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大阪府・市では、都構想の法定協議会が立ち上が

早稲田大学マニフェスト研究所による「議会改革

りました。来年秋には再び住民投票が行われる可

度調査2016」で、堺市議会が全国7位、政令市

能性があります。そこで問題となるのが、堺市で

では3年連続のトップにランキングされました！

す。仮に、大阪市で都構想が実現すると、後追い

議会力向上会議で、私たちも積極的に改革を提言

の堺市は、住民投票なしで都構想に参加できてし

してきた結果、「情報公開」、「議会の機能強

まうのです。堺市にとって、都構想は百害あって

化」で高い評価を得ました。これからも、ソレイ

ながら、堺市議会随一の政策集団として、今後も市政の発展に努めて

一利なしです。だから、堺市は「都構想に反対す

ユ堺は、議会改革をリードしていきます！

参ります。皆様のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

る市長」でなければならないのです。秋の市長選
は、堺の運命を左右する重要な戦いです。

委員会のインターネット中継

都市計画決定等、政令市の重要な権限を返上。
堺のことが、堺で決められない！
新たな庁舎や、区議会議場の建設、電算シス
テムの変更、住所変更で、膨大な初期費用！

政務活動費のインターネット公開

１ 堺市議会

議会報告会の定期開催

２
３

神戸市会

堺市の税収1300億円のうち、約400億円が
大阪府（都）に召し上げ！

４

新潟市議会

健全財政の堺が、大阪府・市の
借金も、一緒になって負担！

５

静岡市議会

堺市がなくなり、バラバラに。
地域のつながりもバラバラに。
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政令市中4位！
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政令市中3位！

将来負担比率

15.6%

189.0% 117.1% 229.6%

46.8万円 62.5万円 86.7万円 91.8万円
政令市中5位！

堺市の市債（借金）残高推移
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２０ 大阪市会

Q. 堺市の財政は健全なの？
A. 20ある政令市の中でもトップレベルの健全性です。
大阪府や近隣の政令市と比べても、一目瞭然です。
Q. でも借金が増えているのでは？
A. 健全性は、臨時財政対策債（臨財債）を除いて判断する
のが一般的です。臨財債を除けば、借金は減少傾向です。
Q. 臨時財政対策債（臨財債）って何？
A. 本来、国が自治体に支払うべき交付金を払えない時に、
後年度に国が返済することを前提に、自治体に借金をさせ
て、不足分を補う制度です。
Q. それって、国の借金では？
A. 形式的には市の借金ですが、実質的には国の借金とも言え
ます。よって、これを除いて健全性を判断します。

2000
市の健全性
を示すのは
青グラフ！

京都市会

本会議での一問一答の導入

ぜひ一度、傍聴においでください！

家計に
例えると

議会改革度調査2016
政令市議会ランキング

…

だ
か
ら
都
構
想
に
反
対
！

堺市議会の取り組み

H27

Q. おかしな制度では？
A. はい。多くの自治体が制度の廃止と、従来通りの交付金の
支給を、国に求めています。
Q. では、今後も堺市の財政は安心？
A. 当面は問題ありませんが、少子高齢化の進行から、油断は
できません。それに、国や大阪府は非常に厳しい状態です
から、国民・府民として、決して安心できません。

Q. 維新の会がチラシで、「急増する堺市の借金」と批判してたのはこのこと？
A. はい。臨財債を、純粋な市の借金と一緒くたにし、「急増」と現市政を批判しているようです。維新の会の議員は、本年2月
の総務財政委員会で「臨財債と、臨財債を除く市債の両方を、市民に開示する必要がある」と主張し、6月には「大阪府と
比べるべくもなく、堺市の財政は良好」と述べています。議会での発言に責任を持ってもらいたいものです。
Q. なぜ、維新の会はそのようなことを？
A. かつて橋下知事は、大阪府の臨財債増加を指摘された際、「バカ言うな」「選挙向けのキャンペーン」と応酬しました。ま
さに、今回の維新の会の主張は、臨財債のわかりにくさに付け込んだ、堺市長選向けのキャンペーンなのでしょう。

ソレイユ堺は、引き続き厳しい目で財政をチェックすると共に、市民の皆様に誠実に情報発信して参ります。

ソレイユ堺は、無所属議員と、民進党所属議員とで作る８人の会派です。
竹山市政を時に支え、時には厳しくチェックをし、そして最も積極的に政
策提言し、それを実現している会派であると自負しています。4人のベテ
ラン議員と、4人の若手議員とのバランスもよく、経験と、活力を融合させ

ソレイユ堺 団長

吉川守

吉川 守（よしかわ まもる）

大毛 十一郎

北区選出 当選5回

堺区選出 当選5回

文教委員会所属

産業環境委員会所属

【略歴】ソレイユ堺団長、前・堺市議会
議長、堺市監査委員

【略歴】ソレイユ堺顧問、元・堺市議会
議長、元・クボタ労働組合役員、

堺の躍進はみんなの力で！堺のことは堺で決定！
政策実現のため、力を合わせて頑張っています！

（だいもう じゅういちろう）

ものづくりの現場の思い、働く者の声を市政に！
真面目に働く正直者が報われる社会を目指して。

山口 典子（やまぐち のりこ）

米谷 文克（こめたに ふみかつ）

堺区選出 当選5回

美原区選出 当選11回

健康福祉委員会所属（委員長）

市民人権委員会所属

【略歴】堺市女性団体協議会委員長、
生団連副会長、日本女子相撲連盟顧問

【略歴】美原町議（8期）を経て堺市議、
元・堺市議会副議長

女性、子ども、障がい者、高齢者の味方💛市民活
動30年、堺をこよなく愛し、新しい政治を実践中！

最古参議員ながら、心は３８才でソレイユ最年少。
美原区民党で頑張っています！

小堀 清次（こぼり せいじ）

木畑 匡（きばた ただし）

南区選出 当選3回

中区選出 当選2回

総務財政委員会所属

文教委員会所属（委員長）

【略歴】議会運営委員会副委員長、
元・百条委員会副委員長、

【略歴】ソレイユ堺幹事長、民進党大阪
府連幹事長、元・衆議院議員公設秘書

せいじに、せいじつ、小堀せいじ。瞬間湯沸かし
器のような情熱で、ニュータウンを再生！

住み暮らす誰もが誇りに思えるふるさと「堺」の実
現に向けて、熱い志で今日も東奔西走！

西 哲史（にし てつし）

渕上 猛志（ふちがみ たけし）

西区選出 当選2回

堺区選出 当選1回

建設委員会所属（副委員長）

総務財政委員会所属

【略歴】ソレイユ堺政調会長、元・博報堂
勤務、元・関西学院大学非常勤講師

【略歴】元・商社営業、元・衆議院議員
政策担当秘書、元・堺市長政務秘書

生まれ育った大好きな堺の為に、そして未来への
責任を果たす為に「西区の西」の挑戦は続きます。

3児の父として、子育て問題を中心に奮闘中！
新人ですから、とにかく毎日が勉強です！

【ソレイユ堺 議員控室】 堺市役所本館11階 TEL： 072-228-7204 FAX:072-223-4701 お気軽にお訪ねください！
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■第三子以降の保育料無償化

■泉北高速鉄道の通学定期補助

平成28年度から0～2歳児を対象に、平成29年度からは0～5歳児ま
でに対象を拡げ、第三子以降の保育園・幼稚園の利用料が無料に。

運賃の高さが指摘され続けてきた泉北高速鉄道も、南海高野線への接続
時の運賃が80円値下げされた。10円のみの値下げで、泉北高速を外資
に売却しようとした維新案をはねつけた、政治的な勝利だった。
堺市では、ここから更なる負担軽減を図るべく、
1日あたり約50円の通学定期利用者への補助を実施。

【H27.12大綱質疑より】
ソレイユ：国の制度変更で、子どもが３人以上いる家庭で保育料が上がって
いる。これに対し、他市では経過措置をとったところもある。多子家庭への配慮
をどのようにされるのか。
子ども青少年局長：多子世帯のさまざまな面での負担軽減などが重点課題。施策
の充実を図ってまいりたい。
【H27.12健康福祉委員会より】
ソレイユ： ３人目の子どもの保育料無料も含めて、ぜひ考えていただきたい。
市長：担当部局と十分、私も協議していきたい。

堺市を前進させる様々な施策。そのうちのいくつもが、
ソレイユ堺の提案から始まりました。すべてを解決する
魔法のような施策は存在しません。一人ひとりの市民に
寄り添った、地道で着実な施策の積み重ねの先に、「新
しい堺」「よりよいくらし」があります。これからも私
たちは、市民目線で、施策の提言を続けていきます。

（その後、第三子以降の保育料の無償化が実現）

■医療的ケア時の小規模保育
保育の受け皿が少ない、たん吸引や経管栄養注入が必要な医療的ケア
児。これらの子どもたちの保育ニーズに応える、小規模保育を整備。

■のびのびルームを使いやすく

■少人数学級へ大きく前進

■誰もが利用しやすいコンビニに

政令市への権限移譲で、堺市が独自に教員人事を担えることに。今
年度から早速、40人学級だった小学校3～6年を、38人学級に。

コンビニ事業者の協力のもと、成人向け雑誌にカバーをして、表紙の
性表現が、子どもの目につきにくいように配慮。

■小学校にエアコン
中学校につづき、小学校のすべての普通教室と、
支援教室にエアコンを設置。夏の学習環境が向上！

■トイレの洋式化

のびのびルーム（学童保育）の、夏休み、冬休み中の
開所日を増加。春休みも含め、各日の開所時間も延長。

わずか23％の学校園のトイレの洋便器率を50％に。災害時には避難
所にもなる学校園。お年寄りや、障がい者でも使いやすく！

■児童自立支援施設を整備

■全中学校に生徒指導主事

非行等で更生支援が必要な子どものための施設は、大阪府が運営して
おり、過密状態。堺の子どもを堺で更生支援するため、堺でも整備。

様々な課題を抱えた子どもが増える中、一人ひとりにきめ細かく対応
するため、全中学校に専任の生徒指導主事を配置。

■学校園へのエレベーター設置
足の不自由な児童の在籍する小中学校や、高齢者の多い夜間中学で
エレベーターの設置を推進。学びの場のバリアフリー化を。

■運転免許の自主返納サポート

■全中学校に学校司書

社会問題化する高齢者の運転事故。踏ん切りがつかない免許の自主返納
を後押しするため、返納者にタクシー券を配布。

今年度より、全中学校に専任の学校司書スタッフを配置。
子どもたちに、よりよい読書環境を提供。

■おでかけ応援バスを全日に

■学校図書費増額

高齢者が100円でバスに乗れる「おでかけ応援バス」
の利用可能日を、「5・10日」→「平日」→「全日」
へと、順次拡大。おでかけ促進が、高齢者の元気に。

H27年度より、学校図書館の図書費を増額。よりよい本を子どもらに。

■認知症の早期発見を
認知症対策は早期発見・早期治療が重要。今年度から
75歳以上の方に、セルフチェックシートを配布。

（その後、市長選マニフェストに通学定期の負担軽減が記され、このほど実現）

今年度10月より、下水道基本使用料が月額50円、20㎥
使用料が54円値下げ。今後は、府域の水道事業の一元化
を目指し、さらなる効率化と、市民への還元を。

市長：多子世帯に対する支援は大事。どんな施策がいいのか、トータルで考える。

■病児・病後児保育が充実

田村副市長：鉄道事業者と十分に協議を行い、泉北ニュータウン再生のトリガーと
なるよう、通学定期の負担軽減などを煮詰めてまいりたい

■下水道料金を値下げ

ソレイユ： 十分協議していただいて、さらなる多子世帯への支援をしていただけ
るという思いでよろしいか。

市内5カ所目の病児保育施設が中区にオープン。今年度中
に、訪問型病児保育もスタートし、全市域をカバー。

【H25.8大綱質疑より】
ソレイユ：泉北高速鉄道の運賃値下げについての取り組みと今後の決意を

■美原の新拠点整備
美原区の新拠点整備が加速。黒山地区に、ららぽーと、LIXILビバの進
出が決定。都市計画決定ができる、政令市権限があったからこそ。

■三角地の利用が決定
有効活用を求め続けてきた、堺区大浜北町の未利用の市有地（通称：
三角地）。このほど、ホテル・商業施設の誘致が決定。

■区民評議会
地域ごとの特色を活かしたまちづくりを進めるため、
区民評議会を設置。

セーフシティ、子ども、女性、
障がい者、高齢者、労働者の問題への取組みは、

堺市議会ナンバーワン！

【H26.9大綱質疑より】
ソレイユ：図書標準達成率が、近隣の政令市に比べて高いとは言えない。
もうひと頑張りして頂きたい。学校図書館の充実について今後の取組みは。
教育次長：豊かな人間性を育む上で読書は不可欠。言語活動の充実を図り、本市
がめざす総合的な学力向上に向けて、学校図書館の充実に努めてまいります。
（その後、図書費増額、学校司書配置等、学校図書館の充実が加速）

皆様からの政策提言も
お待ちしております。
市民の思いが叶う堺市
を目指して頑張ります。

トイレもね♪

綺麗になった大仙公園駐車場のトイレ

