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信太山丘陵の保全を求める請願
が9月議会で採択されました。請願が
採択されたのは最近では珍しい事で
す。 

この信太山丘陵は右の地図の鶴山
台に隣接する丘陵で、いくつもの偶然
が重なり、絶命危惧種等が生息する貴
重な自然が奇跡的にのこっている所
です。この地をスポーツ公園にする開
発計画が持ち上がり、自然を保護する
市民団体等がこの計画に反対し、2回
にわたって署名を集め、今回は1万人
以上の署名を沿えて、市長に再考を訴
えるともに、議会に対し今回の請願を
行う事になったものです。私は市民団
体の一員として請願の署名議員とな
りました。
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・信太山丘陵保全の請願採択される        P1,4 
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＜4 頁に私の賛成討論を掲載しています＞ 
同時に提出されていました市街化調整区域への下水
道敷設について、議会で良く精査して欲しいという請
願は 20 対 2 で否決されました。市街化調整区域への
下水道敷設は、今後２０年以上の年月が必要で、この
間生活排水対策はほとんど進まないことになります。
そうであれば、生活排水対策を早期に実現する為に
も、合併浄化槽を今すぐにでも設置したほうが合理的
と考えますが、理解が得られませんでした。 
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＜私の賛成討論＞ 
信太山は標高が３０から７０メートルの丘陵地で、約３０
０ｈａの広がりを持ち、丘陵地に囲まれた低地のため池や
湧水湿地の存在によって、まとまりのある湿群をかろうじ
て形成しています。ここにはモウセンゴケやコモウセンゴ
ケなどの食虫植物が生息しています。また植物版レッドリ
スト「日本の絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト環境
庁１９９７年において記録されているものは、サギソウ、
トキソウ、イシモチソウなど１１種あります。 
また平成１８年８月に 国交省、農水省、環境省はじめ、
近畿圏の都道府県や政令市による会議でまとめられた「近
畿圏の都市環境インフラのグランドデザイン」 ～山・
里・海をつなぐ人と自然のネットワークに向けた提言書に
おいて「保全等を検討すべき地域」の２５ゾーンに信太山
が選定され、「市街地の近くに残された湧水湿地やため池
が、さまざまな動植物の生息の場となっている地域。特に
信太山丘陵では自衛隊の演習地として利用されてきたた
め、多くのため池や無数の貧栄養湿地が点在するとともに、
広い草地環境が残されている。その一方近年は樹林化が進
み湿地の衰退が危惧されている。平地から台地にかけては、
古墳、史跡等が集中している地域もある。」と紹介されて
います。 
その後平成２０年１１月２７日付の和泉市環境審議会会
長名による「和泉市における自然環境保全方策にかかる意
見書」では留意すべきと考えられる個別事項として次の意
見が寄せられています。 
和泉市には信太山丘陵や山間部などに豊かな自然が残さ
れており、特に貴重種が多数確認されている信太山丘陵の
湧水地群については、これまでの調査結果によると、貧栄
養湧水地特有のモウセンゴケなどの食虫植物、サギソウや
トキソウ、カスミサンショウウオ、ハッチョウトンボなど
が確認されている。これらの貴重種の保全については，未
だ多くの課題を有するところから、適正な管理がなされる
べきであり、その手法の研究については十分な議論が必要
である。とされています。 
以上からもお分かりのようにこの信太山丘陵の自然はい
くつもの偶然が重なり、奇跡的に今の状態があるともいえ
ます。そんなに遠くない時代には里山として近隣の人達が
丘陵に入り、春は山菜とり、夏は子どもたちが池で水遊び、
また秋にはキノコ狩りや柴狩などが行われていました。 
自然からの享受は今の大人だけのものであってはいけま
せん。 
大人世代が自然から受けた喜びや気付き、恩恵は、次の世
代を担う子どもたちにもバトンタッチする必要がありま
す。 
営々と築かれてきた生態系を改変することは一瞬の判断
で出来ますが、壊された生態系は元に戻ることはありませ
ん。 
請願代表者や請願に署名された１０，２６５名はスポーツ
施設の必要性を否定していません。予定地として信太山丘
陵はふさわしくないからこの地は保全し、スポーツ施設は
しかるべき地に建設されることを願っています。 
信太山丘陵は生物多様性の高いホットスポットともいえ
る場所であります。 

この地にスポーツ施設計画が実行されれば、 
先人はその思慮の浅きことを憂い、また子孫はその判断の
過ちを嘆くことでありましょう。 
よってこの請願の採択に賛成いたします。 
 

昌子の日記＆予定 
10/1 石尾中学校体育大会  
10/2 緑ヶ丘小学校運動会 
10/3 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙 
10/4 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙 
10/5 和泉府中駅会報配布、議会役員選挙 
10/6 和泉中央駅会報配布、外部評価委員会傍聴 
10/7 議会役員選挙 
10/9,10 万葉バスツアー（島根へ） 
10/11 公報公聴委員会、議運 
10/12 和泉中央駅会報配布、運営委員会 
10/13 和泉中央駅会報配布、臨時議会、鳳土木へ 
10/14 和泉中央駅会報配布、農業委員会傍聴 
10/15 龍谷大学大学院社会人コース公開講座 
10/16 さよなら原発関西の集い 
10/17 光明池駅会報配布、ごみ問題学習会 
10/18 決算委員会傍聴 
10/19 和泉府中駅会報配布、決算委員会傍聴 
10/20 決算委員会傍聴 
10/21 決算委員会傍聴 
10/22 商工祭り 
10/24 災害廃棄物の処理指針に係わる検討会議傍聴, 

こん町のかたち研究会 
10/25 信太山駅会報配布、泉北水道定例会 
10/26 北信太駅会報配布、広報広聴委員会 
10/27 教育委員会傍聴 
10/30 煎茶会、信太の森運営委員会 

＜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 〒594-1155 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（全国万葉協会会員） 

・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時 

・95 回 11/12（土） 万葉の植物パート１ 

・96 回 12/10（土） 万葉の植物パート２ 

＜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 

・11 月 9 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 

市政相談会 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 4/4 
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大阪府内市町村「財政破綻度ランキング」（平成 22 年度決算から） 
 ところで和泉市は大丈夫なのでしょうか 

その１。大阪府内全体では 

財政破綻度はあくまで相対的なレベルを表す物で、絶対的な
レベルを示す物ではありません。 
府内の自治体ではかねてより財政が厳しいと言われている各
市は軒並み上位に入っています。破綻度ランキング 10 位以内
に堺以南の泉州の自治体が 7 つも入っています。 
その２。和泉市はどうか 

和泉市は全体のランキングでは 12 位と悪い方に属します。自
治体財政の帳尻を表す実質収支比率は僅か 0.3％の黒字（額
にして 8 千万円）しかなく、簡単に赤字に転落するレベルで
す。経常収支比率についても 100％を僅かに切ったレベルで
健全と言える 70～80％にはほど遠いレベルです。 
その３．財政のイエローカードまでどのぐらい余裕？ 

財政健全化基準（地方公共団体の財政の健全性に関する基準
で財政健全化法で規定された実質赤字比率・連結実質赤字比
率・実質公債費比率・将来負担比率の基準値のいずれかを超
過した地方公共団体は、財政健全化団体として自主的・計画
的な財政の健全化が求められる。また、さらに悪化すると財
政再生基準が問われる）まで幾らの余裕があるか？ 
 基準 現状 余裕 
実質赤字比率 -11.7% 0.22% 34.6 億円 
実質公債費比率 25% 6.4% 53.9 億円 
連結実質赤字比率 -16.7% 4.6% 61.7 億円 
将来負担比率 350% 70.9% 809.4 億円 
その４．市民税の減税は可能か？ 

このような厳しい財政状況にあって、市民税や上下水道料金

の 10％削減等出来るはずはありません。今は和泉再生プラン

を着実に実行し、財政基盤の確立に邁進すべきです。 

●「財政破綻度」ランキング指数 
政令指定都市を除く府内４１市町村を母集団とした偏差値。総
合的に見た財政状況の悪さを示す。独自の指標であくまで目安
です。平成22年度決算見込みに基づく。 出所大阪府市町村課 
●実質収支比率 
自治体財政の帳尻を示すもの。これがマイナスとなると赤字団
体となります。 
一般的には、3～5％程度が望ましいとされています。 
実質収支比率のマイナスが都道府県においては5％、市町村
にあっては20％以上になると地方債の発行が制限され、財政
再建準用団体となります。 
●経常収支比率(%) 
財政運営の健全性を測る指標で、70～80%が適正値と言われ
ています。100%を超えると危機的な状況で、この比率が高いほ
ど、財政のやり繰りが苦しく、新たな事業を行なう余力がないこ
とを示します。 
●実質公債費比率 
一般会計等が負担する元利償還金等（※2）の、標準財政規模
（※1）に対する比率であり、この指標が18％を超えると起債の
許可が必要になり、25％を超えると一部の起債発行が制限さ
れます。 
●将来負担比率 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模

に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能

性が高いかどうかを示す指標です 

左表の説明 
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＜各指標の順位は健全の順位＞ 

自治体財政の足を引っ張る病院の状況は？ 
府内の自治体の病院の決算状況は下図の通りで
す。殆どの自治体病院が赤字で、1200 億円を越
える多額の累積債務を抱え問題の深刻さが伺われ
ます。ています。 
和泉市立病院はどうか？ 
一般会計からの 10 億円近い繰入が有りながら、
約 3 億円の赤字です。累積債務は 90 億円にも達
し、3 億円強の不良債務を抱えています。普通の
企業ではとっくに倒産しています。 
病院は経営改善に向けて、いろんな取組をしてい
ますが、経営形態を含め抜本的改革は道通しと言
わねばなりません。そのような中で近隣に大きな
総合病院があり、市立病院として存続しなければ
ならない理由はどこにあるのか考える時期に来て
いると思います。 
関係者のご努力は十分承知していますが、厳しい
判断が必要な時期がそう遠くない時期に訪れると
思います。 

 




