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市民相談◎市役所控室／当番日毎週月曜日☎228−7203（直通）◎自宅事務所／☎252−0780
※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。

堺市議会定例会が閉会し、記者会見を開催！
！
12月17日 最終本会議としては異例の長時間審議となり、記者会見は19時スタート

市民会館建替え事業について

議会概要

マイナンバーについて

（一般会計補正予算案）

（堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例）

●平成30年 秋開館予定の

●マイナンバー法に基づく個人番号の利用や、特定個人
情報の提供について、必要な事項を定めるための条例。

堺市民芸術文化ホールの
建 設について、「基 本 設
計をやり直し、以前と同
規模の建替えとすべき」
また「2,0 0 0席の大ホー
ルを持つ目的は、旧施設
で開催ができなかった優れた舞台芸術や多彩な公演を
市民に見ていただくため」等、賛否両意見がでました。
●審議の結果、最終本会議において本予算案は賛成多
数で可決しました。
（公明党は議案に賛成）

廃棄物処理に関する条例の
一部改正について
●一般ごみを清掃工場に直接搬入する処理手数料につい
て、改正案は最低単位10㎏ごとに170円を、100㎏まで
一律1,700円に見直す改正案（超える場合10㎏ごとに
170円を加算）
●目的は、少量の搬入を100㎏程度で搬入するよう促す
ことで、搬入車両の混雑緩和や渋滞待ち時間が解消さ
れ、廃棄物の処分を円滑にするため。

●議員から「個人番号カードの交付については、本人確
認が重要かつ、個人情報保護の体制強化も必要。ま
た、利便性向上やカードの普及には、証明書などコン
ビニ交付の導入が必要」
「いたずらに利用範囲を広げ
ないよう、慎重に取り扱うべき」等の意見がでました。
●審議の結果、最終本会議において本条例案を全会一
致で可決しました。

小林由佳議員の政務活動費
（23〜26年度分）の使途について
●昨年9月の住民監査請求の監査結果を受け、市長は小
林議員に対し1,040万円を返還請求。当時、雇用関係
にあった黒瀬議員も関与し、実際には作成・配布のな
い広報チラシの印刷代・ポスティング費用を、政務活
動費から支出した問題が大きく報道されました。
●本市議会では、正副議長等4役による両議員へのヒア
リング調査を実施。また議会運営委員会や議員総会を
開催し、質問・調査。しかし疑惑は消えませんでした。
●「議会に対する信頼の失墜」等の責任を重く問うとし
て、両議員へ問責決議案を議員提案し、可決。

●産業環境委員会では「極端に手数料を上げるのではな
く、市民が納得するように、緩やかに変動させる方がよ
い」「市民が値上げだと誤解しないように、条例案の
中身の説明を周知徹底すべき」等意見がでました。

●支出者である「堺市長より刑事告訴することを求める
決議案」、議会で調査を実施する「100条委員会を設
置する決議案」2本を議員提案。賛成多数で可決。

●また、
「平成28年４月１日〜９月30日までは、処理手数
料の最低単位を50㎏まで一律850円」の経過措置を
設ける修正案がだされ、全会一致で可決しました。

●委員13人で構成する100条委員会を設置。1月には
12日、22日に委員会を開催。引き続き真相解明と適
正運用に努めてまいります
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宮本恵子 議員活動報告

堺市危機管理室幹部と防災士会 近畿地方整備局・堺市防災訓練を実施！
（11月5日）
との意見交換会に参加！（12月21日） いつ起きてもおかしくないと言わ
堺市における防災士の掌握と役割・活躍等について話合い
ました。
終了後、市役所地下にある「防災備蓄倉庫」を見学。乾パ
ンやα米等の非常食や簡易組立て式トイレ等が置いてありま
したが、きちんと整理されているとは言えない感じでした。
万一に備え、定期的な点検と整理が必要です。

れている「南海トラフ大地震」を想
定し、総勢6,500名が参加の大規模
災害訓練に出席。
私も防災士として、崩れたコンク
リートブロックを油圧で押し上げ、
被災者を救助する訓練をしました。

堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点にて

堺市消防出初式に出席（1月7日）
東日本大震災より5年、阪神淡路大震災より21年。
過去の教訓を生かし、堺市では、今後起こると想定
される南海トラフ及び上町断層地震等大規模災害への
対策を継続し取組んでいます。
本年が、災害のない平穏な年となることを願います。

金岡公園野球場にて

「仁徳陵古墳」記念500円硬貨
引換え中です！
地方自治法施行60周年
をきっかけに、財務省が
地域の活性化を目的に順
次都道府県ごとに発行し
ています。大阪では世界に誇る歴史文化をテーマ
に世界遺産をめざす仁徳陵古墳を堺市が府を通じ
て推薦し、造幣局がデザイン。
記念硬貨は偽造防止のため異なる種類の金属を
組み合わせる「バイカラー・クラッド」が特徴。1月
20日から引換えがスタートしています。
引換え場所 : ゆうちょを含む各銀行等金融機関、
本市博物館や観光案内所等。

北野堺消防局長等とともに

国際議員連盟が交流事業！ （1月15日）
今回は17名が堺市議会との交流に来られ、4つに分かれてトーク。
私のグループは、米国、インドネシア、韓国2名のメンバー。
「日本は
ネット環境が遅い」
「堺の観光案内が海外の人にわかりにくい」等貴
重な意見をいただきました。将来、自国のみならず、世界を牽引する
人材にと願います。

本会議場にて

宮本恵子 議員活動報告

歯っぴー健康フェアが盛況！

（11月23日）

14歳以下のお子さん対象のフッ素塗布
は順番待ちの列。また、口腔内細菌数チェ
ックや在宅歯科相談なども実施。休日を惜
しまず携わって頂く先生方に感謝です！
2025年問題（団塊の世代が75歳以上
に）を目前に、いくつになっても住み慣れた地域で暮らすための環境
整備が急務。そして歯の健康や口の中の衛生は健康保持のためにと
っても重要です。在宅診療を進めるための環境整備も必要です。
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竹山市長へ

（11月11日）

平成28年度予算の要望！
市民の皆様からお預かりしております様々な
要望について、各所管委員会ごとに分類し、75項
目を記載した要望書を竹山市長へ手渡しました。
質疑応答の時間も取り、市長と意見交換を行い
ました。次の議会でもしっかりと議論をし、実現
に向けて取組んでまいります。

戴帽式に出席！〜堺看護専門学校（11月28日）
厳かに准看護科36名、看護第一学科39名
がキャップを被してもらい、ロウソクに灯りを
点し整列。ナイチンゲールの魂で看護しつつ
生きる日々に、前途洋々であれ！と祈ります。

東京 芝浦水再生センターを視察！
（11月17日）
下水処理場の地上を活用し、32階建ビル 品川シーズンテ
ラス が民間との共同で昨春竣工。ワンフロアはなんと1500
坪もあり、家賃収入は一般会計と下水道会計に入るとのこと。
素晴らしい公共施設の有効活用
がなされ、堺市でもこの考え方を使
えないものか検討してまいります。

Ｊ-Green堺 （12月27日）
人工芝フィールド 増設記念式典
〜少年・少女の夢の実現へ！
市民の声により、今回2面増設され、全16面となりました。
式典の後、U12少年サッカーチームの試合も行われま
した。
また「女子小中学生チームについて、指導者不足や支援
体制などの課題があり、堺市の取組みをぜひ！」と、保護者か
らご意見をいただき、即市長へ申し入れをいたしました。

北区域交流まつりが開催！（10月31日）
15回を数える今回のまつりは、遠路熊本から くまもん
が、お祝いに来てくれました。また、今回は10月31日開催のた
め、ハロウィンを意識
された仮 装 の親子 も
おられました。
７区の中で、最も子
育て世代が多い北
区 。地 域 で の 子育 て
支 援や世代間の交 流
がこれ からも 盛 んで
あ ることを 期 待 い た
します。

金岡公園野球場にて

宮本恵子 議員活動報告
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成人の日 おめでとうございます！（1月11日）

陵南中学校卒業生 成人の集い

成人の日を迎えた方は全国で121万人、堺市北区では約1400人の方々。
2015年ノーベル賞受賞の大村智さんは若者にこう言っています。
「成功
した人はあまり失敗を言わないが、人の倍や3倍も失敗している。失敗を
繰り返して、やりたい事をやりなさい」と。この言葉を贈りたい。

区の成人式の後、卒業校へ約140人
が集結。なつかしい当時の先生方もお
祝いに集まってくれました。
みんな立派に成長しましたね (*^̲^*)

堺市産業振興センターイベントホールにて

校長とソフトボール部の仲間たち

（1月17日）
楽しい餅つき会で
コミュニケーションづくり！
近年、自治会加入率が低下す
る中、この住宅地では、お互いの
顔が見える軒数で力を合わせ、
新たな自治会を設立・運営。お子
さんが誕生され、6回目を数える
餅つきは益々賑やかです。

2月定例会日程
2月23日（火）13時 本会議【提案理由説明】
3月 1 日（火）10時 本会議【大綱質疑(1)】
3月 2 日（水）10時 本会議【大綱質疑(2)】
本会議【大綱質疑(3)】
3月 3 日（木）10時

3月 8 日（火）10時
（3月 9 日（水）予備日）

3月10日（木）10時
（3月11日（金）予備日）

北区選出

宮本けいこ
【略歴】
市議５期。
（現）堺市議会副議長。
堺市監査委員、
健康福祉委員会委員長等歴任。
趣味：フルート演奏、茶華道。

3月14日（月）10時
（3月15日（火）予備日）

予算審査特別委員会
【正副委員長互選・分科会設置】
市民人権委員会・予算審査分科会
産業環境委員会・予算審査分科会
建設委員会・予算審査分科会
文教委員会・予算審査分科会
総務財政委員会・予算審査分科会
健康福祉委員会・予算審査分科会

3月17日（木）10時 予算審査特別委員会
3月18日（金）10時 【報告、総括質疑・討論・採決】
3月25日（金）10時 本会議【採決】
2月19日（金）
・24日（水）
・3月23日（水）に
議会運営委員会が開催されます

フェイスブックで日々の
活動をお知らせします！
facebook.com/miyamocchan39

◎公明党控室当番日／毎週月曜日
☎228ー7203（直通）

市民
（要予約・無料）
相談 ◎無料の弁護士相談
毎週火曜日 午後1:00〜3:00実施！

