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Sakaso

市の試算
（１）既存施設利用：総額25.7億円
（うち交付金5.4億、市一般（現金）8.7億、市債（借金）11.6億）
市民【56,500人】一人当たり現金15,400円、借金20,530円）
（２）総合こども館：総額20.7億円
（うち交付金8.5億、市一般5.1億、市債7.1億）
市民 一人当たり現金9,030円、借金12,570円）
※もちろん上記、国の交付金も我々の税金ですが、現在の地方自治制度
においては交付金をいかに多く獲得するかが自治体の生き残る道です。
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１施設ずつ
解決してい
くより財政
も時間も圧
縮できる

が

他の施設（公民
館・住民セン
ター等）も含め
子どもを取り巻
く環境を整備

財政負担が増える

かいですが見てください。本紙裏面に

補助

阪南市内の公立４幼稚園（まい・
はあとり・朝日・尾崎）３保育所
地域から
（下荘・石田・尾崎）を元ヤマダ
子どもの
電機の民間空き店舗に集約。
無くなる

府の支援を受け 「この大きな問題」が

全国の先駆的取り組みとして
内閣補助を受け阪南市財政へ
の影響が少ない

内閣
府

地域福祉の拠点が
無くなる

こんにちは。市議会議員の上甲です。

総合
支援

てＱ＆Ａと共に詳しく説明します。

子育て

解決できる事業計画です。左の絵を細

地域
連携

地域福祉・
地域教育と
して積極的
かつ前向き
に取り組む

住民
説明

号、前 半

だ

さて 、今回 のさ かそ う通 信

唐突

丁寧に

では「（仮称）阪南市立総合こども館」に

もし現状のまま運用し続けたら？
〜メリット〜
地域に密着
愛着・伝統がある
〜デメリット〜
建物が危険・建物老朽化
解決が「超」長期化
少子化
路上駐車などによる近隣トラブル

阪南市全体の教育・保育・子育ての

拠点

つ いて 、後半 では 阪南 市に 大き な影響 が

総合こども館

で る和 歌山市 の産 業廃 棄物 最終 処分場 に

（仮称）阪南市立

つ いて 動きが あり まし たの で、 その内 容

大人の
安全
安心

をお届けします。

安全
確保

質の高
い幼児
教育
保育

子 ども達 の安 全 を第 一 に！
税 収 の少 ない阪 南 市 が出 来
る最善のこと。

インフ
ラ問題
短期
解決

子どもの

ご 存知 の通 り、 阪南 市は大 企業 も少 な

解決

未耐震老朽化問題

く 、人 口も減 少し てお り、 税収 が十分 で

あるとは言えません。

そ んな 中、 財政 的に は慢性 的な 市立 病

院 の赤 字問題 がや っと 解決 し、 小中学 校

の 耐震 化も達 成し ます 。そ して 次に幼 稚

長年の懸案事項であった幼保施設の

園 保育 所！と なっ た時 、阪 南市 にある 公

20

立 ４幼 稚園３ 保育 所、 どれ も老 朽化し て

10

おり、まい幼稚園を除く６園所は未耐震。

私自身、そう感じていました。その 年

の 間、 危険な 建物 で過 ごす 子ど も達、 ど

う しよ うもな いの か。 守れ ない のか。 南

海 トラ フ大地 震も いつ 起こ るか 分から な

い 、台 風も年 々ゲ リラ 化・ 大型 化、か つ

毎 年１年 ずつ 建築は 老朽化 してい るの に。

幼稚園・保育所は毎日やってるのに。

（仮称）阪南市立総合こども館は内閣

10

あーこれから 年 年 かけて
整理し建替えないとダメか。

「ともにさかそう 笑顔とお互いさまのまち 阪南」～ 自分を取り巻く人や自然などの環境と繋がり、互いに慈しみ、思いやり、感謝し、
自らができる役割を担いながら【お互いさま】、市民や各種団体、事業者、市役所が協働して【ともに】、市内に花を咲き誇らせ、緑を
大切にして自然を守る【花を咲かせる】、産業や地域資源を活かしてまちを発展させる【まちを栄かせる】、人（人財）を大切にする
【人を咲かせる】ことにより、市民みんなから笑顔がこぼれる【笑顔を咲かせる】まちにしていこう ～ 「さかそう通信」お届けします。
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子 どもの安 全 の次 に、子 ども
の育つ環境、地域福祉が大切
阪 南市 公立 ４園 ３所 を、民 間空 き店 舗

を利用して１か所にする計画です。
先 日の 議員 への 説明 の時、 私も 深く 質

問 ・意 見させ てい ただ きま した 。子ど も

の 安全 第一で すが 、次 に子 ども の育つ 環

境 が大 切です 。今 の空 き店 舗は 商業用 ビ

ル なの で、園 庭や 植樹 、子 ども を取り 巻
く 環境 づくり が必 要で す。 また 地域と 子
ど も達 との繋 がり を、 これ を機 会に強 化
し「阪南市でででで子育てして良良良良かった！！！！」
「子子子子
どもを育育育育てるなら阪南市だだだだ！！！！」となるよ
うに大人みん
なで協力しな
ければなりま
せん。

たくさんのご質問・
意見より

もに関する事業の一極化をはからな

のしかも商業施設あとを使って、子ど

然豊かな町に住んでいて、なぜ、街中

うな財政運営をしています。

な限り子ども達にツケを回さないよ

お伝えしてきましたが、阪南市は可能

【Ａ】安心してください。今まで私も

月８日、和歌山市に事業者から事

内）での産廃最終処分場計画について。

阪 南 市 男 里 川 の 水 源 地 （和 歌 山 市

和歌山市 ・
産 廃処 理場問題

ければならないのか、全く理解できま

せん。子どもを育てるときに必要な場

所は、住んでいるところから近いこと、

自 然体験 を通 じて感 性を 育てる こと 、

生き物を通じて弱いものを守り、命を

学ぶこと、自分を知ってくれるおとな

と出会うこと・・・巨大な施設ではで
きないことばかりです！

【Ａ】自然体験学習などについては自

然豊かな施設整備も含め、カリキュラ

ムを充実させることで、子ども達の豊

かな育ちの基礎を築く拠点としてい

きます。地域の関わりについては、大

変重要で、保護者にとって、子育てを

していく上でお互いに支え合う校区

内での関係が希薄にならないよう、保

幼小との連携を強化し、地域との交流
を図る方策を検討します。

【Ｑ】今回の建物は昨今ニュースにな

っている違法建築、施工不良建築的に
は大丈夫か。

【Ａ】当該建物は新耐震基準で建築さ

れ、建築確認の完了検査済み。杭に関

しては問題となっている事業者とは
違った杭工法が採用されています。

【Ｑ】こんなに税金を使って、阪南市
の財政は大丈夫か！

業計画書の変更が提出されました。内

容 は事業 面積 の軽微 な変 更等で すが 、

大切なのは粛々と進めている事。

先日、和歌山県知事が林地開発許可

申請に於いては許可しないと発表し

ましたが、当申請と事業計画・紛争予

防条例手続きなどは関係ないので、施

設の許可手続きはどんどんと進んで

名中

名の紹介議

日和歌山市議会で施設設置

いるのが現状です。

月

反対の請願書が

阪南市議会議員 上甲 誠

今後ともよろしくお願いします。

ブ ログ・ 後援 会も含 めて 、上甲 誠 を

これからも一生懸命頑張ります。

て、ありがとうございました。

最後までお付き合いいただきまし

民の皆さん、一緒に考えましょう！

多大な影響を与える施設です。阪南市

がなされました。われわれ阪南市民に

員により提出、「施設設置の反対決議」
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こ の間 、私 に寄 せら れた多 くの ご意 見
をＱ＆Ａ形式で説明します。
【 Ｑ】 唐突す ぎる 。整 理統 合す るとし て
も段階的にするべき。
【 Ａ】 現７施 設は 老朽 化が 著し く、ど れ
を みて も現地 建て 替え は困 難。 かとい っ
て ２～ ３ヶ所 に整 理し て新 築す るにも 多
大 な費 用・相 当な 時間 を要 する ものと 考
えますし、その適地もありません。
【Ｑ】
（オモテの私の図が）子どもたちが
育 つ環 境に必 要な 要素 、と いう ことに は

38
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大阪府阪南市舞 4-30-2
電話 072-474-9211
メール mac@j.zaq.jp
一 つも 触れら れて いま せん 。こ んなに 自

12

12

さかそう通信
郵便配達
http://mac-joe.net/

、

上甲誠市政相談所

いたします！
右記までお問い合わせ
お願いします。

阪南市のお得情報、イベント、
こんなこと知りたかった、満載！！

市政相談・お問い合わせ
お気軽に
ご希望の方には

