昌子の広場第１７４報

平成２８年５月発行

和泉市無所属市民派議員
小林昌子
和泉市緑ケ丘 2-13-10
自宅 Tel 0725-54-2626
Fax 020-4669-6920
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451
Email masakokob@yahoo.co.jp
http://masako-hiroba.info/
ホームページもご覧下さい
目 次
・川内原発運転差止め棄却の決定
・２８年度予算に反対討論
・市街化調整区域への公共下水道敷設に反対
・特別職の報酬引き上げに反対

P１
P2
P3
P4

川内原発運転差止め抗告を棄却 福岡高裁宮崎支部決定
していましたが、かないませんでした。
新聞報道によると、⻄川知⼀郎裁判⻑は、原⼦
⼒規制委員会が原発の耐震性の強化を求めた新
規制基準と安全審査を「不合理とはいえない」
と判断し、運転停⽌の必要はないと結論付けま
した。 今年３⽉に関⻄電⼒⾼浜原発３、４号
機（福井県）の運転差し⽌めを命じた⼤津地裁
の仮処分決定とは、逆の結果となりました。
⻄川裁判⻑はまず、どのような事態が起きて
も放射能漏れを起こさないほどの安全性を原発
に求めるのは、今の科学技術では不可能とし、
「社会がどの程度の⽔準なら容認するかを基準
として判断する」と指摘しています。（社会通
念論）
そのうえで〈１〉新基準に基づき想定する最
⼤規模の地震の揺れ（基準地震動）の妥当性〈２〉
原発の安全性に影響を与えるほどの破局的噴⽕
が起きる可能性〈３〉避難計画の妥当性――を
それぞれ判断し、基準地震動に不合理な点はな
く、破局的噴⽕が迫っているという具体的な根
拠はないとして、抗告⼈側の主張を退けました。
避難計画も政府が了承しており、住⺠の⼈格権
を侵害するほどではないとしています。

●原発運転差⽌めを再び棄却

先⽉号で⼤津地裁の⾼浜原発運転差し⽌めの決定をお
伝えしましたが、今回福岡⾼裁宮崎⽀部は川内原発で再
び差⽌めを認めない決定を⾏いました。
この決定を⾏った⻄川知⼀郎裁判⻑はかつて⼤阪地裁
時代に、住⺠訴訟で住⺠に寄り添った判決を出していた
裁判官で、私が起こした議員への訃報情報提供訴訟、弥
⽣⽂化博物館横⽤地を⼤阪府が買い上げるよう求めた
訴訟の裁判⻑で、差し⽌めの決定が出るのではと期待を
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●社会通念論には違和感

判決は原発に絶対的な安全性がないのは認めているに
も関わらず、そのような事は技術的に不可能であり、社
会的にも要求されていないとしています。
しかし、福島原発事故では⼀時東⽇本には国⺠が住めな
い事態も予想された程被害は甚⼤で、果たしてもとの状
態に戻れるのか、⼜それはいつなのかも分からない状態
です。社会通念上も原発の稼働は認められません。
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平成 28 年度予算に反対討論
本予算には乳がん検診費⽤の⾃⼰負担の無料化、10⽉
から学童保育の開設時間を午後7時までに延⻑、スクー
ルソーシャルワーカーの活動時間の拡充や待機児童解
消のための施策など、評価できる点はありますが、以下
の2点が含まれているため、反対しました。
●マイナンバー制度について
●泉州東部農⽤地整備事業について
全体事業費約３００億円を投⼊し、そのうちの７割以上
の２２０億円を投じて建設した農業⽤道路は、農産物の
集出荷の利便性を⾼める⽬的で計画されましたが、岸和
⽥市が早々にこの道路事業から撤退し、また和泉市にお
いても⽤地買収がうまくいかず、６キロのうち、２キロ
がつながっていない道路となっています。
計画ではこの道路には⼀⽇当たり３７２１台の⾞が通
⾏する事で費⽤対効果が発揮できるとされており、その
結果が27年夏に分かりました。事業全体の検証は平成
26年度に⾏い、私も交通量調査の当⽇現場に出向き、
調査員さんと⼀緒に現場を通⾏する⾞の台数を数えま
した。その結果和泉⼯区では12時間で704台。２４時
間調査では917台ということです。通⾏台数は当初予定
の30％でありながら、費⽤対効果は1.04という数字が
出たそうです。
⼀⽅全員の合意により事業開始した４つの農業団地で
はありますが、⾼齢化や植え付け作物の選定がいまだ軌
道に乗っていないこと、また団地間で⼟地利⽤度にばら
つきがあることなど、必ずしも当初の計画通りには進ん
でいません。その証左にこの間、事業に参画した地主の
返還⾦の滞りが発⽣し、⼀時は300万円を超える返還額
の滞りがありましたが、現在の滞納は約3年分の46万円
強となっています。しかし⽀払いだけが和泉市の責務で
はなく、農⽤地整備に伴うインフラの維持管理がこれか
ら重くのしかかってきます。殆ど利⽤しない道路であっ
ても維持管理費がかかりますし、ましてやトンネル・⾒
あげるような法⾯の管理など、今後相当の費⽤負担の発
⽣が予測されます。それらが和泉市の財政の⾜を引っ張
る存在にならないことを祈るばかりです。
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予防接種の初診料等の 2 重取りで
住⺠監査請求︕

●初診料等の２重取り

乳幼児の予防接種の接種
費⽤は市の負担となってお
り、市⺠の皆様の負担はあり
ません。市が委託している医
師会に市が接種料を⽀払い
ます。その際の接種費⽤は上
表にあるように、予防接種の
種類ごとに定められていま
す。
最近は予防接種の種類が
増えていることもあり、早期に免疫をつけるためや保護者
の予防接種に⾏く負担も考慮し、同時に複数の予防接種を
⾏うことも希ではありません。
その際の接種費⽤は例えば上表の上の3つの予防接種
を同時に⾏えば、
3つの委託料の合計23,392円が医師会に
⽀払われます。その中に初診料と乳幼児加算も3つ分⽀払
われます。これが問題なのです。保険診療では同⼀⽇に異
なる医療を受けても初診料は１回払えば済みます。しかし
予防接種では３回分が⽀払われます。注射料やワクチン代
は当然3種分が必要ですがその他の費⽤は１回分で済む
はずです。そうすれば⽀払いは15,358円で済み、8,034
円少なくてすみます。窓⼝での負担がありませんので、気
がつきにくいと思いますが、税⾦の無駄遣いです。この無
駄遣いが初診料と乳幼児加算だけでも推定で年間4,800
万円にも及びます。尚この予防接種の費⽤は国からその費
⽤の約9割が地⽅交付税措置（国が⾯倒をみる）されてい
ますが、私たちの税⾦から出ていることに変わりはありま
せん。近隣の堺市や岸和⽥市はこのような重複加算が無い
よう医師会との委託契約を⾒直し実施しています。
オンブズ和泉はこの不当な初診料等の重複加算の改善
を求めて住⺠監査請求をしました。
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市街化調整地域への公共下⽔道敷設は容認出来ない（反対討論）
和泉市は平成25年度から市街化調整区域への下⽔道事
業を展開しています。当初は市街化調整区域への事業費
は243億円。利息は67億円と説明を受けていましたが、
平成25年3⽉議会での下⽔道⼀般質問の時に、事業費は
⾊々⾒直した結果186億円に縮減予定であると説明を
受けました。しかし全体事業費が縮減されても、利息の
約51億円を加えると全体では237億円を要する⾮常に
⼤きな事業であることには変わりがありません。いまま
で ⼈⼝が伸び続け、前途洋々であった和泉市にも、⼈
⼝減の現実がもうすぐやってくることは市が平成27年
12⽉に策定した⼈⼝ビジョンでも明らかになっていま
す。はつが野地域の⼊居にもよりますが、和泉市の最⼤
の⼈⼝規模は平成25年9⽉の187,560⼈となる可能性
が⾼くなってきました。私は下⽔道事業そのものを否定
しているわけではありません。費⽤対効果の観点から市
街化調整区域の⽣活排⽔処理は下⽔道事業ではなく、他
の⼿法を選択すべきだと思っております。その証左に和
泉市はかつての農業集落排⽔事業予定地区をＰＦＩに
よる浄化槽市町村整備事業にて⽣活排⽔対策を⾏うこ
とに切り替えました。賢明な判断であったと評価してお
ります。この事業での5年間の設置⽬標は150基で平成
27年度は20基の⾒込みで、28年度は31基を⽬標とする
との事であります。⼀⽅市街化調整区域の下⽔道の⼯事
費は平成25年度約1億6500万円、26年度約1億5100万
円、27年度3億400万円、28年度は1億4100万円の⾒
込みであり、合計約7億6199万円の⼯事費となり、整
備延⻑は約5939ｍ。⼯事完了箇所の接続は過年度分
149基で⽔洗化済み件数は25で16,8%の設置率です。
27年度の枡整備⾒込みは41基です。尚、下⽔道部局に
確認いたしましたところ、市街地及び調整区域への年間
事業費を8億円とした場合事業完了には約22年を要す
るとの事です。今から20年後の平成47年の和泉市は上
位の⼈⼝推計では18万1400⼈ですが、この数字は合計
特殊出⽣率を平成3２年は1,6.平成42年は1,8、平成52
年は2,07とする⾮常に⾼いハードルの数字です。⼀⽅
下位の⼈⼝推計では平成47年では16万9800万⼈とな
っています。合計特殊出⽣率2,07の⾼いハードルを実
現できたとしても、現在の⼈⼝、平成28年２⽉末の18
万6686⼈には約5200⼈から5300⼈及ばない厳しい状
況です。管路の整備が⼀段落すれば年数のたった管路の
メンテナンスが待ったなしです。しかも⽣産年齢⼈⼝の
減により、税収も減ることが予測されます。10年先や
20年先の⾒通しではなく、50年後100年後の姿を⾒通
して下⽔道事業を展開していくべきだと考え、本予算に
反対いたします。
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●裁判でも合併浄化槽の有⽤性を認定

富⽥林市で和泉市とは逆の裁判がありました。市が公共
下⽔道ではなく合併浄化槽を設置したのが違法として
訴えられた訴訟です。（平成26年 8⽉29⽇⼤阪⾼裁）
◆判決では
市の浄化槽整備推進事業に係る公⾦の⽀出は、
⽣活排⽔処理施設として必要な性能を有し、短期間で設
置が完了する浄化槽を、地域の特性等に応じて整備する
ことに同⽬的の達成⼿段としての合理性が認められる
こと、
前記事業の実施地域について、将来的に⼈⼝が⼤幅に減
少すると予測し、⼈⼝減少地域では事業効果を調整する
ことができない下⽔道事業よりも規模を調整しやすい
浄化槽事業が適していると評価し、公共下⽔道の整備着
⼿が可能になるのを待たずに浄化槽の整備を進めるこ
とが不合理とはいえない。
合併処理浄化槽は，近年性能が向上し，窒素やリンを除
去することができる⾼度処理型が⽤いられるなどとし
ているほか，法定検査結果についての都道府県への報告
等が定められ，新設浄化槽からの放流⽔の⽔質基準がＢ
ＯＤ２０㎎/L 以下，ＢＯＤ除去率が９０％以上とされ
るなど，規制の厳格化が図られており，⽣活排⽔処理施
設として必要な性能を有するに⾄っているということ
ができる。⼜本件地区において，今後⼤規模な開発は予
定されていない上，将来的に⼈⼝が減少することが合理
的に予測されるところ，このような⼈⼝減少地域では，
整備の規模を調整しやすい浄化槽事業が適しているこ
と，③本件地区は，公共下⽔道の整備が進んでいる市街
化区域に近接しておらず，かつ，流域の上流部に位置す
るため，公共下⽔道の整備を図る場合，より下流部の整
備完了を待たざるを得ないこと，等から本件事業は，⽣
活排⽔の１００％適正処理という政策⽬標の早期達成
を実現するための施策として合理性を有するものであ
るということができる。と判⽰しています。
市街化調整区域に公共下⽔道を敷設する和泉市の対応
を考えるうえで⽰唆に富む判断です。
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特別職の給与引き上げに反対
和泉市職員の給与に関する条例等の⼀部を改正する条
例制定について反対の⽴場から討論します。
本議案の提案理由として⼈事院勧告及び府内の動向等
の本市を取り巻く社会情勢に鑑み、本市の⼀般職、市議
会議員及び特別職の職員に⽀給する給与等について所
要の措置を講ずる必要がある。これがこの条例を提出す
る理由であると記載されています。⼀⾒もっともな理由
のように聞こえますが、｢そもそも⼈事院勧告の考え⽅
は労働基本権を制約されている代償措置として、職員に
対し、公正な給与を確保するため、公務員の給与⽔準を
⺠間従業員の給与⽔準とバランスをとることを基本と
しているものです。従って労使関係にない特別職の議員
や市⻑等の期末⼿当を職員の期末⼿当に連動して引き
上げるのはまさに便乗値上げといわれても、返す⾔葉も
ありません。
昨年も同様の提案があり、議員については期末⼿当とし
て従来よりも年間10万8千円あげられています。さらに
今回提案通り認められれば、市⻑は年間125,000円、副
市⻑は同じく108,000円、教育⻑は同じく96,000円、
議⻑は同じく79,200円、副議⻑は同じく75,600円。議
員については同じく72,000円のアップとなり、年間で
はこの値上がり分だけで240万8800円にもなります。
これらの原資は市⺠の皆様から納めていただいた税⾦
です。景気の回復にも陰りが⾒え始め、政府は予定して
いた来春からの消費税増
税の延期を模索し始めた
かのような報道も⾒受け
られるところであり、市
⺠の暮らしは厳しさが継
続しています。その様な
折に⼈事院勧告通りに上
げる必要はありません。
よって本議案に反対いた
します。
また蛇⾜ですが、全国の⾃治体が⼈事院勧告に⼀⻫に右
に倣えとしているわけではありません。⻄脇市は議員の
報酬アップは提案しましたが特別職のアップは提案し
ていません。

●基⾦に積み⽴て

私は今までも議員の不合理な報酬や期末⼿当の増額に
反対してきました。反対する以上増額分を受け取ること
は出来ません。しかしながら増額分の受領を拒否すると
寄付とみなされ、公選法違反となるため増額分を「環
境・⼦ども・⼥性基⾦」に積み⽴てています。この基⾦
は財政健全化の⼀環として、議員定数の削減が課題とな
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った時に、私は議員定数の削減ではなく議員報酬の削減
で対応すべきと考え、それを提案しましたが、賛同を得
られなかった為、議員報酬の10％を積み⽴てたもので
す。今までこの基⾦から⼥性シェルターが閉鎖するまで
の10年間⽀援し、ベトナム⾥親⽀援は現在も継続し、
今年で16年⽬になります。

昌子の日記＆予定
4/9 万葉講座
4/10 緑ケ丘⾃治会総会
4/11 北松尾幼稚園⼊園式
4/12 和泉中央駅会報配布、ゴミ問題学習会 in 吹⽥
4/13 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
4/14 ⾷⽣活改善推進協議会 50 周年記念式典
4/14-15 市町村議会議員特別セミナーin ⼤津
4/18 光明池駅会報配布
4/19 和泉府中駅会報配布、厚⽣⽂教委員会総社市視
察
4/20 岡⼭県⽴図書館視察
4/21 近畿市⺠派議員交流・学習会⻑岡京市
4/22 和泉中央駅会報配布、⼤阪府都市監査委員会定
期総会・研修会
4/24 EM 農園例会、EM ボカシ作り
4/25 和泉府中駅会報配布、ソロプチミストリジョン
⼤会 in 京都
4/26 和泉中央駅会報配布、発達⽀援センター⾒学
4/27 信太⼭駅会報配布
4/28 北信太駅会報配布,泉北
環境監査＆泉州都市監査
委員協議会定期総会・講
演会
4/29 和泉 100 ⼈委員会総会

＜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
・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
・136 回 6/11(土) 遣新羅使の船旅（2）
倉橋（呉市）～博多津（福岡市）
・137 回 7/9（土） 万葉の花(1) 春・夏編

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

