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総務常任委員会委員・都市計画審議会委員

出しましたが︑否決されてしまいまし

由により︑特別委員会の設置議案を提

ついて慎重に議論すべきであるとの理

の３社に比べれば格段に有利な状態での選

業務を１０５万円で行ったＮ社であり︑他

者は︑１年前に競輪場再整備事業予備検討

月議会において唐突に競輪場の全

面 建 替 え の 調 査 委 託 費 と し て ４５００

定結果です︒常識では考えられないこの選

昨年

万円の補正予算が計上され︑４会派８名

定結果を皆さんはどう思われますか︒

年度にかけての基本設計と

﹁２０２０年のオリン
建替えの目的は︑

ピック自転車競技ＢＭＸレースの事前

キャンプ地誘致が目的﹂であることが

明らかになりました︒誘致活動には

１２０億円を超える大事業は︑本市の財政

状況を考えて︑慎重に行うべきです︒当然

成功するかどうかも分かりません︒

度の規模です︒なお現段階では誘致が

ります︒一国のＢＭＸ選手団は数名程

岸和田市からの一方的な持ち出しにな

計画区域ですが︑そこに競輪場が開設され

います︒競輪場の敷地は︑春木運動公園の

今一度立ち止まって考えるべき時期が来て

で始まった競輪事業に頼る市の財政運営も︑

べきではないでしょうか︒戦後の復興事業

市民にも情報公開して充分な議論を尽くす

５年前に２億

１億８千万円の費用がかかり︑すべて

いことが知らされずに１２０億円を超え

円投じて造っ

を通せば︑競輪場の全面建替えにＧＯサ

インを出したのも同然です︒市民に詳し

画を白紙に戻し︑ 年度当初の計画通り耐

○当局から提案されている競輪場再整備計

私たちの提案

ればなりません︒

社会・生活・教育環境への影響を考えなけ
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定まで行う内容です︒これではこの予算

る大きな事業が借金で行われようとして

たＢＭＸコー

競輪場メインスタンドとバンク

て 年の長きにわたり︑周辺住民に与えた

います︒今年６月の議会で４会派９名

スを取り壊し
に合うように
３億円かけて
新しく造り直
す︑そして︑
ついでに競輪
場も全面的に
建替えようと
するものです︒

信じられない業者選定の実態

調査委託の契約業者選定は︑プロポー

震補強して現施設の延命を図りつつ︑将来

競輪事業が成り立たなくなれば︑競輪事業

をそのものを廃止する︒

議会並びに市民が共に十分に検討した結果︑

今後も競輪場を続ける必要があると判断す

るならば︑

○臨海埋立地の別の場所に今後 年間競輪

じられない委員構成です︒選ばれた業

つ半数の４名が競輪場関係者という信

定委員８名すべてが市職員であり︑且

間は︑わずか２週間です︒なお業者選

た︒公募から提案書提出〆切までの期

の実現など︑未来のために使う︒

のまち岸和田﹂
・﹁スポーツのまち岸和田﹂

○競輪の収益は次世代の市民ために﹁教育

民参加で計画したスポーツ公園にする︒

○現競輪場の跡地は春木運動公園として市

数のドーム型競輪場を新規に建設する︒

事業が成り立つような競争力のある日本有

50

BMXコース

ザル方式︵提案方式︶にて行われまし
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﹁競輪場の再整備と周辺まちづくり﹂に

STOP!

て︑国際基準

︵新生・創生・刷新・改革クラブ︶より

採算性の調査及び︑民間運営事業者の決

28

は︑１２０億円の巨費投じて行う全面

た︒
﹁何を急いで競輪場を全面的に建替

名︵公

えるの か ？ ﹂ に 対 す る 当 局 の 答 弁 で

ブ︶が反対しましたが︑３会派

身は︑ 〜

の投資をすべきだろうか？補正予算の中

細る競輪事業に︑今から１２０億円規模

ため残念ながら可決されました︒将来先

明党・共産党・自民クラブ︶が賛成した

16

12
27

競輪事業の在り方を考えるべき
ではないか！

︵新生・岸和田創生・刷新・改革の４クラ

120 億円の予算が？
競輪場の全面建替えに
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年３月末現在︑岸 和 田 市 の 借 金

は１６５０億円あります ︒ 本 年 度 １ ７

ります︒ただし支払利息が

同じで︑

億

億円の借金をするという

まずは会社の財務や家庭の家計と

が︑いくら国が保証人といっても

いくらでもお金を貸してくれます

ことです︒国は景気浮揚の名目で

建替え

建替えで１２０億円と市役所庁舎

数字です︒そこへ新たに競輪場の

しかもしれませんが︑気の遠くなる

ということです︒国の財政よりま

借金を完済するには 年かかると

円別途支払っています︒現在の

29

﹁入るを量りて
出ずるを制す﹂

小学校給食でアレルギー
児童への給食サービスが
低下する不思議！

岸和田市にパスポート

センターの設置を

︵井上 博︶

近隣市︵和泉市・泉大津市・忠岡町︶で

は昨年 月より市・町でパスポートの発

行ができることになりました︒岸和田市

にとってこの程度の事務は費用も掛から

ず簡易な事務であるにもかかわらず︑
﹁中

核市移行時の平成 年４月をめどにして

いる﹂との当局の答弁です︒りんくうタ

ウンのパスポートセンターまで岸和田駅

から行くとして申請と受領の往復２回で

約２千円の交通費と２時間程の浪費が解

消されることから︑直ぐにパスポートの

発行ができるように府から事務を移管す

市内全域に
コミュニティバス

︵ローズバス︶を

︵井舎英生︶

買い物︑通学︑通院等に誰もが

利用しやすいバスの移動手段が

あれば︑まちは賑わい活気ある

市になります︒しかし今の岸和

田にはバスの路線があまりにも

少ない︒自由に移動できるため

から支出しています。

６億円の元金を返済しま す が ︑ 新 た に
借り入れを行う金額は１ １ ９ 億 円 で す ︒ こ れ が 基 本 で し ょ う ！

るべきであるとの問題提議を行いました︒

年度に岸和田市民でパスポ

の地域公共交通すなわちローズ

なお︑平成

バスのようなコミュニティバス

います。なお、発行費（一部５円）は全て政務活動費

億円にな

!!

ートの申請を行った方々は︑６３９８人

いて皆さまからのご意見をも聴取していきたく考えて

のさらなる運行が求められてい

後年二回程度は出していく予定ですが、この紙面にお

すなわち実質の返済額は

!!

いました︒
︵市民全体で年間１２８０万円

員の個人的な見解を伝えるべく発行するものです。今

ます︒

クラブ NEWS ！は市民の皆さんに会派による質問や議

も損しています︒︶

発行の「議会だより」を出すことになりました。改革

昨年までの
小学校の給
食では２６
９名のアレ
ルギー体質
の児童には
各学校にお
いてアレル
ギーの児童
一人一人に
その原因食材を取除いた給食を提
供していました︒しかし文科省の
﹃給食アレルギー対応指針﹄を基
に︑本市では﹃給食のアレルギー
対応ガイドライン﹄を作成し︑今
年度からアレルギーの原因食材と
して小麦・乳・卵・エビの４品目
を完全除去するがそれ以外の食材
に関しては除去しないということ
になりました︒これでは給食によ
く出る食材である大豆やゴマ・魚
などにアレルギーを持つ児童はこ
れらの食材が出た場合には食べら
れないことになります︒なぜ今ま
で行っていた高度な給食サービス
を改悪する必要があるのか︒市は
﹃全市的に給食の安全を確保する
ために行う﹄とのことですが︑安
全のためにといって給食サービス
の低下は断固許せません︒府内で
は現在個別除去している十三市が︑
﹁国の指針以上の給食サービスを
現在行っているので︑現行のまま
サービスを低下させることなく行
う﹂とのことです︒
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上水道は返済より
土地

建替えを予定している
岸和田市役所庁舎
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