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通学時の安全対策について 一般質問しました！

傷する事故が相次いで発生したことを受け、
文科省らが通学路の安全点検や安全対策の取
組を行うよう指示があり、これに対応して市
は『通学路の安全確保に関する取組の指針』
を策定し、定期的に安全点検を行うとしてい
ますが、その結果は
【答弁】全ての小学校の通学路の点検により
報告があった個所について、現場点検を実施
している。尚今回の大津市の事故を受けて、

●通学時の子どもたちの安全確保について

滋賀県大津市大萱（おおがや）6 の県道交差点で車同
士が衝突し、巻き込まれた保育園児 2 人が死亡、1 人
が重体、保育士を含む 13 人が重軽傷を負った痛まし
い事故がありました。上の写真は私が居住する緑ケ
丘小学校の朝の通学時の状況です。多くの児童が歩
道いっぱいに歩いており、一部を除いて防護柵もあ
りません。私はこの道路をよく使いますが、子ども
がじゃれあって車道に飛び出さないかと気が気であ
りません。又大津市のような事が起こればひとたま
りもありません。
この歩道には並行して住宅内に学校に通じる道路が
あります。私は朝の通学時にはその道路を使うよう
に学校に要望していましたが、不審者対策を理由に
実現していません。多くの児童が通学しているとき
は不審者の恐れは殆どありませんので、帰宅時や学
童保育等で遅くなったとき等少人数の時は、今の道
路を使えば不審者の問題は解決可能と思います。
大津市の痛ましい事故を受けてこの定例会で一般質
問しました。以下は一般質問の内容です。

重点課題として車道と分離された歩道につい
ても、防護柵等の安全対策がなされているか
について点検を行った。
【質問】過去に通学路での重傷事故の発生
は？ その事故についてどのような対策を講
じたか
【答弁】過去 3 年間で H28 年度に一件発生し
ている。事故対策としては交差点の改良に向
けて協議を進めている。
【要望】信号機設置に向けて検討されている
ようだが、３年経っても実現していない。早
急な対応を望む。
【質問】今回の大津市の事故後、通学路の安
全確認を行ったか
【答弁】過去に安全対策がなされた個所も含
め、改めて点検を行うよう指示した。歩道と
車道の間に防護柵や U 字バリカー等の設置要
望があった。現在整理中。
【質問】幅員 12m、長さ 450ｍ（桃山学院
大学前から緑ケ丘小学校まで）の両側の歩道
が通学路に指定されています。一部に馬蹄形
のバリアーがありますが防護柵等はありませ

●一般質問

【質問】平成 24 年に全国で登下校中の児童生徒が死
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ん。通学時間帯はかなり多くの車が通行し、
子どもたちの集団登校で（4 頁へ）
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30 人位のグループで通学しています。
これらの状況から住宅街の一本裏道に入った方が通学
路としては安全ではないかとの提案を受けました。教
育委員会としてはどう考えますか？
【答弁】通学路に関しては、各学校で道路状況や児童
の利用状況を踏まえたうえで、交通安全面や防犯面な

令和元年８月発行
市は市役所庁舎の建て替え工事に着手しました。
2021 年 5 月の業務開始をめざします。
和泉市役所は１号館が 58 年建設と古く、耐震性不足
や狭さが問題になっており、新庁舎の建設が必要とな
りました。新庁舎は、H27.11.22 の住民投票で一旦和
泉中央に移転することに決まりましたが、その後の新

ど様々な視点で判断するよう指導している。

しい庁舎の位置に変更する条例が否決されたため、現

●質問を終えて

は、建築床面積 3,300 ㎡、延べ床面積 12,690 ㎡

通学時の安全対策が叫ばれています。和泉市でも緊急

事業費は駐車場を含め 82 億円と当初計画から大幅に膨

子どもたちの多くの痛ましい交通事故の発生に伴い、

在位置での建て替えとなったものです。新庁舎の規模
で立体駐車場約 300 台となっています。

点検等積極的な対応を行っていますが、抜本的な対策

らんでいます。

には多額の費用と時間を要し、必ずしも適切に対応で

昌子の日記＆予定

きているかは疑問です。（前記の交差点の改修が３年
経ても実施できていないことからも明らかです）。
そこで私の提案している通学路の変更ですが、費用は
全くかかりませんし、安全対策としては有効と思いま
すが、なかなか実現しません。既に決定している事の
変更には抵抗があるようです。教育委員会も学校に丸
投げするのではなく、積極的指導が必要と思います。
事故が起こってからでは意味がありません。

和泉市庁舎建替え工事に着手

7/1 泉北水道説明会
7/2 泉北環境環境施設組合堺市クリーンセンター見学
7/3 和泉中央駅会報配布
7/4 大阪地裁（談合訴訟）
7/5 泉北水道企業団議会
7/6 「青少年を非行から守る会」市民大会
7/7 緑ケ丘自治会 AED 講習会
7/9 和泉中央駅会報配布、ごみ問題学習会 in 吹田
7/10 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
7/13-14 第 7 回福島を忘れないシンポジウム
7/17 和泉府中駅会報配布、新庁舎議会フロアに関する
意見交換会
7/18 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南稜
定例会、子ども食堂
7/19 介護問題研究会定例会
7/22 北信太駅会報配布、外部評価委員会傍聴、育児支
援家庭訪問員スキルアップ研修会
7/24-25 ソロプチミストユースフォーラム 2019
7/30 大阪府南部市議会議長会議員研修会
7/31 長野県上田市へ

《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 164 回（7/13 土） 済み
・第 165 回（9/14 土） 信仰と伝承 恋占い

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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大阪府内自治体なんでもランキング（平成 29 年度決算 標準財政規模に対する割合）

大阪府の HP に府内自治体のなんでもランキングが
公開されています。その中の自治体の借金体質に関
するランキングを左記に掲載します。
借金体質を端的に表す表が 4 つ目の将来にわたる実
質的な財政負担の表です。この値は自治体の規模を
補正するため、自治体の財政規模を表す標準財政規
模の何倍にあたるかを表したものです。
財政が厳しいといわれている泉佐野市が最悪、続い
て高石市が第 2 位、以下ワースト 10 に泉南市、忠
岡町、泉大津市と続きなんと 5 市を泉州地区の自治
体が占めており、茨木市や摂津市、高槻市等北摂地
域の自治体は財政負担は小さく明暗は極めてはっき
りしています。その中で和泉市は 18 位と前期の 15
位から改善していますが新庁舎の建設など大型事業
が続くことを考慮すると、予断を許しません。最悪
はふるさと納税で一躍有名になった泉佐野市で、標
準財政規模の 3.6 倍の財政負担を抱えています。泉
佐野市は私が独自に算出した破綻度ランキングでも
府内で最悪となっています。
一方で財政負担が少ない自治体が田尻町で、将来に
わたる財政負担が-154％と圧倒的です。
和泉市の過去 10 年間の実質的財政負担は、H29 年
度に大きく改善しましたがほぼ 500 億円程度で変
化はありません。（下表参照）市民税 230 億円の
２倍を超える巨額です。今後とも財政規律の維持に
努めねばなりません。

地方債とは地方公共団体が財政収入の不
足を補うため、あるいは地方公営企業の
建設、改良などの資金調達のために行う
借入金をいう。

債務負担行為とは、予算は単一年度で完結するのが原則です
が、１つの事業や事務が単年度で終了せずに後の年度におい
ても「負担＝支出」をしなければならない場合には、あらか
じめ後の年度の債務を約束することを予算で決めておきま
す。これを債務負担行為といいます。

基金(積立金)とは家庭でいう普通
預金にあたり、単年度の収支をや
りくりするのに使う。

将来にわたる財政負担とは、借金にあ
たる地方債と将来支出しなければなら
ない債務負担行為の合計から貯金であ
る基金を除いたものです。

