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『ハートフルなまちづくり』をめざして―――
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※平日の日中は市役所へお電話ください。不在の時は連絡先の伝言をお願いします。

大綱質疑
１ . 市政の

見える化

３月４日

党を代表して質問に立ちました。

について

政策形成プロセスなど市民への説明責任は果たせているか？

２ . 安全・安心の子育て環境の整備について
・保育所の待機児童の解消、保育所受け入れ枠の拡充
・病児保育の拡充
・子育て支援のワンストップ窓口設置（相談・諸手続き）
・学校・保育園施設の耐震化

３ . 環境モデル都市行動計画について
４ . 環境関連ビジネスについて
５ . 学校の芝生化について

4 面に関連記事

子ども青少年健全育成調査特別委員会 ２月８日
■保育所の待機児ゼロへの取組み（保育所の新設など）
を要望しました。

Q
A

本市における保育所入所待機児童の状況は？

Q

本年４月の入所希望数は増加し、待機児も再び増加すると思われるが、
待機児ゼロ に向けた H２２年度の取り組みは？

A

新たに創設する保育所４か所で３６０人分の定員増。（北区
に２か所、西区に２か所）また、既存保育所の増改築、保
育所分園の新設、認証保育所や私立幼稚園での預かり保
育の拡充など、合計で約８００人の受け入れ枠を拡大。

平成２１年４月 1 日の待機児数は３４５人。
過去の待機児数の推移は、増加傾向が H１６年度８６８人をピークに、H１８年度４６３人、
H２０年度３１１人と取り組み効果で毎年減少。 しかし昨今の景気低迷による所得の減少な
どで、入所のニーズはさらに高まり、市の施策が追いつかない状況。

竹山市長答弁：平成２５年を目標に待機児解消に取り組む。

■携帯電話の取り扱い、ネットいじめ、有害サイトへ
のアクセスなど、児童・生徒の情報モラル教育をさらに
強化、拡充すべき！
また、保護者への研修機会を工夫するよう要望しました。

・携帯電話 所持率

小学生 4 割超・中学生 6 割超
（H20 年度本市調査）

みやもっちゃんだより

（２）

堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（NTC）
オープニングイベントに参加 ３月２８日
式典には、高円宮妃殿下がお見えになりました。
日本最大規模のサッカーをはじめとするスポーツ・レクリ
エーション活動の場がいよいよ始動。
市民の皆様の健康づくりや青少年の健全育成を推進。
サッカー日本代表チームが遠征前の調整に、ここ堺の
NTC が利用される日も、そう遠くないかもしれませんね。

サッカーピッチ 14 面 フットサルピッチ 8 面
場所：堺区築港八幡町

学校の校庭芝生化を視察！２月３日
「鳥取方式」という、安価で強い苗芝を
使い、低コストで維持管理も労力をかけず
に芝生化を実現した学校を訪問。学校、保
護者はもちろん、
地域の皆さんの熱
い思いなくしては
実現できないと実
感しました。
また、児童が転
んだ時の擦り傷が、
全くなくなったそ
うです。

写真：島根県安来市社日小学校

中心者の方と

美化清掃活動に参加！
魅力あふれる百舌鳥野をつくる会 （百
舌鳥・西百舌鳥・中百舌鳥校区）で定期的
に行っている美化活動。この日も我が町を
愛する方々が参加されました。（３月１４日）

使い終わった食用油、
皆さんはどう処分していますか？
ボランティア活動として、使用
済み油の回収をしています。
その廃油が、なんと！車の燃料
としてリサイクルされているんです。
環境問題に熱心に取り組んでいる
NPO の皆さんの活動に賛同し、
月に一回、地域で回収しています。
身近にできる環境への取り組み、
皆さんも一緒に取り組んでいきま
せんか！

みやもっちゃんだより

（３）

安心して暮らせるまちづくり！
安心
南海高野線 百舌鳥八幡駅 エレベーター設置予定！
！
バリアフリー化予算がH22年度予算に計上。
踏み切りの拡幅が完了されて早いもので３年がた
ちました。 住民の皆様のお声をいただき、これま
で要望を続けてきた百舌鳥八幡駅のバリアフリー化。
ようやく今回、動き出しました。
堺市では鉄道駅が２９駅あります。 そのうち、一
日の乗降客が５０００人以上ある駅が優先され、バリ
アフリー化がすすめられてきました。
しかし、百舌鳥八幡駅は乗降客が５０００人以下の
ため、計画を尋ねても、なかなか回答がもらえま
せんでした。 今回 H22 年度予算に計上され、工
事完了時期は未定ですが、一日も早い設置を要望
してまいります。

歩道部の点字ブロックの
補修が完了！

安全対策・LED信号機設置を要望！
住民の皆さんの要望で
カーブミラーの設置が完了！ 地元自治会長さんより「歩行者と車の分離交
差点だが、一部認識のない方がおられ危険。 ぜ
ひ安全対策を検討してほしい」とのお声を頂く。
北堺警察署と連携をとり、歩車分離であることの
立て看板 を設置。
また、色の見やすい LED 信号機 への付け
替えが決定。 年内には設置と聞いていますが、
一日も早い付け替えを要望しています。

場所：泉北１号線もず陵南町
・北条町付近

場所：百舌鳥梅町２丁６２９付近

21Cカトレアグループ

場所：陵南中学校横交差点

平成21年度分のご報告

・書き損じはがき 45,224円分（手数料含む）
ダルニー奨学金として、お届けしました。
・古切手
27,040枚
・使用済みプリペイドカード
2,995枚
社会福祉協議会へお届けしました。（3月11日）
皆様のご協力に感謝申し上げますとともに、H22年度も
引き続きよろしくお願い申し上げます。
― 21Cカトレアグループ一同 ―
代表 岩沢美恵子
＊解説

ダルニー奨学金：書き損じはがき1万円分で、タイやラオスの子どもひとりが、1年間授業を受けることができます。
使用済みプリペイドカード・古切手：堺市内のボランティアグループを通じて、アジア少数民族の支援や障害者など
の支援に役立てられています。

みやもっちゃんだより

（４）

３月２９日 本会議
・３月議会では、平成２２年度の予算案をはじめ、各諸議案が提案されました。
・２月２３日の初日本会議では、現在１名の副市長が３名になる人事が承認されました。
・新副市長には、前総務局長の芳賀俊洋氏と前財政局長の五嶋青也氏が就任しました。
・３月４日の本会議では、党を代表して大綱質疑（1面に掲載）

◎要望が、平成22年度当初予算へ反映されました！
子育て

教

■今まで要望してきた、「子どもの医療費助成制度」 が大幅
拡充します。 将来制度が縮小されることのないように財源
の確保を求めました。（下図）

状

■今年は、国民読書年。 多くの人が良書に触れ、心豊かな人
生を築き、ひいては、社会の諸課題解決の糸口になること
を強調。 また、図書館の利用時間も拡大します。

平成２２年７月より

小学校就学前
所得制限あり

■「中学校のランチサポート事業」 のモデル実施７校に２２００万
円。 これは、昨年実施された２校の需要が低かったため、
再調査をします。 価格や内容の検討を求めました。
■教育改革では、教育の充実を図るために現場を応援するサ
ポーターを拡充するとの答えがありました。

乳幼児（子ども）医療費
助成制度が拡充 ！
現

育

中学校3年生まで
所得制限なし

図書館の利用日・時間が拡充！
定例休館日

（ただし、一部負担金は従来通りとなります）

開館時間

■「保育所入所待機児童の解消」 として、４カ所の民間保育所
の創設などをあわせ約８００人の定員増で約３０億円。

雇

■雇用対策の一環として福祉・介護などの人材不足や成長分
野の中小企業に派遣し、働きながら企業における実習や講
義などの座学研修により職業能力開発を行う「堺ＪＯＢチャ
レンジ推進事業」 に９３００万円、「緊急雇用創出事業」 に約
４億３千万円。

医療・福祉
予算の概要

平 成２２年 度 一 般 会 計 予 算 は 、
で、子ども手当分を除くと前年度

の影響により２５％減の７８億円。 シ
ャープ効果で固定資産税が７％増の
５７４億円で、市税全体では１２９２億
円の０．１％減にとどまりました。

286

310

境

■「小中学校への太陽光発電設置事業」 に約２４００万円。
■戸建て住宅や共同住宅や事業所、１５００件への太陽光発電
設備の設置補助である「まちなかソーラー発電所推進事業」
に３億５４００万円。

地方贈与税など
181
（6％）

市債
352
（11％）

比０.７％減となります。
歳入では、法人市民税は、不況

月

■救急救命医療を担う「新堺病院整備」 に５億５８００万円など
があげられました。 また、ご要望の多い 「お出かけ応援バ
スの拡充」については、当初予算で現状維持となりましたが、
今後も補正予算での拡充を求めて参ります。

地方交付税
211（6％）

総額３２７６億円（前年度比２.６％増）

拡充後

月・祝日

月〜金10：00〜19：30 月〜金10：00〜20：00
土・日10：00〜17：00 土・日10：00〜18：00

開館日数

環

用

現状

歳入

補助費等
232（9％）
繰越金
280
（9％）

市税
1,292
（39％）

物件費
412
（13％）

3276億円
国・府支出金
870
（27％）

その他
161
（5％）

諸収入
133（4％）
使用料・手数料
76（2％）

貸付金等
131
（4％）

単位：億円
人件費
565
（17％）

歳出
3276億円

普通建設事業費
公債費
420
285
（13％）
（9％）

扶助費
951
（28％）

