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上伯太線最高裁決定 上告棄却
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。王子グラウンドの復旧費 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
木に松尾寺グラウンドの整備を指示。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 市が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
●H25.4 和泉市が最高裁へ上告
●H25.10 最高裁上告棄却
●H25.10 オンブズ和泉住民訴訟取り下げ
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杜撰な公金支出に前市長らに責任なし

上伯太線問題と
は、王子町と鶴
山台団地を結ぶ
橋梁の設置工事
にあたって、そ
の橋の下にある
グラウンドを工
事期間中に工事
ヤードとして使
用するため、一
時的にグラウン
ドが使用できな
くなり、そのた
め代替グラウンドを整備した事が問題となった事
件です。市は調査委員会を設置しその結果に基づ
き前市長等に損害賠償請求訴訟を行っていました。
1,2審市敗訴の後、10/15最高裁第１小法廷は前市
長等への損害賠償請求に関する上告受理申立を棄
却しました。これで１審判決が確定し前市長等に
責任は無い事になりました。
思えばこの問題が発覚したのは４年前の議員全員
協議会でした。市はこの問題で大揺れになり、そ
の年の決算が不認定となる前代未聞の事態となり
ました。その経過は左に述べていますが、要する
に工事の為に一時的に使用できなくなったグラウ
ンドの代替設備として、5000万円を超える税金を
使い、それも契約や議会の承認などの必要な手続
きをとらずに行われた事が問題となったものです。
特にこのグラウンドは地域の少年野球チームがほ
ぼ専用に使用していた事から、任意の団体への過
剰な便宜供与ではないかと問題視され、この問題
で前代未聞の４件もの住民監査請求が起こされた
事からも、如何に異常な事件であったかが伺われ
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ます。
オンブズ和泉は住民監査請求が棄却されたのを受けて、住
民訴訟を起こしました。杜撰な事務処理と任意の少年野球
チームの為の代替グラウンドの整備は実質的に少年野球
チームへの寄付にあたり、地方公共団体が寄付するには公
益性が必要であるが、それが認められないとして前市長等
に損害賠償請求を行うことを求めたものです。
当初被告となった市は請求に理由は無い、即ち前市長等に
責任は無いと請求の棄却を求めていました。その後半年ほ
ど経って今度は市が前市長等に損害賠償請求の訴訟を起
こしたのです。何とも奇妙な経緯と言えます。オンブズ和
泉が起こした住民訴訟は、市に損害賠償請求を求めるもの
で、市が損害賠償請求を行った事から、請求の趣旨は実現
したとして、市の訴訟の様子見の扱いとなりました。（何
回も大阪地裁で進行協議が行われました）
この一連の裁判での争点は、代替グラウンドを整備する必
要があったのか、予算や契約も無いままで工事を実施した
事務手続き上の問題は無いかの２点でした。ところが１審
では市は前者の問題だけを取り上げ、杜撰な事務処理の問
題には触れませんでした。このことが最後まで尾を引いた
と思います。
一点目の代替グラウンドの整備は必要であったのかにつ
いてですが、公共施設を公共工事等で一時的に使用出来な
くなった時は、代わりの施設を用意しなければならないこ
とになっています。ある意味当然の事です。従って旧王子
グラウンドが公共施設であるか否かかが争われたのです
が、裁判所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りまし
た。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。しかし１審で市は旧王子グラウン
ドの使用実態からして公共施設とは言えないとの主張は
殆ど行いませんでした。控訴審で主張しても時既に遅しの
感があります。
又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野球チーム
以外の使用は皆無でした）、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を使用できない不利益と多額
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
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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。自治体では事業を
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・効率性を担保するもので、この極めて重要な
機能を軽視する判断は到底許せません。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。
一方最高裁の上告棄却の決定を受けて、訴訟を維持する
ことは困難としてオンブズ和泉は住民訴訟を取り下げま
した。これで上伯太線関連の訴訟は関連調査費に 60 万
円を違法に支出した事が争われている住民訴訟のみとな
りました。
このような経過を辿って上伯太線問題は決着した訳です
が、旧王子グラウンドの復旧費用に約 1.2 億円、代替グ
ラウンドの整備に 5700 万円、合計２億円弱の税金がこ
のグラウンドに費消された事になります。元々旧王子グ
ラウンドの土地は、惣ヶ池の造成の時に出来た土地で、
泉北水道、地元町会、和泉市の 3 者が昭和 40 年に「こ
の土地は公共緑地として温存し、一般住民の清浄にして
健康な場所にする」との覚え書きを交わしています。こ
のグラウンドがこの覚え書きに沿ったものであるか大い
に疑問です。
今回の事件は多くの代償を伴いましたが、貴重な教訓を
残したと思います。
市はこれから適正な事務執行を行い、
市民の信頼を頂けるよう頑張って頂きたいと思います。
下の写真で右が鶴山台、左が王子町、下が惣ヶ池、中央
が問題のグラウンドです。
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横山高校跡地利用総合スポーツ施設の概要が明らかに

大阪府から弥生博物館横用地と等価交換しました横山高
校の跡地を総合スポーツ施設として整備するものです。
旧校舎や体育館を全て撤去し、市民球場、多目的グラウ
ンド、テニスコート、駐車場を整備する計画です。
＜基本コンセプト＞
誰でもが気楽にスポーツを楽しめる元気と笑顔があふれ
るスポーツの拠点 のコンセプトをもとに
・和泉市のスポーツ振興の中核施設づくり
・競技スポーツとスポーツを通じた交流が可能な施設
・市民一体となって参加・応援できる施設
・安心してスポーツを楽しめる環境に優しい施設
・豊かな自然環境を活かした広域的なレクレーション空
間づくりを支える施設
等を基本方針としています。
＜主要な施設の概要＞
・市民球場
軟式野球第３種公認サイズ；中堅 110m,両翼 90m
内野：黒土 外野：人工芝 夜間照明：有り
観客席：300 席程度
・多目的グラウンド

サイズ：115m×78m 夜間照明：有り
都市計画道路（池上下宮線）道路整備までの暫定利用
・テニスコート
オムニコート（砂入人工砂）×３面 夜間照明；有り
・駐車場 230 台
工期等
・Ⅰ期 H26～H27 解体工事、市民球場、テニスコー
ト、駐車場整備
・Ⅱ期 H28～ 多目的グラウンド、管理棟整備
＜概算事業費＞
項目

整備費（千円）

内容

調査設計費

約 100,000

基本計画・設計・測量

解体工事費

約 300,000

校舎・体育館等の解体

整備工事費

約 1,600,000

敷地造成・球場・多目的
グラウンド・テニスコー
ト・外構等の整備・管理
棟・球場内スタンドの整
備

合計

約 2,000,000

総額２０億円にも達する費用が発生します。
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情報公開非公開処分に不服申立 市立病院の
指定管理者選定委員会の採点結果の非開示に関し

＜問題の経過＞
●H25.5.7 第１回市立病院管理者選定委
員会開催 募集要項・選定基準などを審
議 その際個々の委員の採点結果は公
表しないと決定
●5.27-6.28 公開期間。
（医）徳洲会から
提案受理
●8.1 第２回 応募法人のヒアリング
第３回 応募法人の審査・採点
●8.2 （医）徳洲会を優先交渉権者と決定、
公表
●8.14 第三者から情報公開請求「和泉市
立病院指定管理者募集に係わる優先交
渉権者決定に関わる全資料」（私ではあ
りません）
●8.16 市議会病院問題特別委員会開催
市が選定委員会の採点結果（集計表）を
資料として提出
●8.16 私が情報公開請求「市立病院指定
管理者選定委員会における個々の委員
の採点がわかる採点結果表」その際個々
に委員名は不要であることを通知
●8.28 市が第三者の公開請求に部分公開
を通知、私の請求には不公開の通知
●9.2 市立病院指定管理者選定委員会の
要点記録を公表
●10.21 私が非公開処分に対し不服申し
立て
●11.13 市から弁明書が届く
●11.29 私が反論書を提出
●12.9 意見陳述（予定）
私は和泉市民病院の指定管理者選定に
あたって、選定委員の得点表の情報公
開請求を行っていましたが、非開示の
処分となりました。
選定委員がどのような採点を行ったか
は、極めて重要な情報である事から情
報公開請求を行ったのですが、各委員
の項目毎の採点は開示されませんでし
た。
市の非開示の理由は、選定委員会で非
開示を前提に審査した事から、これを
開示すると委員との信頼感が崩れると
いうものでした。
私はそれを受けて情報公開条例に則り
10/21 に不服申し立てを行いました。
その要旨は以下の通りです。
(1) 法の趣旨と非開示該当性
和泉市情報公開条例によれば、市が保
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有する情報は市民のものであり、特に非公開と
する事由がなければ原則公開されるべきとされ、
個々の委員の名前の開示は求めていなので、こ
れが開示されても何ら不都合は起こりません。
（２）選定委員会が本件情報を公開しないと決
め、それを尊重して非公開としたことです。

昌子の日記＆予定
11/1 和泉中央駅会報配布、ごみ問題学習会 in 吹田
11/3 校区別防災訓練
11/8 和泉中央駅会報配布、泉北環境組合決算委員会
11/9 社会福祉の集い
11/11 信太山駅会報配布
11/11-15 議員研修会（行財政コース）in 大津
11/18 和泉中央駅会報配布
11/19 町づくり協議会
11/20 泉北環境整視察 高松市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
10/21 同上徳島県上勝町日比ヶ谷ごみｽﾃｰｼｮﾝ
10/22 和泉中央駅会報配布
10/23 緑ヶ丘フェスタ
10/25 光明池会報配布、厚生文教委員会正副レク
10/26 和泉府中駅会報配布
10/27 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
11/28 北信太駅会報配布
11/29 和泉府中駅会報配布
＜お知らせ＞
いつくしみめぐる市
和泉市の自然を考える集い
・12/8 10 時から 15 時
・石尾山弘法寺
・いつくしみめぐる市実行委員会
・和泉市、和泉市教育委員会後援
・問合せ 080-4403-8738（ 城）
090-2115-0016（ 手嶋）

＜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
・１１４回 12/14（土） 万葉人の生活様式
食べものの味・楽器のひびき
パソコン講座（参加費無料）
・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

