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東電元経営陣の責任認めず（東京地裁判決）
事故前の法規制は、絶対的な安全確保を前提としてい
ないから３人に刑事責任は問えない。
この判決を受け検察役の指定弁護士は、「新たな多く
の証拠が出てきたのにも関わらず、それらを何ら評価
せず原子力行政を忖度した無法判決」と言っています。
●判決要旨を見て気になること
判決要旨には下記の記載があります。
「結果の重大性を強調するあまり、その発生メカニズ
ムの全容解明が今なお困難で、正確な予知や予測に限
界がある津波という自然現象について、想定しうるあ
らゆる可能性を考慮して必要な措置を講じることが義

●原子力行政を忖度した無法な判決

務づけられるとすれば、法令上は原発の設置、運転が

この裁判は東日本大震災に伴う巨大津波により、多く

認められているのに、運転はおよそ不可能ということ

の人命が奪われたのは、東電の経営陣が必要な対策を

となる。」

怠ったためとして起こされた訴訟です。検察は起訴を

再び福島第1原子力発電所の事故と同様な事故があれ

断念しましたが、検察審査会の審査の結果強制起訴さ

ば、日本が沈没する事態すら想定されます。あらゆる

れた特殊な裁判です。

可能性を考慮して必要な措置を講じることが義務づけ

裁判で争われたのは、将来の巨大津波の到来が予想さ

られているのです。以下の朝日新聞の社説に同意しま

れたか、必要な対策をとれば被害は回避されたかであ

す。

り、38回の公判が開かれそれまで明らかにされてい

判決は「絶対的安全性の確保までを前提とはしていな

なかった多くの事実が明らかになりました。

かった」とも述べたが、社会は事故を容認して原発を

判決は、巨大津波予測のもとになった国の「長期評

受け入れてきたわけではない。事故を招いた組織や社

価」は具体的な根拠を示しておらず、信頼性に疑いが

会の構造を残したままでは、失敗が繰り返される。そ

残る。旧経営陣が巨大津波の可能性を知らされたとき

もそも私たちの手に負える発電技術なのか。法廷で明

に必要な対策を取ったとしても、津波到来までに完了

らかになった事実も踏まえ、考えていかなければなら

するか明らかでなかったため、結局は原子炉を止める

ない。

しかなかったが、巨大津波の到来をそこまで予測しえ
たとは言えない。
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宮古島市、住民訴訟の市民を提訴、その後撤回

私たち市民オンブズマンは、宮古島市長の
暴挙に強く抗議し、提訴の判断を完全に撤
回すること、地方自治法が住民監査請求制

沖縄県宮古島

度及び住民訴訟制度を規定していることの意味を全国

市が住民訴訟

の自治体が改めて確認することを求め、住民による政

をした市民６

治参加の自由のために全力を尽くすことをここに決議

人に対し、

する。

「虚偽の事実

2019 年 9 月 29 日

を繰り返し主

第 26 回市民オンブズ全国大会 in 岐阜参加者一同

張して、市の
名誉を傷つけ

昌子の日記＆予定
10/1
10/2
10/3
10/4
10/7
10/8

和泉中央駅会報配布
和泉中央駅会報配布
本会議
信太山駅会報配布
和泉中央駅会報配布
和泉中央駅会報配布、子どもの読書活動推進協議
会傍聴
10/9 和泉府中駅会報配布
10/10 ごみ問題学習会
10/11 和泉中央駅会報配布
10/12 万葉講座
10/15 北信太駅会報配布
10/16 光明池駅会報配布、事務所運営委員会
10/17 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南稜
定例会、子ども食堂てらこやハッピー
10/19 商工フェスタ、なんでも鑑定団
10/21 シンポジウム「自治体に求められる内部統制の
あり方について」、家庭訪問支援員報告会
10/22 岬町「孝子（きょうし）の森」見学会
10/23-25 市町村アカデミー研修会「地方分権と自治
体の行政改革」
10/26 堀明子「四季の色」コンサート
10/28 決算審査委員会傍聴

た」として総
額 1100 万円
の損害賠償を
求める訴訟の
準備を進めて
いたが、「市
民による行政
監視活動への
意趣返しと言
わざるを得ない。市は方針を撤回し、市議会もまた、
首長部局の暴走をいさめてストップをかけるべき
だ。」との批判を受け、訴訟を撤回した。
しかしながら市はこの訴訟を完全にあきらめたわけで
はなく、再度提出も否定しない。
そこで全国市民オンブズ大会は以下の決議を採択しま
した。
宮古島市長に対する抗議
宮古島市長は、住民訴訟で宮古島市を訴えた市民６人
に対して、集会における発言を口実として、名誉毀損
による損害賠償請求をする議案を 2019 年９月議会に提
出した。しかし、住民が住民監査請求を提起し、その
結果に基づいて住民訴訟で自治体を訴えることは、地
方自治法が認める正当な住民の権利であり、選挙制度

《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

と同様、住民による政治参加の方法の一つとして、住
民自治を支える基本的な制度である。宮古島市長によ

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１

る議案の提出は、住民の権利の否定であって、反対意

（事務所 緑ケ丘１－３－１５）

見への恫喝である。

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて）

宮古島市長は提訴の議案を一旦取り下げたが、提訴へ

・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 166 回（10/12 土） 済み
・第 167 回（11/16 土）バス散策
「万葉ロマン溢れる恋歌の舞台蒲生野から湖北磯
の埼へ」 スポット：ガラス工芸の街長浜を訪ねて

の意思は撤回していないばかりか、「今後、原告側が
どのような対応をするのか、市としては、その行動を
注視し対処」する、などとして、原告住民に対する恫
喝の姿勢を崩していない。宮古島市長のこのような行
動がゆるされるとすれば、住民訴訟を用いた行政監視
そのものが壊死すると考えざるを得ない。これは宮古

パソコン講座

島市だけの問題ではなく、我が国の住民自治全体にか
かわる、重大な問題である。
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・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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財政ランキング大阪府内で十九位と低迷

泉州地域が全般に低位（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。
▼5 つの観点と算出指標（全国 792 市対象東京区部を除く）
■［収支］ ○実質収支比率 ○人口当たり財政調整基金残高 ○人口当たり歳入決算総額 ○人口当たり人件費・物件費歳出
■［弾力性］ ○経常収支比率 ○公債費負担比率 ○自主財源比率 〇義務的経費比率（対歳出総額）

■［財政力］ ○財政力指数 ○納税義務者一人当たり課税対象所得 ○人口ひとり当たり地方税収額 〇平均地価
■［財政基盤］ ○生産年齢人口比率 ○人口増加率 ○生産年齢人口当たり民営事業所数 〇事業所当たり売上金額
■［将来負担］ ○将来負担比率 〇人口当たり地方債残高 〇地方債依存度 〇実質公債費比率
▼評価方法 20 の指標それぞれについて平均値を 50 とする偏差値を算出し、その平均を総合評価とした。同様に、収
支、弾力性、財政力、財政基盤、将来負担は、当該指標の偏差値を平均したもの。
財政状況に関連する 20 の指標を収支、弾力
性、財政力、財政基盤、将来負担の 5 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 421 位、大阪府内では 19 位
と低迷しています。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、貝塚市はいずれも
低迷しています。財政健全度トップの吹田市
は住み良さランキングでも府内で３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。

