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新年を迎えて
小林昌子
新しい年を迎えました。皆様にはご健勝の事と存じ

が、平成２３年度決算で４億円強の黒字が確保できたと

の事で、それを財源に行うものです。しかし単年度の黒字

は過去の決算を見ても変動するもので、一過性の黒字を

昨年 は、東日本大 震災からの復旧 ・復興 もままな

俎上にあがっており、１００億円を超える財政負担が予

す。加えて市庁舎の建て替えや、市立病院の建て替えも

すぐ吐 き出 してしまうような財 政 運 営 は極 めて危 険 で

らず、長引くデフレと景気の低迷で国民は厳しい生活

想される中で、規律ある財政運営を第一に考えるべきで

ます。

を余儀なくされ、それらに十分対応できない政治にい

庁舎の建て替えは耐震性の問題ですが、市民にとってど

す。

想通り自民党が躍進し、民主党は惨敗、第三極は維

のようなメリットがあるのか市民の皆様に丁寧な説明が必

らだちを覚える中で総選挙が行われました。大方の予
新が一定の勢力を確保したものの、既成政党の牙城を

市立病院は経営的に厳しい状況は何ら変わってはいませ

要で、場合によっては耐震補強で当面乗り切り、財政の

特に安倍自民党は、自衛隊の国防軍化や集団的自

ん。病院の経営形態の抜本的見直し（
民営化）
が議論され

崩すまでには至りませんでした。まるで三年前に逆戻

衛権の容認などを主張し、対外的に強行姿勢が目立

る中で、果たして多額の財源が必要な建て替えが可能な

見通しがついた時点で建て替えを行う選択肢も考えるべ

ち憲法改正も視野に入れているようで、危険な兆候が

のか、そのような費用をかけて、民営化までして市立病院

りをしたようで、この状態で政治を前に進めることが

見られます。総選挙で争点となった景気回復、原発問

を存続すべきかどうかもよくよく考えてみないといけないと

きです。

題、消費税問題、ＴＰＰ等国論を二分する大きなテ

思います。市立病院が存在する安心感は尊重すべきと思い

果たして出来るのでしょうか。

ーマはこの選挙で決着がついたとも思われません。政治

ますが、ことここにいたってどうするか市民の皆様の率直な

このような大きな課題は６月の市長選の主要な争点に

の枠組みが大きく変わった今回、何としても政治を前
一 方 和 泉 市 では昨 年 ９月 に市 議 会 議 員 選 挙 があ

なると思います。市民の皆様の意向を反映できる貴重なチ

意見を聞くべきだと思います。
り、長老議員が引退し多くの新しい議員が誕生しまし

ャンスです。又議会もこの問題について特別委員会を設置

に進めてほしいものです。

た。その中で多くの皆様のご支援で４回目の当選をさ

しましたが、責任ある対応が各議員に求められています。

そのような意味からも今年は和泉市の将来を決める大

せて頂 きました。経験を生かし精一杯頑 張らねばと
改めて心した次第です。

て行動したいと考えています。

事な年になるのではないかと思います。確固たる信念を持っ
リベール和泉の開発が一段落し、人口増加は終わり、
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ところで和泉市も大きな課題を背負っています。ト
税収の増加も期待できない状況にあります。そのよう
な中で平成２５年度に限ってではありますが、市民税
５％削減の条例が可決されました。これは辻市長の
１０％減税の公約を実現するために行われたものです
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期末勤勉手当に成績率導入へ

職員の給与に勤務成績を反映 新たな方向へ！

＜期末勤勉手当とは＞
期末勤勉手当とは民間のボーナスに相当するもので、
期末手当と勤勉手当からなります。
平成２４年６月の勤勉手当の支給実績は下記の通りで
す。

＜勤勉手当の算出方法＞
勤勉手当＝①勤勉手当基礎額×②支給割合
①勤勉手当基礎額＝給料＋扶養手当＋地域手当＋役職
加算
②支給割合＝期間率（欠勤等で欠務した期間で決まる）
×成績率
この成績率は現在勤務成績にかかわらず一定
期末手当は生活給的性格で給料や役職に応じてほぼ一
定であるのに対し、勤勉手当は能率給的性格で勤務成
績が反映される形となっています。
和泉市の条例及び規則で、勤勉手当はそれぞれの職員
の勤務成績に応じて支給すると定め、具体的には勤務
期間に応じて定める期間率と勤務成績に応じて定める
成績率を乗じたものとすると明確に規定しています。
所が勤務成績に応じて決まる成績率は全ての職員が同
じで、勤務成績は全く反映されていないのが実態です。
勤務成績を評価する為の勤務評定（地公法４０条第１
項に職員の勤務について定期的に勤務成績の評定を行
い、その評定に応じた措置を講じなければならないと
定められています）が和泉市では管理職について試行
的に行われているのみで、一般の職員には全く行われ
ていません。
（右に府内各市町村の状況）
＜一般質問で市の対応を質す＞
９月議会の一般質問で、今日、各地方公共団体が自ら
の判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開
していくことが期待されている一方、地方公務員を取
り巻く環境は厳しさを増している。このような状況の
中、地方公共団体が国民・住民の期待に応える行政サ
ービスを提供していくための人事行政のあり方が、今
まで以上に問われている。公正・客観的な人事評価の
実施は、評価結果を任用や給与等の処遇、人材育成等
に活かすことにより、職員のモチベーションを高め、
組織の士気や公務能率を向上させる効果があると考え
られる。それにもかかわらず地方公務員法で定められ、
和泉市の条例・規則でも規定している勤勉手当への勤
務成績の反映が何故できないのか、このような勤勉手
当の支給は他の自治体の住民訴訟で違法との判決が出
ているがどのように対応するのかを質しました。
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これに対し、市は
国においては勤務成績を給与に反映する事が制度化され、市の
条例や規則で勤務成績の評価を行い、勤勉手当の成績率等に反
映するよう明記しているが、評価制度上の課題から実際に運用
は出来ていない。今年度中に全ての職員について勤務評定を行
い、来年度中には給料に反映すよう組合とも調整を進めたい。
と来年度中には何らかの形で勤務成績を勤勉手当に反映する
よう検討を進めることを明らかにしました。
＜しかし＞
2012 年 11 月 21 日付け日刊いずみ（自治労連、和泉市職員労
働組合発行）の第３回交渉の報告で、人事評価問題について、
組合から人事評価制度の勤勉手当への反映についての質問に
対し、市は「今のところ勤勉手当に成績率を反映することは考
えていない」と答えており、これが事実とすると先の議会答弁
と食い違っており、市が勤務成績を勤勉手当に反映することを
真剣に考えているのか大いに疑問です。来年度中に実施する予
定なら、この時期からその交渉を開始すべきであり、考えてい
ないとの答弁は容認できません。
＜何故私がこれにこだわるのか＞
公務員の給与については、その額は措くとしても誰でも普通に
勤めておれば毎年昇級し、期末勤勉手当も貰えるというぬるま
湯体質が抜けきらないとの指摘があります。その点厳しい競争
環境にある一般企業と比べ大きな違いがあります。その中で勤
勉手当は法や条例で勤務成績の反映が義務づけられているの
ですから、早急に実行されなければならないと思います。違法
な状態で支給を続けると他市にも見られますように、住民監査
請求や住民訴訟に発展しかねません。良好な労使関係は大事に
しなければなりませんが、なれ合いになってはいけないと思い
ます。
＜宝塚市住民訴訟＞
地方公務員法４０条１項が任命権者に職員の執務について定
期的に勤務評定を行うことを義務付けた趣旨は、職員の職務
における実績、職務に対する姿勢等を正しく評価し、その結
果に基づいて昇格・昇給等の措置を講じて職員の志気を高め、
勤怠を防止することが能率的な公務を実現する上で重要であ
り、そのためには定期的な勤務評定を行うことが有効かつ必
要だからである。また、同条は明確に定期的な勤務評定を行
うことを義務付けたものであり、いわゆる努力規定にとどま
ると解することはできず、同条の解釈上は、任命権者に定期
評定を実施しない裁量の余地はない。
そして、地公法４０条１項は、定期評定の結果に応じた措置
を講ずることを命じているところ、一般に勤勉手当は精勤に
対する報償として支給される能率給であり、本件条例２６条
１項（和泉市職員の給与に関する条例第 26 条）も「その者の
勤務成績に応じて」支給するものと定めてこれを明らかにし
ている。（神戸地方裁判所 平成 21 年 02 月１３日判決）
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政務調査費が政務活動費へ
「政務調査費」は、平成１２年に地方自治法１００条１３項で「議員の調査研究に資
するため必要な経費の一部」として認められ、その要件は条例で定めるとされました。
その結果年間800万円から数万円までの政務調査費が全国化しました。
左表は大阪府内の自治体の政務調査費（月額）で、一時的な減額も含め現時点（H24
年12月時点）の実額で、各自治体の議会事務局にヒアリングした結果です。
このようにして決められた政務調査費ですが、議員が自由に使える議員歳費と同様の
感覚で使われるなどで全国で政務調査費の返還請求が起こされ、５０を超える判決で
支出の全部又は一部が違法・不当とされています。
このような中で政務調査費の改定案が平成２４年８月７日に突如として衆議院総務
委員会に提出され３時間の審議で可決され、その後参議院でも可決し成立しました。
その名称を「政務活動費」と改め、
「議員の調査研究費」に加え、
「その他の活動に資
するため」が追加され、その範囲が拡大し、使途は条例で定めることになりました。
今年３月から施行される予定で、各自治体は条例の改正に取り組んでいます。
議員にはこの改訂により市民の皆様に新たな疑念を生じさせないよう、十分な説明責
任が求められます。

昌子の日記と予定
12/２ 中川治事務所開き
12/3 和泉中央駅会報配布、厚生文教委員会傍聴、子どもサポーター協議会
12/4 都市環境委員会傍聴、スポーツ推進基本方針計画検討委員会傍聴
12/5 総務安全委員会
12/6 議会運営委員会
12/11 下水道協議
12/12-13 一般質問
12/17 和泉中央駅会報配布、本会議
12/18 和泉府中駅会報配布、下水道協議、子どもの読書活動推進計画策定委員会傍
聴
12/19 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、食育推進計画検討委員会傍聴
12/20 信太山駅会報配布、ソロプチミスト定例会
12/21 和泉中央駅会報配布、信太山丘陵保全活用検討委員会傍聴、里山連絡会運営
委員会
12/25 北信太駅会
報配布
12/26 和泉中央駅
会報配布、公
共公益施設
を考える会
12/27 和泉中央駅
会報配布

＜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
・次回は３月です

パソコン講座（参加費無料）
・第２，4 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週水曜日 ２０：００～２１：３０
事前に御連絡下さい
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