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庁舎建て替え 検討始ま る （庁舎整備特別委員会で）
現３ 号館撤去ケースの資料が初め て提供さ れる

3⽉17⽇（⾦）に第9回庁舎整備特別委員
会が開催されました。今回は昨年12⽉に開
催された同特別委員会において委員から
提案された[3号館撤去案」と従来からの「3
号館存置案」の2案についての議論がされ
ました。
配置イメージ図によると3号館存置案では
新庁舎建設・⽴体駐⾞場のスペースはかな
り広く、設計においてはいろいろな案を描
けるように思います。⼀⽅3号館撤去案で
は新庁舎建設場所は市⺠会館撤去跡と3号
館撤去跡の細⻑い場所に庁舎は建設され
るため、庁舎規模や配置については制限が
多いと資料には記載されています。
⼀⽅３号館存置案では元市⺠病院を仮庁
舎として利⽤するため、仮設費⽤として6
億3900万円が必要。⼀⽅3号館撤去案では
1億83００円必要と試算されています。た
だし私が⼀番懸念していることはＩＴ関
連の移設がスムーズに⾏われるのか⼜費
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⽤は計上されている1億6600万円で収
まるのかという2点です。⼤掛かりな移
転を⾏うと移設した機器で何度も正常に

稼動するかのテストを⾏う必要があると思
いますが、それらを⼗分⾏えるだけの期間
を取ることができるのかも不明です。1⽅撤
去案では原則1号館、2号館、⼋⾓棟が残り
ますので、3号館の移設に伴うIT関連の費⽤
と仮テストだけで済みます。3号館撤去案で
のＩＴ関連移設費は1100万円です。
3号館存置案と撤去案ではトータルコスト
として8億8千万円の差異がありますが、仮
設費⽤として計上されている病院の北館設
計費400万円と改修費8600万円の計9000
万円や各課システム移設費のうちの差額1
億5500万円や病院借地料の１億4800万円
とコミセン借り上げ料の2000万円と引越
し費⽤の差額800万円の⼩計3億3100万円
は将来に効果を⽣み出す使い⽅でないよう
に思います。
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上新和泉中央複合商業施設説明会が開催されました

7 時から始まった説明会は午後 9 時まで続き質問者も多
くありました。多くの⽅が訴えておられたことはここ 20
年近く守られてきた住環境が商業施設の進出により、⼤
きく後退することのないようにとの点でした。かつてこ
の地域では府道三林岡⼭線沿道のサービス施設に関して
結ばれた協定で
「建設に際し、
周辺環境との調和を図り、
もって和泉中央地区が緑豊かで潤いのある、幼児から⾼
齢者まで安⼼して⽣活できる快適で魅⼒ある良好な居住
環境のモデル地区となることを⽬的とする」と定めた協
定書を沿道サービス施設と交わしてこられました。
今夜発⾔された⽅々も「協定書を遵守してほしい」
「⾵の
影響を調査してほしい」
「中央線沿いの飲⾷店は 23 時ご
ろ閉店なのに、今回ローレルスクエア側に建設予定の飲
⾷店は 24 時閉店となっている。もっと早めてほしい。
」
「スパーマーケットイケチューとドラッグストアが⼊る
棟はマンション側ではなく、駐⾞場と予定している場所
と変更できないか」
「規模が⼤きい太陽光発電が計画され
ているが、法的な規制はないのか。反射光が 1 ⼾にも⼊
らないようにしてほしい。
」
「出⼊り⼝は和泉警察に安全
をはかって欲しい。など穏やかに発⾔され、説明役の⽅
も丁寧に説明されていました。

上記の説明会があり出席しました。この地は庁舎の移

転候補に挙がった⼟地で、ここには上新電気、スーパマ
ーケット、ドラッグストア、飲⾷店（和⾷）
、喫茶店が出
来る予定です。
シテイプラザ 3 階の 1 室が⼀杯になるほどの参加者があ
り、付近住⺠の皆さんの関⼼の⾼さを感じました。午後
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相次ぐ原発差し止め却下の判断、福島原発事故を忘れたか
●福島原発災害を忘れたかのような判決相次ぐ
関⻄電⼒⾼浜原発 3,4 号機の運転を差し⽌め訴訟の決定が
⼤阪⾼裁であり、⼤津地裁の決定を破棄し原発稼働の差⽌
めを認めませんでした。
続いて広島地裁でも伊⽅原発差し⽌め請求を却下しまし
た。相次ぐ原発稼働容認の決定です。全国で 35 件の訴訟
が起こされていますが、裁判所が同様の判断をするのでは
ないかと危惧しています。
●⼤阪⾼裁の判断について
勝⽥忠広・明治⼤准教授（原⼦⼒政策）は本判決を厳しく
批判しています。
決定は新規制基準の内容や審査の⼿続きに不備がない
ので、関電の安全性に対する主張に問題はないと判断。⼿
続き論に終始し、東京電⼒福島第⼀原発事故前の主な裁判
例や、事故後だと九州電⼒川内原発の運転差し⽌め却下の
決定に近い印象だ。だが、住⺠らが不安に感じているのは、
過酷事故の際、関電の事故対応や原発周辺の避難計画が⼗
分機能するかどうかだ。福島の事故で、計画や基準があっ
ても対応は混乱し、被害は広範囲、避難は⻑期間に及ぶこ
とを知った。もっと住⺠の不安に寄り添った判断をして欲
しい
⼀⽅升⽥純・中央⼤法科⼤学院教授（⺠事法）は
提出された主張や証拠を、法律に基づいて丁寧に判断し
た結果だと思う。裁判官は科学技術の専⾨家ではなく、原
発のような相当⾼度な技術については、科学的な知⾒のも
とにつくられた規制する法律を尊重する必要がある。そも
そも仮処分は正式な裁判の判決前に損害を避けるための
法律⼿続きで、証拠が限られて簡易なものになる。重⼤な
事案は、正式な裁判できちんと判断されるべきだ。
●福井地裁判決
原発稼働の差し⽌め棄却の判断が続く中で、かつて⾼浜原
発の再稼働を禁⽌した福井地裁の樋⼝英明裁判⻑が下し
た⼤飯原発の再稼働禁⽌を禁じた福井地裁判決(2014 年 5
⽉)では次のように指摘しています。
「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等と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」
もう⼀度この⾔葉をかみしめてみたいと思います。
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昌子の日記＆予定

町をきれいにするボランティアさん

4/1 国道 480 号線鍋⾕峠道路開通式
4/3 和泉中央駅会報配布
4/4 国際ソロプチミスト⼤阪-南稜スポンサーシップ
活動（成美⾼校へ）
4/5 信太⼭駅会報配布
4/6 ⽯尾中学校⼊学式、放課後デイサービス施設⾒学
4/7 緑ケ丘⼩学校⼊学式
4/8 万葉講座
4/10 和泉中央駅会報配布、北松尾幼稚園⼊園式
4/11 宝塚市⻑選挙応援
4/16 信太⼭駐屯地創⽴ 60 周年記念⾏事、公⽴幼稚
園・保育園に通う保護者の声をきく会
4/17 北信太駅会報配布、育児⽀援家庭訪問員会議
4/18 和泉府中駅会報配布
4/19 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
4/20 和泉府中駅会報配布、会派代表者会議傍聴
4/21 和泉中央駅会報配布
4/23 南松尾はつが野学園開校式、
まちづくりフォーラム
4/24 和泉中央駅会報配布
4/27 成美⾼校
4/28 庁舎整備特別委員会傍聴、
ごみ問題学習会、⼦ども⾷堂
4/30 EM グループボカシ作り

私は役所に⾏くとき和泉中央線を通ります。最近、家電
量販店横の歩道際に⽣えていた背丈の⾼い雑草がすべて
取り払われていることに気づきました。役所がしたよう
な形跡はないし、⼀体どなたがこんなに広範囲にきれい
にしてくださったのかと気にしておりました。3 ⽉末に
中央線を通りかかった時にその⽅をお⾒かけしましたの
で、少しお話を聞かせていただきました。その⽅は以前
から和泉中央駅付近をきれいにしていただいている⽅で
した。和泉中央駅は和泉市の顔だからきれいでないと恥
ずかしいからと、定年後ほとんど毎⽇のようにごみを拾
っておられます。私も駅には⽴ちますので、お顔は存じ
上げていましたが、話をさせていただくのは今回が初め
てでした。仕事ぶりはとても丁寧で、雑草は根から抜か
ないとすぐに⽣えてくるからと、お⼿製の道具まで作っ
ておられました。1 ⽇に 60ｃｍぐらいしか進まないよう
な取組みですが、終わったところは本当にきれいになっ
ています。ご本⼈のご了解を得て写真を撮らせていただ
きましたので、掲載させていただきます。

《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
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）
・開催時刻 14-16 時
・会費 年会費 3000 円
・第 144 回（5/14 日曜）バス散策
お っ さか
いにしえの祈りが息づく忍阪から袖吹き返す飛鳥へ
★特別企画 岡本三千代万葉うたがたり鑑賞
・第 145 回（6/10 土）
万葉のこころ 現代に生きる万葉
・第 146 回（7/8 土）
万葉の悲恋物語
大伴家持に想いを寄せた女性たち

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）
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・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０

