民主党・市民連合市政だより

児童虐待を未然に防ぐために
保護者や同居者による
「子どもへの虐待」が申告な
問題になってきています。

■児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移
(資料：厚生労働省）

45,000

平成20年度の全国の児童相談所における児童虐

40,000

待に関する相談対応件数は、4万2000件にのぼり、

35,000

児童虐待防止法施行前の平成11年度の約3.5倍と

30,000

年々増加しています。

25,000

子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件
も跡を絶たず、児童虐待は依然として社会全体で早
急に取り組むべき重要な課題となっています。
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主な児童虐待の種類

子どもへの虐待では？と思ったら・・・

身体的虐待
子どもの身体に外傷が生じ、
または生じるおそれのある暴行を加えること。
■ 食事を与えない

すぐに堺市子ども相談所、
または最寄りの各区保険福祉総合センタ
ー地域福祉課に相談
（通告）
してください。
相談
（通告）
をされた方の
秘密は守られます。

■ 戸外に締め出す、
部屋に閉じ込める。

堺市子ども相談所

性的虐待
児童に猥褻行為をすること、
または子どもを性的対象にさせたり、
見せること。
■ 子どもへの性的暴力

■ 子どもへの性的行為の強要

072-276-7123

月曜日〜金曜日
（休日を除く）19：00〜17：30

夜間・休日ダイヤル

ネグレクト
（育児放棄、
監護放棄）

24時間365日対応

072-277-4300

子どもの心身の発達を妨げるような著しい減食、
もしくは長時間の放置。
■ ケガや病気をしても放置する。
病院へ行かない

■ 家に閉じ込める

心理的虐待

堺マイスタディ事業
スタート

児童相談所全国共通ダイヤル
お住まいの地域の相談所に
電話がつながります。

子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
■ 言葉による脅し、
脅迫、
無視

2010年夏号

みずたに一雄活動報告書

37,323
34,472

15,000
10,000

■ おぼれさせる

小郷一（東区） 中井國芳（南区） 辻宏雄（西区） 服部昇（西区） 大毛十一朗（堺区） 増栄陽子（堺区）
水谷一雄（北区） 池尻秀樹（北区） 西哲史（西区） 小堀清次（南区） 永田和子（南区）

40,639

20,000

告げ口や干渉と思われたくない気持ちはわかりま

■ なぐる、
ける

議員団

■ 兄弟間での差別的な扱い

0570-064-000

※PHSや一部のIP電話からはつながりません

堺市教育委員会では、児童生徒の学びの状況に応じたきめ細かな指導を通し、一人ひと
りの学力および学習意欲の向上を図ることを目的とした「堺マイスタディ事業」を平成22
年6月から実施しています。同事業は、放課後や長期休みなどを活用。小学校3〜6年およ
び中学校全学年のうち、原則として通年で参加を希望する児童生徒を対象としています。

Information

皆さまのご意見を
お寄せください。

時の経つのは早いもので、３年を迎えることになりました。みな
さまに温かいご支援いただき、心から感謝とお礼を申し上げます。
３年間の議会活動においては、自らのマニフェストを中心に活動
をさせていただきました。最も基本においていますのは「一人ひと
りのために 活力あるまち 堺」であります。昨年の総選挙に於きま
して政権交代がなされ、堺市長も代わるといった状況を迎えまし
た。まさに、市民にわかり易い行政が求められていると思っていま
す。政策と予算の整合性を求めるために私たち民主党・市民連合
は、政策にあった財政のあるべき姿、
「見える化」を図るべきと考
えています。ニセコ町の自治基本条例の制定などは、市民（町民）
にとって、税金の使い方、市民（町民）の協働のあり方について大
変わかり易いものとなっています。今、求められている市民協働型
の活力ある街づくりであると思っています。
少子高齢化社会は、私たちの経済社会に影響を与えています。国では子どもを育てる施策、高齢者への思いやりもある施
策など取り組んでいますが、私たちの地方自治としては、現場で起きている最重要な問題であり、課題解決に全力を尽くさな
ければなりません。
また、地球環境問題や自然環境破壊、そして生活環境や健康問題まで、環境問題の深刻化と地域からの行動の必要性が指摘
されています。環境基本計画の策定など環境政策とあわせて、食の問題にも積極的に踏み込むことも大切だと思っています。
「災害は忘れるまえにもやってくる！」といったフレーズが出ているように災害は頻繁に発生しています。ハイチ地震、チリなど、
世界中で起こっています。南海・東南南海地震にも備えを怠りなくしなければなりません。危機管理室の働きかけにより、防災士
の方々も増えてまいりました。各区においての活動を活性化していきたいと考えています。共助、自助体制の確立のために防災
士のネットワーク化を推進し減災への取り組みを図っていきたいと思っています。
救急救命センターの新設について１年遅れとなった案に対しても、地元のご意見や市民の皆さまのご意見を踏まえて整備を
図ることが大切であります。
建設委員会関係では、阪神高速大和線常盤ランプ、中瓦町２丁再開発事業など工事の進捗を図りながら、地元説明など説明
責任の所在を明確にして取り組みたいと思っています。阪堺線については、９９年の歴史と文化を大切にし沿線住民の方々との
支援など存続についてご意見を反映してまいります。
まだまだ十分な取り組みに至っていませんが、皆さまのご意見をいただきながら今年度の議会活動を頑張ってまいりたいと思
います。また、民主党・市民連合堺市議団の新幹事長として頑張ってまいります。さらなるご支援をお願い申し上げます。
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6 月 定 例議会 を 終えて

各期、
議会や委員会において
質問・要望した内容をまとめました。

１ 阪神高速大和川線

工法の検討内容と今後の進め方について

２ 阪堺線の存続

阪 堺 線 の 存 続 を願う！

阪堺線再生策の検討状況と課題について

３ 南海高野線連立事業

南海本線の進捗について
鉄道立体化に伴うアンケートについて

４ 武道環境の整備

武道の必修化の進捗状況について
武道館の設置（市長の考え方）について

・バスの乗継割引は、バスを含めたゾーン制なども
入れていく必要がある。

６ 青色防犯パトロール

・表定速度の向上は、場合によっては大阪市内も含
めて考える必要がある。

７ 堺都市州構想について

・阪堺線が持つ機能について、沿線の浜寺や石津な
どでは高齢者等の生活の足であり、福祉施策の面
もある。大道筋では、商業、観光の話になる。

活動状況の把握と支援策について

■市長の考える堺都市州構想とは？

■市長に武道館設置を要望しました

市長の堺都市州の構想や大阪都構想への評価など、あまり
にも曖昧で、全く理解に戸惑う点がありましたので、市長へ
猛省を我が会派は求めたいと考えています。
4月7日の夜、橋下知事と大阪都構想について、話し合った
後の記者会見で、

竹山市長に、堺市内の武道関係者から武道館設置について
要望書を提出しました。堺市は、平成１８年４月から政令都
市になり４年を迎え、市域には立派な体育館が設置されて
います。
また、日本最大級の施設を誇る、サッカーナショナルトレーニ
ングセンターが開設されました。
市民の健康づくりや堺の将来を担う青少年の健全育成に積
極的に取り組んでいます。
このように香り立つ堺市に、日本の伝統文化である武道を奨
励するための武道館の設置を要望しました。
要望の後、武道関係者が集まり、今後、武道館設置に力を合
わせていくことを確認しました。市域には多くの武道団体や
武道家の皆さんが、居られると思っています。

市長：
「基礎的な住民サービスを提供するのにどういう規模
がいいのか。たとえば、成人式に参加したかったが
７つの区で成人式がある。私は７つ行けない。最適
規模は２つくらい。分かれたら何とか時間をやりくり
して行ける。基礎自治体の首長として成人式くらい出
たいですね。」

■青色防犯パトロール補助の充実を！
青色防犯パトロールはボランティア精神を持って地域の自主
防犯に取り組んでいただいています。
犯罪の抑止力となり、犯罪を起こさせないまちづくりが重要
だと思っています。
また、街頭犯罪ではナンバープレートの盗難が多く、
自転車盗
難も上位となっています。防犯カメラの設置も有効だと言わ
れています。
町会長から
「町会費の出費も多くなってきている」
とご意見を
いただきました。
青色防犯パトロール補助の充実を要望しました。

・公共交通と阪堺線を無理に結びつけるのでなく、
阪堺線をまちの魅力として前面に出すほうが良い
のではないか。
・沿線の高齢化や堺東へのアクセス向上の対応のた
め、乗り継ぎやすくするための結節点の改善や商
業などの付加価値についても、今後検討したい。
・まちづくりや将来の高齢化と関連付けて、将来の堺
の発展に阪堺線が必要なことを言わないと、市民
のご理解は得られないのではないか。
・おでかけ応援事業の拡充をしても、ハード面でバリ
アフリー対応していないと利用者は減っていく。今
のマイナスの状況を改善していく中で、存続する場
合、一定の市の施策も必要ではないか。
・可能であれば、阪堺線と美原方面から鳳方面の軸
との結節性を持たせたい。都心のバス網との結節
は、シームレスな形は難しいので、料金抵抗の整理
がメインになると思う。

「脳脊椎液減少症に医療保険適用を！」森山ひろゆき衆議院
議員と一緒になって取り組んでいます。
難病・脳脊椎液減少症議員連盟に参加している森山議員とこ
の問題に対して、堺市義会でも病院や教育委員会を中心に
緊急性の高い課題に対して取り組んでいきます。
誰もがこの病気にかかる可能性がありながら原因も症状も
多様であるため、診断がつかず手遅れとなってしまう恐れが
あります。
医療保険適用とともに早期発見に取り組んで参りたいと考え
ています。

拉致問題を考える集い
拉致問題を考える集いに参
加しました。第１部は特定失
踪者問題の報告を荒木和博
代表からありました。第２部
は横田めぐみさんのご両親
から
「早期解決を求める訴え
」をされました。
また、拉致問
題は「危機感を持たないと
いつでも起こりうる問題」
と訴えられました。
さらに、拉致問題
解決には「世論の力が大切」
と会場に集まった方々に協力を
呼びかけられていました。楽屋、会場ホールで集まった支援
者、参加者と固く握手を交わされていました。堺市としては拉
致問題をはじめとする北朝鮮人権侵害問題に対して市民の
認識を深め、国民的課題として問題の解決に取り組むため、
毎年１２月１０日から１６日の週間を中心に、市民への啓
発を図っています。今回で３回目となる集いですが、
もっとた
くさんの方への啓発が必要と感じました。

阪堺線の存続については、阪堺線存続を願っていろんな取
り組みや意見が寄せられています。また、沿道市民、堺市や
市民にとっても歴史と文化を継続していく上でも重要な課
題であると思っています。

！
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みずたに一雄と共に活動しています

おだち源幸

小林正夫参議院議員は、生活体験から法律を直していくことを政
治の基本とされています。
おだち源幸参議院議員は、税理士・公認会計士だから人にやさし
く、お金にきびしくを基本とされています。

小林正夫

共に頑張っていきます！

としか答えなかったと仄聞しています。
基礎自治体としての役割の適正サイズに対して、成人式に
出席するか、
しないかのレベルでしか、答弁しなかったこと
がとても残念です。
地方分権、地域主権は民主党の一丁目一番地です。
我 が 民 主 党 大 阪 の 樽 床 代 表 は、大 阪 都 構 想で は なく、
「市が府の権限に左右されず完全に独立し、国と直結す
る形、“特区”のような形であるべきだ」
と表明しました。
先日の大綱質疑で小郷団長が述べたように、大阪都構想は
中央集権の地方版にすぎないのです。実際、東京都では、
東京市構想が商工会議所を中心に論議されています。
また、東 京 都 議 会 の 議 論を少しでもひもとけば、現 在、
東 京 都で はどのように 東 京 都 の 権 限 や 財 源を解 体し、
特別区に以降していくのかさせるかの議論が盛んなこと
がわ かります。まさに、大 阪 都 構 想 や 堺 都 市 州 構 想 は、
時代に逆行した中央集権的な考えといえます。
我々が意見交換をしている民主党東京都議会議員団は、
時代の逆行する、大阪に対して驚きをもって見ています。
早急に橋下知事の権限を中央集権的に強めることだけが、
主目的な大阪都構想に追随するのではなく、８４万人市民
の代表として正しい地域主権の形を示していただくよう要
望しておきます。
繰り返しになりますが、お互いに認識・アプローチの違い
はあったとしても、まずは、我々と堺市のあるべき将来に
ついて真摯な論議を尽くしながら、共に「明日の堺」を創
っていきたいと、我々は考えています。

阪堺線の再生策

５ 脳脊髄液減少症

難病対策と保険適用、学校園での周知について

記者：
「堺市は政令市だが基礎自治体としての役割を果た
すのは大きすぎますか？」

５月１４日に第３回堺市総合交通体系検討庁内委員会が開
催され、阪堺線の再生策について、論議された内容の概要
が公開されました。

脳脊髄液減少症に医療保険の適用を！

