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橋本行史　きょうの、ローカルガバナンスの授業を始めます。

　さきにご案内しておりましたように、きょうは、とてもお忙しい中を堺市の市長においでい

ただいております。既に講演の内容は、ポスター等に掲示してあるとおりでございますが、ま

ず私が、堺市長の経歴を少しここでご紹介させていただきます。

　堺市長の竹山修身様は、昭和50年の 4月に大阪府の職員としてご就職なされまして、その後、

平成元年に南河内郡美原町の助役を経験されていらっしゃいます。そして、総務部行政改革室

長、府議会事務局長、商工労働部長、さらに政策企画部長を経て、平成21年 9 月に堺市長選に

立候補されまして、見事、初当選されております。現在、平成23年 6 月ということで、ほぼ 2

年を経過しようとしているところでございます。

　先ほど堺市長とお話ししていたときに、正直に申し上げたんですが、全国を調査のために歩

いたと言っております私でございますが、実は堺市には行ったことがございません。ただ、学

生の卒業論文指導で少しは勉強しております。そこから知り得た課題を堺市長がきょう、どう

言われるのか楽しみにしております。

　一つは、東京への一極集中が進む中、関西の地盤沈下が言われておりますが、その中でも堺

市はいち早くプレゼンスを低下させているともいえます。私たちは中学校、高校の歴史の教科

書で昔の堺のことは知っているけども、堺市が今、何をやっているのかはわからない。シマノ

という自転車の変速機をつくっている会社は知っていても、堺市のことは知らない。堺市を知

らない理由は何かということを学生の論文から見ると、新幹線から外れている、JRからちょっ

と南過ぎるという交通の問題が第 1にあるようでございます。ただ、南北交通はかなり発達し

ており、堺市の課題としては、東西交通にあるということでございました。

　もう一つは、堺の地域発展についてでありますが、沿岸部に大規模工場が張りついておって

結構な生産高にある。他方、内陸部には、我々はあんまり知らない中小の工場群が発達してい

る。堺市全体としてみれば、沿岸部の大工場地帯、そして内陸部の中小工場地帯という二重構

造になっているということでございます。

　今後の課題として、今挙げた二つの交通の連携問題、そして産業分布による地域格差の問題

を克服して、堺市が、歴史、文化都市として発展することを期待するというのが学生の論文内
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容でありました。そのあたりも十分聞かせていただけるんじゃないかと思っております。

　本日の講演を聞くに際して、皆さん方には、堺市長に失礼がないようによろしくお願いした

いと思います。

　それでは、最初に、ご講演の準備をいただきました法学研究所所長の佐藤先生のほうからご

あいさつをお願いいたします。

佐藤やよひ　きょうは皆さん、たくさんお集まりいただいてどうもありがとうございます。法学

研究所長の佐藤でございます。

　竹山市長とは、非常に長いおつき合いです。私の方が市長よりも若いのだと言いたいところ

なんですけど、同窓でございます。その関係で、大変お忙しいところを学生さんのためになる

んだったらということで、非常にお忙しい中、時間を割いていただきました。皆さんご清聴、

よろしくお願いします。

橋本行史　一つだけお願い申し上げます。本日の講演の風景につきましては、デジタルカメラで

写真撮影をさせていただきたいと思います。法学研究所のホームページで公開させていただき

ますので、皆様方のご了承をお願いいたします。主に市長中心でございますが、皆さん方も一

部写ることがございますから、そのときはご了承いただきたいと思います。

　それでは、竹山修身市長、よろしくお願いいたします。

竹山修身　皆さん、こんにちは。堺市長の竹山でございます。

　先ほどご紹介いただいた法学研究所長の佐藤さんとは、小学 1年からのおつき合いでして、

小学、中学、高校とずっと一緒でございました。 1年のとき、私は悪ガキやったんですけど、

佐藤先生はお姉さん的な存在でして、今でもその面影が残っております。こういう形で皆さん

方とお話しする機会を得られまして、本当にありがたいと思っております。特に昨年 4月には、

関西大学の人間健康学部を堺市内にオープンしていただきました。自治体の使命は、まさに市

民の命と暮らしを守ることということでございます。健康という切り口で、これからも関西大

学と連携していきたいと思っております。

　まず最初に、テーマは、挑戦と創造「さかい未来・夢コンパス」という、今年の 3月に策定

しました堺市のこれからの10年の指針となるべきものについて、主に説明させていただきたい

と思っております。

　まず最初に、レジュメに載せてないところからお話ししたいと思います。

　一昨年の10月、関西政界に激震が走りました。そしてそれは「堺ショック」と呼ばれました。

自民、民主、公明、社民党まで推薦した現職の市長さんが選挙で敗れまして、私が勝ちました。

ほとんどそれまでは、政党推薦のない者は市長選挙で勝つことはなかったんです。私は、草の

根の選挙をして、すべての施策を市民目線で見直すことから始めていこうという訴えかけをい

たしました。そして、選挙の終盤から橋下知事と一緒に戦いました。そして、4万8,000票の大

差をつけて勝たせていただきました。これを「堺ショック」と朝日新聞が名づけました。この

「堺ショック」が、現在まで続く新しい地方政界の枠組みをつくる契機となっております。

　堺のあとにすぐ、神戸市長選挙がございました。現職の神戸市長は、堺市長選挙の結果を見
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て、政党推薦をもらって、なれ合いだと言われたら、これは絶対負けるなと思われたのではな

いかと推測します。すべての政党からの推薦なしということで、IT企業の社長さんと戦って、

辛勝されました。神戸市長の、政党とのなれ合いということについての危機感がそこにあらわ

れていたのではないかと思います。

　それから昨年 4月に、地域政党「大阪維新の会」が生まれました。これはナショナルパーテ

ィーではなく、地域の政治課題を担っていくという政党でございます。その政党は、橋下知事

が代表を兼ねておりまして、大阪府議会、大阪市議会、そして堺市議会において、今回の統一

地方選挙において候補者を出しました。その結果、大阪府議会では圧倒的な多数を持って、今、

過半数を占めております。そして、大阪市議会、堺市議会においても、第一党の地位を占めま

した。これは、今まで考えられなかったことなんですね。従来は既成の政党の枠組で、地方の

政治も議論していく、打ち立てていくということでしたけど、まさに、地域の住民の視点に立

って、地域の政治は、地域みずから決めていくというふうな枠組みで築き上げているという流

れでございます。

　私が、市長選挙に出たときは、まだ、「大阪維新の会」はできていませんでしたが、その動き

はありました。一部の府議が私を推していただきました。その当時私を応援して下さった方が

言います。今の「大阪維新の会」は、堺市長選挙で勝ったから生まれた。現在、大阪都構想と

いう大きなビジョンを掲げて、次の大阪秋の陣、大阪市長選挙を戦おうとしていると。

　私は、34年 4 カ月、大阪府の職員をしていました。堺生まれ、堺育ちで、堺が好きでした。

そして、堺市政に対する強い関心がございました。現職の方がもう一度出られるという動きが

ありました。そのときに、堺を愛してる者が、堺の政治に主体的にかかわらんとあかんの違う

かということで、私は大阪府の職員を自己都合退職して、たった 1人で市長選挙にチャレンジ

しました。そのときついてきてくれたのは、議会事務局長時代の私の元の部下で議事課長をし

ていた関西大学出身の 1人と、私の一番末の娘でした。この 3人で市長選挙を戦ってます。 3

人では勝てるわけはありませんので、私は中学、高校の同級生と先輩、後輩の皆さん方に、私

の選挙手伝うてやと、堺を根本的に市民の目線で変えたいんやと、そして、すべての施策を総

点検しながら、議員の目線じゃなくて、市民の目線でとらえ直したいという形でお願いしまし

た。そしたら、殿馬場中学と三国丘高校の先輩、後輩方が、すべて手弁当で助けたるというこ

とで、街頭の駅ビラから、電話作戦から、すべての選挙活動について無償の奉仕をしていただ

きました。

　それでも勝てるわけないやろうと思っていました。最初は 3人でやったのが、それが30人の

輪になって、300人の輪になって、3,000人の輪に広がっていったと。こういうふうに、本当に

私自身は、人口84万の市長の選挙に勝てるわけないと思いましたけど、だんだん戦っていくう

ちに、ひょっとしたら風向きが変わるん違うかと思いました。その風向きが変わると思ったの

は、 8月30日に、衆議院選挙で民主党が大勝したからです。ちょっと流れが変わってきたでと

私自身思いました。そしてその民主党も、市長選挙では、自民党と公明党と社民党と組んで、

なれ合いでやっているということを、私は市長選挙で橋下さんと一緒に訴えました。そしたら、
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すべてゼロベースで見直そうという市民の意思が私の得票につながったのではないかと思いま

す。

　皆さん方に申し上げたいのは、やっぱり一番大事なのは友達やと。友達と誠実につき合うて、

友達と腹の割ったお話ができるということが、今後の皆さん方の人生に大きな糧となり、影響

を及ぼすんじゃないかと思います。そういう意味で、皆さん方に、中学、高校、大学時代の交

友関係を大切にすることをお勧めしたいと思います。

　それでは本論に入りまして、私が今回、皆さん方にお話ししたい、アウトライン、アブスト

ラクトをご紹介します。

　第 1章は、我が愛する政令指定都市、堺市のご紹介でございます。次に、堺市マスタープラ

ン「さかい未来・夢コンパス」の内容についてご説明したいと思います。 3番目は、堺市は懸

命に行財政改革に取り組んでおります。この一端をご説明させていただきます。そして 4番目

は、皆さん方に、ぜひ、堺市に来てねと、リクルーターとして、多様な人材確保の取り組みを

してますよというご紹介をしたいと思います。 5番目は、今、自治制度のいろんな議論が行わ

れております。その中で、堺にふさわしい自治制度はどんなものかということを、私の見解を

述べたいと思います。

【 1　政令指定都市・堺市の紹介】

　それでは、堺市のプロフィールについてご説明させていただきます。堺市は、このパワーポ

イントを見ていただいてわかるとおり、大消費地、大阪市に隣接する都市型立地で、海外、国

内主要地域へのアクセス性が非常に高い都市です。

　人口84万2,000人、世帯数は34万6,000世帯、面積は150平方キロです。平成17年の 2月に旧美

原町と合併して、平成18年 4 月に政令指定都市に移行いたしました。政令指定都市になって 6

年目を迎えます。

　堺市へのアクセスは、関西大学のこの千里山キャンパスから阪急、地下鉄を乗り継いで40分、

さらには天下茶屋で乗りかえて 7分ということで、47分の至近距離にあります。また、関空か

ら車で約20分、電車で26分ということで、関空からも非常に近く、新大阪からも電車で35分と

いうところです。こういうふうに、主要地域からのアクセスが非常に良い立地です。

　広域的視点から見た堺市の状況ですが、堺市は、大阪市への昼間流出人口が大きく、ここで

も見ていただいたらわかるとおり10万4,055人が大阪市に出ていっております。そして大阪市

から入ってくるのは、 2万842人で、都合、 7万3,000人の流出があります。しかし、南大阪の

諸都市から見た場合に、堺市は流入超過となっております。例えば、泉北地域から見た場合は

1万2,000人、南河内地域から見た場合には 1万4,000人、泉南地域から見た場合は8,000人の流

入となっております。こういうことで、昼夜間人口は93.5％です。昼の人口は、夜の人口に比

べて93.5％ということです。これは 6年前のデータです。しかし最近、堺の湾岸部に、グリー

ンフロント堺、シャープを中心とするハイテク企業群が来ております。そして、65歳以上の方々

が、大阪市にお勤めに行くのをやめて、地域で活動していただいています。そういうことで、
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まだ集計は出ていませんが、昼夜間人口は93.5から95％程度になっているのではないかと思っ

ております。流出が少なくなっております。

　次に、堺市の歴史です。

　作家でタレントの中谷彰宏さんは、堺市の出身です。堺人の DNAとして、三つの顕著な特

徴があると言っておられます。一つは、南蛮貿易の DNA。二つ目は、ものづくりの DNA。三

つ目は、自由と自治の DNAを持っていると言っておられます。堺の歴史を見た場合に、この

三つの DNAがこの歴史の中から培われたものと私は思います。

　まず、古代から見ると、仁徳天皇陵古墳などの百舌鳥古墳群が 5世紀ごろにでき上がってお

ります。百舌鳥古墳群の中には、鉄器や馬の埴輪など、その当時の、まさに技術的な粋を集め

たものが入っております。私は、馬の埴輪があるというのは、ペルシャから中国、そして朝鮮

半島を経て、ユーラシア大陸の騎馬民族が堺に渡って来ていたのではないかと推論しておりま

す。そしてそこに、粋を集めたものづくりが発達しております。鉄器なり青銅器なり、そうい

ったものが当時から堺でつくられております。これが中谷さんの言う、ものづくりの DNAで

す。

　そして中世。堺は自由都市、環濠都市として栄えました。皆さん方は多分ご存じないと思い

ますけど、「黄金の日日」というのが NHKの大河ドラマでありました。呂宋助左衛門という堺

の商人が、フィリピンのルソン島に渡ってフィリピンとの交易をして、堺に帰ってきて、当時

の豊臣秀吉や諸大名と商売をして、一大豪商になった。そしてまた、豊臣秀吉の勘気をかって、

また、堺から出ていったという歴史がございます。南蛮船が堺に入港していたと言われており、

堺の商人は、東南アジアを中心に世界を駆けめぐりました。

　私は、昨年の 4月にベトナムのホイアンというまちに行きました。ホイアンというのはダナ

ンという工業都市のちょっと南側にあります。そのホイアンには、当時の堺の商人のお墓がま

だ残っているんですね。ベトナムの方が、堺の商人のお墓を守っていただいてる、そういう南

蛮貿易の DNAがございます。そして、カンボジアのプノンペンにも、堺町というのがあった

とかの国の歴史は伝えております。堺の商人が、プノンペンにも行っていたということです。

私は何とかプノンペンで堺町を発掘したいと思って、いろいろ外務省とかにもお話はしたけれ

ど、なかなか難しくて、日本人町がどこにあるかどうかもわからないと。ただ、ウドンという

町があるんですね。多分そのあたりに日本人が住んでいたのではないかと、カンボジアの人は

言っておりました。そういう南蛮貿易の歴史がある。それを我々は大事にしてます。

　中谷さん自身は東京で、タレントとして、作家として活躍しています。彼は、自分も、今、

南蛮貿易をしていると言ってます。東京でいろいろ堺を PRして、堺のために頑張って、いず

れ堺に帰ってくると中谷彰宏さんは言っています。そういうふうに堺の者は、世界に向かって

旅立って、また帰ってくるというのが堺の DNAでございます。

　三つ目、自由と自治の歴史です。堺は環濠都市として栄えましたが、織田信長の勢力によっ

て焼き討ちにするという脅しを受けまして、矢銭を払わされています。その矢銭で、織田信長

は、堺の商人から当時の最新鋭武器でございました鉄砲を買っています。そして鉄砲で織田信
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長は全国を制圧したわけです。結局、堺の町は、焼き討ちを免れて、鉄砲を売って矢銭をその

まま自分のところに戻しています。そして自由と自治の歴史を守った。豊臣秀吉に対しても、

千利休は意に反する命令を受けて、最後は切腹させられましたけれど、そこまでしても千利休

は自分の考えを曲げなかった。それは彼が堺の自由と自治の DNAを持っていたからであると、

私はそのように思っております。その三つの DNAを我々は誇りにしているところでございま

す。

　近代。情熱の歌人、与謝野晶子は、まさに女性解放の旗手であり、かつまた、流麗な短歌を

残しました。そして、佐藤先生にご指摘いただいております、明治時代の河口慧海というお坊

さんが、当時鎖国していたチベットに行って、仏教の原典といわれる梵語仏典を日本に持って

帰ってきております。こういうふうに、堺は近代においても、いろんな意味で日本国中で活躍

している人がおりました。

　現在、堺は環境モデル都市として、低炭素型都市の必要性やエネルギー問題の重要性が叫ば

れる中で、3,000世帯の電力を賄うソーラーパネルの発電所をつくっております。また、市内各

所のサイクルポート間で自転車の乗り捨てができるコミュニティサイクルなど自転車を積極的

に利用したまちづくりを行っております。そして、先ほども申しましたけど、グリーンフロン

ト堺という最先端のフラットディスプレイパネルと太陽光発電パネルの工場が、シャープを中

心としてできております。さらに、J‒GREEN堺という、日本で最大規模のサッカー・ナショ

ナルトレーニングセンターがございます。当初は 1年に50万人の来場者を予想してたんですけ

ど、60万人来ていただきました。この度の福島の原発事故で J-VILLAGEが大きな痛手を受けて

おります。そのため、今年の夏に J‒VILLAGEで行われる予定であったいろいろな大会が、J‒

GREEN堺に来ることになりました。また、中学生の女子サッカーのアカデミー養成機関を来

年から設ける予定です。

　次に堺の産業です。堺は、市内各地域に特色ある産業が集積しておりまして、臨海部、都心

市街地、内陸部、丘陵部の四つの地域にそれぞれ特徴を持った産業がございます。先ほど申し

ました臨海部は、今までは重化学工業が中心で、石油化学工場や、新日鉄堺工場がございまし

た。その中に、シャープがフラットディスプレイパネルと太陽光発電パネルの工場をつくって

おります。そして都心部は、昔からのものづくり産業がございます。自転車や刃物や線香や、

そしてきょうは皆さん方にお示ししようと思ったんですけど、注染、要するにさらしの染物で

ございます。そういう伝統産業もございます。

　そして企業誘致の取り組みですが、企業立地促進条例というのを設けております。これは、

不均一課税と申しまして、通常の固定資産税、事業所税を大幅に減免しております。そうする

ことによって、シャープほか、多くの企業にインセンティブを与えて堺に投資してもらってい

ます。ここでも書いておりますとおり、軽減額は360億円に上っております。しかし、税収額と

して240億円を見込んでおりまして、それ以外に雇用とか、いろいろな他産業への経済波及効果

を考えたら、360億円以上の効果があると見込んでおります。そして、堺市立高校の卒業生は就

職率100％です。シャープを中心とするこの地域の雇用というのが、いかに大事であるかという
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ことがよくわかります。

　堺に立地する主な企業です。有名な企業がたくさんあります。この中で私が特に強調したい

のは、化学のところのハイドロエッジという企業です。種子島でロケットを発射しております

が、この企業はそのロケットの燃料をつくっている会社です。堺は、中世に、種子島から当時

の最先端技術である鉄砲を移入しました。そして現代においては、種子島にロケット燃料を移

出しているということで、新しい種子島との交流が始まっているところです。

【 2　堺市マスタープラン「さかい未来・夢コンパス」】

　次に、本年 3月に策定したマスタープランの計画の位置づけです。堺市の総合計画「堺21世

紀・未来デザイン」の基本構想のもと、まちづくりの基本的な方向性と取り組みを示すもので

ございます。この計画期間は、今年度から平成32年度までの10年間でございます。この中で私

は、目指すべき堺の将来像として、市民、産業、子ども、まちが元気な堺、安らぎ・楽しみ・

活躍する場としての「希まれるまち」へ堺を変えていきたいと思っております。

　私はその中で、三つの挑戦というのを常に言っております。一つは、子育てのまち堺にした

いと思っております。そして、次は歴史文化のまち堺にしたいと思っています。最後は、匠の

技が生きるまち堺・低炭素社会への挑戦と、この三つの挑戦を、私の政治的な課題の一番重要

なものとして位置づけております。これ以外にも大事なものとして、皆さんが今回の大震災で

感じられた安全・安心して住める町というのがベースにあって、この三つの挑戦を私はしたい

と思っております。

　まず三つの挑戦の第 1番目、子育てのまち堺でございます。ある新聞記者が、「市長は子ども

が好きですな。」と言いました。私は、「子どもが好きなだけとは違うんや。要するに、生産年

齢人口、子育て層を堺に呼び込みたいんや。」と答えました。少子高齢化の時代の中で、これか

らだんだん65歳以上の方の比率が高くなってます。私は、16歳から64歳までの生産年齢人口を

堺に呼んでくることによって、高齢化率を少しでも低くしたい。そうすることによって、町に

活気があふれて、税源を涵養して、産業を活性化していく。こうして、子育てのまち堺という

ことを売り物にしたいと。要するに、教育が確かである、そして医療が確かである、そしてこ

れから子どものためにいろいろな投資をしていくに当たって、堺がバックアップをしてくれる

というお母さん方、お父さん方の思いを私はかなえたい。そんなお父さん、お母さん堺に来て

くださいよというのが子育てのまち堺でございます。教育、医療、子育て、福祉がしっかりし

てるということを打ち出したいと思っております。

　まずは、子育て支援の充実ということで、子ども医療費、今までは小学校入学までの子ども

医療費について一定の助成をしておりました。そのときは「乳幼児医療費」の助成と言うたん

ですね。私は、「子ども医療費」の助成に変えました。中学 3年までの子どもさんの医療費は、

一医療機関あたり月 2回まで各500円、合わせて1,000円までは自己負担していただくけれど、

それ以上はすべて無料にするという政策を出しました。これは選挙の公約です。こういう医療

政策をとることによって、子どもさんが急な入院や通院が必要なときも、安心してお医者さん
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にかかれる、育てられるということを訴えたかったんです。

　そして、保育所待機児童の解消策ということで、保育所整備を充実いたしております。しか

しまだ、290人の待機児童がおるんです。25年度までに、私は待機児童をゼロにすると言ってい

ます。待機児童をゼロにするためには、保育所の拡充をこれからどんどんやっていかなければ

なりません。ただ、安心子ども基金という国の基金が23年度で終わるということになってます

ので、きのうも自民党の国会議員さんに対して、継続してやってほしいと要望しています。

　そしてまた、多様な保育サービスの提供ということで、民間保育所に一時預かり事業をやっ

てもらうようにしています。そして、今年の 6月から「かかりつけ保育園」という取り組みを

始めました。95の民間保育園があるんですけど、子どもを妊娠したときから自分の保育園をも

う決めるんです。そこに行かんでも、そこの保育園の保育士さんが子どもの相談にすべて応じ

てくれる。そして、実際に困ったときには、そこの保育園と連携して、子育てについてのいろ

いろな問題点を指導してくれる。そういうシステムをつくりました。だから、おなかが大きく

なったときから子どもの保育園がもう決まる。民間保育園とタイアップして、かかりつけ保育

園、95園を認定しているところです。

　それと小中一貫教育ということで、小中一貫の教育推進校を13校から21校に拡充しました。

今一番問題なのは、「中 1ギャップ」ということです。皆さん方もわかるでしょう。小学校から

中学校に行ったときにつまずきがあるんですね。そのつまずきをなくすために、中学校の先生

が小学校に行く、小学校の先生が中学校に行く。こういうことで、地域の中で、小学校、中学

校の教育が一貫してできるようにしました。そして、もう一緒にしようかということで、さつ

き野小学校とさつき野中学校では、隣合う小学校と中学校に渡り廊下を作って施設的にも一緒

にしました。大泉中学校でもそういう試みをしようと思っています。

　そして、無料の放課後学習をやりました。マイスタディ授業ということで、小学校 3年から

中学校 3年まで放課後学習を無料にしました。私は、放課後学習は、勉強でつまずいてる子が

もう 1回勉強をしたいと思えるように、放課後に来てもらうようにしました。マイスタディ授

業というのを、最初は14校でやったんです。議会とのいろんなやりとりの中で、勝手に市長が

公約したもので、すぐには認められないということで、小学校 7校、中学校 7校しか、22年度

は認めてくれませんでした。ところが、子どもや親御さんの評判はいいんですよ。勉強がわか

るようになった。親も、うちの子、家に帰って教科書を広げてるわとかいう評判が立って、23

年度予算では、14校から45校に大幅に増やしました。

　こういうことで、学ぶ力を、まさにかさ上げをしていくことが大事なんですね。今、大阪の

学力が非常に危機なんですね。全国のレベルから見ても非常に低い。そしてその中で堺は、大

阪の中でも中間より下やったんです。これを何とかしたいということで私は、まずは大阪府内

でトップ10に入る学力をつけたい、 5年でトップ10に入る学力をつけたいと思っています。

　大阪の学力は鯨のしっぽやと言う人がおりました。偏差値というのは、真ん中50を中心にぐ

るっと山型ができるんですね。ところが、学力分布が最後の低位層に小さな山があるんですよ。

この鯨のしっぽをなくしたい。通常の分布にすることが私の責務ではないか。マイスタディ授
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業の講師は地域の人達です。小学校、中学校が中心になって地域で子どもを育てる、そんな体

制をつくりたいと思っております。

　次に、歴史文化のまち堺・魅力創造への挑戦のところです。

　皆さん方に先ほどもお話しましたが、仁徳天皇陵古墳を中心とする百舌鳥古墳群・古市古墳

群を世界文化遺産に登録したいということで、今は暫定的な登録をされていますが、これを 5

年以内に本登録したいと思っています。

　そして大仙公園周辺の整備ということで、仁徳天皇陵古墳に入ったように体感できる 3Dみ

たいな施設をつくりたいと思っています。昨日の読売新聞に出ましたけど、大仙公園からアド

バルーンを飛ばして、古墳の全体構図を鳥瞰できないかということを今考えてます。これは、

アンコールワットでもやっているんですね。そして慶州の李朝の王朝の古墳でもそういうのを

やってます。これは今後の調整が必要です。

　それから、観光インバウンドの振興ということで、関西の方は、みんな堺というのはどこに

あるかわかっていただいてると思うんですけど、関東の人は、なかなか堺というのはご存じな

いですね。ゲゲゲの鬼太郎で有名な境港のサカイですかと。堺というのは、大阪市の南にあっ

て、知名度が政令指定都市になっても低い。これをもっと国の内外に発信したいということで、

世界に発信するために、今、インバウンド振興のために、韓国、中国、そしてシンガポール、

ベトナム、インドネシアの方に堺に来てもらって、そこの国の人が堺を観光するには、どんな

ものをつくったらいいのかというのを、今、議論しています。各国の著名な方も堺名誉大使み

たいな形で任命したらどうかと思ってます。そして、堺を PRしてもらうということを検討し

たいと思っています。

　首都圏における堺の魅力向上ということでも、堺産品のアンテナショップをつくろうと思っ

ています。堺の名産品を皆そこに並べる。堺の銘菓、おいしい食べ物がたくさんあります。け

し餅や、くるみ餅やいろいろあります。それを東京で買えるようにしよう考えています。私は、

明日、埼玉大学の経済学部で同じテーマでお話しさせていただきます。そこでも、堺を売り込

むために、堺産品や堺のまちというのはどういうところだということを中心に話してきたいと

思っています。

　そして伝統産業の振興について。今、ニューヨークのフレンチのシェフの間では堺の刃物が

物すごく評判なんですよ。フレンチのシェフが堺の柳刃包丁を使ってくれています。日本のプ

ロの料理人の 9割は堺の刃物を使っていると言われています。この間、農林水産省の食の名人

の祭典の中で、私は堺の刃物をプレゼントしに行きました。高価な刃物をプレゼントしました。

そしたら、ほとんどその料理人さんは、私は堺の刃物の愛好者ですと言っていただきました。

1人だけです、まだ使ったことがありません、ありがとうございますと言われたのは。ほとん

どの方は、もう既に堺の刃物を持っておられましたが、柳刃の堺の包丁をお渡ししたら、うれ

しいですと言って頂きました。

　匠の技が生きるまち堺・低炭素社会への挑戦。原子炉の問題が起こっている中で、堺は、省

エネ、創エネ、そして蓄エネ、この三つのエネルギーで頑張りたいと思ってまいす。省エネは、
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堺市庁舎の使用電力を15％カットしたいと思っています。今まで、毎週水曜日はノー残業デー

だったんですね。7月からは、水曜日と金曜日をノー残業デーにします。ノー残業といっても、

これまでは原則ノー残業デーになってたんですね。それを、午後 6時から電気を切ると私は宣

言しました。だから来月、皆さん方、水曜日と金曜日に堺の市庁舎を見ていただいたら、電気

が消えてるはずです。 6時になったら、みんな消して回れと言ってます。これぐらい徹底しな

いと省エネはできません。

　そして、堺市庁舎の高層館というのがあるんですね、21階建てのガラス張りの建物。そこに

フィルムを張りまして、照り返しがないようにすることによって、電気の消費量が全然違うん

ですね。もちろん、冷房設定温度は28度にします。そして、快適に市民の方が市役所に来てい

ただけるようにしたいと。また、LEDの照明への取りかえを 3年間でやりたいと思っています。

一気に取りかえたら、今、LEDの照明高いんです。3年でやったほうが、より経済的というこ

とで、LED照明に変えていく。そして、いろんな機器の効率化のため、民間事業所の方が高効

率機器に変えるための助成をしたいと思っています。太陽光発電の設備を設置する際には、 1

キロワット 7万円の補助を行っています。そして大規模事業所には、さらに上乗せの補助をし

ています。こういうふうに、市役所のみならず、民間事業所も含めて省エネをする。

　新エネ、創エネというのは、まさにエネルギーをつくるということです。エネルギーをつく

るためには、堺はエコタウンというのをつくります。1.7ヘクタールの晴美台東小学校の跡地を

新エネタウンにしようと思っています。公募でその土地をお売りします。お売りしますけど、

その土地を売るからには、新しいエネルギーのまちにしてねと。70戸程つくれるわけです。70

戸はすべて、出るエネルギーと入るエネルギーをゼロにするようにしてください。そのかわり

1億円の補助金を渡します。そしてエコタウンをつくってくださいということで、今、公募中

でございます。そして、エコタウンを、堺の一つの象徴として売り出すことによって、堺全体

で環境モデル都市であるという大きな政策を進めていきたいと思っております。

　また、先ほども申しましたコミュニティサイクル事業ですが、コミュニティサイクルの自転

車はどこにあるんかと聞かれるんです。駅に併設してあるんですが、駅に併設したらわからな

いのです。駅までもう 1回帰らないといけない。街角にコミュニティサイクルがあったら、堺

の市街に行くと、自転車たくさん並んでいる、そして自転車で堺の町巡りをしていただく。街

角にコミュニティサイクルをつくるということで1.3億円、今年からやってます。

　そして、堺産の電気バスをつくろうと思ってます。これは大阪府立大学と一緒になって、堺

産の電気バスの運行と電気自動車のカーシェアリングも進めたいと思っております。

【 3　行財政改革の取り組み】

　堺市の財政状況です。平成21年度決算ベースでみた堺市の財政状況は、非常に良好です。連

結でも実質でも赤字ではないです。公債費も6.3％しかございません。そして、将来負担比率は

77.8％と書いてますけど、外郭団体、公営企業、そして堺市が債務保証しているすべての借金

を含めても77.8％です。
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　これらを見ていただいたらよくわかるように、千葉市を見てください。一番右の上ですね。

千葉市は将来負担比率300％ですね。これは、標準財政規模の 3倍の借金をしているということ

です。だから、機関投資家にとっても千葉市と堺市の格付が違うんです。堺市は安い金利でお

金を借りれます。堺市は非常に健全な財政経営をしています。そして、経常収支比率というの

は、義務的経費が一般財源の中でいくらあるかということですけど、96.8です。これを私は80

台にしたいと思います。そして財政力指数というのがあります。財政力指数というのは、地方

交付税算出上の基準財政収入割る支出です。収入の方が高かったら1.0以上なんですね。堺はま

だ0.81です。これを 1以上にしたい。そのために、企業を呼び込むとともに、富裕層を呼び込

みたい。そのように思ってます。

　行財政改革プログラムで、市の仕事を総点検し、ゼロベースで見直します。そのため、 3年

間の歳出改革で163億円の節減をいたします。歳入改革で67億円、合計 3年間で230億円の行財

政改革を推進します。

【 4　多様な人材確保の取り組み】

　多様な人材の確保。今日、私はこのために来ております。ぜひ、皆さん方、堺市の職員にな

ってください。堺はこれから10年間で、 2割の人員削減をします。しかし、 2割の削減をした

としても、今後、大量に職員の退職がありますので、まだまだたくさんの方を採用できます。

平成23年 4 月の採用者は167名です。大卒程度の事務42名、技術16名、専門職80名です。このグ

ラフを見ていただいてもわかるとおり、56歳以上が19％、51から55歳が15％で、これから10年

間で退職する人が多いです。だからまだまだ採用します。しかし、少数精鋭で行きたいと思っ

てます。

　期待される職員像です。第 1に、公務員としての高い志を持ってる人。公務員は給与が高く

ありません。私の息子は商社におりますけれど、入って 2年目で公務員の係長ぐらいの給料を

もらっています。しかし、民間企業は景気の波に大きく左右されます。私たちが学生のときは、

銀行とか鉄鋼が非常に人気でした。しかし、銀行も国有化されるような銀行が出て、大きな経

済的なリスクを負うようなこともありました。しかし公務員は、安定しています。安定してい

るけれど、給与は低い。しかし、常にプライドを持った仕事をしていただけると思います。そ

の理由は、市民の貴重な税を預かっている仕事だからです。税の効率配分、公平な配分が我々

の仕事だからです。それだけ、市民に期待されてるからです。我々にはそのプライドがありま

す。

　第 2に、市民と痛みを共有できる、市民の痛みを自分のことと置きかえて考えられることが

必要です。そして、行動することを嫌がらない人、こういう人を我々は求めます。

　第 3に、政策立案能力と説明責任を兼備する人。堺は、今までは、考える仕事はコンサルに

任せてました。コンサルに委託して、計画案等を作らせていました。今、私は言っています。

少々時間がかかっても、みずから考えて、みずから知恵を出せと言ってます。コンサルに任せ

たら、机上の空論になっているときがあります。現実を踏まえて、みずからで政策を立案せよ
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と言っています。

　第 4に、広い視野を持っている人。環境でよく言われます。シンクグローバル、アクトロー

カル。まさに公務員はシンクグローバル、国際的な視野で考えて、地域で行動する、これがや

はり公務員に求められる、堺市職員に一番求められることです。そして、公務員タイプでない

人材を我々は求めています。機械的、定型的な仕事をするんじゃなくて、今の公務員は、民間

と同じ感覚で仕事をしないとだめで、お客様相手の商売だということです。営業のできる人を

私は求めます。そして、多様な人材、変わってる人を求めています。同質な人材ばかりでは組

織の成長はないと思います。そして、ストレス耐性のある人。市役所には、いろいろな苦情が

寄せられます。そのときに落ち込まないで仕事ができる人が最適です。

　最後の 5つめに、堺への熱い思いを持っている、堺をよくしたい、堺を元気にしたいという

熱い思いを持ってるかどうか。要するに面接で聞かれるのはここです。 1から 5について、皆

さん方が堺市の採用試験を受けに来られたら、面接官はこの見地から聞くわけです。どれだけ

熱い思いを皆さん方が話せるかどうかということが問題です。

　職員のやる気を活かす取り組みとして、頑張る職員を抜てきします。係長級昇任試験という

のをやってます。できる人は31歳から係長になれます。そして、人事評価制度も導入していま

す。人事評価制度を給与に反映したのは私になってからです。今回初めて、管理職の人事評価

とボーナスが連動をしています。今後は、課長補佐以下でも導入します。これは組合と協議し

ます。みんな同じようなボーナスを払うこと自体が、民間では考えられないことです。今まで

公務員はみんな同じやったんです。そういうことのないようにしたいと私は思っています。

　そしてスキルアップを支援しますということで、通信教育制度への支援もおこなっていま

す。

　堺市は、やり甲斐の実感できる職場を用意しています。私は今年の 8月から、ニューヨーク

に包丁や線香などの堺の物産を売りに行こうと思っています。ニューヨークには、自治体国際

化協会に派遣した堺市の職員がおります。

【 5　堺市にふさわしい自治制度】

　最後に、分権の話です。国から地方への権限、財源の移譲。遅々として進まない現政権の地

方分権改革に対して、我々は徹底的に地方分権の要求をしなければならないと思います。私は、

分権改革はまさに基礎自治体改革であると思います。そのためには、何が一番大事か。補完性

の原理が一番大事だと、そして近接性の原理に基づいてやるべきだと思います。

　補完性の原理とは何か。基本的には、地域住民みずからが地域の課題を解決するのが原則で

す。それができない場合、基礎自治体である市町村が対応する。そして市町村ができないこと

を府県がやって、府県ができない外交、通貨政策、防衛等は国がやっていく。まずは、地域が

中心、その次に市町村が中心、これを補完性の原理と言います。これが一番です。府県の枠組

みが先にあるんじゃないんです。大阪都構想が先にあるんじゃないんです。基礎自治体のあり

ようが先に議論されるべきです。
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　そして、近接性の原理というのが大事です。Near is betterの原則といいます。地域で密接に

かかわることについては地域で決めていく。地域が一番知ってるわけです。地域に物事をおろ

していく、この近接性の原理、これがやっぱり一番大事だと思います。

　橋下知事は、今、大阪府、大阪市、そして堺市及び周辺の都市を含めた大阪都構想を提唱し

ております。私は、市議会の中でも「堺市と大阪府には二重行政はございません。」と答弁して

います。残念ながら、大阪市と大阪府は、広域自治体機能を両方が持ってますので、二重行政

があります。例えば、外郭団体でも同じような団体を持っています。公益的な施設、体育館で

も同じような体育館を持っています。あればあるほどいい施設もありますけれど、二重行政は、

大阪府、大阪市の中で、税金の使い方として非常に非効率です。だから正すべきです。私は、

堺市と大阪府には二重行政はないと議会の中でも公言しております。そういう意味で、堺を分

割する必要はないと、はっきり申し上げております。そして、橋下知事の自治の枠組みに関す

る理念については同じ思いを共有していると、この場でも申し上げたいと思います。

　堺市は平成18年に政令指定都市になりました。政令指定都市というのは、最大の権限と財源

を持っている都市です。この政令指定都市の権限を十分大事にしながら、都市内分権を進めて

いきたいと思います。そしてまた、関西全体の活性化に向けた広域連携についても、関西広域

連合とともに、私たちも歩んでいきたいと思います。堺は現在、広域連合のメンバーではあり

ませんが、連携団体として位置づけられております。国の出先機関の権限移譲が行われたとき

には広域連合に参加したい。そして広域連合が、今回、役割を発揮したのは震災における支援

です。カウンターパート方式、要するに対抗支援といいまして、大阪府は岩手県を支援すると

定められました。そして堺市は、岩手県の中でも、大槌町と陸前高田市、一番被害の大きかっ

たところを、今、支援しております。

　主要統計データを見ていただきたいと思いますけれど、堺は、ものづくりの町です。人口 1

人当たりのものづくりの生産高は、政令指定都市ナンバーワンです。

　以上、堺市は、みずから置かれたポジションの強みと弱みを峻別して、きらりと光る特色の

あるまちづくりを進めたいと思います。ぜひ今後ともご注目いただきたいと思います。そして、

ぜひとも私と一緒に仕事をしたいという人をお待ちしたいと思います。

　ご清聴ありがとうございました。

橋本行史　竹山市長、どうもありがとうございました。

　市長には、もう少しこの場にとどまっていただきまして、残り10分ぐらいしかございません

が、皆さん方と質疑の時間を用意しております。本日、たくさんのテーマがございました。ま

ず政令指定都市堺の現状紹介、次に堺市マスタープランという堺市のまちづくり、そして行財

政改革の取り組み、さらに、皆さんどうぞ堺へという人材確保の取り組み、それから我々も非

常に興味を持っております地方自治制度、即ち、自治のかたちへの市長のお考え、さまざまな

お話がございました。

　皆さん、ここで、市長のお考えをぜひ聞きたいと思う人は、何でも結構でございますので、

お手を挙げて質問をお願いします。
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質問者A　積極的な市政の内容について詳しくお伺いをさせていただきまして、ありがとうござ

いました。

　それで、指定都市が堺市で隣接します、いわゆる大和川を挟んで大阪市ということで、堺と

大阪市が隣接している中で、指定都市同市の、いわゆる行政の相互の協力、それから例えばま

ちづくりでございましたら、これは線を引っ張って、大和川でこれ切れてますよというような、

いわゆるまちづくりの場合は連担した町ということですので、飛び地もございますし、いろい

ろあるわけでございますが、そのあたり、あらゆる堺市の総合的な施策の中で、大阪市と共同

して何かされるとか、それから事業を進められると、いわゆる政策の中で、どのような調整を

実践されているか、または今後したいと思われているか、お尋ねしたいと思います。

竹山修身　大阪市の場合は、政令指定都市制度ができてすぐ政令指定都市になってます。五大都

市として、そしてまた戦前から自治の歴史がございまして、基礎自治体としての機能と広域自

治体機能の両方を持っています。そういう意味で堺市はまだ、 5年しか政令指定都市としての

経験がございません。長兄と末弟みたいな関係でございまして、権限でダブることはございま

せん。そういう意味で、大阪市の施設を堺市はうまく利用させていただいているというのが現

状でございます。例えば、美術館。堺市には美術館がございません。ミュシャの作品を掲げて

いる文化館というのはございますけれども、美術館はございません。私は、現状では、堺には

美術館はまだ要らないと思ってます。大阪市の現在 3か所、今後 4か所になる美術館を十分活

用させていただくことが大事かと思っています。

　それで連携しているのは、命と暮らしの部分で連携しています。例えば、大阪市が「救急安

全センター」という仕組みをつくっており、そこに堺も加わっております。「7119」という電話

番号を押していただいたら、自分が、例えば急病になったとか思うときは、救急車を呼ぶのが

いいのか、それとも最寄りの病院に行ったらいいのか、どういうふうな対応をしたらええんか

というのを、大阪市の救急安全センターの機能と連携しています。

　それと、堺にはチンチン電車が走っています。阿倍野から浜寺まで運行しています。堺は、

チンチン電車を守りたいということで、10年間で50億円の投資を決定しました。これは、大阪

市と一緒にやらなければならないんですね。だから、この阪堺線の存続維持については、大阪

市の平松市長さんと、今年の12月には100周年になるこの電車を大事にしていこうという確認

をしております。

　そのほか、大阪市さんとは連携を十分にさせていただかねばなりません。例えば地下鉄も、

御堂筋線は堺にまで来ています。このあたりも十分にお互いの連携をしながら、交通政策なん

かもお互いのメリットが出るようにしたいと思っております。

　以上です。

橋本行史　ありがとうございます。ほかに質問はございませんか。

質問者A　どうもありがとうございました。

　それで、今まで大阪市と堺の関係というのが、今、市長さんのお話でわかったんですが、今

後、竹山市政として、例えば、冒頭、司会者の方から東西交通のお話がございましたけども、
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このあたりのお考えをちょっとお願いしたいんです。

竹山修身　おっしゃるとおり、東西交通の重要性については、今、堺の総合交通計画の中で練っ

ております。これをどのようにしていくか、鉄道を引くのがいいのか、それとも電気バスとか、

そういうクリーンなエネルギーのバスがいいのか、そのあたりも含めて、今、東西交通を総合

交通計画の中で位置づけております。

橋本行史　ありがとうございます。じゃあ、ほかの方。公務員を目指す方、あるいは市会議員を

目指す方、ぜひ。市長は 3名で運動して市長になったと、きょうお話しされておりました。そ

れに政策創造学部もことし 1名堺市に、あと数名いらっしゃるかもわかりませんが、堺市にお

世話になっております。そういうことを含めて、皆さん、質問はございますでしょうか。でき

たらこの機会に。

竹山修身　何でも結構ですので、ぜひ、ご質問ください。

橋本行史　市長、私のゼミ生の質問でよろしいでしょうか。

竹山修身　はい。

橋本行史　堺市は政令市になったということでございますが、蔵がないらしいですね。

竹山修身　酒蔵。

橋本行史　その酒蔵です。だから、堺市に酒蔵をもう 1回つくっていただきたい。その節は、神

戸の北にあります山田錦を使って、よいお酒をつくっていただきたいという研究を、ゼミの学

生が途中までやって卒業してしまったんですが、こんな政策は実現可能でございましょうか。

竹山修身　堺市に、昔は酒屋さんがたくさんありました。銘柄で言うと、新泉や金露など堺市に

もたくさん酒蔵があったんですけど、少し前から、水が少し悪くなって途絶しているところで

ございます。今、ご紹介のように、堺市で酒蔵をつくる運動というのがあります。ただ、新規

で酒蔵をつくるのは、国税局の指導で大分難しいらしいです。それで、既に酒蔵の免許のある

ところを堺に持ってくるということを、今、考えられています。それで、事業スキームも早く

つくってくださいと言っています。フィジビリティ・スタディをしてから、堺市がどのような

支援をすればよいのか、その人たちに今、お話しさせていただいているところです。

橋本行史　政令市は、財政力も政策力もすごく高まって、非常におもしろいところでございます。

皆さんがそこへインターンシップに行くのは良い経験ですが、生に市長さんの声を聞くという

のは、本当に得にくい経験でございます。ほかに、何か質問ございますでしょうか。

質問者B　先ほど、少し震災のお話があったと思うんですが、堺市自身が行っている震災に対す

る事業などあったら教えてください。

竹山修身　地域防災計画というのをつくってるんですけれど、現在の地域防災計画を再点検して

います。というのは、津波は、3メートルから3.5メートルしか想定してないんですね。この津

波が、 2倍程度の津波が来ることを予想して、地域防災計画をつくろうと思っています。現在

の予測では、阪堺線、先ほど言いましたチンチン電車の西までしか浸水しないと考えていたん

ですけど、 2倍を想定したら堺東あたりまで浸水するんじゃないかということで今考えていま

す。だからそのときに高い建物の 3階以上に、どう逃げていくか。公の建物はもちろん避難所
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にできるんですけど、それ以外の民間の方のそういう建物にどのように避難してもらうか、事

前に協定しておく。それと、住民の方の逃げるときの、実際のシミュレーションをしてくださ

いと、今、申し上げています。実際どこに逃げたらいいのかわからないというのは、だめなん

です。釜石の奇跡というのは、小学校、中学校の子がほとんど亡くならなかったのは、実際に

シミュレーションして、演習していたからですね。足で防災訓練をしてたから。この防災訓練、

堺でもしなければならないと思っています。

質問者B　貴重な話、ありがとうございました。

橋本行史　質問はあと一つぐらいになると思います。

質問者C　大阪市と堺市は行政も歴史が違うので、連携されてること、都構想で、大阪府大と大

阪市大を合併するという話に関して堺市のほうでどういうふうにお考えでしょうか。

竹山修身　私は、行革室長を大阪府でやっていましたが、大阪市立大は経済系に強く、大阪府立

大はものづくり系に強い。この強みをやっぱり合わさないとあかんのと違うか、大阪都立大学

みたいなのつくったらどうかと申していました。しかし、大阪府立大学は、今、ものすごく頑

張ってるんですね。自己改革で、学部にとらわれないような新しい試みをしています。危機意

識を持って大学改革を進めている。そういう意味でまさに危機がチャンスをつくるんじゃない

かと、今、思ってます。

橋本行史　ありがとうございます。

　これで質問を打ち切りたいと思いますが、どうしてもこの機会にもう一言聞いておきたいと

いうことはございますでしょうか。とりわけ学生の方。何でも結構でございます。ございませ

んでしょうか。

質問者D　お話ありがとうございました。

　堺市の観光に対するアプローチがおもしろいなと思ったんですけども、アドバルーンがおも

しろいなと感じました。ほかに市長は、ほかの自治体や国で行われている観光事業でおもしろ

いなと思って、堺市に取り入れたいなと思う事業がありましたら教えてください。

竹山修身　観光制度ですか。

質問者D　はい。

竹山修身　堺には、1年間に656万人の観光客が来られているんですよ。ところが、堺の弱いとこ

ろは、滞在型観光ではなくて、一般的に堺をぐるっと回って、よそでお泊まりになります。堺

に泊まれるような観光を私は目指しています。そのためには、堺の見どころを三つ四つやっぱ

りつくっていかねばならない。単発で、仁徳天皇陵を見て、それで堺の町家を見て、すっと出

ていきます。5年間で1,000万人に観光客を増やしたいと思いますけれど、滞在型観光を堺でど

うしてつくるか。やっぱり滞在型になりますと、落とすお金が全然違います。そのあたりも含

めて堺が魅力あるようにするために、今、文化観光拠点というのをつくっています。千利休と

与謝野晶子さんを顕彰する施設をつくっています。そこを中心に堺の魅力あふれる町をぐるっ

と見てもらう。そして、少なくとも、 2日は堺におられるような観光のまちづくりを考えてま

すので、ぜひ皆さん方、堺もそういうふうな観光の施策を充実していきますので、楽しんでい
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ただきたいと思います。

　以上です。

橋本行史　市長さん、どうもありがとうございました。

　それでは、市長さんの本日のご講演に感謝の念を表わすとともに、堺市でのこれからの市長

さんのご活躍を願って、私たちも拍手でもって、送り出したいと思います。市長、どうもあり

がとうございました。また、おいでください。
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81 H19

147 S31

266 (S31)

154 (S31)
84 (H18)

70 (H21)

117 (S55)

97 (S38)
146 (S47)

104 H1

122 H15
96 H4

142 S47

368 S31
71 H22

71 H17
80 H19
226 S31
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�

�
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