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辻市長の市民税10％減税、上下水道料金10％引き下

げを実現するため、共創和泉行政懇話会が作られる事

になりました。以下がそのイメージです。 

市のHPによると 

限られた行政資源を活用し、効果的・効率的な行政経営

を行うため、行財政改革への取組の推進に対して、市民

の皆さんから幅広い視点で、ご意見やご提言をいただく

ことを目的として、「共創和泉行財政懇話会（以下「懇

話会」という。）」を設置。懇話会の委員は、公募市民

の方々、学識経験者、企業経営者、教育関係者を含め10

名以内で構成されます。この懇話会の委員を、市民の皆

さんから公募します。 

とのことです。 

この懇話会を設置することに特に異論はありませんが、

構成メンバーの報償費に対する考え方には大いに疑問

があります。学識経験者４人に各１万円。企業経営者、

教育関係者３人に各６千円、公募市民３人に各１千円

を予定しているとの事です。これに応募される市民の

方は報償費がいくらでもそれに拘る人はいないと思い

ますが、このような報償費の格差は市民軽視も甚だし

いと言わざるを得ません。 

 責任や拘束される時間等は同じなのに何故このよう

な格差をつける必要があったのか、見方によっては市

民からはいい意見が出ないだろうから、安くてもかま

わないと考えたのかと疑念を持つものです。 

学識経験者の意見は重く、市民の意見は軽いと思って

いるのかと、指摘されても反論できないのではないで

しょうか。折角政策形成過程に市民参画を行おうとさ

れているのに、報償費に１０倍の差をつける、時代錯

誤のこの役所感覚こそ正さなくてはなりません。 

施策形成過程に参画するのに、求められる役割や意見

に軽重はありません。 

 公民協働を市長はアピールされていますが、このよう

な上から目線での対応を今後もされていくなら、市民

からは積極的な協力を得られないのではと危惧すると

ころです。ちなみに現在委員会や懇話会を持ったこと

がある５つの部署に確認いたしましたが、一つを除い

て委員長も報酬に差をつけず、引き受けていただいて

いるとの事です。勿論委員は全て同額でした。 
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私は本年第2回定例会の大綱質疑で市長に自治基本条

例について以下の要旨の質問を行いました。 

（仮称）自治基本条例は、パブリックコメントを経て、策定委員の最終

意見が反映された結果が「自治基本条例案」で、特に常設型の住民

投票条例や、１６歳以上の市民の意見を反映する仕組みは画期的

なもので、将来を担う若者が自分の住む町のありようを真剣に考え

るいい仕組みだと私は高く評価している。市民が係わり市民主体で

作った自治基本条例を市長が変わったことによって内容が変えられ

るなら、市民の積み上げを無視することになります。市長の見解を

お聞きするとともに、常設型住民投票条例の内容変更はあるのか、

無いのかお聞きします。 

それに対し市長は 

取組経過及び内容について高く評価している。今後私なりに策定委

員会の最終案を確認し、その意向も十分に尊重して、本年度中に議

会へ提出する。 

の答弁があり、今回一切内容の変更無しに提案された

ものです。提案を受けて議会は 

●この条例が最高規範と謳っていることについて 

●住民投票権を16才以上としていることについて 

等について異論が出て、閉会中継続審査となりました。

継続審査は未だ議論が不十分なため、引き続いて議論

することであり、私としては議会での議論を深めて原

案通り可決されるよう頑張るつもりです。 

特に常設型の住民投票条例は、先進的なもので市民の

意見を2分するような事項について、機動的に対応出

来るもので、今回の自治基本条例に不可欠なものです。

この制度が議会軽視と指摘する意見もあるようですが、

市民個々人の考えを反映できる直接民主主義を実現す

るものと考えています。今回私はこの条例案が付託さ

れた総務安全委員会に属することになりましたので、

大いに議論したいと思います。以下は常設型住民投票

条例の実施例です。 

昌子の日記 

10/1 議会役員選挙 

10/2 議会役員選挙、代表者会議 

10/3 久保惣美術館浮世絵版画内覧会 

10/5議会役員選挙、代表者会議、ダム定例会 

10/6議会役員選挙、代表者会議、議会便り編集委員会 

10/11,12 万葉旅行｢平城京ロマンの旅｣ 

10/13 和泉中央駅会報配布、ソロプチ監査 

10/14 和泉中央駅会報配布、運営委員会、市政相談会 

10/15 和泉中央駅会報配布、ソロプチ定例会 

10/16 和泉中央駅会報配布 

10/17 光明池清掃活動 

10/18 ｢信太山丘陵の保全と活用｣シンポジウム 

10/19 和泉府中駅会報配布 

10/19-23 市町村アカデミーにて｢地方財政議員研修｣ 

10/24 商工祭り 

10/25 石尾っ子美化活動 

10/26 北信太駅会報配布、大阪地裁（ダンジリ裁判） 

10/27 信太山駅会報配布、槇尾川ダム再評価委員会傍聴 

10/28 光明池駅会報配布、市政相談会 

10/29 和泉府中駅会報配布、市議会便り編集委員会 

10/30 和泉中央駅会報配布 

＜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 1,000円（3か月分） 14-16時 

・76回 済み 

・7７回 11/14（土）声に出して読みたい恋歌 

（パートⅠ） 

・7８回 12/12（土）万葉の旅パート(３) 

難波の万葉 

＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞ 

ちぎり絵 
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料

・１１月１１日（水）13時～16時 

パソコン講座（参加費無料）  
・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 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 

自治基本条例継続審議に！ 
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土地開発公社と文化財保護事業用地問題！ 

掛金 

巨額の塩漬け土地を抱える土地開発公社 
土地開発公社は土地の価格が右肩上がりで上昇する中で、先行して自治体が土地を確保するため

作られたもので、議会の審議を経ることなく臨機応変に土地を所有するために作られたもので

す。しかし土地神話が崩れ、自治体財政の悪化で自治体の自前の開発が大きく後退する中で、先

行取得した土地はその処分が出来ず塩漬け土地となり、地価の下落で取得価格と時価の乖離が不

良資産となって公社に残ることになりました。その結果自治体の隠れた不良資産となっていま

す。 

上の表は平成18年度の少々古いものですが、和泉市の府内での大凡の位置づけが判ると思いま

す。この中に私が問題とする文化財保護事業用地が含まれています。 

 
＜これまでの経緯＞ 
● H8 H8年度予算に土地買い上げに伴う 

債務負担行為を予算計上 

● H8.3 大阪府と確認書締結 

● H9.3 土地開発公社当該土地購入 

● H12 大阪府の買い上げ時期が到来したが 

買い上げは実行されず 

● H12以降 大阪府に買い上げ要望 

大阪府は財源問題でこれを拒否 

駐車場として利用 

● H16.6 当該土地について一般質問 

大阪府との土地取引は全て口約束 

買い上げ価格は帳簿価格と 答弁 

● H17.6 土地開発公社の決算審議で質問 

その折も確認書の存在は答弁なし 

● H17.7 大阪府に当該土地取引に関する和泉市 

との協議内容を情報公開請求 

● H17.8.2 確認書の存在を認める 

買い上げ価格は実勢価格と判明 

● H18.5.25 住民監査請求 

● H18.9 大阪府に買上を求めて住民訴訟 

● H20.9 判決（敗訴） 

● 現在 現時点でも大阪府は買上を行わず 

地価下落で多額の損失 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朝日新聞でこのように大きく取り上げられた文化財

保護事業用地の問題は、私が平成16年の6月議会

で土地開発公社の決算審査の時に「文化財保護事業

用地として、随分のお金が計上されています。どう

いう事業計画があって取得されたのか御説明くださ

い。」と質問したことが契機で明らかになった問題で

す。この土地の先行取得については、不透明な点が

多々あり、大阪府の買い戻しが行われないまま土地

の値下がりと金利負担で、巨額の損失を抱えている

ものです。議会でのやりとりでは埒があかないこと

から、平成18 年 9 月に住民訴訟を行い、H19.9

月に判決がありました。結果は敗訴でした。その理

由は確認書を交わした教育委員会が当該地方公共団

体を代表する権限を有していないことから、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であると判断さ

れた事です。 

文化財保護事業用地問題とは 

左の土地は曰く付きの土地で、大阪府が池上曽根遺跡周辺からの

出土品を集めて池上曽根遺跡研究センター（仮称）建設の用地とし

て取得したものです。しかし大阪府は財政上の問題から直ちに取得

できないことから、和泉市と協議し将来（H12 年度）買い戻す前

提で、和泉市が市の土地開発公社にH9年に先行取得させた土地で

す。 

ところがその後大阪府の財政状態が土地を取得した時代から大き

く悪化したため、現在においてもこの土地を買い上げることが出来

ず、市の土地開発公社の塩漬け土地となっています。この間に地価

の下落で評価損は一気に膨らみ、現在 5 億円にも上る評価損を抱

える不良資産となっています。 

大阪府はこれを買い上げできない事から、その代償としてこの土

地を大型バスの駐車場として利用し、市（土地開発公社）に賃料を

払い続けています。 

又この土地を取得するに当たって大阪府と市は確認書なる物を交

わしていたのですが、その中に大阪府が買い上げるときはその価格

は時価とするとの項があります。従って大阪府が仮に買い上げを行

っても先程の評価損は全て和泉市の損失になります。 

又本来この土地を取得すべきであった否かも大きな疑問がありま

す。池上曽根遺跡からの出土品の保管場所がないというのが取得の

理由の主なものですが、当時から既に10年以上も経過しています

が、出土品の保管場所がなくなり別途その場所を作ったという話も

聞きませんし、そもそも池上曽根遺跡研究センター計画自体が存在

しないし、弥生博物館自体の存亡が検討されている状態で将来この

土地が池上曽根遺跡研究センターとなる可能性は殆どありません。 

 

●土地開発公社健全計画では 
市は平成18年度から22年までの5カ年計画で土地開発公社の健全化計画を策定し、

長期保有土地の処分を進めています。計画では当初帳簿価格で69 億円強の土地を、

最終年度で24億円までに圧縮する計画で進めており、平成20年度末で61億円強

まで処分が終わっていますが、今後2年間で更に37億円の処分が必要で、財政状況

が厳しい中でこの処分は容易ではないと思います。 

この中に問題の文化財保護事業用地が含まれ、当初は平成21 年度に大阪府と協議し

て処分する計画でしたが、大阪府との話し合いが進展せず21 年度中の処分は最早困

難で、市の担当は今年度中に解決の方向性を確認すると言っていますが、それも実現

するかかなり疑問です。 

 

●何故市はこのような土地を先行取得したのか 
市はこの土地は大阪府の依頼で先行取得したと一貫して言っていますが、果たして大

阪府が本当にこの土地を取得する気があったのか少なからず疑問があります。土地の

価格が下落を続ける時期に、池上曽根遺跡研究センター（仮称）なる計画も存在しな

い中で、何故この土地を取得したのか。住宅地の開発計画があるので先行取得したと

言っていますが、文化財の包蔵地で遺跡調査等の制約があり、更に将来土地価格が更

に値下がりする可能性が高い中で、民間会社がこの土地を購入する事は想像できませ

ん。普通の感覚ではこの土地をこの時期にあわてて取得する必要はどこにもみあたり

ません。 

和泉市はこれをどう処理しようとしているのか


