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新春のご挨拶

謹んで新年のお喜びを申し上げます。
後援会会長 見辺博夫
旧年中はいろいろとご厚誼を頂き誠に
有難うございました。新年に当たり思いの
一端を述べさせていただきます。
私がこの地に住まいする事になって４０
年以上経ちます。材木店を経営していた事から住宅地の
土留板や住宅の材木に私の会社の木材が使われていた
ことを思い出します。齢８３歳となった今日、毎日住宅地を
散歩したり、図書館に顔を出したりするのが日課となっていま
す。
日本が足早に高齢化社会に向かっているのと同様に、
私たちの住宅地も高齢化が一段と進んでいます。一人暮
らしの今隣近所の付き合いが如何に大切かを痛感していま
す。
聞くところによりますと和泉市も人口減少時代に入ってい
るそうです。税収が減り、逆に医療費等福祉の費用が増
加する厳しい市政運営が予想されます。昌子さんには今ま
で以上に頑張ってもらわねばなりません。
今年こそ良い年になりますよう念じています。ここで一句
ほのぼのと大根煮ゆる匂いせり
氷雨降る日の夕の厨に

小林昌子
昨年は台風 18 号の大雨により
鬼怒川が決壊、上総市等で甚大
な被害がでました。又箱根山や鹿
児島県口永良部島の新岳での
爆発的噴火等自然の脅威をまざ
まざと感じました。
世界ではフランス・パリ中心部で連続テロ事件やロシ
ア航空機の墜落等 IS が首謀したとみられるテロが多
発、世相は暗澹たる状況です。
又国内では大きな歴史上の転換点となる二つの出来
事がありました。一つは安保法案の成立で、憲法解釈を
変更し制限的ではありますが集団的自衛権を認め、戦
争の出来る国に変わりました。もう一つは九州電力川内
原子力発電所 1 号機が新規制基準に基づき 4 年 3 カ
月ぶりに再稼働し、日本の原発ゼロの期間は 1 年 11 カ
月で終了したことです。
又大阪都構想も、住民投票で否決、ダブル選挙で
維新の圧勝で再び復活の可能性がささやかれる等橋
下氏を巡って目まぐるしく動きました。
さて私たちが住む和泉市では一昨年に市立病院から
徳洲会を指定管理者とし民営化しました。徳洲会につい
ては応募時から公選法違反の問題があり、指定管理者
となった以降も看護師不足のため市が２億円を超える支
援金を徳洲会に補助したこと、新病院の建設に対し病
院規模について徳洲会が一貫した対応を怠ったため、病
院計画は二転三転したなど問題が多く、今後長期にわ
たる病院経営に一抹の不安を感じています。
続いて庁舎問題の方向が決まった事です。住民投票
の結果は和泉中央への移転が過半数でしたが、議会は
賛成が 2/3 に達せず、移転条例は否決されました。市民
の皆様の判断を仰いだのにその結果を無視するような議
会の結論は、住民投票は一体何だったのかと市民の皆
様に不信感をもたらしたのではないかと、議会の一員とし
て大いに反省しています。議会は市と共々、誤りなき市政
運営を行って行かねばならないと心に誓っています。
２０１６年正月
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新庁舎移転条例否決 2/3 の議員の賛同得られず
住民投票の結果（民意）に反する結果を議会が選択！
＜庁舎をめぐる条例への議員の賛否＞

会派名
五月会
泉政会

緑風ク
ラブ

明政会

日本
共産党

公明党

無会派

住民投票

庁舎の位置

条例

条例

関戸 繁樹

○

○

森 久往

○

×

藤田 充

×

×

小野林治三夫

×

×

杉本 淳

○

○

金児和子

○

○

松田義人

○

○

知覧 正勝

○

○

坂本 健治

○

○

スペル・デルフィン

○

○

大浦 まさし

○

○

山本 秀明

○

○

友田 博文

○

○

辻本 孔久

議長

○

早乙女 実

退席

○

岡 博子

退席

○

矢竹 輝久

退席

欠席

服部 敏男

×

×

石原 日出子

×

×

永田 香織

×

×

末下 広幸

×

×

吉川 茂樹

×

×

小林 昌子

○

○

賛成

12

14

反対

7

8

退席・欠席

3

1

○賛成

○和泉中央

×反対

×現在地

構成議員

住⺠投票では和泉中央への移転が過半数となりまし
た。住⺠投票条例にはその結果を市議会及び市⻑は尊
重しなければならないと定めていますが、法的拘束⼒
が無いことから、庁舎の位置を変更するには条例の制
定が必要で、重要な事項であることから出席議員の
2/3 以上の賛成がないと成⽴しません。本来は住⺠投
票の結果を受けて市⻑が提案すべきですが、市⻑は提
案を拒否しましたので住⺠投票条例と同様議員提案
となりました。
今回の結果は住⺠投票で⽰された⺠意に反する選択
を議会がしたことになります。
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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。
●H27.9.30 住⺠投票条例可決
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。
●H27.11.22 住⺠投票実施
現地が33,213票、和泉中央が36,172票で2,959票の僅差
ではありますが、和泉中央への移転が過半数で住⺠の意思
が⽰されました。
●H27.12.15 庁舎の位置を定める条例否決
庁舎の位置を変更するには条例の制定が必要で、重要な事
項であることから出席議員の2/3以上の賛成が無いと成
⽴しません。本来は住⺠投票の結果を受けて市⻑が提案す
べきですが、市⻑は拒否しましたので住⺠投票条例と同様
議員提案となりました。結果は僅かに及ばず否決され、そ
の結果現地での建て替えが決定しました。

＜今後の課題＞

●借地の解消
最⼤の課題は借地の解消です。現在毎年6200万円（新
庁舎が出来たときは3000万円）の借地料を払っていま
す。過去から累計すると⼗億円以上にものぼる膨⼤な額
でいくら払い続けても市の物にはなりません。今回の住
⺠投票で市が提⽰した現地での建て替えの費⽤は、借地
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の解消を前提としたものでした。約束を違えることなく
借地解消を最優先に取り組むべきです。
●防災に強い庁舎の建設
今回現地建て替えで最も危惧されるのは、防災⾯の問題
です。槇尾川に近く較的低地にあり、周辺に住宅が建て
込んでいる現地は防災⾯に特に留意が必要です。
●コンパクトな庁舎の建設
将来の⼈⼝減を考慮し、コンパクトな庁舎の建設が必須
です。
●⼯事期間中の職務遅滞解消等の問題への対応
現地の建替えは⼀時的に庁舎機能を他に移す必要があ
り（現在は新病院建設後の現病院を想定）、市⺠サービ
スの低下が懸念され、⼯事期間中は近隣住⺠等への騒⾳
問題や交通渋滞が予⾒されます。市⺠への⼗分な周知を
図るともに遺漏なき対応が必要です。
●議会への信頼性の回復
今回議会が住⺠投票の結果を無視し、庁舎移転を否決し
たことは、市⺠の議会に対する信頼性を⼤きく毀損した
と⾔えます。今後はより市⺠に愛され、市⺠の福祉の向
上に役⽴つ庁舎を建設することが、市⺠の議会に対する
信頼を回復することにつながるものと考えます。

＜賛成討論＞

今回否決されましたが、私は採決に当たり以下の賛成討論
を⾏いました。（要旨）
庁舎移転に賛成の⽴場から討論します。私は、新庁舎は和
泉中央に移転すべきと考えています。それは新庁舎の建設
は和泉市にとって百年の計だからです。庁舎は将来にわた
って市の⾏政の中⼼として機能させなければなりません。
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
南海トラフ⼤地震等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在
地は、災害時の対応に不安が拭えません。
次に市⺠説明会でも多くの市⺠から疑問や質問が出た庁
舎の借地問題です。昭和32年1⽉１⽇より平成26年12⽉
31⽇までの⽀払い借地料総額は約10億1千万円です。今
後借地が解消されないと膨⼤な借地料を払い続けねばな
りません。
和泉中央への移転は現地建替えより費⽤⾯で多くかかる
ことになっていますが、現地建て替えは借地の解消を前提
としたもので、それができなければ双⽅に差はないどころ
か、むしろ借地が次の庁舎建て替え時までに解消していな
ければ、現地建て替えの⽅が多額の費⽤を要する結果とな
ります。今までの経緯からしても借地解消は容易ではあり
ません。
更に重要な事は、今回の住⺠投票で市⺠は和泉中央への移
転を選択したということです。庁舎の位置を変更するには
⼿続きとして今回提出した条例の可決が必要です。条例に
賛成するかどうかは議員それぞれの考えにゆだれられる
のは当然ですが、今回のように住⺠投票で⺠意が明らかと
なった時の議会の対応はそうとも⾔えません。住⺠投票条
例には、住⺠投票の結果を市議会及び市⻑は尊重しなけれ
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ばならないとなっています。
仮に条例が否決された時は、議会は⺠意に反する選択をし
たことになります。⺠意がどこにあるか判然としない中で
の条例制定であれば、議員のそれぞれの考えに従うのは当
然ですが、⺠意が明らかになった以上は、議会は⺠意を尊
重しなければなりません。
この条例を議会が否決することは、費⽤をかけ市⺠に判断
をお願いした住⺠投票は⼀体なんであったのか、最初から
議員で勝⼿に決めたら良かったのでは等市⺠に議会への
不信を招来しかねません。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ことのないよう、議員各位の
賢明なご判断に期待し、賛成討論といたします。

全国市町村国際⽂化研修所の研修に参加

平成２８年１月発行
プ等で被害想定がわかれば、具体的対策や⾏動を起こす
ことが⼤事だと⼒説されていました。たとえば家具類の
転倒防⽌普及のためには、商店街等のくじ引きの景品に
してもいいし、地域⾏事の参加賞にしてもいいのではな
いかと提案されています。
先⽣の講義はただお話をうかがうだけではなく、実際
に⽤具や商品の実物を持ち込み、私たちの視覚に刻みつ
けてくださいます。今回は無事を知らせる「無事旗」と
薄くて軽く⽑布代わりにもなる、
アルミ製の敷物でした。
無事旗は夜間でもよく⾒えるように⻩⾊になっています
が、旗がなければタオルでもよいそうです。災害が起き
た時に無事であることを知らせるルールがあれば無⽤な
捜索や⼼配をしなくてもよいので、いいアイディアだと
感⼼しました。（写真は先⽣の了解を得ています）

昌子の日記＆予定

●危機管理は予防から
過⽇全国市町村国際⽂化研究所で開催された「防災と議
員の役割」についての勉強会に参加しました。定員60
⼈のところに120⼈の応募があったとのことで、施設の
限度⼀杯の79名が参加しました。
初⽇は⼭⼝⼤学⼤学院の瀧本浩⼀先⽣の「地域防災の考
え⽅と向上」についての講義でした。地域防災の現状で
は「消⽕器、ラジオ、避難訓練などどこかで聞いたこと
のあるものを知っている程度が多い。」「⾼齢化、過疎
化で防災活動どころではない。」「⾃主防災組織は結成
したのみで停滞。活動は他事例を真似して実施している。
内容は避難訓練、消⽕訓練など」と分析されており、予
防活動の⾒落としがあるとのご指摘は⽬からうろこ。予
防活動は住⺠の⽣命、災害後の活動の根幹にかかわる課
題であること。しかし実際に⾏われている⾃主防災組織
の活動は消⽕訓練、負傷⼿当、避難訓練、炊き出し等で
災害後の事後対応の訓練が⼤半を占めている。さらにそ
の多くが単なる道具の使い⽅の練習になっていると指
摘されていました。洪⽔ハザードマップや⼟砂災害マッ

12/1 厚⽣⽂教委員会
12/2 都市環境委員会傍聴
12/3 総務安全委員会傍聴
12/4 議会運営委員会傍聴
12/6 緑ケ丘⾃治会臨時総会
12/10,11,13 ⼀般質問
12/12 万葉の会
12/15 本会議
12/16 和泉府中駅会報配布、⾼齢者をよくする会-⼤阪
12/17 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスチ⼤阪-南陵定例
会
12/18 和泉中央駅会報配布、泉北環境施設整備組合議会
12/19 L ネット植樹（⿊⿃公園）
12/21 和泉中央駅会報配布
12/22 和泉府中駅会報配布、⼦育てママの会
12/24 北信太駅会報配布、泉北環境施設整備組合監査、お
づみん⾷堂⾒学
12/25 信太⼭駅会報配布、⼦ども⼦育て会議傍聴
12/28 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
1 月、2 月はお休みです。

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
1 月は第 4 週から始めます

市政相談会（事前にご連絡下さい）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
4/4

