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ごあいさつ
新年おめでとうございます。
昨年は、私「しばた 一（はじめ）」にあたたかいご理解、ご支援を賜り感謝申し上げます。
皆様にとって本年が、すばらしい一年になりますようお祈り申し上げます。
新年にあたり「はじめ通信」No.25を発行することになりました。
ぜひ、ご一読いただき、忌憚のないご意見、ご感想をいただければ幸いです。
私の願いは、
「市政発展と市民のくらし・生活の向上、そして地元北区を住みやすい、くらし
やすい街（まち）にする」ことです。
そのために、市政や地域課題のニーズをキャッチし、その実現に邁進していきます。
本年も変わらぬご支援を、よろしくお願いいたします。
平成26年1月

昨年11月14日
（会派より）

予算要望書を竹山市長に手渡す
かんよう

行政運営においては、常に税源涵養を図り、
費用対効果をみながらスクラップアンドビルド
を政策立案の基本と……
公明党堺市議会議員団は、どこまでも人間
主義に立脚した確かなビジョンに基づく「ひと
が輝き元気のある街・堺」創造のため、ここに平
成26年度の予算編成にあたっての重点項目
63項目を要望いたします。

泉北高速鉄道
売却白紙に!
大阪府議会で否決（H25.12.16）
泉北高速鉄道を運営する府の第三セ
クター（OTC）の株式を米投資ファンド
「ローンスター」に売却する議案につい
て、府議会は12月16日、本会議で否
決、株式売却は白紙に。

・泉北地域を含め利用者にとって、高い運賃、定
期代を長年支払ってきた経過があり、以前より
値下げを期待する住民の声が通じ、よかったの
では
・民営化そのものは問題ないが、今回の問題は、
選定内容に甚だ疑問
選定内容に甚だ疑 が残り、このような混乱を
招いたのは間違いない（資料参照）
・堺市議会も地元の民意をキャッチし、12月4日
本会議で、白紙撤回の決議を可決、後日竹山市
長と議員団で府庁に行き、直接知事に要望

今後は・
・
・
議案が否決され、選考次点の南海電鉄
の提案も含め、白紙になりました。

今回の感想、堺市議会の動き

資料…公募の両社の提案内容
（12月11日毎日新聞）

開かれた堺市議会に 第3回議会報告会開催

堺市は平成25年4月から「議会基
本条例」を施行し、今回で3回目の
「議会報告会」を11月17日（日）に
堺市の本会議場で開催、私も初参
加、傍聴参加の市民の問いに答えさ
せていただきました。

議会活動

10月2日開催

安全・安心なまちづくり調査特別委員会
■質問骨子
1.「河川氾濫の危機管理について」
（昨年の9月の台風18号被害について）
2.「マンションの防災支援策について」の2項目を質疑

要

1.今回の市の対応を時系列に確認したうえで、要望として、
①避難指示、勧告の指針（ガイドライン）の設定
②広報徹底
（広報車の拡充・まち中での広報表示。大阪市内（右写真）を参考に）

望

（大阪市内）

2.・自治会にも防災関連の補助を!
・マンション防災力向上の支援を、新築に限らず、中古物件も！

（東京都墨田区*「すみだ良質な集合住宅認定制度」を紹介）
*防災の認定基準をクリアするための整備費や避難訓練などに区から補助が出ている
大和川の増水

（担当）
大綱質疑「生活保護行政について」
■質問項目
・本市の現状、動向
・ケースワーカーを含めた実施体制について
・支給体制は（河内長野市の担当職員の不正支出事件を受け）
・堺独自の取り組みと今後の方向性

■答弁

要

・25,974人ー11月時点ー保護率3.05%、対前年比+1.0%
・ケースワーカー（CW）の充足率は政令市平均より低いが、専門的な非常勤職員を配置し、CWを支える
・保護費決定と支払い担当で役割分担、業務に応じて専用のパスワードを付与
・「堺市被保護者キャリアサポート事業」、
「堺市被保護者キャリアナビ事業」の実施、キャリアナビは、
昨年度809人の就労実績
・CWの充足率を政令市平均、有資格のCW増員、
・給付の適正化は、薬剤師（政令市で初めて）
とCWが
・CW、担当職員の資質向上・保護費減額に対して、
協力し、不適切な調剤の重複処方の解消に取り組ん
CWが丁寧な説明を
でいる

望

実現します！〜お知らせ〜
計画予定

JR阪和線「堺市駅」に
エレベーターを設置！
H24年度―調査
H25年度―設計
H26年度―工事着工〜完成予定

常磐浜寺線にかかる
古い歩道橋（五ケ荘歩道橋）を撤去！
今年度3月までに撤去実現！
来年度4月以降、交差点整備！
＊予定（H26/1月業者決定、1月末から工事開始）

設置予定地

街の安全・安心へ
○信号のない交差点の安全対策

○安全対策（金岡町）

○通学路の安全点検へ植栽の
一斉剪定（奥本町）

行き止まりの標識設置

○道路断面の段差解消（東浅香山町）

バリカ増設・自転車の安全標識・交差点中央の表示

○マンホールの滑り止め加工
北 区 東 浅 香 山 町 2 丁 のマンホー ル
2箇所の滑り止め加工（人や自転車の
往来が増え、坂道なので雨等の関係
で滑って危険との地域住民の声を、
7月末にお聞きし、8月26日に完成）

カーブミラー設置

ホームページもご覧ください。
地域のこと、市政や議会活動など、
ブログ
（はじめ日記、活動日誌）
ツイッターも配信しています。
フェイスブックはじめました。

○グリーンマンション前の公園内の照明の
明るさアップ（常磐町）

照明カバーの形状変更
（10基全て）

芝田はじめ
芝田は
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佐賀県武雄市

視察

平成12年に開館した武雄市図書館・
歴史資料館が昨年4月にリニューア
ルオープン（6か月間の来館者数が
50万人を突破）貸し出し数は30万冊
になっており、全国の自治体が注目
◇市民価値の高い施設と運営のため、民間（CCC）の力を活用し
新たな公共施設を創った

効果 ・開架10万冊から20万冊へ
・雑誌販売の導入（文具）
・電子端末を活用した検索サービス（iPad)
・カフェ・ダイニングの導入（スターバックスの出店）
・自動貸出機、分類方、空間など
・Tカード、Tポイントの導入（同意、選択制）
・365日、朝9時〜夜9時までの開館時間 等々

やはり一番感動し、よかったのは、樋渡市長自らの
説明。
リーダーシップで、推進してきたことの内容に
感動。今後の武雄市の戦略プランなども披露され、
うーんそこまでやるか、の感。

マイbook

《軽減税率》

昨年興味を引いた本を紹介

・「居眠り磐音

消費税10%導入時導入決定!
国民が納得する制度へ、

江戸双紙」シリーズ

（現在45巻刊行）佐伯泰英

公明党の主張が反映!

著

昨年から読みはじめ、読み出したら痛快、面白い
・「天祐なり」

幸田真音

先進国の多くで以前より導入

著

不世出な財政家、高橋是清を主人公にした本

◇軽減税率の目的は、生活必需品などの消費税率を
低く抑え、国民のくらしに寄与する

昭和初期のリフレ政策の立役者、彼の真骨頂は危機に際して
の現実主義にあり、果断な措置で多くの国家的な難局に対処
・「不格好経営」

南場智子

◇軽減税率10%導入時導入決定
= 条件（財源確保や国民の理解を得た上で）

著

今やプロ野球球団を持つDeNAの創業者の面白い経営経験

◇制度設計来年末までに詳細な内容については、
2014年12月までに結論を得る

は、なぜか気取らなくていい感じ
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うど 年︒

年前はと言えば︑高度成長時代︑その象徴の東

京オリンピック開催の年︑日本は国を挙げてイン

フラ整備を進めました︒

最近︑一昨年に起きた中央道の笹子トンネルの天
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井崩落事故を受け︑
こういったインフラの保全改
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修整備が︑
急を要すると指摘されています︒

一般的には︑
コンクリートの寿命は 〜 年ぐら

いだそうです︒昨年の臨時国会では︑我々の主張

を 取 り 入 れ た防 災 ︑減 災ニューディールの﹁ 国 土

強靭化基本法﹂も成立いたしました︒

年 といえば半 世 紀にあ たり ます ︒半 世 紀に渡

り 存 在 感 を示 す ︑輝 く ︑耳 目 を集 めることは︑今

やＩＴ︑グローバル化の時代において至難の業で

あります︒

人も組織も同じ︑そのため︑不断の努力が必要で

あります︒

公明党 も︑
結党当時は︑大きな企業団体や労働組

合に︑声が届けられない人たちのために結党され
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ました︒まさに﹁大衆のため﹂が党是で︑そのもの

年間で大きな評価を得たところであります︒

であります︒たゆまぬ実績の積み上げで︑
この

一 昨 年の総 選 挙 後 ︑再び与 党にも 参 画 させてい

ただき︑大きな使命と責任を頂戴しました︒どこ

までも国民の声︑声なき声を実現するために戦っ

誓い︑行動するのがこの 周年であると我々は考

ていくのが党の使命であります︒民衆への奉仕を

えます ︒節 目の年 ︑今 後 ともご支 援 ︑ご鞭 撻 をよ

ろしくお願いいたします︒
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