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 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 
 

 

いぶき野長谷工マンションン問題とは、旧全
日空社宅（ベルフォーレいぶき野）跡地に長谷
工が販売予定のマンションに関するものです。
かつて住民運動でマンション計画が大幅に変更
された藤和不動産が建設したマンション（リー
デンススクエア和泉中央）の隣で上記写真の工
事中のところです。隣り合わせのマンションで
またもや同じような町づくりの問題が発生しま
した。 

今回の請願は、リーデンススクエア和泉中央
の建設時に住民運動の中心になって運動された
方と隣接するマンションの方の2件で、私と共
産党の早乙女、岡議員が紹介議員となりました。 

 
請願の趣旨は以下の通りです（原文のまま） 
＜Nさんの請願＞ 
(1) いぶき野３丁目６番全日空社宅跡地にお
ける（仮称）長谷エマンション建設計画の戸数
135戸の見直しを行い、前回の住民運動の成果
が生かされ、暮らす人にも周辺住民に取りまし
ても敷地内がゆとりあるレイアウトになるよう
に、事業者に計画見直しを担当部局より指導を
要望致します。 
(2)緑化率は25‰を実現するように要望いたし 

 
ます。この事案は、和泉市３月議会において、
該当地の緑化率は「行政が25％を指導する」と
答弁されたことについて、それを下回ることが
ないように担当部局より指導されることを要望
致します。 
(3)敷地内に車寄せスペースの確保を要望しま
す。現在でも見通しの悪いカーブでの事故が発
生しています。現計画では長谷エマンションに
入居される方にとりましても、通行する全ての
車両と歩行者に取りましても渋滞及び事故の発
生が懸念されます。車寄せの確保と十分敷地内
空地の確保について担当部局より指導を要望致
します。 
 
＜Kさんの請願＞ 
いぶき野３丁目全日空社宅跡地における長谷エ
マンションの「駐車場整備計画の見直しについ
て」事業者に対して下記２項目について担当部
局より指導を要望いたします。 
1.現計画では、来客駐車場・福祉対応駐車場の
設置が無いため、入居者にとりましても不便な
状態であり、来客車両が周辺道路に駐車をする
ことによって地域住民に迷惑を及ぼすと考えら
れます。来客駐車場・福祉対応駐車場の設置は
不可欠であり、無いと言うのは時代のニーズに
合わないものです。設置について担当部局より
指導を要望します。 
２.現計画においての立体機械式駐車場の設置
計画では、過密状態で見通しが悪い状態です。
さらに、10基並ぶ立体機械式駐車場から発生さ
れる騒音による被害が、隣接するリーデンスス
クエア住民に及ぶ可能性があるため現計画の見
直しの指導を担当部局より指導を要望します。 
 
この請願は単にマンション建設問題にとどまら
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ず、町づくりの問題でもあります。いぶき野地
区の良好な住環境を市民自ら守る戦いでもあります。
請願者の一人はこのマンションに直接隣接している方
ではありませんが、上記の趣旨でこの運動の中心とな
って活動されているのです。 
この請願について、市議会は都市環境委員会及び本会
議で審査されましたが、その結果はいずれも否決です。 
 

 
 
和泉中央駅近くに「いぶき野保育園」がありますが、
その隣に介護施設がオープンしました。その竣工式に
関係者として私たち議員も招かれました。 
すぐ隣が保育園ですので、窓越しに園児たちの様子が
分かり、また園児たちからも高齢者施設に入居する人
たちの様子が分かるほどの距離にあります。 
施設は定員が29人。介護度1から5までの方が入居対象
者で、要支援1・2の人は利用できません。また来年か
らは要介護1・2の人も介護保険の改正により入居でき
なくなります。 
 
部屋はユニットA9室。ユニットB10室。ユニットC10
室で計29室あり、すべて個室で、ベッド・収納たんす・
洗面設備・トイレ・ナースコールが設置されています。
特にトイレは車椅子でも利用できるように十分な広さ
がありました。 
共同生活室は各ユニットに1室の計3室あり、テレビ・
ソファー・洗面設備・トイレ・テーブル・イス・流し・
調理設備等が有り、食堂・談話室・機能訓練室として
も利用するそうです。 
私がもっとも驚いたのは「ミスト」利用のお風呂でし
た。写真のような形で、一人づつで入浴します。 
イスに座って浴槽に入ると全身にミストがかかり、2分
ぐらいで全身が暖かくなるそうです。その間にシャン
プーが出来、5分もあれば体は十分温かくなるそうです。 
勿論共同の浴室もありますので、選択できるそうです。 
個室の前は広いベランダになっています。部屋の壁紙
は紫とグリーン、ベージュの3通りがありました。 
介護保険制度が導入されて15年。紆余曲折はありまし
たがやっと介護の社会化が認知されてきたように感じ
ます。 
 
 

○：賛成  ✕：反対 
 

適正な戸数に減らして下さい。緑地率を約束どおり
確保して下さい。通行の安全をはかるため車寄せを設
置して下さい。というまっとうな指導を市に要求する
請願ですが議会に届きませんでした。賛成は共産党の3
名と私の4名でした。私は賛成討論しました。 

町づくりを行政に頼っていては駄目と思います。住
民一人ひとりが自分の問題としてこの問題に息長く関
わる必要があると思います。 

いぶき野に地域密着型介護福祉施設 



昌子の広場第 156 報                        平成２６年 11 月発行                           

3/4 

 
今議会の定例会で私は以下の３点の質問を行いました。 

●学校のICT（情報通信技術）活用について 
●教育委員会定例会、子ども議会、審議会等の見え

る化について 
●ごみ行政について（ごみ有料化に関連して） 
その概要をお知らせします。 

＜学校のICT（情報通信技術）活用について＞ 
【議員】文科省は教育のIT化に向けた環境整備４ヶ年

計画を策定し、平成26年度からの４ヶ年総額6712
億円、平成26年度は1678億円が計上されている。
一方学校における整備も教育用コンピューター1
台あたり生徒数3.6人と具体的な水準を示した。こ
の計画に参加し予算を獲得するには、学校ICT整備
計画が必要だが、策定済みか。まだであればいつ
迄に計画をまとめるつもりか。 

【理事者】計画の策定には至っていないが、早急にま
とめ予算要望に努める。 

【議員】外部専門家の助言はあるか。又タブレットは
どうなっているか。 

【理事者】９名のICT支援員が各学校を月２回巡回し、
教職員への指導や助言を行い、時には教員のアシ
スタントをして授業に直接関わり、子どもへの支
援などを行っている。９名の支援員は政令指定都
市以外で東大阪市２４名に次いで、府内で二番目
である。タブレットは平成２４年３月に小・中学
校に各３台導入したが、文科省の計画では４０台
を整備目標としている事もあり、南横山小、北池
田中をタブレット活用モデル校に指定し、研究を
進めている。 

 
＜教育委員会定例会等の見える化について＞ 
【議員】議会は本会議や委員会のインターネット中継

が行われ、議会がより身近な存在となっているが、
教育委員会の会議のインターネット中継は考えて
いないか。 

【理事者】中継施設の制約から、ネット中継出来る状
態では無い。議事録の公開や会議の写真の掲載等
市民に周知を図っていきたい。 

【議員】子ども議会は議場の中継施設を使ってネット
中継できないか。 

【理事者】子どもの個人情報や肖像権の問題、中継費
用からネッツ中継は考えていない。 

【議員】16回目を数える子ども議会は、子どもたちの
意見表明の機会を提供する上で有効であるが、一

方学校現場の先生方の負担も大きいと聞いている。
今後の子ども議会をどのように考えているか。 

【理事者】子ども議会は形は変わっても今後も続けて
いきたい。子どもたちが自由な雰囲気で意見を述
べることがなかなか難しいとの意見も聞いている
ので、他市の例も参考にしながら検討したい。 

【議員】審議会についてはどうか 
【理事者】委員の方が自由な意見を述べる環境が第一

であり、ネット中継でそれが毀損されないかを考
える必要があり、費用の問題もあるので現在検討
していない。 

 
＜ごみ行政について（ごみ有料化に関連して）＞ 
【議員】ごみ減量の為の再資源化事業推進奨励金の拡

充の予定はないか。 
【理事者】制度拡充により集団回収の取り組みが更に

進むよう予算の検討を行っている。回収品目につ
いては現行制度を市内一円で実施されるよう取組
み、それが達成された段階で回収品目の拡充を検
討する。 

【議員】集団回収の対象外の資源物は、行政が回収し
泉北環境に持ち込むため、泉北環境の負担金とし
て市に跳ね返る。一方集団回収すると回収を行っ
ている団体に奨励金が入り、泉北環境に持ち込ま
ないので和泉市の負担金の削減にもなる。このよ
うなメリットの有る集団回収を何故増やせないの
か。 

【理事者】取扱業者に品目拡充についての協力を10月
中旬を目処にお願いしたいと考えている。 

【議員】ごみの有料化に関連して、ごみを堆肥化する
キエローという商品を推奨している。関東一円で
増えておりエネルギーを使わないで、ごみの減量
に有効と考えるが市の考えは。 

【理事者】キエローについては以前議員の話で知ると
ころとなったが、再資源化事業推進奨励金や生ご
み堆肥化容器購入補助等の拡充に加えてキエロー
の導入の可否について、1年ほどかけて試作品を作
るなど研究して行きたい。 

【議員】世帯数に単価をかけた現在の収集料金の決め
方に問題は無いか。他の要素を勘案する余地はな
いか。 

【理事者】収集する地域の道路状況は千差万別で、収
集料金を合理的に決めるのは困難性を伴うが、現
在は世帯数によるのが適当と考えている。委託料
についてはH17年に-3％、H23と24年の2年間で
-5％と削減に努めている。 

定例会で一般質問しました 
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還付加算金とは、
納め過ぎが生じた
個人住民税等を自
治体が納税者に返
還する際、利息相
当として支払うも
のです。 
サラリーマンなど
が確定申告をして
市町民税・府民税
が減額されること
になり、還付を受
ける際に生じたこ
とで、納税日の翌

日を起算日として計算すべき所(①)、税務署から税額の変更通知を受けた日を基に起算日を決めていた
(②)ため、利息の計算期間が短くなり(①-②)、この期間に相当する利息が未払いとなったものです。 
これは市民税や府民税だけではなく、国民健康保険料、後期高齢者医期高齢者医介護保険料、保育料等に
も未払いのある可能性があります。現在和泉市でも精査中ですが、判明したものだけで府・市民税で約600
件、約200万円にのぼります。大阪府から未払の可能性があると連絡を受けていたにもかかわらず、迅速
な対応が取られていなかった結果、未だ全貌が明らかになっていません。 
市は未払のある市民に早急な返還と、本件についてホームページ等で、未払の生じた理由や件数、金額、
今後の対応等を早急に表明すべきです。私が議会で質問しなければ対象者に返還するだけで表面化しなか
ったかもしれません。 
尚この対象は時効にかからない過去5年分ですが、この未払分について正しく還付された時と、今回還付
される時までの利息分の扱い（不当利得）が問題となりましが、民法704条で不当利得について「悪意の
受益者は，その受けた利益に利息を付して返還しなければならない」とされていますので、この件は対象
外となると思います。 
 
昌子の日記＆予定 

10/1 和泉中央駅会報配布 
10/2 和泉中央駅会報配布 
10/3 役員選挙 
10/4 石尾中学校運動会 
10/6 あすの槙尾川を考える会 
10/7 役員選挙 
10/9 ソロプチミスト大阪-南陵理事会 
10/10 子ども子育て会議傍聴 
10/15 代表者会議傍聴 
10/19 万葉バスツアー 
10/20 決算委員会 

10/21 信太山駅会報配布、決算委員会 
10/22 和泉中央駅会報配布、決算委員会 
10/23 和泉府中駅会報配布、決算委員会 
10/24 和泉中央駅会報配布、決算委員会 
10/25 和泉市商工祭り、タウンミーティング（緑ヶ丘自

治会館） 
10/26 EMボカシ作り 
10/27 光明池駅会報配布、家庭訪問事業会議 

10/28 和泉中央駅会報配布、ららぽーと和泉竣工式 
10/29 和泉中央駅会報配布、戦没者追悼式、信太山に里

山自然公園を求める連絡会 
10/30 北信太駅会報配布,ごみ学習In吹田 
10/31 和泉中央駅会報配布 
 
 ＜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 

・122 回（11/8 土） 万葉歌に思いを重ねた現代の

名曲 みだれ髪・平城山・夏は来ぬ・海ゆかば他 

・123 回（12/13 土）紀へゆく道  

有田（糸我の桜）～白崎（白亜の岬）～岩代（結び

の松）～白浜（牟婁の湯） 

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（事前にご連絡下さい） 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 
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