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辻市長の所信表明に大綱質疑を行いました

辻市長の所信表明に大綱質疑を行いました。
■和泉再生プランについて
【質問】
新病院の建設、小中一貫校の建設等和泉再
生プランに無かった事業が計画されていま
す。このまま行きますと現和泉再生プラン
は破綻する事になりますが、後継計画も含
めどのように対応するのか。又市民への周
知の仕方は。
【答弁】
後継計画は平成 28 年度から５ヶ年計画を
予定しており、これまでの財政健全化だけ
を目標とせず、将来の和泉市の発展につな
がる要素を織り込む。次期計画の策定まで
は現計画の達成に向けてこれまで以上に着
実に取り組む。又新たな事業に対応するた
め現行プランを修正しつつ、基金残高 30
億円、将来債務残高※を 330 億円程度に抑
制する目標を持って進める。市民へは広報
いずみの特集頁やホームページの活用によ
り行う。
【コメント】
新たな財政計画まで本年度を含めまだ３年
間あり、新病院や小中一貫校の建設は多額
の事業費を要し、現行計画の単なる修正で
対応が可能なのか極めて疑問です。基金残
高・将来債務残高の目標の実現の具体策を
策定することが必要と考えます。
■小中一貫校等について
【質問】
施設分離型小中一貫教育の対応は。新設校
の用地をＵＲから平均処分価格の 1/2 の価

※

財政対策債を除く実質的な地方公共団体の借入金（地
方債）等現在抱えている負債の大きさを表す
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格で購入可能か。公約で給食費や教材費の保護者負担の
軽減とあるがその内容は
【答弁】
平成 24 年度に南松尾中学校校区でモデル校研究を始め、
現在３中学校で取り組みを進めている。平成 29 年度に
は全中学校で実施する計画である。
用地費については 1/2 を基本にＵＲと協議を進めている。
その他施設でも必要に応じＵＲと確認書等を締結したい。
給食費は今後具体的な内容を検討し、次年度以降に保護
者負担の削減を図る。教材費については小・中学校で必
須となる教材の一部負担を考えている。
【コメント】
新設の小中一貫校の校区や用地取得費もまだ決定してい
ません。又市内の小規模校・過大校の適正配置方針も示
さない中で、この小中一貫校の建設計画は唐突の感がぬ
ぐえません。ここは一呼吸おいて市民や議会の意見をし
っかり聞いて取り組んで頂きたい。
【質問】
いじめ相談ホットラインの具体例は。いじめ問題への対
応は。「子どもオンブズパーソン制度」についての考え
は？
【答弁】
現在の市教育センター、指導室、青少年センター等の相
談窓口をこれまで以上に市民への周知徹底を図ると共に、
新たにメール相談窓口を設け、より児童生徒や保護者が
相談しやすい体制を構築する。また、重大ないじめ事案
には、市教委を中止に警察、子ども家庭センター、スク
ールソーシャルワーカー等が連携した体制をより充実し
て対応する。オンブズパーソン制度は研究していく。
■職員の給与について
【質問】
国は東日本大震災の対応として国家公務員の給与を平成
24 年度と 25 年度に 7.8%削減したが、地方公務員につ
いても同様の削減要請があったが市はどう対応するのか。
【答弁】
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市は過去から給与の削減を現時点まで継続実施しており、
国の要請を大きく上回る効果を実現している。又職員数
についても平成 13 年度以降 13%以上削減しており、国
の約 3%を大きく上回る削減を実施している事から国の
要請による給与削減は行わない。
【コメント】
国の要請に対し何でも従うのではなく、市の考えを主張
し要請を拒否したことは地方分権の観点からも評価でき
ます。
【質問】
国は公務員の給与削減に対応し、地方交付税を削減を予
定していると聞いているがどうか
【答弁】
平成 25 年度に減額影響が見込まれるが、緊急防災・減
災事業に対する地方債措置がなされ交付税算入が見込ま
れることから長期的な観点から影響は無いと考えている。
【コメント】
緊急防災・減災事業に対する地方債措置は職員給与の削
減とは無関係で、地方交付税が削減されることは市の歳
入に影響することは明らかです。
【質問】
予てより質問している勤勉手当への成績率の導入の状況
と一般職員への導入見通しは
【答弁】
昨年度に全職員を対象に勤務評定を実施し、平成 25 年
６月から管理職の勤勉手当に成績率を反映している。管
理職以外の職員に対する勤勉手当への成績率の反映は、
出来るだけ早期に導入を図りたい。
【コメント】
公務員の能力を正しく評価し、それを適切に給与に反映
することは、公務員の職務能率の向上に欠かせない事で
す。
勤勉手当への成績率の導入は地方公務員法 40 条第 1
項及び和泉市職員の給与に関する条例第 26 条で定めら
れており、現行の成績率によらない勤勉手当の一律支給
は違法な支給です。評価の客観性をいかに担保するか等
の課題はありますが、民間企業では普通に行われている
ことであり、公務員だけ困難の理由はありません。早期
の実施が望まれます。
■道路整備について
【質問】
北信太駅前線計画着手時期と課題についてどう考えるか
【答弁】
北信太駅周辺の現状と課題を整理した上で、駅周辺の町
づくりを検討する中で、地域の皆様の意見を反映しなが
ら、北信太駅前線計画の方向性を出していきたい。
【質問】
国道１７０号線の４車線化の見通しは
【答弁】
昨年１０月に大阪府知事宛に４車線化整備の要望書を提
出した。特に現在進められている国道４８０号線父鬼バ
イパスの供用に伴い交通量の増加が見込まれることから、
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まずは大野町北交差点から槇尾中学校南交差点までの４
車線化の実現を目指したい。
■児童発達支援センターについて
【質問】
児童支援センターは２カ所必要ではないか。指定場所を
指定しなかった理由は。開設までのスケジュールは。
【答弁】
本市に初めて設置する施設であることから、市内の療育
体制の拠点となりうる場所であることを条件として、特
に南部や北部の指定はしなかった。又この事業は民設・
民営であることから、事業者の自己所有地の有効活用の
可能性も考慮してあえて場所の指定は行わなかった。
スケジュールは H25 年７月から運営事業者を募集し、
H27 年４月開設予定である。
■市立病院について
【質問】
救急再開のスケジュールは
【答弁】
今般の指定管理者の導入にあたっては、救急再開、新病
院建設、健全経営を目標としており、とりわけ救急医療
の再開は、市民ニーズも高く、最重要課題であり、先般
公表した「和泉市立病院指定管理者募集要項」において
も、指定管理開始後３年以内救急実施を条件としている。
なお、救急医療の方針や受け入れ態勢などについては、
応募法人の提案を受け、その内容を選定委員が審議する
こととなっており、指定管理者決定後は、市と法人の協
議により、具体的な内容を決めたい。

谷山池保存の請願継続審査に
17,830 筆の署名を添えて提出されました谷山池の請
願は、今定例会の総務安全委員会で議論した結果、更
に審議が必要として継続審査の扱いとなりました。

どうなった文化財保護事業用地
大阪府と等価交換７億弱の損失顕在化！
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この損失を誰が責任をとるのか！

７年前に朝日新聞の夕刊トップでこのように大きく取り上げられた文化財保護事業用地の問
題は、私が平成 16 年の 6 月議会で土地開発公社の決算審査の時に「文化財保護事業用地として、
随分のお金が計上されています。どういう事業計画があって取得されたのか御説明ください。」
と質問したことが契機で明らかになった問題です。この土地の先行取得については、不透明な点
が多々あり、財政問題で大阪府の買い戻しが行われないままいわゆる塩漬け土地となりました。
土地開発公社の解散に伴い和泉市がこの土地を簿価の 9.6 億円で取得し、大阪府と交渉の結果横
山高校跡地と温水プール（燦々ﾌﾟｰﾙ）用地と等価交換し、結果的に和泉市は 6.8 億の損害を被っ
た事案です。
この件について私は住民訴訟で大阪府の買上を求めて争いましたが、肝心の確認書の署名が大
阪府が文化財保護課長、市が教育次長で土地の契約書としていずれも法的に代表する地位に無い
ことから、確認書による大阪府の買い戻し義務は無く、紳士協定に留まるものであるとして敗訴
しました。杜撰な事務執行で巨額の税金が無駄に使われた事になり、今後の反省の為にどうして
このような事が起こったのかまとめてみました。
は現在においても増え続け、早期に大阪府に買上を行わ
せる事によって、和泉市の更なる損失を回避するための
訴訟である。
結果的に敗訴となりましたが、判例として判例地方自治
に紹介されました。

●住民訴訟を提訴
私は和泉市にこの土地を、大阪府に早期買い上げを求め
るよう住民訴訟を起こしました。
私はこの訴訟の意義を訴状で次の様に訴えました。
本訴訟は和泉市が大阪府の依頼によって文化財保護事業
用地として、和泉市土地開発公
社（以下公社という）に先行取
得させたが、大阪府と契約（実
質）した買上時期経過後も買上
が実行されず、その結果公社は
塩漬け土地として不良土地を抱
える羽目となり、金利等の多額
の出費と、土地の値下がりで巨
額の評価損を抱えている。
金利及び評価損は公社との委託
契約及び大阪府との契約上、和
泉市が負担せざるを得ず和泉市の損失となる。この損失

住民訴訟とは
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で、市民の誰もが住民監査請
求を行っていれば一人でも行うことができます。仮に勝訴し
ても住民には何の利益もありません。利益は全て市に帰属し
ます。一方訴訟にあたって必要な費用は住民が負担しなけれ
ばなりません。その意味で全くのボランティアと言えます。

それでは以下この土地取得の問題について整理します。
■そもそもこの土地は本当に必要な土地であったのか？
この土地の取得目的は、池上曽根遺跡周辺から出土する
文化財を保管し、それを展示研究するセンターの建設用
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地として和泉市土地開発公社に先行取得させたものです。
ところが平成 9 年にこの土地を取得した後、このセンタ
ーの建設計画は進展せず、8 億の土地は隣の府立弥生文
化博物館の駐車場として利用されているだけでした。店
ざらしとなったのです。いわゆる塩漬け土地です。又埋
蔵物の保管場所が無いと言っていたのに、取得した時か
ら長年経過し、埋蔵物が多数出土していますが、特に問
題は起こっていません。
要するにこの土地は市が言うような理由で取得したので
はなく、何らかの別の理由があるとしか考えられません。
市が直接取得する時は当然議会の承認が必要で、その際
に取得の必要性等について議論されますが、土地開発公
社が取得するときは議会のチェック機能は全く発揮され
ませんので、このような目的もはっきりしない土地取得
が実行された訳です。
■大阪府と等価交換
大阪府がこの土地を買い上げる事が事実上不可能となっ
た事から、相互に所有する土地を交換することによって問
題解決を図りました。
大阪府が和泉市に所有し、市が有効活用が図られる土地と
して以下の土地の交換を行いました。

昌子の日記＆予定
7/1 和泉中央駅会報配布
7/2 和泉中央駅会報配布
7/4 南部市議会議長会議員研修会（南海トラフ巨大地
震の被害想定と防災・減災）
7/5 本会議
7/9 厚生文教委員会傍聴
7/10 都市環境委員会傍聴
7/11 総務安全委員会
7/12 和泉中央駅会報配布
7/13 万葉講座
7/16 和泉中央駅会報配布、議会運営委員会
7/18 ソロプチミスト大阪－南陵定例会
7/22 和泉府中駅会報配布
7/23 信太山駅会報配布、一般質問
7/24 北信太駅会報配布、一般質問
7/25 和泉中央駅会報配布
7/26 本会議
7/27 のぞみ野夏祭り
7/29 光明池駅会報配布

この会報は毎月 24000 部を配布しています。つきましてはボ
ランティアでこの会報をポスティングして頂く方を募集中で

和泉市はこの土地の活用方法として
①横山高校跡地はスポーツや文化の振興の為の教育施設
として、②温水プール用地（サン燦プール用地）は借地料
の削減 としています。
和泉市は土地開発公社から約9.57億円で買い戻しました
ので、時価との差額(9.57-2.85=6.72)の6.7億円が市の
損失となりました。
この損害の発生は、もともとこの土地を8億円をかけて取
得する意味が本当にあったのかが厳しく問われることに
なります。計画も定かでない埋蔵物展示センター用地とし
て取得し、結果的に塩漬け土地となり、等価交換で大きな
損失を発生した事の責任（当時の市長等の）は重く受け止
める必要があります。
今6.7億円もあれば重要な政策課題の実現が可能であり、
杜撰な事業決定からほぼ16年を経過し、このような市民
の税金の無駄遣いが確定しました。
議会のチェックが働かない土地開発公社を舞台に起きた
杜撰な土地取得であったわけですが、既に土地開発公社は
解散して再び同じような事案は発生しないと思いますが、
教訓として胸に留めたいと思います。
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す。何部でも結構です。090-5044-9929 迄お電話下さい。
月初に配布部数をご自宅までお持ちします。

＜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
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
・111 回 9/14（土） 大和路の万葉
・112 回 10/20 万葉バスツアー
風吹き返す飛鳥京からあをによし奈良の都
パソコン講座（参加費無料） ８月は夏休みです
・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
・第 2、第 4 週の木曜 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

