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＜庁舎整備に関する経緯＞ 
和泉市の現庁舎は建築後相当年数が経過し
耐⽤年数に近く、耐震基準を満たしていない
事から、早急に整備が必要となりました。 
そこでこの問題を扱う「庁舎整備特別委員
会」を議会に設置し、検討を重ねて来ました。
その概要は以下の通りです。 
●H24.11.28 第１回庁舎整備特別委員会      
現地で建替えの基本⽅針を確認 
●H25.2.24 第2回庁舎整備特別委員会 
新病院の建設や⼩中⼀貫校の建設等⼤規模
投資案件を控え、より事業費の少ない耐震改
修で検討するに変更 
●H26.5.27 第3回庁舎整備特別委員会 
耐震改修が21億円必要と⼤幅に増加する事
が判明したため、他の⽅法も検討する必要が
⽣じた 
●H27.2.24 第4回庁舎整備特別委員会 

⾏財政改⾰により、事業費の捻出の⾒込みが⽴った事から、
耐震改修から建替えに⽅針を変更。建設位置は現地を基本
とするが他の位置も検討の対象とする 
●H27.6.5 第5回庁舎整備特別委員会 
庁舎建設位置の候補を現地とUR住宅展⽰場跡地の2箇所
とする。その後の⼤まかなスケジュールは8⽉に第6回庁
舎整備特別委員会を開催し、その後市⺠説明会を開催し、
10⽉の第７回庁舎整備特別委員会で建設場所の基本⽅針
を策定する。 
●H27.9.17 第6回庁舎整備特別委員会 
市が建設場所を現在地とする⽅針を表明、委員から市⺠意
⾒を聞いていない等建設位置の確定について異議が続出、
市⻑は住⺠投票で市⺠の意⾒を聞くべきとの意⾒にも応
じず。 
 
以上の経過を経て、このままでは現地での建て替えが決定
することに危機感を抱いた有志議員（私もその⼀⼈）が、
⺠意を確認する住⺠投票条例を議員提案で上程、賛成多数
で可決され、知事選と同⽇の11/22に投票となりました。 
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 ＜今回可決された住⺠投票条例の内容＞ 
今回制定された条例の要旨は以下の通りです。 
●この条例は庁舎の位置について、住⺠の意思を確認す
る事を⽬的とする 
●庁舎の位置は現在地とUR住宅展⽰場跡地の２者択⼀
とする 
●住⺠投票は市⻑が執⾏する 
●投票期⽇は⼤阪府知事選と同⼀⽇（11/22）とする 
●和泉市に在住する満20歳以上の⽇本国⺠とする 
●市⻑は住⺠投票の適正な執⾏を確保するため、必要な
情報を公平かつ公正に提供すること 
●市議会及び市⻑は住⺠投票の結果を尊重すること 
 
ここで問題となるのは、公正な情報提供と、投票結果の
尊重の2点です。 
市は現地建て替えを特別委員会に提案しており、公正な
情報提供が保証されるのか、恣意的な情報とならないか
が⼼配です。タウンミーティング等の場に積極的に出席
し、公正な情報が市⺠に伝えられているかチェックして
いきます。 
次に結果の尊重です。庁舎の位置を変更するには条例の
制定が必要で、その条例の可決には地⽅⾃治法で出席議
員の2/3以上の賛成が必要と定められています。これは
庁舎の位置は市政にとって極めて重要な事柄であるこ
とから、通常の過半数より慎重な審議が求められている
のです。市⻑はこれを盾にとって、今回仮にUR跡地が
多数でもそれが2/3以上でないと移転しないといって
います。投票結果の尊重とは普通に考えれば、過半数の
意⾒に従うということです。その結果を踏まえ議会がど
のように判断するかが問われるのです。それを省略して
過半数であっても2/3以上の賛成がなければ、住⺠投票
の結果を無視するとの考えは、市⺠無視、議会軽視と⾔
わざるを得ません。 
 
私はUR跡地に移転すべきと考えています。 
現地とUR跡地の⽐較を前の⾴に載せています。市⺠の
皆様が⾃らの判断で投票して下さい。 
私がUR跡地と考える理由は以下の通りです。 
新庁舎の建設は和泉市にとって百年の計です。将来にわ
たって市の⾏政の中⼼として機能させねばなりません。
その点から考えると、更地に建設でき最適な設計が可能
なUR展⽰場跡地が優位と考えます。特に最近の異常気
象や南海トラフ⼤地震に対応した防災機能が必須の要
件で、その点でもUR展⽰場跡地は優位です。周りに住
宅が⽴て込み、⽚側１⾞線の道路からしかアクセスが出
来ない現地は、災害時の対応に不安が拭えません。 
⼀⽅新たに⽤地を確保しなければいけないUR跡地は現
地に⽐べ事業費が⾼い難点があります。UR跡地は財政
が厳しい時にこの点はかなりのハンディーを背負って
いると考えるべきです。 
しかしながらその負担は65年間で⾒て約10億円、最⼤
でも20億円、年間に直すと1500万円から3000万円で
今まで借地に年間6200万円も要していたことから考え
ても対応できない額ではありません。 

どうしても財政的な問題を解決しなければいけないな
ら、若⼲効率を犠牲にして、現３号館を併⽤することも
考えられます。（総費⽤で約13億円削減可能） 
⼜将来の⼈⼝減の到来を考えると、庁舎スペースも削減
する必要が出てくると思います。その時にはUR跡地の
庁舎に集約することも可能と思います。 
⼀時の費⽤にこだわって、将来にわたって使⽤する庁舎
を妥協してはいけないと思います。 
市⺠の皆様のご賢察を期待しています。 
「先⼈はその愚かさを嘆き、⼦孫はその思慮の浅はかさ
を恨む」事の無いようにしたいものです。 
 
いずみの国のいつくしみ市
が開催されます。 
・11/29 ⽯尾⼭弘法寺 

10時から15時 
・主催 いずみの国のいつ

くしみ市実⾏委員会 
昌子の日記＆予定 
10/1 和泉中央駅会報配布 10/2 議会代表者会議傍聴 
10/3 ⽯尾中体育⼤会⾒学 10/5 和泉中央駅会報配布 
10/6 和泉府中駅会報配布、本会議、あすの槙尾川を考える会 
10/8 和泉中央駅会報配布、北松幼稚園運動会⾒学 
10/9 信太⼭駅会報配布、泉北環境施設整備組合打合せ 
10/10 ⾼齢社会をよくする会 
10/11 icix 設⽴ 20 周年記念会 
10/13 和泉中央駅会報配布 
10/14 事務所運営委員会、成美⾼校へ 
10/15-16 市町村アカデミー「防災と議員の役割」研修会 
10/17 「住⺠投票に関する市⺠説明会（以下単に市⺠説明会）」

国府、和気、光明台北、各⼩学校校区 
10/18 「市⺠説明会」光明台南⼩校区 
10/19 光明池駅会報配布 
10/19-23 市町村アカデミー「社会保障・社会福祉」研修会 
10/24 ⼥性消防クラブ 
10/25 「市⺠説明会」鶴⼭台南、鶴⼭台北各校区 
10/27 北信太駅会報配布、泉北環境施設組合議会 
10/28 ⾏政視察 ⾦沢市リサイクルプラザ 
10/29 同上 ⼩松市環境美化センター 
10/31 「市⺠説明会」いぶき野、緑ケ丘、⿊⿃、⻘葉はつ

が野各校区 

＜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 緑ケ丘１－３－１５） 

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて） 
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員） 

・会費 年会費 3000 円 14-16 時 

・131 回（11/8 日）バス散策 奈良山山麓を縫う

万葉の道を訪ねて 

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 

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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第６回庁舎整備特別委員会（H27.9.17）での市の整理 評価 
評価項⽬ 

現在地 UR 展⽰場跡地 
私の評価 

現地 UR 跡
地 

これまでのまちづくり
との整合性 

総合計画や都市計画マスタープランで、和泉府中駅周
辺を都⼼と位置づけ整備を⾏っていたことと整合性が
ある 

和泉中央駅周辺を新都⼼と位置づけ、シティープラザ
等の整備を⾏ってきた。 
拠点施設が同⼀地区に集積することは、これまでの計
画と整合性がとれない 

現庁舎が和泉府中駅前にあれば⼀体開発と⾔えるが庁
舎とは距離があり、⼀体的整備とは⾔えない。それに
⽐べ UR 跡地は、和泉中央駅やシティープラザとまさし
く⼀体化する 

〇 〇 

これからのまちづくり 
和泉府中駅周辺は都⼼にふさわしいまちづくりとして
の活性化策が重点課題であり、その拠点として現在の
庁舎の位置はふさわしい場所である 

新都⼼としての賑わいがあり、ポテンシャルも⾼い。
周辺の新たな⼟地利⽤を誘導する効果がある 

府中駅前開発が終了したとすれば、駅と離れた点的な
庁舎の建設で活性化が図れるとは思えない。 〇 〇 

⽴地条件 

JR 阪和線、国道 26 号線、関⻄空港等とのアクセスが
良い 

現在地は泉⼤津市都の境界にあるのに対し、和泉中央
は市の中⼼部に近い。⼤阪や堺等北部のアクセスは良
いが、南部とのアクセスは⾃動⾞によるより⽅法が無
い。 

⼈⼝重⼼は明らかに UR 跡地が優れており、産業界での
流通はトラック中⼼で、泉北 1 号線、阪和⾃動⾞道へ
のアクセスを考えると双⽅に差はない 〇 〇 

交通事情 ⾞のアクセスは南部地域から遠い。路線バスは各地域
と直通ルートはある 

⾞のアクセスは中央部や周辺道路の整備で良い。北部
地域からのバスは現状では府中駅での乗り換えが必要

他の官公庁等
との関係 

警察署、保健所、市⽴病院等官公署が近く利便性が良
い 

官公署は少ないが、上下⽔道部や中央郵便局とは近い
市
⺠
の
利
便
性 

庁舎建物 3 号館が残ることから、利⽤者に不便とならないよう動
線に配慮が必要 

敷地も広く、⼀体的で利便性を配慮した庁舎の設計が
可能 
北⻄部地域にも拠点施設が必要 

市⺠の利便性を考慮し、各圏域に出張所やサービスセ
ンターが整備され、近く住⺠票等のコンビニ交付も始
まることから、庁舎の位置が市⺠の利便性に与える影
響は相対的に低下しているが、それでも市の中⼼部に
あり、周辺道路が整備されている和泉中央駅周辺の優
位は明らかである。最適な庁舎の設計が可能な点も将
来を考えると魅⼒がある。 

〇 ◎ 

地震の危険度 最⼤震度６強で周辺の建物の全壊率 21〜30％ 最⼤震度６強で周辺の建物の全壊率 6〜10％ 
降⾬⽔害の危
険度 

浸⽔被害想定は無い 浸⽔被害想定は無い 
⾼台でより安全 

類焼の危険度 近接する住宅・マンションがあり類焼の可能性はある 四⽅が道路に囲まれており類焼の可能性は低い 
災害時の連
携・協⼒ 

・⾃衛隊、警察署・消防本部・市⽴病院・市⽴体育館
が近い 
・広域的な災害応援を考慮したとき、重要な広域緊急
交通路である国道２６号線に近い 

・消防本部、消防中央分署（今後建設予定）に近い 

防
災
拠
点
と
し
て
の
適
正 災害応急対応

への対応 
敷地に余裕がなく、災害対応に配慮した施設配置等や
空地確保に制限がある 

敷地も広く⾃由なレイアウトが可能 

予想を超える災害が多発しており、災害対応は最重要
課題。常総市のような事態は決して発⽣させてはなら
ない。その点周辺の環境、敷地の余裕、⾃由なレイア
ウトが可能で、圧倒的に UR 展⽰場跡地が優れている 

△ ◎ 

⽤地取得 現敷地の約６割が借地 買収交渉は容易 
配置計画 現庁舎を残しながら新築する場合レイアウト的に制約

病院に仮移転すれば⼀体的庁舎建設は可能 
敷地も広く⾃由なレイアウトが可能 

⼯事の影響 ・現庁舎を残しながらの建築⼯事は、来庁者や職員業
務に影響がある 
・仮移転する場合は２重の引越しとなる 
・３号館、コミセンには安全⾯や振動の影響がある 
・近隣住⺠に騒⾳、振動の影響がある 

来庁者や職員業務への影響はない 
近隣マンション等に騒⾳・振動等の影響が多少ある 

建
設
計
画 

併設等の可能
性 

余剰⾯積が少なく、可能性は限定 敷地⾯積が広く併設等への多様性が⾼い 

UR 展⽰場跡地が圧倒的に有利 

× ◎ 

経済性 
（65 年間の必要額） 

・新築２棟① 借地解消  6，386 百万円  
借地のまま 7，242 百万円 

・新築１棟② 借地解消  6，386 百万円   
借地のまま 7，242 百万円 

      ＊上記両案の必要額は偶然の⼀致 
＜〇数字は右図のレイアウトに対応＞ 

＜必要分のみ購⼊＞④ 
・３号館を出張所として活⽤しない 8，454 百万円 
・３号館を活⽤         7，199 百万円 
＜UR 跡地を全て購⼊＞③ 
・３号館を出張所として活⽤しない 9，205 百万円 
・３号館を活⽤         7，950 百万円 

UR 跡地の新庁舎は、現地の３号館を併⽤しないフルス
ペックとし、⼀⽅現地の借地の解消の⽬処が⽴ってい
ない事から、⽐較としては④の８４億円と①ないし②
の７２億円の差約１２億円現地建て替えが優位。 
UR 跡地は必要分のみ購⼊が可能とした場合であるが
仮に全て購⼊したとしても 10 年後には売却可能で、65
年間の⽐較では必要分のみ購⼊と等価と評価 

◎ △ 

歴史的背景 かつて和泉国の国府がおかれ、古くから泉州地域の政
治的、経済的、⽂化的中⼼の地である 

特になし 新しい歴史を作るとも考えられ、特に重要な要素とは
思われない - - 

市⺠に与える影響 これまでに庁舎のあった地で市⺠に与える影響は少な
い 

市⺠に与えるインパクトは⼤きい 庁舎を移転するときは市⺠説明が必要（住⺠投票が代
替） - - 

庁舎の位置⽐較検討 




