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進まぬ互助会改革
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大阪市を除く大阪府
市町村の職員が加入し
ている大阪府市町村職
員互助会︵以下互助会︶
は︑昨年 月悪名高い
ヤミ退職金を廃止しま
した︒同時にその他の給
付についても市民の理
解が得られるよう改革
するとのことでしたが︑
今回明らかになった改
革案では基本的な改革
は見られず︑単なる給付
削減に終わっています︒
互助会は会費や自治
体からの補給金の削減
に見合った事業に見直
すとしていますが︑話は
逆で昨今の職員厚遇の
批判に対して給付を必
要最低限な事業に絞り︑
その結果として会費や
補給金を決めるべきで
す︒大阪府職員互助会に
比べても自治体負担は
未だ大きく︑更なる見直
しが必要です︒今回明ら
かになった見直しの内
容は以下の通りです︒

移
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今回給付の見直しを行ったが、市独自の厚生
会等の事業とのダブりもあり、総じて民間に
比べ未だ手厚い給付が残っている。地方自治
法の元気回復の趣旨からして首を傾げる給
付が存在している。

互助会への自治体負担の推移

厚遇見直しや今回の退会給付金制度廃止に伴
い、自治体の負担金は急激に削減されています。
しかしながら今回大幅な給付の見直しを行った
大阪府職員互助会に比べれば、未だ削減は中途
半端と言えます。和歌山県は 06 年度互助会へ
の給付を全廃しました。
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９日に介護保険証を返しに市役所に行
き︑ふっと議会が開かれているかもと
思い探したが何処か分からず︑入り口
の展示を見ると本館３階︑上がるも無
い︒
降りて案内に聞くと２階で予算委員
会をしているとの事︑分かり難い所を
行くと入り口で予算書を貸してくれる︒
入ると傍聴一人︑そのうちに出て行く︑
代わりにまた一人︑また出て行き︑１
２時には私一人︒
私も転居して来て始めての傍聴で︑
偉そうに言えないが感想を︒
①市会の開催は広報でしか知らされ
ていない︵？私の不勉強かも？︶
②議会が開かれているときは市役所
の入り口に開催している︑内容︵定例︑
予算 他 等︶︑場所を大きく表示し
て傍聴を促す努力をすべし
③傍聴者に当日の質問者︑質問内容
のメモ︵使用済みの裏でも良い︶を配
布する︒︵内容分からず聞いていても
意味が無い︒︶
④討議で 質問者は総花的にいくつ
かの質問を一回に行い︑それに対し︑
答弁は個々の担当者が個々の質問に対
し行っているが︑答弁の時には何が質
問だったのか分からない︑又なかには
順番を間違えて答弁する人がいた︒

⑤答弁に対し︑再質問がほとんど無
く︑答弁があればそれで役割が終わり
の感じ︒
⑥答弁で一番多かったのが︑府︑他
市を参考にして検討するであった︒
和泉市はどう考え︑どうするのかが
無い︑質問者にも無い︒われわれ民間
の経営会議︑営業会議で他社を参考に
政策を考えると答弁すれば︑次回は席
が無い︒
⑦情報管理︵インターネット 管理
者はＩＴを自分で出来ないのではない
か︑この部署は若くても専門職を責任
者にしないと大きな問題を犯すように
感じた︒︶
イ 広報︑ＨＰ担当は二人︑議員か
らもリアルタイムでのやり取りが命と
の指摘があったが︑その通り︒
ロ 予算少なく︑全員に渡らず︑個
人のパソコンを利用していると平然と
答えていた︒おそらく情報セキリティ
についても意味が分かっていないと思
う︒
ハ 情報セキリティの教育をしてい
ると答弁していたが︑どんな内容で︑
継続しているのか︑︵これは質問者も
同じ︶ 全てに言えるが具体的な内容
の突込みが無い︒
⑧予算の質問で人権管理費増は何か

の質問に臨時職員増による
と答弁︑ それで終わり︒
なぜ臨時職員増が必要なの
かはわからず︒
⑨昼食時 電気を消して
いる︑職員が昼食を食べるのに環境が
悪く︑仕事に対する意欲が落ちる︑改
善したらと質問 検討？と答弁︒
財政再建の状況にあるのにこのよう
な質問をする議員にびっくりした︒
日ごろ市役所︑和泉ホール︵地下駐
車場の照明︑地下へのエスカレーター
の常時運行︑人が来た時のみ運行に切
り替えたら︑階段の表示も少なく皆さ
んエレベーター利用等々︶等での照明
の運用を考えたらと思っています︒
民間では事務所各人の上のスウィッ
チは席をはずすときは消すのが常識︒
︵未来工業ー岐阜県を参考にされた
ら︶
⑩ 時で休みが宣言されたら︑前列
の質問が終わった議員がもうみなさん
質問が無いのでは︑昼からは終わりに
したらと大きな声で行っていました︒
予算を改善する事に議員が取り組む
事はたくさんあると思うが︑まったく
落胆した一日でした︵そうだろうとは
思っていましたが︶︒
等々ガッカリ︵当然 議員︑市側に
も居眠り多し︑市側も 人も出て日常
業務に必要ないのですね︶︒
全体に学生︑小学生の会議より劣る︒
議員︑市側にも危機意識無く︑日々
過ぎればの感じ︒

理由︒
①こんな議員を選んでいる市民︒
②市民に実情を知られないように︑
議会に市民が参加する努力をワザとし
ない︑市︑議員︒
︵傍聴席が多ければ︑議員も︑市側
も真剣に討議せざるを得なくなると思
う︑その努力をしていないのでは︶︒
一度企業の経営会議︑営業会議を見
てきたら︵勉強旅行？にはよく行って
おられるようですが︶︒
人件費削減も市内企業の水準を基本
にしたらと思います︒
先日堺屋太一さんの講演を聞きま
したがこれからは団塊の世代の利用が
これからの社会の差に繋がるとのこと
でした︒
私も定年退職後４年が過ぎ︑最近は
小学校のボランティア以外︑健全な体
を持て余しています︒公共で利用する
事を考えたらと思います︒
年末にサンデープロジェクト︵？︶
で太田市が非常に老人パワーを利用し
ているといっていましたが︒

以上が投書の全文です︒ご本人の了解
を得て掲載します︒議員となって五年
半︒初めは見えていた議会の問題も次
第に感性が薄れていたのではと猛省し
ています︒幸い 議会改革検討会議 な
るものが間もなく立ち上がる予定です︒
市民に恥ずかしくない議会となるよう
頑張りたいと思います︒
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和泉市土地開発公社は︑処分が進ま
ない保有土地の処分を図るため︑経
営健全化計画を大阪府に提出しまし
た︒この計画は長期にわたって保有
した結果︑地価の値下がりで多くの
不良資産を抱えている土地開発公社
から︑塩漬け土地を和泉市が買い上
げる事により公社の経営を健全化す
るもので︑市が買い上げるに当たっ

との事で︑府の事業用地を何故和泉市
が先行取得したかは明らかになってい
ません︒又地価下落が沈静化したとあ
りますが︑バブルがはじけた 年以降
一貫して下落しており︑実勢価格とし
た理由も判然としません︒
●府への対応変化なし
和泉市は大阪府の依頼で取得した事
を示す確認書の存在が明らかになった
ので︑市として大阪府に買上を更に強
く要請するとしていました︒ところが
今回大阪府に要望した内容は昨年と全
く変わっていません︒
大阪府の回答は財政再建に取り組ん
でいる中で買上は困難で︑従来通り駐
車場として借り上げるという今までの
態度とこれまた変化はありません︒
更に府は今後の活用方法を市と意見
交換を行いながら検討を進めたいとも
言っています︒今頃になって今後の活
用方法を持ち出されても困ります︒弥
生博物館と一体の事業用地として取得
したのであり︑活用方法を再検討する
というならまず大阪府がこの土地を買
い上げてからにすべき事です︒
大阪府の依頼で取得し︑当初確認し
た買上期日を大幅に経過し︑実勢価
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て市債の発行が例外的に許されるも
のです︒
本来は活用が見込めない土地は民
間売却等で処分するのが筋で︑これ
では公社の不良資産が市に移転した
に過ぎません︒市債の発行で財政悪
化には直接つながりませんが︑借金
であることには代わりがありません︒
しかしながら不良資産が公社に塩
漬けされ表面化しない問題は改善さ
れます︒今後は再取得した土地の利
用促進を図ると共に︑活用が見込め
ない土地については積極的に処分す
る事が必要で︑議会もこれをチェッ
クする必要があります︒

大阪府との不透明な処理
︵突然出てきた大阪府との
確認書︑大阪府の買上は帳
簿価格と説明していたが実
は実勢価格であった事な
ど︶で問題となった文化財
保護用地の処理が芳しくあ
りません︒
● 当時担当した前教育次
長のＯ氏の事情聴取
昨年九月議会での私の一
般質問で︑一連の処理が不
透明として当時の担当から
事情を聞いて議会に報告す
るよう求めていましたが︑
その結果報告がありました︒
元教育次長Ｏ氏によれば
①府が買い上げるが︑取り
敢えず市が先行取得するこ
とになった︒その約束事と
して確認書を交換した︒
②実勢価格としたのは府と
市の協議の結果で︑開発公
社が長期に保有する認識は
無く︑地価下落も沈静化の
傾向が見られたため︒又上
昇する可能性も考えられた︑
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格での買上が判明したことにより巨
額の評価損を抱え︑毎年その損失が増
えています︒この様な状況で財政再建
中を理由に買上を拒否することが果
たして許されるのでしょうか︒和泉市
も財政が厳しい事は同じです︒
大阪府の回答を はいそうですか と
易々と受け入れる和泉市の姿勢も又理
解できません︒毎年損失の膨らむこの
土地の所有を続けることは︑和泉市に
大きな損失を与えることになり︑市民
から住民監査請求を起こされても不思
議ではありません︒本来取得する必要
のない土地を取得し︑結果的に大きな
損害を与えたこと︑更に確認書の存在
を失念していた不祥事も併せて請求の
理由となります︒
｢
｣

●ホームレスの方への衣料提供に
ついて

提供先の NPO
が衣類の置き場不足で
受け入れが出来ませんので︑当分の間
中止させていただいています︒
又受け入れが可能になりましたら再開
致しますので︑その節は宜しくお願い
します︒

又お願い
します

●昌子の日記
3/1 本会議

●槇尾山の自然とふれあおう
観察しながらウォーキング＆野外焼肉パーティー

3/2 民生企業委員会、代表者会議
3/3 産業建設委員会、大阪府議長会総会
3/4 オンブズ近畿ネット勉強会、ＥＭグループ集会
3/5 信太山自然観察会
3/6 和泉中央駅会報配布、総務文教委員会傍聴
3/7 和泉中央駅会報配布、住民監査請求意見陳述
3/8 信太山駅会報配布、市政相談会
3/9 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/10 予算審査特別委員会傍聴
3/11 万葉の会
3/13 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/14 予算審査特別委員会傍聴
3/15 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/16 和泉府中駅会報配布、ソロプチ例会、緑ヶ丘女性
消防クラブ例会
3/17 緑ヶ丘小学校卒業式、議会運営委員会,代表者会議
3/18 春季市長杯ゲートボール大会、武庫川流域委員会
シンポジウム
3/20 和泉中央駅会報配布、北松尾幼稚園卒園式
3/22 北信太駅会報配布、市政相談会
3/23 光明池駅会報配布、議会（一般質問）
、いずみ
子ども文楽
3/26 ダム定例会、のぞみ野にパチンコ店はいらん協
議会
3/27 本会議、議会便り編集委員会、代表者会議、会
派勉強会
3/29 事務所運営委員会

・とき
・集合場所
・集合時間
・参加費

2006 年 5 月 7 日（日）小雨決行
和泉市立青少年の家(0725-92-0422)
午前 10 時 解散午後 3 時頃
大人 1500 円、小学生 500 円
（但し午前のみ参加は大人 500 円、
小学生 200 円）
・持ち物
水筒、雨具、筆記用具、歩きやすい服装
・申込方法
下記まで TEL、FAX で 〆切 4 月 30 日
榊原 TEL(FAX) 0725-92-2604
岡島 TEL(FAX) 0725-53-1872
＜主催 Nature Network（ﾈｲﾁｬｰﾈｯﾄﾜｰｸ）和泉＞

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 緑ヶ丘１−３−１５）

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（犬養万葉顕彰会会員）
参加費１，３００円（３回分）
・４１回 3/11（土） 済み
・４２回 4/8（土）菜摘ます乙女 １４時から
初瀬・朝倉の万葉（含む次回現地散策事前説明）
・４３回 5/14（日）万葉バスツアー（現地散策）
古代びとの歌ごころの原郷を訪ねて
初瀬・朝倉〜宇陀

パソコン講座（参加費無料）
・毎週 火、木、土曜日 １４時から約２時間
・初めての方は事前に連絡下さい

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：〜２１：３０
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