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令和3年度

水ノ上議会質問一覧

令和４年度堺市予算編成

みずのうえみずのうえ

¡昭和38年5月 堺市生まれ ¡花田口聖母幼稚園 ¡三国丘小学校 ¡三国丘中学校 ¡清風南海高校
¡中央大学経済学部  卒業 ¡監査法人トーマツを経て、水ノ上公認会計士・税理士事務所  所長
¡平成15年4月堺市議会議員初当選、現在5期目、第80代議長 ¡剣道教士7段 現役（少年剣道の指導にあたる）
¡令和3年度所属委員会／市民人権委員会／大都市制度広域行政調査特別委員会

昨年、永藤堺市長により発出された堺市財
政危機宣言。恒常的な収支不足で基金残高が
令和５年には底を突く見通しで財政の緊縮を図
ると表明されました。令和４年度の予算編成は
財政立て直しのための緊縮予算の側面はある
ものの、新しい挑戦の盛り込まれており、若い
永藤市長らしい予算編成となっています。

歳入面では法人市民税が63億円から９１億円と28億円の増
加、また個人市民税も約23億円の増加を見込んでおり、リーマンシ
ョックよりも立ち直りが早いと予想した市税収入増が見込まれた。

堺の偉人である千利休・三好長慶は共に1522年生まれで
あり、三好長慶の妹が千利休の最初の妻であったなど二人の関係
は深い。千利休は言うまでもなく茶道の大成者であり、三好長慶は
堺が最も栄えた時代を作った戦国武将である。今年がちょうど生誕
500年にあたり、日本全国に堺を発信する千載一遇のチャンスで
あるので、ゆかりのある自治体や関係団体と連携し盛大な事業を
行うことを要望。記念切手も発行される見込み。

関西は古来より千数百年間奈良、京都、大阪に「都」が置かれた
ことから神社仏閣、仏像など国宝、重要文化財の5割が集積してお
り、人類の至宝と言って過言ではない歴史遺産が数多く存在する。
世界の方に日本の文化の魅力を
発信する責任が関西広域連合に
はある。SNS等で更に魅力を発
信するよう要望。

千利休・三好長慶を
NHK大河ドラマにする企
画がじわじわと盛り上がっ
ています。茶の湯の完成
者千利休、織田信長の前に天下統一を成し遂げた三好長慶。市民
の力で「黄金の日日」に続くNHK大河ドラマを勝ち取りましょう。

令和４年を迎えました。新型コロナウイルス感染症が蔓延し
て丸２年が経ち、現在はオミクロン株が流行し爆発的な感染を
起こしています。弱毒性になり、重症化する確率はぐっと下がり
ましたが、若年者への感染が広がっていることから学校教育に
も大きな影響を与えています。国民の活動の自粛も続き、イベン
トなどが中止・延期されることが多く、皆様方とお目にかかる機
会が少なくなりましたが、近くコロナが克服されて経済活動も元
に戻ると信じて、ともに令和４年を明るい年にしていきたいと思
います。昨年の10月の衆議院選挙におきまして維新の会は大
躍進をさせていただきました。今年の７月に参議院選挙が行わ
れ、来年の春の統一地方選挙、堺市長選挙も迫ってきました。
維新の会は更に改革と未来への挑戦を続け皆様の期待に応
える政治を実現していきます。

公認会計士・税理士、剣道教士7段

一般会計の予算規模は4267億円と
前年から31億円 0.7％の増加

SMI都心ライン

①歴史遺産の魅力発信について
関西には全国の古墳の約4割が集積しており、大阪の百舌鳥古

市古墳群、奈良の佐紀盾列古墳群、柳本古墳群、纏向古墳群など
日本の国家形成と深く関わる古墳群がある。また和歌山には建国
神話や神武東征などに関する歴史遺産も数多く存在する。これら
は「古事記」「日本書紀」に詳細に記述されており、古墳と歴史スト
ーリを繋ぎ合わせ関西全体を周遊できるような取り組みを要望。

コロナ禍において、堺市の財政が厳しい中議員報酬は任期中５％削減されました
が、大阪維新の会堺市議会議員は従来より議員報酬２０％の削減を提案し受取り
拒否をしてきましたので、差額の１５％分については別途受け取りを控え、自然災害
に見舞われた自治体などに寄付を行っています。

②古墳文化が繋ぐ関西の歴史について

①「子どもの貧困」「貧困の連鎖」の解消
②健康長寿の実現　　③DXの推進
④カーボンニュートラルの実現

1.1.1.

SMIプロジェクト構想
（堺・モビリティ・イノベーション）4.4.4.

3.3.3.

千利休・三好長慶生誕500年記念6.6.6.

令和３年 ６月議会

令和３年 9月議会

市民人権委員会

●負担付寄付収受物件の返還について
堺区北三国ケ丘町の堺市教職員組合の教職員会館土地
の無償返還について
●補正予算 議員報酬及び政務活動費の減額について
大阪維新の会が反対したような他の会派により情報操作
がなされたため正すための質問

６月４日

議案
質疑

①令和元年執行堺市長選挙における
　公職選挙法違反事件について
未だに解決されていない事件であり堺市議会で真相究
明を図るように訴える
②観光政策
・世界文化遺産百舌鳥古墳群の魅力発信
・千利休・三好長慶生誕５００年記念事業
・観光拠点の移動手段
③阪堺線と街づくりについて
・阪堺線の支援と現況
・阪堺線と東西交通
・阪堺線と周辺街づくり

６月8日

大綱
質疑

①住民監査請求
　政務活動費の住民監査請求について
②男女共同参画について
　第５期さかい男女共同参画プランの策定

①市税収入と徴収状況
②古川下水ポンプ場建設工事
③少子化対策
④小規模小学校の再編整備
⑤路面電車活性化事業と南海本線連続立体交差事業
⑥さかい利晶の杜管理運営事業
⑦堺市民芸術文化ホール（フェニーチェ堺）管理運営

９月１日

大綱
質疑

決算
総括
質疑

●区役所行政について
　公募区長

令和３年６月１１日
●生理の貧困について
令和３年９月２１日

①堺市自治会活動推進補助金について
②さかい男女共同参画プラン案の策定について
③人権施策推進計画案の策定について

令和３年
１２月１３日

水ノ上の質疑の模様は堺市議会のHPからインターネット中継録画映像を
見ることができます。興味のある項目はぜひ録画映像をご覧ください。

①百舌鳥古墳群ビジターセンター

②DAISENモニュメント

2022年は千利休・三好長慶生誕500年

令和3年8月26日開催の関西広域連合議会定例会において一般質問

5.5.5.

8.8.8.

仁徳天皇陵に隣接する大仙公園の芝生広場に、堺陵東ライオ
ンズクラブが結成50周年の記念に巨大なモニュメントを建設し堺

市に寄贈されました。インスタ映
えすること間違いなしです。是非
ともご自分のスマホで撮影いた
だき全世界に発信していただき
たいと思います。

百舌鳥古墳群ビジターセンターが令和3年3月にオープンしま
したが歴史的に知的好奇心が満たされるとは言いがたい施設。
我が国には古事記、日本書紀という歴

史書があるにもかかわらずほとんど無視
されている。古墳の雄大さをアピールす
るだけで歴史の雄大さを全く語られな
い。古墳群の雄大さばかりをアピールす
るのではなく４世紀から6世紀の日本国
家形成期の雄大な歴史をアピールするこ
とを要望し、善処する旨の答弁を得た。

千利休 三好長慶

世界に誇る関西の歴史資産について

身を切る改革
続行中!

令和4年を迎えて

2.2.2.

令和4年度当初予算案4つの重点項目

観光政策

堺市は南海電鉄の２路線と阪堺線、そしてJR阪和線と４つの鉄
道が市域を南北に貫きます。一方で東西の公共交通は路線バスし
かなく、長年「東西交通問題」として木原元市長、竹山前市長に続
く永藤市長の課題であった。今回永藤市長はSMI都市ラインとし
て南海堺駅から「大小路」を通って堺市役所を経て堺東駅に至る
1,7キロに「自動運転など最先端技術を備えた電動車両の導入」を
打ち出した。中間地点の大小路の交差点は阪堺線大小路駅と
シームレスな乗り継ぎ施設として観光拠点、憩いの場として整備さ
れる。またこの計画により阪堺線の終着駅である浜寺公園への人
の流れも期待でき、利用者減少の阪堺線の復活にも期待できる。
2025年の運行開始に向けて22年中に事業者を選定し、導入

計画を策定する。全体の完成は2030年の予定。

関西広域連合の質疑の模様は関西広域連合議会のHPで
録画を見ることができます。興味のある方はぜひご覧ください。
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だき全世界に発信していただき
たいと思います。

百舌鳥古墳群ビジターセンターが令和3年3月にオープンしま
したが歴史的に知的好奇心が満たされるとは言いがたい施設。
我が国には古事記、日本書紀という歴

史書があるにもかかわらずほとんど無視
されている。古墳の雄大さをアピールす
るだけで歴史の雄大さを全く語られな
い。古墳群の雄大さばかりをアピールす
るのではなく４世紀から6世紀の日本国
家形成期の雄大な歴史をアピールするこ
とを要望し、善処する旨の答弁を得た。

千利休 三好長慶

世界に誇る関西の歴史資産について

身を切る改革
続行中!

令和4年を迎えて

2.2.2.

令和4年度当初予算案4つの重点項目

観光政策

堺市は南海電鉄の２路線と阪堺線、そしてJR阪和線と４つの鉄
道が市域を南北に貫きます。一方で東西の公共交通は路線バスし
かなく、長年「東西交通問題」として木原元市長、竹山前市長に続
く永藤市長の課題であった。今回永藤市長はSMI都市ラインとし
て南海堺駅から「大小路」を通って堺市役所を経て堺東駅に至る
1,7キロに「自動運転など最先端技術を備えた電動車両の導入」を
打ち出した。中間地点の大小路の交差点は阪堺線大小路駅と
シームレスな乗り継ぎ施設として観光拠点、憩いの場として整備さ
れる。またこの計画により阪堺線の終着駅である浜寺公園への人
の流れも期待でき、利用者減少の阪堺線の復活にも期待できる。
2025年の運行開始に向けて22年中に事業者を選定し、導入

計画を策定する。全体の完成は2030年の予定。

関西広域連合の質疑の模様は関西広域連合議会のHPで
録画を見ることができます。興味のある方はぜひご覧ください。


