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庁舎建替えの方向性決まる（庁舎整備特別委員会で）
現３ 号館を活用し、市立病院への仮移転を行わない案で

28 ⽇午前 10 時から庁舎整備特別委員会が開催され
ました。今回は 3 号館を存置する 2 つの案が⽰され
ました。市⻑からは上記の１案で進めたいとの意思
表⽰がありました。
この案は
①4 号館を仮移転の上、5 号館（旧市⺠会館）とと
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もに撤去。
②第 2 駐⾞場への仮迂回道路を整備。

③5 号館跡地に新庁舎を整備。
④1・2 号館・⼋⾓棟・仮移転部署を本移転。
⑤1・2 号館・⼋⾓棟を撤去し、⽴体・平⾯駐⾞場
を整備。
⑥3 号館は活⽤しながら改修。
というもので、従来の市⽴病院への仮移転を⾏わな
いで建替えを⾏う案となっています。仮移転に伴う
費⽤や、移転時の業務への影響を考えるとベターな
案だと思います。
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首長等の住民訴訟での損害賠償責任の制限は必要か？

年４⽉２０⽇最⾼裁判所第⼆⼩法廷判決 千葉勝美裁判官
補⾜意⾒）
●賠償額を制限する⽅法
⾸⻑らが悪意でなく重⼤な過失が無いときは、⾸⻑らの職
責その他の事情を考慮し、損害賠償額の上限を条例で定め
る。今後条例で定めることとなりますが、上限額は年収の
約5-6倍程度とし、⾸⻑で約1億円、職員で5千万円程度と
なる⾒込みです。

●パネルディスカッション
3/25（⼟）13時から⼤阪弁護⼠会館にて上記に関するパネ
ルディスカッションがあり、オンブズ和泉の代表⼩林洋⼀
が原告代表の⽴場でパネラーとして参加しました。当⽇は
専⾨家として専修⼤学⽩藤教授や前⽣駒市⻑の⼭下⽒等が
参加し活発な議論が重ねられました。
●賠償責任を制限する議論が始まった背景
住⺠訴訟は、不適正な事務処理の抑⽌効果があると考えら
れる ⼀⽅で、住⺠訴訟（４号訴訟）における⻑や職員の損
害賠償責任について、
① 巨額の賠償額に伴う⻑や職員への萎縮効果
② 国家賠償法との不均衡（公務員個⼈への求償責任の要
件︓故意⼜は重過失）
③ 議会の議決に基づく損害賠償請求権の放棄が政治的状
況に左右されてしまう場合があること
等の問題点が指摘されました。

●損害賠償請求権の放棄について
⾸⻑等に多額の損害賠償請求が認められた時に、議会がこ
の請求権を放棄する議決を⾏い、その結果⾸⻑らの賠償責
任が免除される事例があり、今回の法改正で議会が債権放
棄を議決する時は、監査委員の意⾒を聞かなければならな
いとされ、温情での債権放棄などに⼀定の⻭⽌めをかけて
います。しかし⼀般論として監査委員に適切な意⾒が出せ
るかどうかは甚だ疑問です。
●職員の賠償責任について
職員の賠償責任については、⾸⻑が単なる過失でも賠償責
任が発⽣するのに対し、職員については重⼤な過失が要件
とする考え⽅があり、裁判でもこのような考えの判決があ
ります。オンブズ和泉が起こした住⺠訴訟でこれが争われ、
単なる過失でも損害賠償責任があるとの判決が出ましたが、
今回の法案では⾸⻑と同じく単なる過失でも責任が問われ
ることになります。
●国会で審理中です
第 193 回通常国会に改正法案提出（H29/3/9）
衆議院総務委員会で審議（H29/5/10）

●賠償額を制限する根拠
地⽅公共団体の⻑が、故意等により個⼈的な利得を得るよ
うな犯罪⾏為ないしそれに類する⾏為を⾏った場合の責任
追及であれば別であるが、錯綜する事務処理の過程で、⼀
度ミスや法令解釈の誤りがあると、相当因果関係が認めら
れる限り、⻑の給与や退職⾦をはるかに凌駕する損害賠償
義務を負わせることとしているこの制度の意義についての
説明は、通常の個⼈の責任論の考えからは困難であり、そ
れとは異なる次元のものといわざるを得ない。（平成２４
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都市環境常任委員会で仙台・石巻を行政視察

⽯巻⾏政視察は次号で報告します

平成 29 年 5 ⽉ 9 ⽇ 都市環境委員会視察 仙台市「中⼭ これら⼀連の動きは新聞等でも報道され、保育⼠採⽤予定
14 ⼈のところに 30 名を超える応募があったそうです。⼜
とびのこ保育園」
公園広場の芝⽣の張り替えも地域住⺠で⾏ったそうです。
まちづくりの⼀環として⽇本で初めて都市公園内に保育所 なお、この芝⽣はゴルフ場が太陽光発電を設置するので、
を設置した仙台市中⼭地区の保育園を視察いたしました。 不要になった芝を理事⻑が貰い受けてこられました。地域
中⼭地区は昭和 30 年代後半から昭和 40 年代前半に造成さ に張り巡らしたネットワークがいかに強いものかを改めて
れた住宅地ですが、団塊世代の⼦どもたちが成⻑するとと 感じました。園舎は公園の中にありますので、⼤きくとっ
もに街の状況も⼤きく様変わりし、⾼齢者の割合が⼤きく た窓からは新緑のやわらかい緑がいつも⽬に⼊ってきまし
た。
つい先ごろまでは桜がとてもきれいであったそうです。
なっているそうです。
⼀⽅中⼭地区の発展と共に⻘果や鮮⿂等の⽣活必需品を中 ⼜廊下も広くとられ、先⽣⼿作りのあそび道具も置いてあ
⼼とする店舗等で「中⼭商店会」が結成され平成 15 年に りました。
は「なかやま商店街振興組合」が設⽴されました。今回の なお「とびのこ」とは「とんびの⼦ども」との意味だそう
都市公園内に保育園を設置するという⽇本初の事例は「な です。
かやま商店街振興組合」と「なかやま街づくり委員会」及 ⽊造のまだ⽊の⾹もかおる園舎でしたが、⼦どもたちの緊
び「中⼭福祉法⼈中⼭福祉会」の 3 者のかかわりと協⼒か 急避難のための「すべり台」はステンレス製で、園⻑先⽣
ら実現しましたので、もう少し商店街振興組合の活動のご は早急にこれを使っての避難訓練をする予定だと説明して
紹介をさせていただきます。組合設⽴の前後にはロシアバ くださいました。
レエ中⼭公演（H2 年）、姫神 1 万⼈コンサート（H3 年）
、
商店街近代化計画（H15 年）を始め、いわゆる街づくりを 今全国の⾃治体では待機児童解消のための対応を迫られて
積極的に⾏ってこられた背景が今回の快挙につながってい おり、和泉市も例外ではありません。今回は特区構想での
るとの感を持ちました。さらに理事⻑のお話では街路灯の 保育園建設でしたが、すでに法律の改正が⾏われ、特区で
整備や歩道を 60cm 狭めて短時間駐⾞を可とする道路整備 なくとも⼀般法で公園内に保育所の建設は可能とのことで
等、経済活動と共に地域づくりにも積極的に取り組んでこ す。
られ、H16 年には仙台のビジネスグランプリを受賞されて 和泉市でもこの事例を参考に待機児童解消に向けての取組
います。しかしそうした背景があるにもかかわらず、中⼭ みを進めていければと感じました。
地区にも少⼦⾼齢化の波が押し寄せてきており、そこで平
成 27 年 3 ⽉に「中⼭地域コミュニティ活性化構想」をま
とめ、まちづくりの三つの柱を⽴てられました。
1,空き家を活⽤して若い世代の地域内転⼊を促進し、地域
内空き家ゼロの街づくり
2、共働きの若者夫婦が安⼼して安全に⼦育てできる街づ
くり
3）⾼齢者が安⼼して⾃分のふるさとを終の棲家として暮
らせる街づくり
上記構想の実現に向け、
なかやま街づくり委員会を設置し、
その具体化に向け NPO 法⼈を設⽴されました。これら⼀
連のまちづくりの活動の流れの中から、今回全国初となる
都市公園内の保育所設置が実現したものと思われます。当
⽇は「とびのこ保育園」の⼀室で理事⻑と事務局を担う⽅
からもお話を聞かせていただきましたが、街づくりにかけ
る情熱と⾏動⼒が全国初の快挙につながっていることを実
感しました。さらにお話を伺ってわかったことですが、こ
の保育園運営のために「社会福祉法⼈中⼭福祉会」を設⽴
されました。理事⻑のお話では全国でも名の知れた会社か
ら運営したいとのお話がいくつもあったようですが「地元
の⼿で運営することで、より地域に密着したものとしてい
きたい」とのことで、お誘いを断られたそうです。
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昌子の日記＆予定
5/7 信太の森 FAN クラブ総会・花⽥茂義さんを偲ぶ会
5/8 議員永年知事表彰受賞
5/9 都市環境委員会仙台市 ⽇本初の都市公園内保育園
「とびのこ保育園」視察
5/10 都市環境委員会⽯巻市区画整理事業、防災集団移
転
5/11 和泉中央駅会報配布
5/12 和泉中央駅会報配布
5/13 かがやけ⽯尾っ⼦の会、和泉 100 ⼈委員会総会
5/14 万葉講座現地講座「忍阪から袖吹き返す⾶⿃へ」
5/15 光明池駅会報配布
5/16 和泉府中駅会報配布、あすの槇尾川を考える会
5/17 和泉中央駅会報配布
5/18 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南稜定
例会
5/19 和泉中央駅会報配布
5/21 緑ケ丘校区⼥性消防クラブ総会
5/22 北信太駅会報配布、泉北環境議員説明会
5/30 信太⼭駅会報配布
5/31 和泉中央駅会報配布、
彩⽣館 EM 講座

南松尾はつが野学園開校式へ

４⽉ 23 ⽇（⽇）午前 11 時から南松尾はつが野学園の開校
式が⾏われました。義務教育学校としては守⼝市⽴さつき
学園に続く⼤阪府内での 2 校⽬で、泉州地域では初めての
⼩中⼀環校とのことです。新⼊学の⼩学校 1 年⽣は 29 ⼈
で、全体では 179 ⼈でスタートしました。（⼩学⽣にあた
る前期過程は 130 ⼈、中学⽣に当たる後期過程は 49 ⼈）
議会からは正副議⻑や地元議員が招待されていましたが、
私は所属する「ソロプチミスト⼤阪ー南稜」の⼀員として
参加させていただきました。校章をデザインされた⽅や学
園歌を作詞、作曲された⽅などが紹介されていました。学
園歌の作詞者は⼦どもの中学時代の担任の先⽣でしたので
驚きましたが、専⾨の教科は国語であられたのでさすがで
す。素敵な歌詞なのでご紹介します。
南松尾はつが野学園歌
松井 昭浩 作詞
⼭本 明良 作曲
⼀
みどりに染まる 葛城⼭
⼼を開き 仰ぎ⾒て
明るい 声が こだまする
笑顔あふれる 学び舎に
九年（くねん）のときを 刻もうよ
みんな仲良く 希望を抱こう（いだこう）
南松尾はつが野学園
⼆

《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）

⼣⽇に映える ちぬの海
澄んだ瞳で はるかに眺め
元気に集う 仲間たち
夢が輝く 学びの丘に
九年（くねん）のときを 創ろうよ
みんな仲良く 未来に向かおう
南松尾はつが野学園

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 （済み）
・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）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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