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Fax 020-4669-6920
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ホームページもご覧下さい

今年は現在の天皇が退位し、皇太子が新天皇に即位す

る記念すべき年です。元号がどうなるかも大きな関心です。

ところで昨年は、年末になって日産のゴーン会長が有価証

券記載違反で逮捕されるという事件が起こりました。巨額の

報酬を記載しなかった嫌疑がかかっているそうですが、10 億

とも20億ともいわれる高額な報酬に驚かされます。日本では

かつて一億総中流と言われましたが、一握りの勝ち組が全

体の富のかなりの分を所有する貧富の格差が大きくなってい

るようにも思えます。

森友・加計問題は遠い過去に消え去ったかのようですが、

大幅な土地の値引き、決済文書の改ざん等公正な事務

執行の点で極めて重大な問題が何ら解決していません。国

には住民監査請求や住民訴訟の制度が無く市民が直接

訴える手段がありません。ここは国会議員の出番ですが、ス

キャンダルや事務執行に疑いを抱かざるを得ない議員の存

在などが表に出て、何ら本質的な議論がなされていません。

今年は参議院選挙があります。選挙で主張しましょう。

和泉市では懸案であった新病院が開院しました。指定管理

者への移行時の支度金問題などがありましたが、開院後は

極めて順調な滑り出しで大変うれしく思います。今後は市民

に愛される病院となるよう祈っています。

もう一つの課題であります新庁舎の建設がいよいよ始まりま

す。今月号に概要を紹介していますが、住民投票など多くの

問題があった新庁舎の建設です。計画時に比べ大幅に事

業費が拡大していますが、財政の厳しい中にあって少子化

の流れも踏まえコンパクトな庁舎であってほしいと思います。

平成 33 年完成・新庁舎への移転の予定ですが、計画通

りの進行を期待します。

話は変わりますが、１１月８日付朝日新聞には、原子力規

制委員会は７日、東海第２原子力発電所の２０年間の運

転延長を認めました。３０年以上運転した原発２２基の内、

廃炉を決めた原発が１０基、再稼働しているのが 4基、運転

延長が認められたのが今回の東海第 2 を含め 4 基。原発

の運転期間を 40 年とした原則を破って再稼働するには、合

理的な理由が必要ですが、主として日本原子力発電所の

存続を理由とした再稼働は容認出来ません。又先般九電

が出力抑制として、太陽熱や風力発電の再生エネルギー

の買取を一部中止しました。発電能力が大きくなりすぎたとの

事ですが、九電は全国で再稼働している9基の原発の内4

基を占め、原発に大きく依存しており、原発の煽りを受けて再

生エネルギーの出力が抑制された納得のいかない結果で

す。

一方司法の場では最近多くの原発再稼働の差し止め訴

訟で、原告敗訴・再稼働容認の裁判が続いています。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

判長は、「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民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。

小林昌子
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平成30年 12月 4日 総務安全委員会で和泉市職員
の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ
いての議案が提案されました。以下そのやり取りと
反対討論の内容です。
【質問】条例改正の影響は
【答弁】条例改正による給料・手当や報酬への影響

は年間で、議員が 86万９千円、市長等の特
別職が 21万 9千円、一般職が概算で約
3,860万円である。

【質問】議員や特別職についても、人事院勧告に伴
って増額する理由は

【答弁】議員や特別職の期末手当については、人事
院勧告のような目安となる基準はないが、
同じ地方公務員として一般職に準じること
が適切と考える。

＜反対討論＞以下この条例制定に反対の討論
和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する
条例制定について反対の立場から討論します。
平成30年 8月 10日に出された人事院総裁談話でも
明らかなように「人事院勧告制度は、労働基本権制
約の代償措置として、情勢適応の原則に基づき国家
公務員の適正な処遇を確保しようとするものです。
従って 給与勧告の対象職員は次の説明からも明ら
かなように全ての国家公務員に適用されるものでは
ありません。人事院ホームページでの説明によると
国家公務員総数は58万 3千人で、そのうち 29万 8
千人の特別職と7千人の行政執行法人職員および3千
人の検察官と一般職の中での28万 5千人は今回の勧
告の対象外で、給与法適用職員は一般行政職員、外
交官、税務署職員、刑務官、海上
保安官、医師、看護師等となって
います。又岸和田市は人事院勧告
に従うのは職員のみで、特別職や
議員は対象外とする方向と聞いて
います。これが本来の姿です。
したがって人事院勧告を準用できるのは議員や特別
職を除く地方公務員だけにすべきであります。よっ
て議案第83号に反対いたします。
●基金に積み立て
私は今までも議員の不合理な報酬や期末手当の増額
に反対してきました。反対する以上増額分を受け取
ることは出来ません。しかしながら増額分の受領を
拒否すると寄付とみなされ、公選法違反となるため

増額分を「環境・子ども・女性基金」に積み立てて
います。この基金は財政健全化の一環として、議員
定数の削減が課題となった時に、私は議員定数の削
減ではなく議員報酬の削減で対応すべきと考え、そ
れを提案しましたが、賛同を得られなかった為、議
員報酬の10％を積み立てたものです。今までこの基
金から女性シェルターが閉鎖するまでの10年間支援
し、ベトナム里親支援は現在も継続し、今年で18年
目になります。

昌子の日記＆予定
12/1 いのち・愛・人権市民の集い 辻井いつ子氏講

演
12/3 都市環境委員会傍聴
12/4 総務安全委員会
12/5 庁舎整備特別委員会傍聴
12/6 議会運営委員会傍聴、大阪地裁（住民訴訟）
12/7 和泉市立総合医療センター経営評価委員会傍聴
12/8 万葉講座、ソロプチミスト大阪-南稜バザー準

備
12/9 ソロプチミスト大阪-南稜バザー
12/12-13 本会議一般質問
12/14 和泉中央駅会報配布
12/17 和泉中央駅会報配布、本会議
12/18和泉府中駅会報配布、広報公聴委員会傍聴
12/19 光明池駅会報配布、事務所運営委員会
12/20 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南

稜定例会
12/21 和泉中央駅会報配布、適正就学対策審議会傍

聴
12/25 北信太駅会報配布、都市計画審議会傍聴
12/26 和泉中央駅会報配布
12/27 信太山駅会報配布、ごみ問題学習会

特別職等の給与UPに反対しました

《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160回（3/9土）

月・霧・雲・雪・風・・・万葉風景

・第161回（4/13土） 次月バス散策事前説明

・第162回（5/19日） バス散策

袖吹き返す飛鳥散策～

特別企画万葉うたがたり鑑賞

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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建築面積 6,250 ㎡（内新庁舎 3,300 ㎡）
延床面積 20,825 ㎡（内新庁舎 12,690 ㎡）
新庁舎（本館）；地上 7階 立体駐車場；地下 1階、地上 2階
立体駐車場 約 300台

計画概要

＜紆余曲折を経て決まった新庁舎建設＞
和泉市の現庁舎は建築後相当年数が経過し耐用年数に近
く、耐震基準を満たしていない事から、早急に整備が必要
となり、この問題を扱う「庁舎整備特別委員会」を議会に
設置し、検討を重ねて来ました。その概要は以下の通り。
●H24.11.28 第１回庁舎整備特別委員会
現地で建替えの基本方針を確認
●H25.2.24 第 2回庁舎整備特別委員会
新病院の建設や小中一貫校の建設等大規模投資案件を控
え、より事業費の少ない耐震改修で検討するに変更
●H26.5.27 第 3回庁舎整備特別委員会
耐震改修が 21億円必要と大幅に増加する事が判明したた
め、他の方法も検討する必要が生じた
●H27.2.24 第 4回庁舎整備特別委員会
行財政改革により、事業費の捻出の見込みが立った事か
ら、耐震改修から建替えに方針を変更。建設位置は現地を
基本とするが他の位置も検討の対象とする
●H27.6.5 第 5 回庁舎整備特別委員会
庁舎建設位置の候補を現地とUR住宅展示場跡地の2箇所と
する。その後の大まかなスケジュールは 8月に第 6回庁舎
整備特別委員会を開催し、その後市民説明会を開催し、10
月の第７回庁舎整備特別委員会で建設場所の基本方針を策
定する。
●H27.9.17 第 6回庁舎整備特別委員会
市が建設場所を現在地とする方針を表明、委員から市民意
見を聞いていない等建設位置の確定について異議が続出、
市長は住民投票で市民の意見を聞くべきとの意見にも応じ
ず。

●H27.9.30 住民投票条例可決
このままでは現地での建て替えが決定することに危機感を抱い
た有志議員（私もその一人）が、民意を確認する住民投票条例
を議員提案で上程、賛成多数で可決され、知事選と同日の
11/22 に投票となった。
●H27.11.22 住民投票実施
現地が 33,213票、和泉中央が 36,172 票で 2,959 票の僅差で
はあるが、和泉中央への移転が過半数で住民の意思が示された
●H27.12.15 庁舎の位置を定める条例否決
庁舎の位置を変更するには条例の制定が必要で、重要な事項で
あることから出席議員の 2/3 以上の賛成が必要。結果は僅かに
及ばず否決され、その結果現地での建て替えが決定した。
以上の経緯で現地での庁舎の建て替えが決定されました。

＜基本コンセプト＞

●防災拠点機能 免震構造の災害に強い庁舎
●セキュリティー機能 個人情報を確実に管理
●窓口・執務・ユニバーサルデザイン 誰もが使いやすい庁舎
●情報発信・市民交流・飲食物販・福利厚生
●外構計画（広場・駐車場・駐輪場） 動線が交錯しない計画
●環境への配慮 太陽光などの自然エネルギーの積極活用
●ライフサイクルコストの縮減
＜事業費＞

事業費は 82億円で、59億円を起債で、16 億円を基金で対応
当初計画時の事業費（用地買収費を除く）は約 60億円と見込
んでいたのに比べ、大幅に事業費が膨らんでいる。更なる費用
増は絶対に回避することが必要と考えます。
＜建設スケジュール＞
平成33年7月の移転予定。工期の遅れが無いように願いたい。


