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和泉市庁舎借地解消に目途 庁舎現地建替えへ

和泉市庁舎は⽼朽化と耐震の問題から建替えが必要となってい
ました。建替えは現地での建替えと和泉中央への移転が検討さ
れ、住⺠投票の結果和泉中央への移転が過半数でしたが、庁舎
の移転条例を１名差で議会が否決したため、住⺠意思に反し現
地での建替えが決まりました。
ところが現庁舎は半分以上が借地のため（左図⽩抜きが市の⼟
地）
、市は毎年多額の借地料を⽀払っており、現地での建替えは
借地解消が条件となっていました。市は地権者（３名）と精⼒
的に交渉を重ねましたが、１名（図の A）の地権者が売却に応
じず、交渉は難航を極めましたが、今般ようやく決着したもの
です。
３名の地権者の⼟地は公道に⾯しない袋地ですが、庁舎として
⼀体的に利⽤しているという事で評価をしていました。
しかし地権者 A の合意を得られないため、今回
公道に⾯している市の⼟地と地権者 A の⼟地の
⼆つを⼀体利⽤として再度鑑定し、評価額を⾒
直したことで地権者の合意を得たものです。
市が⼟地を購⼊するときは合理的な価格が⼤前
提で今回も財産評価委員会で審議されました
が、審議内容は⾮公開となっています。
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9⽉議会で⼀般質問しました
学校給⾷の公会計化について
学校給⾷費を
校⻑の⼝座で
集⾦して、市
区町村の歳⼊
にしない⽅式
は、戦後の⾷
糧危機の時代
に学校給⾷が
法律もなく実
施されてきた
ことに遠い原
因があります。学校給⾷に必要な経費も実態先⾏で賄わ
れてきました。学校給⾷法が施⾏されたのちも、昭和 32
年当時の⽂部省は⾏政実例で、「歳⼊処理しなくてもよ
い」、「出納員でない校⻑が取り集め、これを管理する
のはさしつかえない」、との判断を⽰しました。この⾏
政実例が根拠となって私会計が続いています。すでに半
世紀以上が経ち、包括外部監査等でコンプライアンスに
基づく⾒直しを求める指摘が続いています。半世紀前の
⾏政実例を根拠とするのは時代錯誤と⾔えます。
私会計で⾏うと債権者が学校⻑、教育委員会、給⾷セン
ターなのか対外的に分かりにくく、結果、地⽅⾃治法上
の債権管理が⾏えないことになってしまうことが懸念さ
れており、学校給⾷事務の透明性の向上、保護者の負担
の公平性の確保等から公会計への移⾏しなければならな
いと考えています。
私会計で⾏っている場合、特に債権管理上問題があり、
デメリットが多いと考えています
【問】⽂科省は学校給⾷費などの学校徴収⾦会計業務の
負担から教員を開放すると⽰し、地⽅⾃治体の業務とし
て⾏う環境整備を推進するとの⾒解を⽰した。⼩中学校
での給⾷費の滞納者数と滞納額及び⾷材費は
【答】H27 年度で⼩学校では 25 ⼈で 49 万円、中学校
では 55 ⼈で 92 万円である。全体の⾷材費は⼩学校で約
5 億 2 千万円、中学校で約 3 億円である
【問】公会計に移⾏する際の課題と私会計がすぐれてい
る点は何か
【答】私会計であれば各学校の特⾊ある給⾷が可能。⼜
学校⾏事等による献⽴や⾷数の変更にも対応可能。公会
計では学校事務の軽減は図れるが、献⽴変更などの柔軟
な運営が出来なくなる
【問】公会計に移⾏する検討をしたことがあるか。⼜そ
の結果は
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【答】学校職員の負担軽減を図ることは必要だが、現状
では各学校の⾷材調達が最善で、公会計の導⼊は困難。
ただ未納者への対応は本年度より教育委員会より学校⻑
との連名で督促状を送付する取組をする
【意⾒】⽂科省は教員が本来の業務に向き合える環境整
備を⾏おうとしている。教育委員会が私会計にこだわる
のは、⽂科省が⽬指す流れと逆⽅向ではないか

⾃動販売機について
市役所関連の場所に⾃動販売機を設置して年間 3 千万円
もの収⼊（場所代や⾃動販売機の売り上げに対する収⼊
等）を得ている役所があることを知り、和泉市でもその
ような流れを作るべきだと⻑年⾔い続けてきましたが、
先ごろやっとその⼀部が実現しました。今回庁舎内（3
台）・いずみの国観光おもてなし処・消防本部・保健セ
ンターに合計 6 台の⾃動販売機が設置されました。今回
は⼊札を⾏い業者さんを決定しましたが、場所の使⽤料
として条例での定めにより、1 台につき年間で 18,000
円。そしてさらに維持管理のための光熱⽔費と売り上げ
に 0.36 を乗じた使⽤料を頂く契約になっています。も
っとも⼤きい⾦額になるのが 1 本につき⼊ってくる使⽤
料です。まさにチリも積もれば⼭になるのです。ちなみ
に市役所内では正⾯⽞関に 1 台。3 号館 1 階に 1 台。そ
して 2 号館と 3 号館をつなぐ廊下の 2 階に 1 台の計 3
台です。市⺠の⽅は
今までコミセンまで
購⼊に⾏っておられ
ましたが、今後は市
役所内で飲み物を購
⼊していただけます。
さらにこの⾃動販売
機は災害時には無料
で利⽤できるように
契約していただいていますし、その上、災害時⽤備蓄⽔
の提供ということで 2 年に 1 回、2 リットル⼊りの⽔を
180 本提供いただく事になっているそうです。
【問】今回設置された⾃動販売機使⽤料や光熱⽔費の扱
いは。その他特約的なものはあるか。
【答】市役所に 3 台、消防本部、和泉府中駅前のおもて
なし処、保健センターに 1 台ずつ計 6 台⾃動販売機を設
置した。場所の使⽤料は年間 6 台分合計で 104 千円、使
⽤料は売上額の 36％、光熱⽔費は実費分を事業者負担と
している。特約的なものは災害時に無償で飲料の提供、
備蓄⽤のペットボトルの無償提供など。
【問】市の指定管理者が管理する施設に⾃動販売機は何
台でその収益は。災害時の対応等地域貢献は。
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【答】全体で 51 台、収益は H27 年度の実績で約 120
万円。
災害時に無料で飲料を提供できるのは 5 台である。
【問】⾃動販売機の設置を市が直接⾏うメリットは⼤き
いと思うが、市の考えは。
【答】⾃動販売機を市が直接設置し⼀括調達することに
より、スケールメリットによる収益増を⾒込める等メリ
ット考える。⼀⽅⾃動販売機についてのクレーム対応な
ど、管理上の課題もあり、今後先⾏市の事例も含め直接
設置の是⾮について検討していきたい。

介護保険 新総合事業について
総合事業は、市が中⼼となって、市域の実情に応じて、
住⺠等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実す
ること で、
地域の⽀えあい体制づ
くりを推進し、要⽀援者等に対す
る効果的かつ効率的に⽀援するこ
とを⽬的としています。
【制度改正の背景は】
●⼈⼝減少社会の到来（働き⼿⼈
⼝の減少）
●⾼齢化の進展（和泉市の後期⾼齢者は 10 年後の H37
には 1.5 倍に
●介護給付費・保険料の増加（平成 37 年度には介護保
険料は現在の約 1.5 倍の 8,200 円程度の⾒込み）
●介護職の⼈材不⾜、⾼齢者のニーズの変化
があげられています。
【和泉市の総合事業とは】
●共助・公助から⾃助・互助へ（お互いさまの街づくり）
今後「共助」「公助」の⼤幅な拡充を期待することは
難しくなり、 ⾃らの健康管理（セルフケアの重要性）
が⼤切で、 ⽇常⽣活の困りごとは地域住⺠みんなで解
決していく体制づくり が必要
●介護⽀援ボランティアポイント（仮称）の導⼊
市内に在住・在勤・在学の１８歳以上の⽅が、⾼齢者
の居宅で⽇常⽣活の困りごとを⼿助けするボランティ
ア活動を⾏った場合にポイントを付与し、ポイント数
に応じて市内の特産品等に交換出来る制度です
●介護保険財政の効率化
報酬体系の⾒直し （現⾏相当サービスの回数単位への
変更）、住⺠主体のサービスの利⽤ 、重度化予防の推
進などで、中⻑期的な費⽤の伸びが、後期⾼齢者の伸
び（3〜4％）程度となることを⽬安として努⼒
【移⾏当初のサービス】
●閉じこもり等の何らかの⽀援を要する者を、訪問や基
本チェックリスト等の活⽤により把 握し、介護予防へ
つなげる取組み
●介護予防活動の普及・啓発を⾏うため、介護予防教室
を開催
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●住⺠主体の介護予防活動の育成・⽀援を⾏うため、
「い
きいきいずみ体操」を推進
●介護予防の取組みを機能強化するために「いきいきい
ずみ体操」等の住⺠主体の通い の場や地域ケア会議等
へのリハビリテーション専⾨職等の関与を推進
【問】
⾼齢化の進⾏や⽀援を要する⾼齢者の増加により、
⼀部では介護保険制度そのものの存続の危機を迎える
と⾔われているが、本市の⾼齢者数などの将来予測は
【答】⾼齢者数は H28.3 末で 42,460 ⼈、内 75 歳以上
が 18,246 ⼈。H37 年度ではそれぞれ 47,281 ⼈、
27,122 ⼈と予測。介護保険認定者数は H28.3 末で
6,904 ⼈、H37 年度で 10,350 ⼈で約 50％の増加。
給付費では H27 年度は 103 億円、H37 年度は 157 億
円で約 54％の増加。保険料は現状 5,296 円が H37 年
度には 7,657 円で約 45％の増加の⾒込み。（いずれ
も現状より約 50％程度増加の⾒込み）
【問】「いきいきいずみ体操」を 5 年間で 200 カ所たち
あげるとの事であるがどのような⽀援をするのか。開
始から１年を経過したが PR が必要では
【答】原則参加者全員に体操の効果、必要性、体⼒測定、
継続のためのノウハウの指導等の技術⽀援を３回続け
て毎週⾏う。⼜参加者を対象とした体⼒測定の評価と
意識調査を⾏い、体操の効果を取りまとめ啓発に努め
たい。
【問】H29 年から住⺠ボランティアによる⽣活⽀援サー
ビスが開始予定であるが、その内容は。
【答】住⺠ボランティアは 200 ⼈を⽬標に募集を⾏い、
研修を実施。現在事業開始に向けて説明リーフレット
やボランティア募集のチラシ等の準備を⾏っており、
具体的な⽀援内容は、まず「⾒守りを兼ねたゴミ出し
⽀援」から開始する。
【問】ボランティアにポイントが付与されるとあるがそ
の内容は
【答】「⾒守りを兼ねたゴミ出し⽀援」1 回につき 1 ポ
イント付与し 1 ポイント 100 円相当分とし、協⼒いた
だけるふるさと納税パートナー企業から提案のあった
商品と、年間 10,000 円を上限として交換。ポイント
は 1 年限り有効。
【問】
⽉額報酬単位から 1 回当たりの回数単位に変更し、
利⽤者負担の適正化と給付費の抑制を図るとあるが具
体的説明を
【答】現在岸和⽥市、泉⼤津市、⾙塚市、和泉市、⾼⽯
市、忠岡町で⾜並みをそろえる様調整中で、例えば要
⽀援 1 の⽅で週 1 回程度訪問看護が必要と判断された
が、実際は⽉ 2 回しかサービスをうけなかった場合で
も、
⽉額報酬単位は⽉ 4 回分となり利⽤者負担は 1217
円となる。⼀⽅回数単位とすると実際にサービスを受
けた 2 回分の⽉額約 600 円となり、削減される。
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介護保険 新総合事業〜⼤きく変わる
介護サービス〜のパネリストに
⾼齢社会をよく
する⼥性の会・
⼤阪が開催した
上記勉強会でパ
ネリストとして
和泉市の報告を
してきました。
来年4⽉から介
護に関して、介
護保険から提供
されていたサービスのうち⼀部は⾃治体が担うことにな
っています。その進捗状況を⼤阪府内の4⾃治体の議員か
ら発表するという企画でした。
最初に⼀般社団法⼈ ⼤阪府作業療法⼠会理事の関本充
史さんから〜⼤きく変わる介護サービス〜という事でお
話がありました。
続いて箕⾯市の中⻄智⼦市議から箕⾯市の現状報告があ
りました。府内の多くの⾃治体は総合事業を平成29年か
らスタートさせる予定ですが、箕⾯市は⼀⾜早く今年か
らスタートさせています。グラフを多⽤しての報告はわ
かりやすい報告になっていました。
続いて豊中市の熊野以素議員からの報告です。熊野さん
は介護保険の著書もあるほどの⽅で、国が⽬指している
⽅向や介護保険の危機についての鋭い指摘がありました。
続いて⼩林から和泉市の予定と進捗状況を報告いたしま
した。この報告に関しては関係課の⼤きな協⼒を頂きま
した。この場をお借りしてお礼を申し上げます。最後は
富⽥林市の吉年議員からです。吉年議員も介護保険につ
いては⼤変詳しく、かつパワフルに活動しておられる議
員です。富⽥林市では地域包括は3箇所ありますが、内1
箇所は直営で⾏っておられます。和泉市のようにすべて
⺠間で⾏うやり⽅もありますが、直営を持っていること
の⼤事さを強調されていました。
2000年に介護保険がスタートし、当初は5段階であった
ものが途中から要⽀援というものがもうけられ、今回は
その要⽀援は介護保険から外れて、基礎⾃治体がになっ
ていくことになりました。今回は介護1と介護2は介護保
険の中におさまっていますが、早晩これも介護保険から
外すであろうことは国の⽅針だとの発⾔もありました。

認定⼦ども園 Kids まゆみ竣⼯内覧会に
認定⼦ども園Kidまゆみさんの園舎の内覧会がありまし
た。⽊をふんだんに使った園舎は明るく広く快適でした。
３歳、４歳、５歳児クラスには間仕切りがなく、広々と
していましたがそれぞれの発達に応じての⼯夫が随所に
⾒られました。3歳時クラスにはロープの階段があり、４

歳児のクラスには
ひらがなが⼤きく
書かれたマットが。
また5歳時クラス
には1階が台所、2
階が隠れ屋になっ
た⽊製の家があり
ました。またトイ
レは中庭の緑が楽
しめる場所に設置
されていました。
こんなに明るくきれいなトイレなら、何度も⾏きたくな
るかもしれません。

昌子の日記＆予定
11/4 泉北環境整備施設組合議会
11/6 校区別防災訓練
11/7-11 H27 年度決算委員会
11/13 泉北環境クリーンフェスティバル
11/14-15 泉北環境神奈川県⾏政視察（神奈川県寒川
リサイクルセンター、川崎市王禅寺処理センター）
11/15 ダム定例会
11/16 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、かが
やけ⽯尾っ⼦の会
11/17 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南
稜定例会
11/18 和泉府中駅会報配布
11/19 万葉の旅
11/21 光明池駅会報配布
11/22 和泉府中駅会報配布、議運
11/24 和泉府中駅会報配布、光明荘オレンジカフェ
11/25 和泉府中駅会報配布、戦没者追悼式
11/26 「⾼齢者の家事⽀援を考える」（講師 斎藤弥
⽣さん）
11/28 和泉府中駅会報配布
11/29 北信太駅会報配布
11/30 信太⼭会報配布、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
・140 回 11/19(土）バス散策 湖西万葉の旅
大津の宮跡～柳が崎～比良の湊～近江舞子
・141 回 12/10(土）遣新羅使の船旅（３）
博多津～壱岐～対馬

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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