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ご恩返しとご恩送り

税金を使う事業だけじゃない
地元活性のために一般社団法人を 2法人設立し、
次世代育成や新たな可能性に挑戦してきました

公園の遊具塗装
自分達が遊ぶ公園を自分達で
綺麗に。プロの手で事前に下
地処理を済ませ、仕上がりの
色を子ども達とイメージして
一緒に塗装し、綺麗にしました。

関西こども建設王国
出雲大社大阪分祠の
境内をお借りし、塗装
や左官、カンナ削り
などの体験や地域の
ダンスチームの舞台出演、地元飲食店によるブ
ース出展など、地域の子どもと大人が繋がる
ことを目的に大規模イベントを開催しました。

落書き消し
登美丘北公園の倉庫に落書
きが。このような対策はス
ピードが肝心。3日後、子
ども達や仲間と一緒に落書
きを消しイベントを開催。
ボランティアでもプロの仕事

堺まつり × メタバース
堺の魅力を世界に発信する新たな
取り組みとして、メタバース仮想
空間で堺まつりの動画上映や
堺市各局の施策や魅力を紹介する
パネル展示を開催

未来建設プロジェクト
建設業界の力を使って地域から日本の
課題解決に挑戦するという活動方針を
掲げ、様々なイベントを企画・実施


Web3.0 という新技術を活用
して堺市の課題解決や成長と
地元企業や団体を盛り上げる
ために仮想空間でのイベント
を企画・実施

複数個所で電球が切れ、暗くなって
いたデッキ照明の交換を依頼する際、
LED化を提案。特殊器具で調達に
難航しましたが、明るくなっただ
けではなく、電力使用量も半分に。

Before
After

年間の
活動実績

地元編

南八下

通学路整備

歩道がなく非常に危険な状態
だった通学路に対し、早期に
実現可能な「空き地に歩道を
通す案」を提案。地権者や市
の担当者との交渉を重ね実現

北野田駅
デッキ照明
LED 化

310 号線
電柱移設

近隣に商業施設もあり、通行人が
多い狭い歩道の真ん中に立てられ
て通行の妨げとなっていた電柱を
市や関西電力などとの交渉により
移設を実現。

雨の日は水が溜まり、晴れの日は
砂ぼこりが舞い、沿道の住民に
とって年来の悲願であった
舗装化。所在が分からなかった
方を探し、同意を得れなかった
他都市在住の所有者を何度も訪ね交渉、舗装化を実現

菩提丁里道
私道の舗装

生まれ育ち、お世話になった地元東区をもっと住みやすく、
快適にするために、地域のみなさまの声を実現し続けてきました

東区を

もっと住みやすく

快適に



Q. 更なる歳入確保について

永藤市政の実績と展望を問う予算代表質問

A.令和元年度以降、ふるさと納税の寄附受入
額の増加を図るため、返礼品の充実に取り組み
市内の事業者と連携を深めてきた結果、令和
元年度の約 4千万円から令和 4年度は 1月末
時点の速報値で約 11億円と約 30 倍に増加した。

歳入確保だけではなく地域
産業の活性化にも大きく寄与

A.高齢者や障がい者を対象にしたゴミ出し支援に
ついて、粗大ゴミのみから一定の条件のもと生活
ごみ・資源回収も支援対象とし、さらに今年 2月
からは高齢者の対象範囲を拡大。より利用しや
すい制度に改善し、高齢者支援を強化した。

Q. 市政改革の実績について
A.百舌鳥古墳群ガイダンス施設や児童自立支援
施設などのハコモノへの投資を見直し、事業効
果の薄い堺都市政策研究所の解散など、計画や
事業の見直しを行い、初期費用等で約 83 億円、
運営費用等で年約 47億円の収支改善が図られた。

Q. 高齢者支援について

ハコへの投資から人への投資へ、
事業者補助から利用者補助へ

永藤市長の選挙マニフェストを
有言実行で達成

▼質疑内容抜粋

今後も市長与党で最大会
派の代表としての責任を
自覚し、永藤市長と一緒
に堺の未来を描きます。

黒田まさき
大阪維新の会 堺市議団 代表

子育て分野以外にも「新し
い堺を創る」ための挑戦は
続いています。令和 年 
月の予算議会では大阪維新
の会堺市議団を代表して、
永藤市政に対する包括的
な代表質問を行いました。

新しい堺への挑戦

令和 5 年度 重点予算

財政収支見通し
令和 5 年 1 月 堺市発表
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永藤改革で
大幅に収支改善

前市政では
数年で貯金枯渇

永藤市長

財政危機宣言解除
▲3

令和 5年度の予算案では市税
収入の見込みが個人、法人、
固定資産の税全てで増加
するなど、過去最高の 1574
億円となる一方で、これまで
大型公共事業などを精査し、
支出を抑制してきた改革効
果もあり、財政危機宣言の
発出から 2年で宣言を解除
することができました。

市税収入は過去最高の 1574 億円

第子以降の保育料無償化を
所得制限なしで市が独自に実施。

認定子ども園へ改修や要支援児の
受け入れに必要な費用を補助。

妊娠時・出生後の給付金とともに
妊娠から伴走型相談支援を実施。

子育て世帯が市内の空き家を購入
して居住する際の費用を補助。

オンラインや ICT を活用した
総合的な学力の向上。







今後は攻めの予算編成で

次世代への投資を加速

竹山市政では毎年 40  50 億円の収支不足が続き、貯金が枯渇する
見込みでしたが、永藤市政により大きく収支改善。物価高騰の負担
増毎年 15 億円を見込んでも安定的な財政運営ができるまでに回復。



道料金基本料金減免、給食費無償化も実施
など他多数

大阪府・市との連携強化児童虐待防止、観光、G7
堺市各地の魅力創造・活性化萩原天神をはじめ多数推進
泉北ニュータウン再生スマートシティに向けて始動
大阪公立大学との連携中百舌鳥キャンパス存続
民間活力導入SDG推進プラットフォームなど多数
ベイエリアの水上交通大阪府との連携で実証実験
パークマネジメント大蓮公園、原池公園
東西交通網の推進SMI 都心ライン、美原ライン実証実験
中百舌鳥駅の乗継ぎ改善時間短縮、更なる改善予定
ふるさと納税大幅 UPH28 年 R1 年 4000 万円→R4 年 10 億円
百舌鳥・古市古墳群の保全・継承

財務マネジメント徹底収支見通し公表、財務戦略策定
区長、区役所の権限強化
ICT イノベーション推進室創設
外郭団体見直し廃止、統合、全般的な見直し
働き方改革女性活躍、局長公募、押印廃止、ペーパレス

世界に誇れる堺

効率的な市役所

4 年間の具体的な取組実績
堺市全域・全庁編

2020

2023

コロナ対応・物価高騰対策として水

議会で答弁を引き出し実現

中学校全員給食 令和 7 年度スタート
オンライン英会話一人一台 PC 早期導入
児童福祉司、児童心理司の倍増

高齢世帯のごみ出し支援ふれあいサポート収集
障がい者の自立支援チャレンジ雇用・オフィス
がん検診の無償化拡充5 大がん前立腺、胃
ケースワーカー充足率大幅改善
地域包括ケアシステムの体制強化、窓口増設
子どもの貧困、貧困の連鎖対策庁内横断チーム設置

戦略的な防犯カメラ整備約台
水道料金値下げR1.12 に 3値下げ
暮らしの利便性向上LINE 道路通報、クレジット決済導入

『新しい堺』へ
堺市では永藤市長のマニフェスト通り「新しい堺」に向けた具体的な取り組みが
進んでいます。一方で、議会からの指摘により進んだ政策、実現が早まった事業
も多数あります。私、黒田まさきが議会活動で実現した政策の一部をご紹介します。
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黒田まさき
堺市議会議員

役所が動き出すのは議会答弁から

子育て・教育環境の充実

寄り添った福祉・医療

生活環境の充実



特別付録吉村洋文インタビュー
吉村代表

ありがとう

ございまし
た

ご意見
募集中

こういったまちづくりや大きな政策には賛否両論がありますが、どちらも崇高な正しいご意見だと考えています。私は規制で身動きがとれなかったところに新たな選択肢を示し、皆様と一緒に日置荘・東区の将来を描き、農業や豊かな田園風景と調和する新たな『日置荘』の魅力を創出したいと考えています。
黒田まさき事務所 : 堺市東区日置荘田中町   TEL072-286-4448

Q. 今後の堺についての展望を教えてください

A. 堺市は永藤市長就任により、大阪府や大阪市だけでなく、
 　大和川以南の自治体とも積極的に交流し、連携を進めるなど
 　南大阪の中心としての役割を担っています。今後も G7 貿易大
　 臣会合や観光戦略など堺と協力してともに成長していきます。

Q. 大阪維新の会の代表として、堺市議団に期待することは何ですか

萩原天神が変わります

萩原天神駅エリアの魅力創出
に向けて水面下の調整と議会
で答弁を引出し、規制緩和や
予算措置、専門部署設置など
推進体制を整えてきました。
黒田の私案ですが、カフェや
BBQができる民間活力による
公園や都市計画道路の整備。
産直市場の誘致など、地域の
課題を解決しながら田園風景
と調和したエリアを創造します。

NEWS たくさんの課題を背景に役所と交渉、
萩原天神駅エリアの魅力を引き出す

都市計画道路・公園の未整備

スーパー撤退農業従事者の
後継者問題

A. 永藤市政で改革を進めるには維新堺市議団は重要な存在です。
　 堺市議団の代表を務める黒田さんは、同世代の当選同期で僕が
 　大阪維新の会代表に就任した際は副幹事長に指名した人物で、
 　市議団が全会一致で代表に選任した人望の持ち主です。是非、
 　若い黒田さんを先頭に永藤市長を支えながら、他会派も含めて
 　議会での議論をリードし、より良い議会運営を期待しています。

調査地区区域界
駅前ゾーン
沿道商業ゾーン
農住ゾーン
公園
ため池
幹線道路計画
主要区画道路計画
既存道路




