
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早くも立春を過ぎましたね。 

春とは申せ厳寒の毎日、皆様 

お変わりございませんか？  

今年も頑張ります！ 何卒 

よろしくお願い申し上げます。 
 

◆国では９００兆円という膨大な 

債務を抱えながら予算は膨らむ一方。腹立たしく

思います。事業仕分けがパフォーマンスで終わり、

代わって消費税増税とか。しかし、こんな状態に

なっても本質的な議論をせず、政党間抗争に終

始して足を引っ張りあう国会議員ってどうなので

しょう？ 昨今の既成政党離れは当然ですね！ 
 

◆他方で橋下大阪府知事はたった３年で、事業

見直しの議論を巻き起こし、耐震基準に満たない

府庁のWTC移転も一部実施、政党を作り、税収

入の範囲内で予算を組むことを実現し、１１年振

りの黒字決算を２年、その黒字の半分を基金に

編入という快挙を遂げています。たった３年で！ 
 

◆和泉市はというと約９００億円の債務の中で国

と同様ばらまき事業が多く、１年だけの個人市民

税１０％減税も待っています。高額納税者に有利

な、この不公平減税を正当化するため市側も知

恵を働かせられると思いますが、その過程での

職員さんの時間と体力もムダ使いなのです。 議

会もこれを止めることができるか？ あ～あ！！ 

 

[１]６０万円問題が浮上 
 
これは手順を踏まず、筋の通らない費用

です。 ましてや公金を出すのは大間違い。 

が１２月議会で私も含め反対は７、退席１

で可決でした。賛成は認めることですよね！ 
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●６０万円問題とは？ 
 
１） ２２年２月、和泉市道路河川課 

整備実行チームが上伯太線道路整備工事の設

計変更内容を精査していて発見した使途不明

金６０万円に関わる議案である。 

２）当時、境界復元測量費用として計上されていた

が内容が不明かつ未払いの項目のため再調査し

た所、それは市職員の指示により建設業者から

リトルリーグの一保護者に施工指導料として２１

年６月立替え払いされたものと判明した。 

３）元々リトルリーグは使用許可を受けた町会から

無償で又借り。本来は市がグラウンド復旧の義務

はない。おまけに契約行為なく見積書積算書なく

資格もない同氏に、なぜお金を渡すのか大問題

である。これは認めてはいけない！ 

４）過去にこのリトルリーグと関係があった某議員が

議会で、同保護者は現在も過去もチームの代表

でも役員でもなく、逆に現代表や役員に対し今だ

に市から何の説明もない、と言明している。 

５）２２年８月に市は弁護士と相談し、業者に対し請

求書提出を依頼。国家賠償法の規定による損害

賠償の額の決定案を議会に上程した。 

６）１２月２日、付託された都市環境常任委員会で、

市は議員の質問に対して、「６０万円は不当利得

ではなく正当な支払」と答弁。結局その日決着つ

かず１２月６日に持越し。6日に採決の結果、委員

長除く委員は７人賛成反対１人で可決した。 

７）ところが何と、翌１２月７日、参与や部長等４人が

同氏に返還のお願いに行っている。「６０万円を

放棄し返還して頂けないか」と頼んだが、「当時私

がいなければ工事が進まないと言われた。６０万

円は生活費に充てたため返還できない」と断られ

ている(１２月１３日市長報告）。   

 

≪２０１１年２月発行 ≫ 

http://kawase.gozaru.jp/basic14_09.htm


 

 

 

 

 

 

 

８）そしていよいよ１２月１４日議会最終日の議案審

議を迎えた。反対討論で出た意見は、①国家賠。

償法の規定により当該職員に求償すべき。②契

約がないので公金搾取未遂にあたる。③業者に

立替えを頼むのは不適切な金銭授受関係である。

④公金で支払うのは間違い。したがって債務不

存在として払わないのが良い。市長が判を押さな

ければ公金は支出されない。市長が判断を。 

９）しかし採決の結果、反対７退席１で可決。 

１０）その後１月３１日に請負業者に支払われた。 

 

【かねこ注】 契約もして 

いないのに、自ら工事現場 

に出て行って業者にああし 

て、こうしてと要望したら指 

導料が要求できるのだろうか。 

要求を呑んだ職員さんが間違 

っています。当初T土木が王子グラウンド復旧費と

して４８００万円で契約したのに松尾寺代替グラウン

ド整備に費用が流れ（当初の１５００万円見積もりが

５７００万円に膨れた）、その後Y建設が王子グラウ

ンドを整備するとして６１００万円で契約したのに一

保護者の指導？による変更で１．２億円に増えた。

職員さんが毅然と要求を断るべきでした。これも５０

万円以内だったら専決事項で露見しなかったもので

す。こんな大事件の中だからこそ飛び出した使途不

明金を、議会が見逃してはならなかったのです。 

   金額の大小ではなくその中身が問題です。 

 
[２]金児、1２月議会で３点 

一般質問を行いました。 
 
① 『1％市民活動支援制度 

「ちょいず」を考える 』 
 

【金児】 この事業の元は、千葉県市川市で５年前

から実施されている、いわゆる市民税１％支援制

度である。が、この事業には大きな欠点がある。

１点目は２回の審査や周知、投票を経ることで申

請から事業費決定まで半年以上かかる。２点目

は、投票が終わって集計しないと補助金額が確

定しないがゆえに事業の実施が不安定となる。３

点目は市にとって余計な経費がかかる。４点目は

仮に市民が100％投票すれば市民税の１％、約

8,000万円を使う大事業となり和泉市の財政を圧

迫する可能性がある。５点目は和泉市は条例を

作って議会に上程せず、要項で対処しようとして

いる。 

【金児】札幌市では経費が掛かりすぎるということで、

議会で否決されている。和泉市における必要経

費はどれくらいの予定か。 

【理事者】主な経費は、印刷製本費として団体紹介

冊子作成印刷費が8万2,000冊作成199万5,000円、

制度紹介チラシ作成印刷費が２万枚作成６万900

円。次に、市民からの届け出書の返送用郵送料

約65万円。次に、市民からの届け出のデータ入

力委託料15万7,500円、団体紹介冊子の広報紙挟

み込み配布委託料14万4,000円、市民活動団体プ

レゼンテーションの動画ホームページアップなど

委託料約30万円。市民活動支援制度判定会、委

員報償費が8,000円の４人分で年３回から４回開

催する予定で10万円前後、その他コピー代消耗

品などの事業費や会場借り上げ料が６万5,000円

程度かかると想定しており、以上トータルすると

約347万円と想定している。これ以外に市民から

の届け出書類の確認作業等の作業補助として約

２カ月間臨時職員を１～２名雇用予定。 

【金児】まだ含まれていないものもある。例えば市川

市に視察に行った市長・職員の費用や立ち上げ

に一年以上携わった職員の経費など。ムダと矛

盾が多い事業である。今後どれだけ市民の関心

が集まるか注目している。 

 

② 『和泉市、進む女性登用？』 

 

【金児】先月２つの男女平等度国際ランキングが発

表されたが、日本の順位は一方が世界134カ国

中94位、他方は138カ国中12位である。この差異

について市の考えはどうか。 

【理事者】94 位の男女格差指数は経済力、教育力、

健康度、政治等への参加度の４つが指標。12 位

の男女不平等指数は先の指数と異なる健康面や

労働市場等の指数である。日本は先進国である

割には女性の経済力や登用度が低いことに要因

があると分析されている。 

【金児】管理職の和泉市の男女共同参画の進捗、女

性職員の管理職登用、市長公約はどうか。 



 

  

 

 

  

 

【理事者】現在第2期オアシスプランを推進中である。

女性管理職登用の目標値は平成26年20％であ

るのに対し、現在11.５％であり強化を要する。市

長公約では数値目標による推進を掲げており、

今後積極的に取り組む。 

【金児】議会においては 

女性議員は２９％と増え 

ているが、理事者側の 

女性数はこの10年全く 

変わらない。管理職登 

用を増やすにはどうすればよいと考えるか？ 

【理事者】 目標値に達していないのは、職員数の

男女比に起因するところが大きいのではないの

か。女性職員の割合は平成16年度の22．64％に

対し、今年度は24.05％と1.41％の伸び率だが、

管理職における女性の割合は8.15％から11.48％

へと3.33％伸びており、伸び率は管理職のほうが

大きいといえる。なお、今年度係長級以上の女性

の割合は15.36％である。 

  次に、この10年間の男女別職員の採用状況は、

平成13年度から17年度の５年間では採用事務職

65人のうち女性職員は16人と25％だったが、平

成18年から平成22年度の５年間では採用事務職

74人のうち女性職員は32人と43％を占める。地

方分権の進展に伴い多様化する行政ニーズに

的確に対応するためには、女性職員の管理職へ

の登用が不可欠であるため、職員の意識改革、

業務を通じて女性職員が幅広く経験できるよう人

材の育成に引き続き努めたいと考える。 

 

③ 『和泉中央 
 南駐輪場問題』 
 

【金児】正式には和泉中央南自転車等駐車場という

が現状の利用実態はどうなっているか。建設費、

利用料金、利用収入、管理運営経費は幾らか。 

【理事者】もとの和泉中央駅東仮設駐輪場の収容台

数は600台。平成19年度の利用実績は、収容率

約75％の450台であった。そして本年４月１日開

設の和泉中央駅前南自転車等駐車場は、自転車

836台、原動付自転車311台、合計1,147台収容可

能施設であるが、４月から10月までの平均収容

率は、自転車が約44％の368台、原動付自転車

が約13％の約40台、合計408台の収容台数となっ

ている。続いて、和泉中央駅前南自転車等駐車

場建設費については、建設工事費１億6,734万

3,750円、電気設備工事費2,075万8,500円、機械設

備工事441万7,350円で、総工事費は１億9,251万

9,600円である。また、利用料金は自転車の一時

利用は１日１回120円、原動付自転車の一時利用

は１日１回250円となっている。また、４月から10

月の平均利用料金収入については約107万円で

ある。管理運営経費については、現在年度途中

であり現時点では算出できていない。  

【金児】この南駐輪場近くにある家電量販店の駐輪

場とその外の通路に自転車・バイクを大量に駐輪

しており、ある夕方６時半位に行って数えたら150

台以上あった。明らかに店にはそれほどのお客

はいない。２億円ほどもかけてつくった駐輪場が

あるのに市として公共の駐輪場を利用するように

対策をとることができないのか。 

【理事者】駅周辺施設内や個人敷地まで関与するこ

とは出来かねる。今回の場合はあくまでも所有者

独自の対策等講じていただく必要があると考える。

今後公の施設の指定管理者と協議し、平成23年

４月からの利用率アップに向け駐輪配置の変更

や駅前等でのＰＲ活動などを行うことを予定して

いる。また、自転車等の駐車場の位置を示すサ

イン等の設置について検討してまいりたい。 

【金児】通告してから思い切ってその量販店の店長

さんにお話をしたところ、駐輪問題でずっと悩ん

でいるとのことだった。今後トリヴェール和泉の人

口が増えれば台数がふえる可能性もあり、今で

も通路は通れない上、景観や倫理的な観点から

もいずれは解決に向けて考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
[３]和泉中央駅北のシビックセンター

2地区、URとの譲渡契約成立 

 



 

 

 

 
この地区は阪和道

ICにも近く、物流・

商業施設に好適な

立地であることか

ら、左図のように

（１）（２）を市街地

調整区域から市街

化区域に編入し、

道路（灰色線）・緑

地・調整池を設置

する、現地は駅か

ら南へ約１ｋｍ。 
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なかなか空き地が解消されなかった和泉中央駅北

で 2地区が契約できました。和泉市としては、残る１

１地区にホテル建設を悲願としていますが・・・。 

１）大阪いずみ市民生協   

 ●3階建て、延床約8,400㎡ 

 ●スーパーマーケットを核とした物販店舗 

 ●平成 24年 3月頃オープン予定 

２）三交不動産＆アートプランニング 

    ●15階建てマンション、延床 16,700㎡ 

    ●都市型住宅 168戸と生活利便施設 2戸 

    ●平成 25年 8月入居開始予定 

 

[４]1月17日都市計画審議会で 

唐国町に物流・商業施設の計画決定 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
（１） 物流サービス事業用地・・・34,420㎡ 

（２） 沿道サービス事業用地・・・10,395㎡ 

（３） 沿道サービス事業用地・・・12,585㎡ 

（４） 用地内を貫く道路は幅員８．９～１０．９ｍ。 

（５） 阪和道や外環状線等から流入してくるトラック

等が、市内に入らなくてすむ計画となっている。 

[５]辻市長、読売TVのニュース ten！

『減税は可能なのか？』にご出演 
※yahoo！で下のURLを入力すれば見られます。 

http://www.ytv.co.jp/ten/sp/bn/1012.html 
※その頁を下へスクロール、12月１4日の分です。 

市長自ら、告示 2日前に天の声が聞こえたと証言。 

■「頭がガンガンして気分も悪くなって家で寝ている

ときにふと浮かんできたというか、“天の声”というと

変なイメージなんですけど、なんか大きな力が僕を

動かしたというか、そんな感じですね」。 

ニュースの最後、辻市長が視察で訪れた半田市

で、応対した総務部長さんの言葉が大変印象的だ

った。半田市は市長公約で 1年減税したが、その後

市財政悪化、交付団体に転落したため中止した。 

■「（半田）市長の考えは、全国苦しい中で、苦しい

方から集めたお金を分配されたものをもらっておき

ながら、私たちだけが減税の恩恵を被るというのは

どんなもんだろう、と」■「政治家にとって、減税は

訴えかけやすいキ－ワードだと思うが、私たち公務

員としては危険な施策だという思いがあります。」 

 

[６] ≪かねこやります・ 

がんばります！≫ 
 

① ３月６日（日）和泉国際交流会 ICIX主催：『第３

回中国語暗唱コンテスト』、午後１時～５時、和

泉市立人権文化センター１階大会議室 

② ３月２０日（日） いずみワールドフェスティバル

実行委員会主催：国際交流シンポジウム『多文

化共生のひととき』歌と踊りとおしゃべり世界の

人々と、午後 1時 30分～、和泉市コミセン３階

多目的ホール、参加費：無料 

③ ６月４日（日）南池田中学校区合唱団そよ風の

会『ときめきコンサート』、ゲストにバイオリン演

奏他を予定、午後 1時半開演 、和泉シティプ

ラザ 3階 レセプションホール、参加費】500円 

④ ６月１１日（土）ミュージカル劇団ドキドキ第８回

公演『北の塔の魔女』、午後５時開演、弥生の

風ホール、 当日２５００円（前売２０００円）、【お

問合せ】 ０９０－９７１４－９７４７ 

⑤ ９月２４日（土）『和泉の国ジャズストリート』前夜

祭、『桑名正博ライブ』弥生の風ホール／２５日

（日）開会式典、11ヵ所？で一日無料ライブ 
 

（１） 
（１） 

（３） 

（２） 

岸
和
田 

 

和
泉
中
央
駅 

 

泉州山手線（泉北1号線） 

 

テクノステージ 

 

http://www.ytv.co.jp/ten/sp/bn/1012.html

