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大阪地裁大飯原発差止め請求棄却
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関西電力大飯原発３、４号機（福井県おおい町）を
めぐり、大阪地裁（北川清裁判長）は 3/28 運転差
し止めを求めた男性の仮処分申請を棄却しました。
昨今原発稼働の差止め請求は原告敗訴の判決が続い
ています。昨年 11 月には原子力規制委員会は、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
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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、
原発の煽りを食って再生エネルギー
の出力が抑制された納得のいかない
結果です。
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
働容認の判決（決定）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。
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予算委員会で質問しました
■受動喫煙防止について
【質問】
生駒市では昨年４月１日
から昼休みを除く勤務時
間は喫煙を禁止するとと
もに、喫煙後45分間はエ
レベーターの使用を禁止
しているとの事です。本市では職員はエレベーターの
使用は禁止となっていますが、喫煙はフリーの状況と
認識しています。生駒市によると喫煙後は呼気には有
害な物質が残り、喫煙前のレベルに戻るには45分間
が必要とされるとする研究結果があり、これをもとに
先のような決定をしたとの事です。本市における喫煙
時間の設定や、受動喫煙に対する市の見解は。
【答弁】
職員の勤務時間中の喫煙は、節度を保つ範囲に限り認
めており、回数が多かったり、長時間にわたることの
無いように指導している。受動喫煙に関しては、健康
増進法の要件に従って喫煙場所を設置することにより、
望まない受動喫煙を防止する必要があるが、現状は喫
煙後の行動に関し特段の規制を図る考えはない。
【要望】
大阪府では敷地内禁煙となっており、本市の小中学校
も敷地内禁煙です。世の中の流れはいやおうなくその
流れになっていますので、各自治体も早晩その流れに
従わざるを得ない状況になることは容易に想像できる
ところです。その時にしっかり対応できる様に今から
準備をすべきだと指摘しておきます。
■ふるさと元気寄付事業について
【質問】
寄付は何に使われている
か
【答弁】
平成29年度は、多い順
に、子育て、教育、文化、
芸術、健康、都市整備基
盤及び環境に関する事業
として731百万円、市長
が必要と認める事業に569百万円、産業・雇用及び環
境に関する事業として130百万円となっており、H30
年度は12月までの集計で同様の区分でそれぞれ605百
万円、386百万円、169百万円となっている。
【質問】
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今後魅力ある返礼品の開発については。
【答弁】
和泉商工会議所と連携し市内事業者を対象に「ふるさ
と寄付を活用した販売促進」をテーマとしたセミナー
を開催し、又コーディネーターによる事業者への支援
も行いながら、返礼品の開拓と商品開発を行っていき
たい。
【質問】
ふるさと元気寄付事業の収支は。
【答弁】
10億円の寄付金のうち、ふるさと元気基金への寄付金
は8億3500万円を見込んでおり、そのうち50％（*）
の４億1750万円に平成29年度末のふるさと元気基金
定期預金の利子を加えた4億1870万5千円を基金に積
み立てる。（*）残り50％は現年度の事業に充当
【参考】

■デジタル防災行
政無線について
【質問】
昨年の台風21号の
際に多くの市民か
ら、防災無線が聞
き取りにくいとの
声が多数あった。
災害情報の伝達は
とても重要なことと思うが防災無線を補完する方法や
他の手段は考えられないか。
【答弁】
災害時に市民への情報伝達の重要性は認識している。
台風の災害後「いずみメール」の登録を促進するとと
もに、同報系デジタル無線を補完するための市公用車
へのスピーカーの設置を行いたい。更に新たな情報伝
達手段として、現在の同報系デジタル防災行政無線の
個別受信機の増台、防災ラジオ、ポケベル波を利用し
たデジタル行政無線による個別受信機等の導入につい
て研究中である。
【要望】
全ての市民に漏れることなく災害情報が届けられる仕
組みを構築していただきたいと思います。又一方で新
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たな伝達手段の導入には大きな費用も掛かると聞いて
います。「いずみメール」が登録できる方には可能な
限り登録していただき、高齢者や障がい者などの避難
行動要支援者、携帯電話を持っておられない方などに
に限定して防災ラジオを貸与するなど、効果的な導入
を検討していただきたい。

れているが、飲料水の確保が
重要と思われるが、どう考え
るか。
【答弁】
水の運用方法として、水道水
を配水池に貯水した状態で、
市民のみなさまに水道水を提供している。規模の大き
な地震が発生した場合は、配水池に備えている緊急遮
断弁が作動し、一定量の水道水を確保できます。確保
した水道水を給水活動により、市民の供給することで、
飲用や簡易な炊事に使用していただくよう考えている。

■上水道について
【質問】
市は上水道を大阪広域水道、泉北水道、光明池より入
水しているが、受水量の実績及び受水単価は。
【答弁】
受水量及び受水単価は以下の通りである。

■民間保育所等運営事業について
【質問】
認定こども園あいしゅう幼稚園改築事業補助金として
３億7038万2千円が計上されているがその内容は
【答弁】
認定こども園あいしゅう幼稚
園改築事業は、総事業費6億
1850万円の事業で、平成30年
度と平成31年度の２ヵ年をか
けて行う園舎建て替え事業で、
保育所部分と幼稚園部分に分け
て補助するものである。
補助総額は４億6297万円で、
平成30年度は事業全体の20％、平成31年度は残りの
80％に補助するもので、保育所部分が1億8793万円、
幼稚園部分が1億8244万円である。
【質問】
改築により定員は
【答弁】
保育所は90人から161人に、幼稚園は180人から150
人に定員減となる。

尚大阪広域水道事業団の単価はH30年度から72円に変
更されている。光明池原水は水処理前の単価。
【質問】
和田浄水場で水を作っているが、自己水を持つメリッ
ト、デメリットは
【答弁】
メリットは大阪広域、泉北水道よりも安価で経済的に
優位性が高い。又複数の水源を持つことは危機管理上
利点がある。一方デメリットは施設の耐用年数があと
20年程度であるため、建て替えする場合に多額の費用
がかかる。
【質問】
和田浄水場の位置づけは。
【答弁】
和田浄水場はあと20年は持つと考えられることから、
現状設備機器を更新しながら引き続き施設運用する。
今後府域一水道に向けた水道のあり方も含め、施設の
存続にについて適宜判断したい。
【質問】
自己水を作り続けることにどのような課題があるか。
存続する場合の費用と人材確保は。
【答弁】
最大の課題は取水量が不安定なこと。施設の更新は約
30億円が必要で人材の確保は可能と考える。
【質問】
近い将来東南海、南海地震が起こる確率が高いといわ

総務安全委員会協議会で質疑
■消防の広域化について
【質問】
３２年４月が広域化スタートの予定と聞いておりまが
現地点での２市１町の議論において、問題あるいは課
題となっていることはどのような点か。
【答弁】
第２回広域化協議会におきま
して、コンサル業者からの広
域化調査・研究事業に係る成
果物の内容を報告させていた
だいたところ、各委員からは
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「財政効果を見出すことも重要であるが､今後の大規
模災害を考えると広域化による連携は､非常に重要な
ことである｡」といった意見や、中には「財政効果・
スケールメリットが現地点では見出せない」等様々な
意見が出され広域化に向けての各市町の若干の温度差
が生じていることから、消防力の維持・充実強化の面
で具体的な住民サービスの向上を掲げた資料を作成し、
今年度中に協議会を開催し、今後の方向性を再検討し
たいと考えております。
【質問】
和泉市の消防本部が広域化後の本部機能を担うことに
ついて、協議会全員の合意は現地点て得られています
か？
【答弁】
現地点て各市町において温度差が生じており、本部機
能をどこが担うかについての協議は現在のところ行っ
ておりません。
【質問】
広域化初期経費については、被服の統合、デスク等備
品整理や消防本部と各消防署をつなぐオンライン回線
整備及びその保守などの費用が追加で発生する。この
支出は２市１町で負担する必要があるため、それぞれ
単独消防割で負担することとしていると記載されてい
ますが、この件について各自治体は了解済みですか。
【答弁】
広域化に伴うイニシャル的な経費は、各市町で負担す
るとの認識は持っていますが、具体的な協議は行って
おりません。尚、広域化後の初期経費及びオンライン
回線整備費用につきましては、現地点では国から消防
広域化臨時経費といたしまして特別交付税措置が講じ
られます。
【質問】
消防本部については、和泉市における新たな消防本部
の設置に伴い、その消防本部機能相当分の建築費用を
泉大津市及び忠岡町が負担することを見込んでいると
記載されていますが、現地点て泉大津市と忠岡町はこ
の件について了承済みですか。又２市１町の消防本部
機能建築費用とはどれほどの額になりますか。この件
を取り出して議論したのはいつ頃ですか？
【質問】
消防本部機能相当分の建築費用の按分につきましても、
現地点では検討に至っておりません。又消防本部機能
建築費用につきましても、現地点て試算しておりませ
ん。
【質問】
コンサルからの成果物としてこの報告書が提出されて
きたと理解していますが、正式にコンサルが成果物と

して納める前に、書きぶりなどで変更を要する所はな
いかなどの問い合わせはないのですか？
【答弁】
コンサルからの成果物につきましては、昨年１２月の
末に消防本部に提出され、事前の修正としてデーター
等数字の修正変更等はありましたが、本文についての
校正依頼は行っておりません。

昌子の日記＆予定
4/1 和泉中央駅会報配布
4/2 統一地方選応援
4/3 和泉中央駅会報配布
4/4 石尾中学校入学式
4/5 緑ケ丘小学校入学式
4/6 統一地方選応援
4/8 和泉中央駅会報配布、広報公聴委員会傍聴
4/9 和泉中央駅会報配布、代表者会議傍聴
4/10 北松尾幼稚園入園式
4/11 和泉中央駅会報配布
4/12 北信太駅会報配布
4/13 万葉講座
4/14-20 統一地方選応援
4/17 光明池駅会報配布、事務所運営委員会
4/22 臨時議会
4/26 信太山駅会報配布
4/30 NPO 法人いずみ 100 人
委員会総会

《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 161 回（4/13 土） 済み
・第 162 回（5/19 日） バス散策
古代大和の穀倉地帯三宅の原（屯倉・磯城
郡三宅町）から采女の袖吹き返した飛鳥へ
・第 163 回（6/8 土） 万葉の動物たち
①魚貝類
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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