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伊方原発 3 号機再び運転差し止め（広島高裁）
●過去の原発差し止めの決定

山口県の島に住むたった 3 人による仮処
分申請の即時抗告審で、広島高裁は四国
電力伊方原発 3 号機（愛媛県伊方町）の
運転を差し止めるよう命じました。3 号
機は現在的検査のため運転休止中で、こ
の決定で運転再開が遅れる可能性があり
ます。
●伊方原発 3 号機をめぐる経緯 2017
年 3 月に住民が運転差し止めの仮処分
を申し立て、2019 年 3 月に山口地裁
岩国支部が却下の決定を下したのに対
して、住民が即時抗告を行ったものに
対する決定です。
●広島高裁の決定の骨子は
原発近くに活断層がある可能性は否定できない。
しかし四国電力は十分な調査をせずに活断層が存在
しないとして原子炉設置変更許可などを申請し、原
子力規制委員会は問題ないと判断。その判断に過誤
や欠落があった。阿蘇山は破局的噴火に至らない程
度の最大規模の噴火を想定すべきだ。四電による火
山灰などの噴出量想定は過小で、この想定を前提と
した規制委の判断も不合理だ。

過去の原発運転の差し止めの決定は上表にあります
ように本件も含め 5 件ありますが、今までは全て差
し止めの取り消しとなっています。
●差し止めを最初に認めた福井地裁の樋口裁判長は
以下のように言っています。
関電は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コスト
の低減につながると主張するが、当裁判所は、極め
て多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の
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
的には許されないことであると考えている
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議員年金復活に反対の意見書に賛成討論

以上申し上げた理由により、本意見書に賛成いたし
ます。
反対意見があり、採決の結果賛成少数で意見書は採
択されませんでした。

12 月議会最終日の 12
月 17 日に開催された
本会議で大阪維新の会

【注】
左の表にあります地方議員の年金制度の意見書とは
議員年金復活の意見書で本意見書とは異なります。

提案の「新たな国民負

昌子の日記＆予定

担が伴う地方議会議員

1/6 和泉中央駅会報配布

の厚生年金加入に断固
反対する意見書」に賛
成の立場から討論しま
した。
討論の内容は以下のと
おりです。
旧地方議会議員年金制
度は、政策的に設けら
れた互助年金制度で、制度が破綻する見込みになっ
たことから 2011 年（平成 23 年）6 月に廃止された
と理解しています。しかしそれ以前に退職した元議
員には今でも議員年金が支給され和泉市は市議会議
員共済会に議員数に応じての負担金を支出していま
す。その額は和泉市の決算ベースで申し上げれば
H27 年度 1 億 456 万円 9920 円。H28 年度 6789 万
6 千円。H29 年度 6860 万 1600 円。H30 年度 6600

1/7 新年互例会
1/9 北信太駅会報配布
1/11 消防出初式、万葉の集い
1/13 成人式
1/14 和泉中央駅会報配布
1/15 和泉中央駅会報配布、和泉市女性議員と女性管理職
の会
1/16 和泉中央駅会報配布
1/17 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南稜支
援性感染症講義見学（石尾中）
1/18 公立保育所・公立幼稚園のあり方に基づく整備方針
説明会
1/19 映画「かき工場」鑑賞（人権文化センター）
1/21 和泉府中駅会報配布、緑の基本計画懇談会傍聴
1/22 光明池駅会報配布
1/23 信太山駅会報配布、議会改革検討会議傍聴、代表者
会議傍聴、ソロプチミスト大阪-南稜定例会

万 9600 円にも上っています。今後の高齢者増や人口

1/24 和泉府中駅会報配布、生涯学習推進委員会傍聴

減少及びそれに伴う税収入減など、地方自治体の運

1/26 緑ケ丘防災訓練

営は厳しくなることはあっても、税収増になる要因
は考えられません。そのような状況のもと議員のな
り手不足を理由に議員の年金制度を復活させようと
の動きが活発化してきました。しかしそもそも議員
は年齢にかかわらず同一の報酬を受領し、兼業も認
められ、高額の歳費を収入しています。そのような
環境の下、更なる公金の投入は到底市民の賛同を得

1/27,28 市町村アカデミー研修会
1/29 近畿市民派議員交流・学習会 in 箕面市
1/30 ごみ問題学習会 in 吹田

《事務所行事》
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）

られるものではありません。むしろなり手が見つか

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて）

りにくいなら、会社員が議員を兼ねやすい議会環境

・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 4,000 円
・第 169 回（3/14 土）万葉の心「現代に生きる
万葉」

を整えるのもひとつの方法です。更に議論が必要な
ことはこの意見書にも示されていますが、国民年金
そのものです。厚生年金加入者の受給額が、月平均
（男子）16 万６千円、（女子）10 万３千円であるの
に対し、国民年金だけの受給額は月平均５万６千円
です。国民年金だけではとても暮らしていけません
し、老後の安心にはなりません。

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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全国市町村「財政破綻度ランキング」（平成 30 年度決算から）

左表の説明
●「財政破綻度」ランキング指数
1741の全国市町村を⺟集団とした偏差値。総合的に⾒た財
政状況の悪さを⽰す。独自の指標でありあくまでも目安で
す。平成30年度決算(出所総務省)に基づく。
●財政⼒指数
財政⼒指数とは、地⽅公共団体の財政⼒を⽰す指数で、基準
財政収⼊額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間
の平均値をいう。財政⼒指数が⾼いほど自主財源の割合が⾼
く、財政⼒が強い団体ということになり、1を超える団体
は、普通地⽅交付税の交付を受けない。
●経常収⽀⽐率(%)
財政運営の健全性を測る指標で、70〜80%が適正値と⾔わ
れています。100%を超えると危機的な状況で、この⽐率が
⾼いほど、財政のやり繰りが苦しく、新たな事業を⾏なう余
⼒がないことを⽰します。
●実質公債費⽐率
一般会計等が負担する元利償還⾦等の、標準財政規模に対す
る⽐率であり、この指標が18％を超えると起債の許可が必要
になり、25％を超えると一部の起債発⾏が制限されます。
●将来負担⽐率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(地⽅債＋将来負
担－積⽴⾦)の標準財政規模に対する⽐率であり、これらの
負債が将来財政を圧迫する可能性が⾼いかどうかを⽰す指標
です
（財政⼒指数等の Rank は良い⽅からの順位です）

全国 1741 市町村の中での大阪府内自
治体の財政破綻度のレベルを⾒ると、
破綻度上位に堺市以南の自治体が多く
含まれています。（破綻度 1 位は北海
道夕張市。田尻町の財政は全国トップ
レベルです）対前年度⽐較では破綻度
ランキング上位の常連だった泉佐野市
が大幅に改善しています。（ふるさと
納税の影響か︖）

ところで和泉市は大丈夫なのでしょうか
その１。大阪府内全体では
財政破綻度はあくまで相対的なレベルを表す物で、絶対的なレベルを⽰す物ではありません。府内の自治
体でかねてより財政が厳しいと⾔われている各市は軒並み破綻度 Ranking で上位に⼊っています。破綻度
ランキング上位に堺以南の泉州の自治体が多数⼊っており、順位もほぼ固定化しています。北⾼南低の傾
向が⾒られます。

その２。和泉市はどうか
和泉市は破綻度のランキングで 1113 位と全国で平均より少し良いレベルです。個々に⾒ますと、財政⼒指
数が 376 位、経常収⽀⽐率が 1520 位、実質公債⽐率が 655 位、将来負担⽐率が 1 位となっています。経
常収⽀⽐率が相対的に低位で、財政構造が硬直化している事を⽰します。

その３．今後の財政負担に耐えうるのか
新病院の建設は終わりましたが、庁舎建設,消防署新設、小中一貫校の建設等の大規模投資が控えていま
す。人口減少、市税収⼊の低下など懸案事項が山積しています。公共施設の⾒直しに早期に着⼿し、財政
規律の確保を最優先に市政運営を図ることが必要です。

その４．前年度との比較
堺以南の自治体の破綻度ランキングの⽐較は上表の通りです。和泉市は破綻度が小さくなり若⼲改善し、堺
以南では良い⽅です。どの自治体も前年度と大きな変化はありません。最悪を脱した泉佐野市,相変わらず
の忠岡町と最良の田尻町が堺以南に共存しています。

