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大飯原発差し止め控訴審 住民側逆転敗訴
名古屋高裁金沢支部 危険性無視しうる の判断

●画期的⼀審判決を破棄
関⻄電⼒⼤飯原発３、４号機（福井県おお
い町）の運転差し⽌めを福井県の住⺠らが
求めた訴訟の控訴審判決が４⽇、名古屋⾼
裁⾦沢⽀部であり、内藤正之裁判⻑は「危
険性は社会通念上無視しうる程度」と述べ、
住⺠らの⼈格権を侵害する具体的な危険性
はないと判断。運転差し⽌めを命じた⼀
審・福井地裁判決を取り消し、住⺠側の請
求を棄却しました。
●判断の枠組み
わが国の法制度は、原⼦⼒発電を⼀律に有
害危険なものとして禁⽌せず、重⼤事故が
⽣じて放射性物質が異常に放出される危険
などに適切に対処すべく管理・統制されて
いれば、認めている。福島原発事故の深刻
な被害の現状に照らし、わが国のとるべき
道として原⼦⼒発電そのものを廃⽌・禁⽌
することは⼤いに可能であろうが、その当
否の判断は司法の役割を超え、国⺠世論と
して幅広く議論され⽴法府や⾏政府の政治
的な判断に委ねられるべき事柄だ。
として⼀審判決を破棄しました。
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●判決の要旨
控訴審判決はまず、差し⽌めの判断基準を検
討。福島事故後に定められた新規制基準について
「最新の科学的・専⾨技術的知⾒を反映して制定
された」などと指摘。3,4 号機がそれに適合する
とした規制委の判断とともに、いずれも妥当と認
定しました。
●差⽌めを認めた樋⼝裁判⻑の⾔葉が思い出さ
れます。
「関電は本件原発の稼動が電⼒供給の安定性、コ
ストの低減につながると主張するが、当裁判所
は、極めて多数の⼈の⽣存そのものに関わる権利
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ことであると
考えている。このコストの問題に関連して国富の
流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運
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。
」
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⼀般質問しました
今回はゴミ⾏政と児童発達⽀援センターについて⼀般
質問しました。

＜ごみ⾏政のありかたについて＞
●マイクロプラスティックにつて

海に遊びに⾏って砂浜を散歩すると、流⽊や海藻など
にまじって、たくさんのごみが打ちあげられています。
最近、注⽬を集めている海のごみがあります。それは、
プラスチックのごみ。そのなかでも、「マイクロプラ
スチック」とよばれる、直径 5 ミリ・メートル以下の
とても⼩さなプラスチックのごみです。
流⽊や海藻なら、微⽣物などの働きでやがては分解さ
れ、⼆酸化炭素や⽔などに戻っていきます。ですが、
プラスチックは、いくら⼩さくなっても、分解してな
くなることはありません。しかも、⼩さなプラスチッ
クは、海の⽣き物がえさと間違えて⾷べてしまうこと
があります。海の⽣態系への影響が⼼配されています。
ごみは、適切に処理しなければ、⾏きつくところは海
です。⼈間の作りだしたプラスチックが、⻑いあいだ
地球の環境を汚し続けるのです。
海の⽣き物に必要な栄養は、まず、海の表層にいる植
物プランクトンが、太陽の光を受けて光合成で作りだ
します。それを⼩さな動物プランクトンがえさにして、
さらに⿂などが、その動物プランクトンを⾷べます。
この動物プランクトンが、植物プランクトンと間違え
てマイクロプラスチックを⾷べてしまっていること
が、最近の研究でわかりました。この動物プランクト
ンを⿂が⾷べ、その⿂をさらにサメやクジラのような
⼤型の⽣き物が⾷べることで、海の⽣き物全体にマイ
クロプラスチック汚染が広がっていく可能性があり
ます。
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＜質問＞
マイクロプラスティックについての基本的な認識及
び和泉市の現段階での対応は
＜答弁＞
マイクロプラスティックには 2 種類あり。1 種⽬は、
⼀次的マイクロプラスティックよ呼ばれ洗顔料、⻭磨
き粉などのスクラブ材等に利⽤されているマイクロ
ビーズ等があり、2 種⽬は、⼆次的マイクロプラステ
ィックと呼ばれるもので、⼾外に放置されたプラステ
ィックが、紫外線等で破砕・細分化され 5ｍｍ以下と
なったものがある。
とりわけ海洋ごみとして放置された 2 次的マイクロ
プラスティックに吸着した化学物質が⽣態系に及ぼ
す影響が懸念されると⾔った⾒解もある。
本市では、マイクロプラスティックに特化した取り組
みは無いが、ごみ減量対策の 3R（削減、再利⽤、リ
サイクル）を促進することを基本として取り組んでい
る。
＜質問＞
吹⽥市を中⼼に⾃治体がレジ袋削減に取り組み、賛同
した店舗ではレジ袋を有料化したと聞いている。本市
の取組は
＜答弁＞
市内のスーパー等を調査した結果、無料の事業者もあ
るが、⼀部の事業者ではレジ袋の有料化、エコポイン
トの付与、値引き等独⾃の⽅法で展開している。
またレジ袋の年間排出量は、⼀⼈当たり 3.6Kg と⾔
われており、本市ではごみ減量対策の 3R と併せてエ
コバックの利⽤の啓発を⾏っているが、レジ袋の対応
については他市の事例も参考に取組んでいきたい。
＜要望＞
今の答弁では積極的なお答えではないとわかりまし
たが、世界の状況はどんどん変化しています。その変
化に取り残されない様施策展開を希望します。
＜質問＞
市⺠と向き合う基礎⾃治体として、この問題をもっと
市⺠にアピールし、今の⽣活スタイルを変えていくこ
とが将来世代への環境負荷を少なくできる事につな
がると考えるが、今後この問題について、市⺠に発信
する予定はあるか。あればそれはいつごろか。
＜答弁＞
ごみ減量とリサイクルの促進により、地球環境の保全
が図られますことから、マイクロプラスティックに関
する国の確かな情報が把握でき次第、広報・ホームペ
ージ等で啓発していきたい。
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＜児童発達⽀援センターについて＞

児童発達⽀援センターは障がいのある児童に⾝近な地
域で⽀援を提供する施設で、地域の障害のある児童を
通所させて、⽇常⽣活における基本的動作の指導、⾃
活に必要な知識や技能の付与または集団⽣活への適応
のための訓練を⾏う施設です。
福祉サービスを⾏う「福祉型」と、福祉サービスに併
せて治療を⾏う「医療型」があります。
障害児に対する通所施設は、以前は障害種別ごとに分
かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成
24年度より⼀元化が⾏われました。ただし、これまで
同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められて
います。
児童発達⽀援センター（はつがの園）は福祉型ですが、
⾼度なケアができる施設としてH27.7に誕⽣しました。
しかし機能訓練⼠等の専⾨スタッフが集まらず、放課
後デイサービスの利⽤者低迷もあって、⾚字となりこ
れに市が補助⾦を出している事業です。以下の3点を中
⼼に質問しました。
①専⾨スタッフの補充状況は︖
②利⽤者の低迷が克服されたか︖
③⾚字が解消しても補助⾦を出すのか︖
＜質問＞
平成28年度と29年度の補助⾦⽀給実績とH29年度
の経営状況は。
＜答弁＞
補助⾦⽀給はH28年度は2470万円、29年度は2080
万円で、H29年度は約900万円の⿊字。
<質問＞
この補助⾦は機能訓練⼠等の配置に対する⼈件費
を補助するためのものだが、⿊字になっても補助す
るのか。⾚字対策として導⼊されたのではないのか。
＜答弁＞
本来なら配置が必須でない機能訓練⼠等を配置す
ることにより、⾝近な地域での重症⼼⾝障がい児が
療育を受ける事が出来るものです。当事者が安定し
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た療育を受ける事ができる様、配置実績に応じた補
助⾦を⽀給する予定で経営状況とは関係ない。
＜質問＞
機能訓練⼠等の配置状況は。
＜答弁＞
⾮常勤対応で開所⽇数289⽇の内、理学療法⼠61⽇、
作業療法⼠36⽇、⾔語聴覚⼠は58⽇の配置となっ
ている。
<質問＞
機能訓練⼠等はいずれも⾮常勤対応で、その配置は
1/4から1/6に留まっている。これでは特⾊ある児童
発達⽀援センターの本来の⽬的を達成していない
のでは。
＜答弁＞
機能訓練⼠等が対応にあたる重症⼼⾝障がい児は、
⽉曜⽇から⽔曜⽇に登園しており、平成30年4⽉か
らは、いずれかの機能訓練⼠が⽉・⽕・⽔曜⽇には
出勤して対応している
●利⽤状況が改善されたか︖

利⽤状況を表したのが上表であるが、収⽀悪化の原
因となった放課後デイサービス事業の改善は全く進
んでいない。毎⽉の利⽤者が全くない⽉があるなど、
抜本的な対策が必要な時期に来ていると考える。
●収⽀改善が進んでも補助⾦の⽀出が必要か︖
平成 29 年度は補助⾦が 2080 万円で 900 万円の⿊
字の決算となっている。経営改善が進めば補助⾦が
無くても⿊字の達成が可能な事態も想定されるが、
市はそのような事態になっても補助⾦の⽀出を続け
ると⾔っている。果たしてそのような事が許される
のでしょうか︖
もともとこの補助⾦は機能訓練⼠等の医療従事者の
配置を促進するために制定されたものですが、それ
らの配置は全く不⼗分と⾔わねばなりません。
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議会改⾰度ランキングについて

体としては北摂関係の議会が上位にあります。この傾
向は住み良さランキングや、財政破綻度ランキングで
も同じ結果です。
和泉市は410位とまずまずですが、上位に届かないの
は議会基本条例が制定されていないのが⼤きな要因と
思われます。

昌子の日記＆予定

地⽅から政治を変える取り組みを⾏う早稲⽥⼤学マ
ニフェスト研究所は 6 ⽉ 8 ⽇、2017 年度「議会改
⾰度調査」ランキングのうち、都道府県、政令市、中
核市のランキングを公開しました。(1318 議会中)
【調査の観点】は 議会が果たすべき役割として３つの
柱をあげ、改⾰度合を数値化し、ランキング化した。
(1)情報共有（本会議などの議事録や交際費・視察結果
の公開具合と検証）
(2)住⺠参加（傍聴のしやすさ、議会報告会などの実施、
住⺠意⾒の聴取）
(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）

7/1 「⽔と⾵と⽣きもの」虹の図書館映画鑑賞
7/2 和泉府中駅会報配布
7/4,5 ⼩⽥原市へ「エネルギー事情」視察
7/8 池上わかばこども園新園舎内覧会
7/9 和泉中央駅会報配布
7/10 和泉中央駅会報配布
7/11 ごみ学習In吹⽥、アビリティーズ講演会
7/12 ⼤阪地裁（造園談合住⺠訴訟）
7/13 和泉中央駅会報配布
7/15,16 「福島を忘れない︕全国シンポジウム」
7/18 事務所運営委員会
7/19 和泉府中駅会報配布、近畿市⺠派議員交流・学習会
In吹⽥
7/20 北信太駅会報配布
7/21 介護問題研究会
7/23 和泉中央駅会報配布
7/24 信太駅会報配布、留守家庭訪問⽀援員スキルアップ
研修会
7/25 光明池駅会報配布
7/26 和泉府中駅会報配布、ごみ問題学習
会
7/28 介護研究会、のぞみ野夏祭り
7/30 南部市議会議⻑会主催「議会改⾰の
課題と処⽅箋」

《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 13-15 時
・会費 年会費 3500 円
・第 156 回（9/8 土） 万葉サラリーマン生活
・第 157 回（10/13 土） 次月バス散策事前説明
・第 158 会（11/23 金祝）バス散策
く

上位300位迄が公開され、和泉市はランク外で議会事
務局を通じ早稲⽥⼤学マニュフェスト研究所の事務局
に直接確認したものです。
ベスト10内に⼤阪府議会と堺市議会の⼆つが⼊り、関
⻄は全体として⾼位にあります。
⼤阪府内では近隣市では堺市と泉⼤津市が健闘し、全
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に

平城宮跡から幻の恭仁宮跡へ
し きの み

こ

志貴皇子のみ魂眠る田原の里を訪ねて
パソコン講座（8 月は夏休みです）
・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

