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素晴らしい環境に新しい市民球場が完成

横⼭⾼校跡地に建設された総合スポーツセンタ
ー施設(敷地⾯積︓約3,7ｈａ）の中の野球場の
⾒学会があり、多くの議員が参加しました。こ
の事業の総事業費は約18億円で、野球場は約8
憶円を要しました。野球場は観覧席310席。両
翼90ｍ、中堅110ｍ、内野⿊⼟、外野真砂⼟、
スコアボード、夜間照明ありとなっています。
その他に多⽬的グラウンドはサッカー公認サイ
ズで、ロングパイル⼈⼯芝、⼦ども⽤サッカー
区画2⾯表⽰、夜間照明も有ります。テニスコー
トは砂⼊り⼈⼯芝コート4⾯、こちらにも夜間照
明が有ります。駐⾞場は200台（内バス2台、ゆ
ずりあい⽤4台、⾞いす⽤4台）です。球場から
⼭に⽬を転じると和泉⼭脈の稜線がきれいに望
め、とても気持ちのいい空間だと感じました。7
⽉2⽇にはオープニング記念式典や少年野球教
室・グラブ作り・軟式野球交流試合等が予定さ
れています。

建設費以外にも多くの費⽤を要した球場で
す。有効に活⽤しなければなりません。
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今回建設された横⼭⾼校跡地は⽈くつきの⼟地
です。かつて池上曽根遺跡の発掘物を収納する
ための⽤地として、府⽴弥⽣博物館横の⽤地を
⼤阪府の依頼で当時の和泉市の⼟地開発公社が
先⾏取得しました。ところが⼤阪府の財政事情
で計画はたなざらしとなり、⻑い間⼤阪府の買
戻しが実現せず、その間⼤幅に⼟地価格が下落
しました。⼤阪府との契約は実勢価格で取引す
ることになっていた関係で、市は⼤きな評価損
を抱える⽻⽬となりました。
その後度々⼤阪府に買上げを要請していたとこ
ろ、府⽴横⼭⾼校の跡地と等価交換することに
なり、それがこの野球場の⽤地となったのです。
等価交換は実勢価格の取引ですので市は数億円
の損害を被りました。
更に校舎の解体にあたってアスベストがあるこ
とが分かり、その処理費⽤ 1.4 億円について⼤
阪府と争いとなり、結果的に⺠事調停でそれぞ
れ折半することで折り合いました。
このようにこの横⾕⾼校跡地について、和泉市
は多額の損害を被った経緯があります。
私はこの件で⼤阪府に買上げを求める住⺠訴訟
を起こしました。⼤阪府と交わした確認書が府
と市の責任者間で締結されていないので、府に
買取義務は無いと敗訴しました。確認書の所在
が分からず、⼤問題となった事件です。
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投票管理者住⺠訴訟で敗訴
●オンブズ活動と議員活動
私達議員は議会を通して市の⾏政を監視することが⼤き
な責務です。従って違法な公⾦の⽀出についても議会活動
を通じてこれを是正することが本筋です。
しかしながら⾏政は議員⼀⼈の提⾔や要求に簡単に応じ
る事はまれです。このような時にしびれを切らして、住⺠
監査請求や住⺠訴訟に訴えることになります。⽌むに⽌ま
れずの選択で、法的に許されています。
オンブズ和泉は既に17件の
住⺠訴訟をおこしています。
今回ご報告するのは、その中
で最近判決があった裁判です。
●事案の概要
各投票所に設置が義務図けら
れている投票管理者に対し、
条例で定めた報酬（11、000円）を⽀給せず内規で定め
る⼿当(32、500円)を⽀給することは給与条例主義に反す
るとして起こした訴訟です。投票管理者は市の職員が担当
し、殆どが管理職の職員です。
●判決は
仮に⼿当の⽀給が違法であるとしても、投票管理者は本来
職務以外に選挙管理委員会が⾏うべき業務を⾏っており、
その利益を考慮すれば市に損害が無いから請求に理由が
ない というものです。
●あまりに杜撰な判決
この裁判はあきれ返るばかりの杜撰なものです。
裁判では3つの争点がありました
争点1は投票管理者事務⼿当の⽀給の違法性、
争点2は市⻑の責任
争点3は和泉市の損害です。
この判決は⼤事な争点1及び2について全く判断せず、争
点3についてのみ判断し、仮に⼿当の⽀給が違法であると
しても、市に損害が無いから請求に理由がないとして棄却
したものです。
住⺠訴訟制度は、普通地⽅公共団体の執⾏機関⼜は職員に
よる公⾦の⽀出等の財務会計⾏為⼜は怠る事実に係る違
法事由の有無及びその是正の要否等につき、住⺠の関与す
る裁判⼿続による審査等を⽬的として設けられているも
のです。
（平成24年 4⽉23⽇ 裁判所名 最⾼裁第⼆⼩
法廷 ⺠集 66巻6号2789⾴）
従って争点1及び2について判断を回避したことは、裁判
所が違法事由の有無及びその是正の要否等につき、住⺠の
関与する裁判⼿続による審査を放棄したに等しいもので
す。
あきれるばかりの⼿抜き判決で⼤きな憤りを覚えます。
オンブズ和泉は即刻控訴しました。上級審の判断を仰ぎま
す。
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●市は条例を改正
和泉市は本件訴訟を受けて、条例によらない投票管理者
事務⼿当の⽀給は不適切と考え、報酬を⼤幅に削減した
管理職員特別勤務⼿当を条例に新設し、投票管理者に⽀
給することを定めました。
本訴訟が仮に敗訴で終わったとしても、違法な公⾦⽀出
を改めることにつながり、実質的な⽬的は達成されたも
同然です。

昌子の日記＆予定
6/1 和泉中央駅会報配布、
6/2 和泉中央駅会報配布、介護保険運営協議会傍聴
6/3 和泉中央駅会報配布、議会運営委員会傍聴、NHK
ラジオ公開収録
6/6 光明池駅会報配布
6/7 和泉府中駅会報配布
6/8 和泉中央駅会報配布、都市計画マスタープラン
策定委員会傍聴
6/10 信太⼭駅会報配布,本会議
6/11 万葉講座
6/13 和泉中央駅会報配布
6/14 公共施設管理計画策定委員会傍聴
6/15 厚⽣⽂教委員会
6/16 ソロプチミスト⼤阪-南稜定例会、都市環境委員
会傍聴
6/17 総務⽂教委員会傍聴
6/20 光明池駅会報配布
6/21 北信太駅会報配布、泉北環境施設組合監査、か
がやけ⽯尾っ⼦の会
6/23 和泉府中駅会報配布
6/25 藻⾕浩介 21 世紀型ひとをつなぐ「循環」と「再
⽣」のまちづくり
6/27-29 ⼀般質問
6/30 本会議

＜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) 済
・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
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左表が、和泉市の待機児童の状況です。
「保育園落ちた ⽇本死ね︕︕︕」というブログが国会でも
取り上げられました。保育園を落ちたママたちの声を代弁し
たからこそ、あれだけの共感を得て、「落ちたのは私たちで
す」とママたちが国会前に集まりました。今年の和泉市の待
機児童は 44 ⼈にもなりました。昨年は定員 150 ⼈の保育園
が開所し、そして今年は定員 19 ⼈の⼩規模保育所も開所し
ました。それでも待機児童は昨年よりも 17 ⼈も多くなって
しまいました。しかしその⼀⽅では公⽴幼稚園は定員の半分
にも満たない園児数となっています。そのため、6 ⽉議会で
は「和泉市⽴幼稚園条例の⼀部を改正する条例（案）が提出
さました。
国府幼稚園の定員は「210 ⼈」を「105」⼈に。伯太幼稚園、
北松尾幼稚園、北池⽥幼稚園の定員「140 ⼈」を「70 ⼈」
に改める案です。
ちなみに過去の待機児童数は平成 25 年は 48 ⼈。平成 26
年は 29 ⼈。平成 27 年は 27 ⼈でした。
●保留児童とは︖
待機児童はよく聞く⾔葉ですが、保留児童は聞きなれない⾔
葉です。保留児童とは保育を希望する（申請している）⼈か
ら、認可保育園で保育されている⼈を引いたものです。
待機児童とは、「⾃治体の単独保育施策による保育施設を利
⽤している」
「主に⾃宅で求職活動をしている」
「育休を取得
している」「利⽤できる施設があるにも関わらず第 1 希望の
施設利⽤しか望まない」などの条件に該当する⼈を除いたも
のをいいます。
即ち保育を希望し、認可保育園に⼊れない⼈の中で、実質的
に何らかの保育が⾏われている⼈や、希望条件を緩めれば保
育園に⼊れる⼈を除いた⼈です。
このような⼈を隠れ待機児童と呼ぶようです。
●他市の状況
政令指定都市と東京 23 区で待機児童の多い⾃治体を右図に
⽰します（朝⽇新聞最新調査より）、和泉市に⽐べて待機児
童は⼤幅に多い結果になっています。隠れ待機児童も同レベ
ルの多さです。
⼀⽅堺市以南の⾃治体の状況は下表です。待機児童 0 の⾃治
体が多く⾒られます。和泉市は待機児童削減に積極的に取り
組んでいますが、⼗分な効果が出ているとは⾔えません。し
かしながら、保留児童数は⼤幅に減少しており、その点でみ
ると政策効果はあがっています。

⾃治体は保育所の建設を推進する⽅向ですが
⼀⽅でそれに反対する運動もあります

隠れ待機児童が問題となったのが横浜市です。
H27 の横浜市の待機児童数は８⼈と素晴らしい
ですが、実は隠れ待機児童（保留児童で育休をと
っている⼈、⾃宅で求職活動をしている⼈、特定
の保育所の申込者等）が 2526 ⼈もいたことです。
待機児童が少ないと⾔って直ちに喜べないとい
う事です。

