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第３回定例会で景観条例等の一般質問しました

●

学校施設の維持管理について

文科省は平成 29 年 7 月 28 日に「学校施設
の維持管理に関するフォローアップ調査の
結果及び維持管理の徹底について」の文書
を各都道府県教育委員会施設主幹課長と各
指定都市教育委員会施設主管課長に通知し
ました。その通知文では学校施設は、児童
生徒の学習・生活の場であると共に、非常
災害時には避難所として地域住民の避難生
活の拠点としての役割を担うものであるた
め、日常のみならず、災害時においても十
分な安全性・機能性を有することが求めら
れます。しかしながら学校施設の維持管理
について、一部の府県の市町村を検査対象
として行われた平成 26 年度会計実施検査の
結果、平成 27 年 10 月 26 日に会計検査院か
ら文部科学省に対して改善処置要求がなさ
れ、要是正項目が早期に是正されていない
市町村が明示されました。点検の結果是正
が必要とされた場合には、「危険度の高い
ものから順に早期に是正していくことが重
要であり、遅くとも当該要是正項目の次回
点検までの間に全ての是正を完了させるよ
うお願いします。」と記載されています。
和泉市は建築基準法点検では調査対象市と
はなっておりませんでしたが、消防法点検
では大阪府内では 27 自治体が対象となって
おり、その内、和泉市は大阪府内 13 市町の
中の 1 市として 32 項目が未是正であると記
載されていました。私は過去において何度
もこの問題を取り上げ、早期の是正を要望

して来ました。今回この通知を知り、とても残念に
思っています。大事なお子様を預かっている教育機
関等において指摘を受け続けていても、一向に改善
されない状況は看過することはできません。
以下は質問と答弁のやり取りです。
【問】会計検査院から文科省に学校消防施設の維持
管理について改善要求があり、府内の 13 市町の内、
本市は 32 項目が未是正だ。過去に何度も早期の是正
を要望してきたのに残念だ。未是正項目と改修予定
を聞く。
【答】小は７校 17 項目で、中は４校 15 項目。屋内
消火栓や自動火災報知設備である。小規模なものは
修繕で、学校単位で改修を要するものは計画的に順
次実施予定である。
【問】文科省は H34 年３月末迄に改修改善を求めて
いる。市の計画は。又国からの通知を受けこの問題
を協議したか。議事録を示して欲しい。更に危険度
の高い備品は。次に是正計画について聞く。
【答】部内で検討したが議事録はない。危険度の高
い項目は自動火災報知設備、非常警報器具や屋内消
火栓等だが、各々重要だ。
【問】通知を受け予算を増額したか。又指摘事項改
善のための費用と今後の計画は。
【答】29 年度は予算 1800 万円で 30 年度は 2670
万円。32 項目全てを改修するには約 1 憶 4000 万円
と想定しているが、30 年度のペースでも是正完了に
は更に 5 年程度が必要。通知にある H34 年 3 月末を
念頭に更なる早期の完了に向けて検討する。

昌子の広場第２０３報

景観条例について
トリベール和泉も平成 4 年 5 月の街開きから 25 年余
りの歴史を刻んできました。街開きのときの鮮やか
と感じた色彩も今は歳月と共に落ち着いた色合いに
なってきました。今後は又当初の色彩に戻ることも
考えられますが、成熟した街にはそれなりの色彩が
似合うと思います。今回質問するに当たり、他の自
治体の状況を調べました。奈良県桜井市は景観条例
施行前でしたが、民間団体があらたに進出予定の大
型電気量販店との話し合いの結果、ロードサインは
15 メートルから 14 メートルへ、ポールの色はシル
バーからこげ茶色に、又看板自体は『赤字に白抜
き』から京都で用いられている茶色に白抜きの「古
代色看板」に変更が出来たとのことです。
4 度の話合いで当初計画から大幅に見直された理由
として、当該の団体の方の報告では、会社の「地元
のお客様との信頼関係を大切にする姿勢」や「ＣＳ
Ｒ（会社の社会的貢献度）」が大きく事態を進展さ
せることになったと報告されています。景観条例制
定により、景観保護や町並みの整備がいっそう進む
ことを期待しています。
以下は質問と答弁です。
【質問】和泉市では景観条例を制定していないが、
平成 26 年第１回定例会で、本市の都市の形成を踏ま
え、景観のあり方を研究すると答弁しているがその
後の進捗は。
【答弁】景観行政を進める上で、府内市町村で構成
される大阪府景観形成誘導推進協議会に加入し、都
市のストック老朽化による美観、安全阻害への対応、
空き家への対応、屋外広告物への対抗など、景観を
テーマに行政が抱える問題を相互に理解するため協
議会の活動を行っている。中でも都市景観の根幹で
ある住宅問題への取り組みがより喫緊の課題と考え
ている。
【質問】市街地において、屋外広告物は町の活性化
に資するという有益な面もあるが、その反面良好な
まちづくりを妨げることもある。良好なまちなみの
保全のための、屋外広告物への取組は
【答弁】平成 25 年に大阪府から事務移譲を受けてお
り、屋外広告物提出の許可事務や許可の必要性及び
適正管理の周知・啓発を行っている。
【質問】今後の良好なまちなみの保全について、景
観条例制定の目途とあわせて聞く。
【答弁】屋外広告物は、良好なまちなみの重要な構
成要素である一方、経済活動や日常の市民活動に欠
くことができないものと認識している。このことか
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ら、今後良好なまちなみの保全を図る観点から、ま
ちなみに関する条例を、２～３年をめどに策定した
い。

その他消防本部の移転・新築についても質問しまし
た。

昌子の日記＆予定
10/1 和泉中央駅会報配布
10/2,3 和泉中央駅会報配布、役員選挙
10/5 和泉中央駅会報配布
10/9 和泉府中駅会報配布、広報公聴委員会傍聴
10/10 和泉府中駅会報配布、泉北水道派遣議員会合
10/11 住民訴訟（大阪地裁）
10/12 和泉中央駅会報配布、ごみ問題学習会（吹田
市）
10/13 はるな愛講演会、万葉講座、子どもの口腔崩
壊と歯科健康格差と対策を考える講演会
10/15,16 市町村アカデミートップマネジメント研修
（大津市）
10/17 光明池駅会報配布、事務所運営委員会
10/18 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南
稜定例会、てらこやハッピー（子ども食堂）
10/19 北信太駅会報配布、和泉テクノ FC 関西リーグ
優勝祝勝会
10/21 タウンミーティング
10/22-26 H29 年度決算審査特別委員会
10/24 北松尾幼稚園運動会
10/28 EM グループボカシ作り
10/29 和泉府中駅会報配布
10/30 信太山駅会報配布

《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 157 回（10/13 土） 済み
・第 158 回（11/23 金祝）バス散策
く

に きゅうせ き

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
・第 159 回（12/8 土） 万葉の男心女心
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

財政ランキング前年同様大阪府内で十一位

泉州地域が全般に低位にも拘わらず上位に（東洋経済新報社調べから）

和泉 市
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東洋経済新報社の全国の財政健全度ランキングが掲載されていましたので紹介します。
財政状況に関連する 14 の指標を脱借金体質、弾力性・自主性、財政力、財政基盤の４つのカテゴリーに分
類し、それぞれの分野での順位とそれらを総合した評価値を財政健全度としてランキングしたものです。全
国のベストテンはいずれも東京、愛知周辺が占めています。自動車を筆頭に各種産業が集積した結
果です。
和泉市は全国で 233 位、
大阪府内では 11 位と健
闘しています。高位は
北摂地域の自治体が占
めており、それに比べ
近隣の岸和田市、高石
市、阪南市、泉南市、
泉大津市、泉佐野市は
いずれも低迷していま
す。箕面市は住み良さ
ランキングでも府内で
トップ、財政健全度で
も 2 位と府内で抜きん
でています。全国でト
ップのみよし市と府内
のトップの吹田市との
比較したのが左表です。
都市の成り立ちの違い
など構造的格差がベー
スにありますが、課題
も見えてきます。
●圧倒的に違う税収
みよし市の一人当たり
税収額は和泉市の 2.3
倍もあり（納税者一人
当たり所得は 1.3 倍）、
この差は如何ともしが
たく、経常収支比率な
どの財政指標は大きく
見劣りします。吹田市
は実質公債比率はマイ
ナスで完全に借金に依
存しない財政が確立し
ています。

