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市庁舎整備二転三転 建替に変更（和泉中央にも可能性）

2月24日に庁舎問題特別委員会が9ヶ月ぶりに開
催されました。庁舎については耐震改修→新築→
耐震改修と諸般の事情で方針が変えられてきま
した。しかし今回は過去の経緯を踏まえつつ、市
としての最終意志が伝えられ、特別委員会の委員
も市の方針に異議を唱える委員はいませんでし
た。私は庁舎問題はまず借地の解消が第1歩だと
考えてきました。和泉市は来年市制施行60周年
を迎えますが、この間多額の借地料を支払い続け
てきました。今は全体の約6割が借地で、第2駐
車場を含めて今でも年間6200万円の借地料を支
払っています。
現在地で借地を65年間同じ借地料で借用する場
合の総額は40億3136万6365円で、来客用駐車
場スペースが不要になった場合は19億8348万
8325円です。私はこれらの観点から過去に移転
先の候補地として、今は市民病院の移転先となっ
た場所を提案した経過もあります。
今回は資料としてかなり具体的に検討した判断
材料となるものが提示されました。例えば庁舎建
設場所として①現在地建替え②現病院跡地③新
市立病院との合築（複合施設）④人権文化センタ
ーとの合築⑤シテイプラザ駐車場⑥市営唐国住
宅余剰地⑦UR住宅展示場跡地です。
市として今回示した検討のまとめは以下のとお
りです。
「これまでの検討内容について精査を行い再検
証を行うとともに現在地以外での庁舎建設の可
能性などについても検討を行ったものであるが、
その検討結果として以下のとおり整理する。
○市の庁舎整備方針としては、「耐震改修」を見
直し、｢建替え」を基本とする。
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○庁舎整備の建設場所については「現在地」を基本とする
が、可能性として考えられる場所についても引き続き検討
を行い、市の財政状況やその他の条件を総合的に勘案しな
がら判断していく。
」
○市の方向性は28年3月までに示す。
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庁舎問題検討の経緯は以下のとおりです。

現庁舎の耐震性能が不足していることから、早急に対
応する必要があり、この対応策として現庁舎を耐震改
修するか、又は建て替えるなどについて庁舎整備特別
委員会を中心に検討してきたものです。当初は現地で
の建替えで対応することとしていましたが、新病院や
小中一貫校の建設等の巨額の費用を要する案件が生じ
たため、財政面の配慮から現地建替えから耐震改修に
て対応することに変更しました。
その後耐震改修について調査依頼したところ、仮庁舎
の建設が必要である等想定していた以上に費用を要し、
耐震対策を行っても早晩建替えが必要となることから、
今回総合的に考え建替えで対応することに再度変更し
たものです。（右図参照）

建替え場所について

現時点では現地で立て替えるのを基本としいますが、
その他の候補地もあり、今後の議論のポイントになり
ます。
庁舎の場所は議会の議決事項です。今までの府中地区
から別の場所に移すとなると大議論になる可能性が
あります。例えば和泉中央付近（シティープラザ駐車
場、UR 住宅展示場跡地）は和泉市の将来を考えると、
シティープラザとの連携等新都心にふさわしい場所
とも思える一方、特急停車駅であり、新しくなった和
泉府中駅やフチュール和泉等再開発との関連等悩ま
しいところです。
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旧横山高校のアスベスト除去費用民事調停成立
（ 責任割合 府６割 市４割の勧告）

●アスベスト問題の経緯
和泉市は大阪府が保有する旧横山高校跡地
と市が保有する弥生博物館横の用地を等価
交換し、それをスポーツ施設として整備す
る計画でした。スポーツ施設には新病院が
建設される為移設される市民球場が含まれ
ています。
ところが、解体される校舎に基準を上回る
アスベストが含有されていることが判明し、
市はその除去費用を大阪府に負担するよう
求めていましたが合意に達せず民事調停を
起こしました。（民事調停は下記参照）
このような問題が発生した要因の一つは、
横山高校が廃校になった時点のアスベスト
含有基準が重量比で1％であったため、校舎
横の看板にアスベストは無いと表示されて
いました。所が平成18年にその基準が一気
に0.1％に厳しくなり、平成26年に市が調査
した結果、新しい基準に照らすと基準を超
えており、アスベストの処理が必要となっ
た訳です。
更に交換時の覚書に、交換後に隠れた瑕疵
があっても求償しないとの瑕疵担保免除特
約を交わしていることです。
市は大阪府がアスベストについて十分説明
を行わなかったと主張し、大阪府は当時の
基準で説明したと互いに譲らず、H26.8.4
調停申立から7ヶ月今回の調停勧告に至っ
たものです。
双方とも議会の承認を経て勧告案を受け入
れる方向です。
●勧告の中身
市は申立当初アスベスト除去費用を
1億4731万円とし、それを請求額としてい
ましたが、調停の過程で工事費を再精査し
たところ、除去費用は1億1578万円となり、
請求額を引き下げました。
更に調停では費用の積算等の精査が困難で
あることから、請求額を1億1578万円の約
80％の9200万円とし、その負担割合を大阪
府が60％、市が40％とするものです。
その結果大阪府が市に5500万円の支払い
義務があると認定したものです。
●市の負担
この勧告を受入れた結果、和泉市はアスベ
スト除去費用に6078万円の費用が必要で、
H27年度当初予算の補正で対応する見込み
です。
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●避け得た支出
今回市が負担する6078万円は、大阪府と交換契約の
段階でアスベストの含有について、アスベストは存
在しないとの大阪府の説明を信じた事が原因です。
市と府の関係から府の説明を信じざるを得ない面が
あることは十分理解できますが、府の検査の時点か
ら基準が大幅に厳しくなっており、府に再度検査す
ることを求めるか、又は市自ら検査を行っておれば
今回の事態は避け得たと思われ、今回の調停で大阪
府から5500万今回の円の支払いを受けたとしても、
本来なら支出しなくてもよかった（避け得た）支出
であった事は紛れもない事実です。
調停の性格上仮に市の主張に分があったとしても、
完全勝利はありえず、調停に移行した段階で今回の
結果はある程度予想されたものです。
現在大阪府に本件に関する資料の公開を求めていま
すが、調停に提出された双方の主張を精査し、今後
再びこのような事態を起こさないようこれを教訓に
市は学ばねばと考えます。
民事調停とは
「民事調停」とは、日常生活における身近な
トラブルを解決する手段として、裁判のよう
な厳格な手続ではなく、調停委員会が、お互
いの意見をそれぞれ聴いて歩み寄りを促し、
お互いが合意することで、トラブルを円満に
解決する制度です。
今回は早期に解決する必要があったため、通
常の訴訟によらず、民事調停で解決を図った
ものです。

昌子の広場第１６１報

平成２７年４月発行

特別職の期末手当増額に反対

議員の期末手当増額に反対

昌子の日記＆予定

●以下反対討論しました。
今回の条例改正は人事院勧告に基づく一般職の給与
引き上げに連動し、議員の期末手当を0.15月分 議
長は118,800円、副議長は113,400円、議員は
108,000円引き上げ、特別職の市長は188,892円、
副市長は162,180円、教育長は145,008円引き上げ
る内容になっています。
議員は、地方自治法及び本市条例で規定されている
通り、非常勤の特別公務員であり、国家公務員の給
与改定である人事院勧告に連動するものでないこと
は、明らかであります。一般職職員とは、法的にも
その身分的取扱いにおいても、違うことは明らかで
あります。今回の議員報酬の改定は、一般職の職員
を対象とした人事院の給与改定勧告を無理やり議員
に連動させ、適用したものであります。ましてや、
人事院勧告は、職員の勤務状態の評価に関わる勤勉
手当での引上げを勧告してきており、議員の一時金
の支給根拠になっている期末手当の改定に適用する
ものではありません。
又昨今の経済状況をかんがみると、非正規社員や派
遣労働者の厳しい雇用環境等が問題になっており、
景気回復を実感できない庶民の暮らしを想像すれば
期末手当の増額及びその遡及適用は、到底市民の納
得を得られるものではありません。
現に東京の一部自治体ではそのような社会状況を踏
まえ、市長は職員の給与引き上げは提案しても、議
員や特別職の期末手当の引き上げ提案は行っていな
いとの事です。
更に議員の報酬や市長及び副市長等の特別職の職員
の給与等の額については、報酬審議会に諮ることと
なっています。期末手当がそれに含まれるかは議論
の別れるところですが、市民への説明責任や透明性
の観点から報酬等審議会に諮る必要があると考えま
す。事実さいたま市は同じような条例で今回の改定
を諮問しています。
私ども議員は、Ｈ24年4月から報酬の５％をカットし、
少なからず、厳しい市財政の運営に寄与してきたも
のであります。一方で報酬の削減をしながら、他方
でお手盛り的な手当の引き上げを容認していくとい
うのは、市民の理解を得られるものではないことを
申し上げ反対討論とします。

3/2 和泉中央駅会報配布、都市環境委員会傍聴
3/3 総務安全委員会
3/6 予算審査特別委員会
3/8 EM 農園総会
3/9-12 予算審査特別委員会
3/13 石尾中学校卒業式
3/14 万葉講座
3/16 和泉中央駅会報配布、議会運営委員会傍聴
3/17 和泉中央駅会報配布
3/18 緑ヶ丘小学校卒業式
3/19 和泉中央駅会報配布
3/20 信太山駅会報配布、一般質問
3/23 和泉府中駅会報配布、一般質問
3/24 和泉府中駅会報配布
3/25 北信太駅会報配布、本会議、いずみ子ども文楽
2015
3/26 和泉府中駅会報配布
3/30 光明池駅会報配布
3/31 和泉中央駅会報配布
＜読者のお尋ねについて＞
水痘予防接種の無料化について市民の方から問い合わせ
を頂きましたが、今月号ではスペースが不足しますので
来月号でお答えします。

＜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 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
・124 回 (済)
・125 回（4/11 土）万葉の大和路 飛鳥京から藤
原京
・126 回（5/24 日）バス散策
袖で吹き返す飛鳥・藤原京を訪ねて

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
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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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