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前代未聞 退席議員多数で定足数不足
流会の事態に 議員報酬削減議案で！

議会最終日の３／２６に

■ 市長はじめ職員の給与削減条例が可決
市の厳しい財政の再建を図るため、今定例会で市
⻑らの給与削減の議案が可決されました。
（左表の
下）現⾏の削減に加えて市⻑は１０％、⼀般職は
０．５％を上乗せする極めて厳しいものす。職員
の給与に⼿をつけることは最後の⼿段ですが、諸
般の事情を考慮して決断されたものです。
■ 議員報酬１０％削減を５名の議員が議員提案
⼀⽅議員報酬の削減について、会派代表者で議論
していましたが、結論が出ませんでした。しかし、
東⽇本⼤震災に伴う復旧・復興財源を確保するた
め⼤幅な公務員の給与削減が決まり、上のように
和泉市の職員の給与削減が決定した今、議員も蚊
帳の外ではおられません。議員の報酬に拘わるも
ので全議員⼀致が望ましいのは当然ですが、⽕急
の時でもあり議員提案しました。
■ 多くの議員が退席、この議案は廃案に
１５名の議員が退席。残る議員は７名となり、出
席議員が過半数に達せず流会となり、報酬削減の
議案は廃案となりました。退席した議員の主張は、
会派代表者会議で協議中にも拘わらず議案が提出
されたこと、現在の議員の任期が９⽉議会までで、
新たな議員に報酬削減を強いて良いのか、１年限
りで財政再建にどれほど効果があるのか等です。
■ 議員の責任放棄では
会派代表者会議は⾮公式な会議で何ら拘束⼒が無
く、議会内部の理屈でこの条例案を葬った議員の
責任は重⼤です。反対なら堂々と反対討論し否決
すべきで、それも⾏わず⾃らの議決権を放棄して
退席した責任は免れません。到底市⺠に理解され
るとは思われません。当⽇は多くの市⺠の⽅が傍
聴されていましたが、お粗末な議会の対応にあき
れてものが⾔えないとの感想を漏らしていまし
た。議会が市⺠に⾒放されては終わりです。
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３月定例会で一般質問しました
■生産緑地問題（節税対策か？）
⽣産緑地とは⼤都市圏など⼀部地域において
都市化が急速に進み、⼀⽅で緑地が本来持つ地盤
保持や保⽔などの働きによる災害の防⽌、および
農林漁業と調和した都市環境の保全などのため、
将来にわたり農地または緑地等として残すべき
⼟地を⾃治体が指定することにより、円滑な都市
計画を実施することを主⽬的としています。また、
⽣産緑地指定を受けることで、固定資産税課税の
基礎となる評価が農地並みになる措置が受けら
れます。
⼀⽅、⼀旦指定を受けた⼟地は、30 年間は農
地として管理することが義務づけられ、耕作者が
死亡するなど⼀定の要件を満たす場合の他は原
則として解除できない事になっています。

●和泉市の⽣産緑地
⽣産緑地と市が指定している⾯積は、Ｈ２３年
度で 94.4ha で、これによる固定資産税等の節減
額は凡そ 1 億円です。（宅地並みの課税の約
1/50）

いるのが実情で、指定した農地が果たして
税⾦を減少させてでも保有する⼟地である
か極めて疑わしいものです。

●⽣産緑地として管理されているのか
⽣産緑地は、耕作が可能な状態で管理されてい
ることが規定されており、その⼟地には⽣産緑地
であることが判る標識（左は清須市の例）を設置
することが義務づけられています。和泉市では指
定したときに棒状の標識を設置することを所有
者に依頼するだけで、管理が⾏き届かず、設置す
らされていない草ぼうぼうの⽣産緑地もみられ
ます。試しに私の住まいするところの近くの⽣産
緑地を訪ねました。

①標識が⾒にくい

●⽣産緑地として指定する根拠
⽣産緑地法では、「公害⼜は災害の防⽌、農林
漁業と調和した都市環境の保全等良好な⽣活環
境の確保に相当の効⽤があり、かつ、公共施設等
の敷地の⽤に供する⼟地として適しているもの
であること。 」とされその他 500m2 以上で農業
が継続可能な事となっています。
貴重な税⾦を減免する訳ですので、その指定は
慎重でなければなりません。ところが実態は⼟地
の所有者の申し出でがあればほぼ全て認定して
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捨てているようなものです。
市の⽣産緑地の指定は、⼟地の所有者から申請が
あれば、⾯積等の要件が満たされれば全て指定して
いるのが実情で、都市計画審議会への諮問も形式的
なもので、⽣産緑地法でうたわれている
「公害⼜は災害の防⽌、農林漁業と調和した都市
環境の保全等良好な⽣活環境の確保に相当の効⽤
があり、かつ、公共施設等の敷地の⽤に供する⼟地
として適しているものであること。」を満⾜した⼟
地であるか否か⼗分審査が必要で、指定後も良好に
管理されているかどうか市の調査が必要です。現状
のやり⽅では、節税対策として⽣産緑地が利⽤され
ていると⾔われても申し開きが出来ません。
⽣産緑地は⼀度指定を受けると３０年間は指定
を解除できませんが、耕作者が死亡したり耕作を続
けることが困難なときは、市に買い取りを請求でき、
市が買い取れないときはその制限を解除出来るこ
とになっています。そのときは当然宅地並みの課税
となりますが、５年間の緩和措置も⽤意されており、
さしあたって住宅の建設予定が無い⼟地は、指定を
受けて 1/50 の税⾦で逃れようと考える⼈が出てき
ても不思議ではありません。
その点からも指定に当たっての審査は重要で、今
までその例は無いとの事ですが良好に管理されて
いない⼟地や、⽣産緑地としてふさわしくない⽣産
緑地は市が⾃ら指定の解除も必要と思います。（そ
のときは権利の制限を解除することになりますか
ら、所有者の同意は必要無いとされています）
標識についても、市の標識はその⼟地が⽣産緑地
であることを明⽰するのは不⼗分で、2 ページの清
須市や下の世⽥⾕市のような標識に変える必要が
あります。災害発⽣時に⼀時避難場所として使える
⼟地であることが市⺠に判るようにするためでも
あります。

②公道に⾯していない

③草ぼうぼう

④標識が⾒えず、草ぼうぼう、フェンスで囲い

■市の答弁
⽣産緑地は農地並み課税を⾏っているが、今後１
年かけて全ての⽣産緑地について、関係各課と連携
しながら調査し、明らかに農地以外の⽤途に供され
ていると判明したときは、現況課税に努める。議会
には調査の過程を逐次報告する。
＜今まで２０年間⼀度も現況調査を⾏っていなか
った市の怠慢は明らかですが、⼀歩前進です。⽣産
緑地の新たな指定も貴重な税⾦が少なくなる事を
考え、より慎重に⾏って頂きたいと思います。＞

以上のように、ちょっと⾒に⾏っただけでも問題の
多い⽣産緑地が多くみられました。本来⽣産緑地と
して指定すべき⼟地なのか、⽣産緑地として管理さ
れているのか極めて疑問です。貴重な税⾦をどぶに
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■有価物のゴミ処理費用について

昌子の日記と予定

和泉市のゴミ処理費⽤はＨ２２年度で全体で約
22 億 7600 万円、内処理費が 11 億 6400 万円と
約半分を占めています。ゴミの中には有価で売却さ
れる資源ゴミもその中に⼊っており、H22 年度の
泉北環境の資源ゴミの売却収⼊は約 9100 万円で、
その 53.4%を和泉市からの資源ゴミが占めていま
す。このように⼤きな貢献を⾏っているにもかかわ
らず、資源ゴミを持ち込めば持ち込むほど処理費が
かかる仕組みとなっています。
例えばペットボトルは⾃前で売り払えば、搬⼊量
が 443 ㌧、単価が 32,445 円ですので、約 1400
万円となりこれに泉北環境への運搬費 567 万円を
加えると約２千万円の利益が得られることになり
ます。泉北環境には持ち込むだけで置き場として利
⽤しているのみで、市が選別後直接業者と契約して
処理する効果は⼤きいと思います。
⼜市がペットボトルの処理に要している費⽤は、
収集費に 2290 万円、分別費に 1170 万円、泉北環
境への運搬費に 570 万円で総額 4020 万円を要し
ており、㌧あたり９万円を超えています。店頭での
回収や⾃治会などの集団回収によって、この費⽤を
削減すべきだと思います。
次に古紙の問題です。ペットボトルは従来逆有償
でお⾦を払って処理して貰っていたのですが、この
問題を指摘し有価での引き取りが実現し、H19 年
から H22 年まで約 8500 万円の効果を上げること
が出来ました。しかし古紙は依然として逆有償が続
いています。古紙は新分別として家庭から回収した
ものを、泉北環境が委託している⼤阪リサイクル事
業協同組合の事業所（上代町）に持ち込み、同組合
の堺市内の事業所で選別等の中間処理を⾏い業者
に販売しています。泉北環境は契約だけで実際は何
も関与していない訳です。
それにも拘わらず泉北環境に再資源化処理費㌧
あたり 5985 円を⽀払い、売却収⼊㌧あたり 1000
円を差し引き 458 万円を⽀払っています。市が直
接契約すれば古紙分の泉北環境処理費の低減とな
ります。⼜他の市では処理前の状態で㌧あたり
2000 円で販売している実績もあります。逆有償か
有償かの差は⼤きく、ペットボトルを含め資源をゴ
ミとみるか否かを再検討する必要があります。
■市の答弁
⼀般廃棄物の処理は、本市、⾼⽯市、泉⼤津市の
３市が設⽴した泉北環境整備施設組合で処理する
事を基本としているので、和泉市のみ独⾃の⽅式を
とることが、スケールメリット等を考慮すると必ず
しも独⾃処理が計算通りにはいかない。
＜仕事が増えることを避けているとしか考えら
れない。最⼩費⽤で最⼤の効果の原則を忘れている
のでは無いでしょうか＞

3/1 総務安全委員傍聴
3/3 いずみいのちの森植樹祭（くすのき公園）
3/6-9 予算審査特別委員会
3/10 町づくりを考える会、万葉講座
3/12 予算審査特別委員会
3/13 石尾中学校卒業式
3/14 議会運営委員会
3/15 ソロプチミスト定例会
3/16 緑ヶ丘小学校卒業式
3/19 議会運営委員会
3/20 きのみ保育園内覧会
3/21-23 本会議
3/24 ソロプチミスチバザー準備
3/25 ソロプチミストバザー
3/26 臨時議運、本会議
3/27 和泉中央駅会報配布、町づくり協議会、広報広聴
委員会、自治体会計研修会
3/28 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
3/29 憲法キャラバン打合せ

＜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
・97 回 3/10（土） 済み
・98 回 4/14(土) 奈良県田原本一帯万葉
百済の原、三宅の原、竹田の原
・99 回 5/13（日） 万葉バスツアー
巨勢の椿～磐余の池跡～百済三宅を訪ね
て

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
事前に御連絡下さい
長らくご好評で続けていましたちぎり絵の講
習会は、講師の都合で前回で終了しました。
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