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上伯太線控訴審判決 控訴棄却
市敗訴 前市長等に責任なし！

＜問題の経過＞
●H15.1 都市計画道路上伯太線事業認可
●H16 年度 まちづくり交付金事業となり
国からの交付金の支給が決定
●H19.9 竹中土木と約 8 億円で工事請負
契約。王子グランドの復旧費 4.8 千万円を
含む
●H19.11 新たな予算の措置を行わず、契
約もしないまま事後処理で対応する前提
で、工事期間中の練習場所確保の為竹中土
木に松尾寺グランドの整備を指示。当初見
積額は 1500 万円
●H20.3 松尾寺グラウンド完成。最終工事
費は 5700 万円にも膨れ上がる
●H21.3 増額の補正予算。資材の単価アッ
プ等で全体の工事費が膨らんだため増額
の補正予算を議会に提出。その際松尾寺グ
ラウンドの件は一切明らかにせず。
●H21.11 松尾寺グラウンドの問題が議員
全員協議会で初めて明らかに。その結果
H20 年度決算不認定に。
●H21.12 松尾寺グラウンドの整備に関
し 4 件の住民監査請求が提出される
●H22.2 監査請求いずれも棄却
●H22.2 オンブズ和泉が住民訴訟を提訴
●H22.3 市の調査委員会が調査結果を公
表。関連職員の懲戒処分と前市長等への損
害賠償を求めることを決定
●H22.9 損害賠償請求訴訟提訴
●H24.4 大阪地裁請求棄却の判決
●H24.5 和泉市が大阪高裁へ控訴
●H25.1 高裁判決請求棄却

杜撰な公金支出に控訴審判決
に責任なし

前市長ら

1/18上伯太線控訴審の判決があり、控訴棄却で市が敗
訴しました。
１審の敗訴を受けて市が控訴していましたが、市の控訴
審での主張はことごとく退けられ、完敗といえます。
しかしながら今回の判決には大きな違和感を覚えます。
争点は二つで①旧王子グラウンドが公共施設に該当す
るか、②予算や契約の手続きを行わず工事を行った事に
瑕疵は無いか です。
まず①の公共施設に当たるかについては、地縁団体の王
子町会が管理し、住民に広く使用が認められており、事
実少年野球以外にも使用実績があるとして、公共施設に
あたると判断しました。
しかし現実的には、少年野球以外の使用は数年間に２回
から３回で、事実上少年野球が独占的に使用していたも
ので、少年野球以外に使用していた団体は、地域の二つ
の団体に限られており、グラウンドには少年野球の私有
物であるプレハブの建物やトイレなどが設置されてお
り、広く地域住民が使用する施設とは似つかないグラウ
ンドであった事です。形式的には少年野球以外の使用が
不可能であったとは言えなくとも、実態はほぼそれに近
いものであったのです。
このように考えるとこのグラウンドを公共施設と評価
するのは大いに疑問です。
仮に公共施設と評価するとしても、代替施設の設置は、
工事期間中に一時的にグラウンドが使えなくなった時
でも公益が損なわれる程度が僅かであればその必要は
無いとされています。代替グラウンドは旧グラウンドか
ら遙か遠くの位置にあり、少年野球以外の地域の住民が
使用することは考えられず（事実代替グラウンドは少年
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野球チーム以外の使用は皆無であった）、任意の団体である少
年野球チームが一定期間グラウンドが使用できない不利益と多

ガレキ受け入れに反対します

額の税金を使って期間限定の代替グラウンドを整備することを
比較考量すれば自ずと結果は明らかです。
二点目は手続き上の問題です。判決では代替グラウンドの設置
工事費が全体工事費の1.5%と見積もられていたこと（何とか調
整できると考えた）、交付金を受けるために工事期間が切迫し
ていたことから代替グラウンドの設置が最良の方法であると考
えたことに裁量の逸脱は無いと判断したものです。
しかしこの判断は到底容認できません。自治体が事業を行うに
当たって、予算を確保し契約を締結し、それを住民の代表であ
る議会の承認事項とすることによって、事務執行の透明性・効
率性を担保する極めて重要な機能を軽視するもので到底許せま
せん。仮に費用が僅かであっても、工期が迫られていたとして
も必要な手続きを省略して良いことにはなりません。目的が良
ければ何をやっても良いことにはならないのです。
以上この判決に対する感想を述べましたが、司直の判断は如何
ともしがたく、また尊重しなければなりません。市は上告する
ことなく早期にこの問題に終止符を打つべきです（上告しても
門前払いは確実でしょう）。
市は今回の事案を教訓として今後の事務執行に当たることを期
待します。

昌子の日記と予定
1/7 公共公益施設を考える会、ごみ問題学習会 in 吹田、あすの槇
尾川を考える会

専門家による年金相談を行っていま
・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。
・無料です

1/8 和泉中央駅会報配布、和泉１００人委員会新年会
1/9 和泉府中駅会報配布
1/10 武蔵野市「長期計画」視察
1/11 千葉県佐倉市ファシリティマネジメント視察
1/12 万葉の会新年会
1/13 出初め式、信太山クロスカントリー開会式

＜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

1/14 成人式
1/15 和泉中央駅会報配布

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１

1/16 事務所運営委員会
1/17 和泉中央駅会報配布、ソロプチ定例会、みんなの食育報告会、
市政相談会
1/18 脱ダムネット関西フォーラム
1/19 岸和田女性フォーラム「自己流がええねん！」ｺｼﾉｼﾞｭﾝｺ
1/21 光明池駅会報配布、
「性感染症予防講座」信太中
1/22 北信太駅会報配布、町づくり協議会
1/23 和泉中央駅会報配布、公益施設を考える会、大阪自然保全協
会ダム予定地案内
1/24 和泉府中駅会報配布、近畿市民派議員学習・交流会 in 川西
1/25 信太山駅会報配布、下水道協議

（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
・１０６回 3/9（土） 万葉人の仕事の歌
・１０７回 4/13（土） 瀬戸内の船旅 難波津から
播磨魚住
・１０８回 5/12（日） バスツアー 浦波騒ぐ播磨魚
住から藤江の浦、明石へ

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

1/27 早川たかし講演会「遊んでばかりしていなさい」
1/28 光明池駅会報配布
1/29 病院問題特別委員会傍聴、まゆの会新年会
1/30 和泉中央駅会報配布、信太山丘陵保全検討委員会傍聴
1/31 和泉中央駅会報配布、緑ヶ丘女性消防クラブ新年会
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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

昌子の広場第１３５報

平成２５年２月発行

えっほんと！ 和泉市 住みよさランキング大阪府内で３位？

１位箕面市、２位大阪狭山市についで （
東洋新聞社調べから）

和泉市の辻市長と箕面市の倉田市長が対談される「まちづくりフォーラム」のポスタ
ーに、和泉市が大阪府内で住み良さランキングが３位と大書されているのをどんなデ
ータかと思い調べてみました。
出典の都市データパック 2012 によりますと、確かに和泉市は全国順位で 81 位、大
阪府内で３位となっています。皆様実感がおありでしょうか？ 近隣の泉大津市 338
位、貝塚市 607 位、岸和田市 706 位と比べ断然高位で、利便度と快適度の順位の高
さが全体の順位を押し上げ、泉大津市等に無いニュータウン“トリヴェール和泉”の開
発が貢献しているのは間違いがありません。
ところで１位の印西市（いんざい）とはどんなまちでしょうか？
印西市は、千葉県北西部に位置する面積 123.8km², 人口約 9 万人の市。印西市と周
辺 2 市に広がる「千葉ニュータウン」があり、市民の約 6 割がこの地域に住んでいま
す。市政施行直前には全国で最も人口の多い町となり、印西市文化ホール（市役所隣）
前には全国町村人口日本一の記念碑が建てられています。1996 年 3 月に市制施行し
て誕生した比較的新しい市で、10 年 3 月に印旛村、本埜村と合併し現在の市域とな
りました。人口の半数以上が千葉ニュータウン区域に在住する典型的なベッドタウンで、80 年代半ばからの北総線延伸と
ともに千葉ニュータウン区域が拡大、今もなお人口流入が続いており、人口増加と幹線道路などの整備に伴い大型商業施
設が相次いで開業しています。また、大型商業施設のほか、地盤の堅さから金融機関の事務センターも多数立地しており、
人口当たりの税収も高く、市域が従来からの農村部と郊外の新興ニュータウンで構成されることから持ち家比率も都心近
郊の都市としては高水準です。
印西市と和泉市を比較を下表に示しますが、これを見ますと大阪府内３位とは言え多くの課題が浮かび上がってきます。

▼5 つの観点と算出指標（全国 787 市と東京区部全体が対象）
■［安心度］
○病院・一般診療所病床数（人口当たり） ○介護老人福祉施設・介護老人保健施設定員数（65 歳以上人口
当たり） ○出生数（15～49 歳女性人口当たり）
■［利便度］

○小売業年間商品販売額（人口当たり） ○大型小売店店舗面積（人口当たり）
■［快適度］
○公共下水道・合併浄化槽普及率 ○都市公園面積（人口当たり） ○転入・転出人口比率
○新設住宅着工戸数（世帯当たり）
■［富裕度］
○財政力指数 ○地方税収入額（人口当たり） ○課税対象所得額（納税者1 人当たり）
■［住居水準充実度］
○住宅延べ床面積（世帯当たり） ○持ち家世帯比率」
▼評価方法
14 指標それぞれについて平均値を50 とする偏差値を算出し、その平均を総合評価とした。同様
に、安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度は、当該指標の偏差値を平均したもの。

●新しい街と成熟にさしかかった街
印西市は最近合併した新しい街で、今まさに伸び盛りの
ニュータウンを抱え、生産年齢人口の増加率が 7%と高
く（和泉市は-2.6%）和泉市は“トリヴェール和泉”の開
発が一段落し、街の成熟度が大きく異なります。
●保育や福祉の面で大きな差
印西市は保育料は安く、待機児童も０で保育の水準に差
があり、老人ホーム等も人口の割には多く、生活保護所
帯は和泉市の 1/20 と少なく、介護保険料も 1000 円程
度差があり、福祉の全般で和泉市は印西市に比べ劣位で
す。
●財政力に大きな差
このような福祉等の差は、財政力の差から来ています。
一人当たり税収額、経常収支比率、財政力指数などほぼ
全ての財政に関する指標で和泉市は劣っています。街の
成り立ちに差があるとはいえ、財政規律に格段の配慮が
必要と思います。（その点からも今年度の市民税減税は
論外です）
●生活基盤でも大きな差
左表にありますように、病院・診療所数を除いて殆ど全
ての指標で和泉市は劣っています。交通事故発生数でも
こんな違いがあるのにびっくりしました。
●大阪府内３位をどう考えるか
このように国内のトップと比較すればまだまだ和泉市
は改善せねばならない点は多くあり、３位に安閑として
いることは出来ません。庁舎や病院の建て替え問題、大
規模小学校の対応（小学校の新設）等巨額の費用が必要
な事業が目白押しです。緊張感を持って市政運営に努め
る必要があります。

