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会派に所属しない議員にも執務スペースを付与
従来の議会の慣例を変更 府内自治体並に！

私が所属していた会派（清和会）は二人で構
成していました。
しかし一方の議員が会派を
離脱し明政会に入ったため、
清和会が私一人
となりました。
和泉市の議会は一人会派を認
めていませんので、
私は自動的に会派に所属
しない議員となりました。
議会の慣行で会派に所属しない議員には控
室を提供しない事になっていたため、
今まで
使用していた部屋を9月末日までに退去す
るよう、議会事務局長から当初口頭で 私に
申し入れがありました。
議員に選ばれて4期14年間会派控室を使用
してきましたが、その部屋を退去し、場所が
必要なら議会事務局長室や応接室等空いて
いる場所を使えということです。
議員には 多様な活動が要請されており、そ
のための拠点として控室は必須です。
会派に
所属しているかどうかは議員活動に何ら関
係がありません。
市民に等しく選ばれた議員
の一人としてこのような事は到底容認でき
ないとして、
議長あてに上申書を提出しまし
た。
同時に議会事務局に大阪府内の自治体の状
況を調べて頂きました。25の議会で会派に
所属しない議員（一人会派を含む）がおりま
すが、
全ての議会で控室又はそれに準じる定
位置が用意されています。
和泉市の議会の対
応は極めて異例であり、
議員活動を制約する
ような行為を、
議会自らがするべきではあり
ません。
同じような事が大阪市でもありました。

橋下市長が労働組合の事務所を庁舎から退去させた
事件です。裁判となり大阪地裁は労働組合が使用する
場所を退去させた市の処分は、労働者の団結権を侵害
するもので違法との判決がありました。
大阪市から判決文を入手しましたが、今回と同じ構図
です。
私の上申書を受けて会派代表者会議で議論した結果、
従来の慣行を変更し、会派に所属しない議員について
も執務スペースを付与することとし、図書室の一部を
区切って執務スペースとして利用することを認めま
した。
同時に議論を求めていた一人会派を認める件につい
ては同様の立場に複数の議員がなった時に議論する
事となり、従来通り一人会派は認められませんでし
た。
議員は会派に入り活動することが原則ですが、多様な
考えを持つ議員が、同じ主義主張の会派に入れるかど
うかは疑問です。かつては政務調査費（現在は政務活
動費）を会派に支給していましたが、議員に対し支給
すると制度が変更されたため、会派に入らないといけ
ない理由の一つが無くなりました。私も今回いくつか
の会派に入れないかと相談しましたが実現出来ませ
んでした。
今回の件だけでなく、会派を構成できない事態がどの
ような状況で起きるかわかりませんので、今回の慣例
の変更は大変意味ある事と思います。
会派に入らないと一部の会議に参加出来ない不利益
はありますが、私は当面一人会派で議員活動を続け、
次回の選挙で同志が当選することを願っています。
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全国市「成長力ランキング」
（都市データパック 2014 版から）

和泉市成長力ランキングで全国第４位（都市データパック２０１４版より）

トリベール和泉・テクノステージの開発が寄与 その他指標は劣位も

●和泉市成長力ランキング 87 位から一気に 4 位に躍進
ららぽーと和泉の内覧会で和泉市長が和泉市が成
長力ランキングで全国 4 位になったことを挨拶で
言われていましたので調べてみました。
都市データパック 2014 版によると確かに全国第 4
位にランクされていました。成長率とは過去 5 年
間の人口等の増減率を指標化したもので（下表に説
明）、前年の 87 位から一気に躍進、成長する和泉
市にふさわしい誇れる数字です。トリベール和泉や
テクノステージの開発が大きく寄与していると思
います。今回開業しましたららぽーと和泉も今後大
いに期待できます。
●一方民力度ランキングは
全国で 602 位と低迷
民力度とは民間活力を表
すもので、成長力は過去 5
年間の増減率を元にして
いますが民力度は人口当
たりの製品出荷額や卸売
業年間販売額等の現在の
水準を表す指標です。成長
は著しいものの、民間活力
の水準はイマイチという
ところでしょうか。成長力
の 10 位以内に沖縄県の自
治体が 4 つも入っていま
す。政府の経済対策等によ
り急激に成長している事
を表していますが民力度
や住みよさランキングは
いずれも低位にとどまっ
ています。
●千葉県印西市が突出
その中で千葉県印西市が成
長力第 2 位、住みよさ第 1
位、財政健全度第 24 位と
突出しています。和泉市と
比較したのが右表です。
和泉市にはまだ克服すべき
課 題 が 多 い事 が わ か りま
す。

左表の説明

和泉市成長力ランキングの全国順位で前年の 87 位から一気に 4 位に躍進！

●「成長力」ランキング指数
全国 791 都市について
①人口 ②世帯数 ③事業所数 ④従業者数 ⑤製造品出荷額 ⑥卸売業年間販売量 ⑦小売業年
間販売量 ⑧新規住宅着工床面積 ⑨乗用車+軽乗用車保有台数 ⑩課税対象所得額 ⑪地方税収
入額
の 5 年間の増減率を指数化したものです。
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はつが野地区に児童発達支援センター
はつが野地区に児童発達支援センターが開設され
ます。来年4月オープン予定で現在工事中です。
児童発達支援センターは、障がいや発達に心配のあ
る子どもが通所し、日常生活における基本的な動作
ができるように指導することで、自立に必要な知識
や技能を身に付け、集団生活に適応するための訓練
を行う施設です。
これまで和泉市には、児童発達支援センターが無く、
市外の施設を利用していることから、早期発見、早
期療育等に対応し、障がいや発達に心配のある子ど
もやその保護者への施策の充実を図るものです。
・センターの開所時間：月～土曜日 9時～18時
・対象者：身体・知的・精神（発達障がいを含む）
に障がいのある0歳から18歳までの子ども
・運営先法人は
社会福祉法人 遺徳会

光明池春木線

昌子の日記
11/2 校区別防災訓練
11/4 和泉中央駅会報配布
11/5 青葉台エンゼルハウス（双子サークル）
11/6 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南陵理事
会
11/7 和泉中央駅会報配布
11/8 万葉講座
11/10 光明池駅会報配布、あすの槇尾川を考える会定例
会、自然エネルギー情報交換会
11/11 和泉中央駅会報配布
11/14 緑ケ丘小学校（支援学級及び避難所開設に関して）
11/17 和泉府中駅会報配布、青少年センター子育て支援、
ごみ学（吹田市）
11/18 信太山駅会報配布
11/19 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
11/20 和泉府中駅会報配布、ソロプチ定例会、議会運営
委員会傍聴、いぶき野小学校（支援学級に関して）
11/21 市議会議員研修会 in 吹田
11/22 いずみ緑ケ丘フェスタ 2014
11/23 タウンミーティング、船橋邦子講演会茨木市（ロ
ーズルーム）
4/4

11/25
11/26
11/27
11/28
11/29

和泉中央駅会報配布
高齢者問題勉強会（ドーンセンター）
バス運行連絡協議会
本会議
ふれあい美化活動

＜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
・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
・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

