昌子の広場第１００報

平成２２年１月発行

和泉市無所属市民派議員
小林昌子
和泉市緑ヶ丘 2-13-10
自宅 Tel（Fax) 0725-54-2626
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451

Email masakokob@ybb.ne.jp
http://masako-hiroba.info/
ホームページもご覧下さい
yahoo の小林昌子で検索出来ます
目 次
・新春の挨拶
・一般質問しました
・昌子の広場

P1
P2-3
P4

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

謹んで新年のお喜びを申し上げます。
後援会長 見辺博夫
旧年中はいろいろとご厚誼を頂き誠に
有難うございました。今年こそはと思いな
がら無為に過ごしたのではないかと自戒
する毎日ですが、昨今は地球温暖化の
話題が新聞紙上を賑わしています。
小林昌子市議は１期目より槇尾川ダム問題をはじめ自然
環境保護に精力的に取り組んでいます。昨年末は COP15 の
会議が開催されましたが、国の利害が対立し中々まとまらな
いようです。しかし地球温暖化防止は全世界の全人類の使
命と思います。国内では高速道路の無料化の問題が政治
課題となっていますが、船や電車の方がずっと環境負荷が小
さく、温暖化防止に有効と思います。和泉市でも槇尾川ダム
問題や泉州東部農用地の開発などの環境破壊につながる
問題を抱えています。このような時代にあっても小林昌子市議
には当初の思いを忘れず、市政全般にわたって活躍されるこ
とを期待しています。
皆様方には何とぞ旧倍のご指導ご鞭撻をお願い申し上げ
ます。年頭に当たり皆様ご家族のご多幸とご健勝をお祈り申し
上げます。

新春のご挨拶

小林昌子

昨年は国においては民主党
政権が誕生し、和泉市では辻
新市長の誕生と新しい時代の
幕開けの年でした。
民主党政権発足後ハネムーン期間といわれる１００
日が過ぎましたが、リーマンショック以来の１００年に一度
と言われる景気後退の後遺症で想定外の税収悪化に
見舞われ、事業仕分けの効果も限定的でマニフェストの
実現はおろか、国債発行が税収を上回るような惨憺たる
予算しか組めないような厳しい事態となっています。
和泉市では新市長が市民税の１０％減額、上下水
道料金１０％引き下げを公約に当選しましたが、市の財
政の現状はこれが実現できるような生易しい状況ではあり
ません。市長は新たに、検討プロジェクトチームを立ち上
げ更に「共創和泉行財政懇話会」を設置し、任期中に
なんとか実現出来るよう努力する事を議会等で発言して
いますが、見通しは厳しいと言わざるを得ません。
市立病院問題が心配の種です。私は公立病院として
存続することを願っていますが、膨大な赤字の前に果たし
て存続出来るか、見通しは決して明るくはありません。和
泉府中駅前再開発の進展に伴い新たな財政負担が
控えています。今年は正念場の年になると思います。
昨年末には予想も出来ない不祥事が明らかになりまし
た。上伯太線道路問題です。定められた手続きを履行せ
ず、当初予定の事業費を大幅に上回る結果となりまし
た。今年度末迄に工事が完成しないと国の交付金がお
りないと、補正予算や契約を議会に理不尽に迫る様な
対応は行政の体を成していません。市民から厳しい批判
を受けても当然です。
このような厳しい年ではありますが、皆様方と一緒に希
望を持って少しでも明るい話題が提供出来るよう頑張る
所存です。どうぞ宜しくお願いいたします。
1/4
２０１０年正月

昌子の広場第１００報

平成２２年１月発行

がら今回補正を求める内容は契約した王子グラウンド整
備費６千１００万円の倍額に当たるお金をつぎ込み整備を
行っています。その王子グラウンドの整備についても必要
な建築確認申請を怠り、建築物が許されない橋の下にダ
ッグアウトを作るなど、ずさんな設計・工事は行政の体をな
していません。
その折々の所定の手続きも踏まず、ふたを開ければ当初
予算の２倍もの金額に膨れ上がり、しかも誰がいつ判断し
て了解したのかがわかる書面が和泉市には存在せず、こ
んなことでは市民への説明責任さえ果たせません。組織
の中あるいは組織間で相互にチェックする牽制機能が全く
働いていません。
先般の補正予算の審議にあたり、代替グラウンドの件が
行政側から明らかにされなかった事情があったとは言え、
これをチェックできなかった私を含めた議会の存在あるい
は力量が問われています。
来年の３月末日までに道路を完成させないと町づくり交付
金返還の問題があるので、私たちはこの事案に賛成する
にしろ、反対するにしろ苦渋の決断を迫られています。
しかし当局が描いているように３月末までに工事が完成す
る保証はありません。現に業者への聞き取りの中で業者
は次の様に返答しています。「今からなら工期を延長すれ
ば一部の工事は可能と思われる。ただし未解決な個所が
あると思われるので、すべてを年度内に完成することは難
しい」と言っています。
また道路が完成してもこれだけマスコミに報道された事案
でありますので、会計検査院も注視しているやもしれず、
検査を必ず通る保証もありません。
私は新しい和泉市を作りだす今は産みの苦しみの中にあ
ると考えます。今までも不祥事のたびに覚悟を改め、それ
なりの研修を積み、コンプライアンスを確立すると言ってき
ました。
しかし残念なことにその結果が今回の事案であります。法
令順守、また公金を扱っているという自覚、最小の経費で
最大の効果をあげることを求められている行政マンとして
の責務が感じられない仕事ぶりであります。市民の皆様か
ら納めていただいた税金がこのような形で使われていると
いう現実はとりもなおさず、「ざるに水を注いでいる状態で
す」。
この状態を改めるには辛い選択ですが、今回の事を骨身
にしみてわかる時間が必要です。
今まではのど元過ぎれば熱さを忘れるということわざ通り
の対応でしかなかったということです。通れない橋を眼前
にして市民からの苦情やお叱り、怒りを真摯に受け止め、
この橋の存在を教訓に、全員一丸となってやり直さなけれ
ば、和泉市の体質は変わらないし和泉市の未来は開けな
いと思います。
よって以上の理由から本議案については反対します。

上伯太線補正予算・契約議案可決
先月号で詳しく報告しました上伯太線道路工事の補正
予算及び矢野建設との契約の議決が可決されました。

反対は私一人でした。
補正予算も契約の議案も大きな問題を含んでいること
は全ての議員に共通した認識だと思いますが、これが
議決されないと、道路は開通しないし何よりも国から
の交付金が貰えない事態を避けたいとの苦渋の判断だ
ったと思います。しかし私はそれには違った考えを持
っています。以下は補正予算の反対討論です。

＜反対討論要旨＞
この議案は上伯太線における道路工事に関する増額１億
６６００万円の補正であります。上伯太線については平成２
１年７月議会においても１億３４００万円の増額を認めたば
かりであり、半年も経ずしてさらに当初予算１億９８８０万
円の83.5％も上乗せする、１億６６００万円もの補正を組ま
なければ事業が完了しない等常識を超える変更の額であ
り、内容であります。
本来設計に組まれていた王子グランウンド整備費を松尾
寺代替グラウンドに流用出来ると考える等、行政職員とし
ての基本的認識が疑われるところであります。ここはきっ
ちり設計変更を行い対応すべきでした。それとも松尾寺代
替グラウンドを表に出すことをはばかられる何らかの理由
が存在したのでしょうか。しかも矢野建設と契約した平成２
０年１０月２４日から７月議会で契約の議決をした２１年７
月３０日までは王子グラウンドは２重契約の状態になって
いました。
更に王子グラウンドの代替として松尾寺グラウンドを整備
する必要性はないと考えます。第１に泉北水道と王子町会
における「野球場施設使用等」に関する契約はH２０年４月
以降存在しません。また仮に契約が継続していたとしても
契約の第３条には「貸付期間は本契約書締結日より１ヶ年
とするが、甲が公共の用に供する必要が生じたときは、乙
はこれに同意し、協力するものとする」となっています。即
ち公共事業があれば契約期間を短縮して終了するという
ことです。現に泉北水道はH１７年以降契約期間を１年に
変更しています。更に大きな問題は任意の団体にすぎな
い少年野球チームに６千万円もの税金を投入し、わずか１
年半余りしか利用しない仮設グラウンドを用意したことで
あり、この件は市民の納得が到底得られるものではありま
せん。
次に契約行為についての認識です。
落札業者とは、契約を行い、仕様書に基づき定められた
仕事をしていくものです。仮に突発的な出来事があったと
してもそれはその都度，随意契約や見積もり合わせ、ある
いは入札等所定の手続きを踏んでいくものです。しかしな
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上伯太線問題で住民監査請求

槇尾川ダムいよいよ正念場！

上伯太線問題で、市民から住民監査請求が起こされま
した。それも同じ件について複数の監査請求が出され
ています。前代未聞の事ですが、市民が如何にこの問
題を厳しく見ているかの証左と思います。
私が所属するオンブズ和泉も代表が監査請求しました。

槇尾川ダムは既に本体工事に入っていますが、民主党政権
の誕生は橋下知事も意向もあり、いよいよ正念場を迎えて
います。

監査請求書です

今回の監査請求は、松尾寺の代替グランドの整備に関
する損害賠償請求です。違法な点は
●正規の手続を経ないで工事を行った事
●そもそも任意の団体である少年野球に代替グランド
を市の費用で整備する必要が無かった事
の２点です。
今回の監査請求のポイントは、上伯太線問題の内、松
尾寺の代替グランドの設置に限って監査の対象とし
ています。これ以外に王子グランドの機能回復工事も
大いに問題はありますが、現実にグランドは完成して
おり、その点で市に損害が無いと判断される可能性が
あるのに対し、松尾寺グランドは撤去され何も残らな
い事から、その工事費はまさしく市の損害に当たると
考えたためです。

朝日新聞の報道によると、
当面の50mm対応の河川改
修に必要な費用はダム＋
河川改修で143億円、河川
改修のみの時は108億円と
なっています。

大阪府の主催で有識者会議が開かれました
昨年12月25日に大阪府の主催で槇尾川ダムに関する有識
者会議が開かれました。当初は公開と聞いていましたが、
報道陣のみの公開となり、私たち市民は傍聴出来ませんで
した。日頃から情報公開を標榜している橋下知事の対応と
しては大いに疑問を感じます。
橋下知事は全ての選択肢を考慮し、年明けには判断すると
明言しました。反対派にはダムによらない治水の方案を提
案するよう要請がありました。

住民監査請求とは、市の公金の使い方に違法や不当な
事実がある時に、市の監査委員に対し監査を求めるも
ので、市民であれば誰でも又一人でも出来る制度です。
住民監査請求を受け付けた時は２ヶ月以内に監査委員
は監査結果を出さねばならない事になっています。住
民の自治体行政への直接参加の権利の一種です。同じ
案件でも重複して可能です。監査の結果に不服があれ
が住民訴訟として提訴が可能です。但し監査請求の請
求人でなければ出来ません。
今回オンブズ和泉代表が重複して監査請求をしたのは
今後の訴訟のことを考慮しての事です。
市当局も内部調査を通じて必要な時は損害賠償請求を
行うと新聞紙上で発表していますが、監査請求はタイ
ミングの問題がありますので、市の結論に先行して監
査請求を行いました。
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昌子の広場１００号を発行！
昌子の広場が今月号でついに100号となりました。
これはボランティアで会報を配布していただいている
市民の皆様など多くの人達のご支援で達成したもので
す。熱く御礼申し上げます。
下は想い出深い第1報です。思いもかけない当選を果た
し、初の議会での一般質問の様子を伝えたものです。
2000年10月発行で9年前の事です。最初の一般質問か
ら槇尾川ダムを取り上げています。
当初は2～3ヶ月に1回４ページだての6千部からのス
タートでしたが、その後毎月の発行となり現在では部数
も2万4千部を発行し皆様にお伝えしています。これか
らも許せる限り毎月の発行を続けたいと思っています。

昌子の日記

12/4 和泉中央駅会報配布、議会運営委員会
12/7 槇尾川ダム定例会
12/8 市民相談
12/9-10 一般質問
12/11 本会議
12/12 生きもの観察（光明池）、万葉講座
12/15 適正就学審議会傍聴、議会便り編集会議
12/16 事務所運営委員会
12/17 ソロプチ定例会
12/18 信太の森 FAN クラブ市長面談
12/20 ソロプチ S クラブ認証式（成美高校）
12/21 大阪地裁（ダンジリ訴訟）
12/22 都市計画審議会
12/30 槇尾川ダム現地視察

ダンジリ訴訟の状況
・双方の主張はほぼ完了し、争点は会館の狭隘化
に伴なう倉庫の新設とした申請が虚偽の申請
にあたるか、ダンジリ倉庫として助成したとし
て要綱に反しないか、又公益性はあるか
・双方誰を証人として申請するか（次回）
・町内会は本件訴訟に補助参加せず

＜事務所行事＞いずれも小林昌子事務所で
連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626
事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 緑ヶ丘１－３－１５）

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（犬養万葉顕彰会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
・次回は３月です
＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞

ちぎり絵
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料
・２月１０日（水）13 時～16 時

パソコン講座（参加費無料）
・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
同じく
木曜 14 時～16 時
・申し訳ありませんが現在定員一杯です。新規の方
は少しお待ちいただくことになります。
・１月は冬休みでお休みです。

昌子の日記
12/1 和泉中央駅会報配布、厚生文教委員会傍聴
12/2 和泉中央駅会報配布、都市環境委員会傍聴
12/3 総務安全委員会、100 人委員会

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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