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議会改革度 2014 ランキング（早稲田大学マニフェスト研究所より）

●和泉市議会改⾰度ランキングで277位
全国1503議会の中で和泉市の議会改⾰度は277位（前
年度は232位）でまずまずのランクです。全国的には堺
市が8位と健闘しています。⼜当市の⼤阪府内のランク
は9位となっています。府内の他市については上位300
位以内に⼊っていないので不明です。
●改⾰度の評価項⽬
改⾰度評価は3つの観点から評価したものです。
①情報公開
本会議や委員会の議事録・動画・資料、また議会⾃⾝の
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交際費・政務活動費・視察結果などをどれだけ住⺠に対
して公開しているか、また、公開した結果どうなったか
についてなど検証を実施しているかを評価。
②住⺠参加
議会傍聴のしやすさや議会報告会等の実施、住⺠からの
意⾒受付を評価。
③議会機能強化
議会本来の権限・能⼒を発揮するための機能強化状況を
評価。
●和泉市の状況は
①情報公開（全国64位）は、本会議や委員会の議事録
はインターネットで公開しており、正式な議事録ができ
るまでの間会議録の速報版を公開しタイムリーな情報
公開に努めている。政務活動費は1円まで領収書を公開、
但しインターネットでの公開は⽀出別総額の公開にと
どまっているが、情報公開の全体として⾼位にある。
②住⺠参加(193位)は本会議や委員会のインターネッ
トでの公開を府内で最も早く実施。⼀⽅休⽇・夜間議会
や議会報告会（住⺠説明会、意⾒交換会、出前講座など）
は⾏っていない。議会と住⺠との双⽅向コミュニケーシ
ョンの確保等、更なる努⼒が必要。
③議会機能強化（全国699位）は、議会基本条例が検討
中で出来ていない、⼜議員間の討議は採⽤されず、議会
でのタブレットの未採⽤等ICTの活⽤は遅れており、議
会の機能強化⾯でこれからの課題。
事務局要員の強化や政策型議員提案条例の制定なども
今後の課題。
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今年も憲法キャラバンに参加
今年も憲法キャラバンに参加しました。
「私たちの憲法キャラバン」は、⽇本国憲法制定50周
年を記念として、1997年に⼤阪府内の⼥性議員や市⺠
が中⼼になって始まりました。今回はその20回⽬にあ
たります。「私たちの暮らしに結びつく憲法について考
えよう︕」と私たちのグループは和泉中央駅をスタート
に府内の各地で多くの⼈に訴え、その後今年は「5.3お
おさか総がかり集会」に合流しました。

和泉中央駅で
●⽇本国憲法とは
憲法とは、国家の組織や権限、統治の根本規範（法）と
なる基本原理・原則を定めた法規範で時の政府等の統治
機構を制約するものです。国⺠を制約するものではあり
ません。⽇本国憲法の基本を表すのは何といってもその
前⽂です。以下抜粋します。
「そもそも国政は、国⺠の厳粛な信託によるものであっ
て、その権威は国⺠に由来し、その権⼒は国⺠の代表者
がこれを⾏使し、その福利は国⺠がこれを享受する。こ
れは⼈類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に
基づくものである。われらは、これに反する⼀切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。⽇本国⺠は、恒久の平和を念
願し、⼈間相互の関係を⽀配する崇⾼な理想を深く⾃覚
するのであって、平和を愛する諸国⺠の公正と信義に信
頼して、われらの安全と⽣存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地
上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会におい
て、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界
の国⺠が、ひとしく恐怖と⽋乏から免かれ、平和のうち
に⽣存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、⾃国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則
は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、⾃国
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の主権を維持し、他国と対等関係に⽴たうとする各国の
責務であると信ずる。
⽇本国⺠は、国家の名誉にかけ、全⼒をあげてこの崇⾼
な理想と⽬的を達成することを誓ふ。」
●憲法9条
1.⽇本国⺠は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠
実に希求し、国権の発動たる戦争と、武⼒による威嚇
⼜は武⼒の⾏使は、国際紛争を解決する⼿段としては
、永久にこれを放棄する。
2.前項の⽬的を達するため、陸海空軍その他の戦⼒は
、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
。と定めており、これを素直に読めば、現在の⾃衛隊は
戦⼒にあたり安倍政権の憲法解釈の変更による集団的
⾃衛権は到底認められるものではありません。
●憲法を変えようとする動き
しかしこのような世界にも誇れる憲法を変えようとす
る動きが気になります。安倍⾸相は今年の参議院選挙で
衆参で与党勢⼒を2/3確保し、憲法を変える事を狙って
います。朝⽇新聞の世論調査では、改憲不要が多数を占
めますが、安倍さんはやりかねません。なんとしてもこ
れを阻⽌せねばなりません。
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第３１次地方制度調査会が答申
今回地⽅制度調査会が⼈⼝減少社会に的確に対応する
地⽅⾏政体制及びガバナンスのあり⽅に関する答申を
⾏いました。和泉市も⼈⼝減少時代に突⼊しています。
⼤いに参考にすべきと思います。
その概要を紹介します。
１ ⼈⼝減少社会に対する現状認識
我が国は⼈⼝減少局⾯に突⼊しており、現状の⼈⼝動
態が続けば、2060年（約50年後）には⼈⼝が約8,700
万になると予想されている。
現状の⼈⼝動態のままであれば、地⽅圏での⽣産年齢
⼈⼝の⼤幅減、三⼤都市圏での⾼齢者の⼤幅増により、
2060年（約50年後）になっても、我が国全体の⼈⼝構
成の不均衡が続く⾒込みである。
さらに、2050年（約40年後）までに、居住地域（１
㎢毎の地点で⾒た場合）の６割以上で⼈⼝が半分以下に
なり、さらにその地域のうち１／３（居住地域全体の約
２割）では⼈が住まなくなると推計され、⼈⼝の低密度
化が⽣じる。⼈⼝減少が地域にもたらす具体的な影響は、
地域によって多様であるが、地域社会の持続可能性につ
いての危機意識が急速に⾼まっている。
２ 地⽅⾏政体制のあり⽅
⾏政サービスの持続可能な提供のための地⽅⾏政体
制を確⽴することが、⼈⼝減少対策を的確に講じること
につながるものと考えられる。
市町村は、⼈⼝規模や地理的条件等において多様であ
り、まずはそれぞれの市町村が、地⽅分権が進展する中
で⾃らの創意⼯夫により、⾃主的に⾏政サービスを提供
する必要があるが、そのためには、ＩＣＴの活⽤等、社
会経済の変化を踏まえた対応が求められる。
さらに、市町村は、⼈⼝減少の進⾏を踏まえると、⾏
政サービスの持続可能な提供を⾏うためには、⾃らの業
務の⾒直しだけでなく、更なる⼯夫が求められる。
３ 適切な役割分担によるガバナンスのあり⽅
⼈⼝減少社会に的確に対応するため、資源が限られる
中で、合意形成が困難な課題が増⼤するとともに、地⽅
分権改⾰の進展に伴い、地⽅公共団体の責任領域や⾃⼰
決定権が拡⼤していることを踏まえると、地⽅公共団体
は、⼈⼝減少社会において合意形成が困難な課題につい
て解決することが期待されている。
ⅰ⾸⻑について
地⽅公共団体のガバナンスにおいては、地⽅公共団体の
事務を全般的に統轄し、地⽅公共団体を代表する⽴場に
ある⻑の意識が重要である。
⺠間企業においては、既に会社法等により内部統制制度
が導⼊されている。公⾦を扱う主体である地⽅公共団体
においても、地⽅公共団体における事務が適切に実施さ
れ、住⺠の福祉の増進を図ることを基本とする組織⽬的
が達成されるよう、事務を執⾏する主体である⻑⾃らが、
⾏政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコ
ントロールし、事務の適正な執⾏を確保する体制（以下
「内部統制体制」という。）を整備及び運⽤することが
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求められる。
ⅱ監査委員等について
監査委員は、⻑による内部統制体制の整備及び運⽤の状
況をチェックするとともに、その結果を踏まえた監査を
実施することにより、リスクの⾼い分野の監査を集中し
て⾏う等、専⾨性の⾼い部分に重点化した監査を⾏
うことが可能となる。
これらを踏まえ、地⽅公共団体全体の資源が限られる中
で、監査による監視機能を⾼めるため、監査の実効性確
保のあり⽅、監査の独⽴性・専⾨性のあり⽅、監査への
適正な資源配分のあり⽅について、必要な⾒直しを⾏う
べきである。
ⅲ議会について
⼈⼝減少社会において増⼤する合意形成が困難な課題
について⺠主的に合意形成を進めていく上で、議決によ
る団体意思の決定機能をはじめとして、監視機能や政策
形成機能等を担う議会の役割は重要である。
他⽅、市町村合併等の影響もあり、議員数が減少してい
る⼀⽅、投票率が低下し、無投票当選の割合が増えてい
ること等にみられるように、議会に対する住⺠の関⼼が
⼤きく低下しており、議員のなり⼿不⾜が深刻化してい
る。
また、政務活動費の使途の問題等により、⼀部の議員の
資質や活動に批判の⽬が向けられるとともに、議会のあ
り⽅が問われる等、議会及び議員に対する住⺠の信頼確
保が⼤きな課題となっている。議会が議会としての監視
機能を適切に発揮するためには、そもそも住⺠からの信
頼が確保されていることが前提であることを⼗分に認
識した各議会や議員の不断の取組が求められる。
ⅳ住⺠について
住⺠は、地⽅公共団体の事務が適正に⾏われていること
をチェックする重要な主体であり、とりわけ、上述の⻑、
監査委員、議会等の役割分担に基づく体制が有効に機能
しているかどうかを住⺠がチェックできるようにする
ことが重要である。
住⺠訴訟制度については、住⺠⾃らが地⽅公共団体の財
務の適正性の確保を図ることを⽬的として、住⺠監査請
求を経た上で、違法な財務会計⾏為等について訴訟を提
起できる仕組みであるが、住⺠訴訟制度等を巡る課題を
解決するための⾒直しが必要である。
＜住⺠訴訟制度の⾒直しの⽅向性について＞
全体のガバナンスの⾒直しにより不適正な事務処理の
抑⽌効果を⾼めるとともに、⻑や職員の損害賠償責任に
ついては、⻑や職員への萎縮効果を低減させるため、軽
過失の場合における損害賠償責任の⻑や職員個⼈への
追及のあり⽅を⾒直すことが必要である。
また、４号訴訟において、住⺠訴訟継続中に⻑や職員個
⼈の損害賠償請求を放棄する議決の制約及び損害賠償
を認める判決が確定した後は、裁判所の判断を前提とし
た上で損害賠償請求権の放棄が客観的かつ合理的に⾏
われることに資するよう、損害賠償請求権を放棄する場
合に監査委員等の意⾒の聴取を⾏うことが必要である。
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⼀般質問をしました
3⽉定例会で学童保育についてと介護保険と認知症対
策について⼀般質問しました。
●学童保育について
【質問】ある保護者が⽀援学校に通学予定のお⼦さんを、
放課後は出来るだけ地域の⼦どもさんたちと交わる環
境でと、週1回の学童保育を希望したが、3⽉10⽇を過
ぎても⼊会決定がない。障がい児の加配の⽀援員の雇⽤
がなぜ決まらないのか。また加配が必要な児童に対して
現場では⽀援員はどのような対応をしているのか
【答弁】⽀援員の雇⽤が円滑に進まない理由として、障
がいのある児童の出席⽇数に応じた雇⽤体系や、⼦ども
によって抱きかかえるなどの⾝体的負担が理由で雇⽤
が困難である。また⽀援員は概ねマンツーマン体制で保
育に従事し、他の⽀援員は概ね、障がいのない児童に専
念している
【要望】今の答弁からは学童保育の現場には⾒えないガ
ラスの壁があるように感じる。厚⽣労働省少⼦化総合対
策室の資料では障がいのある⼦どもへの対応について
は包容・参加(インクルージョン)の考えに⽴ち、放課後
児童クラブを利⽤する機会が確保されるように適切な
配慮及び環境整備を⾏い、可能な限り受け⼊れに努める
とともに、放課後児童クラブでの⼦どもたちとの⽣活を
通して成⻑できるように、⾒通しを持って計画的な育成
⽀援を⾏うとある。これはまさにご両親が望んでいるこ
とだと思うので、しっかり取り組んでほしい。
●介護保険と認知症対策について
【質問】2015年からの第６期介護保険事業計画での⼤
きな変更点は何か、また、市として、現在の取り組みは
どうなっているか
【答弁】第６期事業計画中に介護予防・⽇常⽣活⽀援総
合事業を開始することが、最も⼤きな変更内容で本市で
は、平成27年度、28年度の２年間を準備期間とし平成
29年４⽉からの実施に向けて準備を進めている。今回
の制度改正によって、要⽀援者が利⽤する介護予防訪問
介護ホームヘルプサービスと、介護予防通所介護デイサ
ービスの２つが、全国統⼀の介護保険の給付から外れ、
市町村が主体となる地域⽀援事業の中でサービスを受
けることとなる。全国統⼀の基準から外れることによっ
て、市町村が独⾃にサービスの基準を決め、住⺠や
ボランティア、ＮＰＯ、⺠間企業などとさまざまな形で
提供するサービスを整備し、効果を上げることが求めら
れている。
【質問】平成29年から開始される新しい介護予防・⽇常
⽣活⽀援総合事業の訪問介護、通所介護の内容は
【答弁】必ずしも介護に関する専⾨資格を必要とせず、地
域の助け合いの中で、ボランティアさんにより安全に⾏
っていただけそうな作業を洗い出し、地域の元気な⾼齢
者の⽅などにその役割の⼀端を担っていただくことに
より、ボランティアの受け⼿と担い⼿の双⽅に健康上の
よい効果と社会交流が⽣まれるきっかけとしたいと考
えている。
【質問】認知症の⽅の当事者の会についてはどのように把
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握し、今後どうしていきたいと考えているか
【答弁】家族の会、当事者の会については、市内では２カ
所で認知症の家族会が活動されていると聞いている。同
じ境遇の⽅が集まり、情報を交換し、家族の不安を少な
くしていけるものと思っており、このような組織づくり
には、いわゆる共助の取り組みが必要であると考えてい
る。そのようなところから、他市の状況などについて調
査してまいりたい。
【要望】他市に学ぶのではなくて、和泉市が率先して当事
者の声を聞いていただいて、いろんな取り組みをこれか
ら先進的にしていただけることを要望する。

昌子の日記＆予定
5/2 近畿市⺠派議員交流・学習会第 100 回準備会
5/3 憲法キャラバン
5/4 池上曽根遺跡指定 40 周年、史跡公園指定 15 周
年記念式典
5/8 信太の森 FAN クラブ総会
5/9 ⻘葉はつが野⼩学校学童保育⾒学
5/10 和泉中央駅会報配布、EM 菌環境講座（in 彩⽣
館）
5/12 和泉中央駅会報配布
5/13 和泉中央駅会報配布
5/16 光明池駅会報配布
5/17 和泉府中駅会報配布
5/18 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、バス
運⾏連絡協議会
5/19 ソロプチミスト⼤阪-南稜⼾外例会
5/20 和泉府中駅会報配布
5/23 光明池駅会報配布
5/24 北信太駅会報配布
5/25 信太⼭駅会報配布,新野球場内覧会
5/26 和泉府中駅会報配布、地域福祉推進協議会傍聴
5/27 監査近畿地区⼤会
5/28 「第 3 回アユとあそぼう⼤津川」
5/29 「⾃治体⺠営化最先端の現場から」学習会
5/30 和泉中央駅会報配布
5/31 和泉中央駅会報配布、泉北環境施設組合監査

＜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
・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
・138 回 9/17（土） 万葉の花（2） 秋・冬編

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

