昌子の広場第８５報

平成２０年１０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
自宅 Tel（Fax) 0725-54-2626
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451
Email masakokob@ybb.ne.jp
http://masako-hiroba.info/
ホームページもご覧下さい
yahoo の小林昌子で検索出来ます
目 次
・暑く厳しい選挙終わる
・トリベール和泉 B ブロック開発計画
・文化財保護事業用地住民訴訟判決

P1-2
P3
P4

暑く厳しい選挙終わる。多くの方のご支援を頂き身の引き締まる思い！
暑く厳しい選挙が終わりました。予想もしない多く
の方の支持を頂き身の引き締まる思いです。従来に
も増して市民の目線で議員活動に取り組む覚悟です。
今回の選挙は定数が2名削減され、加えて同じ自治
会から有力な新人議員が出馬したため、今までにな
い逆風の中
での選挙で
した。
そのような
中で自分が
出来ること
は選挙期間
を通じて、出
来るだけ多
くの市民の
皆様に私の
考えを伝えることだと考え、選挙期間中は食事の時
以外は全て選挙カーに乗って、私の主張をマイクを
通じて皆様にお伝えしました。又個人演説会も地元
だけでなく、他の地域も含め3回開催し、動員なし
でも30人から40人の住民の方が参加して頂きまし
た。その席では私の考えだけでなく、参加者から厳
しい指摘も頂き今後の議員活動に大きな財産となり
ました。
今回の選挙では煩わしいととかくの非難がある電話
かけや、駅頭での朝立ちを行いませんでした。それ
でもこのような多くの方の支持を頂いたのは、日頃
の活動を評価して頂いたものと思っています。全て
の議会で質問し、その結果は毎月の会報で市民の皆
様にお知らせし、各駅で朝の市政報告を続けた結果
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だと思います。会報は初当選以来実に170万部を発
行したことになります。地縁、血縁でがんじがらめ
の選挙も変わり目を迎えているのでは無いでしょう
か。
それにしても投票率が選挙ごとに低下しているのが
気がかりです。今回やっと50％を超えた程度で、半
数の市民の方が選挙に行かれなかった訳で、市民に
とって議会とは所詮その程度と評価されていると思
うと、議員の責任は重大です。これからは議会を活
性化し、議員の存在感を高めるにはどうすれば良い
か真剣に考える必要があると思います。
又、今回の選挙だけでは無いと思いますが期日前投
票が多くなっていることです。今回の選挙は全投票
数の約20％が期日前投票となっています。このよう
に期日前投票が多くなると気になるのは選挙公報が
届けられるのが遅いことです。従来のように期日前
投票が例外的な時代は投票日の2-3日前でもそんな
に問題は無かったのですが、このように期日前投票
が多くなると、現在の選挙公報が配布されるタイミ
ングでは広報を見ないで投票する人が多くなります。
それでは候補者の政策が全くわからないで投票する
ことになり、特に新人の方にとっては不利となりま
す。現在のIT化の進展した時代で広報の配布の早期
化は十分可能と思います。
一方選挙には多くの費用が税金から支出されます。
今回の選挙では９，０００万円の予算を計上してい
ます。民主主義のコストと言ってしまえばそれまで
ですが、改善できることも少なくありません。
2，3の例を挙げますと、ポスターの掲示板の多さで
す。和泉市は市域が広いのでやむを得ない点もあり
ますが、あまり人が通らない所に掲示板があったり、
私の近くの学校では近接して2カ所の掲示板があり
ます。逆に本来無いといけないような所に掲示板が
無かったりもします。
それから、投票や開票にかかわる職員への手当の問
題です。投票や開票にかかわる職員には1日で
34000円が支払われています。民間では振り替え休
日などで対応し、手当は最小に抑えることが普通で
す。このような感覚が不十分と言わざるを得ません。
又同じ事務を民間のアルバイトで処理すれば１８，
０００円ですみます。民間の人の活用を積極的に行
うべきです。
最後は選挙の公費負担です。選挙にかかった費用の
うち選挙カー及びポスター作成費用が公費で負担さ
れます。今回の選挙の場合は最高で一人あたり約95
万円で、総額3000万円の予算が組まれています。
選挙カーは最高で1日64，500円で7日分の45万円、
ポスターはこれも最高1枚1289円で388枚の50
万円となっています。1枚1289円のポスターなど聞
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いたことがありません。私の場合は361円です。か
つて他の市の事ですが、ポスター代に選挙はがきや
リーフレットの印刷代を紛れ込ませて問題になった
ことがあります。余りに単価が高すぎると思います。
公費負担の制度は誰でも選挙に出られるようにする
ために作られた制度で、有益な制度です。しかし、
現職の議員は高額の報酬を貰っているのですから、
これを辞退する事も可能です。そうすれば自ずと選
挙費用も少なくなるでしょう。9月16日告示の河南
町議員選挙は選挙の公費負担がありません。この選
挙のポスターの多くが和泉市では全ての議員が採用
したポスターの裏面に糊のあるものではなく、画鋲
だけのポスターが半数近くを占めていました。ポス
ターを安くあげるためです。
現職議員が選挙に出るのは一種の再就職活動ですか
ら、自分で負担しても決して不思議ではありません。
私は最初の選挙では公費負担を受けましたが、2回
目も今回も公費負担は辞退しています。現職議員が
全て辞退すれば今回でも2000万円近くの公費負担
が削減されます。このようにして少しでも選挙にか
かる費用を削減するよう努めるべきと思います。
まもなく衆議院選挙が行われると思いますが、この
選挙費用は全て国が面倒を見てくれます。しかし市
民の税金が原資であることに変わりがありません。
まもなく新しい議会が始まります。初心を忘れず精
一杯議員活動を続けます。
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トリベール和泉 B ブロック計画の全容明らかに！
トリベール和泉 B ブロック計画の全容が明らかにな
りました。平成 20 年 9 月 19 日に大規模小売店舗
立地法届出要約書の説明会があり出席しました。
この計画には当初アミューズメント施設（ゲームセ
ンター）の計画があり、青少年の健全育成上好まし
くないと、地域住民からの強い要請があり、私も議
会で質問していました。今回の説明ではアミューズ
メント施設は設置しないとの事です。
いぶき野地区は全日空社宅跡地に建設されたマンシ
ョンについても、周辺環境への影響が大きいと周辺
住民の方が見直しを求めて運動され、その結果マン
ションの階数や駐車場の台数等で大幅に計画変更を
実現した経緯もあります。
住居環境の維持を住民自らの運動で実現された住民
パワーに敬意を払うとともに、住民自治の一つの開
花と考えます。

大規模店の出店に伴う交通量や騒音への影響は以下
のように評価しています。
●交通量は

休日に大幅に交通量増加する見込であるが、容量
内には収まる見込。和泉中央駅東交差点の増加が
顕著。
●騒音は

店舗計画では
B1 地区：イズミヤ（他専門店）
B2 地区：未決定（来年中には施設を立ち上げ予定）
B3 地区：未定 3 店舗（銀行・飲食店舗・学習塾等）
B4 地区：ヤマダ電機
となっています。
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住居地域とはイズミヤ横のマンション（1，2 棟）
での騒音
いずれも規制基準内とはいえ、限界に近く安心で
きる値ではない。
★営業時間は概ね 10 時から 22 時の予定
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文化財保護事業用地住民訴訟敗訴
9 月 19 日大阪地裁民事第 2 部で私たちが提訴して
いました住民訴訟の判決がありました。
この裁判は弥生文化博物館横の用地を文化財保護事
業用地として、平成9年に和泉市が和泉市土地開発公
社に先行取得させ、その後土地バブルの崩壊で地価が
大幅に下落し5億円を超える評価損を抱えている土
地に関する住民訴訟です。大阪府に代わって和泉市が
取得したのにも拘わらず、大阪府は財政事情を理由に
買い戻しを行わず、その結果土地の評価損などで市に
多大の損失の発生が予想されるため府に早期に買い
上げを求める訴訟です。
結果は敗訴でした。
今回敗訴になったポイントは確認書の法的拘束力の
問題です。確認書は和泉市の教育委員会の次長と大阪
府の教育委員会の課長の間で交わされたものです。府
の教育委員会及び市の教育委員会ではこの土地の譲
渡について当該地方公共団体を代表する権限を有し
ていないことから、確認書は市及び府を法的に拘束す
るものでは無く、政治的ないし道義的目標として相互
に確認したものにすぎないと判断され、これが決定的
でした。
私たちは確認書が法的に有効であるとの前提で、これ
が売買の予約であるか又は少なくとも契約の準備段
階であると主張し、府が買い上げないで発生する損失
の損害賠償を求めたものですが、その前提が崩れたわ
けです。
この土地問題は確認書の存在を否定したり、土地取得
後もこの活用が全くなされていないことなど、不透明
な部分が多く残っています。
今回の裁判では敗訴となりましたが、この土地の処分
は公社の健全化計画では平成21年度に行われること
になっています。その段階で5億円とも6億円とも言
われている損失がどのようになるのか注視していき
ます。
又今回の住民訴訟は市の監査委員が住民監査請求の
要件を満たしていないと却下しました。正当な住民監
査請求を不当に却下したとして裁判に訴えたのです。
裁判では私たちの主張が認められました。住民から請
求があれば自ら
調査し監査すべ
シュンとし
きにも拘わらず、 ないで頑張
ります
正当な請求を却
下した市の監査
のあり方が今問
われています。

昌子の日記
9/1-6 市議会議員選挙
9/7 山元加津子さん講演会「みんな違っていい！」
9/8,9 和泉中央駅挨拶
9/10 和泉府中駅挨拶
9/11 和泉中央駅挨拶、和泉市民病院経営監視委員会傍聴
9/12 信太山駅挨拶、子どもサポーター会議、リバーポリ
シーネットワーク講演会
9/13 事務所主催万葉講座
9/14 市民健康まつり
9/16 トリベール和泉開発問題について
9/17 和泉中央駅挨拶、事務所運営委員会
9/18 ソロプチ定例会、介護保険運営協議会傍聴、女性消
防クラブ定例会
9/19 大阪地裁（文化財裁判）、トリベール和泉 B ブロッ
ク説明会
9/20 槇尾川調査
9/21 俳画・絵手紙展、ワラビーの広場、惣ｹ池観察会
9/22 淀川水系運営委員会傍聴、ごみ減量審議会
9/24 議員初会合、全国川のシンポ実行委員会
9/25 北松尾幼稚園運動会、広報公聴研究会傍聴
9/27 生きもの調査
9/28 パク・インス音楽会、市障連勉強会

＜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
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）
・会費 1，300 円（3 か月分） 14-16 時
・67 回 10/12.13 一泊旅行紀伊国万葉旅行
・68 回 11/8 万葉の伝説 水江の浦島子
・69 回 12/13 万葉の動物たち（鳥類）

ちぎり絵
・講師 西原志満子さん
・11 月 12 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

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：〜２１：３０
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