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庁舎建替の為の用地買収費 6.7 億円を予算計上！
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。
●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在地とUR住宅展⽰場跡地の2箇
所とする。
●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。
●H27.11.22 現地か和泉中央か住⺠投票
2959票差で和泉中央での新設を市⺠が選択
●H27.12.15 庁舎の移転を求める条例否決
僅差で出席議員の2/3の賛同が得られず否決。現地での建
替えが決定。
●H28年度予算に借地を解消する⽤地取得費を計上。

＜最⼤の課題が借地の解消＞

＜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
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庁舎を現地で建替えする際の最⼤の問題は借地の解消で
す。市は過去から通算すると⼗数億円にものぼる借地料を
地主に⽀払ってきました。庁舎整備特別委員会でもこの点
が問題となり、市は借地解消を前提に現地建替えを主張し、
住⺠投票での⽐較検討でも借地解消を前提とした事業費
を提⽰してきました。
住⺠投票での市⺠の意向に反し、議会の議決でも少数であ
った現地建替えを⾏うには借地の解消が不可⽋です。
しかしながら、現時点では売却に賛成は3名の地主の内1
名だけで、その他の⽅は売却に応じるかは不透明です。市
は鋭意買収交渉に努めるといっていますが、交渉は部⻑レ
ベルにとどまり、その本気度に疑問があります。市⻑や副
市⻑が直接交渉にあたるべきです。
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高浜原発３・
４号機の運転差し止めの決定出る（
大津地裁）
高浜３・
４号機は福井地裁の再稼働の差し止めに続き二度目の差し止め！

福島事故の原因が究明さ
れていない中で、新しい
規制基準に合格したとし
ても、それでもって安全
とは⾔えないと断じてい
ます。

⼤津地裁はH28.3.9稼働中の原発の運
転を差し⽌める画期的な決定を⾏いま
した。関電⾼浜３,４号機についてです。
この原発は福井地裁で再稼働の差し⽌
めの決定があったいわくつきの原発で
す（その後同じ福井地裁の別の裁判⻑
が関電の異議申し⽴てを認め、差し⽌
めの決定はくつがえりました）。
多くの国⺠が原発の再稼働に不安を抱
えている中で、それに寄り添う決定で
す。この判決を出した⼭本義彦裁判⻑
は、関電⼤飯・⾼浜原発の稼働差し⽌
めの請求は却下しており、その点から
も今回の決定は熟慮の上になされたも
のと思います。この判決の要旨は朝⽇
新聞によると
■⼤津地裁決定理由（⾻⼦）
●原発の安全性の⽴証責任は資料を保
有する関電側にもあり、⼗分説明でき
ない場合は判断に不合理な点があると
推認される。
●福島原発事故の徹底した原因究明が
なく、新規制基準はただちに安全性の
根拠とはならない。
●原発周辺の活断層の調査が徹底され
ておらず、関電の設定した基準地震動
で妥当とは⾔えず、津波対策にも疑問
がある。
●使⽤済み核燃料プールの冷却設備の
耐震強度は、新規制基準を満たすだけ
では⾜りない。
●国主導での具体的な避難計画の策定
が必要。関電も避難計画を含む安全確
保策に意を払うべきだ。
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⼜差し⽌めの決定で、⼭
本裁判⻑はこうも⾔って
います。
「本件各原発は⼀般的な
危険性を有することに加
え、東北地⽅太平洋沖地
震による福島第⼀原⼦⼒
発電所事故という、原⼦
⼒発電所の危険性を実際
に体験した現段階におい
ては、債務者において本
件各原発の設計や運転のための規制が具体的にどのよ
うに強化され、それにどう応えたかの主張及び疎明が尽
くされない限りは、本件各原発の運転によって債権者ら
の⼈格権が侵害されるおそれがあることについて⼀応
の疎明がなされたものと考えるべきところ、本件各原発
については、福島第⼀原⼦⼒発電所事故を踏まえた過酷
事故対策についての設計思想や、外部電源に依拠する緊
急時の対応⽅法に関する問題点、耐震性能決定における
基準地震動策定に関する問題点について危惧すべき点
があり、津波対策や避難計画についても疑問が残るなど、
債権者らの⼈格権が侵害されるおそれが⾼いにもかか
わらず、その安全性が確保されていることについて、債
務者が主張及び疎明を尽くしていない部分があること
からすれば、被保全権利は存在すると認める。」
それに対し安倍⾸相は記者会⾒で、「原発はエネルギー
政策上なくてはならない基幹電源であり、規制委員会の
審査に合格した原発は今後も稼働していく」と述べ、従
来の⽅針に何ら変化はないとしています。
しかし今回の決定は全国的に起こされている原発稼働
差し⽌め訴訟に少なからず影響があると思います。同じ
原発で異なる裁判⻑が差し⽌めの判断を出した事実は
⼤きいと思います。
それにつけても、福井地裁での⼤飯原発再稼働差し⽌め
の決定での樋⼝裁判⻑の以下の⾔葉が思い起こされま
す。
「きわめて多数の⼈の⽣存そのものに関する権利と電
気代の⾼い低いの問題を並べて論じるような議論に加
わったり、その議論の当否を判断すること⾃体、法的に
は許されない」「本件原発の運転停⽌によって多額の貿
易⾚字が出るとしても、これを国富の流出や喪失という
べきではなく、豊かな国⼟とそこに国⺠が根を下ろして
⽣活していることが国富であり、これを取り戻すことが
できなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考
えている」 もう⼀度深く考えてみたいと思います。
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徳洲会への支援金（2.6 億円）の支出は適法！大阪高裁判決。

住⺠訴訟とは
地⽅⾃治体の違法な公⾦の使い⽅を質すために設けられたもので、⼀
⼈でも住⺠監査請求を経ておれば⾏うことが出来、市⺠が直接市政に
参加出来る⼿段の⼀つです。訴訟の利益は全て⾃治体に帰属し、原告
は訴訟費⽤を負担することになりますが何らの利益はありません。
尚この裁判の詳細はオンブズ和泉のブログに判決⽂も含めアップし
ています。http://onbuzuizum.exblog.jp/i24/

●徳洲会への⽀援⾦住⺠訴訟とは

和泉市⽴病院はH26年４⽉に指定管理者制度を導⼊し⺠営化しました。指定管理者には医療法⼈徳洲会が唯⼀
応募し管理者となりました。⺠営化にあたって、徳洲会に移籍する市の医療従事者（医師や看護師等）が少ない
ことが判明し、このままでは看護師等の不⾜が予想されたため、市と徳洲会が協議の上市⽴病院に新たに採⽤さ
れた看護師（市からの移籍者を含む）に就業⽀度⾦を⽀給し、３年間の勤務があればこの返還を免除する制度を
導⼊しました。市と徳洲会の協議では、⽀度⾦制度は徳洲会が創設し、それに要する財源は双⽅協議して定める
としていました。
ところが全く協議がないまま、⽀度⾦の財源を市が全額負担
することとなり、市から徳洲会に２.６億円が⽀援⾦として⽀
出されました。これを違法として徳洲会に返還を求めるよう
オンブズ和泉が訴訟を起こしたものです。⼀審の敗訴を受け
今回控訴していましたが、⾼裁も同様の判断でした。
公⽴病院が指定管理者制度を採⽤し、指定管理者が⽀度⾦
を⽀出した時に、それに財政援助するような例を私は知りま
せん。徳洲会の⾔いなりです。
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「日本と原発 ４年後」上映会に！

⼤阪弁護⼠会館で開催された上記映画界会に参加しま
した。この映画の監督・製作は弁護⼠の河合弘之⽒．構
成・監修は弁護⼠の海渡雄⼀⽒で、前作「⽇本と原発」
も同じメンバーでした。
私はもともと原発については否定的な⾒⽅をしていま
したが、この映画を⾒てさらにそれは確信に⾄りました。
2万平⽅キロメートルもの地域が放射能で汚染され、本
来は放射線管理区域にすべきところも、現実はされてい
ません。
放射能は⽬に⾒えないからこそ、怖いのです。幸せな⽇
常が奪われ、今もなお、ふるさとに帰れない多くの⼈々
がおられるのに、そのことに思いをはせる時間と機会が、
私の中で最近は減っていました。反省しています。
⾃分が当事者であったなら、家族をばらばらにされた理
不尽を、ふるさとを奪われたその痛みを、⼦どもたちを
⾃由に外で遊ばせられない悲しさを、そして⾃分を育ん
だ⼭や海や星空を⼆度と⾒ることが出来ない⾟さをこ
の映画を通じて感じました。

昌子の日記＆予定
3/1 都市環境委員会傍聴
3/2 総務安全委員会傍聴
3/6 EM 農園総会、「戦場ぬ⽌み」映画鑑賞
3/8 予算審査特別委員会傍聴
3/9 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/10 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
和泉市⽴病院指定管理者評価委員会傍聴
3/11 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/12 ⾼齢社会をよくする⼥性の会・⼤阪
3/14 予算審査特別委員会傍聴
3/15 ⽯尾中学校卒業式
3/16 議会運営員会傍聴
3/17 緑ケ丘⼩学校卒業式
3/18 信太⼭駅会報配布、泉北環境施設組合監査
3/19 オレンジカフェ「ビオラ和泉」
3/22 和泉府中駅会報配布
3/23 和泉中央駅会報配布、⼀般質問
3/24 和泉府中駅会報配布、⼀般質問、オレンジカフ
ェ「光明荘」
3/25 ⼀般質問
3/26 泉北環境資源化センター「エコトピア泉北」完
成式典
3/27 和泉市⼥性ネットワーク解散総会
3/28 光明池駅会報配布、本会議、「いずみ⼦ども⽂
楽」鑑賞
3/29 オレンジカフェ「サニーヴィラ」

東京にオリンピックを誘致するために安倍⾸相が「放射
能は完全にコントロールされている」という⾔葉がやけ
にむなしく聞こえて来ました。
放射線には安全量はなく、したがって閾値がないことが
改めて良くわかりました。1986年のチェルノブイリの
事故では当時⼦どもだった6000⼈が甲状腺の⼿術を受
けたそうです。

＜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

福島の⼦どもたちがそうならないことを祈るばかりで
す。

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて）

映画上映の後で福島から⼤阪市に避難してきて5年に
なる⽅からの報告がありました。被災後５カ⽉の⾚ちゃ
んと3才のお⼦さんを連れて、迷いながらも関⻄に来ら
れました。福島に仕事がある夫さんとは1ヶ⽉に1度会
えればいい⽅で、⼦どもたちにとっても、⾃分たちにと
ってもこの選択がはたして良かったのかどうかと揺れ
動く⼼情を吐露されていました。

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 緑ケ丘１－３－１５）

・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
・133 回 済
・134 回 4/9（土） 次月バス散策事前説明
・135 回 5/15（日） バス散策 水たぎつ吉野宮
滝～かぎろいの宇陀阿騎野

みんなで楽しくパソコン講座
・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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