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３月議会でファシリティマネジメント等一般質問しました
３⽉議会でファシリティマネジメント、保育所バス送
迎事業、公共下⽔道について３点を⼀般質問しました。
以下ファシリティマネジメントについての報告です。
＜ファシリティマネジメント（FM）について＞
●質問 ファシリティマネジメントとは「企業・団体
などの全施設及び環境を経営的視点から総合的に企
画・管理・活⽤する経営管理活動で、組織体が保有し、
あるいは使⽤する全ての業務⽤施設整備を対象として、
そのあり⽅を最適に保つことを⽬的として総合的、⻑
期的視野に⽴ち、多⾯的な知識・技術を活⽤して⾏う
計画・管理活動」と⾔われています。平成１９年９⽉
議会においてアセットマネジメントについての⼀般質
問を⾏い、
「今後研究していく」との答弁をいただきま
した。その後の本市におけるアセットマネジメントの
取り組みはどうか
●答弁 平成２１年度から２３年度までの３ヶ年で⼟
地台帳の整備を⾏った。
●質問 私は今年のお正⽉明け早々にＦＭで先頭集団
を⾏くと思われる千葉県佐倉市を視察してきました。
佐倉市がＦＭに取り組むきっかけは 8 年前、市内の中
学校の４階のひさしから落ちてきた２５ｋｇ、
４０ｃｍのコンクリート⽚でした。ここまで事態が悪
化した要因として、市有施設が抱える諸課題として⼀
元化されたデータの不在とストック量の多さ、その⽼
朽化そして厳しい財政状況や、所管部署ごとによる分
散管理体制などが考えられます。そこで本市の公共施
設の数、延べ⾯積、市⺠⼀⼈当たり⾯積と建物の平均
年数をお聞きします。
●答弁 公共施設の総数は９５２施設、延べ床⾯積は
518,901 ㎡、市⺠⼀⼈あたり⾯積約 2.77 ㎡で、建物
の平均年数は 27 年である
●質問 教育施設や保育所・幼稚園などの⼦育て施設、
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公⺠館や図書館などの⽣涯学習施設及び消防・市庁舎
の施設数、延⾯積、築後年数は
●答弁 各施設の内容は下表の通り
尚築後 30 年以上の建物施設は 460 施設、床⾯積
304、545 ㎡で全体の 58.7％である。

●質問 公共施設維持管理に要する経費等の実態を知
るには公共施設⽩書を作る必要があると思うが
●答弁 現在⼟地、建物の現状把握、台帳整理を進め
ており、これらを将来公共施設⽩書としてまとめ、公
共施設のマネジメントに⽣かしていくことを研究する。
●質問 FM 担当部署を設置する考えはないか
●答弁 全庁的に施設の維持管理や更新業務を集約し
て、⼀括して実施する担当課の設置は、関連部署が広
範にわたる中で、横断的な組織を設置した場合、現在
の所管課から分離することとなり、役割分担や事業の
執⾏⽅法など、マネジメント効果の低下が懸念される
ことから慎重な検討が必要となる。しかし先進⾃治体
では実際の維持管理業務は所管課で⾏い、全庁的な財
産管理を⾏う部署で総合調整に限定した FM の取り組
みを⾏う場合もあり、今後本市の状況を踏まえ検討し
たい。
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ったのは、和泉市側の理論武装が不⾜していたからで
す。
今後のごみ処理経費の削減は、和泉市のごみ量をいか
に減量していくかの覚悟と⽐例していきます。担当課
及び和泉市のごみ減量への本気度が問われています。
●再⽣プランの進⾏管理上の問題
次に４点⽬は再⽣プランの進⾏管理上の問題です。再
⽣プランは 23 年から 27 年までの５年間で 65 億５千
万円の効果額をあげ、基⾦は 33 億 2900 万円を積み
⽴てる計画でした。しかし病院の指定管理者制度導⼊
やそれに伴う新病院の建設、及びはつが野６丁⽬に施
設⼀体型の⼩中学校建設という⽅針が⽰され、その結
果３基⾦残⾼は再⽣プラン最終年の２７年には 29 億
3300 万円で当初からの乖離分は約４億円。しかも２
７年度以降が問題でＨ28 年、Ｈ29 年の基⾦残⾼は各
25 億円。平成 30 年は 13 億円。31 年は７億円と急減
し、平成 32 年には基⾦が０となる推計が⽰されてい
ます。
このように殆ど実態を反映しない再⽣プランでありな
がら、このプランを後⽣⼤事に持ち続け、新プランは
作成しないという当局は何を頼りに進⾏管理をしてい
くつもりなのかまったく理解出来ません。時間をかけ
て策定した再⽣プランであればあるほど、必要な修正
を加え、新たな計画を策定し、それをやりぬく覚悟な
くして和泉市の財政健全化は実現できません。
●泉州東部農⽤地事業
次に５点⽬は泉州東部農⽤地事業であります。
事業費約 300 億円を投⼊し、そのうちの７割以上の
220 億円を投じて建設した農業⽤道路は、農産物の集
出荷の利便性を⾼める⽬的で計画されましたが、岸和
⽥市が早々にこの道路事業から撤退し、また和泉市に
おいても⽤地買収がうまくいかず、６キロのうち、２
キロがつながっていない道路となっています。
計画ではこの道路には⼀⽇当たり 3721 台の⾞が通⾏
するので費⽤対効果が発揮できるとされています。事
業完了後５年たてば事後検証をすることになっていま
すので、3721 台の通⾏が机上の空論であった事はま
もなく明らかにされることでしょう。
⼀⽅全員の合意により事業開始した４つの農業団地で
はありますが、⾼齢化や植え付け作物の選定がいまだ
軌道に乗っていないこと、また団地間で⼟地利⽤度に
ばらつきがあることなど、必ずしも順⾵満帆の道のり
ではありません。その証左にこの３年間でこの事業に
参画した地主の返還⾦の滞りが発⽣しています。
⼀⽅地主に期待を抱かせこの事業を推進してきた和泉
市の責任は⼤きく、特に団地間の格差是正には今後精
⼒的に対応することが望まれます。また市として毎年
約２億５千万円の返済がすでに始まっており、更に建
造物、道路やのり⾯の維持管理に今後相当の費⽤負担
の発⽣が予測されます。それらが和泉市の財政の⾜を
引っ張る存在にならないことを祈るばかりです。

平成２５年度予算で討論しました
本予算案には⼩、中学校の耐震化を２年前倒しで H25
年度中に完了させる事,⼦ども医療費の年齢引き上げ
など評価すべき点はありますが、以下の点が含まれて
いるため、反対の⽴場で討論しました。
●市⺠税５パーセント減税
１点⽬は市⺠税５パーセント減税です。市⻑公約の実
現を図るため、当初の１０パーセント減税を５パーセ
ントに下げ、再度２４年第３回定例会に上程されまし
た。平均的なサラリーマンの収⼊が４百万円だとすれ
ば、収⼊の無い配偶者と⼦供⼆⼈の場合、軽減額は年
間５３００円で、⽉にすれば４４０円程度です。同じ
く年収１千万円の⼈でも⽉額千円程度ですから、減税
の実感は無いと思われます。しかもこの施策の致命傷
は税を納めることが出来無い⽅には何の恩恵もない点
です。税の持つ所得の再配分という使命からは程遠い
施策になっています。
●⽔道料⾦の減額
２点⽬は⽔道料⾦の減額です。
８パーセント減額という触れ込みですが、その内
5.5%は⼤阪府営⽔道の受⽔単価の値下げ等によるも
ので、市の削減分は 2.5%に過ぎません。しかしこの
2.5%も⽔道部局は今は余裕があるように⾒えますが、
これは将来に備え管路の耐震化やその他必要な施策の
実現のために営々と努⼒してきた結果です。決して余
裕のあるお⾦ではありません。市⻑が事務局を強引に
説き伏せ削減したもので、市⻑公約を優先する姿勢に
は危惧を感じざるを得ません。基礎⾃治体の⻑として
取り組むべきは、次の世代への責任あるバトンタッチ
です。引き受けたときよりも将来世代が少しでも安⼼
して過ごせるようにと、我々世代が少しは我慢しまし
ょうと呼びかけるのが本来でしょう。
●泉北環境整備施設組合の負担⾦問題
３点⽬は泉北環境整備施設組合の負担⾦問題です。
負担⾦をめぐっては平成２１年から従来の均等割り５
０、⼈⼝割り５０を均等割り４０、搬⼊量割６０と変
更しました。このときは前年の１２⽉議会で来年４⽉
から従来の⽅式と変更となるが、前年度の負担額を上
回らないということが確約されていました。
しかしＨ２２年度の負担⾦は１０ヶ⽉近くさかのぼる
遡及適⽤となり、結果的には和泉市の主張とは⼤きな
隔たりのある均等割り３５、搬⼊量割６５となりまし
た。⼈⼝が他の２市分以上にある和泉市にとっては搬
⼊量割が⼤きくなればなるほど、負担⾦額が多くなり
ます。
そして極め付きは２４年度から適⽤することになった
維持管理費の均等割りが無くなり、全て搬⼊量に⽐例
することになったことです。
そもそも均等割りをなくすことに同意せざるを得なか
2/4

昌子の広場第１３８報

平成２５年５月発行

大阪高裁判決 オンブズ和泉上告受理申し立て

介護保険財政調整交付金住民訴訟で逆転敗訴！

⼀連の経緯
＜報告提出まで＞
●H21.12.14 交付金算定の為の諸
係数等の調べの提出依頼。
（大
阪府→和泉市）
●H21.12.15 提出資料に誤りやすい
表記があるので、注意喚起の
通知（大阪府→和泉市）
●H22.1.20 諸係数等の調べを提出
（和泉市→大阪府）
●H22.1.22 報告の誤りで過大交
付、過少交付が多く見られる
ことからチェックの依頼。こ
れ以降の変更は一切受け付け
られない事が付記（大阪府→
和泉市）
●H22.2.17 再度チェックの依頼
（大阪府→和泉市）
何度もチェックの機会がありなが
ら、誤った報告を行う
＜誤りが発覚してから＞
●H22.2.23 諸係数の報告に誤りが
あるとの通知（大阪府→和泉
市）
●H22.2.24 大阪府と大阪市が厚労
省を訪問。訂正を依頼。
●H22.3.4 国は訂正を拒否（厚労省
→大阪府→和泉市）
●H22.6.7 国は今回の誤りで過少交
付となる 7 割を補填する省令
の改正を通知（厚労省→大阪
府→和泉市）
●H23.4 誤った報告に基づく過小
な交付金が市に交付
●H23.6 国は省令改正に伴う交付
金の過小分の 7 割の補填分を
交付
＜過小交付が決定してから＞
●H23.3.7 オンブズ和泉が住民監
査請求
●H23.4.28 市の監査委員は監査請
求を棄却
●H23.5.10 監査請求を棄却された
オンブズ和泉代表は住民訴訟
を提訴
●H24.8.29 一審判決（原告オンブ
ズ和泉が勝訴）
●H24.9.5 市は判決を不服として
大阪高裁へ控訴
●H25.2.27 大阪高裁逆転判決
●H25.3.6 上告受理申立
●H25.4 上告受理申立理由書提出
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＜介護給付費財政調整交付⾦とは＞
介護に要する費⽤は、掛⾦で50％、公費で50％が賄われ
ており、公費の内の国の負担25％の内5％は、市町村の保
険料の格差を是正する為交付され、後期⾼齢者の加⼊割
合や1号被保険者の所得の分布に応じて調整される仕組
みとなっています。
＜今回問題となったのは＞
1号被保険者の所得階層別の割合の報告を、⾼額所得者が
多い様に誤って報告したため、保険料が多くなるとみな
され交付⾦が過⼩に算定されたものです。
＜１審裁判所の認定＞
市の職員の過失は明らかで、市の損害も確定している。
しかしこのような誤りの発⽣を防⽌する適切な対応をと
っていなかった市の責任もあり、市の過失を3割として賠
償額を市の損害の7割に減じました。
＜今回⾼裁の認定＞
職員の過失は認定しましたが、最⾼裁判例を引⽤し、誤
りを起こしたのは⼤阪府の報告様式に誤りがあったため
に起こったもので、⼤阪府からの確認も誤りを直接指摘
するものでは無かった事などこの担当者でなくとも、誰
でもが誤りを起こす可能性があり、事実多くの⾃治体で
同じ誤りを起こしている事等を考慮すると、この損害を
担当者に求償するのは信義則に反し許されないとして、
職員の損害賠償責任は無いと住⺠敗訴の逆転判決となり
ました。
＜上告受理申⽴の要旨＞
オンブズ和泉は⾼裁判決を不服として、上告受理申⽴を
⾏いましたが、その要旨は以下のようです。
●最⾼裁判例違反
⾼裁が引⽤した判例は、⽯油販売業を営む会社の従業員
がタンクローリーを運転中事故を起こし、会社が従業員
に損害賠償を求めた事案で、従業員に損害の1/4の賠償を
認定した裁判です。従業員に損害の全額でなく、1/4にと
どめたのは次のような理由によります。会社は業務上交
通事故の発⽣は当然予測され、それに備え必要な保険を
かけるなど損害に対する備えを⾏い、損害は企業活動の
中で吸収すべきであり、損害の全てを従業員に求償する
のは⾍が良すぎると判断したものです。
⼀⽅本件は地⽅公共団体の事案で営利企業では無いから、
予測出来ない損害に予め備えるような事は不可能で、そ
の結果損害は⾃治体内部では吸収できず、究極の所何の
関係もない市⺠が負担しなければならず（この件では介
護保険の被保険者の負担となる）
、⾼裁判決で引⽤した事
案と全く異なる事案で、これを引⽤するのは最⾼裁判例
に反する。
●職員の過失の認定誤り〜省略〜
●市の控訴が議会の議決を⽋いていること〜省略〜
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めに⽔利権・地権を持つ12町(⽔利組合)で池を売却しよ
うという計画が持ち上がり、売却への同意書が集められ
ています。
「⾕⼭池の保存を求める会」では、市⺠の⽂化・
歴史遺産である⾕⼭池の保存と特有の⾥⼭的⾃然の保全
を⽬標とし、⾕⼭池が⺠間に売却され、埋め⽴てられて
しまわないよう、和泉市が購⼊し保存・保全対策を⽴て
て下さるよう求めます。
（以上は「⾕⼭池の保存を求める
会」の了解を得て転載しています）
５⽉末まで署名募集中です。 皆様のご協⼒をお願いし
ます。尚署名⽤紙がご⼊⽤の⽅は下記⾃宅までご連絡下
さい。

谷山池の保存について

昌子の日記と予定

4/1 ごみ学習会 in 吹⽥市、あすの槇尾川を考える会
4/4 ⽯尾中学校⼊学式
4/5 和泉中央駅会報配布、緑ヶ丘⼩学校⼊学式

⾕⼭池の⽂化・歴史・⾃然について
⾕⼭池は、上池、中池(堆積⼟砂のため⼤正時代に耕作地
に転換)、下池(本池)の3つの池から成り⽴っています。
⾕⼭池は平安時代から鎌倉時代に築造され、地元では「重
源伝説」として残る貴重な⽂化遺産であります。俊乗房
重源は中国(宋)に三度も渡り、東⼤寺の再建や狭⼭池の改
修に携わった⾼僧で、彼が宋から持ち帰ったという⽔仙
が和泉市の市花となっており、桑原町の⻄福寺の境内に
ある⽯碑には、東⼤寺⻑⽼狭川明俊の句「南無俊乗 和泉
の⺟よ ⽔仙花」が刻まれています。そして、重源が讃岐
から連れてきた技術者たちが鍛治屋町を形成し毎年⼦孫
が重源講を催したり、⻄福寺では毎年重源忌の法要を営
むなど⾕⼭池は市内でも最も古い溜め池の⼀つで、和泉
市⺠の⽣活に溶け込んだ⼤切な池となっています。池⽥
⾕から和泉市中⼼部の農業と住⺠の⽣活を1000年にわ
たって⽀えてきただけでなく、⾕筋から流れ出る⼤⽔な
どの洪⽔調節機能を果たしてきました。
また⾕⼭池周辺は須恵器の窯跡が和泉市で最も多く、埋
蔵⽂化財包蔵地に指定された宝庫でもあり、重要な歴史
遺産であります。
さらに⾕⼭池本池から上池の上流に⾄る⾕筋は、もう市
内でほとんど⾒られなくなってしまった⼩川が⽔路とし
て残り、和泉市唯⼀のミドリシジミ蝶、ナニワトンボ、
サラサヤンマやエゾトンボ類等の重要稀少種も棲息して
います。⿃類では、池畔の雑⽊林でオオタカ(準絶滅危惧
種)の営巣が確認されており、冬期には上池に例年百数⼗
⽻のカモ類が⾶来し、特にヨシガモについては府内最⼤
級の⾶来地となっています。また昨年秋には、上池上流
部の⽔⽥跡や本池にコウノトリが⾶来するなど、重要な
野⿃の⽣息地として注⽬されています。
ところが、近年灌漑⽤⽔としての需要が減ってきた⼀⽅
で、折々の集中豪⾬による堤防の改修費⽤の負担等のた

4/8 和泉中央駅会報配布
4/9 和泉府中駅会報配布
4/10 和泉中央駅会報配布、⼩林昌⼦事務所運営委員会
4/13 万葉講座
4/14 すいせん保育園竣⼯式
4/15 総務安全委員会視察（浜松市シティープロモーション）
4/16 同上（名古屋市 地域委員会制度）
4/17 和泉府中駅会報配布、近畿市⺠派議員学習会 in ⻑岡京市
4/18 信太⼭駅会報配布、ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ⼤阪-南陵定例会
4/19 和泉中央駅会報配布、町づくり協議会
4/20 機密保全法案勉強会、⾥⼭連絡会
4/22 光明池駅会報配布、⼦ども家庭サポーター協議会総会
4/23 和泉中央駅会報配布、下⽔道協議会
4/24 北信太駅会報配布
4/25 和泉中央駅会報配布、病院問題特別委員会傍聴
4/26 和泉中央駅会報配布
4/27 シティープラザ 10 周年記念
4/28 EM 農園例会

＜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
・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
・１０９回 6/8（土） 万葉人の生活様式①衣食住

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
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