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住み良いまちづくりへの努力
【１】市立病院
一昨年（平成 27 年）の 6 月に開院した市立病院の管理運営に市
民の意見を反映させるため「市立病院管理運営協議会」が設置・運
営されています。
市立病院管理運営協議会は、市長をはじめ、
市立病院長、公募市民、医師会等医療従事者
（生駒市医師会副会長・県病院協会理事）
、地
元自治会代表者等により構成され、市立病院
の運営状況の検証と向上をはかっています。

（１）この協議会に提出された、
「平成 28 年度中間報告書」
（平成 28
年度の上半期、つまり４～９月の病院の運営状況の報告）によれば次
のようになっています。
①1 日の平均外来患者数⇒開院初年度（平成 27 年度）は７9.7 人で
あったのが、
平成 28 年度上半期は 112.2 人と約１.４倍に増加。
②1 日の平均入院患者数⇒開院初年度は 57.9 人であったのが、平
成 28 年度上半期は 85.4 人と約１.５倍に増加。
③稼動入院ベッド数⇒開院時は 99 床であったのが、平成 28 年度
上半期末は 146 床と約１.５倍に増加。
④診療科⇒開院時は 12 科であったが、平成 28 年度上半期末には
15 科と３科増加し現在に至る。
⑤市内救急患者の市内病院受入率⇒開院前年度（平成 26 年度）の
6～3 月が 61.5％であったのが、開院初年度の 6～3 月は
72.0％となり、平成 28 年度上半期は 74.1％と２.１％増加。
⑥市内救急搬送件数・市立病院搬送率⇒開院初年度（10 ヶ月）は、
市立病院 662 件／全件 3465 件（＝19.1％）であったが、平成
28 年度上半期（6 ヶ月）は市立病院 444 件／全件 1975 件（＝
22.5％）で市立病院搬送率は約３.４％増加。
⑦医師の人員⇒常勤換算（下に注）で、平成 28 年度上半期末（9
月末）の実績人数（21.24 名）は平成 28 年度事業計画（計画人
数）を０.９４名上回っている。しかし、３診療科で常勤医師
がいずれも１名不足している。
注：常勤換算算出式は、
「常勤の人数」＋「非常勤の勤務時間数
÷常勤の勤務すべき時間数」

る」としています。全国的な医師の絶対数不足、地域偏在・診療
科偏在を何とか乗り越えながら医師の人員体制の充実を実現し
ていかねばなりません。
【２】家庭ごみ有料化
（１）一昨年（平成 27 年）４月開始の家庭ごみ有料化の効果は下
の表の通りです。表には直接の記載がありませんが表の数字から
算出すると、
「平成 27 年度／平成 26 年度」は 87.4％であり、
「平
成 28 年度／平成 26 年度」は 88.2％ですから減量化は、有料化２
年目に入って初年度より若干ではありますが後退しました。しか
し、心配されたリバウンド（有料化すぐは効果があるが、しばらくす
ると有料化に慣れて有料化前の水準に戻ってしまうこと）は現在のと
ころは起こっていないといえます。

（２）効果等を検証するため市は、
“
「ごみ減量化に向けて」アンケ
ート”を昨年９月に実施しました。今回を含め、同じアンケート
はこれまで３回実施されています。その３回の結果は下の表の通
りで、これらの結果からは次のように見ることができます。
有料化前の２回のアンケートでは、減量効果肯定派（非常に効
果的と思う・やや効果的と思う）はいずれも 35％にとどまり、否定
派（あまり効果的と思わない・効果的と思わない）の 44～48％を下回
っていましたが、有料化後のアンケートでは、減量効果肯定派は
53％となり、否定派の 30％を上回りました。また、実際に「燃え
るごみの量が減った」は 57％にのぼりました。
以上から、有料化の導入によるごみ減量効果は、体感されるこ
とで、その認識と理解が進んだといえます。
アンケート（発送枚数はいずれも 2500 通、回収率は実施順に 43.6／41.4／47.2 ％）
項 目 ＼ 実施日

有料化
の
効果

⑧看護師の人員⇒平成 28 年度上半期末（9 月末）の実績人数（常
勤換算で 84.9 名）は、施設基準（下に注）を満たしている。
注：施設基準とは、医療法で定める基準の他に、健康保険法等の規
定に基づき厚労大臣が定める保険診療について、
”診療の質”を確
保するために設けられた医療機関の各種基準のこと。 生駒市立病
院の看護師の人員体制の施設基準は、患者数：看護師数＝１０：１

（２）
（１）を見ると、医師の人員を除けば順調に進展しており、
病院開院時の常態である低空飛行を脱しつつあるといえます。
医師の確保については苦戦しています。そのことについて、上
記の「平成 28 年度中間報告書」は「大学医局への医師派遣依頼等
を継続的に行うなど、早期の病院事業計画の達成を図る必要があ

H23 年10 月

H25 年７月

H28 年９月

非常に効果的と思う

１０.８％

１２.５％

２４.５％

やや効果的と思う

２４.２％

２２.６％

２８.５％

あまり効果的と思わない

１９.７％

２２.６％

１６.４％

効果的と思わない

２７.８％

２１.４％

１３.９％

どちらとも言えない

１２.２％

１６.２％

８.０％

５.２％

４.７％

８.６％

無回答

減った

５６.８％

有料化が始まってから、

変わらない

４１.１％

燃えるごみの量は減りましたか。

増えた

０.３％

無回答

１.８％

（３）他の自治体の例を見ると、油断すれ
ばリバウンドに見舞われます。今後も、ご
み削減意識の高まりを持続・向上させ、５
Ｒに取り組んでいくことが大切です。

５Ｒとは、次の５つのことです。
①Reduce（リデュース／発生抑制）生ごみの堆肥化・水切り等の励行に
よる燃えるごみの減量化など。 ②Refuse（リフューズ／拒否）不要な
ものは買わない。 ③Reuse（リユース／再使用）もったいない食器市
に参加するなど。 ④Repair（リペア／修理）修理して使い続ける。 ⑤
Recycle（リサイクル／再生利用）分別によるごみ資源化の励行など

【３】高齢者交通費助成（
「生きいきカード」交付）事業
（１）この事業は、７０歳以上の高齢者に年間１万円相当の鉄道・
バス・タクシー・ケーブル券を一
律交付しているもので、高齢者の
増加が続く中、現状維持は今後の
市財政に大きな負担となることか
ら、それを見直しする方針を市が
昨年 1 月に明らかにして以来、論
議を呼んできましたが、市は昨年 12 月 18 日のタウンミーティン
グで次のような見直し案を提示しました。
①移動支援・健康づくり・介護支援等のクーポン券を交付。
②交付対象者については、交付年齢を段階的に引き上げていき
26(H38)年度には 75 歳に（Ａ案）
、70 歳以上に一律 7000 円分を
交付（Ｂ案）
、所得制限を導入（Ｃ案）
、の３案から１つを３月
議会に提案。
（２）その後の２月１日の議会厚生消防委員会での説明によると市
は、Ａ案を３月議会に提出するようです。見直しをどうするかは、
３月定例議会の論議を経て結論が出されることになりますが、高
齢者がいきいきと暮らせるまちづくりにとって最善の結論を出
していかねばなりません。
【４】市民投票条例施行へ
（１）参画と協働のまちづくりに関する市長の諮問に応じて調査審
議する市民自治推進委員会（学識経験者・市民・市議会議員により構
成）が１月１９日に開催され、市民投票条例施行に伴い市民に提
供される「市民投票のしおり」と「市民投票条例 逐条解説」の
策定に向けての審議を終えました。また市も、市民投票条例の施
行に関し必要な事項を定めた規則を策定し、14(H26)年６月 25 日
に公布されていた市民投票条例がいよいよ４月 1 日に施行されま
す。
市民投票は、特別大事なことは市長や議
会にまかせるのではなく、直接市民がみん
なで投票によって決めるという制度です
が、従来からの「地方自治法に基づく市民
投票」は議会の同意が得られなければ実施
できません。そこで、署名が定められた数
以上に集まれば必ず実施される「市民投票
条例に基づく市民投票」が必要なのです。

（２）市民投票条例は、どのようにして制定されたのか。
①03(H15)年 11 月に、全有権者（90950 人）の６.２分の１の有権
者の署名に基づき議会に提出された、学研高山第２工区の開発
（自然環境破壊・財政破綻をもたらす大規模ニュータウン建設）の
是非を投票によって決めようという「地方自治法に基づく市民
投票」案が臨時市議会で賛成４対反対１９で否決されました。
②ここに市民は、特別大事なことを決めるため市長を交替させな
ければならないという困難を強いられることになりました。幸
いこのときは、困難を乗り越えて 06(H18)年１月に市長を交替
させ、大規模ニュータウン建設中止を決めることができました
が、大事なことを市民が直接決めることを確実にできるように

するためには、
「条例に基づく市民投票」
（これを「常設型（つ
まり、いつでも実施できる）市民投票」といいます）が必要という

ことが痛感されました。
③そこで、08(H20)年 9 月、市民自治基本条例案の作成を進めて
いた「市民自治検討委員会」に、常設型市民投票条例の制定を
求める要望書が 2041 人の署名を添えて提出され、その結果、
市民自治基本条例＜09(H21)年 6 月制定＞に「市長は、市政に
かかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、
市民投票の制度を設けることができる」との条文が盛り込まれ、
この条文に基づいて市民投票条例が制定されました。

（３）市民投票実現に向けて
「地方自治法に基づく市民投票」には「議会の同意」というハ
ードルがありますが、
「市民投票条例に基づく市民投票」には生駒
市の場合、
「有権者等の投票資格者の 6 分の１以上の署名が必要」
というハードルがあります。このハードルを乗り越えて市民投票
を実現するには、
「大事な事はみんなで決めよう」という気持ち
を市民の皆様に持っていただくことが大切です。
【５】山麓公園活性化事業
（１）本事業は、目標人数１８２人もの障がい者の雇用の場及び雇
用のための訓練の場として活用するために、既存施設改良や新し
い活用方法を指定管理者と共に模索し、山麓公園を障がい者の就
労支援・自立の場とすると共に活性化させていくという、障がい
者の生きる権利を保障する、これ以上の事業はないといえる画期
的な指定管理事業であり、これが成功すれば、全国の自治体での
障がい者福祉施策の発展・推進に大きな影響を与えることが期待
できる本市の最も重要な事業の１つです。
指定管理事業とは、地方公共団体が、公の施設の
管理・運営を、期間を定めて指定する企業・財団法
人・NPO 等の団体に行わせる事業のことで、指定
管理者とはその団体のことです。

（２）しかし、全国的にも例を見ない、モデルとなる事業がない先
進的な大規模事業であるがため、
「試行錯誤」を余儀なくされる困
難を伴う事業です。そのためこの事業において、次のような「錯
誤」が引き起こされました。
平成２６年７月から平成２８年６月までの間、レストランに
おいて加工した食品の一部が公園区域外に出荷され、特にピザ
やガパオ等の一部食品については、ほとんどが公園区域外に出
荷されるという、都市公園法の趣旨を逸脱していると考えられ
る行為。
（３）
「錯誤」を恐れていては先進的な事業を実行することは出来
ない、また、今回の行為は障がい者の雇用確保に逸はやるが故のも
のだった、とはいえども、法の趣旨を逸脱する行為が引き起こさ
れたことは誠に残念なことです。指定管理業務を進める上で最も
大切なのは信頼です。これが失われれば指定管理を取り消さなけ
ればなりません。幸い今回は、市の指導に指定管理者はきちんと
従い、それにより逸脱行為は解消され事態は正常に復しました。
正常復帰できない程に重大な被害・損害を社会に与える程の不
法行為ではありませんでしたので、市は指定管理業務を継続させ
ていますが、今後は、信頼を損ねることなく、重要で先進的な事
業を困難を乗り越えて推進していただけることをみんなで見守
っていきたいと思います。

学研高山第２工区のあり方／吉波伸治
大規模産業施設用地は要らない！ 里山（生物多様性）の維持・再生・活用こそ必要！

【１】ＵＲ保有地の市への移管
生駒市北部に広がる里山である「学研高山地区第２工区」
（略称「第
２工区」
）内のＵＲ（都市再生機構）保有地は、18(H30)年末までに市に
有償移管を終えることとなっています。
（下の左図⇒第２工区の概略図）
【２】第２工区をどうするのか
＜１＞【1】に伴い第２工区の約６割（170ha）を保有することとなった
生駒市は、第２工区の活用方法の検討を始めています。庁内での検討会
議で「第２工区の将来のあり方」を策定し、それを踏まえて、昨年 8 月
に設置の学識経験者等からなる「第２工区まちづくり検討有識者懇談
会」
（以下、有識者懇談会）は今夏まで数回開催され、第２工区のまち
づくりの方向性・方策等についての市への意見・助言をとりまとめるこ
ととなっています。
＜２＞有識者懇談会
（１）次の３つの方向性で土地利用を検討しています。
①研究開発型産業施設等の導入
②居住機能の導入
③自然環境の保全と農の導入
（２）参考事例として次の２つを参照しています。
①岸和田丘陵地区土地利用計画 ＜下の中央の図ご参照＞
・約 159ha。
市有地と民有地
（地権者約 400 人）
の割合は、
ほぼ半々。
・土地区画整理事業エリア（30％）／土地改良事業エリア（21％）
／道の駅エリア（3％）／自然保全エリア（46％）

土地区画整理事業 ： 土地の区画を整えて、道
路・河川等の公共施設を整備・改善し、産
業施設用地・宅地等の造成を行う事業
土地改良事業 ： 田や畑の形や大きさを直した
り、凹凸でこぼこを直したり、田や畑の中
の道路や水路を広くしたり真っ直ぐにし
たりして、農業をしやすくする事業

②学研木津北土地利用計画 ＜下の右の図ご参照＞
・約 152ha。面積の約 60％（約 90ha）をＵＲが散在で所有してい
たが、うち約 4.4ha をクリーンセンター（ごみ焼却炉）建設地域
（市有地を加えて約 5ha）として木津川市が有償譲渡を受け、そ
こを除いた地域については木津川市は無償譲渡を受けた。民有地
は約 34％（地権者約 700 人）
。
・クリーンセンター建設区域を除く全域を、
“生物多様性の保全によ
る生態系サービスの供給源として活用する”ことを目標とする、
自然保全（里山の維持再生）ゾーンとする。
＜３＞ ＜２＞の（２）で示されているように土地利用計画には次の２
つの型があります。
①「岸和田丘陵地区土地利用計画」のような開発主導型
半分以上を開発（山を削り谷を埋めて土地形状を改変し、移動
させる土の量である土工量は大きい）地域とし、残りを自然保全
（開発しない）地域とするが、自然保全地域は分散し、
「自然保全
＝生物多様性の保全・活用」効果は低く、緑の喪失量は大きい。
②「木津北地区の保全・活用計画」のような自然保全型
開発地域は少なく、自然保全（土地形状を改変しない）地域が
大きく、
「自然保全＝生物多様性の保全・活用」効果が高い。緑
の喪失量はないか、少ない。
＜４＞いずれの型の土地利用計画でいくか、が問われています。
今年の夏ごろに有識者懇談会が市への意見・助言をとりまとめた
のちに、第２工区をどうするのか、について市
民の意見を聴くと市は言っています。
「第２工
区のあり方（第２工区をどうするのか）
」を皆
で考えていきましょう！

28 年度議会活動報告／沢田かおる

☆一般質問
平成 28 年第 2 回（3 月）定例会
「運動会における組み立て体操について」
事故がないように注意喚起を促すとともに、大切な子ども達の命を守るため 3 月に質問しました。
4 月末に生駒市教育委員会から学校長宛に「組体操の安全な実施について」の文書が出されました。
9 月に小学校の運動会（3 校は 10 月）10 月に中学校の体育祭が行われました。平成 28 年度の組体操実施は小学校中学校共に
昨年の約半分に減少しました。ピラミッドの実施も小学校では半分になり、段数も 3 段以下になり、中学校では実施されませ
んでした。また、タワーを実施した学校はわずかになり、段数も減っていました。ピラミッド・タワーにおいて事故はなかっ
たと聞き無事で良かったと感じましたが、これからも子ども達の安全に配慮した楽しい運動会や体育祭の実施状況を注視して
いきたいと思います。

生駒市議会の防災服。
28 年12 月災害対策行動
訓練・29 年 1 月消防出
初め式に着用しました。

平成 28 年第 4 回（6 月）定例会
「地域をまるごとケアする地域包括ケアシステムの推進状況について」

地域包括ケアシステムという言葉は分かりにくいですよね。ですから「地域をまるごとケア」という言葉に言い換えました。
答弁の注目のキーワードは、
「地域包括ケアシステムの構築は、全ての市民に関係し、まちづくりと一体化不可分のもの」
つまり、地域包括ケアシステムの構築＝赤ちゃんからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくりであると思います。
2025 年問題といわれる超高齢化社会に向けて、市民・行政・医療介護機関の共同することにより明るい未来の生駒を築く可能性が
広がっていきます。子育てしやすい環境、健康寿命を延ばすこと、最後まで住み慣れた我が家で心豊かに過ごす環境、そしてそれを
支える医療・介護の連携が市民の幸せ繫がると考えて日々活動をしております。

平成 28 年第 6 回（12 月）定例
「人に優しい生駒の施策について」
平成２８年１１月１９日に 生駒市議会と若者との市民懇談会が開催されました。参加者は、成人式運営実行委員会と 運営委員会 OBOG で構成されるイ
デアのメンバーが来てくださり、
「若者にとって魅力あるまちづくり」のテーマで意見交換会を行いました。
１９歳から２０代の若い方の意見では、自分たちの経験からの要望、自分たちの祖父母世代の困っていること、将来両親におこる老後の問題それにともな
う解決策の提案などを話してくださり、生駒の未来は明るいと実感した貴重な懇談会でした。
その中で特に気になったことは、自習室がいっぱいで勉強する場所がないということでした。以前市民の方から連絡があり、図書会館の自習室に入れない
子ども達が ２階の椅子を机替わりにし床に座り込んで勉強していて可哀想だとの連絡を受け現状を聞きに行ったことを思い出しました。若者との市民懇談
会で戴いた意見も一部含め、住む人にやさしい生駒の施策として、子ども、高齢者、女性を支える仕組みについてお聞きします。
（一般質問通告書より抜粋
2 月 1 日広報いこまちに挟んであるいこま市議会のうごきもご覧ください）
①図書会館常設自習可能スペースが 25 席から 36 席に増えました。今後、他の施設でも検討していきたいとの答弁を引き出しました。
②免許返納をお考えの方に免許返納特典の周知（奈良県タクシー協会加盟タクシー運賃の 1 割引、高齢者交通安全支援事業所の割引など）3 月の道路交通
法改正において考えられる問題点への質問をし、ドライバーの方が認知症であると診断された際の支援を要望しました。
③お母さんに優しい仕組み（マタニティコンシェルジュ）や、虐待などを未然に防ぐ仕組みや連携について確認しました。

