度の取組として掲載しています。その後、計画
の中止を決定したのは、発表を行った令和3年5月です。
　また、運営費用4億円の削減は、百舌鳥古墳群ガイダンス
施設計画、児童自立支援施設基本計画、泉ヶ丘公園用地取得
方法の3つの計画の見直しについて、見直しを行った場合と
行わなかった場合の運営費用の差額から積算しています。
　なお、本プラン（案）に基づき、改革を実行する中でも、
最大限効果的、効率的に事業を実施することで、堺市の市政
運営の大方針である「堺市基本計画2025」に掲げる目標の達
成をめざしていきます。

　百舌鳥古墳群ガイダンス施設計画の中止に
ついて、堺市博物館の百舌鳥古墳群ガイダン
スコーナーや百舌鳥古墳群ビジターセンター
が来訪者を迎える役割を果たしているが、百
舌鳥古市古墳群の魅力や歴史を市民が学び、
研究者を迎える施設として充分なものになっ
ているか。
　気球は、限られた人数が有料で利用するこ
とになり、多くの子どもや市民が古墳に親し
むことができるのか。
　児童自立支援施設基本計画の中止は、大阪
府の施設の修徳学院内に2億円出して寮を建
設し、2名の職員の給与も負担し続けるとい
うが、財政負担の軽減になるのか。堺市の子
どもを堺で守り育てるやさしい政治がなぜで
きないのか。

　百舌鳥古墳群ビジターセンターでは、すべての方に古墳に
関心を持ち、その魅力を体感してもらえるよう、壁面や床を
用いた迫力ある空撮映像や工夫を凝らした展示をご覧いただ
けるようにしています。
　また、堺市博物館では、古墳に関心をお持ちの方やより知
識を深めたい方などにも満足いただけるよう、出土品などの
展示や専門的な解説などを行っています。
　さらに、本市では現在、市の所有するアルフォンス・ミュ
シャ作品等の所蔵美術品や、百舌鳥古墳群出土資料、堺鉄砲
などで、歴史ある堺の通史を余すことなく紹介できる（仮
称）堺ミュージアムの検討も進めています。
　運行に向けて大仙公園内で準備を進めているガス気球は、
最大搭乗人数が30名程度であることから、多くの方にご利用
いただけるものと考えています。また、運行事業者と連携
し、市民の方向けの料金割引や市内小学生の無料利用などを
検討していきます。

　児童自立支援施設については、令和元年8月に堺市立児童
自立支援施設基本計画を中断し、堺市の子どもたちに必要な
支援を行える環境をしっかり確保することを前提に、施設の
整備に係る初期費用（約35億円から約3億円に縮減）や継続
的に要する維持管理費用（約5.5億円から約2億円に縮減）の
負担が大幅に軽減できることを考えて、より効果的な手法と
して、大阪府への事務委託継続に向け大阪府と協議し、令和
3年1月に合意したことから、中断していた堺市立児童自立支
援施設基本計画を令和3年5月28日に中止しました。
　なお、事務委託継続に係る費用は、堺市の負担が適切なも
のとなるよう、大阪府と協議中です。

43
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Ⅲ今後の財政収支見通し

45

　財政収支見通しについて、年間に40億円か
ら50億円の収支不足が続き、基金の取り崩し
で将来予算が立てられないとのことだが、令
和2年度決算書では基金が約45億円増加し基
金残高831億円だ。その基金残高は、令和3年
度に480億円使い、令和3年度残高が350億
円、令和4年度残高は297億円、令和5年度は
マイナス46億円の251億円との記載だ。令和3
年度に基金480億円を何に使うのか記載され
ていない。

　令和3年2月に公表した財政収支見通しで示している基金残
高は、満期一括償還のために積み立てている減債基金（将来
の借金返済のために積立てている基金）を除いたものです。
　令和2年度決算における基金残高831億円のうち396億円は
満期一括償還の減債基金であり、それ以外の基金残高は435
億円です。

44

　堺市は国の補助金を目当てに公共事業に邁
進してきたが、その最たるものが阪神高速大
和川線だ。堺市負担の工事区間に800億円を
支出したが、当該工事区間の所有権を、民間
の阪神高速道路株式会社に無償で贈与し、同
社から金銭償還も受けないのは、得られる財
源を見逃す非違行為だ。

　阪神高速大和川線は、都市再生プロジェクトに位置付けら
れる「大阪都市再生環状道路」の一部を担う道路です。大和
川線が整備されることにより、大阪南部地域における高速道
路の利便性が向上し、東西方向一般道の交通混雑が緩和され
るなど、関西都市圏の社会経済活動の活性化に大きく寄与し
ます。
　阪神高速大和川線事業は、平成18年に本市が政令指定都市
に移行したことから、本市域内の約1.6kmの区間について本
市が大阪府から事業を引き継いでいます。
　本事業の役割分担は、国、大阪府及び阪神高速道路株式会
社で定められており、本市の事業区間は用地取得・本体工事
を本市が実施し、舗装工事等を阪神高速道路株式会社が実施
する役割分担となっています。
  なお、本市が実施した事業は、都市計画法に基づく街路事
業として、社会資本整備総合交付金制度を活用しながら進め
ており、本市施行分の事業費は約964億円（うち約711億円の
国費充当）となっています。
　大和川線の工事完成後は、道路整備特別措置法等に基づ
き、堺市施行分を含めて、阪神高速道路株式会社及び独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構が高速道路として維
持管理しています。
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Ⅴめざす姿

　「堺市基本計画2025」では、めざす都市像として、変化を
恐れず、果敢に挑戦し続ける「未来を創るイノベーティブ都
市」を掲げ、健康寿命の延伸や、大仙公園エリアへの来訪者
数、前期高齢者の要支援認定率、小中学生の学力調査の平均
値、泉北ニュータウンの39歳以下人口割合、水道管路の耐震
化率などの目標の達成に向けて、改革を実行しながら施策を
推進しています。
　それにより、人や企業を惹きつける魅力的な都市となり、
投資を呼び込むことで、市民サービスの提供に必要な税収等
の「稼ぐ力」をつけ、市民の皆様が、将来にわたって安全と
安心を享受し、生活の質を高め、住み続けたいと思っていた
だけるように、挑戦し続けていきます。

　めざす都市像が、市民が住み続けたい市の
あり方とかけ離れていると感じる。

46

47

　本プラン（案）に基づき、改革を実行していく中でも、最
大限効果的、効率的に事業を実施することで、堺市の市政運
営の大方針である「堺市基本計画2025」を推進し、イノベー
ション精神を発揮し、変化を恐れず、果敢に挑戦・創造し続
ける魅力的な都市となるために必要な投資は積極的に行うこ
とで人や投資を呼び込み、税収等の「稼ぐ力」をつけ、それ
により住民サービスを充実させる好循環を生み出す持続可能
な都市経営をめざし、取り組んでいきます。
　本プラン（案）では、取組項目1「ハード事業費の総量管
理」において、都市の魅力や活力を高める都市基盤整備など
将来の税源涵養に結び付く事業や、老朽化等により安全性が
確保できない施設やインフラの整備・改修など安全・安心の
確保に資する事業への重点化を図り、総事業費の2割程度の
縮減を行うこととしています。

　めざす都市像として示されている「未来を
創るイノベーティブ都市」の実現には多額の
経費を要する開発が伴うと考えるが、開発の
削減内容が書かれていない。他と同じように
見直すべきではないか。
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48

　財政危機と言いながら、ベイエリアや堺駅
周辺の開発に約9億円、堺～堺東の自動運転
バスに24億円（市の負担は10億円）、大仙公
園の気球遊覧に約8,200万円（市負担は6,800
万円）などは市民の必要から出たものと思え
ず、不要不急のものだ。コロナ禍は、インバ
ウンドに頼った振興策のもろさを示してい
る。

49

　子どもやお年寄りの福祉を削る一方、企業
誘致や開発等について本当に必要なものか検
討が必要である。
　ベイエリアでは「いるか館」が作られるそ
うだが、世界的にイルカの捕獲や取引が禁止
の流れになってきていると聞いており、時代
にあったものなのか。

50
　大浜にホテル等を建てるのではなく、市民
が要求することに税金を使ってほしい。

51 　ベイエリア開発には反対。

52

　ベイエリア市有地のホテル事業者への定期
借地については、賃借料を滞納していると聞
いているが、コロナ禍においては、このよう
な計画は収入につながらないのではないか。

53

　ベイエリア開発や気球は中止し、子どもや
高齢者、女性、生活困窮者等への支援や、新
型コロナウイルス感染症対策を手厚く行って
ほしい。

54
　ベイエリア開発や企業への減税はやめてほ
しい。

55
　コロナ過で生活様式が一変した中で、ベイ
エリア開発など成功するわけがないため、今
すぐに中止すべき。

56
　カジノなど人の不幸でお金儲けするような
事業に巻き込まれるのではなく、正業で経済
を回す堺市であってほしい。

57

　開発に伴う市税負担の説明がなく納得でき
ないため、ベイエリア開発、大阪府・大阪市
のカジノ誘致への追随を止めてほしい。
（同内容の意見：全2件）

58
　新たな交通システムは要らない。堺市民の
財産を民間の手に渡さない政策はないのか。

　本プラン（案）に基づき、改革を実行していく中でも、最
大限効果的・効率的に事業を実施することで、堺市の市政運
営の大方針である「堺市基本計画2025」を推進し、イノベー
ション精神を発揮し、変化を恐れず、果敢に挑戦・創造し続
ける魅力的な都市となるために必要な投資は積極的に行うこ
とで人や投資を呼び込み、税収等の「稼ぐ力」をつけ、それ
により住民サービスを充実させる好循環を生み出す持続可能
な都市経営をめざし、取り組んでいきます。

　大浜北町市有地活用事業は、平成28年度に募集要項を公表
し、平成29年5月に優先交渉権者を決定しました。当該事業
については、民間施設と公共施設を一体的に整備する事業
で、この開発が進めば周辺への波及効果があると考えていま
す。
　堺旧港周辺については、回遊性を高め、海を眺めながら安
全に散策できるパブリックアクセスを充実させ、また、魅力
的な賑わい空間を創出し、多くの来訪者が海辺で憩い、海を
眺める魅力的な交流空間の形成を図ることを目的に、事業者
からの提案により、事業者が施設整備、管理運営するものと
しています。
　親水護岸の整備された堺旧港など、海辺の魅力を活かした
居心地の良い空間を、民間活力を活用しながら形成すること
で、更なる民間投資を呼び込み、地域経済が活性化されれ
ば、都市魅力が向上し、都市ブランドが形成され、またその
波及効果により、堺市全体の活性化にもつながると考えてい
ます。大阪府などと連携しながら、将来像を示し、また、民
間活力の活用や大阪府などとの役割分担により、市の財政負
担が極力少なくなる形でベイエリアの活性化を図りたいと考
えています。

　カジノを含む統合型リゾート（IR）の誘致については、本
市は関わっていません。

　イノベーション投資促進条例による市税軽減制度は、本市
内に企業投資を誘導することにより、本市産業の持続的な発
展を図るための重要な取組です。市税の軽減は時限的な措置
であり、中長期的には税収の確保や就労の場の提供、地域の
中小企業の事業機会拡大などをもたらし、ひいては市民生活
の向上に資するものと考えます。

　ガス気球は、製造や運行に必要な費用を民間の運営事業者
が負担することとなっています。本市が負担する費用は、進
入防止柵の設置など大仙公園利用者の安全確保等のためのも
のですが、その大半は大阪府の補助金や運営事業者からの寄
附などを活用する予定です。

　本市の持続的な発展には、住む人、働く人、訪れる人に
とって魅力的な都市の実現が不可欠なため、変化を恐れず挑
戦していく必要があり、SMIプロジェクトはその実現の一役
を担うものです。本プロジェクトでは、エリアの回遊性、滞
在性を大きく向上させる“人が主役”の交通環境を構築し、
多くの市民、来街者が訪れ、回遊し、滞在する都心エリアが
実現することで、都市ブランドの創出、魅力の向上をめざし
ます。

　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、感染拡大の防止
をはじめ、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた市民生
活及び地域経済回復への支援に注力していきます。
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  大浜北町市有地活用事業は、民間施設と公共施設を一体的
に整備する事業で、この開発が進めば周辺への波及効果もあ
ると考えています。また、親水性護岸も一体的なエリアとし
て整備しており、人の流れが変わることで経済効果が生まれ
ると考えています。
  親水護岸の整備された堺旧港など、海辺の魅力を活かした
居心地の良い空間を、民間活力を活用しながら形成すること
で、より多くの市民、来訪者の訪れる魅力あるエリアにして
いくことをめざしています。これにより更なる民間投資を呼
び込み、地域経済が活性化されれば、都市魅力が向上し、都
市ブランドが形成され、またその波及効果により、堺市全体
の活性化にもつながると考えています。大阪府などと連携し
ながら、将来像を示し、また、民間活力の活用や大阪府など
との役割分担により、市の財政負担が極力少なくなる形でベ
イエリアの活性化を図りたいと考えています。
　また、東西交通においても、都市の持続的な発展のため、
民間活力を活用したSMIプロジェクトや都心エリア活性化の
取組により、定住人口や交流人口等の増加を図り、都市のに
ぎわいや地域経済の活性化に繋げていきます。なお、本市が
実施する事業についても、国費を活用するなど市の財政負担
が極力少なくなる形でプロジェクトを推進します。

60

　ベイエリア開発や新交通システムは、莫大
な費用がかかるが、大きな税収は期待でき
ず、余計に財政を悪化させるのではないか。
（同内容の意見：全2件）

　カジノを含む統合型リゾート（IR）の誘致については、本
市は関わっていません。
　大阪・関西万博については、令和2年12月に実施主体であ
る公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が基本計画を公表
しています。本市としては、こうした大規模な国際イベント
の経済波及効果等を享受し、本市の成長、発展につなげるよ
う、大阪府、大阪市や周辺地域とも連携を図りながら取組を
進めていきます。
　大浜北町市有地活用事業は、民間施設と公共施設を一体的
に整備する事業で、この開発が進めば周辺への波及効果があ
ると考えています。また、親水性護岸も一体的なエリアとし
て整備しており、人の流れが変わることで経済効果も生まれ
ると考えています。
  親水護岸の整備された堺旧港など、海辺の魅力を活かした
居心地の良い空間を、民間活力を活用しながら形成すること
で、より多くの市民、来訪者の訪れる魅力あるエリアとする
ことにより更なる民間投資を呼び込み、地域経済の活性化を
めざします。これにより都市魅力が向上し、都市ブランドが
形成され、またその波及効果により、堺市全体の活性化にも
つながると考えています。大阪府などと連携しながら、将来
像を示し、また、民間活力の活用や大阪府などとの役割分担
により、市の財政負担が極力少なくなる形でベイエリアの活
性化を図りたいと考えています。
　本市では、平成20年度にLRTを導入する東西鉄軌道基本計
画を作成しておりましたが、平成21年度に中止しており、現
在LRTの計画はございません。
　一方、令和3年8月、「堺・モビリティ・イノベーション-
SMIプロジェクト-（素案）」を公表しました。本プロジェク
トは、最新技術等を活用し、堺駅・堺東駅間における「線」
の交通サービスから、都心エリア全体の「面」のサービスへ
と転換するものです。本プロジェクトにより、エリアの回遊
性、滞在性を大きく向上させる“人が主役”の交通環境を構
築することで、多くの市民、来街者が訪れ、回遊し、滞在す
る都心エリアが実現し、都市ブランドの創出、魅力の向上に
つながるものと考えています。

　大阪府・大阪市に引っ張られ、カジノ、万
博に踊らされる主体性のない政策は即刻取り
やめるべきである。
　ベイエリア開発やLRT等のために、市民の
要望を減額・削除することは許されるもので
はない。

59
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61

　SMI（堺・モビリティ・イノベーション）
について、この大小路通りに電気バスを導入
することを発表した時の市長記者会見を見た
が、説明を聞いてもイメージがわかず、交通
計画として杜撰だと思う。

　SMIプロジェクトは、公共交通、道路空間、情報などを総
合的に組み合わせることで、「線の交通サービス」から市民
や来街者が回遊しやすく滞在したくなる「面の交通サービ
ス」へと大きく刷新するプロジェクトです。
　本プロジェクトでは、大小路筋には新技術を積極的に取り
入れることですべての人が安全で快適に乗車できる次世代都
市交通ARTの導入をめざし、シェアサイクルや電動車いすな
どの新しい乗り物（次世代モビリティ）と、阪堺線とを組み
合わせた面的な交通手段の提供や、大小路筋、大道筋等にお
ける歩きたくなる、滞在したくなる空間形成等により、都心
エリアの回遊性が大きく向上します。

62

　大小路に自動運転バスを走らせるのは危険
である。予測不能なことが起こったらどうす
るのか、現状を把握したうえでの判断か。こ
のような案はやめてほしい。
　また、南海バスが大小路という黒字路線で
周辺の赤字路線を補っているのに、他社を参
入させるのは、住民の足をどう考えているの
か。

　自動運転技術については、公共交通が抱える課題解決に向
け、全国で実用化に向けた実証実験が取り組まれています。
すぐに無人運転が実現するものではなく、現時点では有人監
視のもとで実験が進められており、安全性の検証の結果など
を踏まえて取組を進めていきます。危険なものを導入するこ
とはありません。
　本市では、自動運転技術の活用によるバリアフリー性の向
上やスムーズな加減速などの実現に向け、実証実験等を重ね
ながら、段階的に取組を進めます。
　また、SMI都心ラインの事業者選定はこれからですが、公
共交通の維持・向上に向け、今後も引き続き既存事業者と協
議・調整を図っていきます。

63
　東区の具体的な将来像が描かれていないよ
うに見えるので、まちの未来像を示し、魅力
あるまちづくりを進めてほしい。

　本プラン（案）でお示しした「Ⅴ めざす姿」は、「堺市
基本計画2025」や「堺グランドデザイン2040」に掲げる目標
や施策を例示的に示したものです。
　東区では、令和3年3月に策定した「堺市東区みんなで育む
わがまちビジョン」に基づき、施策を推進しています。
　同ビジョンでは、今後、暮らしの基盤となる「安全・安
心」をさらに充実させ、ICTの発展や社会情勢の変化に対応
し、地域の魅力向上と課題解決に区民と行政がともに取り組
むため、「人・世代がつながる　住み続けたいまち　～安
全・安心、暮らしと文化～」をめざすべき将来像と定め、そ
の実現に向けて設定した4つの基本方針に沿って現在取組を
進めています。
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65

　基本計画2025に掲げている前期高齢者の要
支援認定率を2.83%⇒2.30％にするという目
標の根拠を示してほしい。
　「介護予防サービス」のリハビリや生活支
援を受けることができなくなった人にどのよ
うな支援を計画しているのか示してほしい。

　高齢化の進展に伴い、後期高齢者の「要支援認定者」が増
えることが予測されるため、65歳～74歳の前期高齢者の方が
要支援認定を受けずに自立して暮らし続けられることが、長
期的に見て要支援認定率ひいては要介護認定率を減少させ、
健康寿命の延伸に直結すると考え、前期高齢者の要支援認定
率を目標指標に設定しました。
　目標値については、令和元年度（令和2年3月末時点）の前
期高齢者の要支援認定率が、全国平均1.35％、大阪府2.29％
に対し、堺市は2.83％と高い水準であったことから、これら
の数値を踏まえて設定しました。
　「介護予防・生活支援サービス事業」については、要支援
1・2の認定を受けた方又は基本チェックリストで生活機能の
低下が見られた方が、要介護状態等とならないように実施し
ているものです。そのため、状態を軽減できた方等は、本事
業の対象ではなくなります。
　本市では、このほか、65歳以上のすべての高齢者の方を対
象として、体操、脳トレを始めとする各種教室を実施してい
ます。

　「堺市基本計画2025」では、重点戦略の施策ごとに、特に
重要と考えられる代表的な指標をKPI（重要業績評価指標）
として設定しています。
　教育は教科学力だけでなく、様々な観点から考える必要が
あると認識していますが、変化が激しく将来を予測すること
が困難な社会の中にあっても、子どもが自ら未来を切り拓く
ためには、教科学力の確実な習得は不可欠であると考え、目
標を設定しております。
　おでかけ応援制度の見直しは、令和3年2月に発出した「堺
市財政危機宣言」を受け、すべての事業を総点検する中で、
時代背景に応じて対象年齢を見直すことで制度を存続するも
のです。
　同制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層の社会参画
を促すことを目的としていますが、平成16年の制度創設以
来、高齢者の就業率等の社会参画の状況、体力・健康の状況
は大きく改善し、現在の65歳～69歳の方は、制度創設当時の
60歳～64歳と同水準となっています。このような高齢者を取
り巻く社会情勢などを踏まえ、対象年齢を65歳以上から70歳
以上に見直しを行うものです。
　見直しと併せて高齢者の要支援認定率の低下に向け、フレ
イル予防等の多様な取組を推進し、健やかな生活習慣の形
成、介護予防の推進、社会参加の促進など、高齢者の健康増
進施策の充実を図っていきます。
　なお、泉北ニュータウンでは、バランスのよい年齢構成に
よる多様な世代が暮らす持続発展可能なまちとするため、地
区外転出の多い若年世代のニーズ等も踏まえ、転入・定住・
Uターン等につながる施策に取り組んでいきます。

64

　学力調査の堺市の平均値を上げるという目
標について、子どもの成長の一側面でしかな
い学力評価の数値を基本計画の目標に入れる
ことが問題だと考える。それに至る内容こそ
大切で、ゆがんだテスト対策学習や調査結果
にこだわった教員評価や学習内容の統制につ
ながる危険を感じる。例えば、全中学校区へ
の図書館のある青少年センター設置などの目
標をなぜ考えないのか。大きなお金をかけず
に地域の協力を得て施設を設置することも可
能だ。
　高齢者の要支援認定率や泉北NT39歳以下人
口割合も、該当する年齢の方々や地域の方々
の願いや実態にそった施策が市民の声と力を
反映して達成されるものだ。
　おでかけ応援制度を見直すとのことである
が、元気な高齢期を過ごすために大事な施策
だったのではないか。
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○堺市財政危機脱却プラン（案）

Ⅱ.取組期間

67

　プラン案の最後に、10年かかって40億円か
ら50億円の収支不足に対し、改善される額が
33億円と記載されている。しかし、プラン案
の取組項目をすべて実行したなら、あっとい
うまに1年で改善され不足額は0円になる。
　なので、このプラン案は根拠や理由が浅
く、説得性がなく、再見直しが必要と言わざ
るを得ない。

　
　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれる状況となっています。
　本プラン（案）に掲げる取組項目は民間開発の誘導による
税収の確保など、収支改善効果の発現までに時間を要する取
組もあります。また、取組項目をすべて実施した場合でも、
令和12年度における収支改善効果概算見込額は合計33.2億円
で、同年度の収支不足見込額42.3億円の解消に足りない状況
です。収支不足の解消に向けて、今後さらなる内容の精査や
取組の追加を検討していきます。

　本市では、これまで「妊娠・出産や乳幼児の健やかな育ち
の支援」、「多様な教育・保育サービス体制の確保」、「地
域社会全体で支えあう子育て環境の整備」など、妊娠・出産
から子育て期、社会的自立に至るまで、子どもの成長・発達
に応じ、切れめなくきめ細かく支援する施策の推進に着実に
取り組んできました。
　今後も、子育て支援に関する課題やニーズを把握し、効率
的・効果的な施策の推進に取り組み、すべての人が安心して
子育てができる、堺で子どもを産み育てたいと実感していた
だける都市の実現をめざします。
　また、本市では、イノベーション投資促進条例を中心とし
た企業投資促進事業を実施し、ICTをはじめとした成長産業
分野やスタートアップ等の誘致に取り組んでいます。これら
の取組を通じ、税源涵養や雇用機会の拡大を図っていきま
す。

　安心して子育てができる街にするため、子
育て世帯等に対して助成金を出してはどう
か。
　また、若い人材を多く雇用している業種
で、成長性のある企業を誘致してはどうか。

66
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Ⅲ改革の方向性

69

　公共施設のマネジメントについて、民間に
任せることや少しずつ運営経費を減らすこと
で、どう活用できるのか不明確。今までの実
績から、民間事業者に運営を任すことで、結
果的に高額な運営費となってしまうことや働
く職員の給料を安くするなどにより、住民
サービスが低下することは明らかだ。

　「公共施設のマネジメント」の改革の方向性として、民間
ノウハウの活用が効果的な施設は、民営化・指定管理者制度
などを導入し、より質の高いサービスを提供することとして
います。
　これにより、柔軟な人員配置が可能となるほか、公にはな
い民間の発想を活用したソフト施策が実施されるなどの効果
が期待できるものと考えています。
　なお、民間に委託した事業についても、適宜、点検や見直
しを進めていきます。

　阪神高速大和川線は、都市再生プロジェクトに位置付けら
れている「大阪都市再生環状道路」の一部を担う道路です。
大和川線が整備されると、大阪南部地域における高速道路の
利便性向上や東西方向一般道の交通混雑が緩和されるなど、
関西都市圏の社会経済活動の活性化に大きく寄与します。
　阪神高速大和川線事業は、平成18年に本市が政令指定都市
に移行したことから、本市域内の約1.6kmの区間について大
阪府から事業を引き継いでいます。
　本事業の役割分担は、国、大阪府及び阪神高速道路株式会
社で定められており、本市の事業区間は用地取得・本体工事
を本市が実施し、舗装工事等を阪神高速道路株式会社が実施
することとなっています。
　大和川線の工事完成後は、道路整備特別措置法等に基づ
き、堺市施行分を含めて、阪神高速道路株式会社及び独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構が高速道路として維
持管理しています。
　上記の役割分担のもと運用していることから、阪神高速道
路株式会社から大和川線使用料を徴収を行わず、返済も求め
る予定はありません。
　泉北高速線の御堂筋線への乗り入れは、両線でレール幅や
集電方式が異なること、多大な事業費が必要となることな
ど、大きな課題があり実施は困難であると考えています。
　南海電気鉄道高野線連続立体交差事業は、大和川から大阪
中央環状線に至る延長約3kmの区間の鉄道を立体化させるこ
とにより、ボトルネックとなっている踏切を含めて10箇所の
踏切を除却します。併せて、駅前広場や都市計画道路を整備
することにより、都市交通の円滑化を図り、堺東駅周辺にお
いては、市の顔となる中心市街地の活性化に寄与することを
目的としています。
　事業費約565億円の負担割合は、「都市における道路と鉄
道との連続立体交差化に関する要綱」により定められてお
り、鉄道事業者が鉄道受益相当額として1割程度負担しま
す。残りの9割程度が堺市側の負担となりますが、そのうち5
割程度が「道路法」や「道路整備事業に係る国の財政上の特
別措置に関する法律施行令」に基づく国庫補助金で充当され
る見込みです。

1 公共投資の選択と集中

2 公共施設のマネジメント

　公共投資の選択と集中について、次のとお
り提案する。
（1）阪神高速株式会社から大和川線使用料
の徴収又は返済を求める。
（2）泉北高速線を御堂筋線へ乗り入れさせ
る。
（3）南海高野線浅香山駅から堺東駅の鉄道
線路高架工事における堺市負担600億円を見
直す。

68

22/63



ご意見の要旨 市の考え方

70

　2.公共施設のマネジメントについて、公共
施設は、市民が利用しやすくすべきで、何で
も金儲け主義の「新自由主義」から脱却すべ
きである。逆に低料金で利用できる公民館な
どを充実させるべきである。

　公共施設については、今後、人口減少、高齢化が見込まれ
る中、施設の総量管理に取り組み、適正な受益者負担を踏ま
えた管理を検討していきます。

2 公共施設のマネジメント、4 イベント・補助金・その他市独自施策の見直し

71

　2.公共施設のマネジメント、4.イベント・
補助金・その他市独自施策の見直しについ
て、堺市の未来を背負う若者に発表の場を与
えてほしい。

　若者に限らず、いただいたご意見は参考にさせていただき
ます。

72

　外郭団体の活用による財政危機からの脱却
を図るため、市の外郭団体について、同じ目
的で類似事業を実施している団体は統合して
はどうか。
　また、公益法人向けの助成サービスを利用
したICTの活用や広告掲載を実施することで
効果的・効率的な団体運営が実現するのでは
ないか。

　本プラン（案）では、改革の方向性の1つとして「外郭団
体の見直し」を掲げ、目的が類似する団体は統合を進めるこ
ととしており、令和4年度に堺市産業振興センターと堺市勤
労者福祉サービスセンターの統合を行います。
　また、令和3年3月に策定した「外郭団体の見直しに向けた
取組方針」において、ICTを活用した団体事務の効率化を検
討するとしており、自主財源の確保等も含め、効果的・効率
的な団体運営に向けた取組を進めていきます。

73
　3.外郭団体の見直しについて、なんでも外
部団体に任せる金儲け主義の新自由主義から
脱却すべきである。

74
　外郭団体の費用対効果の観点での見直し
は、市民に対し冷たい自治体になったと感じ
る。

75

　外郭団体などの見直しは大いにするべきだ
と思うが、単に、古い利権から新しい利権に
付け替えるだけでは意味がない。民間に丸投
げすればすべて解決するかのような論調もあ
るが、民間に丸投げすれば解決する訳ではな
い。民間に任せることで、返って長い目で見
て、大きな損失になることもある。

　本プラン（案）では、改革の方向性の1つとして「外郭団
体の見直し」を掲げ、各団体がサービスの提供の担い手とし
てふさわしいか社会情勢に照らして検証するほか、民間事業
者等が同様のサービスを提供する分野を活動領域としている
事業は見直しを行うこととしています。
　外郭団体が市との役割分担や連携を図りながら、専門性等
を発揮して効果的・効率的に公共サービスを提供する役割を
担い、自律的な経営基盤の構築が図られるよう取り組んでい
きます。

3 外郭団体の見直し
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76

　市独自施策の見直しとして、様々な廃止や
削減が行われているが、コロナ禍がいっそう
厳しさを増している市民のくらしと、貧困家
庭の防波堤になるのが自治体の仕事ではない
のか。市民生活を圧迫して財政改善し、不要
不急の巨額の出費を続ける姿勢は問題だと思
う。

　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、新型コロ
ナウイルス感染症対策に最優先で取り組み、市民生活及び地
域経済回復への支援に注力していきます。
　一方、本市の財政は、毎年度40～50億円程度の恒常的な収
支不足が発生し、この状況が続くと、いずれ基金が底をつ
き、現行の行政サービスの維持さえ困難な事態に陥る恐れが
あります。
　このような事態を防ぐため、市政全般にわたる抜本的な改
革を行う必要があることから、すべての事業について、社会
情勢に照らし必要性や公益性が低下していないか、目的達成
に最善の手法であるか、経費に見合う効果をあげているかな
どの観点から検証のうえゼロベースで見直し、見直しが市民
生活に及ぼす影響が大きい場合は、代替事業や激変緩和措置
を検討することとしています。

77

　補助金見直しガイドラインについて、市民
ニーズは変わらずあると思うため、何をもっ
て見直しの根拠とするのか教えてほしい。人
口減少・高齢化のもと、将来を見通した丁寧
な検討が必要と考える。

　補助金見直しガイドラインについては、令和元年度の包括
外部監査における指摘を受けて、令和2年10月に策定しまし
た。
　見直しの基本的な視点として、次の4つを示しています。
①公益性・必要性（目的や内容に明確な公益性が認められる
か　など）
②有効性・効率性（期待された効果が発揮されているか　な
ど）
③妥当性（補助金額・補助率は妥当であるか　など）
④公平性（交付先は適正・公平に決定されているか　など）
　補助金交付要綱において、終期は原則3年としていること
から、補助金の検証は不断に行うこととしています。

78

　プランの「めざす姿」について、市の財政
悪化を根拠に福祉を必要とする人への施策の
予算削減や計画中止が行われていることに誰
もが安心して暮らし続けられる堺になってい
くのか不安を感じる。
　補助金見直しの基本的な視点としてその事
業の「公益性・必要性」が挙げられている
が、福祉を必要とする人たちの実態をどう把
握し、「公益性・必要性」の判断がされたの
か説明してほしい。

　本プラン（案）の「めざす姿」には、「堺市基本計画
2025」に掲げる目標のごく一部のみを掲載しています。福祉
に関する目標としては「活性化された地域福祉活動の件
数」、「福祉施設から一般就労への移行者数」、「児童扶養
手当受給者に占める全部支給の割合」などを掲げており、人
と人、人と社会がつながり、市民が生きがいや役割をもち、
助け合いながら暮らすことのできる包摂的な地域社会の実現
をめざしていきます。
　「公益性」については、不特定かつ多数の者の利益の増進
に寄与する事業や、活動のうち、客観的に行政が公費を支出
する必要性が高いと判断できるものに限定されます。
　また、公益性が認められる事業であっても、その目的と内
容が社会経済情勢や市民ニーズ等の変化に即したものであ
り、行政が関与して推進すべき事業である必要があります。
これらの視点により見直しを行い、市民への説明責任を果た
さなければならないと考えています。

4 イベント・補助金・その他市独自施策の見直し
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4 イベント・補助金・その他市独自施策の見直し、5 収入の確保

79

　コロナ禍で計画や事業の見直しが進められ
ることは理解するが、補助金や受益者負担の
見直しについては、市民の収入や財産の状況
によっては多大な影響が出る恐れがあるとと
もに、負担が増加することにより活性化効果
が削がれないか懸念があるので、きめ細かい
広報と周知が必要である。

　補助金や受益者負担の見直しを行う際には、「広報さか
い」や市のホームページ等を通じ、必要な周知期間を設けて
お知らせします。

80
　収入の確保の取組については、意図が分か
らないものや、町づくりから考えて許せない
ものも含まれており、全般的に呆れる。

81

　収入の確保としても、自治体が軽率に導入
すべきでない事柄が列記されており、公共の
福祉以上に企業の利益追求にならないか、公
正な検証なく導入するべきでない。

82

　改革の方向性　収入の確保に低利用・未利
用の土地・建物の売却・貸付が示されている
が、民間需要とのマッチングの促進や競争性
を働かせるため、市HP等で周知する旨の文言
を追記してはどうか。

　現在、低利用・未利用の財産に関する情報については、市
ホームページに掲載し、その活用に関するアイデアを広く
募っています。また、売却や貸し付けにあたっては、一般競
争入札や公募など競争性が働く方法を採用しています。

83

　市内、特に堺区で公有地や私有地の空き地
が目立ち、公有地の活用計画があっても、計
画倒れや計画の延期が目立つ。公有地の利活
用が進まなければ、私有地の活用も進まず、
市外部からの資金や人の流入が期待できず、
政令指定都市としての都市格にも響くのでは
ないか。従前の計画倒れや延期については原
因を精査したうえで、早期に進捗させてほし
い。

　利用されていない公共施設の土地・建物は、「堺市基本計
画2025」をはじめ、本市の各分野における計画を踏まえつ
つ、庁内関係部局が連携のうえ、まずは庁内での有効な活用
方法を検討することとしています。それでもなお利用用途が
無い財産は貸付や売却等により、市の財源確保に努めていき
ます。

　収入の確保にあたっては、生活環境や自然環境への配慮な
ど公の責任を果たしながら、開発の規制緩和等により民間開
発を誘導し、市外から人や企業を呼び込み、税収の拡大を
図っていきます。

5 収入の確保

25/63



ご意見の要旨 市の考え方

85

　ケースワーカーの政策的増員とあるが、具
体的に、どの部署に、どれぐらい増員するの
か。人件費削減に注力するあまり、市民サー
ビスの低下につながってはいけない。

86
　人件費を減らせば自治体の機能にマイナス
の影響を及ぼすことは明らかだ。

　生活保護業務を担当するケースワーカーについては、今
後、各区役所生活援護課に約30名の増員を行い、令和4年度
には190名体制へと拡充していく予定です。
　効率的な事務執行体制の構築に当たっては、事務事業の見
直しやICTの活用等による業務の効率化、働き方改革などを
進め、これらの見直しや効率化により生み出した人員を重点
施策や新規・拡充事業に割り当てるなど職員の最適配置を行
い、不測の事態や行政需要の変化に対応できる体制を整えな
がらも、全体としてスリムで効率的な職員体制を構築するこ
とをめざします。

　阪神高速大和川線は、都市再生プロジェクトに位置付けら
れている「大阪都市再生環状道路」の一部を担う道路です。
大和川線が整備されると、大阪南部地域における高速道路の
利便性向上や東西方向一般道の交通混雑が緩和されるなど、
関西都市圏の社会経済活動の活性化に大きく寄与します。
　阪神高速大和川線事業は、平成18年に本市が政令指定都市
に移行したことから、本市域内の約1.6kmの区間について本
市が大阪府から事業を引き継いでいます。
　本事業の役割分担は、国、大阪府及び阪神高速道路株式会
社で定められており、本市の事業区間は用地取得・本体工事
を本市が実施し、舗装工事等を阪神高速道路株式会社が実施
する役割分担となっています。
　大和川線の工事完成後は、道路整備特別措置法等に基づ
き、堺市施行分を含めて、阪神高速道路株式会社及び独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構が高速道路として維
持管理しています。
　上記の役割分担のもと運用していることから、分担使用料
の請求は行いません。
　南海電気鉄道高野線連続立体交差事業は、大和川から大阪
中央環状線に至る延長約3kmの区間の鉄道を立体化させるこ
とにより、ボトルネックとなっている踏切を含めて10箇所の
踏切を除却します。併せて、駅前広場や都市計画道路を整備
することにより、都市交通の円滑化を図り、堺東駅周辺にお
いては、市の顔となる中心市街地の活性化に寄与することを
目的としています。
　連続立体交差事業において鉄道事業者が負担する金額は
「都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する要綱」
に基づき算定していることから、分担使用料の請求は行いま
せん。

6 人件費等の抑制

　収入確保における受益者負担の見直しにつ
いて、阪神高速大和川線の分担使用料を阪神
高速に請求するとともに、南海電鉄高架工事
において分担使用料を請求する必要がある。

84
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Ⅴ取組項目（1公共投資の選択と集中）

1.ハード事業費の総量管理

87

　ハード事業費の総量管理の収支改善効果概
算見込額が約11億円と大きな金額になってい
るが、将来的な総事業費の積算について、年
度別の積算根拠を示してほしい。

88
　具体的にはどのような手法で1,190百万円
の収支改善を図るのか。

89

　ハード事業の総量管理で「総事業費の２割
程度縮減」とされているが、どのような事業
が対象となっているのか示されていない。市
財政の収支改善をめざすのであれば、見通し
が危うい大規模事業への重点投資は中止・凍
結すべきである。

90
　ハード事業費の総量管理について、市民に
もっとわかりやすく、具体的な内容や意味を
示すべきである。

　将来の税源涵養に結び付く事業や安全・安心の確保に資す
る事業に投資を重点化することで、ハード事業の総事業費を
2割程度削減します。
　将来的な年度別の総事業費は、毎年公表する財政収支見通
しにおいて示し、個別事業の積算については予算編成等の中
で明らかにしていきます。

　堺市立児童自立支援施設基本計画の見直しについては、現
市長就任後、事業の必要性や手法などをゼロベースで市の全
事業の見直しを行う中で、堺市の子どもたちに必要な支援を
行える環境をしっかり確保することを前提に、施設の整備に
係る初期費用（約35億円から約3億円に縮減）や継続的に要
する維持管理費用（約5.5億円から約2億円に縮減）の負担が
大幅に軽減できることを考えて、より効果的な手法として、
大阪府と連携を図って事務委託について改めて協議していく
ことが必要との判断に至り、当該計画を令和元年8月に中断
し、大阪府と協議を重ね、事務委託の継続について合意した
ことから、令和3年5月に中止を決定したものです。
　上下水道事業は、独立採算制のもと経営を行っており、一
般会計繰入金により補てんされる雨水事業などを除き、上下
水道料金収入により運営しています。
　また、上下水道は、市民生活・企業活動に不可欠なインフ
ラ事業であるため、ハード事業に関しては、今後とも安全・
安心・安定のライフラインを守るために必要な投資を確実に
行っていきます。
　あわせて、現在策定中の（仮称）堺市上下水道ビジョンに
おいては、更新需要の平準化、人口減少や気候変動も見据え
た施設規模の適正化などにより、ライフサイクルコストの縮
減を行っていきます。

91

　施設やインフラの整備・改修など安全・安
心の確保に資する事業に重点化を図り、ハー
ド事業の総事業費の2割程度を縮減するとあ
るが、児童自立支援施設の建設を中止したこ
とにより、それまでに要した経費を無駄にし
たことの総括はどうなっているか。
　また、ハード事業の総事業費の2割程度の
縮減は、上下水道の更新・耐震化の見通しと
の整合は図られているか。
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Ⅴ取組項目（2公共施設のマネジメント）

2.公共施設の総量管理

92

　公共施設の総量管理として延床面積を令和
33年度までに5%、取組期間の10年間で1％縮
減をめざす、とされているが、どのような公
共施設を対象とするのか。縮減の対象となる
施設利用者、地域住民や関連諸団体などとの
議論及び合意を大前提とするべきである。

　公共施設の総量管理は、更新時期に達していない施設も含
めて、施設の廃止や統合、民間の施設・ノウハウの活用、
サービス提供手法の見直し等を進めることにより取り組んで
いきます。
　具体の施設の見直しに当たっては、利用される方や市民の
皆様のご意見を踏まえて見直しを進めます。

3.日高少年自然の家の廃止

93

　自然を満喫できる施設であり、現地に行っ
た人の話や写真によると、特に老朽化が進ん
でいるわけではなく廃止はもったいない。ま
た、市内の小学生が臨海学習に行く際に利用
しているが、今後子どもたちはどこに行くの
か。

94

　日高少年自然の家は、子どもたちにとって
「ホンモノの体験」ができる貴重な場所であ
るが、なぜ廃止するのか。
　修繕費用がかかるのであれば、施設利用料
をもう少し高めに設定したり、基金を募った
り、民間事業者の参画など、残すための方法
を考えてほしい。

95

　日高少年自然の家の廃止の検討にあたって
は、教育活動の支出を減らす議論のほか、地
元自治体や観光事業者による利活用は検討さ
れたのか。また、指定管理者との契約で違約
金が発生するのではないか。

96

　日高少年自然の家については、人気があ
り、また貴重な体験をできる場であるので、
存続してほしい。
（同内容の意見：全2件）

97

　公共施設のマネジメントに日高少年自然の
家の廃止があげられているが、適切な維持管
理を検討し、維持活用することができるので
はないか。

　当施設は、東日本大震災以降、ニーズの変化により利用者
が減少する中、毎年度の管理運営費用に約5,700万円を要し
ており、施設の収支状況が悪化しています。さらに、施設の
老朽化に伴い修繕や設備更新費も増大しています。
　従来から指定管理者制度による民間事業者のノウハウを活
かした施設運営を行っていますが、類似施設が府内及び近隣
府県にも存在しており、令和元年度では市内小学校全92校中
58校が当施設以外の施設を利用し、市外の利用者・団体が利
用の7割を占めています。
　これらを踏まえ、本市が引き続き施設を有し、継続的な財
政負担を行い管理運営する必要性が希薄となっていることか
ら、施設を廃止するものです。
　なお、廃止後の施設の有効活用については、今後検討して
いきます。また、指定管理者とは施設廃止に向けた協議を
行っています。
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4.八田荘老人ホーム及び中老人福祉センターの民営化

98
　老人ホームは民営化をしないで、もっと市
立老人ホームをつくってほしい。

　八田荘老人ホームは、おおむね65歳以上の方で、環境上、
経済上の理由により居宅において生活することが困難な方が
入所する養護老人ホームです。
　現在、堺市内にある養護老人ホームは、公設民営が1か所
定員120人、民設民営が1か所定員70人です。
　養護老人ホームの入所者は、公設民設にかかわらず、老人
福祉法第11条の規定により、市が措置入所が必要か否かを決
定し、措置入所に係る経費は、老人保護措置費支弁基準等か
ら算定した額を市が負担します。
　今回の民営化は、施設を社会福祉法人に譲渡し、民間のノ
ウハウを最大限活用することで、柔軟かつ迅速に、きめ細や
かなサービスを提供しようとするものです。
　なお、措置入所者の決定や措置費の負担については、これ
までどおり市が担います。

99

　民営化して終わりではなく、他の特別養護
老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人
ホームも含め、施設の指導監督を徹底するべ
き。
　また、堺市では、堺区と中区に「認知症疾
患医療センター」が2施設あるが、認知症の
方が、認知症専門医療機関での十分な医療が
受けられていない状態である。
　これらの施設の更なる活用や、あと2～3区
にも施設を増やしてほしい。

　民営化した後の八田荘老人ホームについては社会福祉法に
基づく指導や監査等を通じて、施設の運営状況や施設利用者
等の処遇、安全対策等が適切かつ効果的に実施されるように
指導監督を行います。
　「認知症疾患医療センター」については、認知症患者とそ
の家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるように、北
部（堺区・東区・北区・美原区）と南部（中区・西区・南
区）の2つの病院に設置しています。必要とされる方が認知
症疾患医療センターの専門医療相談や鑑別診断を始めとした
専門的なケアを受けることができるよう、引き続き認知症に
関する情報発信や普及啓発を推進していきます。
　また、認知症の早期診断・早期治療につなげるため、令和
2年10月から各区の基幹型包括支援センターに認知症支援推
進員を配置し、支援体制を強化しています。

6.フォレストガーデンの更なる活性化に向けたあり方の見直し

100

　フォレストガーデンの活性化は、市民の農
業力や食料自給率の向上に寄与し、経済成長
とは違う市民の成長につながると思う。
　募集面積が25平方メートルからで初心者に
は広すぎると思うため、10平方メートル程度
の広さに改められないか。
　また、別料金でプロによる野菜作りの指導
や、採れた野菜の販売所を併設すれば活性化
するのではないか。

　今後、初心者の方をはじめ多様なニーズに対応するため、
区画面積、別料金による栽培指導、野菜の販売所の設置など
施設の活性化策について、指定管理者と調査・検討していき
ます。

101
　フォレストガーデンについて、障害者就労
支援事業所と連携を図り、当該事業所等が業
務に従事できるようにしてはどうか。

　フォレストガーデンは、現在の指定管理者が令和3年度末
で指定期間満了となることから、現在、次期指定管理者の募
集・選定を進めています。
　次期指定管理業務では、施設を活用した農業と福祉の連携
に寄与する事業の実施も求めています。
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7.都市緑化センターのあり方や運営方法等の見直し

102
　都市緑化センターの経費を減らすのではな
く、もっと充実してほしい。

103

　都市緑化センターは、花や緑で癒される環
境であり、未来の堺市にとって大切な要素で
ある。SDGsも踏まえ、花などにかける経費を
削減せず、施設をなくさないよう賢明な判断
をしてほしい。

104
　都市緑化センターについて、障害者就労支
援事業所と連携を図り、当該事業所等が業務
に従事できるようにしてはどうか。

　これまでも指定管理者の選定の際に、障害者の就業支援に
つながる提案を求めており、現在は大阪府立堺支援学校や堺
市こころの健康センターと連携し、実習を兼ねた職場体験を
実施するなど、障害者就労の支援を実施しています。
　今後も引き続き障害者の就労支援に取り組んでいきます。

105

　消費生活センターについては、賃料を削減
するため、サンスクエア堺や堺商工会議所、
堺市産業振興センターに移転させてはどう
か。

　消費生活センターの基幹事業である相談事業では、様々な
商品やサービスに関する苦情相談だけでなく、福祉部局など
本庁部局と関連するものも多くあります。
　また、当センター利用者は高齢者が多いことから、公共交
通の利便性の高い立地が求められます。
　本庁や他の本庁近接地でのコスト比較などを行った結果、
本庁徒歩圏内である現在地での立地を継続したうえで借床面
積を縮小し、経費の縮減を図るものです。

13.霊園・霊堂における指定管理者制度の導入

106

　霊園・霊堂の維持管理においては、現在、
地元住民が働いており、地元住民の雇用がな
くなれば、特に高齢世帯の生活に大きな影響
が生じることから、指定管理者制度を導入す
る際には、地元住民の雇用を条件としてもら
いたい。

　現在、指定管理者制度の導入に向けた取組を進めていると
ころであり、地域の高齢者雇用については、本市における高
齢者の就労施策に配慮しながら検討していきます。

14.フェニーチェ堺の指定管理者選定における公募化の実施

107

　フェニーチェ堺の指定管理者選定公募化に
ついて、競争性や支出削減の重視に偏重した
民営化は、文化振興という行政課題の軽視に
つながるのではないかと懸念する。

　指定管理者が運営するフェニーチェ堺では、多様な文化芸
術の発表や活動の場の創出と効率的な運営を行っています。
　今後、指定管理者の選定の公募化を通じて、事業内容の提
案にも競争が働くことで、効率的運営だけでなく、魅力のあ
る催しの提供や地域文化活動拠点としての強化も図られるも
のと期待しています。

　都市緑化センターは、本市のシンボルパークである大仙公
園内に昭和61年に建設され、現在も、緑化相談や展示会・講
習会等による緑の普及啓発や、緑を介した地域コミュニティ
の醸成を図る施設として活用しています。
　現在、ニーズに合った効果的かつ効率的な管理・運営方法
や施設周辺の賑わい創出について民間事業者へヒアリングを
実施するなどの検討を進めている状況です。
　今後、より効果的かつ効率的な管理・運営を行い、質の高
いサービスを提供していきたいと考えています。

9.消費生活センターの賃借料の削減
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108

　コロナ禍で公演が難しくなっているため、
リモートを活用して、海外アーティストの演
奏をフェニーチェに来た市民がリアルタイム
で楽しむことはできないか。
　またイベントや公演がない時は、ミュシャ
などの作品を展示する美術館などに転用でき
ないか。

  リモートを活用した公演については、フェニーチェ堺で実
施する一部の公演では既に行っています。今後も、市民等が
フェニーチェ堺の催しを楽しんでいただけるよう、検討して
いきます。
  文化交流室や交流・創作ガレリアについては、展示室とし
ても利用できることから、美術品等の展示や市民の文化活動
の発表の場など、用途・目的に応じた活用を行っていきま
す。

その他

109

　青少年育成施設の廃止については、費用対
効果に加え、子どもたちの中長期的な育成事
業にかかる将来的な視点、代替の機能などの
観点から精査をお願いしたい。

　日高少年自然の家は、東日本大震災以降、ニーズの変化に
より利用者が減少しています。令和元年度では市内小学校全
92校中58校が府内及び近隣府県にある類似施設を利用し、ま
た、当施設は市外の利用者・団体が利用の7割を占めている
ことなどから、本市が引き続き施設を有し、施設の老朽化に
伴い増大する維持管理費用を財政負担して管理運営する必要
性が希薄となっていることから、施設を廃止するものです。
　また、東吉野キャンプ場は、本市が東吉野村の村営施設
「ふるさと村」の一部をお借りして、サマーシーズン中に常
設テントを設置して開設しているものです。今後、本市では
同キャンプ場の開設は行いませんが、東吉野村が通年のキャ
ンプサイトとして運営される予定です。本市としても、青少
年をはじめ、市民の皆様にご利用いただけるよう、引き続き
ふるさと村の周知に努めます。

110

　ソフィア堺の運営について、運営権を民間
へ移管してはどうか。また、ネーミングライ
ツを導入し、歳入を確保しながら、利用頻度
が上がる施策を実施すべき。

　堺市教育文化センター（ソフィア・堺）の運営について
は、平成19年度から施設の管理運営を民間事業者に委ねる指
定管理者制度を導入しており、現在民間事業者が運営してい
ます。
　また、施設の名称については、建設時に市民からの公募に
より「ソフィア・堺」の愛称を決定した経緯があり、ネーミ
ングライツについては、他の施設の動向や費用対効果を踏ま
え、今後の検討課題であると考えています。
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112

　博物館などの施設は、指定管理者制度を導
入するのは反対だ。このような施設は、その
時々の都合で運営するのではなく、将来に渡
る長期的なビジョンと継続的な取り組みが必
要で、それを理解した学芸員など、優秀な人
材の育成が不可欠であるが、指定管理では人
が育たない。

　指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果
的、効率的に対応するため、民間のノウハウを活用した住民
サービスの向上等を目的に導入されたものです。
　公の施設への指定管理者制度の導入については、今後も施
設の設置目的を効果的、効率的に達成できると考えられる場
合に実施していきます。

113

　民間企業等と連携を図り、海とのふれあい
広場を有料化してはどうか。そして、警備員
等を配置し、施設の開園時間を見直したうえ
で、キャンプや釣りの利用時間を見直すこと
などにより、市民ニーズを踏まえた賑わいの
あるレジャー公園にできないか。

　海とのふれあい広場は、国の基幹的広域防災拠点に位置付
けられており、大規模災害発生時には、緊急救援物資の受入
れや中継などを行い、災害対策の核となる施設です。
　いただいたご意見は海とのふれあい広場の活用検討にあた
り、参考とさせていただきます。

111

　市の赤字施設は民間企業に運営してもらう
仕組みを構築するべき。
　例えば、さかい利晶の杜、フェニーチェ
堺、大浜公園、浜寺公園、大泉緑地などは民
間企業に運営してもらってはどうか。
　また、市営住宅の一階テナントで店が入っ
ていないにも関わらず、募集されていないと
ころがあるので民間に貸して活性化を図って
ほしい。

　「公共施設のマネジメント」の改革の方向性として、民間
ノウハウの活用が効果的な施設は、民営化・指定管理者制度
などを導入し、より質の高いサービスを提供することとして
います。引き続き、公の責任を果たしつつ、民間でできるこ
とは民間に任せ、効果的で効率的な行政運営を推進していき
ます。
　さかい利晶の杜及びフェニーチェ堺については、これまで
も指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用した運営
を行っています。今後も民間ノウハウを活用するために、公
募により事業者を選定し、住民サービスの向上を図っていき
ます。
　浜寺公園、大泉緑地については、大阪府営公園であるの
で、いただいたご意見を大阪府と共有させていただきます。
また、大浜公園などの堺市営公園については、堺市パークマ
ネジメント計画に基づき、民間活力の導入も含めて今後の管
理運営を検討します。
　
　ご指摘の一階テナントがある市営住宅は、住宅地区改良法
により、不良住宅が密集し、細街路率が高く、狭小な敷地や
未接道敷地が多いなど、自主建替が見込めない地域におい
て、防災性及び住環境の整備のため、地元住民の協力を得て
事業実施した地区であり、当該テナントは、この事業実施に
伴い営業の継続を希望した協力者に対する営業補償を目的と
して設置したものです。
　このような経過から、本市では協力者が使用しなくなった
店舗については、公営住宅としての管理ではなく、他の事業
等への活用を検討し、ご意見をいただいた公募方法について
も合わせて検討が必要と考えています。
　なお、次回公募の際は、受益者負担の適正化を図るため、
資格要件及び使用料（家賃）の再度見直しを行う予定です。
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114

　浜寺公園について、美味しいものを食べ
る、時間を感じない、元気になる等をテーマ
に、民間活力を活用することで、賑わいと収
益性のある公園にできるのではないか。

　浜寺公園は大阪府営公園であるため、いただいたご意見は
大阪府と共有させていただきます。

115
　堺市の公共施設において、障害者や就職氷
河期世代の就労を義務化させてほしい。

　本市では障害者や就職氷河期世代を対象として、フルタイ
ムの正規職員の採用を行っており、幅広い部署で任用してい
ます。
　また、公の施設の管理運営を民間事業者等が行う指定管理
者制度の導入に当たっては、事業者の募集時に高齢者や障害
者等の就職困難者の雇用や訓練を積極的に受け入れるなどの
取組に努めるよう示しています。

Ⅴ取組項目(3外郭団体の見直し）

15.堺観光コンベンション協会の市補助金事業のあり方の見直し及び自主財源の確保

116

　観光コンベンション協会の事業見直しにつ
いて、大阪観光局の事業に組み込まれ、堺独
自の歴史文化の魅力発信を損なう恐れがある
と考える。

　堺観光コンベンション協会は、観光のほか、飲食、宿泊な
どの地域の事業者と幅広いネットワークを有し、観光コンテ
ンツの造成や観光客の受入れ環境の整備などに重点的に取り
組んでおり、情報発信力に強みをもつ大阪観光局とともに本
市の観光施策の一翼を担っています。今後も各団体のそれぞ
れの強みを生かした観光誘客に取り組んでいきます。

117

　大阪観光局との役割分担は理解できるが、
果たしてコロナ禍でリアルな観光事業の成長
はあるのか。
　それよりも通信技術の発達に合わせて、リ
モートによるバーチャル観光を開拓し、世界
中の人たちに堺の良さを広めてはどうか。

　コロナ禍での外出の自粛要請により、オンライン観光を始
めとした、インターネットを活用した取組が注目され、本市
でも、You TubeやGoogle、SNSを活用し、家にいながら堺の
魅力を楽しんでいただける情報発信を行ってきました。
　このような取組を進めながら、観光誘客による地域経済の
活性化のためには、観光客に来訪いただき、市内で飲食・宿
泊・土産物の購入など消費をしていただくことも必要である
ことから、引き続き誘客にも取り組んでいきます。
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17.堺市産業振興センターと堺市勤労者福祉サービスセンターの統合

118

　統合には賛成するが、勤労者福祉サービス
センターとさかいJOBステーションを統合の
上、サンスクエア堺に移転できないか。若し
くは、産業振興センターの機能の一部をサン
スクエア堺に移転させてはどうか。
　また、産業振興センターについては、貸室
の利用料金を値下げし、貸室の機能強化を
図ってはどうか。

　堺商工会議所やさかい新事業創造センターなどの産業支援
機関が集中する中百舌鳥に移転することで、中小企業支援に
加え勤労者福祉や求職者支援に関するサービスも実施でき、
中小企業にとっては地理的な一元化による利便性が向上する
と考えています。
　また、貸会場の利用料金については、団体の責任と裁量の
もとに自律的な運営への取組や、受益者負担の観点などを踏
まえ、適正な利用料金のあり方について検討していきます。

19.堺市公園協会における公園愛護会活動の促進による公園管理経費の縮減

119

　公園愛護活動に関して、「堺市緑の保全と
創出に関する条例」及び「堺市緑の保全と創
出に関する規則」に基づく適正な制度改正を
行うため、次のとおり提案する。
①適正な制度改正の枠組みに沿ったスキーム
を策定すること。
②「各愛護活動団体」に「堺市緑の保全と創
出に関する条例」の主旨に基づいた規約策定
を求め、その際には、困難な課題を抱えてい
る公園活動者の把握に努め、年度ごとの目標
数値を定めたうえでの工程表を作成するこ
と。
③公園協会が各公園活動者に個別説明するの
ではなく、統一したマニュアルや基準づくり
を徹底すること。
④校区交流会等で情報の発信や共有化を図っ
ていくこと。
⑤公園協会の責任体制の明確化やスタッフ間
の情報共有化強化のため、「協会運営に関す
る第三者委員会」を設置すること。

　公園愛護活動は、本市の公園が市民の健全かつ楽しい憩い
の場となるよう、公園施設の環境整備と緑化推進を図るもの
です。そのため、校区代表者等から公園の美化等の公園愛護
活動に取り組む活動団体と代表者をご推薦いただき、その団
体等を中心に地元に密着した公園の管理・運用を行っていま
す。
　昨年度の制度改正については課題等も生じており、現在、
堺市公園協会を通じて各公園活動団体の実態把握に努めてい
ます。また、活動団体からもご意見をいただきながら課題の
解消に向け取り組みます。
　今後も、公園愛護活動の円滑な実施に向け「公園愛護会の
手引き」等を活用し、活動者へ継続的に説明を行い、必要に
応じてマニュアルなどの作成についても堺市公園協会におい
て検討することとしています。さらに、広報誌「みどり通
信」なども活用しながら校区交流会等での情報発信や共有化
にも努めていきます。本市としても堺市公園協会と連携しな
がら、協会の組織体制やスタッフ間の情報共有などの運営状
況等にも留意しつつ取り組んでいきたいと考えていますの
で、ご理解のほどよろしくお願いします。
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20.堺市公園協会における公園駐車場の管理運営のあり方の見直し

120

　子ども会のスポーツ行事の会場として金岡
公園を利用しているが、管理が民間事業者に
変更され有料となれば、市の支出も増加する
ことになると思うので、今まで通りの運用と
してほしい。

　いただいたご意見も参考にさせていただき、現状の管理運
営の取扱いを確認、検証したうえで、関係機関等とも必要な
協議を行いながら、今後の公園駐車場の管理運営のあり方を
検討していきます。

21.堺市シルバー人材センターにおける自主財源の確保

121
　シルバー人材センターへの補助金を増や
し、センター事業を拡大してほしい。

122

　年金で生活しているが、シルバー人材セン
ターの仕事から得る収入は切り離せないた
め、シルバー人材センターにかかる予算は削
減しないでほしい。

25.堺市教育スポーツ振興事業団における放課後児童対策事業への参画のあり方の見直し

123

　教育スポーツ振興事業団における放課後児
童対策事業への参画のあり方の見直しは、の
びのびルームの民間事業者への投げ出しに拍
車をかけ、公的責任をさらに後退させるもの
である。

124

　堺市教育スポーツ振興事業団で働く指導員
の保育方針は堺市の学童保育を支えており、
子どもたちの育ちに大きく関わる放課後事業
の予算が削減されるような見直しはやめてほ
しい。
　民間事業者の参入で、保護者同士、指導員
同士の関わりが簡素化され、コロナが人同士
のつながりの希薄化に追い打ちをかけている
ような状況の中で大きな見直しをするべきな
のか。

125

　のびのびルームの指導員は、社会的に必要
なエッセンシャルワーカーであるので、堺市
教育スポーツ事業団の見直しを財政面からだ
けで判断するのではなく、堺市の子どもたち
を安全で豊かなものとするため、のびのび
ルーム指導員の労働条件を改善できるような
予算を確保してほしい。

　のびのびルーム指導員の労働条件は、法令に基づき、雇用
主である各運営事業者が就業規則等により定めています。
　本市放課後事業に従事していただいている指導員の処遇改
善については課題であると認識しており、個々のスキルアッ
プに繋がり、より安全・安心なルーム運営が行えるよう、引
き続き予算の確保に努めます。

　堺市シルバー人材センターは、就業を希望する定年退職者
その他高年齢退職者等に対し、臨時的かつ短期的又は軽易な
就業の機会を提供することにより、高齢者自らの生きがいの
充実や社会参加を推進しています。
　現在、堺市シルバー人材センターでは事業拡大による経営
基盤強化のため、新規会員の獲得、女性会員の増強等を行
い、また、植木剪定に関する研修を実施するなど、会員のス
キルの向上による就業先の拡大に取り組んでいます。
　堺市シルバー人材センターに対しては市から本部事務所や
市内各分室の運営に係る費用を補助金として支出していま
す。また、市立の駐輪場や公園の管理等の委託業務を発注す
るなどの支援をしており、今後も、適切に対応していきま
す。

　放課後児童対策事業の運営は、市の事業として堺市放課後
児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
に基づき実施する事業で、その運営は、より優れた事業者を
選定するため、市が定めた仕様書に基づき公募型プロポーザ
ル方式において決定した、公益財団法人堺市教育スポーツ振
興事業団や民間事業者に業務委託しています。
　事業団設立後、一定の年数が経過する中、同事業への民間
事業者の参入が進んだことから、同事業への参画の必要性を
検証するなど、事業団の実施事業や運営体制等を見直すこと
で、より効果的、効率的な公共サービスの提供に資するもの
と考えています。
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Ⅴ取組項目(4イベント・補助金・その他市独自施策の見直し)

26.おでかけ応援制度の対象年齢の見直し

126

　おでかけ応援制度は利用者も多く、経済効
果もあり、高齢者にとってなくてはならない
制度である。対象年齢の見直しを撤回し、公
約を守り拡充すべき。
（同内容の意見：全12件）

127

　おでかけ応援制度のカード保有率は7割と
なっており、多くの高齢者が利用している。
市民に身近な制度で高齢者に喜ばれている。
　高齢者の健康増進や社会参加に役立ち、同
時に地域経済効果のあるこの制度を、財政危
機を理由に対象年齢の引き上げることは、市
民の負担を増やし、市民生活支援の大幅な後
退となることから反対であり、改悪せず現行
制度を残してほしい。
（同内容の意見：全13件）

128
　おでかけ応援制度の維持・拡充は市長の公
約でしたが、見直す理由を具体的に示してほ
しい。

　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれる状況となっています。この
状況が続くと、いずれ基金が枯渇し、現在実施している様々
な行政サービスに甚大な影響を及ぼします。そのような事態
を防ぐため、市政全般にわたる抜本的な改革を行う必要があ
り、おでかけ応援制度についても、時代背景に応じて対象年
齢を見直すことで、制度を存続するものです。
　同制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層の社会参画
を促すことを目的としていますが、平成16年の制度創設以
来、高齢者の就業率等の社会参画の状況、体力・健康の状況
は大きく改善し、現在の65歳～69歳の方は、制度創設当時の
60歳～64歳と同水準となっています。このような高齢者を取
り巻く社会情勢などを踏まえ、対象年齢を65歳以上から70歳
以上に見直しを行うものです。
　なお、令和3年度末時点で65歳以上の方（昭和32年4月1日
以前生まれの方）は、引き続きおでかけ応援制度を利用する
ことができます。
　現在、通院への交通費支援等の施策は予定していません
が、今回の見直しと併せて高齢者の要支援認定率の低下に向
け、フレイル予防等の多様な取組を推進し、健やかな生活習
慣の形成、介護予防の推進、社会参加の促進など、高齢者の
健康増進施策の充実を図っていきます。
　また、本制度は高齢者の社会参加の促進を目的としたもの
です。子どもについては、バス会社の各路線において小児運
賃等の割引制度が設けられておりますので、現行の割引制度
の利用をお願いいたします。

　本プラン（案）に基づき、支出の見直しと歳入の増加を両
輪とする抜本的な見直しを推進し、令和12年度までに収支均
衡を図るという目標を達成することにより、新たな行政課題
や感染症・自然災害などの不測の事態に対して機動的に対応
することが可能となり、市民の皆様が安心して暮らすことが
できる市政運営を確保することができます。
　また、人口減少、高齢化の進行、新型コロナウイルス感染
症による経済への打撃など、社会経済情勢が大きく変動する
中にあっても、健全な財政基盤を構築することで、市民サー
ビスの拡充や地域経済の活性化のための投資などについても
検討することができるようになると考えています。
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129

　おでかけ応援制度は、お年寄りの生活に大
きな役割を果たしているため、70才以上に見
直したりせず、100円負担を無料にしてほし
い。

130
　おでかけ応援制度がなくなるのではないか
と心配であり、この制度を存続させてほし
い。

131
　おでかけ応援制度の見直しは、市民に対し
冷たい自治体になったと感じる。

132

　おでかけ応援制度の見直しについて、現行
制度の維持が難しいのであれば、医療機関へ
通院している65歳以上の高齢者が多くいるの
で、そういう方々を対象にした通院への交通
費支援をしてほしい。

133

　お出かけ応援制度の見直しについて、制度
の見直しと併せ、高齢者の健康増進施策の充
実を図るくらいなら、制度をこのままにして
いた方が合理的である。
　また、本来、公共交通は全ての世代が安く
利用できるべきであり、高齢者だけでなく子
育て世代も応援すべきと考える。

134
　子どもや高齢者を応援する施策を展開すべ
きであり、おでかけ応援制度の対象年齢を見
直すことは反対である。

135
　おでかけ応援制度の見直しで、65才～70才
まで16万人の足を奪ったり、市民の福祉とく
らしの予算を削ろうとする案には反対する。

136

　おでかけ応援制度の対象年齢の見直しにつ
いて、65才から70才以上への見直しは、経済
を停滞させ、老人の健康促進にならないので
反対。熊本市市電のように距離に関係なくバ
ス利用者は一律150円にして、65才以上は50
円にすれば市内の経済は動き出すのではない
か。

　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれるような状況となっていま
す。この状況が続くと、いずれ基金が枯渇し、現在実施して
いる様々な行政サービスに甚大な影響を及ぼします。そのよ
うな事態を防ぐため、市政全般にわたる抜本的な改革を行う
必要であり、おでかけ応援制度についても、時代背景に応じ
て対象年齢を見直すことで、制度を存続するものです。
　同制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層の社会参画
を促すことを目的としていますが、平成16年の制度創設以
来、高齢者の就業率等の社会参画の状況、体力・健康の状況
は大きく改善し、現在の65歳～69歳の方は、制度創設当時の
60歳～64歳と同水準となっています。このような高齢者を取
り巻く社会情勢などを踏まえ、対象年齢を65歳以上から70歳
以上に見直しを行うものです。
　なお、令和3年度末時点で65歳以上の方（昭和32年4月1日
以前生まれの方）は、引き続きおでかけ応援制度を利用する
ことができます。
　現在、通院への交通費支援等の施策は予定していません
が、今回の見直しと併せて高齢者の要支援認定率の低下に向
け、フレイル予防等の多様な取組を推進し、健やかな生活習
慣の形成、介護予防の推進、社会参加の促進など、高齢者の
健康増進施策の充実を図っていきます。
　また、本制度は高齢者の社会参加の促進を目的としたもの
です。子どもについては、バス会社の各路線において小児運
賃等の割引制度が設けられておりますので、現行の割引制度
の利用をお願いいたします。

　本プラン（案）に基づき、支出の見直しと歳入の増加を両
輪とする抜本的な見直しを推進し、令和12年度までに収支均
衡を図るという目標を達成することにより、新たな行政課題
や感染症・自然災害などの不測の事態に対して機動的に対応
することが可能となり、市民の皆様が安心して暮らすことが
できる市政運営を確保することができます。
　また、人口減少、高齢化の進行、新型コロナウイルス感染
症による経済への打撃など、社会経済情勢が大きく変動する
中にあっても、健全な財政基盤を構築することで、市民サー
ビスの拡充や地域経済の活性化のための投資などについても
検討することができるようになると考えています。
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137
　お出かけ応援制度の縮小は、高齢者の外出
を阻害するもので健康増進施策と矛盾するこ
ととなるのではないか。

138

　おでかけ応援制度は、多くの市民が歓迎
し、日々利用している。その対象年齢を70才
以上に引き上げる案には絶対に反対だ。”高
齢者の健康増進施策”の具体例も示してほし
い。

139

　コロナ禍で閉じこもりによるうつの頻発を
考慮し、外出支援をより拡充する必要がある
と考えるため、おでかけ応援制度の対象年齢
の縮小には反対である。

140
　なぜ対象年齢を70歳に引き上げるのか。削
減したお金をどこに使うつもりなのか。

141
　沢山の高齢者が生きる喜びを保障されてい
ると思うおでかけ応援制度については、他の
部門を削ってでもどうか続けてほしい。

142

　おでかけ応援制度については、京都市が75
歳以上に引き上げること、また、子どもより
安い金額でお年寄りが乗り放題というのは理
解できないため、対象年齢を引き上げること
に賛成だ。

143

　本プランを撤回し、おでかけ応援制度の拡
充こそ市長がやるべき仕事だ。
　市民サービスを削り、市民のための施策を
見直して生みだしたお金は、大阪府や大阪市
が進めるIR、カジノに使われないか。コロナ
禍でIRビジネスはすでに破たんしている。こ
のままでは巨大な「ハコモノ」行政となる。

　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれるような状況となっていま
す。この状況が続くと、いずれ基金が枯渇し、現在実施して
いる様々な行政サービスに甚大な影響を及ぼします。そのよ
うな事態を防ぐため、市政全般にわたる抜本的な改革を行う
必要であり、おでかけ応援制度についても、時代背景に応じ
て対象年齢を見直すことで、制度を存続するものです。
　同制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層の社会参画
を促すことを目的としていますが、平成16年の制度創設以
来、高齢者の就業率等の社会参画の状況、体力・健康の状況
は大きく改善し、現在の65歳～69歳の方は、制度創設当時の
60歳～64歳と同水準となっています。このような高齢者を取
り巻く社会情勢などを踏まえ、対象年齢を65歳以上から70歳
以上に見直しを行うものです。
　なお、令和3年度末時点で65歳以上の方（昭和32年4月1日
以前生まれの方）は、引き続きおでかけ応援制度を利用する
ことができます。
　現在、通院への交通費支援等の施策は予定していません
が、今回の見直しと併せて高齢者の要支援認定率の低下に向
け、フレイル予防等の多様な取組を推進し、健やかな生活習
慣の形成、介護予防の推進、社会参加の促進など、高齢者の
健康増進施策の充実を図っていきます。
　また、本制度は高齢者の社会参加の促進を目的としたもの
です。子どもについては、バス会社の各路線において小児運
賃等の割引制度が設けられておりますので、現行の割引制度
の利用をお願いいたします。

　本プラン（案）に基づき、支出の見直しと歳入の増加を両
輪とする抜本的な見直しを推進し、令和12年度までに収支均
衡を図るという目標を達成することにより、新たな行政課題
や感染症・自然災害などの不測の事態に対して機動的に対応
することが可能となり、市民の皆様が安心して暮らすことが
できる市政運営を確保することができます。
　また、人口減少、高齢化の進行、新型コロナウイルス感染
症による経済への打撃など、社会経済情勢が大きく変動する
中にあっても、健全な財政基盤を構築することで、市民サー
ビスの拡充や地域経済の活性化のための投資などについても
検討することができるようになると考えています。
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144

　おでかけ応援制度の対象年齢の見直しにつ
いては年齢に応じて段階的に見直すべきでは
ないか。また、公表から見直しの実施までの
期間が短すぎるため、1年以上の周知期間が
必要ではないか。

145

　おでかけ応援制度の対象年齢の見直しにつ
いて、わずかの誕生日の違いで現在64歳の人
が5年後まで利用できないのは不公平であ
る。
　年齢を引き上げるにしても段階的に70歳に
引き上げる制度にできないか。

147

　おでかけ応援制度について、知人が、一年
間利用がない場合は返納、打ち切りされると
いう文書をもらったと憤慨しているが、事実
なのか。カジノ関連に予算をかけるのではな
く、おでかけ応援を拡充するという公約を
守ってほしい。

　おでかけ応援制度に関して、利用状況に応じて堺市から
カードの返納を求めることはありません。
　おでかけ応援制度は、高齢者の外出支援を目的としてお
り、また、今回の見直しにおいては、「堺市財政危機宣言」
を受け、すべての事業を総点検する中で、時代背景に応じて
対象年齢を見直すことで、制度を存続するものです。見直し
については、高齢者の就業率が増加し、体力・運動能力が向
上しているといった高齢者を取り巻く社会情勢などを踏ま
え、制度の目的に沿った形で対象年齢の見直しを行うもので
す。
　なお、令和3年度末時点で65歳以上の方（昭和32年4月1日
以前生まれの方）は、引き続きおでかけ応援制度を利用する
ことができます。

　対象年齢については、2年毎に1歳ずつ段階的に引き上げて
いきます。このことにより、例えば、令和5年度には66歳以
上の方、令和7年度には67歳以上の方が対象となります。
　なお、令和3年度末時点で65歳以上の方（昭和32年4月1日
以前生まれの方）は、引き続きおでかけ応援制度を利用する
ことができます。
　制度見直しの詳細が確定した際は、広報さかいや市ホーム
ページのほか、LINEやTwitter等を通じて、市民の皆様にお
知らせします。

146

　対象年齢の見直し・縮小には反対、むしろ
対象者を拡大し、拡充すべきだ。
　これまで、市民から、障がい者や生活困窮
者、子どもも対象に加えて欲しいとの要望が
あったが、堺市は、「福祉割引の制度があ
る」として要望を拒否してきた。しかし、福
祉割引制度は、普通運賃の半額で100円では
なく、外出に同伴が必要な障がい者は二重に
負担がかかっている。この解消を求める。
　おでかけ応援制度は、市民にとってなくて
はならない制度として定着し、高齢者だけで
なく地域経済への効果も高いとされているの
で、対象年齢の見直しは止めて、市長の公約
通り拡充してほしい。

　おでかけ応援制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層
の社会参画を促すことに加え、そのことによる公共交通の利
用促進を図ることを目的とした制度です。
　今回の見直しは、令和3年2月に発出した「堺市財政危機宣
言」を受け、すべての事業を総点検する中で、時代背景に応
じて対象年齢を見直すことで、制度を存続するものです。
　見直しについては、平成16年の制度創設以来、高齢者の就
業率等の社会参画の状況、体力・健康の状況は大きく改善
し、現在の65歳～69歳の方は、制度創設当時の60歳～64歳と
同水準となったことなどから、対象年齢を65歳以上から70歳
以上に見直しを行うものです。
　このように、今回の見直しは、目的に沿った形で対象年齢
の見直しを行うものです。

　身体障害者、知的障害者の方には、ＪＲや私鉄各社が、旅
客運賃の割引制度を設けています。バスにも事業者により適
用が異なる場合がありますが、普通乗車券が5割引、定期乗
車券が3割引となるなどの割引制度がありますので、これら
の制度のご利用をお願いします。
　また、介護者についても、障害者本人の障害の程度によっ
て、割引が受けられる場合がありますので、詳しくは各交通
機関にお問い合わせください。
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148

　高齢で通院が増え、おでかけ応援制度がと
ても助かっている。鳳までバスと電車を乗り
継いでいるので、バス路線を充実してほし
い。

　いただいたご意見は、南海バスにお伝えします。

150

　おでかけ応援制度の対象年齢の見直しにつ
いて、対象年齢については65歳からとする現
行制度を存続する一方、通勤などに使用でき
ないよう、使用日数の制限をしてはどうか。

　おでかけ応援制度は利用者の用途を区別することなく、高
齢者の外出支援を目的とする制度であり、制度を創設して以
降、利用者等の要望を受け、利用対象日や利用日数等を拡充
してきたことにより、現在は利用日数に制限なくすべての日
に利用できる制度となっています。
　今回の見直しについては、「堺市財政危機宣言」を受け、
すべての事業を総点検する中で、時代背景に応じて対象年齢
を見直すことで、制度を存続するものです。見直しについて
は、高齢者の就業率が増加し、体力・運動能力が向上してい
ることといった高齢者を取り巻く社会情勢などを踏まえ、制
度の目的に沿った形で対象年齢の見直しを行うものです。

151

　対象年齢だけでなく、対象区間を堺市内相
互間に限定すべき。
　特に阪堺電車利用で阪堺線沿線－阿倍野・
天王寺間の運賃を補助する必然性がない。
　山之口商店街をはじめとする堺市内商店街
の衰退や堺駅前の大型店舗撤退など市内商店
街・商業施設空洞化を招いているのではない
か。

　おでかけ応援制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層
の社会参画を促すことに加え、公共交通の利用促進も図るこ
とを目的に１乗車100円で実施していることから、一部市外
まで対象としています。
　市内商店街が賑わうためには、周辺エリアも含めた人の流
れなど様々な取組が必要と考えています。

　おでかけ応援制度の見直しは、令和3年2月に発出した「堺
市財政危機宣言」を受け、すべての事業を総点検する中で、
時代背景に応じて対象年齢を見直すことで、制度を存続する
ものです。
　当制度は日常的な外出機会に乏しい高齢者層の社会参画を
促すことを目的としており、見直しについては、平成16年の
制度創設以来、高齢者の就業率等の社会参画の状況、体力・
健康の状況は大きく改善し、現在の65歳～69歳の方は、制度
創設当時の60歳～64歳と同水準となったことなどから、対象
年齢を65歳以上から70歳以上に見直しを行うものです。
　このように、高齢者を取り巻く社会情勢などを踏まえ、目
的に沿った形で対象年齢の見直しを行うものです。
　なお、見直しと併せて高齢者の要支援認定率の低下に向
け、フレイル予防等の多様な取組を推進し、健やかな生活習
慣の形成、介護予防の推進、社会参加の促進など、高齢者の
健康増進施策の充実を図っていきます。

　また、将来の税源涵養に結び付く事業や安全・安心の確保
に資する事業に投資を重点化することで、ハード事業の総事
業費を2割程度削減します。
　公共施設の建築は、人口減少、高齢化の進展により、将
来、行政需要が変化することも想定し、その必要性を見極め
施設の総量管理に取り組み、施設総量の最適化をめざしてい
きます。

149

　建物を新しく建てる計画があるのであれ
ば、まずそれをやめるべき。おでかけ応援制
度を見直すのではなく、大きいところに目を
向けて見直すべきではないか。
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152

　おでかけ応援制度について、公正な税の配
分を考えて、対象年齢の見直しに加えて、70
歳以上でも非課税世帯等に限定するなど、所
得制限を設けてはどうか。
（同内容の意見：全2件）

　おでかけ応援制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層
の社会参画を促すことに加え、そのことによる公共交通の利
用促進を図ることを目的とした制度です。
　今回の見直しは、令和3年2月に発出した「堺市財政危機宣
言」を受け、すべての事業を総点検する中で、時代背景に応
じて対象年齢を見直すことで、制度を存続するものです。
　見直しについては、平成16年の制度創設以来、高齢者の就
業率等の社会参画の状況、体力・健康の状況は大きく改善
し、現在の65歳～69歳の方は、制度創設当時の60歳～64歳と
同水準となったことなどから、対象年齢を65歳以上から70歳
以上に見直しを行うものです。
　このように、高齢者を取り巻く社会情勢などを踏まえ、目
的に沿った形で対象年齢の見直しを行うものです。
　このことから、現在は所得制限を設けることは考えていま
せんが、ご意見につきましては、今後の参考とさせていただ
きます。

26.おでかけ応援制度の対象年齢の見直し、27.泉北高速鉄道通学費負担軽減事業の廃止

　大浜北町市有地活用事業は、平成28年度に募集要項を公表
し、平成29年5月に優先交渉権者を決定しました。当該事業
については、民間施設と公共施設を一体的に整備する事業と
して取り組んできました。この開発が進めば周辺への波及効
果があると考えています。
　親水護岸の整備された堺旧港など、海辺の魅力を活かした
居心地の良い空間を、民間活力を活用しながら形成すること
で、更なる民間投資を呼び込み、地域経済が活性化されれ
ば、都市魅力が向上し、都市ブランドが形成され、またその
波及効果により、堺市全体の活性化にもつながると考えてい
ます。大阪府などと連携しながら、将来像を示し、また、民
間活力の活用や大阪府などとの役割分担により、市の財政負
担が極力少なくなる形でベイエリアの活性化を図りたいと考
えています。
　泉北高速鉄道通学費負担軽減事業については、事業目的で
ある泉北ニュータウンにおける子育て世代の定住・誘導の効
果が十分に認められなかったことから、令和4年度に廃止す
るものです。
　また、おでかけ応援制度の見直しは、令和3年2月に発出し
た「堺市財政危機宣言」を受け、すべての事業を総点検する
中で、時代背景に応じて対象年齢を見直すことで、制度を存
続するものです。
　当制度は日常的な外出機会に乏しい高齢者層の社会参画を
促すことを目的としており、見直しについては、平成16年の
制度創設以来、高齢者の就業率等の社会参画の状況、体力・
健康の状況は大きく改善し、現在の65歳～69歳の方は、制度
創設当時の60歳～64歳と同水準となったことなどから、対象
年齢を65歳以上から70歳以上に見直しを行うものです。
　このように、高齢者を取り巻く社会情勢などを踏まえ、目
的に沿った形で対象年齢の見直しを行うものです。

153

　財政危機と言いながら、ベイエリア開発に
多くの予算をつけ、泉北高速鉄道通学定期の
補助をなくしたり、おでかけ応援制度を縮小
するなんて絶対反対だ。
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27.泉北高速鉄道通学費負担軽減事業の廃止

155
　泉北高速鉄道通学費負担軽減事業の廃止
は、市民生活支援の大幅な後退となる。

156
　通学定期補助について、交通費の全額補助
を実施すべきである。

157

　子どもを増やす政策が必要なため、次の削
減に反対する。
・泉北高速鉄道通学費負担軽減事業の廃止の
予定
（同内容の意見：全2件）

　令和3年2月に公表した財政収支見通しでは、毎年度40～50
億円程度の収支不足が見込まれるような状況となっていま
す。この状況が続くと、いずれ基金が枯渇し、現在実施して
いる様々な行政サービスに甚大な影響を及ぼします。そのよ
うな事態を防ぐため、市政全般にわたる抜本的な改革を行う
必要があり、おでかけ応援制度についても、時代背景に応じ
て対象年齢を見直すことで、制度を存続するものです。
　当制度は、日常的な外出機会に乏しい高齢者層の社会参画
を促すことに加え、そのことによる公共交通の利用促進を図
ることを目的とした制度です。
　見直しについては、平成16年の制度創設以来、高齢者の就
業率等の社会参画の状況、体力・健康の状況は大きく改善
し、現在の65歳～69歳の方は、制度創設当時の60歳～64歳と
同水準となったことなどから、対象年齢を65歳以上から70歳
以上に見直しを行うものです。
　このように、今回の見直しは、目的に沿った形で対象年齢
の見直しを行うものです。
　
　また、泉北高速鉄道通学費負担軽減事業については、事業
目的である泉北ニュータウンにおける子育て世代の定住・誘
導の効果が十分に認められなかったことから、令和４年度に
廃止するものです。

154

　市民が堺市民でよかったと他市に誇る施策
を廃止・縮小することに断固反対する。
　特に、おでかけ応援制度の見直しは、堺市
の地域経済への貢献、高齢者の健康増進に逆
行する。
　泉北高速鉄道通学費負担軽減事業の廃止
は、なにを考えているかわからない。

　泉北高速鉄道通学費負担軽減事業は、泉北高速鉄道の完全
民営化に合わせて、普通乗車券で泉北高速鉄道と南海高野線
を乗り継いだ場合の乗継割引が拡大されるなどの運賃値下げ
が平成27年3月から実施されましたが、定期乗車券には適用
されなかったことを契機として、泉北高速鉄道及び南海電鉄
高野線を乗り継いで通学している方に対して、通学費の負担
軽減を行うことにより、泉北ニュータウンにおける子育て世
代の定住・誘導を促進することを目的として開始した制度で
す。
　本事業については、事業目的である泉北ニュータウンにお
ける子育て世代の定住・誘導の効果が十分に認められなかっ
たことから、令和4年度に廃止するものです。

42/63



ご意見の要旨 市の考え方

29.東吉野キャンプ場事業等運営負担金の見直し

158
　東吉野キャンプ場については、民間ノウハ
ウを活用することで、施設利用者数の増加を
図ることができるのではないか。

　東吉野キャンプ場は、本市が東吉野村の村営施設「ふるさ
と村」の一部をお借りして、サマーシーズン中に常設テント
を設置して開設しているものです。
　今後、本市は同キャンプ場の開設は行いませんが、東吉野
村が通年のキャンプサイトとして運営される予定です。
　友好都市である同村との交流が一層活発になるよう、いた
だいたご意見を東吉野村にお伝えします。また、本市としま
しても、市民の皆様にご利用いただけるよう、引き続きふる
さと村の周知に努めます。

159
　「交通相談の見直し」について、利用者満
足度の向上を図るため、相談員の専門性の向
上が課題ではないか。

　交通事故相談は、示談の方法など交通事故に関する一般的
な相談を対象としており、損害賠償額の算定など個別具体的
で専門性の高い内容の場合は、日弁連交通事故相談センター
等の専門的な機関をご案内しています。
　近年、交通事故発生件数の減少と比例するように相談件数
も減少していること、近隣に専門性が高い機関が設置されて
いることから、相談体制の縮小など交通事故相談のあり方を
見直していきます。

160

　「イベント・啓発事業の見直し」について
内容の見直しは賛成だが、減額すれば堺市の
文化・教養が衰退するので、西宮市のように
教育・文化都市をめざしてはどうか。

　「堺市基本計画2025」において、今後5年間で重点的に取
り組む分野（重点戦略）として「 堺の特色ある歴史文化～
Legacy～」、「 将来に希望が持てる子育て・教育～
Children's future～ 」を位置付けています。
　現状に応じた見直しを行いながら、「堺市基本計画2025」
に位置付けた重点戦略の各施策を着実に推進し、文化芸術の
振興や教育環境の充実に取り組んでいきます。

161

　「区役所法律相談の時間数の見直し」につ
いて、相談時間を減らすと十分な相談ができ
なくなるので、ボランティアや各分野の協会
から派遣協力を求め、苦情相談・法律相談と
間口を広げてほしい。

　今回の見直しは、1回あたりの相談時間を縮減するのでは
なく、直近5年間における各区の相談利用率等を踏まえ、市
民サービスの低下に繋がらないよう留意しつつ、相談枠数を
見直すものです。
　また、区役所では法律相談のほかにも、日常生活でのお困
りごとに関する相談をお受けしています。

30.交通事故相談の見直し

32.イベント・啓発事業の見直し

33.区役所法律相談の時間数の見直し
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その他

162

　社会福祉に関する補助金や社会福祉関係施
策に関する財政支出は、憲法第25条の趣旨に
基づき、長年の取組の中で積み上げられてき
たものであり、社会情勢に照らした必要性や
公益性の低下、経費に見合う効果をあげてい
るかどうかという尺度で判断すべきものでは
ないのではないか。

　イベント・補助金・その他市独自施策の見直しにあたって
は、社会情勢に照らし必要性や公益性が低下していないか、
経費に見合う効果をあげているかなどを踏まえて見直しを検
討していきます。

163
　人権ふれあいセンターや堺自由の泉大学の
予算を削減して子育て支援や成長分野に使う
べき。

　人権ふれあいセンターは、平成26年度に指定管理者制度を
導入し、大幅な管理運営経費の削減を行いました。
　今後も、社会情勢やこれまでの運営状況などを分析し、指
定管理者の選定に向けて、効果的な運営方法の検討を進めて
いきます。
　また、堺自由の泉大学では、男女共同参画社会の実現に向
けて、人権尊重を基本とした各種講座等を民間事業者への運
営委託により実施していますが、講座数の削減など令和2年
度に大幅な事業見直しを実施したところです。今後も、市民
ニーズを踏まえながら講座内容の精査、充実を図り、より効
果的な取組を進めていきます。

164
　同和行政についてゼロベースで見直すべ
き。

　本市では、同和問題を含む人権施策についても、業務内容
や手法等を見直しつつ、予算編成を行っています。
　今後とも、効果的かつ効率的な人権施策の推進に取り組ん
でいきます。

165
　自治会等に対する補助金については、市の
財政に影響を与えるものであることから、見
直しが必要ではないか。

　地域への支援のあり方については、様々な観点から検討す
る必要があり、庁内でも議論を続けています。本市の財政状
況や地域の実情等を踏まえながら、引き続き制度のあり方を
検討していきます。

166

　財政だけで計れないのが文化である。市民
芸術祭も廃止されたが、これだけ大きな市で
市独自の芸術祭がないところはないだろう。
市民目線で考え、費用対効果で計らないでほ
しい。

　文化芸術の振興に関しては、堺アーツカウンシルを通じた
専門人材による助言や新たに創設した公募型の堺市文化芸術
補助金による文化活動のすそ野を広げる取組をはじめ、市独
自の芸術祭として堺市文化芸術フェスティバルを開催するな
ど様々な取組を行っています。
　今後も市民が主体となった文化芸術活動に対して、積極的
かつ適切な支援を行っていきます。
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Ⅴ取組項目(5収入の確保）

167

　「鉄道駅周辺への都市型住宅の供給促進」
「大規模団地及び分譲マンションの建替促
進」「都心・中百舌鳥エリアでの業務系機能
の強化促進」「市街化調整区域内の保留区域
の市街化区域への編入」については、住宅、
マンション、オフィス棟の建物を作るのでは
なく、地球環境を守り、人間らしい心の安ら
ぐ町を作るべく、緑地や公園等、緑を守る取
組をしてほしい。

　拠点となる駅周辺において、歩いて暮らせる住宅地環境の
形成をめざすことや、老朽化マンションの再生の促進を図る
ことを目的とする開発手続条例の緩和の取組では、再生可能
エネルギーを導入することによる脱炭素社会の実現に寄与す
るため、環境に配慮した設備等を備えることを要件としてい
ます。
　中百舌鳥エリアは、「堺市基本計画2025」や「堺市都市計
画マスタープラン」において、イノベーション創出拠点とし
て、様々な人が交流する機会を創出することをめざしている
ことから、オフィス等、業務系機能の集積を促進し、また、
緑化スペース等の滞留空間など人が賑わい、交流できる空間
の創出も検討していきます。

168

　耐震性の問題などでマンション建替の必要
性は理解できるが、地域コミュニティーが崩
壊しないように配慮を強くお願いしたい。ま
た、学童保育のキャパシティーなど急激な人
口増によって生ずるニーズの受け皿をきちん
と整備してほしい。
　また、まちづくりの計画については、市民
団体、NPOの参加を可能にするなど広く市民
の意見を取り入れる仕組みを作ってほしい。

　老朽化マンションの再生の促進を図ることを目的とする大
規模団地・分譲マンションの建替えに関しては、増床される
住戸にファミリー世帯等、多世代の世帯が入居することによ
り、地域コミュニティの活性化が図られるものと考えていま
す。また、人口集中による行政需要の増大への対応について
は、都市型住宅開発の計画段階で教育委員会や保育担当部局
と情報共有を図っていきます。
　なお、本市パブリックコメント制度に基づき、市民生活に
広く影響を及ぼす市政の基本的な計画等を立案しようとする
ときは、これらの案の趣旨、内容等を公表し、その案につい
て市民の皆様等から提出された意見を考慮して意思決定を行
う一連の手続きをとるようにしています。

169
　「鉄道駅周辺への都市型住宅の供給促進」
に萩原天神駅を加えてほしい。

　拠点となる駅周辺において、歩いて暮らせる住宅地環境の
形成をめざすことを目的とする「鉄道駅周辺への都市型住宅
の供給促進」の対象とする区域は、既存の道路や下水管等の
公共施設への負荷を考慮し、都市基盤が整備された区域とし
ています。

35.鉄道駅周辺への都市型住宅の供給促進、36.大規模団地及び分譲マンションの建替促進、37.都心・中百舌鳥エ
リアでの業務系機能の強化促進、38.市街化調整区域内の保留区域の市街化区域への編入

35.鉄道駅周辺への都市型住宅の供給促進、36.大規模団地及び分譲マンションの建替促進、37.都心・中百舌鳥エ
リアでの業務系機能の強化促進、38.市街化調整区域内の保留区域の市街化区域への編入、39.市街化調整区域の
幹線道路沿道への産業系機能の立地誘導

35.鉄道駅周辺への都市型住宅の供給促進
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36.大規模団地及び分譲マンションの建替促進

170

　新金岡駅周辺はマンションもたくさんあり
子育て世代もたくさんいるが、不便な部分も
ある。公的団地を建て替えて新築マンション
にするなど、ポテンシャルの高いエリアで早
期に都市開発を行ってほしい。

　大規模団地や分譲マンションは区分所有建物であり、建替
えに向けた合意形成が難しいといった課題があります。そこ
で、大規模団地・分譲マンションの建替えを行う際に、一定
の要件を満たすことで開発手続条例の一部を緩和し、建替え
後のマンションの設計の自由度を高めることにより、老朽化
したマンションの建替えが進むよう、11月より条例緩和の制
度を開始しています。
　本制度の活用により、老朽化したマンションの建替えが進
み、新たなマンションが供給されることで都市魅力の向上に
寄与するものと考えています。
　また、公的賃貸住宅に関しては、大阪府、大阪府住宅供給
公社、UR都市機構と連携しながら、建替等により創出した用
地を有効に活用し、地域のポテンシャルを活かした住環境の
形成に努めます。

171

　「大規模団地及び分譲マンション建替促
進」について、新金岡分譲団地、泉北ニュー
タウン分譲団地の建替えを進めるため、担当
部署を設置し、宅建業者、建設業者、設計士
による無料ボランティアチームを作って具体
的問題を解決していく必要があるのではない
か。

　分譲団地の建替えに関しては、合意形成等の課題を解決す
るため、設計士等の専門家の知識が必要となります。そこ
で、本市では、分譲マンションの建替えを行おうとする管理
組合に対し、合意形成の段階に応じてアドバイザー活用に要
する費用の一部を補助することなどを内容とする「堺市分譲
マンション建替え支援制度」を実施しています。

37.都心・中百舌鳥エリアでの業務系機能の強化促進

172
　交通アクセスの良い堺東駅、中百舌鳥駅等
の主要駅付近は税制優遇や規制緩和等を行
い、企業を誘致してはどうか。

　都心地域や中百舌鳥地域においては、それぞれの地域特性
に応じた要件のもとに、オフィス設置に対する賃料補助や事
務所・研究所といった自社ビル建設に対する市税の軽減、オ
フィス環境整備に対する補助等の取組を行っています。これ
らの制度を活用しながら、両地域への事業所の集積を図って
いきます。

173
　中百舌鳥駅は利用者も多いが、乗り換えの
ためだけの駅になっていると感じるので、中
百舌鳥へ企業を誘致してほしい。

　中百舌鳥地域においては、産業支援機関や大阪府立大学が
立地する地域であることを踏まえ、スタートアップ・ICT関
連企業等のオフィス設置に対する補助や事務所・研究所と
いった自社ビル建設に対する市税の軽減、オフィス環境整備
に対する補助等の取組を行っています。これらの制度を活用
しながら、事業所の集積を図っていきます。
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174
　中百舌鳥で運営している市の施設は移転
し、その跡地に商業施設を誘致できないか。

　「堺市基本計画2025」に基づき、産業支援機関や大阪府立
大学などが立地する中百舌鳥エリアを、新産業やビジネスを
創出するイノベーション創出の中心地とすべく取組を進めて
います。
　このことから、堺商工会議所をはじめ、市の外郭団体であ
る（公財）堺市産業振興センター、（株）さかい新事業創造
センターなど、産業支援機能を有する施設の集積が必要であ
り、令和4年の大阪公立大学（大阪府立大学・大阪市立大学
統合後の新大学）開学の好機も生かしながら、引き続き、中
百舌鳥エリアにおけるイノベーションの創出拠点の形成をめ
ざしていきます。

175
　「都心中百舌鳥エリアの業務系機能の強化
促進」についてはタワーマンション建設の緩
和が必要ではないか。

　都心・中百舌鳥エリアでは商業系用途地域の指定や地区計
画等により高い容積率を定めており、土地の高度利用が可能
となっています。

38.市街化調整区域内の保留区域の市街化区域への編入

176
　「市街化調整区域内の保留区域の市街化区
域への編入」については、萩原天神周辺の調
整区域を市街化に編入すべき。

　大阪府が定める南部大阪都市計画区域マスタープランにお
いて萩原天神駅周辺地区は保留区域に位置付けられており、
土地区画整理事業等の計画的な事業の実施にあわせて市街化
区域に編入する方針です。

177

　市街化調整区域の市街化には、住環境・生
活環境の悪化など様々な懸念があることか
ら、市街化調整区域の市街化区域への編入や
開発許可を安易に行うのではなく、既存の市
街地の活用や再整備（再開発）により、税収
を確保してほしい。
　やむを得ず市街化調整区域で開発を行う場
合は、ミティゲーション措置を必ず講じてほ
しい。
　また、堺産農産物「堺のめぐみ」の推進や
市民農園の拡充、農地の地権者への支援、農
地の貸し手と借り手のマッチング等を推進し
てほしい。

　市街化調整区域内の保留区域においては、土地区画整理事
業等の計画的な市街地整備の実施に向けた取組を進めていま
す。また、既存の市街化区域においても、市街地再開発事業
等による市街地整備を促進してきており、引き続き地域の特
性に応じた取組を推進します。
　市街化調整区域の幹線道路沿道の開発については、農地や
自然環境との調和に配慮しながら産業機能の立地に取り組ん
でいきます。
　また、農業者やJA等との連携強化による堺産農産物の取扱
い促進や、都市農地を活用した市民農園の整備など、市民が
農にふれあう機会の拡大を進め、「地産地消」と「市民交
流」による農業が活きた暮らしの実現をめざしていきます。
　なお、ミティゲーション措置に関するご意見については、
今後の施策推進に当たり、参考にさせていただきます。

38.市街化調整区域内の保留区域の市街化区域への編入、39.市街化調整区域の幹線道路沿道への産業系機能の立
地誘導
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178

　世界的に環境への配慮が叫ばれている中
で、それに逆行していないか。
　市街化調整区域を開発するならそれに見合
う規模で、市内で緑空間を創出しながらクレ
ジットを発行し、それを開発業者が購入して
カーボン・オフセットできないか。

　黒山地区は、「堺市基本計画2025」において産業集積エリ
アに位置付けられており、活性化に向けた企業進出、投資促
進に取り組んでいます。なお、黒山西地区及び黒山東地区の
開発にあたっては、地区計画で潤いのある緑化空間の確保な
どを定め、環境に配慮した開発となるよう制限を設けていま
す。
　なお、カーボン・オフセットに関するご意見については、
今後の施策推進に当たり、参考にさせていただきます。

39.市街化調整区域の幹線道路沿道への産業系機能の立地誘導

179

　「市街化調整区域の幹線道路沿道への産業
系機能の立地誘導」については、開発者と地
権者に具体的な説明会を何回も開催する必要
がある。

　幹線道路沿道の市街化調整区域において、沿道開発の対象
エリアの拡大等を図る際にはホームページ等で周知を行って
いきます。

40.ふるさと納税、その他寄附の拡大

180
　ふるさと納税について、申請を分かりやす
くしてはどうか。

　ふるさと納税ポータルサイトやキャッシュレス決済のさら
なる活用など、多くの方が容易に申請できるよう取り組んで
いきます。

41.文化・スポーツ施設へのネーミングライツの導入、42.歩道橋へのネーミングライツの導入

181
　ネーミングライツの導入は、景観が悪くな
り、都市のイメージダウンになるのではない
か。

　本市では、収入確保の取組として、ネーミングライツの導
入などの事業を推進しています。看板の設置や管理にあたっ
ては、良好な景観の形成や風致を維持するなど屋外広告物条
例等の遵守を要領で示しています。

43.市ホームページへの広告掲載による広告収入の確保

182
　市ホームページを明るく楽しく見やすく変
えてはどうか。

　市ホームぺージは令和4年1月下旬にリニューアルする予定
です。主な変更内容として、文字が多く情報が探しにくい状
況を改善し、スマートフォンやタブレット等からも閲覧しや
すく、高齢の方や障害のある方にも情報を得やすいデザイン
にします。
　また、リニューアル後も引き続き閲覧・検索しやすさの維
持・向上に努め、より多くの方に利用されるホームページと
することでバナー広告収入を確保していきます。

183
　広報さかいは文字数が多く、読みにくいの
で、改善してほしい。

　「広報さかい」は令和3年10月号からリニューアルを行い
ました。多くの方に読んでみようと思っていただけるよう、
文字量を極力抑えた端的な表現や箇条書きなどを取り入れて
います。ご指摘のあった長文記事についても1行当たりの文
字詰めを抑えたり改行位置などを意識することで、読んでい
ただきやすいレイアウトを工夫していきます。
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45.中学校における自動販売機の設置

184

　中学校で自販機を設置するというのは、環
境教育的にも環境政策的にも、間違った方法
だと思う。中学生には、水筒を使うように教
育するのが学校の正しいあり方だと思う。

185
　自動販売機を設置すれば、電気代もかかる
ので、不要ではないか。各家庭からお茶を持
参すればよい。

186

　ジュースやコーラ、コーヒーなどは中学生
の健康によいとは思えないため、熱中症や災
害時の為に設置が必要ならスポーツドリン
ク、お茶、水のみの自販機にしてほしい。

187
　「中学校の自動販売機の設置」について
は、低価格で、健康的な飲料を販売してほし
い。

188

　市販の飲料には子どもの成長を阻害するも
のが含まれるおそれがあるので、中学校にお
ける自動販売機の設置を中止してほしい。生
徒の健康を守るためなら給水・給湯施設を学
校に設置すべき。

189
　中学校における自動販売機の設置は、中学
生に現金をもたせることになるが、体育の時
間等の管理はどうなるのか。

  現金や貴重品の管理方法は各学校で決めており、必要に応
じて管理についての指導を行っています。なお、少額の現金
は生徒が保管しているケースが多いです。

　中学校での飲料水自動販売機の設置について、近年の猛暑
においては、生徒が水筒を持参していても、部活動等の際に
飲料水が不足することも多くあったため、熱中症対策を目的
として設置しています。また、災害対応型の自動販売機を設
置しており、災害時の避難所における飲料水の確保にも役立
つものと考えています。
　なお、飲み終えたペットボトルは、回収ボックスを設置し
て適切に回収し、リサイクルに努めています。また、飲料水
自動販売機に係る電気料金は、設置業者が負担しています。

　中学校に設置する飲料水自動販売機で取り扱う商品は、ス
ポーツドリンク、水、お茶、経口補水液等を主とし、生徒の
健康に十分配慮して、各学校で指定しています。また、飲み
方についても各学校で教育的な指導を行っています。
　販売価格については、スポーツドリンク等のペットボトル
（500ml）は130円以下、水ペットボトル（500ml）は100円以
下、お茶ペットボトル（500ml）は120円以下などに設定して
います。
　なお、学校内の水道設備は、水道管が長く、校内の場所や
使用する時期によっては、水道管内の水道水での滞留時間が
長くなることで、水質の維持が困難になる場合があることか
ら、本市では、O157学童集団下痢症が発生した経緯も踏ま
え、学校での衛生管理を徹底するため、給水・給湯設備を設
置することは考えていません。
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46.住民票等の窓口交付手数料の見直し

190

　住民票200円を300円に値上げするが、市民
は法律で必要だから交付請求をする。コンビ
ニ交付なら安いと言いたいのだろうが、コン
ビニでの料金も当局の都合で値上げすると記
載しており、当該値上げは独占禁止法違反で
ある。

191

　「住民票等の手数料見直し」については
250円に段階的に値上げしてほしい。また、
コンビニ手数料については2030年まで値上げ
しないでほしい。

46.住民票等の窓口交付手数料の見直し、47.税証明の窓口交付手数料の見直し

192

　住民票、税証明等の窓口交付手数料の値上
げは、コロナ禍の影響も含め、厳しい生活を
余儀なくされている市民への配慮が必要であ
る。

193
　税証明、住民票等の窓口交付手数料の値上
げはやめてほしい。

194

　「放置自転車撤去保管手数料の見直し」に
ついて、撤去保管費用が公表されていない
中、自転車・原付が2倍になるのは市民理解
が得られないのではないか。

　放置自転車の撤去保管にかかる費用については、毎年度の
予算や決算資料などで放置自転車撤去保管業務の事業費を記
載しています（令和2年度決算額　150,734千円）。今後はよ
り分かりやすい公表に努め、市民の皆様にご理解・ご協力を
いただけるよう取り組んでいきます。

50.文化施設における年間パスポートの導入による入場者数の拡大

195
　文化施設における年間パスポートの導入で
入場者数が拡大するのは現実的ではないた
め、中止すべきである。

　年間パスポートの導入は、堺を訪問される方々の市内周
遊・長期滞在の促進を主な目的に、実施を検討しているもの
です。
　今後、設定料金や販売手法をはじめ、より多くの方にご来
場いただける催しや、効果的な情報発信等も合わせて検討し
ていきます。

48.放置自転車撤去保管手数料の見直し

　本市では、住民票等の窓口交付手数料を平成4年4月に1通
150円から1通200円に改定した後、約30年間見直しを行って
おらず、今回の改定は、他の政令指定都市と同水準とするも
のです。
　また、今回の改定において証明書のコンビニ交付手数料に
ついて、印鑑登録証明書を1通200円から1通150円に引き下
げ、他は1通150円で据え置いており、政令指定都市の中では
最も低い料金としています。

　本市では、住民票等及び税証明等の窓口交付手数料を平成
4年4月に1通150円から1通200円に改定した後、約30年間見直
しを行っておらず、今回の改定は、他の政令指定都市と同水
準とするものです。
　また、今回の改定において証明書のコンビニ交付手数料に
ついて、印鑑登録証明書を1通200円から1通150円に引き下
げ、他は1通150円で据え置いており、政令指定都市の中では
最も低い料金としています。
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196
　文化施設の年間パスポートとあるが、博物
館の展示品は貧弱だと思うので、市民参加型
の展示をしてはどうか。

　より多くの皆様に博物館をご利用いただき、満足いただく
うえで、展示品の充実は重要であると考えています。
　過去の企画展では、市民の方から展示品を提供いただいた
こともあり、また、他の博物館でも類似の事例もあることか
ら、ご提案いただいた市民参加型の企画展も検討していきま
す。

197
　美原区役所内に硬貨が利用できるATMや郵
便局等を誘致してはどうか。

　区役所内へ金融機関の店舗やATMを設置することは、区役
所の利便性向上においても有益ですが、一定の利用者数が必
要であることから、関連情報の収集に努めます。

その他

198

　市の財産の売却は、一時の収入にとらわれ
ず、将来を見越してよく考えるべきである。
どうしても売却するなら、旧児童自立支援施
設用地をまず売却すべきで、他の大規模な土
地の売却には反対である。

　利用されていない公共施設の土地・建物は、「堺市基本計
画2025」をはじめ、本市の各分野における計画を踏まえつ
つ、庁内関係部局が連携のうえ、まずは庁内での有効な活用
方法を検討することとしています。それでもなお利用用途が
無い財産については、貸付や売却等により、市の財源確保に
努めていきます。

199

　手数料を見直すことはやむを得ないが、政
令指定都市間でも取扱いが異なる手数料があ
るため、本来手数料が取れるべき証明書等を
無料としていないか、精査してほしい。

　使用料・手数料等について、「受益者負担の基本的な考え
方」に基づき、サービスを利用する人と利用しない人との負
担の公平性、公正性を確保し受益と負担の適正化を図るなど
の観点から、検討していきます。

200

　アフターコロナのインバウンド需要の回復
に対応するため、さかい利晶の杜や大仙公園
を活用した施策が必要ではないか。大仙公園
で場内の移動手段の整備やレストラン等を誘
致してはどうか。

　本市では、令和3年5月に策定した「堺観光戦略」におい
て、さかい利晶の社周辺を含めた環濠エリアと大仙公園エリ
アを重点エリアに位置付け、計画期間の終期である令和7年
に向けた施策を体系的に示しています。
　令和4年春には、大仙公園内に民間事業者が運営する飲
食・物販施設の開設を予定しています。今後、観光客の皆さ
んが様々なスポット・エリアを快適に周遊してもらえる取組
の検討を進めていきます。

51.区役所における庁舎スペースの有効活用による収入の確保
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201

　開発最優先の規制緩和によって、災害時等
安全面の軽視や、調和とバランスを欠いたい
びつなまちづくりにつながらないか、人口集
中による行政需要の増大などの懸念がある。

　拠点となる駅周辺において、歩いて暮らせる住宅地環境の
形成をめざすことや、老朽化マンションの再生の促進を図る
ことを目的とする開発手続条例の緩和の取組については、災
害時等の安全面を考慮し、都市基盤の整備が完了しているこ
とや防災に配慮した設備等を備えることを要件としていま
す。また、人口集中による行政需要の増大への対応について
は、都市型住宅開発の計画段階で、教育委員会や保育担当部
局と情報共有を図っていきます。
　なお、緩和の対象とならない開発行為等については、従来
どおり堺市開発行為等の手続に関する条例に基づき、基盤整
備に必要な公共施設・公益施設等の協議を求めていきます。

202
　南区の人口増をめざすため、南区の集合住
居提供や、区画販売支援、新婚補助などの支
援を行ってはどうか。

　泉北ニュータウンでは、若年世代の誘引に向け、公的賃貸
住宅の再編に伴い発生する活用地は、新規の住宅供給、商業
施設の導入、企業立地の促進等を図ることとしています。
　また、泉北ニュータウンでの暮らしに関心を持ってもら
い、若年世代の転入・定住・Uターンなどに繋げるため泉北
ニュータウンのブランドの確立と情報発信を推進し、「選ば
れる街」をめざした取組を進めていきます。

203

　アルミ缶などは収集すれば市の収入になる
ので、収集日に出されたアルミ缶などを持ち
去られないよう、条例等を制定して対応して
はどうか。

　本市では、資源ごみの各戸収集を基本としており、ステー
ション収集方式に比べて条例の前提となる所有権を主張する
ことが困難です。また、仮に条例を制定した場合、その実効
性を担保するには、パトロール等を行う必要があり人件費等
多額の経費が必要なことなどから、条例を制定していませ
ん。
　現状の持ち去り対策としては、資源ごみの収集時間の一定
化に努め、市民の皆様に収集日当日（できれば収集の直前）
に資源ごみを出していただけるようご協力をお願いしていま
す。

204
　電柱やマンホールにネーミングライツを導
入してはどうか。

　電柱は、電気等事業者の所有物であり、市の所有物ではな
いため、市がネーミングライツを実施することはできませ
ん。
　マンホール蓋については、新たな収入確保の観点から、
ネーミングライツや広告スペースとしての活用等も視野に入
れ、広告媒体としての費用対効果などを他都市の事例も参考
にして検討していきます。
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205

　「財政危機脱却プラン（案）」で市民サー
ビスが削減されている一方、大企業へは減税
するというのは筋が通っていないので、プラ
ンの全面的な再検討を求める。

206
　財政危機というが、企業誘致で17億5千万
円減税しているのは問題である。

Ⅴ取組項目(6人件費等の抑制)

56.効率的な事務執行体制の構築

207
　公務員の削減や非正規化はやめるべきであ
る。緊急事態の対応のためにも余裕を持たせ
た正規職員が必要である。

208
　職員数の削減は市民サービスの低下につな
がる。

209

　職員数は適正となっているか。部署によっ
て繁閑差があるため、各部署の繁閑に応じて
人員を配置してはどうか。
　また、アルバイトの雇用についても、繁忙
期のみ雇用するなど、適正化を図ることがで
きるのではないか。

　効率的な事務執行体制の構築については、事務事業の見直
しやICTの活用等による業務の効率化、働き方改革などを進
めながら、取り組んでいきます。
　また、会計年度非常勤職員を繁忙期に任用することは現在
も行っており、今後も必要となる時期等を精査しながら効率
的な事務執行体制の構築に努めていきます。

210

　優秀な公務員は必要であるが、近年、公務
員や教職員を忌避する大学は増加している。
スリムを誇るのではなく、コロナ禍で困窮し
た事業者等を対象として期間限定の公務員を
雇用してはどうか。

　本市において、期間限定・臨時の業務に対して、任期付職
員や会計年度任用職員等を任用し対応する場合は、公平性・
公正性の確保の観点から広く公募を行い、任用しています。

　イノベーション投資促進条例による市税軽減制度は、本市
内に企業投資を誘導することにより、本市産業の持続的な発
展を図るための重要な取組です。
　市税の軽減は時限的な措置であり、中長期的な税収の確保
や就労の場の提供、地域の中小企業の事業機会拡大などをも
たらし、ひいては市民生活の向上に資するものと考えていま
す。

　効率的な事務執行体制の構築については、事務事業の見直
しやICTの活用等による業務の効率化、働き方改革などを進
め、これらの見直しや効率化により生み出した人員を重点施
策や新規・拡充事業に割り当てるなど職員の最適配置を行
い、不測の事態や行政需要の変化に対応できる体制を整えな
がらも、全体としてスリムで効率的な職員体制を構築するこ
とをめざします。
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211
　人件費を削減するため、キャリアプラス制
度について、現場での勤務実態を踏まえ、廃
止してはどうか。

　キャリアプラス制度は、70歳までの雇用について努力義務
を課す高齢者雇用安定法の改正がなされたことを背景に、技
術や知識の円滑な継承・安定的な人材の確保を図ることを目
的に、再任用職員として任用年限に到達した者のうち引き続
き本市において働く意欲と能力のある者を任用する制度とし
て、令和2年度から運用しています。
　運用にあたっては、再任用の職に欠員が生じる場合に配置
をしており、欠員解消に寄与し、改正高齢者雇用安定法の趣
旨にも沿っています。
　任用にあたっては、希望者の中から勤務実績や経歴等を踏
まえて選考しており、任用後には人事評価兼勤務評価も実施
し評価結果を以後の配置に活用しています。
　今後もキャリアプラス制度の趣旨に沿い、適切に運用して
いきます。

212

　クリーンセンター業務について、マネジメ
ント力の強化を図ることで、効果的かつ効率
的に業務を実施することができるのではない
か。

　クリーンセンターでは、市内から排出される一般廃棄物の
安全・安定した処理が行えるように、適正な搬入物の確認、
施設の効率的な維持管理等の業務を行っています。
　これらの業務を効率的・効果的に行えるよう、業務分担や
職場研修を通じ業務経験豊富な職員の活用及び技術継承に取
り組んでいます。今後も業務効率や費用対効果を考慮し、外
部委託等の導入を含め、効率的な業務実施と組織のスリム化
に取り組んでいきます。

56.効率的な事務執行体制の構築、57.時間外勤務の縮減

213

　職員数を令和3年度比で4％削減し、時間外
勤務の総時間数を令和元年度比で10％縮減す
るとしているが、これまでの行き過ぎた人員
削減を顧みず、公共の役割を軽視する抑制策
である。

　効率的な事務執行体制の構築については、事務事業の見直
しやICTの活用等による業務の効率化、働き方改革などを進
め、これらの見直しや効率化により生み出した人員を重点施
策や新規・拡充事業に割り当てるなど職員の最適配置を行
い、不測の事態や行政需要の変化に対応できる体制を整えな
がらも、全体としてスリムで効率的な職員体制を構築するこ
とをめざします。また、時間外勤務の縮減についても、事務
事業の見直し等を進めながら取り組んでいきます。

58.ペーパーレスの推進

214

　「ペーパーレスの推進」は50％削減と大き
な目標になっているが、急激な変化はサービ
スの低下につながると感じるため、目標の設
定根拠を示してほしい。

215
　ペーパーレスの推進には賛成するが、障害
をもつ方への配慮は必要であり、ペーパーで
の説明もできるようにするべき。

　ペーパーレスの取組は市役所の事務を効果的かつ効率的に
行い、生産性の向上を図ることで、職員の働き方改革を推進
することを目的としています。目標については、職員それぞ
れが高い意識をもって取り組んでいくことが必要であること
から、最低でも半分は削減するとの考えで設定しました。
　なお、削減対象としているのは、主として会議、打合せ等
の資料や各種説明資料など、職員が各職場で印刷している紙
資料であり、市民が必要とする印刷物には十分配慮していき
ます。
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58.ペーパーレスの推進、60.キャッシュレス化の推進

60.キャッシュレス化の推進

217

　軽自動車税をPayPayで支払った場合、車検
を受ける際の証明書の交付のために窓口に行
く必要があるが、窓口に行かなくてよいよう
に改善してほしい。
　また、窓口でのキャッシュレスより、マイ
ナンバーを利用したキャッシュレスを推進し
てほしい。例えば、コンビニで住民票を取得
した場合の支払い方法が現金のみであるた
め、改善してほしい。

　国では、令和7年6月までにキャッシュレス決済比率を4割
程度とすることをめざしています。本市においても、国のマ
イナンバー活用等の動向に歩調を合わせ、住民サービスの向
上と行政運営の効率化を念頭に、窓口での支払いだけでなく
他の方法による支払いについても改善を進めていきます。
　軽自動車税の支払いについては、納税者の利便性向上のた
めにモバイル決済を導入していますが、領収証書等が発行さ
れないため、車検を受ける際には軽自動車税（種別割）納税
証明書（継続検査用）が必要です。
　証明書の取得は、窓口のほか郵送でも受け付けており、今
後も利便性の向上を検討していきます。
　また、コンビニでの住民票取得の支払い方法については、
コンビニ交付サービスは、コンビニ事業者が様々なサービス
を提供するために設置するマルチコピー機を利用しているも
のであり、マイナンバー対応については、コンビニ交付サー
ビスの提供元である地方公共団体情報システム機構を通じ、
コンビニ事業者に要望を行います。

218
　キャッシュレスの推進は、対応が困難な後
見人や認知症の方、障害を持つ方へも配慮し
ながら、進めていく必要がある。

　ICT化を推進するにあたっては、できるだけ多くの市民の
方がICTの活用による便益を受けられるように、ICTの利用が
苦手であったり、ICTを使用することが困難な方も意識した
うえでサービス提供を行うことが重要であると認識していま
す。
　ICTの活用にあたっては、この観点にも配慮したうえで取
組を進めていきます。

216

　キャッシュレスは、導入コストや導入作業
での人件費等の増加などデメリットが多い
が、ペーパーレス・キャッシュレスの推進が
なぜ人件費等の抑制になるのか。
　また、今後、国の施策と整合を図ったペー
パーレス・キャッシュレス等の導入を検討す
べきではないか。

　キャッシュレス化の推進については、現金を直接やり取り
しないことによる事務の軽減や、納付情報のデータ化による
事務処理の軽減などの効果があると考えています。
　しかしながら、一方で債権の種類によっては収納のキャッ
シュレス率が高まらないとその効果が上がらないものもある
ため、債権ごとに事務の軽減効果と経費を勘案しながら
キャッシュレス化に適した債権への導入を図っていきたいと
考えています。
　国においてもデジタル庁が発足し、キャッシュレス社会の
実現に向けた取組が加速しています。本市においても国の動
向を注視しながら効果的にキャッシュレス化を進めていきま
す。
　また、ペーパーレスの推進については、紙資料の準備時間
やその保管場所が削減されるなど、様々な場面で事務の効率
化や生産性の向上が図られ、事務に要する人件費等の抑制に
つながるものと考えています。
　なお、収支改善効果概算見込額36百万円は、職員が庁内の
事務処理で使用しているデジタル複合機の利用料及び用紙代
の削減見込額を計上しています。
　今後、国の動向も踏まえつつ、本取組を推進していきま
す。
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その他

219

　市長は報酬を半額にすべき。
　市議会議員は定数48名を半分とし、報酬を
半分にすべき。
　市職員は年功序列を止め、成果主義にすべ
き。

220
　令和4年度から12年度までの間、市長と市
議会議員の報酬を引き下げてはどうか。

221
　議員報酬削減、議員ボーナス廃止、議員定
数5割削減を行ってはどうか。

222

　今回の財政危機からの脱却に向けて、市民
に負担を強いるのであれば、市議会議員にも
負担をしてもらう必要があることから、議員
定数の削減をプランの項目に追加してはどう
か。

223
　民間給与水準にあわせ、市職員給与の削減
やボーナス廃止を行ってはどうか。

224
　副市長はどこにも姿を見せないので、3人
もいらず、1人で十分ではないか。

　副市長には、市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画
をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監
督する等の役割があり、定数については、堺市副市長定数条
例により3名と定めています。
　本市では、複雑化、多様化する行政需要に迅速かつ的確に
対応するため、副市長を3名選任し、市の幅広い事務を分担
して市政を推進しています。

　市長は、令和元年7月から令和5年6月までの間、給料、地
域手当、期末手当を30％削減しています。

　市議会では、令和2年6月分から11月分まで議員報酬を月額
15％削減し、その後、令和3年4月1日から令和5年3月31日ま
での間、議会議長及び副議長以外の議員の報酬月額を78万円
とし、全議員（議会議長及び副議長を含む）の月額報酬を
5％削減する特例条例が可決されたところです。また、本市
の新型コロナウイルス感染症対策強化及び行財政改革推進に
協力するため、令和3年度及び令和4年度の2年度にわたり、
議員報酬の削減に加え、政務活動費の削減、国内各都市への
調査視察及び海外調査研究派遣の中止を決定しています。
　また、市議会議員の定数は、地方自治法等において条例で
定めるものとされています。
　本市議会では議員自らが条例を提案し、各区の議員定数を
定めており、本市議会における議員定数については、これま
で、本会議等において、議員間でさまざまな議論が行われて
きたところです。
　平成17年2月に美原町との合併前は、議員定数は52人であ
り、合併時、議員数は69人となりましたが、平成19年の議員
改選期に定数を52人に変更しました。また、現在の本市議会
の定数48人は、平成27年の議員改選期に、52人から4人削減
したものです。

　地方公務員の給与は、地方公務員法第24条第2項におい
て、「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民
間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなけ
ればならない」と規定されており、毎年度、民間企業の従業
員の給与水準との均衡を考慮して行われる人事委員会勧告を
踏まえ、決定しています。
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225
　人件費の抑制は、結果的に派遣社員の増加
に繋がるだけではないか。

　人件費の抑制にあたっては、事務事業の見直しやICTの活
用等による業務の効率化、働き方改革などを進め、不測の事
態や行政需要の変化に柔軟に対応できる体制を整えながら
も、効率的な事務執行体制の構築に努めていきます。
　また、体制構築にあたっては、事務事業の見直し等と合わ
せて、業務に適した担い手の精査も行いながら進めていきま
す。

226 　議会のオンライン化を行ってはどうか。

　本市議会においては、議会のICT化について、議会力向上
会議等で議論を重ねており、一例として、令和3年2月にオン
ラインにより委員会の出席を可能とするよう条例を改正しま
した。
　また、令和3年11月からはクラウドシステムを導入し、本
会議・委員会等の会議においてペーパーレス化を進める予定
です。今後も議会のICT化をより一層推進していきます。

その他

227
　大きな催し物ができる市立美術館が必要で
はないか。

　本市では現在、市の所有するアルフォンス・ミュシャ作品
等の美術品や、百舌鳥古墳群出土資料、堺鉄砲などで、歴史
ある堺の通史を余すことなく紹介できる（仮称）堺ミュージ
アムの検討を進めています。

228

　自転車のまちをコンセプトにした街づく
り、公共施設の民営化、路上ごみへの罰金や
取締りの強化、堺東の活性化、大阪府・大阪
市との連携などにより、観光推進を図っては
どうか。

　本市では、令和3年度に自転車を活かした都市魅力の創出
に向け、庁内関係部局による「サイクルシティ」の推進プロ
ジェクトチームを設置し、自転車の歴史・文化の発信や新た
な視点を加えた様々な自転車活用による都市の活性化に取り
組んでいます。
　さかい利晶の杜、フェニーチェ堺などの本市の文化観光施
設は、指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用した
運営を行っています。今後も民間ノウハウを活用するため
に、公募により事業者を選定し、住民サービスの向上を図っ
ていきます。
　堺東駅周辺や堺駅周辺を含む都心エリアの活性化、都市魅
力の向上に向けて、商業・業務などの都市機能の集積や、多
様な人が安全・快適に過ごせるウォーカブルな空間の形成を
推進します。
　また、路上喫煙及びポイ捨て対策として、堺東駅前広場か
ら堺駅前広場までの間を禁止区域に指定し、違反者には過料
徴収を行っているほか、三国ヶ丘駅前外3箇所を重点啓発区
域に指定し、啓発活動を重点的に行っています。今後もポイ
捨てなど環境美化の取組を進めていきます。
　大阪府・大阪市との連携について、令和3年5月に策定した
「堺観光戦略」では、大阪府・大阪市が3月に策定した「大
阪都市魅力創造戦略2025」とも施策の方向性を共有したうえ
で、今後の観光施策を戦略的に進めていくこととしていま
す。また、令和2年度から参画した大阪観光局とも連携し、
堺や泉州そして大阪府全体の観光誘客・周遊に繋げていきま
す。
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229
　市財政収入減はコロナの影響が大きいた
め、堺市独自のコロナ対策（PCR検査、医療
体制の強化など）をしてほしい。

　本市では、新型コロナウイルス感染症対策として、必要な
検査が実施できるような検査体制の構築や、医療機関等への
支援をはじめ、様々な対策を行っています。また、自宅療養
者への診療体制や療養支援の強化等、本市独自の対策にも取
り組んでいます。
　現在、令和4年度当初予算を編成していますが、引き続き
新型コロナウイルス感染症対策に最優先で取り組んでいきま
す。

230

　喫煙による国保などの医療費を低減し、喫
煙者の禁煙を促し、家族や周りの受動喫煙危
害を無くしていくため、禁煙治療費の助成制
度を創設してはどうか。

　禁煙治療費の助成については、医療機関を受診せず禁煙に
取り組んでいる人との不公平感や他の治療とのバランス等、
慎重な議論が必要であると考えており、現在のところ実施の
予定はありません。
　本市では、妊婦相談や特定保健指導などにおける説明や
「禁煙チャレンジ応援ブック」の配布等を行うなど、様々な
機会をとらえて禁煙の大切さを啓発しています。

231

　子ども医療費助成の対象は現在18歳以下と
なっているが、義務教育が終了すれば働くこ
とができるため、対象は15歳以下で十分と考
える。

　子どもの健康の保持増進及び子育て世帯に係る経済的負担
の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることができる環
境を創出するため、平成31年4月から対象年齢を18歳年度末
まで拡充しています。

232

　子どもを増やす政策が必要なため、次の削
減に反対する。
・第2子（0～2歳児）保育料完全無償化の延
期
・保育教諭等充実補助費（保育施設の人材確
保補助）の削減
・公立幼稚園5園廃止

　第2子の0〜2歳児の保育料無償化の実施には、毎年約8億円
の費用負担が必要であり、今後、毎年度40～50億円程度の収
支不足が見込まれる厳しい財政状況の中では実施が困難であ
るため、延期いたしました。
　また、保育教諭等充実補助費の令和3年度の補助金の一部
見直しについては、非常に厳しい財政状況の中で、これまで
のあり方を抜本的に見直す予算編成を行う必要があり、当該
補助についても見直しせざるを得なかったものです。限りあ
る財源の中、より効果的な補助制度となるよう取り組んでい
きます。
　なお、公立幼稚園については、公立幼稚園を順次廃止する
としていた平成19年策定の「堺市幼児教育基本方針」を令和
2年6月に見直し、研究実践園として4園存置するとしたもの
です。研究実践園においては、本市全体の幼児教育の質の向
上に向けた先導的な役割や、配慮を必要とする幼児の受入れ
などセーフティネットとしての役割を担っていきます。
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233

　子育て支援に関する助成等を受けることが
できない世帯の方が困窮している。また、精
神疾患は判定基準があいまいな面がある。
　したがって、財政状況が厳しいのであれ
ば、以下の施策について廃止、または大幅に
縮小すべきである。
　・堺市新生児世帯特別給付金
　・児童扶養手当
　・特別児童扶養手当　　　　等

　新生児世帯特別給付金については、新型コロナウイルス感
染症が長期化する中、国の新型コロナウイルス感染症対応の
地方創生交付金を活用し、令和2年、令和3年の2か年給付を
行いました。令和4年度については新型コロナウイルス感染
症や国の財政措置が不明な現時点で、令和4年度に実施する
予定はありません。
　児童扶養手当については、児童扶養手当法のほか、国の定
めに基づき、受給要件に該当し、かつ所得制限限度額を下
回っている世帯に対して支給をしており、財源は1/3が国費
となっています。対象となる父または母と生計を同じくして
いない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄
与するため、該当する世帯に本手当を支給し、もって児童の
福祉の増進を図ることを目的としていますのでご理解願いま
す。
　なお、特別児童扶養手当についても、法令等に基づき国が
全額負担して支給する手当であり、対象となる児童の福祉の
増進を図ることを目的としていますので、ご理解願います。

234

　子育て支援策として児童手当等の各種手当
がすでにあり、また、子育て世帯の就労が進
むと新卒者・単身未婚者・就職氷河期世代の
採用が減少するため、0～2歳児に対する保育
無償化は不要である。

　本市では、少子化対策として、子どもを生み育てやすい環
境の整備推進が重要であると考え、多子世帯における経済的
負担の軽減を目的に、市独自の取組として第3子以降の0～2
歳児の子どもが認定こども園、保育所等を利用する場合、上
のきょうだいの年齢や世帯の所得に制限を設けず、保育料を
無償化しています。

235

　昨年の緊急事態宣言下において、テイクア
ウトの支援があったが、美原区にはそのよう
な店が少ないので、市の支援を受けることが
できず、不公平である。

　本市では、「＃テイクアウト堺　＃エール飯」キャンペー
ンとして、堺市内の飲食店でテイクアウトやデリバリーのメ
ニューを購入した市民の皆様が、その写真等をSNSで広く発
信・周知することで、各店舗での更なる購入に繋げ、市内飲
食店等を応援する取組を実施しています。今後も、情報発信
等を通じ、市内飲食店の取組を応援していきます。

236

　堺市内に本社・本店を置く企業に対して堺
産の商品を購入することを促せていないので
はないか。また、美原は大阪南JAであり、堺
産の農産物が手に入りにくい。また、美原産
の販売についても美原区内の特定のエリアで
しか行われていないため、堺市のためになっ
ていない。

　堺産農産物を選んで購入していただけるようロゴマークを
リニューアルした堺産農産物「堺のめぐみ」の普及を進める
ほか、地産地消の拡大を図るため、農業者やJA、市内事業者
との連携を強化し、市内直売所の整備や市民への普及を進め
るなどの取組を進めていきます。
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237

　美原区には、鉄道の駅や大手総合スーパー
等がなく、また、限られた銀行しかなく、不
便であることから、近隣市に出かけることと
なるため、美原区内で買い物をしない美原区
民が多い。

　「堺市都市計画マスタープラン」では、美原区役所を中心
としたエリアを美原都市拠点として位置付け、幹線道路によ
る広域アクセス性を活かし、南河内地域や奈良方面との交流
結節拠点として、また、美原区域の日常生活を支える地域の
拠点として、環境との調和を図りながら、商業・物流機能や
産業機能などを集積し、多くの人が集まり地域の活力を育む
市街地の形成を進める、としています。
　美原区では、一般の路線バスに加え、区域と北野田駅や初
芝駅、新金岡駅とを結ぶ美原区域路線バス4路線を運行して
います。また、鉄道駅やバス停から離れた地域では、地域と
北野田駅等とを結ぶ堺市乗合タクシーを運行しています。引
き続き、交通事業者と連携を図りながら、公共交通の利便性
向上に取り組んでいきます。

238

　昨年の緊急事態宣言下において、自転車駐
輪場利用料金の返金があったが、美原区民は
近隣自治体の駐輪場を利用しているので、市
の支援を受けることができず、不公平であ
る。

　緊急事態宣言下の自転車等駐車場利用料金の返金について
は、各自治体の裁量となっています。美原区民の学生の方で
も、本市の自転車等駐車場を定期利用いただいていた場合は
返金の対象としていました。ご理解のほどよろしくお願いし
ます。

239
　大仙西校区を、堺市、大阪府、民間の力
で、きれいで治安の良い街にしてほしい。

　本市では、大仙西校区における教育・健康・医療・福祉・
文化・交流の各機能を強化し、また、各機能のさらなる連携
を図り、一体的な校区の活性化を地域住民と一緒になって推
進するために、「大仙西校区まちづくりグランドデザイン」
を策定し、「人権尊重」、「人と人とがつながり、助け合い
活力のある」、「暮らしの安全・安心を確保するまちづく
り」をコンセプトに取組を行っています。
　住人が安全で安心して暮らせる校区の活性化を実現するた
めの取組としては、防犯面では住宅の建て替えの際に女性や
子どもをはじめ、高齢者や障害者の視点に立ち、死角をなく
すような植栽計画や建物配置を行ったり、LEDの屋外照明を
適正に配置するなどの防犯対策に取り組んでいます。また、
住宅の建替やエレベーターの設置時にはエレベーター内等に
防犯カメラを設置するなどの取組も行っています。

240

　北野田駅前の再開発ビルについて、周辺ビ
ルが似たような名称であり、分かりにくいの
で名称を統合してはどうか。また、テナント
についても個人商店等では撤退する恐れがあ
るので、大手ショッピングモールに入ってい
るようなテナントの誘致が必要ではないか。

　北野田駅前の再開発事業は、権利者が主体となって設立し
た再開発組合により施行された事業であるため、本市が再開
発ビルの名称変更やテナント誘致をするものではありませ
ん。
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241

　今そこにある重大な無駄を見直さなくては
ならない。
　例えば、道路舗装工事が完成したのに、バ
リケードをしたままで数年通行止めで開通し
ない無駄な道路が存在する。
　また、上野芝駅西側の泉北1号線の上に橋
があるが、完成した昭和50年代からバリケー
ドで通行止めになっている。橋の下の泉北1
号線を1日何万台もの車が走っているが、そ
の橋は40年間補修されたことがなく、崩落事
故が懸念される。なお、このバリケードのせ
いで、上野芝駅前の送迎車は一方通行の狭い
通学路を400mも走っているが、撤去要望は市
に何度も断られている。

　都市計画道路は、事業効果の見込める一定の区間ごとに用
地取得の完了した箇所から工事着手し、舗装工事等の完了後
に開放していますが、状況によっては利用者の安全確保等の
観点から、舗装等の工事が完了していても直ちに開放できな
い場合もあります。
　また、橋の安全性については、5年に1度の法定点検を実施
し、健全であることを確認しています。
　この橋は本市の政令指定都市移行に伴い、大阪府から現在
の形で移管されたものです。橋の開放については現状では接
続する道路の幅員が狭いなど課題があるため、今後、それら
の課題を地元や交通管理者等と調整しながら開放の可能性を
検討していきます。

242
　車道の自転車専用レーンや歩道の植栽や突
起物は、女性や子どもにとって危険なので、
なくすことができないか。

 　自転車は「車両」であるという認識のもと、車道を通行
する自転車と、歩道を通行する歩行者の双方の安全を確保す
ることを目的に、自転車の通行環境を車道に整備しているも
のです。ただし、「自転車通行可」の標識がある歩道では、
車道を通行するにあたり、怖さを感じる場合には、徐行しつ
つ歩道を通行することも可能です。
　また、歩行者等の通行の妨げとなっている不法占用物件
（園芸や突起物）については、物件の所有者または使用者に
対して道路から撤去するよう指導していきます。

243
　街路樹、植木類の清掃頻度が道路によって
差があるため、強化が必要ではないか。

　街路樹等の維持管理として樹木剪定や除草を行っていま
す。また、落ち葉などの清掃は車道の路面清掃や歩道の清掃
を行っています。
　樹木剪定は原則年1回、植栽帯の清掃除草は年1～3回行っ
ていますが、路線毎に異なる樹種や植物の生育環境等を考慮
し、予算の範囲内で頻度を設定しています。
　今後も引き続き良好な道路空間を確保するため、景観等に
も配慮した適正な維持管理を行っていきます。

244
　公園で子どもがボール遊びができないのは
かわいそうなので、できるようにしてほし
い。

　現在、公園では一律に球技を禁止していることはありませ
ん。利用の内容によっては他の公園利用者に危害を及ぼす恐
れがありますので、そのような場合には、利用を変更してい
ただくなどの指導を行っています。すべての利用者が安全に
安心して公園をご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお
願いします。
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245
　三国公園は多くの子どもたちの遊び場と
なっているが、時計を設置してほしい。

　公園には、ブランコ、すべり台などの遊具やベンチ、東屋
などの休憩施設、照明灯などを優先して整備しています。時
計は、地域や団体のご寄附等により設置が進められた事例も
ありますが、初期費用のほか維持管理にも負担が生じること
などから、限られた公園にしか設置できていないのが現状の
ため、ご理解のほどよろしくお願いします。

246

　市独自の教育として、将来の投票率向上に
つながるような取組や、オンラインで企業の
経営者等を講師にした授業を行ってはどう
か。

　各学校において、学習指導要領に基づき、社会科等を中心
に民主政治や議会の仕組み、政治参加の重要性や選挙の意義
などについて指導しています。また、選挙啓発として、高校
生を対象に出前授業や模擬投票を行っており、積極的な活用
を高等学校等に働きかけ、学生の政治意識の向上に努めてい
ます。
  また、堺市の取組として、企業、NPO法人、大学、各種団
体等と連携し、「企業による学びの応援プログラム」を提供
しています。提供しているプログラムの中には、オンライン
で子ども達が学べるプログラムもあり、学校園においてキャ
リア教育を目的として活用しています。

247

　マイスタディ事業を廃止したが、不登校児
童や学習が遅れている子どもの保護者は感謝
していたので、本当に困っている人、将来の
堺を担う子どもたちのための予算にしてほし
い。

248 　マイスタディ事業を復活させてほしい。

249
　三国ヶ丘小学校のびのびルームの廊下は、
荷物が積上げられるなど過密であり、安全で
はないので、早急に改善してほしい。

　三国丘小学校のびのびルームでは、待機児童解消のため、
活動場所について国の基準を遵守しつつ、専用教室のほか、
放課後に活動できる共用教室を学校の協力のもと確保してい
ます。
　なお、安全・安心なルームの環境を維持するため、本市職
員が各ルームを定期的に巡回し、必要に応じて運営事業者に
対し指導・助言を行っています。ご指摘のありました内容
は、既に指導、改善済みです。

250
　多くの働く親がいる中、弁当作りは大変な
ので、早く自校方式での中学校給食を実施し
てほしい。

　教育委員会では、令和2年3月に「全員喫食制の中学校給食
の実施に向けた基本的な考え方」において、現在中学校では
選択制給食を実施していますが、給食センター方式による全
員喫食制給食へと移行することを決定し、令和3年10月に策
定した「堺市中学校給食改革実施計画」に基づき、全員喫食
制の中学校給食を令和7年度に開始することをめざし、取り
組んでいきます。

　マイスタディ事業及び学びサポート事業の目的であった家
庭学習習慣の定着や基礎学力の向上に向けては、児童生徒一
人に一台配置したパソコン端末に内蔵する学習コンテンツ
を、学校での授業や家庭学習で有効に活用して取り組んでい
きます。
　学びが困難な児童生徒等に対しては、授業や休み時間をは
じめ、児童生徒の個々の状況に応じて放課後等の時間も活用
しながら、きめ細かな指導を行うなどの学習支援を行いま
す。
　また、将来の堺を担う子どもたちのために、「第3期未来
をつくる堺教育プラン」に基づく施策を着実に推進できるよ
う取り組んでいきます。
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251
　災害時の活用や教育的側面の観点から、各
学校の女子トイレに生理用品の自動販売機を
設置してはどうか。

　学校では、児童生徒が自分で用意できない場合には、必要
に応じて生理用品を渡す対応をしています。配布にあたって
は、自分で用意できない背景に着目し、対面による配付を通
じて、児童生徒の状況を把握することを基本としています。
　また、災害時に使用する生理用品については、指定避難所
である学校等には生理用品が備蓄されています。
　なお、学校教育においては、授業の中で、児童生徒の発達
段階に応じて、発育・発達の個人差や生殖に関わる機能の成
熟などについて学習をしています。

252

　衛生面の観点からも、小中学校の和式トイ
レの洋式トイレへの改修を早急に進めてほし
い。
（同内容の意見：全3件）

　小中学校トイレの環境改善事業として、学校園のトイレ改
修を計画的に進め、洋便器の設置率の向上に取り組んでいま
す。老朽化したトイレの全面改修時の洋便器の設置に加え、
和便器を洋便器に取り替える部分改修を進めています。今後
も、学校トイレの環境整備に努めていきます。

253

　歳出削減は若手よりもベテランの方が推進
できると思うので、社会人経験採用の受験資
格の年齢上限を59歳以下に引き上げてはどう
か。

　従来の職務経験者対象の採用試験は、即戦力として期待で
きる職務経験を有することを要件としていたため、年齢要件
の上限を59歳としていましたが、より多くの方に受験いただ
けるよう、職歴を不問とし、採用後にキャリア形成を図って
もらうため、令和2年度から年齢上限を49歳に引き下げたも
のです。
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