昌子の広場第２３８報

令和４年７月発行

和泉市無所属市民派議員
小林昌子
和泉市緑ヶ丘2-13-10
小 0725-54-2626
自宅Tel
林
Fax 020-4669-6920
事務所Tel（Fax）0725-53-4451
昌

2

Email masakokob@yahoo.co.jp
http://masako-hiroba.info/
ホームページもご覧下さい
目 次
・ IR 住民投票条例制定を求めた署名必要数集まる P１
・オンブズ和泉活動報告
P2-3
・泊原発再稼働差し止めの判決
P4

IR 住民投票に必要署名集まる
同時に住民監査請求も

●議会の判断は
大阪府議会で条例が審査されますが、大阪維新の会所
属議員が多数を占めていますので、条例が採択され
るのは厳しい状況です。しかし今回示された多くの
府民の意向を無視して、条例を否決するのは府民の
代表である議会自らが地方自治法が定める直接参政
権を否定するもので、府民の非難は避けえません。
□住民監査請求

●住民監査請求とは
住民監査請求とは、住民が、自らの居住する地方公共
団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると
認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し
監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべき
ことを請求することができる制度です。

●IR 住民投票とは
大阪府と大阪市が推進している大阪カジノを最終的
に実施するのを決定するのは大阪府民・大阪市民で
あるとして、住民投票を行う条例の制定を求めたも
のです。有権者の 1/50 の署名で知事は条例の制定を
提案しなければなりません。
●必要署名数を上回る 20 万筆の署名集まる
2 か月の署名活動の結果、法定署名数の 14 万 6 千筆
を上回る見込となりました。（私も受任者として
120 筆の署名を頂きました）各自治体の選挙管理委
員会で署名が有効かがチェックされ、必要署名数を
満足すれば知事は住民投票を実施する条例を議会に
提案しなければなりません。

●今回の請求の内容は
監査請求書によると、長期間にわたる土地の賃料収入
で採算が取れるとする市の主張は事業者の撤退リス
クなどを適正に評価できていない。市と事業者の基
本協定は、追加の対策費が生じても無制限に市が負担
しなければならない内容になっており、契約を結ぶ
ことは過大な支出を制限する地方財政法などに違反し
ているとしている。

●IR が出来る舞洲の土地が抱えるリスク
夢洲は大阪市此花区にある人口島で、元々はごみ
処理場として利用するために埋め立てられた土地
で、長らく活用方法がなかった夢洲は、「大阪の
負の遺産」とまで言われてきました。2025年の万
博誘致が決まり IR 候補地にもなった今では、土地
の有効活用と経済効果が期待されています。
その一方で地盤沈下の危険性や基準値を超える汚染
物質の検出など、埋立地ならではの問題も抱えて
います。
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泊原発運転差し止め（札幌地裁）

●泊原発１～３号機の再稼働認めず
裁判所は現在の防潮堤は安全性を満たしておらず、
新たな防潮堤も構造等が決まっておらず、想定さ
れる津波に対して防護できる施設は存在しないと
して、再稼働を認めませんでした。
原発の運転を認めない判決としては、関西電力の
大飯原発と日本原子力発電の東海第２原発があり
ます。北電は直ちに控訴しましたが、上級審では
原告に厳しい判決が出ており、本件も帰趨は予断
が許せません。
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地方創生臨時交付金決まる
臨時交付金とは総合緊急対策
において、「コロナ禍にお
いて原油価格や電気・ガス
料金を含む物価の高騰の影響
を受けた生活者や事業者の
負担の軽減を、地域の実情
に応じ、きめ細やかに実施
できるよう、新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨
時交付金を拡充したもので
す。
和泉市の具体的事業内容は,
住民税非課税所帯等（約 4 千
世帯）に１世帯当たり 10 万
円の現金給付を行う。8 月上
旬より口座振り込みを開
始。事業費は関連費用を含め
4 億 2 千４百万円。

昌子の日記＆予定

●北電の主張先延ばしを認めず
この裁判は裁判の開始から10年経過しており、
現在も原子力規制委員会の審査が続いており、そ
の結果が出ていないことを理由に北電は訴訟での
説明を先延ばし続けたが、裁判所はいたずらに審
査を長引かせていると批判し弁論を集結していた。
●抱える訴訟リスク
ロシアのウクライナ侵攻により燃料価格が高騰し、
安定電源としての原発の活用が叫ばれています。
しかし安定電源であるはずの原発をめぐっては、
これまでも地震や火山リスク等を理由に裁判所は
運転を認めない判断をしてきました。
エネルギー基本計画では30年度の電源構成に占
める原発の比率を満足するには規制委員会に審査
を申請している27基すべての再稼働が必要にな
りますが、安全基準が厳しくなり再稼働は10基
に留まっています。原発は常に停止のリスクを背
負っていると言えます。政府は原発の新規建設は
考えていないとの事です。
前月号（237 報）の府内自治体コロナ感染状況の 10 万人当た
りの感染者数に誤りがありました。次号（239 報）で修正さ
せていただきます。申し訳ありません。

6/1 和泉中央駅会報配布
6/2 泉北環境施設整備組合定例会傍聴
6/3 議会運営委員会傍聴
6/5 防災協会定期総会
6/6 光明台体育館トレーニング室見学
6/8 和泉中央駅会報配布
6/10 本会議
6/11 万葉講座
6/15 厚生文教委員会
6/16 ソロプチミスト大阪-南稜定例会
6/17 総務企画委員会傍聴
6/21 議会運営委員会傍聴
6/23 成美高校訪問
6/24 コナミ光明池店（小学校の水泳指導
見学）
6/27-29 和泉中央駅会報配布、一般質問
6/30 北信太駅会報配布、本会議

《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）
パソコン講座（コロナ収束迄休講中です）
・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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左表が、私が関係するオンブズ和泉の住民訴訟です。
以下主要な事件の訴訟の目的とその結果（成果）を述べ
てみます。
●ヤミ退職金訴訟（①、⑩）
最初の住民訴訟は大阪府市町村職
員互助会が、退職する職員に正規
の退職金以外にヤミ退職金を支給
していた件についてです。ヤミ退
職金は多い人は 1000 万円を越え
ていました。この制度が廃止され
るとあって駆け込み退職した職員
が多くいたことが顰蹙をかいまし
た。職員厚遇問題が厳しい指摘を
受けていた時の事で、和泉市以外
の多くの自治体でも同様な住民訴
訟が起こされ、ついに互助会はヤ
ミ退職金制度を廃止し、更に互助
会も解散する事になりました。
市民の貴重な税金がこのような所
に使われ、互助会が無くなっても
既に支給されたヤミ退職金に充当
された税金は返ってきませんでし
た。
しかしその一部の 1．4 億円は関連訴訟で互助会に請求せ
よの勝訴判決を得ました。これがきっかけで互助会の廃
止につながり、ムダな税金の支出を防止する大きな成果
がありました。
●市長給与返還請求訴訟（②）
元市長が逮捕拘留期間中に給与の全額を受け取ったのは
違法として、その給与の返還を求めた裁判です。高裁ま
で争いましたが残念ながら敗訴でした。市民の感覚から
納得できない結果となりました。
（判例タイムズ No1254 118 ページに掲載）
●議員への訃報提供訴訟（③）
議会事務局が市民の訃報情
報を議員に提供していた事
に関する訴訟で、議員が葬
儀に列席するための便宜の
為に、費用を支出するのは
違法と訴えたものす。
テレビでも大きく取り上げ
られました。結果は敗訴で
したが議員活動について問
題提起できた成果は大きい
と思います。
●監査委員の報酬返還請求訴訟（⑤）
住民監査請求の監査結果に北海道北見市、東京都の監査
結果を丸写ししたことで、監査委員は仕事をしていない
から報酬の返還を求めた訴訟です。この訴訟により市の
職員の OB が歴代の代表監査委員についていることが問
題となり、市の職員の OB に代わり公認会計士などの民
間の有識者が代表監査委員に就任する改善がなされまし
た。

●府立弥生博物館横用地訴訟（④）
大阪府立弥生博物館
横の用地を、和泉市
土地開発公社に先行
取得させた問題に関
する訴訟です。埋蔵
物を保管・展示する
センターを建設する
ため大阪府の依頼に
より取得したとされ
ていたものです。大
阪府の財政難でこの
買い戻しが実現せ
ず、地価の値下がり
で 5 億円を越える評
価損を抱えており、
市は大阪府の依頼で
取得した
としていましたが、この訴訟で裁判所は市と大阪府
との間で交わした確認書は単なる紳士協定に留まる
もので、大阪府の買上義務を認めませんでした。市
の土地開発公社の解散の動きの中でこの処分をどう
決着させるか悩ましいものでした。いずれにしても
8 億円も出してムダな土地を買った市の責任は重大
です。この訴訟でそれらの問題が明らかとなりまし
た。（判例地方自治に掲載）
この土地は今回大阪府の横山高校跡地等と等価交換
し、この土地にスポーツ施設を建設することを決め
ましたが、高校の建物にアスベストが残留している
ことが判明し、この処理に 1.4 億円を要することか
ら、この費用負担をめぐり大阪府と民事調停で争い
ました。因縁の土地です。（判例地方自治平成２１
年８月号に搭載）
●ダンジリ倉庫訴訟（⑪）
ダンジリ倉庫の建
設に町会館の建設
に対する補助金を
違法に使っていた
事に関する訴訟で
す。会館付属の倉
庫と称して申請
し、虚偽の図面を
添付し、建築確認
申請もしていない
事件ですが、予想
もしない敗訴で判
決理由は全く納得できないもので,最高裁に上告し
ましたが上告棄却で敗訴が確定しました。しかし市
は会館補助 金の支給について曖昧な点を解消するよ
う要綱を改正しました。（判例地方自治 348 号に搭
載）

