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今年で１７回目になる「私たちの憲法キャラバン」に参
加しました。日本国憲法制定５０周年を記念して１９９７
年５月３日にこの取り組みがスタートし、私は３回目から
参加していますので、今回で１５回目の参加です。例年通
り和泉中央駅、泉が丘駅、堺東駅と南部コースは梅田を目
指して北上していきます。大阪府内各地の取り組みは北部
コースが３コースあり、午後３時３０分に梅田集合となっ
ていました。 
例年大阪駅の陸橋上でアピールをしていましたが、昨年か
らはヨドバシカメラ前の歩道でアピールをしています。 
毎年テーマを決めて訴えをしていますが、今年のテーマは
憲法改正です。 
「ちょっと待って！ホントに変えちゃっていいの、憲
法？！」ということで憲法９６条を主に訴えました。 
そもそも憲法とは何かと考えれば、国家権力を縛るもの。
したがって人を縛る法律と同じような２分の一の賛成で

変えてしまってはいけないと思っています。 
９６条ではこの憲法の改正は、各議院の総議員の３分の２
以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してそ
の承認を経なければならない。この承認には、云々と定め
られています。 
本当にそんなに改正要件のハードルが高いのでしょうか。
お隣の韓国では国会（一院制）の３分の２以上で議決後、
国民投票で過半数の賛成が必要となっています。日本とほ
ぼ同じです。 
アメリカでは両院の３分の２で改正を発議し、５０の州議
会の４分の３以上の賛成が必要となっています。憲法改正
の要件を法律と同じようにしていないのは、それなりの意
味があることだと思っています。９条を改正したければ
堂々と正面から2/3以上の賛同を得て改正すべきで、入り
口を改正し、その後1/2で９条改正を目指すような姑息な
手段はとるべきではありません。
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トリヴェール西部地区の開発計画を認可 
市はあゆみ野地区の大規模店舗の開発行為を認可しま
した。ケーズデンキの南側に位置する所で、5F 建てモ
ール型商業施設（ららぽーと和泉 26 年秋オープン予定）
と平屋大型物販店舗（26 年春オープン予定）、駐車台数
全体で 4,330 台という大規模店舗が実現します。開発
申請者は三井不動産（株）と三井ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ（株）で、
工事は（株）熊谷組と大成建設（株）が行います。 
商店名は市の正式発表ではありません。三井不動産の
HP 等に基づく想定です。 
市税収入はもとより、このような大規模店舗の出現で市
の活性化に寄与する点も極めて大きいと期待する一方、
市内小売業者へのきめ細やかな対策が必要です。 
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●投票立会人 
国政選挙や市議会議員選挙で投票に行かれた
ときに、投票箱の前に座っている方（通常２
名）が、投票立会人です。自治会や町内会の
役員などが投票立会人になっていることが多
いと思います。投票が終わると投票立会人の
一人が投票管理者（市の職員）と共に投票箱
を開票所に運搬します。その際問題となって
いる謝礼が払われています。 
●投票立会人は市の職員です 
投票立会人は市の条例で１日限りの非常勤特
別職で、１選挙当たり報酬として１万円が支
払われます（午前と午後で交代しますので１
選挙に４人の投票立会人がいます）。市の職員
への報酬等の（お金に限りません）の支給は
地方自治法上条例で定めないといけないこと
になっています。 
●どのような謝礼が給付されているか 
今年の和泉市の予算書によりますと、６月の
市長選と８月（？）の参議院議員選挙のため
に、投票立会人一人当たり２千円で合計116
千円が二つの選挙のために用意されています。 
過去４年間の謝礼の具体的品目と金額は以下
の通りです。 

 
●このような謝礼は一般的なのか 

●何が問題なのか 
この謝礼は和泉市の条例で定めていませんの
で、地方自治法上許されない給付となります。
しかし社会通念上儀礼の範囲であれば、この
ような給付も許されるとの最高裁判例があり
ます。ところでこの謝礼は儀礼の範囲と言え
るのでしょうか？投票箱の開票所への送致は
公選法で投票立会人の職務の範囲と定められ
ています。市の職員が職務を行った事に対し
謝礼を払うなどは一般的に考えられない事で、
社会通念上儀礼の範囲とは到底言えないもの
です。そうするとこの謝礼は実質的に報酬の
２重払いに相当すると言えます。又謝礼の金
額も数百円程度の他市と比べて突出して高く
（予算では単価2千円）、多くの市でこのよう
な支給は行われていません。最近改訂されま
したが従前各種委員会や審議会の市民の公募
の委員の謝金が一日1千円であったことと比
較しても、多額に過ぎると言えます。 
●国からの委託金を違法に請求 
衆議院選挙や参議院選挙の時は、選挙にかか
った費用は国が面倒を見てくれる事になって
います。投票立会人については報酬と費用弁
償がその対象となっています。ところが今年

の参議院議員選挙では、この中に
含まれないこの謝礼金を含め全
額を歳入として計上しています。
国が負担する範囲を超えて請求
しており、違法は明らかで、違法
な歳入を財源に謝礼を支出する
ことも又違法です。（謝礼を出す
のなら市の一般財源から出すの
が筋です） 
●歳出項目にも問題が 

この謝礼は歳出予算の「報償費」から支出さ
れています。この報償費とは役務の提供や施
設の利用などによって受けた利益の対価であ
るとされており、同じ報償費の中のポスター
掲示板設置場所提供者謝礼は正しくこれに当
たるものですが、投票立会人の投票箱送致は
職務の範囲で、その対価は既に報酬として支
払われているから、この謝礼を報償費として
支出する事は出来ないと考えます。 
●住民監査請求の意味 
この謝礼は20万円強で、必ずしも高額ではあ
りませんが、どのような小さな事でも不要な
支出は厳にこれを慎む必要があります。 
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子宮頸がんワクチン接種が本年度から定期接種となり、無
料で接種を受けられる事になりました。 
市から保護者宛に「子宮頸がん予防接種のお知らせ」の文
書が配布されています。この予防接種は強制ではありませ
ん。副反応等を十分考慮の上接種するか慎重に検討してい
ただきたいと思います。 

●子宮頸がんの原因 
子宮頸がんの原因は、ほぼ100％がヒトパピローマウイル
ス（HPV）というウイルスの感染であることが明らかにな
っています。子宮頸がんの原因である発がん性HPVは、皮
膚と皮膚（粘膜）の接触によって感染するウイルスです。
多くの場合、性交渉によって感染すると考えられています。
HPVは、すべての女性の約80％が一生に一度は感染して
いると報告があるほどとてもありふれたウイルスです。そ
のため、性行動のあるすべての女性が子宮頸がんになる可
能性を持っています。 
●HVPワクチンの接種で問題となっている事は 
①その効果 
日本ではHVPワクチンで予防できる16型と18型の割合が
欧米と比べて少なく、効果の持続期間も明らかではありま
せん。 
②副反応 
インフルエンザワクチンに比べ副反応発生率が極めて高
い事で、東京都杉並区で重篤な副反応が報告されています。 

 
 
 
 

幸いにも和泉市での副反応は今のところ２件で重篤な副
反応は報告されていません。 
③費用対効果 
接種費用は全額公費負担で個人負担はありませが、私たち
の税金で賄われていることに変わりはありません。 
市の負担の大部分は地方交付税で措置される事になって

いますが、多くの費用（税金）を投入し予防接種をするこ
とに費用対効果の面で問題ないとは言えません。 
④拙速な定期接種の認定 
効果も定かでなく、副反応の心配が拭えない中で、今回の
定期接種に切り替えたことは拙速の感が拭えません。 
 
昌子の日記と予定  

5/2 和泉 100 人委員会総会 
5/3 憲法キャラバン 
5/5 まちづくりフォーラム 
5/7 和泉中央駅会報配布、谷山池保存署名活動（和泉中央） 
5/8 和泉中央駅会報配布 
5/9 和泉中央駅会報配布、ごみ問題学習会 in 吹田 
5/10 和泉中央駅会報配布 
5/11 石尾っ子の会総会 
5/12 万葉バスツアー 
5/13 光明池会報配布、あすの槇尾川を考える会定例会 
5/14 和泉府中駅会報配布 
5/15 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会 
5/16 議会改革検討会議 
5/17 橋下大阪市長に従軍慰安婦発言に対する抗議文を提出、

大津川水系河川整備計画説明会 
5/18 市民学習会（小中一貫教育とは） 
5/19 緑ヶ丘女性消防クラブ総会、信太山里山自然公園を求め

る連絡会総会 
5/20 信太山さくらんぼの会 
5/21 谷山池保存署名活動（北信太） 
5/22 北信太駅会報配布 
5/24 和泉府中駅舎完成式典 
5/29-5/31 自治体の財源確保策研修会 in 大津 

子宮頸がんワクチンの接種は慎重に！ 

＜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 

・１０９回 6/8（土） 万葉人の生活様式①衣食住 

・110 回 7/13（土） 万葉びとの生活様式②身を

かざる・家をかざる 

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 


