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＜介護給付費財政調整交付金とは＞ 
介護に要する費用は、掛金で50％、公費で50％が賄わ

れており、公費の内の国の負担25％の内5％は、市町

村の保険料の格差を是正する為交付され、後期高齢者

の加入割合や1号被保険者の所得の分布に応じて調整

される仕組みとなっています。 
＜今回問題となったのは＞ 
1号被保険者の所得階層別の割合の報告を、高額所得

者が多い様に誤って報告したため、保険料が多くなる

とみなされ交付金が過小に算定されたものです。 
＜何故そのような誤りが起こったのか＞ 
国は所得階層を6段階に分類していますが、和泉市は

この年から8段階に細分し、より細かい保険料の算定

が出来る方式に変更しました。本来国の5段階は和泉

市の5と6段階に、国の6段階は和泉市の7と8段階とし

て報告すべき所、大阪府の算定資料の表記が紛らわし

かった（殆ど誤りに近い）為、国の階層と和泉市の階

層の対応を誤りました。（以下図参照） 

その結果和泉市の第6段階の人が、本来国の第5段階で

あるにも拘わらず、第6段階と報告したため、高額所

得者が相対的に増加し、結果的に交付金が過小に算定

されたものです。（4頁へ） 

目 次 

・介護保険でミス、過少交付で損害発生見込     P1 

・大阪府内自治体財政比較              P2-3 

・昌子の広場                       P4 
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一連の経緯 
●H21.12.14 交付金算定の為の諸

係数等の調べの提出依頼。（大
阪府→和泉市）① 

●H21.12.15 提出資料に誤りやすい
表記があるので、注意喚起の
通知（大阪府→和泉市）② 

●H22.1.20 諸係数等の調べを提出
（和泉市→大阪府）③ 

●H22.1.22  報告の誤りで過大交
付、過少交付が多く見られる
ことからチェックの依頼。こ
れ以降の変更は一切受け付け
られない事が付記（大阪府→
和泉市）④ 

●H22.2.17  再度チェックの依頼
（大阪府→和泉市） 

●H22.2.23 諸係数の報告に誤りが
あるとの通知（大阪府→和泉
市） 

●H22.2.24 大阪府と大阪市が厚労
省を訪問。誤りの調整依頼を
行うも厚労省は対応困難の判
断 

●H22.3.4 当初の誤った状態で報告
するよう国から指示（厚労省
→大阪府→和泉市） 

●H22.6.7 今回の誤りで過少交付と
なる 7 割を補填する省令の改
正の通知（厚労省→大阪府→
和泉市） 

●H23.2  特別調整交付金（過少分
の 7 割相当）の内示 

●H23.3.7 オンブズ和泉が住民監
査請求 
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＜市の対応に誤りがあったのか＞ 
このように一次的には大阪府の指示に不適切な点があ

り、誤って報告したのには無理からぬ点があります。

しかし、大阪府は府内自治体から記入方法に違いがあ

るのでは無いかとの問い合わせがあったので、急いで

翌日に紛らわしい表記について注意喚起の通知を行い

ました。和泉市の様な8段階で分類している自治体は、

市の5と6段階を国の5段階に、市の7と8段階を国の6段

階とするよう指示を出したものです。（1頁経緯の②）

ところが、市の担当はこの通知を看過し、当初の大阪

府の指示に従い報告しました。（1頁経緯の③） 
＜更に市の対応に問題があった＞ 
大阪府は報告した数値に誤りが無いかどうか、前年の

報告と比較できる様にして（これは厚労省作成資料）

チェックの依頼がありました。（1頁経緯の④） 
 

この表を見れば、本来第5段階の人が第6段階に計上さ

れていることは容易に判断出来ます。市の担当はこの

ような簡単な事も出来なかった事になり、チェックし

なかったとしか考えられません。 
このチェック依頼が二度もあったにも拘わらず、修正

を行わなかった事は職務怠慢で地方公務員法に違反す

る重大な過失です。 
＜結局過少交付はどうなったのか＞ 
府内で同じような誤りが、和泉市を含め10の自治体に

及んだため、問題を重視し大阪府を中心に厚労省に善

処を要望しました。その結果厚労省は省令を改正し、

災害等があったときに対応する特別調整交付金で過少

分の7割を補填する事になりました。（本来の災害等で

は8割が補填対象となりますが、今回は職務怠慢で発生

した事を考慮したのか、補填は7割に留まりました） 
＜更に不足分の対応を国に要求＞ 
補填されなかった3割について更に考慮するよう国に

要望していますが、介護給付費財政調整交付金は単年

度で決着するもので、複数年で調整するには法律の改

正が必要で、特別調整交付金で7割に減額された経緯を

考えると、更なる調整は不可能と思われます。 
＜市の事務に緊張感が無いのでは＞ 
今回のような市の事務が不適切で市に損害を与えた事

例は、この件以外にもバーコードの誤記入、市長名の

誤り、補助金の過大受給、他の市の用紙の誤使用など

枚挙に暇がないのが実情です。市はそのたび毎に再発

防止を謳っていますが、実効はあがっていません。職

員の事務事業に対する責任感・緊張感が著しく欠けて

いると言わざるを得ません。市長は和泉再生プランで

行政体質の改善を目標に｢信頼され、創造出来る人材の

育成｣を標榜していますが、足下は極めておぼつかない

と言わざるを得ません。 

昌子の日記＆予定 

4/9 脱ダムネット関西シンポジウム 
4/11 和泉中央駅会報配布、大阪府情報公開意見陳述、

和泉女性議員団募金活動、ダム定例会 
4/12 和泉中央駅会報配布 
4/13 和泉府中駅会報配布、市政相談会 
4/14 和泉中央駅会報配布、教育委員会定例会傍聴 
4/15 和泉中央駅会報配布 
4/16 議会報告会 
4/17 選挙応援（泉大津市、高石市） 
4/18 信太山駅会報配布、選挙応援（富田林市、泉大津

市） 
4/19 和泉府中駅会報配布、選挙応援（芦屋市、吹田市、

豊中市） 
4/20 光明池駅会報配布、選挙応援（高石市） 
4/21 北信太駅会報配布、ソロプチ定例会、成美高校へ 
4/22 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、選挙応

援（富田林市、泉大津市） 
4/23 選挙応援（高石市） 
4/24-28 九州ダム調査ツアー 

＜事務所行事＞いずれも小林昌子事務所で 

連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626 

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１ 

（事務所 〒594-1155 緑ヶ丘１－３－１５） 

 

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて） 
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員） 

・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時 

・第 90 回 5/15 万葉バスツアー 

万葉びとが感動した和歌浦から加太の海へ 

＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞ 

ちぎり絵 
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料 

・５月 11 日（水）13 時～16 時 

パソコン講座（参加費無料）  

・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、 

同じく     木曜 14 時～16 時 

・申し訳ありませんが現在定員の関係上新規の受

付を中止しています。 

市政相談会 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 
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＜大阪府内市町村「財政力ランキング」＞ 
下表は大阪府内自治体の財政力のランキングです。（財政力指数を除いた各値は 
朝日新聞平成 23 年 4 月８日付け朝刊によります） 

●財政力指数=一人当たり税収の偏差値+一人当たり借金の
偏差値+一人当たり貯金の偏差値+将来負担比率の偏差値 
府内４３市町村を母集団とした偏差値。総合的に見た財政
状況の健全化を示す。（独自の指数です） 
各数値は2009年度決算に基づく。 
出所朝日新聞平成23年4月8日付け朝刊より 
夕張市は平成20年度決算カードから 

●人口は2010年3月の住民基本台帳の人口 
税収は市町村民税の合計 
借金は地方債残高 
貯金は積立金現在高 

●将来負担比率 
公社や出資法人も含め、自治体が将来支払う可能性がある
負債の一般会計に対する比率。350%以上で早期健全化団
体となる。 

左表の説明 

左表の財政力ランキングで田尻町は別格で、関空関連の固定資産
の税収が大きく断トツの 1 位です。 
その他では北摂の自治体の優位が目立ち、それに引き替え和泉市
を始め堺市以南の南部自治体は総じて財政面で厳しい結果とな
っています。特に泉佐野市は将来負担比率が早期健全化団体の基
準を上回っており、和泉市に隣接する泉大津市はこの指標にはあ
りませんが、実質収支が▲13.79％と最悪の結果となっていま
す。 
和泉市は府内自治体の中で真ん中より若干悪い所に位置してい
ます。個別指数の順位は 43 自治体中、一人当たり税収は 30 位、
一人当たり借金は 13 位、一人当たり貯金は 29 位、将来負担比
率は 18 位となっています。税収が少ない中で借金や将来負担が
少なく、つましい財政運営を行っている事が判ります。 
平成 23 年度が和泉再生プランの初年度にあたりますが、着実な
成果を上げられないと、厳しい財政状況から抜け出せない事にな
り、一方市民税減税や今回取り下げた上下水道料金の引き下げな
どの市長公約は、財政の足を引っ張る事になり、慎重の上にも慎
重な対応が必要となります。 
財政破綻で有名となった夕張市を参考
としてあげていますが、その内容が如何
に厳しいかがわかります。  

H21 年度普通会計決算から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人口や産業構造により全国を 35 のグループに分けた類似団
体内での和泉市のレベルを表します。外に行くほど健全であ
る事を示しています。和泉市が特に劣っているのが、財政力

指数（税収基盤が脆弱）、財政構造の弾力化（経常収支比率

で比較しており、扶助費、人件費、公債費など削減できない

費用の比率が高い事を表しています） 

類似団体との比較では 


