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大波乱の議会終わる！

東北関東大震災で被災されました皆様には心からお見舞い申し
上げます。このような時に会報を発行すべきか逡巡しましたが、
この国難を乗り切る覚悟が今全ての国民に求められている中で
みんなが縮こまっていては新たな展開は望めません。そのような
意味で出来るだけ普段の活動は続けるべきと考え発行しました。

H23 年度予算案及び職員の給与の改定に関する条例案をいずれ
も予算委員会で否決。（前代未聞の事です）
上下水道料金の引き下げに関する条例改正案を市が取り下げ
今議会は和泉再生プランの初年度にあたる予算を審議する議会で、
市長公約の上下水道料金の引き下げの条例改正が提案されるなど極
めて重要な定例会となりました。
この定例会は従来の追認議会と異なる全く異例の展開を見せまし
た。来年度の市政運営の根幹となる予算案が反対多数それも賛成３，
反対６の大差で否決されたのです。
私はこの予算案に反対しました。その理由は以下の通りです。
｢本予算には市長の公約である上下水道料金１０％削減の為の一
般会計からの補填が含まれています。天から降ってきたと言っては
ばからない選挙目当てとしか考えられない公約を無理矢理実現する
ため、障害者給付金や不妊治療の補助金を減額するなど、その政策
は矛盾に満ちています。又この上下水道料金減額は1年限りの施策で
その政策効果は極めて疑わしいものです。又北部公共施設整備計画
については、昨年９月議会で市長は有識者なども参加した検討の機
ほ

ご

関を設置すると答弁していたのにも拘わらず、それを反古にしてこ
の予算にスポーツ施設の建設につながると思われる経費の一部を計
上しています。以上議会軽視もはなはだしい点などもあり、到底本
予算を認めるわけにはいきません｣

●結局本会議では予算を承認
続いて３／２５の本会議で予算案の採決が行われ、委員会の議決と
異なり賛成多数で承認されました。但し上下水道料金の引き下げが
取り下げられた事に伴う予算の修正は、6月議会で補正するとの条件
での承認です。私は上下水道料金の引き下げを取り下げた事は評価
しますが、その他にも本予算には問題があり反対しました。
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職員の給与改定議案も予算委員会で否決
この議案は端的に言えば和泉市職員の給与の適正化

平成２３年４月発行

上下水道料金１０％引き下げの条例
改正案を取り下げ

を図るための条例の改正であり、改訂の背景として

市は上下水道料金の１０％引き下げの条例案を取り下

●国家公務員の給与との乖離の解消

げました。

●病院特例債の発行の前提としての病院職員の給与の
是正

取り下げの理由
は｢東北関東大震

●和泉再生プランの初年度実施

災｣のような未曾有

を目的に、条例改正するもので、新旧の比較を以下に

の事態に対し、災害

示します。
（現状同一等級内の最高号俸で比較）

に強いまちづくり
を行うため、この条
例改正案を取り下
げた｣との事です。
しかしこの説明
は如何にもとって

これを見ますと、低い職位の職員で長くその職位に
あり、号俸が高くなっている職員は大幅に低くなり、
部長等の職員は大きな削減はありません。職務が変わ
らず年数だけ増えて給与が上がっていた職員は頭打ち
となる制度です。
（民間では当たり前の事ですが）
同時に職務（役職）が変わらないにも拘わらず年数
が増えて号俸が頭打ちになったときに、上位の職務の
・・・

号俸が支給されるいわゆるわたりもなくなります。こ
のわたり制度は違法とみなされ、高槻市で現在住民訴
訟で争われています。
（当市も早急な是正が必要です）
ところがこの改定案は職員に不利益を及ぼすとして、
組合との合意が出来ていません。見切り発車したもの
で従来の組合との慣行に反するとして、今回の議案の
提案に反対の姿勢を示す議員がおり、今回この条例案
が委員会で否決されました。
私は、職員の給与の適正化を図るには、この条例は
有効であるとの判断で条例案に賛成しました。勿論組
合を始め職員には丁寧な説明を行い、合意することが
望ましいのは当然ですが、それが実現しないと言って
給与の適正化が実現できないというのは問題です。

●本会議で成立
しかし、最終的に本会議で賛成多数で承認されました。
給与の減額に対する経過措置がありますので、直ちに
職員の給与が減ることにはなりませんが、いずれ削減
されるのは間違いない事です。職員への丁寧な説明と
組合の合意を得るよう努めて頂きたいものです。
私たち議員についても報酬の削減は不可避と考えま
す。

つけたようなもの
です。実態は厳しい
財政事情にあって、
確たる政策効果も
見込めないものに
多額の税金を使う
ことに対し、議員の
賛同を得ることは
困難となり、このまま強行すれば23年度予算の本会議
での成立も危ぶまれると推測し、市長が判断したもの
と思います。災害に強いまちづくりは息の長い取組が
必要であり、今回の1年限りの上下水道料金の引き下げ
とは直接つながらないと思います。
今回の引き下げの財源として、水道事業利益剰余金
2億3300万円、一般会計からの繰入1億5800万円が必
要なくなった訳ですから、仮に一般会計予算、水道事
業会計予算が本会議で成立したとしても、早期の補正
が必要となります。
この上下水道料金の引き下げは市長公約の大きな目
玉であり、市長は今回見送るものの時期をみて再び実
現を図る考えを持っているようです。その点で公約の
撤回では無いと言っていますが、この案件は厳しい財
政事情にあって、1年限りの施策で政策効果も疑わしく
いわゆる筋の悪い施策で、将来とも実現は難しいと思
われます。市長は何が何でも公約実現と無理を承知で
強行突破するような事がないよう、冷静な判断をして
頂きたいものです。
辻市長になって議案の取り下げはこれで3件目です。
稲田・井坂市長の時代は皆無です。
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ダンジリ倉庫への助成金の支出は違法では無い！

ダンジリ住民訴訟 控訴住民側敗訴

＜ダンジリ住民訴訟とは＞

ダンジリ訴訟をめぐる経過
●H20/11
大野町において請負業者と結託
し町会館の増築費用を水増しし
て市の助成金を不正に受けてい
た悪質な事件が発覚。市は町会に
不正受給分を返還させた。
●H20/12
上記事件の発覚後、町会館助成金
の内容について、調査したところ
数点の疑問点を発見。
●H20/12
12 月定例会で、ダンジリ倉庫の建
設に町会館助成金が使われてい
ることについて一般質問
●H20/12
大野町の返還請求が十分でない
こと、北田中町へは要綱に反して
助成金を支出したこと、若樫町の
ダンジリ倉庫に助成金を支出し
たことに関し、住民監査請求。
●H21/3
監査結果を不服として、若樫町内
会の件に限って住民訴訟
●H22/10
1 審で敗訴。ダンジリ倉庫への助
成は公益にかない、申請に虚偽の
図面を添付した事実があるが、助
成金の支出の判断に影響せず。
●H22/10
大阪高裁に控訴。
●H23/3
高裁判決
控訴棄却（1 審判決を維持）

裁判所の判断は、通常の市民の
感覚から全く遊離した行政追随
の典型です。住民訴訟の限界を
痛感しました。
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●町会館助成制度
自治会や町会の会館の建設に、1000 万円
を限度に総事業費の 1/3 が補助される制
度があり、昭和 63 年度から累計 119 件
の助成がなされています。助成対象は町
民の集会や会議の為の施設（通常町会館
と言われている建物）とされています。
●ダンジリ倉庫の建設に助成
ところが若樫町の町会館の横に新設し
たダンジリ倉庫（左上の写真）に市は助
成金を支出しました。申請には｢町会館
狭隘に伴う増築｣とありました。
●議会で一般質問
ダンジリ倉庫に助成金を支出するのは
違法ではないかと質しましたが、市は会
館附属倉庫として助成したもので、運用
方法を明確化することが必要と答弁し
ました。
●住民監査請求＆住民訴訟
和泉市内に多くのダンジリ倉庫があり
ます。しかしこのような独立の倉庫に助
成金を支出した例はなく、違法であるか
ら町会から助成金の返還を求めるよう
住民監査請求を行い、監査結果に不服が
あったので住民訴訟を提訴しました。
●偽装した申請
申請時に添付された図面は、ダンジリ倉
庫の図面ではなく、通常の倉庫の図面が
添付され、当時の町会長は子どもダンジ
リ用に作った図面を誤って添付した証
言しましたが、図面の作成時には既にダ
ンジリ倉庫の建設が決まっていたから、
証人の証言は信用できないと裁判所が
認めました。
●建築確認の未取得
更に調査したところ、ダンジリ倉庫は建
築確認申請を行っていない違法建築物
であることがわかりました。
●私たちの主張
ダンジリ倉庫への助成は要綱に反した
もので、且つ建築確認を取得していない
違法建築物であり、申請時に異なる図面
を添付した偽装申請であり、いずれも公
益に値しないから、返還請求すべきだと
市長に求めました。
●裁判所は私たちの主張を排斥
裁判所は、市はダンジリ倉庫として助成
したもので、仮に虚偽の図面を添付した
としても助成に影響はなく、建築確認の
問題は重大な構造上の問題も無い等の
理由で請求を認めませんでした。
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橋下知事が槇尾川ダム建設を止めた理由
橋下知事がダム建設を中止し、河川改修の予算が議会
で承認され、ダム中止が確定しましたが、この際の経
緯を、大阪府の資料等から整理すると以下の様になり
ます。
新しい治水のモデルとしてこの槇尾川ダムの経緯を活
かしていただきたいものです。
●100年に一度の雨に対応する治水対策
府内全ての河川で100年に一度の雨（時間雨量
80mm）に対応する治水計画を策定する方針の下に、
槇尾川について当面目標を50mmとし、ダム直下に
ついては将来手戻りにならないようダムを先行建設
する。平成21年5月本体着工の議決を得て、ダム着工。
●ダム再検証に至った理由
民主党政権の誕生に伴い、ダム事業に対する国民の
目線が厳しくなった事を受けて、十分な検証が必要
と判断した。ダムは環境に対する負荷が大きく、出
来れば作りたくない考えが背景にあった。大阪府の
財政が厳しくなり、100年対応の治水は財源的問題か
ら現実的な計画とはなり得ないものとなった。
（いつ
目標達成できるかわからない）そのよう実現が見通

なり、環境重視の社会の流れにも適応する
■実現可能性 新たな地元合意を得ることが必要と
なり、実現時期が遅れる要素があるが、河川改修
の方法を工夫することにより、著しく実現可能性
を損なうものでは無い。

昌子の日記＆予定
3/1 厚生文教委員会傍聴
3/2 都市環境委員会傍聴
3/3 総務安全委員会
3/4 いずみ子ども家庭サポーター協議会総会
3/6 いずみいのちの森植樹祭
3/7 ダム定例会
3/8～3/11 予算委員会
3/12 万葉講座
3/14～3/15 予算委員会
3/16 事務所運営委員会、議会運営委員会
3/17 北松尾幼稚園卒園式、ソロプチ定例会
3/18 緑ヶ丘小学校卒業式
3/22～3/23 一般質問
3/25 本会議
3/27 槇尾川ダム中止報告会
3/28 いずみ子ども文楽の会、和泉市女性議員団募金活
動（和泉府中駅）

せない計画より、より現実的な治水目標に転換する
必要が生じた。
●今後の治水対策のポイントを策定（H22年6月）

＜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

■基本理念 人命を守ることを最優先とする
■治水目標 20年から30年で達成すべき治水目標
を策定し、50mmでも床下浸水を起こさないこと
を最低限の目標とし、65mm、80mmへのステッ
プアップは、床上浸水を解消することを治水目標
とする。
■その他 治水施設整備以外にも、災害時に被害を
最小化するようソフトな対策もあわせて講じる。
●以上の治水対策の基本に則り槇尾川の治水対策を再
検証
河川整備委員会で6回、述べ25時間を超える議論・検
討を行った。委員会の結論は出なかったが、その意
見を踏まえ、以下の理由でダムを中止し、河川改修
＋局所改修で対応する結論に達した。河川改修は
■治水効果 中下流の降雨に対して効果のないダム
より全体としての治水効果は優れている
■事業費 ダム中止に伴う費用を考慮しても、事業
費は安い
■環境への負荷 ダムが環境への新たな負荷要因と
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事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 〒594-1155 緑ヶ丘１－３－１５）

議会報告会（場所 小林昌子事務所）
・４／１６（土） 午後 2 時から 4 時
資料の準備がありますので、事前に御連絡下さい

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
・89 回 4/9 紀伊万葉
・90 回 5/15 万葉バスツアー
万葉びとが感動した和歌浦から加太の海へ
＜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
・５月 11 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の関係上新規の受
付を中止しています。

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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