昌子の広場第１５３報

平成２６年 8 月発行

和泉市無所属市民派議員
小林昌子
和泉市緑ヶ丘 2-13-10
自宅 Tel 0725-54-2626
Fax 020-4669-6920
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451
Email masakokob@ybb.ne.jp
http://masako-hiroba.info/
ホームページもご覧下さい

目 次
・アスベスト除去費用で大阪府と民事調停
・住み良さランキング
・６月議会で一般質問

P１
P2-3
P4

旧横山高校にアスベスト 除去費用に 1.4
億円
和泉市大阪府に支払いを求め民事調停を申立！

＜曰くつきの土地、過去に和泉市は大損＞
●横山高校と文化財保護事業用地を等価交換
横山高校と等価交換した文化財保護事業用地は、大
阪府弥生文化博物館横の用地で、埋蔵物展示施設を
造る目的で、和泉市が大阪府の依頼で購入したもの
です。ところが大阪府の財政事情で買い戻しが行わ
れず、私が大阪府に買い戻しを求めて住民訴訟を起
こしましたが、大阪府と和泉市との確認書の不備
で、大阪府に買い戻し義務は無いと敗訴しました。
その結果、土地の値下がりにより簿価で９億円以上
の土地が、今回の等価交換では４億円余りの評価と
なり、５億円近くの損害を和泉市が被ったもので
す。

●アスベスト含有基準の厳格化
平成18年（2006年）9月1日施行の労働安全
衛生法施行令改正により、1% から0.1%に
なり、アスベストをその重量の 0.1%を超え
て含有するすべての物 の製造、輸入、使用な
どが禁止された。
●H17年に大阪府がアスベスト検査を実施
当時は基準が1％であったため、大阪府は大
きな問題があるとの認識をしていなかった。
●交換契約書にかし担保の条項
今回の土地交換にあたり交わした契約書の第
14条に「甲及び乙は、この契約締結後におい
て、交換土地に数量の不足、その他隠れた瑕
疵のあることを発見しても、相互の価額の減
免、又は損害賠償の請求又は契約の解除をす
ることができない」とある。
●争点
今回発見したアスベストの含有という瑕疵が
この条項の適用を受けるのかがポイントとな
ると思います。
この条文の「隠れた瑕疵」について、交換契
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約の段階で大阪府が、現行基準ではアスベスト
が規制ハズレである事を認識していたとすれば、
このような契約は信義誠実の原則に反すると思
います。一方和泉市も交換契約の段階で、H17
年の大阪府の検査結果を承知していたのであれ
ば（その測定結果に0.1%以上の箇所があれば）、
それを考慮しないで契約した過失は免れないと
思います。相互に歩み寄り合意するしか無いと
思います。大阪府から全額取り戻す等の一方的
な決着は民事調停の趣旨から期待できません。
民事調停とは
管轄の簡易裁判所又は地方裁判所へ申し立
てて行うが、訴訟とは異なり、裁判所での話
し合いによって紛争の解決を図る手続であ
る。
裁判官一人と民事調停委員（一般人）二人が
調停委員会を組織して行われる。
調停では訴訟と違って判決のようなものは
ないので、双方が合意に達しなければ解決は
しない。民事調停で合意した内容は調停調書
に記載され、判決と同じ効力を有する。調書
に基づいて強制執行を行うこともできる。
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和泉市 住みよさランキング大阪府内で２７位

昨年の２６位と大きく変わらず （
東洋経済新報社調べから）

一昨年の市長選で住みよさランキングで和泉市が大阪府内で３位と高
位にあることが話題になりましたが、このランキングの最新版が東洋
経済新聞社から出ていましたので、調べてみました。全国のベスト 10
は鯖江市（福井県）を除いて変わっていません。大阪府内も１位箕面
市、２位大阪狭山市は同じで、和泉市は２７位と大きく変わりません
でした。一昨年から大きく順位を落とした原因は利便性が極端に悪化
したことです。これは統計上の問題で、生活圏の広域化に対応するた
め、他市の「20％通勤圏」となっている市については、偏差値を算出
する際に補正を実施しています。具体的には、20%通勤圏にある自治
体は利便度に近隣の大阪市の数値が採用されていました。昨年 20％通
勤圏を算出する国勢調査・従業地集計データを 2005 年調査から 2010
年調査に変更した結果、和泉市は 20%通勤圏から外れ大阪市の利便
度から和泉市の利便度となり、利便度の順位が 34 位から 557 位と大
幅に後退した結果今回の順位となりました。同様な事が高槻市と泉大津市でも起きています。

３年間の順位を表したのが上表ですが、利
便度は別にしてもいずれの項目も順位を
下げています。全体として住み良さは低下
していると言えます。住みよい町を目指し
て政策運営を進める必要があります。

▼5 つの観点と算出指標（全国 790 市と東京 23 区が対象）
■［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）○保育所定員数・待機児童数
■［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 15 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。

全国でトップの印西市と比較したのが左表で
す。これを見ますと多くの課題が浮かび上がり
ます。
●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、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1/15
と少なく、介護保険料も1000円程度差があ
ります。
●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。
●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。
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６月定例会で一般質問しました
今回定例会で以下の３点について一般質問しました。
●子宮頸がんワクチン接種について
【質問】副反応の問題から積極的な接種の勧奨は行ってい
ないが、接種の実績や副反応の報告は
【答弁】接種延総数は１万3974人。副作用の報告は2件。
国に報告している。重篤なものではない。
【質問】接種の効果は
【答弁】予防接種の効果は10年。子宮頸がんの原因とな
るHPVの感染を防止できる。但し全てのHPVの感染を防
ぐことはできないので、成人になれば検診は必要
【質問】子宮頸がんで死亡する人の胃がんやその他のガン
との割合は
【答弁】年間死亡率は5％で胃がんの14％、乳がんの
10.4%などに比べて低い
【質問】ワクチンの効果に比べ重篤な副作用のリスクを考
えると、積極的な勧奨は行っていないとはいうものの、
その他考えるところは無いのか
【答弁】本年４月に市内小学校６年生に学校を通じ資料を
配布したが、その改正版を７月初旬に各中学校の生徒に
配布予定である。
●保育行政とふたば、第２ふたば幼児教室について
【質問】本市の待機児童数は
【答弁】H23.4月は43名、H23.10月は72名、H24.4月は
41名、H24.10月は78名、H25.4月は48名、H25.10月
は68名、H26.4月は29名。
【質問】入所判定の方法は。
【答弁】保護者の就労、疾病、障がい、介護等を点数化し、
高い世帯から優先して入所を決定。
【質問】高い点数の人の入所予定があれば、低い点数の人
の入所を行わず、空席にしていることは無いか。
【答弁】H27.6時点で公立・民間を合わせそのような事例
が8件あり、公立では4ヶ月と7ヶ月が各1件、9ヶ月が2
件、民間園では7ヶ月、11ヶ月が各1件、8ヶ月が2件あ
る。
【質問】待機児童が問題となっている中で、このような配
慮は考え直すべきではないか。調査を行った府内12自
治体ではこのような例は皆無であった。
【答弁】高石以南の自治体で同じような運用を行っている
のは泉佐野市だけである。問題を認識しており来年4月
からの新制度の施行に当たり検討中である。
【質問】ふたば・第2ふたば幼児教室の設置の目的は。
【答弁】言葉や発育に気になる方の集団生活の経験を提供
するための親子教室である。
【質問】下のお子さんを連れて参加すると、本来週2回が
1回に制限されるなど問題があるのでは
【答弁】保育の手間や保育スペースの確保など問題がある
が、前向きに調査・研究する。
●特定規模電気事業者（PPS）に切り替える事について
【質問】本市全体の電気料金はいくらか、又PPSを導入で
きる施設は
【答弁】H24年度で5億481万円で導入できる施設は高圧電
線から受電し、契約が50Kｗ以上の条件がある。48施設
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あり全体の23％に相当する。
【質問】その施設の電気料金は
【答弁】1億6944万円である。
【質問】府内の自治体でPPSに切替えた団体及び効果額は
【答弁】11団体が何らかの形で導入。効果額は1.6億円。
大半は大阪市の1.4億円である。
【質問】今まで前向きに検討するとのことであったが。
【答弁】庁舎をモデルの検討を行ったが、回収に５年ほど
かかることから、一旦導入を見送った。
【質問】原発事故後から電気料金が上がっている。再検討
したのか
【答弁】かつてはPPS入札参加企業が見込まれない状況で
あったが、状況も変わってきているので再度業者に見積
依頼を求めるなど具体的検討を行っている。
【質問】期待をするが、効果が見込まれるなら年度途中か
らの実施も可能では。
【答弁】効果が認められれば年度途中からでも可能と考え
る。

昌子の日記＆予定

7/1 民生委員推薦会
7/16 和泉中央駅会報配布、南部市議会議長会議員研
修
7/17 石尾中学校「薬物乱用はダメ、ゼッタイ」講演
会、ソロプチ定例会、介護保険運営協議会
7/18 信太山駅会報配布、泉北環境第２回定例会
7/19 社会を明るくする運動記念講演会
7/22 和泉中央駅会報配布
7/23 北信太駅会報配布
7/24 和泉府中駅会報配布
7/25 和泉中央駅会報配布
7/26 躍進プラン骨子説明会（コミセン・人文センタ
ー）、信太山に里山自然公園を求める連絡会
7/27 躍進プラン骨子説明会（シティープラザ、南部
リージョンセンター）
7/28 光明池駅会報配布
7/29 和泉府中駅会報配布
7/30 和泉中央駅会報配布
7/31 和泉中央駅会報配布、国保運営委員会

＜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 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
・120 回（9/13 土） 紀へゆく道
和歌の浦～海南藤白～日高郡由良
・121 回（10/19 日） 万葉バスツアー
和歌の浦～海南藤白・大崎～日高郡由良
＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞

パソコン講座（参加費無料）８月は夏休みです
市政相談会（事前にご連絡下さい）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０

