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藤原龍男市長三期目当選
市民の皆さん。
二〇一八年もよろしくお願いいた
し ます 。
今年一月二十一日に貝塚市長選挙
が告示されました。
その結果、藤原龍男市長が第三期
目を無投票で当選いたしました。
無投票であったという事は、これ
まで藤原市長が二期八年間行って来
たことが評価されたことを意味しま
す。
くら寿司や日本生命の野球部・卓
球 部の 誘致 、
せ んご くの 杜
整 備事 業や 念
願 であ りま し
た 泉州 山手 線

・総務産業常任委員会委員
・庁舎建替問題対策特別委員会副委員長

南野けいすけ

貝塚市議会議員

計 画 の 前 進 な ど 、 な取り組みを行って
数多くの取り組
きました。
みが行われまし
私は常日頃から
た。
「誰もが安心して暮
三期目に向け
らせるまち」を作る
ては「教育」
ために取り組んでい
「健康」「にぎ
ます。
わい」「産業」
その中で、空き家
「安全・安心」
対策特別措置法をも
の五分野につい
とに「空き家協議会」
て「ナンバーワン」をキーワードに
を組織させたり住居
取り組まれると決意されています。
表示の取り組みを進めてまいりまし
また、災害時に拠点となる本庁舎
た。
の建て替えについても国の補助制度
これはほんの小さな取り組みの一
がある今が最大のチャンスであると
つではあるのですが、小さなことが
して実現に向けて取り組みたいと決
変わることによって大きなうねりが
意を新たにされました。
生まれます。
私は、これまで同様、藤原龍男市
一つ一つの取り組みを大切にしな
長と共に「元気あふれる みんなの
がらこれからも貝塚市のために頑張
まち 貝塚」作りを進めてまいる決
る決意です。
意です。
二〇一八年もよろしくお願いいた
します。

二〇一八年を飛躍の年に
また私自身は昨年も議会内で様々

今期の主な役職

・大阪府都市競艇企業団議員
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二〇一七年議会での取組み
昨年一年 間議会では様々な質問 を行いま
した。

第一 回定例会 予算特別 委員会
◎情報発信推進事 業のホームページの 運用
管理に ついて ◎部落差別解消法につ いて
◎コンビニエン スストア収納推進事 業に
ついて ◎本人通知制度について ◎旧と
畜場管 理事業について ◎水間鉄道安 全輸
送設備 整備について ◎水間鉄道駅の ネー
ミング ライツの取り組みにつ いて ◎公園
緑地管 理事業について ◎市営住宅の 入居
基準に ついて ◎スケートボード場の 整備
について質 問しました。以下重点 質問を二
つ掲載します。

◎せ んごくの 杜管理事 業
について
◆南 野敬介議 員
今回、敷 地内保全業務というこ とで二七
五万円計上されております。
保全とい う形になるとは思いま すが、ど
のようなことをお考えなのか。

◎都市政策部参与兼政策推進課長
シルバー人材セン ターに対しまして、敷
地内の保全で、草刈 り・破損したフェンス
の修繕など必要な部 分を行うための予算で
す。

◆南野敬介議員
次に、せんごくの 杜が防災広場として活
動していくというこ とになるとは思うので
すが、今後、日常の 使用について、現段階
で何か考えがありま したら、答えられる範
囲で結構ですので教えていただけますか。
◎波多野真樹副市長
現状は裸地のまま です。先日はいい天気
でしたので、ヘリコ プターがおりたときに
物すごく砂ぼこりが 舞ったということも皆
さんご確認いただけたと思います。
あれも雨が降
りますと今度は
ぬかるみ状態に
なります。
現状において
は、この状態で
市民に開放する
のは困難な状況
かなと考えてお
ります。

そう いう中、坂路の部分 については、一
部砂利を敷き詰めたい。雨が降ってもぬか
るみにならない、水はけもいいということ
ですので、一般の開放に向けては、少なく
とも砂利を敷き詰めないといけないと考え
ております。
これ につきましては、現 在、国からの支
援をいただけないか模索しながら検討を進
めておる状況でございます。

◆南野敬介議員

どこ かの企業に使ってい ただくとか、そ
れも防災の目的でということで追求してい
ただくということだと思うんです。
今、 波多野副市長がおっ しゃいましたよ
うに、ヘリコプターでほこりが舞うことや
雨対策が必要と感じております。
次に 使うところが決まる までの間、あの
まま放置したら恐らく草木が生えたりしま
すので、例えば芝生を敷いてみるとか、成
長しない樹木などもあると聞いたりもして
いますので緑を多くして防災広場という形
で使うとか、運動できるようにするとかい
うことも考えられます。
そう いったところで、今 言ってすぐ答え
られる問題ではないとは思うのですが、今
後、防災広場を整備するにあたって基本的

な考え方をお示ししていただけますか。
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◎波多野真樹副市長
最 終 的に は 芝 生 広 場が 望 ま し い か と 思 い
ます。
その前提として水はけ対策としての砂利
の敷き詰めというのがあるんですけども、
将来的には、おっしゃったように、芝生広
場のようにして一般開放できるようにする
ことが望ましいと考えています。
今それに向けて、なるべく市の財政負担
も少ない形でなし遂げるにはどうしたらい
いのかということを模索しています。

◎空き家等対策事業について
◇南野敬介議員
空き家等実態調査及び対策計画支援業務
としまして約二二五〇万円の予算が計上さ
れております。
今年度データベース化を実施するという
ことでよろしいんでしょうか。
また平成二九年度中に対策の計画を策定
するということでよろしいですか。

◎まちづくり課長
◇南野敬介議員
おっしゃるとおりでございます。
実際問題、各町
会・自治会 が十 年
間そこで何 かし ま
◇南野敬介議員
我々ずっと実態の把握をせずに、この問 す と い う担 保 が な
題の解決は難しいと考え、提案させていた い 限 り 、こ の 補 助
だいていたので、予算に反映されて大変喜 制 度 が 利用 で き な
んでおります。
い。
それで、その後の空き家再生等推進事業
それでは 、な か
についていわゆる除却費補助制度、これに なか利用ができないのでは。
ついての要件が町会・自治会等に十年間無
例えば自治会や町会以外に対象者を広げ
償貸与するという要綱がつけられておりま るなどしなかったら、これを活用すること
す。
が難しいと思うんです。
それに限られると実際問題、この除却補
助制度を利用することは非常に難しいと思 ◎波多野真樹副市長
うんです。
実際、ほかの自治体の事例を見たら、ポ
この辺を今後どう考えていくのか。
ケット広場みたいな形で進めています。
更地にしたところにソファやベンチとか、
◎波多野真樹副市長
花壇に花を植えて、いつでも誰でも休憩で
町会・自治会のご了解を得てということ きるような場所や消防団と連携をして防災
を明記させていただいております。
器具の倉庫として使うとか、あくまで地域
今土地と住んでいない家を持っているけ のために役立っている土地利用がなされて
れども、家は住まないから潰したいと。た いるということであれば十分です。
だ、土地については売る考えもなく、少し
持っておきたいいう場合において、あくま 第二回定例会での一般質問
で暫定的に土地を利用する。
・がん対策推進条例制定について
ただ、その際に公的資金を入れますので、 ・「婚活」の取組みについて
空いた土地についても、できる限り公益的
な目的で使っていただきたい。
第四回定例会での一般質問
どこでその公益性を担保するのかという ・性的マイノリティ支援について
ところで、やはり町会・自治会のご了解と ・藤原市長二期八年の総括と三期目に向け
いう事になります。
て
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2018大阪二色の浜開催決定
日時 2018年9月22日（土）～23日（日）
場所 貝塚市民の森・シェルシアター

（毎月11日に実行委員会を開催）
ご協力いただける方は南野までお問い合わせください
（０９０－１９１１－４３０６：南野）

リレー・フォー・ライフとは・・・
リレー・フォー・ライフは、がん征圧を目指し、が
ん患者や家族、支援者らが夜通し交代で歩き、勇気と
希望を分かち合うチャリティイベントです。
1985年、アメリカ人外科医が「がんは24時間眠らな
い」「がん患者は24時間闘っ
ている」というメッセージを
掲げて、がん患者の勇気をた
たえ、支援するために走りま
した。
いまや、世界20カ国で開催
され、毎年世界中で400万人
を超える人たちが参加してい
ます。」 日本では、日本対
がん協会と各地のボランティ
アでつくる実行委員会が、全
国40カ所以上で開催されてい
ます。

昨年五月に開催
されました、全国
市議会議長会にお
いて、南野敬介市
議は一〇年表彰を
授与しました。
六月の第二回定
例会において表彰
状が授与されまし
た。

※実行委員・ボランティア募集中です。

全国市議会議長会より一〇年表彰

がん征圧・患者支援チャリティイベント

皆さんのご寄付で

南野けいすけの
政治活動を
支えてください。
※1口1,000円（何口でも可）
※使途については、新聞作成及び各
種郵送代に使用します。
※政治資金規正法により、団体（会
社名等）での寄付は受け付ける事が
できません。
必ず個人名でお願いいたします。

郵便振込
００９３０-６-３２０１８１

南野敬介を支持する会
二期 目は議会改革検討会 の議論が活発に
行われました。三期目はその実践。やはり
微調整は出てくるものです。代表者会議な
どで修正しながらかいづか版の議会改革を
進めています。

「誰 もが安心して暮らせ る貝塚市を」と
言葉で書けば簡単なのだが、実際は幅広い
取り組み、幅広い課題があります。自分な
りに課題を見つけ安心安全の貝塚市をめざ
したい。

いつ 発生するのかわから ない大震災。防
災・減災の取り組みが必要です。それは貝
塚市役所も同様。市役所の機能がマヒする
と困るのは市民です。そんな事を考えると
災害に強い市役所をめざしたい。

私は がん征圧患者支援の チャリティイベ
ントのリレーフォーライフの実行委員会に
参加しています。多くの患者さん、ご家族
の方と知り合え想いを共有してきました。
その一つの形が見えてきました。「貝塚市
がん対策推進条例」が制定されようとして
います。（３月議会予定）嬉しい限りです。

今年 一年も全力で頑張り ます。よろしく
お願いいたします。

二〇一八年二月

