新橋市営住宅「住民の舎」のみなさんベ
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1:2010年 10月 に自民党府議から維新府議 に鞍替えした宮本一孝氏は、ただただ橋下の手

下として「自治体破壊の大阪都構想」の旗を振り回して騒 いだだけでなく、
▲府議会で「門真団地は低所得者が多くて問題だ。団地規模を半減すべ し」 という差別的
質問をして、それに沿 った答弁を引き出 している。

2:こ れは「社会的弱者を邪魔者扱い」、「公営住宅拡充に敵対」、「開発利権優遇」 という維
新と宮本氏の体質をよく示 している。

3:「 リエアモーターカー」や 「大阪カジノ構想」の打ち上げに続いて、今度は「大阪万博の
誘致」を「大阪経済向上の起爆剤」 として掲げるなど、維新はとにか く「開発好き」体質
だが、それは維新が「新たな開発利権業者達」の利益の代弁者だからである。
そして「維新の宮本」となって 6年 目の宮本氏の背後には、そういう開発利権屋がつい
ていて、門真市での利権開拓を狙 つている、と戸田は推測せざるを得ない。

4:そ ういう視点で見れば、「Fヨ 真プラザ・ 新橋住宅の解体建替え」は、数十億円から 100億

円規模の、「F電 真市でかつてない程の巨大事業」であり、宮本維新市政になってしまうと、
園部市政の下での「住民の会」 との約束や議会答弁、「全国で最も住民の居住権と自治に配
慮 した対処姿勢」を破壊 して、強権的な住民退去策を進める危険性が十分にある。

5:そ の場合、維新の体質を考えると、「住民の会はわがままだ」、「手厚い配慮は『不公平』
で他の市民から不満が出る」、「地震が来たらどうする
て、
「住民の会Jを 悪者扱いするだろう。

!」

などの市民分断煽動の方策 に出
′
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:″

い:

》II
̀″
☆2016年 6月 議会と2015年 12月 議会の質問
答弁を付けましたので、ぜひ見て下さい。
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★2016年 6月 議会 の本会議質 問 で、
「住民感 情 に十分 に配慮 し
た検討委員 会 の運 営方針 Jを 了承答弁をさ世た ′

6/17本 会会議一般質問
件名 1:「 F電 真市のプロジェク トx」 としての住民合意の新橋住宅移転案作成について

要旨
(1)「住民の会」の 3条 件を満たす新橋住宅移転案の作成は、「F写 真市のプ ロジェク トx」 とも言 うべ き前
人未踏の課題であるとの認識を持つべ きことについて。
12)新設された検討委員会の役割があくまでも「住民の会が耳を傾ける気持ちになる案の作成」であるこ
との意味について
【 戸=圧 ]CD景 覇司 】 (分 か り易くするためにQ&A形 式 に組み替えた)

公営住宅住民の自治と居住権をしっか り保証 して建替え問題解決にあたる事において、園部市政は、私の提起を受
け入れて、全国でほかに例を見ない、優れた行政を行なってお り、本日も居住に関する日本で一流の研究者の方が傍
聴に来られている程であります。
さて、
Ql:門 真市の「新橋市営住宅 (1期 改良住宅)と 門真プラザの解体再開発問題」 (「新橋住宅問題」と略する)は 、
解決していく事がとてつもなく難 しい、全国どこでもやった事が無い、前人未到の問題である。
これはいわば、「F写 真市のプロジェク トx」 である、という認識を全庁的に持って解決に取り組んでいかなけ
ればいけないと思う。
これまでの議会質問答弁で「絶対的な前提条件」や、解決すべき課題が明らかになっているが、どういう点
が「とてつもなく難 しい」のか、「前人未到の問題」なのか、も含めてそれらを改めて整理 して述べられたい。

Al:

一点目としまして、耐震改修という手法では安全性を確保することができないため、建替える必要がありま
すが、建替えは市営住宅入居者や門真プラザ区分所有者など非常に多くの関係者の合意形成を必要とします。

二点目としまして、本市の限られた土地の中では、住民の会の希望である棟単位での移転が可能な規模の集合住
宅を建設するための適切な土地がなく、移転先候補地の設定が困難な状況であります。
三点日としまして、移転先の家賃や移転補償費の設定、及び財源の確保など、移転案作成に至って検討すべき
様々な難しい課題があります。
これ らのことから本事業は、非常に難 しい事業である と考えており、先の 12月 議会でご答弁申し上げましたと
おり、これまでと違う手法で事業を進める必要があることから、門真市新橋市営住宅 (1期 )移 転案検討委員会
(以 下「新橋移転案検討委員会」という。
)を 設置 したものでございます。

Q2:昨 年の 12月 議会で「新年度から新設 していく」ことが答弁された、「住民の会に耳を傾けてもらえる移転条件
案を作成するための検討委員会」が、実際に設置されたはずだが、その構成や進捗状況などについて答えられたい。

A2:始 めに、新橋移転案検討委員会の構成でございますが、委員会と検討部会の 2部 構成としており、委員会につ
きましては、委員長をまちづくり部長、副委員長を総合政策部長とし、
委員を総務部長、保健福祉部長、総合政策部次長、まちづくり部次長としております。
検討部会につきましては、所掌事務を効率的・ 効果的に行うため設けており、会長をまちづくり部次長、副会長
を総合政策部次長とし、会員を企画課長、まちづくり推進課長、営繕住宅課長としてお ります。
̲ お、委員会及び検討部会に
̲̲
しております。
次 に進捗状況でございますが、2016(平成 28)年 :月 より設置準備に向け着手 し、庁内調整等を進め、5月 19
日に第 1回 新橋移転案検討委員会及び同検討部会を同時開催し、これまでの経緯 と課題等についての情報共有を行
いました。
なお、移転案作成に向けた具体的な検討につきましては、第 2回 以降で進めてまいります。
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Q3:私 は、昨年の 12月 議会では、この検討委員会について、今後は、「公開的に」、「公民協働で」、「斬新な手法や
住民支援措置を大いに取り入れる柔軟性を持 つて」転居先を住民 に提示するための (仮 称)「 新橋住宅住民転居の
条件を整備提言する検討委員会」を設置 して、そこで検討 していくほかない、と指摘 した。
しかし、その後つらつら考えてみる と、「住民の会が耳を傾ける気持ちになるような移転方法」などについて
のアイディア募集や事業者の公募などは「公開的」にやった方がよいとしても、
「検討委員会内での審議検討内容」の方は、「住民の会」に正式に提示出来るようになるまでは、「いつさい非公
開」にしないといけないのではないか、と考えるようになった。
それは、提示案を作成する過程 というのは、「荒唐無稽」とか「法的に絶対無理」 と思えるようなものまでも、
ありとあらゆる案を自由に出 し合つて、その中でもみ合い、数多くの案を潰 していつて 2年 前後先に 1つ か 2つ の
提示案にたどり着くものなので、
その過程の様々な案や審議内容をその都度公表するのは、「住民の会」に困惑や行政への誤解や不信を与えかね
ず、最悪の場合は、それが提示案作成以前の途中で「市との協議の拒否」の理由になつてしまうからだ。
「住民の会」は今か らでも、検討委員会の途中でも、提示案が出されてからも、「いつの段階での移転協議への
拒否権」を持つのであり、市 は「住民の会」に対 して 「移転の強制」が出来ないだけでなく、「移転協議への参
加の強制」すらも出来ない立場 にある。 (こ れは新橋住宅の「住民の会」以外の住民 についても同じ)
そこで質問だが、 この「検討委員会」は、「市の計画案」を作るためのものではなく、あくまでも新橋住宅の
「住民の会」という特定住民自治団体に対 して、「耳を傾けてもらえそうな案」を作るためのものであり、
「住民の会」への提示案を作成するまでは、審議内容を非公開にする」事こ
その設置目的を達成するためには、「
そが必要なのではないか ?(そ れが設置目的にかなう方法ではないか ?)

A3:議 員ご指摘のとおり、今後、検討・ 作成 しようとする移転案につきましては、移転手法や移転先、家賃、スケ
ジュール等、検討すべき課題も多く、最終的に提示する移転案の内容をも つて、入居者が総合的に勘案 し検討する
ことができるものと考えております。
また、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、入居者に対 して無用の混乱を与える可能性
があります。
これらのことから、門真市:情 報公開条例第 6条 に規定 されている不開示情報のうち、第 5号 の「審議、検討等に
公開」 にすべきと考えております。
関する情報」 に該当するため、具体的な協議内容 については、けに
なお、住民の会 には、具体的な協議内容は非公開とするものの、検討 している項目や進捗状況は、必要に応 じて
適宣報告することを考えております。

Q4:「 住民の会」への提示案を決める前 に「検討委員会」の審議内容を公開 していつた場合、「新橋住宅の移転が不
可能にな つてしまう程の取 り返 しの付かない弊害」が起 こると思えるが、それはどういう弊害が想定されるか ?
4つ か 5つ の想定を上￨ず られたい。

A4:

仮に検討委員会の審議内容を公開 した場合の弊害と致 しましては、
まず、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、情報が錯綜 し入居者に対 して無用な混乱を
与える可能性があること、
次に、協議における忌憚のない意見や発想等が市の意図しない不本意な内容として解釈 されれば、入居者の協力
的な姿勢が失われ移転交渉がその時点で決裂 してしまう恐れがあること、
次に、途中公開 したことにより、協議内容の一部が確定 したものと誤解されれば、後 に移転案全体の見直 しや一
部の変更を行う必要性が生 じた際に、修正や調整が非常 に困難となる恐れがあること、
最後 に、協議中の内容を知 り得た第三者が様々な見解を示 し噂が広まれば、移転候補地等に係る利害関係が発生
し、移転交渉が決裂 してしまう恐れがあることがあげられますが、
最も危惧されることは、 これらの様々な弊害 による事業の遅延により、入居者の安全性確保が図れなくなること
でございます。

Q5:一 般的な審議会や選定委員会 における情報公開と、新橋住宅移転での「住民の会」への提示案作成のための

「検討委員会」 における情報公開とでは、全く違う部分があると思うが、どういう点において異なつているのか ?
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A5:新 橋移転案検討委員会が協議する内容は、市が自発的又は優先的に施策等を決定するものとして公開的に進め
る他の審議会等 と比較 し、「住民の会」の意思を尊重 し共に事業を進めていくための移転案であるため、完全な情
報公開は馴染まないという点で、大きく異な つているものと認識 しております。

Q6:「 住民の会」の人々の圧倒的多数の気持ちは、「本当はこの場所から移転 したくないし、移転案のあれこれで気
持ちを煩わせたくない」 というものであり、それゆえに、「ちゃんと提示できる移転案が出来上がるまでは審議
内容を伏せておく」方が、「住民の会」の人々の気持ちをいたずらにかき乱さず、合理的なのではないか ?

A6:議 員ご指摘のとおり、協議途中の未成熟な情報 の公開により、不要な混乱や入居者の不安を招 く恐れもあるこ
とから、協議内容は原則として非公開とすることが望ましいと考えております。

Q7:「検討委員会の審議内容の非公開」については、たしかに全く異例の措置であり、「議員議会への公開はどうす
るのか」
、とか、「提示案で移転先 に指定される地域の住民への説明や合意形成はどうするのか」という問題も起 こ
'結
ってくると思うが、それらについては、今すく 論を急がず、「検討委員会で提示案がまとまりそうになつた段階
で検討する」、という事 にして「保留」 してお くのがよいと思うが、どうか ?

A7:先 ほどご答弁申し上げましたとおり、協議途中の具体的な内容 については、非公開にすべきと考えております
が、検討 している課題項目や進捗状況等、情報公開可能な範囲については適宜、時期や内容を含め会議の中で検討
して参りたいと考えております。

【 戸ヨEtt θD手 旨折笥 】
最後に「指摘や意見」を述べ ます。
門真市が反ヘイ ト人権施策 において、全国最高 レベルにある事は、最初の質問で取 り上げた公営住宅建替えへの全
国最高 レベルの姿勢と同様に、
私が提起 した事ではありますが、園部市長がそれを受け入れて政策化する度量と見識を持つ人であつたからこそ、
実行 されてきたものであります。
1性
思えば、私が園部市長 と最後に面談 した 5月 18日 に、提起 したのは、「ヘイ トスピーチ解消法」成立可能 が高
まつた1犬 況を踏まえて、
、という事であり、
「 6月 議会で質問するので、先進的な条例制定の方向性も示 して欲 しい」
としては一番望ましいと思
きた川本前副市長が、私
ヘ
また、「次期市長には反 イ トで情熱を持つて庁内で奮闘して
うが、どうか」、という事も市長に尋ねました。
園部市長は反ヘイ ト施策の前進 に理解を示すとともに、市長選 に関 しては、「私も川本さんにぜひ私の後継者 とし
、と明言
て、次の市長になって欲 しいと思 つている」、「私 としては勝手連の形で川本 さんを応援 していくつもりだ」
されました。
それが、私が園部市長 と最後に面談 した時の、重要点であります。
やせて、声はかすれているものの、日には力強い輝きがあり、まさかその後わずか 20日 後 に亡くなられるとは、
夢 にも思いませんでした。
その川本さんが園部市政の後継者 として市長選に出馬する事を表明されたと、本 日朝刊で知 り、反ヘイ ト先進施策
を進める私としては非常に嬉 しい限りであります。
片や、 これまで一度たりともヘイ トスピーチに反対する言動をした事がないどころか、門真市出身の凶悪なヘイ ト
犯罪者の荒巻靖彦と仲良 し関係にあった事が、荒巻自身がアップした動画証拠で示されている、維新の宮本一孝氏が
園都市長の死亡早々に、市長選出馬を表明しておりますが、
こんな人物が門真市長になるなどは、絶対 にあつてはならない事であります。
維新 に決して尻尾を振らず、門真市の存続発展路線 と先進的人権施策を進めてきた園都市長の意志を継承 し、「反
維新共同」の力で川本新市長を誕生させる決意を表明 して、
ご清聴ありが とうございました。
私の指摘意見を終了します。
‐4‑

耳を
件を満たし、
員会が設置された
!

Ｊ

これは「門真市の ロジェクトX

＝副

傾けてもらえる移

「住
で求めた
のための
示」

ム

新 橋 市 営 住 宅 と F￢ 真 プ ラ プ は ど う な る

どこにも前倒が無 い、超困難な この問題を

解 決 して い く ため に 不可 欠 な 認 識 と 方策 を
戸 ■ が 6月 議 会 質 問 で 打 ち出 して い く l
2016年 6/5発 行
大阪府門真 (か どま)真 市議

:FE日

)
tノ 「革命 21」 (議 会では「無所属」
て♪ て
207 TEL : 06‑6907‑7727 FAX;06‑6907‑7730
門真市新橋町 12‑18三 松 マンシ ョン=cに

ア ドレス :toda limul@hige―

toda.com HP

:http://www.hige― toda.com/

門真市の「新橋市営住宅 (1期 改良住宅)と 門真プラザの解体再開発問題」 (「 新橋住宅問題」 と略する)は 、
とてつもなく難 しい問題である。
考えなければいけない種々の条件 は、以下の通 りである。
1)同 じ敷地の中に市営住宅 (賃 貸改良住宅 :定数 200戸 、現住約 170戸 )・ 分譲住宅・ 分譲部分での店舗 (市
外地権者もあり・ 大規模店舗 (イ ズミヤ)が 併存 して、各人各様 に権利や利害、都合が錯綜 している。
2)建物老朽化で耐震改造 による延命が不可能で建替えするしかない。
(「 耐震工事小 FJ能 」はイズミヤ等の改造工事反対意向を無視出来ない事情も含む)
3)「 南海 トラフ地震発生の危険:性 」も加わる中で、「危険建物の放置」 は行政的・ 世論的に許されなしヽ

4)「 住民の居住権」は絶対的に保障される。▲移転強制は絶対 に出来ない。 (市 の責務 :議会答弁)
◆特 に市営住宅の約 9害 Jで 結成されていて「住民自治の発現」たる「住民の会」は、
「そもそもどこにも移転 したくない」、略 転を検討するとしたら①住宅丸ごと、最低でも棟 ごと②互いに
近い利便性の高い区域に③現状家賃維持で、という 3条件を満たす案を市が提示 した時のみ」
という姿勢を堅持 している。
5)「住民の会」 には「いつの段階でも移転協議の拒否をする権利」があり、市はいつの段階でも「住民の会」
から不信感を持たれないように細心の注意を払わないといけない。
6)・「住民の会」の絶対条件 になりそうな「京阪沿線区域」にはまとま った空さ地が無い。市面積も狭 い。
・ 現状では「 3条 件を満たす集合住宅提供 (開 発)」 の業者 はいない。
・ 門真市は貧乏都市だ し、既存の法律条例手法では「 3条 件を満たす集合住宅建設」への補助金は困難そう
7)今後最も順調 に進んだとしても、「検討委員会」が 「条件提示」が出来るようになるまで 2年前後、それか
ら住民の会と協議して合意 してもらえるまで 1年 程度、さらに解体工事に 1年 半くらい、建設 に 2年 くらい。
今から考えて 7年 くらいはかかる。門真市の事業としてはの異例な何十億円もの大工事。
8)「 住民の会」との移転合意の 目処が見えない限り、分譲住宅や店舗 との交渉にかかる事が出来ない。
(移 転希望者が個 々に市 と協議 して転居することはあるが)
▲ これほど複雑で長期巨額 に渡る解決困難な事業は、全国どこでもや った例が無い。
だから、門真市が全知全能を振 り絞 つて前人未踏 の手法を編み出 して解決 していくしかな い
それ故 「門真市 のプロジェク トX」 と全庁・ 全議員が認識 して取 り組まなければいけない課題なのだ
!

!

★戸田は 6月 議会本会議質問で (6/16(木 )か 17(金 時間も含 めて 6/9に 確定)「 Fl真 市のプロジェク トX」 と
しての認識確認をさせ、◆「検討委員会 での検討内容は「住民の会」 に正式提示するまでは非公開 とする」
公開措置」は極めて異例だが、検討途中で「住民の会」 に不信を引き起 こさず、
との確約を市にさせる。 けに
「協議の入 り口に円満 に立 つてもらう」ためには、 これは不可欠だ と。熟慮の末判断 した。
※市も既 に戸田提起 に同意 している。※来年 6月 市長選 に向けて騒動を持ち込もう とする輩あり。
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★ 2015年

12月 議会 の本会議質問 て戸田が解決有策 を提示 し、

市に了承答舎をさ世た ′
12/18本 会会議一般質問

★「住民検討に値す る市営新橋 住宅転居案」を生み出す検討委設置 が確定

!

<項 目5;住 民検討に値する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委員会の設置について>
【 戸 田 の 1回 め 質 問 】
Ql:今 年夏頃に、園部市長は、取 り壊 し転居対象になっている市営新橋住宅について、
「住民の『転居検討条件』、すなわち、
住宅丸ごと・最低でも棟 ごとに、
互いに近い利便性の高い区域に、
現状家賃維持で、
という条件を満たして転居同意を得られるように、柔軟大胆な発想で、物件を年内に探すべ し」
というような指示を出して部下に鋭意作業させたが、
旧 トポス北側の分譲マンシ∃ンも含めて、現状では水面下で模索 しても適合する物件が無い、という事が判明
する結果に終わつたようだが、この市長指示と作業結果について、具体的に回答されたい。

Q2:し かしこの結果は、
「これまでのように、非公開的に、市職員の努力だけ」では、
「住民 (=「 市営新橋改良住宅 住民の会」
)が 転居検討をしてみてもいいと思えるような転居先を提示する事
が出来ない」 =門 真プラザ解体建て直 し問題の第 1歩 を進める事が出来ない
という「事実がはつきり判明したので一歩前進 した」
、と前向きに捉える事柄である。
現状のや り方では適合物件が皆無で、このまま待っていても皆無であることが明白になった以上、今後は、
「住民 (住 民の会)が 転居検討をしてみてもいいと思えるような転居先」を
「新たに生み出す」にはどうするか、
という発想に立って物事を考えるしかない。
それはすなわち、今後は、
「公開的に」、
「公民協働で」
、
「斬新な手法や住民支援措置を大いに取り入れる柔軟性を持つて」
転居先を住民に提示するための (仮 称)「 新橋住宅住民転居の条件を整備提言する検討委員会」を設置 して、
そこで検討 していくほかないと考えるが、どうか ?

Q3:こ の

(仮 称)「 新橋住宅住民転居 の条件を整備提言する検討委員会」のメンバー構成や運営方法を検討 して確

定する事自体にも時間がかかるし、「検討委員会」で結論を出すまでにも 2年 前後は覚磨しないといけない。
従つて、最低限、来年度早々には「検討委員会」を開設 して稼働できるよう、年明け早々から準備を始めるべ
きと思うが、どうか ?

Q4:こ の「検討委員会」が結論を出して「住民の会」に提示 し、同意が得られるメ ドが立つまでは、
賃貸区分であれ分譲区分であれ、移転希望者との個別交渉で個別 に移転 してもらうしかなく、
それ以外の相手との移転交渉も出来ないし、建物解体撤去への着手も全 く出来ないはずで、
関係各方面にも市民全体にも、そのように説明して理解してもらうしかないはずだが、どうか ?

̲̲ Q5:住

民が居住 している間は、市 は当然 にも、安心快適 に居住で きるように、建物 の破損個所の補修等 を しっか り
行な う義務があるはずだが、 どうか ?

Q6:現 門真プラザを撤去 した後の建築 プランについては、
「住民の会」か ら無用な反発や疑念を引 き出さないために、
少な くとも「検討委員会」での転居先・ 転居支援策の提起が出来て、住民合意が得 られるメ ドがつ くまでは、
おお っぴ らな公表は控える方がよいのではないか ?
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【中 道 寿 一 ま ち づ く り 部 長

答 弁 】

住民検討に値する市営新橋住宅転居案を生み出す検討委員会の設置についてであります。
はじめに、市長からの新橋市営住宅 1期 入居者の移転検討 に関する指示とその作業結果について、であります。
従前より市長から柔軟な考え方で入居者と協議に入るための方向性を年内にまとめるよう指示を受けてお り、調査
検討を行っておりましたが、
住民の会の希望である棟単位での移転が可能な規模の集合住宅を建設するための適切な土地がなく、移転先候補地
の設定ができない状況でございます。
次 に、「検討委員会」の設置 についてであります。
市 と致しましては入居者の要望を実現するための提案をしていくためにも、検討委員会の設置は必要であると考え
ております。
次に、「検討委員会」の設置時期についてであ ります。
‐
新橋 (1期 )市 営住宅は、耐震性が低いことが判明してお り、入居者の安全確保は早急に対応すべき課題であるこ
とから、早期の検討委員会の設置に向けて進めてまいりたいと考えております。
次 に、門真プラザの賃貸及び分譲等の関係各方面 に対する説明及び対応についてであります。
議員 ご指摘のとお り、市営住宅入居者の移転方針の合意形成が図られていない中、門真プラザ全体の事業方針を先
行 して計画することは、市営住宅入居者の反発や混乱を引き起こすおそれがあり、
入居者の意思を尊重するためにも、他の区分所有者の課題も併せて慎重に取り組むべきと考えてお ります。
なお、市営住宅の入居者 につさましては、引続き住民の会を窓口として、調整を図りながら対応 してまいりたいと
考 えております。
次 に、住民が居住 している間の建物の補修についてであります。
維持管理として経年劣化による漏水等、緊急性の高いものを優先 し補修をしております。
建物や設備の不具合につきましては、管理者として補修等を行 う義務があると考えており、今後も引き続き適正な
維持管理に努めてまい ります。
次 に、現門真プラザを撤去 した後 の建築プランの公表 についてであります。
先ほどご答弁申し上げましたとお り、市営住宅入居者の移転方針の合意形成が図られていない中、門真プラザ全体
の事業方針を先行 して計画することは、市営住宅入居者の反発や混乱を引き起こすおそれがあり、
入居者の意思を尊重するためにも、他の区分所有者の課題も併せて慎重に取り組むべきと考えております。
★指摘 :剛 贋調 に行 つて も建 替 え まで

7年 前後 かか り住 民合 意 が絶 対 」 な ど明示

!

・ 住民 (住 民の会)は いつでも拒否できる。移転は住民合意が絶対条件だ。
・ 順調に行っても建替えまで 7年 前後かる事を全員が認識せよ。
・「解体建替えに 4年 、何十億円規模の巨大工事」目当てに自体を混乱させる輩に気をつけろ
・ この工程 0こ のやり方で進めるしかないし、 これが最善の手だ。
00・ というような重要な事を、満場の議会の場で宣告 し、よからぬ動きに今から「クギを刺
しておく」ために、
戸日は最後の時間を使って以下の「指摘」を行なった。
新橋住宅問題についての質問の組立と併せて、「Fl真 市議会史上に残る重要弁論」である。
↓↓↓
!

【再 質 問 の 場 を 使 つ た 指 摘 】
最後に、この問題での「指摘」を行なっておきます
昨年 2014年 の 12月 議会で、私は「新橋住宅対策問題」での「課題出 し」を早 く行ない、整理する事を求めまし
た。そして 1年経 つて、ついにこの問題を解決する枠組みをはっき り確定する事が出来ました。
今回の質問・ 答弁は、
「自治基本条令に基づいて市が しっかりと対応している」という事、
「住民が、まさに住民自治の発露 として『住民の会』が頑張っておる」、
という事において、門真市の歴史に残るものであります。
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今後の進展としては、「検討委員会」が設置されて、「結論」を出すまで、つま り、「条件提示」が出来るよ
うにな
るまで、今か ら 2年 かそれ以上はかかるでしょう。
そして、検討委員会が移転条件を出した、それか ら住民と協議 して合意 してもらえるまで 1年
程度はかかるでしょ
う。
さらに解体工事に 1年半くらい、建設に 2年 くらい。
そう考えますと、今から考えて、今後 6年 半から 7年 、もしくはそれ以上かかると。
これはもう、仕方がない話であります。
この建設は巨額の、イ
可十億もの、解体建設に 4年 近くかかる大工事で、
「オレも参加 したい」、
「オ レが市長 になったらや らせてあげる」
、
そんな話もあるかもしれないけれ ども、ここは慌ててはならない。

‐

しつかりと各方面の方々がみな認識 して、
みんなで、門真市でかつてない、かなり難 しい課題を、今度新 しい発想 に立って、
こ
「かえつて新 しいまちづ くりにつながるんだ」、
「地域ボランティアを大いに活かしたようなまちづくりと新 しい住民対策につながるんだ
」、
そういう位置づけを持って取 り組んでいく、こういう事に進む事を強く訴えまして、
私の質問を終わ ります。2015年 の質問を終わります。
どうもありがとうござぃました。
※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を
深めさせたり、施策を改善させた
り、実イ
予約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員 0議 員・市民への啓発を兼ねる場合もあ ります
。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行
約束」となります。
.合
※ 従 って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」 と言う の
名 「攻めき い」があり、
それぞれに質問メモや答弁案を出 し合 って攻防 します。
※ 議会本番での質問 0答 弁は、 (ほ とんどの場合は)既 に完成させ、お互いに了解 した
原稿の読み合いですが、
それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事 に、大きな意義があるのです
。
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