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市民税５％減税の財源に！

平成２３年度決算を認定

４．４億円の黒字
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平成２３年度決算が今議会に提案され
認定されました。
歳入が598.8億円、歳出が594.4億円
で差し引き4.4億円の黒字の決算とな
りました。この財源を使って市民税
５％の削減を行うことになりますが、
翌年度に繰り越すべき財源が0.84億
円必要で、実質的黒字は3.5億円です。
減税を行うと赤字になります。

決算を月額30万円の家計に例えれば、この決算の内容は
極めて問題の多いものです。歳入（収入）では給与収入
等が全体の収入に40%強に過ぎず、半分以上が親の仕送
りや借金で賄う綱渡りの会計です。私たちの家計では考
えられない状態です。歳出（支出）では食費から光熱水
費までの生活費が全体の70%近くを占め、生活に汲々と
した会計で、将来への投資などに十分お金が回らない状
態にあります。
自治体の会計はお金の出入りを管理する制度で、地方債
の発行が収入となります。H23年度72億円の借金が収入
となり、これで黒字と言っても私たちの感覚とはあいま
せん。
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次に、長期的に和泉市の財政はどのように推移しているかを見てみますと

●決算の収支関係

平成元年から23年度までの、形式収支、実質収支、単年度実質収支の状況は以下の通りです。

●財政指標関係

平成元年から23年度までの、経常収支比率、借金（地方債残高－積立金残高）の状況は以下の通りです。

●全体を通してみたとき
平成元年から23年度までの推移を見てみますと、借金を除いてほぼいくらかのばらつきの範囲内に収まっています。
地方債残高から積立金を除いた額は、平成４年度から７年度の200億円強から最近は２倍以上に膨らんでいるのが特徴
的です。平成16年度をピークに低下傾向にありましたが、平成21年度から再び増加基調となり、今後も庁舎や病院の建
て替え等大規模事業が控えており、予断を許しません。
今回の市民税５％減税は形式収支の4.４億円の黒字を財源としたものですが、この程度の黒字は長い目で見ればばら
つきの範囲であり、これを安易に使うことは大変危険で、市の懐の余裕を示す実質収支は3.8億円しかありませんから、
単純に減税分を差し引けば赤字になると言うことです。和泉再生プランの確実な実施でこの赤字を解消しなければなり
ません。
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和泉市立病院のあり方検討委員会答申案出る
経営形態を見直し指定管理者制度を採用・
病院を建て替える方向を答申
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市立病院は医師不足等の影響を受け
平成19年度に経常赤字16億円、不良債
務（資金不足）20億円という経営危機
に陥り、平成20年度に「和泉市立病院
経営健全化計画」を策定し、再建に取り
組みましたが、抜本的改善に至らず慢性
的な赤字と市の財政から巨額の支援を
受ける状態から抜け出すことが出来ま
せんでした。
これに対応するため、経営形態も含め
検討する「和泉市立病院あり方検討会」
が設置され、平成24年7月から５回の検
討会を開催し、このたび「和泉市立病院
のあり方について」答申書（案）が策定
されました。
その答申案によりますと、市立病院の
課題を以下のように認識しています。
①公立病院の使命である救急医療体制
の再構築
②府内公立病院では最古の建物であり、
耐震化等で病院の建て替えが必要
③現在の経営形態では持続可能な健全
経営を実現することは困難
これを受けて病院の改革の方向性は
①公立病院のあるべき理念の再構築
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②病院に相応しい人事給与制度の構築（現在の硬直した
公務員制度からの転換）
③新病院の建設
④経営の効率性を高める民間経営手法の導入
であり、これを受けて具体的に
＜経営形態は＞
公立病院としての公的責任を維持するための経営形態
には、独立行政法人化と指定管理者制度がありますが、
独立行政法人化は指定管理者制度に比べ、移行は比較的
容易でありますが、人事給与制度や組織マネジメントの
大幅な変更を行わないと、医師確保や医療サービスの向
上につながりにくく、市の財政負担の大幅な削減は期待
できません。
一方指定管理者制度は、公立病院の位置づけを堅持しな
がら、病院経営に精通した外部の医療法人に委ねること
によって、医師の確保や市からの赤字補填が無くなる事
により財政効果が期待できます。その反面指定管理者を
公募するため、受託先が流動的で政策医療の低下の恐れ
があり、職員は一旦全員退職となるため、医師・看護師
の不足となる可能性があり、多額の退職手当と退職奨励
金を講じるときは多額の移行費用が必要となります。
以上から、移行時のリスクはあるものの抜本的対応とし
て指定管理者制度の採用が望ましいとしています。
又新病院も新たな場所に建て替えが望ましいとしてい
ます。
指定管理者制度とは
市が設置する「公の施設」である市立病
院の管理運営を、指定した指定管理者
（医療法人等）に委ねるもので、市が開
設した公立病院であることに変わりは
ない。政策医療交付金を交付し、公立病
院としての政策医療（救急等）は継続。
医師・看護師など従業員は一旦退職し、
指定管理者が雇用する。
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松尾寺グランド控訴審結審
＜問題の経過＞
●H15.1 都市計画道路上伯太線事業認可
●H16 年度 まちづくり交付金事業となり国からの
交付金の支給が決定
●H19.9 竹中土木と約 8 億円で工事請負契約
王子グランドの復旧費 4.8 千万円を含む
●H19.11 新たな予算の措置を行わず、契約もしな
いまま事後処理で対応する前提で、工事期間中の練
習場所確保の為竹中土木に松尾寺グランドの整備
を指示。当初見積額は 1500 万円
●H20.3 松尾寺グラウンド完成。
最終工事費は 5700 万円にも膨れ上がる
●H21.3 増額の補正予算。資材の単価アップ等で全
体の工事費が膨らんだため増額の補正予算を議会
に提出。その際松尾寺グラウンドの件は一切明らか
にせず。
●H21.11 松尾寺グラウンドの問題が議員全員協
議会で初めて明らかに。その結果 H20 年度決算不
認定に。
●H21.12 松尾寺グラウンドの整備に関し 4 件の
住民監査請求が提出される
●H22.2 監査請求いずれも棄却
●H22.2 オンブズ和泉が住民訴訟を提訴
●H22.3 市の調査委員会が調査結果を公表
関連職員の懲戒処分と前市長への損害賠償を求め
ることを決定
●H22.6 市が前市長、前副市長、職員 2 名の合計 4
名に損害賠償請求
●H22.7 前市長等は請求に応じず
●H22.9 前市長等 4 名に損害賠償請求訴訟
●H24.4 大阪地裁堺支部請求棄却の判決
●H24.5 市が大阪高裁に控訴
●H25.1.18 判決の予定
前市長等に松尾寺グランドの整備に関する損害賠償請求
訴訟で、4/26大阪地裁堺支部で請求棄却の判決があり、
市が控訴していましたが、数回の口頭弁論の後結審し、判
決は来年１月18日と決まりました。
市が敗訴した理由は、旧王子グラウンドは公共施設であり、
公共施設を公共事業等で使えなくなったときは、元の機能
の復元と使用できない期間中代替施設を用意しなければ
ならないとなっています。そのため代替施設として松尾寺
グラウンドを整備したもので裁量の範囲を逸脱したもの
では無い。又工事期間が切迫していたことから交付金を受
領するためにはスムーズに工事を進める必要があり、それ
には松尾寺グラウンドの整備が必要で、過大な費用ではな
いと判断したためです。最大のポイントは旧王子グラウン
ドを公共施設であると認定した事で、控訴審でも激しく争
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われました。更に予算措置を行わず、契約もしないで工事
を行った事務手続き上の違法性も、控訴審では争われまし
た。
尚これに関する住民訴訟は、この裁判の結果をもって審
理する事となり、現在中断中です。市が敗訴すれば原告が
訴えを取り下げ終結の見通しです。

昌子の日記と予定
11/5-9 決算審査特別委員会
11/10 公共公益施設を考える会、万葉講座
11/12 下水道協議・信太山丘陵市有地保全・活用委員会
傍聴、あすの槇尾川を考える会
11/13 和泉中央駅会報配布、市立病院あり方検討会傍聴
11/14 和泉中央駅会報配布
11/15 和泉中央駅会報配布、ごみ問題学習会in吹田
11/16 大阪府内市議会議員研修会
11/20 和泉府中駅会報配布
11/21 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、下水道
協議
11/22 北信太駅会報配布、公共公益施設を考える会、議
会運営委員会
11/23 緑ヶ丘フェスタ、市民による信太山丘陵の保全と
活用計画シンポジウム
11/26 光明池駅会報配布、都市計画下水道変更意見公述
11/27 信太山駅会報配布、病院特別委員会傍聴、信太山
丘陵市有地保全活用についての意見交換会
11/28 庁舎特別委員会
11/29 和泉中央駅会報配布
11/30 和泉中央駅会報配布、本会議

＜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
・105 回 12/8（土） 万葉の月

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

市政相談会(第４水曜は年金相談会)
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
事前に御連絡下さい

