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信太山に里山自然公園を求める連絡会

連絡先信太の森ＦＡＮクラブ 0725-44-840

e-mail hanaizm@ares.eonet.ne.jp

和泉市長へ要望・質問書を提出
コンサルへ委託する前に、学者・研究者、市民グループも参加した検討
のための機関をつくり、方向性を！
２２項目にわたる要望と質問書、コンサルに委託する前までに回答を！
3 月 14 日、平成 23 年度和泉市予算案で計上している「コンサルタントへの委託料」
（自然環境に配
慮したスポーツ施設の図柄を依頼）に対し、辻市長が議会などで公言してきたように「学者・研究
者、市民グループなどが参加した検討の機関」を早急に設置し、コンサルタントヘ委託する前に、
方向性を検討することを要望し、質問書を提出しました。
提出は、山千代会長と花田が政策企画室長庄司氏に要望と共に手渡しました。以下は、その要望と
質問書です。

平成 23 年 3 月１４日

算を計上されたことに対し、憤りと懸念を抱くも

信太山に里山自然公園を求める連絡会

のです。たたき台といわれながら既成事実として

会長

計画の方向性を持つ可能性を憂うからです。

山千代重榮

つきましては、以下の諸点に関し要望並びに質
問をいたします。コンサルタントへ委託されるま
和泉市長

辻

宏康

様

でにご回答いただきますようお願いいたします。

要望並びに質問書

１，

コンサルタントへ図柄を委託する前に、市
長がかねてより公言されていたように「学

今回、
「北部地域公共施設整備事業」
（以下整備

者・研究者、市民グループなどが参加した

事業）の計画に関わり、市長がかねてより公言さ

検討の機関」を早急に設置し、計画の方向

れていた、
「学者・研究者、市民グープなども参加

性を検討されることを強く要望します。

した検討の機関を設置する」
、
「ワークショップ、
ブレ－ンストミングのような手法をとる」等の検

２，

討を経る前にコンサルタントへ図柄を委託する予

コンサルタントへ委託する図柄は「市役所
内の議論できるたたき台とするため」と議
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会答弁(8 日庄司室長)されていますが、ま

施設整備費２／３

ず、その程度の図柄であるなら市職員の技

といわれていますが、用地費１／２の適用

術職等で対応できないのですか、たたき台

はどの法令によるものか教えてください。

であるなら議論後の図柄を再度コンサル
10,

タントへ注文することになり税金の二重
の使用となります。

今回、
「補助金については、以前と変わらな
いと防衛省で確認がとれている」
（8 日庄司
室長）と云うことですが、本当に何か条件

３，

今回、コンサルタントが描く図柄により、

はついていませんか？

平成１５年、１７年に描かれた図柄は破棄
11 ,

したことになりますか？

信太 5 号線はこの整備事業の中でどのよう
な位置にありますか？

４，

市役所内の議論とは、具体的に市役所のど
んな部署間で行われますか？

12， 今回の図柄の中に信太 5 号線も描かれます

それとも、

新たな検討機関をつくられるのですか？
５，

か？

「たたき台」を作成後「市民の意見を吸い

13， 「環境に配慮したスポーツ施設」の図柄を

上げる」(8 日庄司室長)と議会答弁されま

委託すると云うことですが、環境に配慮す

したが、
「吸い上げる」具体的な手段をお

るという意味をご説明下さい。

聞かせ下さい。
14,

市長の云われる検討のための機関、ワーク
ショップなどはどうなるのですか？

議会答弁では、
「希少植物の保護・保全」を
もって環境に配慮したと認識されている
ように理解されましたが、私たちが求めて

6，

「たたき台」を検討し最終的に方向性を決

いるのは、希少植物のみならず、野鳥や昆

定するのは市長の権限ですか？

虫など生き物が棲息する「生物多様性の生
態系を保全せよ」ということです。希少植

7,
①

それぞれのタイムリミットについておき

物の生育する場所だけを残しても希少植

きします。

物を保全したことにも生態系を保全した

コンサルタントが図柄を完成するタイ

ことにもならないと云うことをご理解い

ムリミット

ただけますか？

②

たたき台を検討するタイムリミット

③

防衛省に補助を申請するタイムリミッ

15,

環境に配慮する上で、動植物の調査につい

ト 。 た だ し 、 平 成 25 年 度 か ら

ては私たちや環境保全課の調査結果、先学

補助を受ける事業について

者の資料などのデーターはありますが、地
下水の様子や地形などについては不十分

8,

補助の対象について、整備事業は、平成 15

と思われます。もし、工事に伴う掘削など

年度の計画では①公園

③屋外

が行われるならばどのような影響が予測

の３つの補助メニューとなって

されるか新たにアセスを行う必要があり

運動場

②緑地

いますが。仮に、私たちが提案している「里

ます。どうされますか？

山自然公園」も補助の対象になると考えて
16,

いますが市としてはどようにお考えです
か？

環境に配慮する上で、コンサルタントヘ提
供される資料ついて、仕様書に添付すると
議会で答弁されましたが改めて添付につ

9,

従来、補助メニューとして、
「防衛施設周辺

いておたずねします。以下の資料は私たち

の生活環境の整備等に関する法律第 8 条」

が是非必要と考えるものです。添付されま

（民政安定施設の助成）で用地費１／２、

すか？
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a 環境保全課自然環境調査結果（平成 21・

和泉市予算特別委員会
23 年度予算を否決

22）
b 信太山自然公園化構想（ビラ）
、
c 信太山自然公園化構想(冊子)

平成２３年度の予算審査特別委員会は

d KONC(関西自然保護機構会誌)59 号

３月８日から始まり、11 日一般会計予算

e 関西自然保護機構要望書（2010・11）

の採決が行われました。

f 信太 5 号線に対する要望書（2009・7）

「水道料金１０％減額」の市長公約を実

g 緑化技研調査報告書(平成 10、11)

現のため、区域外水道料金１０％減額補助

h 4600 名の署名要旨(2009・7)

金８３５万円と８３５万円を減額するた
めの経費３３３万１千円が計上されてい

17,

環境に配慮する上で、選定したコンサルタ

ました。財政の厳しい和泉市にあって経費

ントに対し、動植物調査を受託した団体や

をかけてまで減額を行う必要があるのか、

私たちにヒヤリングを行い、現地説明を受

ということが議論されたようです。また下

け、現状把握につとめるよう仕様書に明記

水でも区域外下水道使用料１０％減額補

してください。

助金として１２１０万円が計上されてい
ます。

18,

環境の一つ、埋蔵文化財の周知地域になっ

一般会計予算について委員会の採決は、

ており、開発に際しては事前調査が義務づ

賛成 3 名、反対 6 名、退席 2 名と新聞は

けられていると思いますが、事前調査はい

伝えています。このように一般会計予算を

つ行われますか。

否決するのは市制始まって以来初めての
ことと聞きます。

19， コンサルタントの選定はどのようにされま
すか？

改めて、「庁内のたたき台」をつくるた

一般競争入札ですか、それとも随

意契約ですか？

めと称してコンサルタントヘ 250 万円の

また、それはなぜですか。

予算を計上していることも、税金の無駄使
いに思えてなりません。

20， コンサルタントの条件・資格として何か特
に指定されるものはありますか？

水道料減額案を断念か？

21， コンサルタントへ示した仕様書を公開でき

16 日、新聞各紙は一般会計予算案の否

ますか？

決を受けて、辻市長が公約の「上下水道料
金１０％減額の条例案」を取り下げ、今議

22,

生物多様性を保全する課題は「生物多様性

会での成立を断念したと伝えました。

基本法」で国や地方公共団体の責務とされ

「東日本大震災を受け和泉市の災害対策

ています。他の法令、条例などにも照らし、

のために財源を確保したい」とのことで

今回の整備事業により自然環境に壊滅的

す。その選択は支持したいと思います。今

打撃を与えるとすれば、基本法の精神や諸

回の驚愕的な震災を体験すれば防災の備

規定に反し、違法行為と判断される部分が

えは緊急の課題でしょう。 市内には老朽

あると考えていますが、どのように判断さ

化した学校や公の施設があちこちに目立

れますか？

行政が違法行為をすると云

ちます。それにつけても、今回の震災と原

うことはとうてい許されるものではあり

発の事故は、自然に対する人間の関わりを

ません。

もう一度見直す契機とすべきではないか
と考えます。自然に対してもっともっと人

以上、22 項目について要望並びに質問をいたしま

間は謙虚でなければならない。そんな気が

す。なお、これら要望・質問及びお答えいただい

します。（花田）

た回答は公開とさせていただきます。
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新加入

全ての和泉市議会議員に
訴えの手紙と資料をお送りしました

和泉・夢と歴史を創る会

16日、和泉市議会議員22名全員に連絡会より「お

市内の女性たちでつくる「和泉・夢と歴史を創る

願いの手紙」と私たちが取り組くんだいくつかの資

会」が連絡会へ新規加入しました。

料をお送りしました。かねてより、議員さんにお会

代表の露口さんは、12月の市民集会に参加して、
信太山に里山自然公園をつくり、貴重な自然環境を

いして説明やご意見をお聞きしたいと考えてきま

次の世代に残すことこそ「夢と歴史を創ること」だ

したがなかなかチャンスがなく、今回とりあえず文

と分かったと語っています。そして、ここ数年間休

書を送らせていただきました。

会状態だった組織を再開することをメンバーと相

手紙では、「生物多様性」が国際的に緊急の課題で

談して決め、かつての仲間たち約200名に葉書を書

あること、わが国も「生物多様性基本法」を制定し

き、再起を呼びかけています。

て、生物多様性を守る取り組みは国や地方公共団体

彼女たちの動きは非常に活動的で、議会傍聴をは

の責務と定めたこと。信太山丘陵の自然環境は大阪

じめ、団体、議員、著名人に次々と宣伝をしてくれ

府を代表する生物多様性の豊かな地域であり、ここ

ています。そのために、「里山自然公園基本構想」

の開発はこうした今日課題と深く関わっている。

の冊子が足りず、自分たちで増刷しています。

保存と活用の一案として、「里山自然公園構想」を

とても心強い動きで、勇気をもらっています。

和泉市へ提言した。市民の多様な要望に応えながら

私たちも本当に「夢と歴史を創るたたかい」に臍を

時代の課題にどう対応するのか。私たちの提案への

固めてとりくみましょう。

ご理解とご指導、ご高見を賜りたいと訴えています。

これで、連絡会参加団体は14となりました。

信太山で春をみつけよう

北信太駅下車、南海バス（北信太駅筋～鶴山台南小学校前下車）

公園予定地内も調査・観察します
植物・昆虫など採集は禁止です
双眼鏡・ルーペなどあれば
案内：ＦＡＮクラブメンバー
問い合わせ 090 6379 5988
雨天中止情報（ＦＡＮクラブＨＰ掲示板） http://www.eonet.ne.jp/~hanaizm/
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ウグイスが鳴き

雨天中止

が淡い緑に

集合：惣ケ池公園 (鶴山台 4 丁目)

ニホンアカガエルも孵化

第１回 ３月２７日(日) 午前９：００～１２：００

コバナノワレモコウの新芽

調査と観察会

信太山の早春！

連絡会主催

