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和泉市議会の改革進む
！
常任委員会もネット中継（
大阪府内で初）

平成２４年第２回定例会から、試⾏的で
はありますが、３つの常任委員会のネッ
ト中継が始まります。
既に本会議はネット中継が実施され、多
くの市⺠の⽅が利⽤されています。今回
は更に委員会にも拡⼤することになり、
議会の公開度が⼀段と進み、⼀問⼀答⽅
式の導⼊などよりわかりやすい議会が
実現されつつあります。
議会のネット中継は、府内の⾃治体でも
少数ですが、委員会の中継は初めてであ
り、この点和泉市議会は先進的な議会と
いえます。
議会改⾰度前回 565 位から 298 位に⼤
幅に改善
⽇経グローカル紙の調査によれば、全国
810 の市の中で、議会の公開度(23 項
⽬)、住⺠参加度（16 項⽬）
、運営改善
度（26 項⽬）を数値化し、各項⽬の偏
差値を合計してランキングしたものが
発表されています（左表）
。
和泉市が他市に⽐べて劣っている点は
・表決した議案に対する賛否の公開
・議会報告会の開催
・執⾏部の反問権
・議会基本条例の制定
・政策条例の議員提案
等です。今後は現在設置されています議
会改⾰検討会議において報酬や定数問
題だけでなくこのような課題に積極的
に取り組む必要があると考えます。
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●市長給与返還請求訴訟
次に元市長が逮捕拘留期間中に給与の全額を受け取ったのは違法として、その給与の返還を求めた
裁判です(No9)。高裁まで争いましたが残念ながら敗訴でした。市民の感覚から納得できない結果
となりました。
●議員への訃報提供訴訟
次は、議会事務局が市民の訃報情報を議員に提供してい
た事に関する訴訟で、議員が葬儀に列席するための便宜
の為に、費用を支出するのは違法と訴えたもので、テレ
ビでも大きく取り上げられました(No8)。結果は敗訴で
したが議員活動について問題提起できた成果は大きい
と思います。

左表が、私が関係するオンブズ和泉の訴訟です。No5 を除いて全
て住民訴訟です。
住民訴訟とは、
「地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として･･･
裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を
確保することを目的としたもの」
。
「地方公共団体の構成員である住
民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参
政権の一種であり、その訴訟の原告は、･･･住民全体の利益のため
に、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するも
の」
（最判昭和 53 年 3 月 30 日、総務省 HP より）とされており、
住民訴訟を起こすこと自体に何ら問題はありません。問題があると
すれば訴訟の内容が住民訴訟の趣旨に反しているとか、全く勝訴の
見込が無いなどの時に濫訴の批判を甘んじて受けなくてはなりま
せん。又そのようなものであれば糾弾されても仕方の無いことで
す。以下それぞれの訴訟の目的とその結果（成果）を述べてみます。

平成 24 年 6 月議会の一般質問で住民訴訟の件が取り上げられまし
た。質問の趣旨は、住民訴訟で弁護士費用等で多額の税金が使われ
ている。このような訴訟が提起されないよう公正な事務執行が行わ
れるよう市として対応が必要ではないか。又職員が損害賠償の当事
者として訴えられるケースが増えており、市としてこれらの職員を
守るための何らかの対応が必要ではないか。と質しました。
この点については私も同感ですが、その質問の中に住民訴訟で多額
の税金が消費されていることを強調し、濫訴に当たるときには損害
賠償請求も考えるべきではないかと主張されています。
以前にもいずみ箱の投書に同様の指摘があり、昌子の広場で反論し
ましたが、市民の皆様の誤解があると困りますので、過去の住民訴
訟が何故起こされたのか、その結果はどうなったのか等を明らかに
し、これらの住民訴訟がいわれのない訴えすなわち濫訴かどうか、
市民の皆様に判断していただきたいと思います。

●ヤミ退職金訴訟
最初の住民訴訟は大阪府市町村職員互
助会が、退職する職員に正規の退職金以
外にヤミ退職金を支給していた件につ
いてです（No6，7）
。ヤミ退職金は多い
人は 1000 万円を越えていました。この
制度が廃止されるとあって駆け込み退
職した職員が多くいたことが顰蹙をか
いました。職員厚遇問題が厳しい指摘を
受けていた時の事で、和泉市以外の多く
の自治体でも同様な住民訴訟が起こさ
れ、ついに互助会はヤミ退職金制度を廃
止し、更に互助会も解散する事になりま
した。
市民の貴重な税金がこのような所に使
われ、互助会が無くなっても既に支給さ
れたヤミ退職金に充当された税金は返
ってきませんでした。
しかしその一部の 1．4 億円は関連訴訟で互助会に請求せよの勝
訴判決を得ました(No12)。これがきっかけで互助会の廃止につ
ながり、ムダな税金の支出を防止する大きな成果がありました。

●監査委員の報酬返還請求訴訟
次は住民監査請求の監査結果に北海道北見市、東京都の監査結果を丸写ししたことで、監査委員は
仕事をしていないから報酬の返還を求めた訴訟です(No11)。この訴訟により市の職員の OB が歴代
の代表監査委員についていることが問題となり、市の職員の OB に代わり公認会計士などの民間の
有識者が代表監査委員に就任する改善がなされました。
●府立弥生博物館横用地訴訟
次は大阪府立弥生博物館横の用地を、和泉市土地開発公社に
先行取得させた問題に関する訴訟です(No10)。埋蔵物を保
管・展示するセンターを建設するため大阪府の依頼により取
得したとされていたものです。大阪府の財政難でこの買い戻
しが実現せず、地価の値下がりで 5 億円を越える評価損を抱
えており、市は大阪府の依頼で取得したとしていましたが、
この訴訟で裁判所は市と大阪府との間で交わした確認書は
単なる紳士協定に留まるもので、大阪府の買上義務を認めま
せんでした。市の土地開発公社の解散の動きの中でこの処分
をどう決着させるか悩ましいものですが、いずれにしても 8
億円も出してムダな土地を買った市の責任は重大です。この
訴訟でそれらの問題が明らかとなりました。（判例地方自治
に掲載）
●ダンジリ倉庫訴訟
次はダンジリ倉庫の建設に町会館の建設に対する補助金
を違法に使っていた事に関する訴訟です（No13）会館付
属の倉庫と称して申請し、虚偽の図面を添付し、建築確認
申請もしていない事件ですが、予想もしない敗訴で判決理
由は全く納得できないもので,最高裁に上告しましたが上
告棄却で敗訴が確定しました。しかし市は会館補助金の支
給について曖昧な点を解消するよう要綱を改正しました。
●固定資産税の課税漏れ訴訟
次は固定資産税の徴収漏れに関する訴訟で(No3)、土地開発公社の保有土地は従来から非課税とさ
れていましたが、ある時期から公社が有償で貸し付けている土地については課税しなければならな
いと法律が変わったにも拘わらず、それを見落とし結果的に固定資産税の徴収漏れとなり、時効で
それを回収することも出来ず損害を発生させた事件です。市は特に関係職員を処罰することもな
く、うやむやにする恐れがあったので訴訟に至ったものです。1,2 審で私達が勝訴し、市は上告を
断念し確定しました。職員の不適切な事務執行が後をたちません。その都度再発防止を誓っていま
すが実効があがっていません。
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⼤飯原発再稼働へ

年⾦相談をおこないます
年⾦でお困りの事や、⼿続き等でお困りはありませんか。
今回社会保険労務⼠と社会福祉⼠の資格を持つ⽅の協⼒
を得まして、年⾦相談会を⾏います。無料ですのでお気
軽にお越し下さい。
・⽇時 第４⽔曜⽇午後８時から
・⼩林昌⼦事務所にて
・相談に来られる⽅は事前にご連絡下さい。

昌子の日記と予定

関⻄電⼒⼤飯原⼦⼒発電所３，４号炉の再稼働を国は決
定しました。今後も安全が確認された原発を再稼働する
⽅針のようです。原発からの脱却はなし崩し的に葬られ
ようとしています。
今回の再稼働判断は福島原発事故により全ての原発が停
⽌する中、原発に依存しない社会を実現するまたとない
機会を失い、福島原発事故の教訓を⽣かせませんでした。
全く残念でなりません。
原発が無い状態は、確かに電⼒不⾜や燃料費上昇による
電気代の上昇等による市⺠⽣活や企業活動への影響は決
して⼩さくはありません。しかしひとたび事故が起こっ
たときは取り返しがつかない事態となり、⽇本国が⽴ち
⾏かない事も想定しなければなりません。今回の福島事
故も甚⼤な被害は出ましたが、⾸都圏まで放射の被害が
拡散し、東京都が避難区域に指定される恐ろしい事態が
偶然の条件で⾟うじて避けられたとも⾔われています。
放射能はその影響の時間的⻑さや深刻さからして⼈類が
制御できないものです。
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「放射能汚染ガレキ」講演会
和泉中央駅会報配布、あすの槇尾川を考える定例会
和泉中央駅会報配布、大阪府前教育長と学習会打合
トリベール緑地話し合い（大阪府と）
和泉府中駅会報配布、議会改革検討会議、議会運営
委員会
6/8 和泉中央駅会報配布
6/9 防災協会定例総会、汚染ガレキ山本節子講演会
6/10 いずみの国歴史館記念講演会
6/11 光明池駅会報配布
6/13 臨時議会運営委員会
6/14 本会議
6/15 厚生文教委員会傍聴
6/18 都市環境委員会
6/19 総務安全委員会傍聴
6/20 議会運営委員会
6/21 信太山駅会報配布
6/22 和泉中央駅会報配布
6/25 光明池駅会報配布
6/26 和泉中央駅会報配布、本会議
6/27 北信太駅会報配布、本会議
6/28 和泉府中駅会報配布、本会議
6/29 本会議
6/30 タウンミーティング傍聴

今回の原発再稼働の判断は、差し迫ったリスクを重視す

＜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

るか、将来のリスクを重視するかの違いであると思いま

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１

す。電⼒不⾜や電気代の上昇を懸念するか、将来事故が

（事務所 〒594-1155 緑ヶ丘１－３－１５）

起こったときの悲惨な事態を想定するかの違いです。当
⾯の問題となる電⼒不⾜等の問題は解決可能なリスクで
すが、再び事故が発⽣したときのリスクは解決が不可能
です。
原発の稼働で⽣じる事故の危険性や使⽤済み核燃料の処
理、廃炉への対応など重⼤な問題は全て先送りしていま
す。トイレの無いマンションといわれる所以です。野⽥
総理の今回の判断が⽇本の将来を誤った⽅向に導く結果
にならない事を祈るばかりです。
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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
・101 回 7/14（土） 信仰と伝承（２）恋のまじない

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４水曜は年金相談会)
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
事前に御連絡下さい

