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9 月議会で一般質問を行いました その要旨です

アセットマネジメントとは、自治体が保有する公共施
設を経営的視点から総合的に企画、管理、活用、処分する取り組みを
意味し、最終的には施設更新の長期的な費用を削減する取り組みです。
当市の建築年次別施設は以下の図のようになっています。耐用年数 50
年と言われますが、まもなくそれらの更新時期も迫っています。従来
通りの必要となったら更新するというようなやり方では、施設の維持
更新費用が財政を圧迫すると思いますが、市の取り組みは。庁舎の耐
震化の問題は。

現在は紙ベースの台帳管理が
主体で維持管理の履歴管理は出来てい
ない。情報機器を活用した管理システ
ムの導入が理想であるが、多額の費用
が必要であり、将来的な課題としたい。
庁舎の耐震化には約 10 億円が必要と
なる。耐震化の方向について未だ庁内
で十分な協議は出来ていない。
−市長答弁−
ハードからソフトへと転換する中で
市の財産である公共施設をより有効に
活用していくための一つの手段として
アセットマネジメントを研究したい。
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小川西団地のイチゴハウスの建築確認はとっ
ていますか。不特定の市民が利用するについて安
全確認は。私が現地を確認したところでは、一般
農家が使っている簡便な農業用ビニールハウス
とは思われません。この施設には多額の補助金が
投入されていますが、それに対する影響はどうな
るのですか。

来年 4 月から実施予定の 75 歳以上の方を対象とした
後期高齢者医療制度は、現在扶養家族で保険料の負担
が無かった人にも新たな負担を強いる制度ですが、市
内に対象となる人は何人ぐらいになりますか。この制
度は高齢者に負担ばかりを強いる制度と思いますが、
対象者にとってどのようなメリットがありますか。又
対象者の方でこの制度を承知している人は非常に少
ないとおいますが、周知の方法は。

−農林答弁−
建築確認はとっていない。農地にビニールハウス
を建設する場合は不要と認識しており、大阪府の農
政部局とも共通認識である。安全性の問題は財団法
人日本施設園芸協会が決めた安全基準を満たして
おり、一定の安全性は確保されている。当施設には
大阪府（実質国）と当市から 7,434 万円の補助金が
出ているが、当初の補助目的が達成されていれば問
題は無いと考える。
−建築・開発指導答弁−
農業用ビニールハウスの建築確認上の取り扱い
については、日本建築行政会議の見解では、育成・
栽培のために限定して設置されたもの、支保材はス
チールパイプの様な簡易なもの、屋根は薄い材料で
容易に取り外せるものの 3 つの条件を全て満たした
ものは、建築基準法上の建築物とは扱わないことと
なっている。現地を確認して判断したい。

この制度を議論する広域連合議会が 11 月開催の予
定となっており、詳細は今後決定されるものとなるが、
新たに負担することとなる 75 歳以上の方は当市で約
3,000 人である。この制度によって高齢者世代と現役
世代の負担の公平化を図り、医療保険制度を将来にわた
って持続可能とするもので、ひいては高齢者にもその成
果が還元される。
広報いずみへの記事掲載や要望があれば出前講座も
開催し市民に周知徹底を図っていく。

従来から農業用のビニールハウスは建
築確認が必要とされていなかったが、大規模なハウス
が建設されるようになり、建築物として扱うのが適切
となる物が出現した事に伴い、建築物と扱う基準が示
されたものです。これによりますと、市の建築担当が
答弁している基準からして建築物に当たることは明
らかであると思います。建築確認をとらず建築するこ
とは違法となります。
かつて小金井市であった事件ですが、市長・議長車
専用車庫は、建築基準法６条による建築確認が必要で
あったのに、建築確認を受けないまま建築工事を行
い、車庫を設置した事件です。指摘を受けこの車庫を
撤去したため、関連する費用が不当な支出として訴訟
が起こされたものです。判決では「普通地方公共団体
が建築工事を行うに当たって、建築確認の必要性を看
過し、関係法令の規定に適合しない建築物を建築して
しまった場合には、その違反を是正するために建築物
の除却等の措置をとらなければならない」と判示して
います。
（東京地裁 平 9.10.17）
このイチゴハウスには多額の補助金（市民の税金）
が投入されています。大阪府の補助金交付規則第 15
条に法令に違反したときは補助金の交付の決定を取
り消し、同 16 条に補助金が交付されているときはそ
れの返還を命じるとあります。
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この制度は福田政権発足時に公明党との連立協議
において、凍結等の処置がなされるようですが、いず
れ負担をせねばならないことに変わりはありません。
小金を持っている高齢者を狙い打ちにした感がぬぐ
えません。国の制度とはいえ、住民税、介護保険、健
康保険等の値上げで市民の負担は確実に増えている
中で、この制度への理解は到底得られません。
又この制度を議論する広域連合議会はその公開・透
明性の観点から極めて不十分です。先般今年の 3 月に
16 億円の予算が専決処理されました。広域連合議員が
知らない間に落札され、まして議員を出していない和
泉市では傍聴するか議事録を請求するしか方法があ
りません。市民への正しい情報の提供が必要です。

＜議会構成決まる＞
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社協への補助金増額可決
社会福祉協議会への補助金の増額補正予算（284 万
円）が緊迫した展開の中で、残念ながら可決されまし
た。前収入役の天下り先確保ととられても反論できな
いタイミングでの提案でした。
厳しい社会情勢の中で、納税者の意識は高まり、行政
には説明責任は勿論、公平性、透明性が強く求められ
ています。
このような状況の中でこの補助金の支出は、
平たく言えば補助金付きで社協へ市の退職者を押しつ
けることに他なりません。このような事が安易になさ
れると将来大きな禍根を残すことにもなります。
以下は各議員の賛否です。

○賛成

×反対

会派

△退席

議員

委員会

本会議

×

原重樹
共産党

政友会

公明党

×

岡博子
矢竹輝久

×

×

早乙女実

×

田代一男

○

横山勝

○
○

服部敏男

○

小野林治三夫

○

赤阪和見

△

原口裕見

△

○
○
○

吉川茂樹
金児和子

×
×

逢野博之

○

柏冨久蔵

○

市民

若浜記久男

×

クラブ

西口秀光

飯塚省二
五月会

○

委員長

浜田千秋

いずみ

小林昌子

×

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）
・会費 1，300 円（3 か月分）
・10/7,8 （済み）
・11/10（土）14 時〜16 時
万葉の抒情歌 吉野、石見の海他
・12/8（土）14 時〜16 時
万葉の動物たち パートⅠ 魚介類

×

大橋涼子

○

森悦造

○
○

着本直幸

○
○

友田博文

議長

辻本孔久

事務所 ＴＥＬ ０７２５−５３−４４５１
（事務所 緑ヶ丘１−３−１５）

○
○

山本秀明
明政会

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

×

須藤洋之進
レインボー

10/3 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙
10/4 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙
10/5 和泉中央駅会報配布、ダム定例会
10/7-8 万葉の旅
10/9 久保惣記念美術館 25 周年記念レセプション、
自治を考える会傍聴
10/10 和泉中央駅会報配布、市政相談会
10/12 信太山駅会報配布
10/15 和泉府中駅会報配布
10/15 市町村議員特別研修
10/16 地方自治制度
10/17 地方公務員制度、地方議会の役割
10/18 地方税、財政
10/19 演習
10/21 憲法キャラバン打ち合わせ、「のぞみ野にパ
チンコはいらん」対策協議会
10/22 和泉中央駅会報配布
10/23 和泉府中駅会報配布
10/24 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、
市政相談会
10/25 光明池駅会報配布、ごみ処理施設見学
10/26 自治を考える会傍聴
10/27 商工まつり、憲法学習会
10/28-29 基地問題学習会 in 岩国市
10/30 ごみ学習会
10/31 北信太駅会報配布

○

賛成

3

16

反対

2

9

ちぎり絵
・講師 西原志満子さん
・11 月 14 日（水）13 時〜16 時
・材料費実費 参加費無料

パソコン講座（参加費無料）
・第 2、第 4 週の火曜 10 時から 12 時、
木曜 14 時〜16 時
・パソコンが初めての方もどうぞご遠慮なく。
初めてこられる方はご連絡下さい

昌子の日記
10/1 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙
10/2 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙
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市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：〜２１：３０

