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今般指定管理者に
よる病院の運営に
大きく舵を切り、
救急医療の再開を
あげていますが、
医師の確保・病院
経営の安定化無し
では救急医療の再
開は出来ません。
指定管理者方式に
移行した事で全て
が解決するもので
もありません。新
病院の建設を含め
病院経営はますま
す厳しさを増すも
のと思います。適
切な指定管理者の
選定と透明性のあ
る病院運営を望み
ます。
●こども医療費の助成の拡
充・給食費等の保護者の負担
軽減
こどもへの支援は大切な施策
ですが、ややもするとバラマ
キともとられかねないもので
す。市の財政への影響も少な
くなく、長期的視野に立った
支援のあり方の確立を希望し

●高齢者の生きがいづくりを
推進
高齢者が生き生きと生活でき
る社会を作ることは大変重要
な事です。私の住む緑ヶ丘で
も自治会が中心になり買い物
の支援活動を始めました。市
がこのような住民の自主的活
動を積極的に支援する施策が
望まれます。これこそ辻市長
が言っておられた公民協働で
す。
○市長公約に欠けている重要
なポイントは財政規律をどう
維持していくかと言う点です。
現在和泉再生プランで財政健
全化を進めていますが、新病
院、小中一貫校、庁舎の耐震
化、今回公約したこども医療
費の助成や給食費の負担軽減
など和泉再生プランに含まれ
ていない大きな財政支出が予
定され、再生プランの実現に
大きな障害となり、財政健全
化に赤信号がともる事態も予
想されます。市長はこのよう
な事態を避けるべく慎重な市
政運営が望まれます。

ます。

辻市長大差で再選 財政・病院・庁舎等重要課題山積
市の舵取りに遺漏無きよう奮闘を期待します！

右は今回の選挙での辻市長の
公約です。市民の皆様の信頼
と期待にお応えしますとあり
ますが、今後４年間公約を忘
れることなく市政に邁進して
頂きたいと思います。以下個
別の公約について私の意見を
述べさせて頂きます。
●救急医療の再会と市立病院
の再生
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て多い事が判ります。
投票立会人の投票箱送致に対する謝礼
この報酬は条例で決められて
いますが、その条例で報酬を
住民監査請求を受け中止！
日額として定めることが一般
的です（２交代ですと各自の
オンブズ和泉は投票立会人が ●報酬にも問題が
報酬は日額の半額）。和泉市
投票箱を開票所に送致する際
はそれが一選挙当たりとなっ
に謝礼を出していたことに対 今回謝礼の事を調べている内
ており、そのような定めをし
し、投票箱の送致は投票立会 に報酬にも問題があることが
人の職務であり、それには既 わかりました。和泉市の投票 ている自治体は府内は勿論、
に報酬が支給されているから、 立会人は２交代制をとってお 全国の政令指定都市を調べて
報酬の２重取りであるとして、 り、それぞれの立会人につい もありません。
謝礼の差し止めを求める住民 て１０，０００円の報酬が支 ●一選挙当たりとする意味
監査請求を行っていましたが、 給されています。府内自治体
市はこれを受けて今回の市長 及び政令指定都市の報酬を左 開票が深夜に及び翌日までず
れ込むと、日額で定めている
選から謝礼の支給を中止しま
表に示していますが、市の報
と二日分の報酬を支給しなけ
した。賢明な判断と思います。
酬は国の基準（＊）のほぼ倍
ればならないのを防止するた
で各自治体と比べても突出し
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め、一選挙当たりとしたもの 票所がありますので、全体で
で、投票立会人の仕事が翌日 約１０８万円の節約となりま
になる可能性は全くありませ す）地方財政法四条一項が
んので、一選挙当たりとする 「地方公共団体の経費は、そ
理由は無く、日額とするのが の目的を達するための必要且
正当です。しかし和泉市は一 つ最少の限度をこえて、これ
選挙当たりとなっているため、 を支出してはならない。」に
前後半の二人の立会人にそれ 抵触することは明らかです。
ぞれ１万円の報酬を支給して 条例の改正が必要ですが早期
いるため、日額としては２万 の対応が望まれます。
円の報酬となり、突出して多
額となっています。このよう
な支給を合理的とする理由は
ありません。他の自治体と同
様日額とし、国の基準 (*)
に
準じて設定すべきです。（仮
に国の基準とすると５８の投

（＊）国の基準とは
国政選挙の時は、選挙費用は国
が負担する事になっており、国
会議員の選挙等の執行経費の基
準に関する法律で投票立会人の
報酬は一日 10,700 円と決めら
れています。
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長浜市総務部人事課経営企画室主査
【事例紹介②－1】財産活用・債権管理

南魚沼市産業振興部商工観光課長

船橋市税務部参事 債権管理課長
【事例紹介③－1】

ファシリティ・マネジメントに基づく保有資産の適正化

秦野市政策部公共施設再配置推進課

【事例紹介③－2】

ファシリティ・マネジメントに基づく保有資産の適正化

浜松市財務部資産経営課経営企画グループ

【事例紹介④】広告料収入・ネーミングライツ

横浜市政策局共創推進室共創推進課担当

〈コーディネーター〉

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

〈アドバイザー〉

長浜市総務部人事課経営企画室主査

南魚沼市産業振興部商工観光課長

船橋市税務部参事 債権管理課長

秦野市政策部公共施設再配置推進課課長補佐

浜松市財務部資産経営課経営企画グループ

横浜市政策局共創推進室共創推進課

【講義】自治体財源の確保に関する総括講義

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授
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が講師の税務部債権管理課長
の永嶋さんです。発足した０
８年度からの４年間で９億円
以上の滞納債権を回収した方
ですが、「前例が無ければ作れ
ばいい。仕事は常にチャレン
ジと挫けない心が大切」とい
われていました。もちろん永
嶋課長が一人で出来るわけで
はなくチームプレーですが、
当初職員６人・非常勤２人か
らスタートした人員は今では
課長以下１４人の課員と５人
の非常勤の１９人体制となっ
ています。
１時間の講義中一切マイクは
使わず、ハンカチで額の汗を

ぬぐいながら熱弁をふるわれ、
各自治体での取り組みに反映
してほしいという熱意がスト
レートに伝わってきました。
この熱意が政令・中核市中ト
ップの徴収実績を導き出させ
ていることも実感しました。
和泉市でも平成２２年から滞
納債権回収が始まり２２年は
約９千万円。２３年度は約４
億円。２４年度はまだ決算が
出ていませんが４月から１１
月までに約２億８千万円の債
権を収納しています。課員６
人と再任用職員２人そして非
常勤１人と言う布陣でこれだ
けの効果を上げているのです
から、立派な
ものです。但
し船橋市の
ように名寄
せをしてい
ませんので、
滞納してい
る個人には
各課からの
督促状が行
くことにな
っているよ
うです。この
あたりは今
後システム
の問題かも
しれません
が早急な改
善を要する
ことと思い
ました。
お目当ての
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ネーミングライツ（横浜市）
と先進事例が多く並び、実際
にその事業を開拓してきた皆
さんのお話でしたので、目か
初日は関学の専門職大学院教 らうろこの事例が多くありま
授の稲沢克祐先生から「事例 した。
紹介理解のための基礎知識」 私は３月議会で質問に取り上
に関しての講義を受けました。 げたファシリティ・マネジメ
２日目からは実際に自治体で ントに関心があって参加しま
実践している方からの講義で したが、この分野はもちろん
す。
他の分野の取り組みにも大い
今回は施設使用料の適正化
に関心がわきました。
（滋賀県長浜市）、財産活用・ たとえば船橋市の事例です。
債権管理（新潟県南魚沼市、 船橋市が取り組んでいる公金
千葉県船橋市、ファシリティ・ 徴収は９つでこれらを一元管
マネジメントに基づく保有資 理しています。この取り組み
産の適正化（神奈川県秦野市・ を先頭に立って進めてきたの
静岡県浜松市）広告料収入・

【事例紹介②－2】財産活用・債権管理

自治体の財源確保策研修に参加

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

５月２９日から３１日まで全
国市町村国際文化研究所で
「自治体の財源確保策」につ
いての研修に参加してきまし
た。 カ
(リキュラム左表）
政策実務系研修と謳われてい
ますので、自治体職員が３１
人受講し、議員もその中に７
人が入り研修してきました。
受講生は北は北海道函館市、
南は沖縄県豊見城市から参加
をしていました。

【事例紹介①】施設使用料等の適正化
5/30

講義】自治体の財源確保策～事例紹介理解の基礎知識～
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【演習】情報交換会
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ファシリティ・マネジメント
はトップランナーの秦野市か
らその中心人物の志村課長補
佐からお話を伺いました。
和泉市ではまだ施設白書を作
成できていませんが、秦野市
の調べでは２５年５月２０日
現在作成済みが７７自治体。
作成中が２２自治体との事で
す。
施設白書を作ることは自治体
にとってはパンドラの箱を開
けることになり、事なかれ主
義、先送り、前例踏襲、既得
権益、私利私欲、反対運動政
治的圧力などいやなものばか
りが出てくるそうですが最後
には希望が出てくるはずとの
事です。
人口減や高齢化社会の進展、
施設の老朽化と３点セットで
問題を先送りすれば自治体倒
産という言葉が現実のものに
なりかねません。
秦野市ではこの問題解決のた
めに「公共施設の再配置に関
する方針」が作られました。
そこには４つの原則があり、
１
( )新規の公共施設（ハコモ
ノ）は建設しない。
２
( )機能更新の最優先は、義
務教育（子育て支援）など自
治体運営上最重要機能だけ
３
( )４０年かけてハコモノ
の３１．３パーセントを削減
４
( )計画を進めるための５
つの視点
とされています。
２４年４月にはシンボル事業

のひとつが完成したそうです。
それは障がい者福祉施設の民
営化です。事業の効果として
①公設のハコモノ２３０㎡減。
②敷地・施設面積ともに約２
倍に拡大③利用者へのサービ
ス拡大④一般財源負担減少・
地代収入増⑤施設の一部を地
域に開放（公共施設機能を補
完）したとの事です。そして
二つ目が保健福祉センターへ
の郵便局誘致です。賃料が年
間２００万円市に入る以外に、
住民票交付業務を郵便局にし
てもらうので、住民サービス
につながっています。他の自
治体の先進事例も当然見習い
たい物ばかりでしたので、機
会があれば和泉市にも提案し
ていきたいと思っています。
6/2 高齢社会をよくする女性の会・大阪総会「在宅ひとり

6/3 和泉中央駅会報配布、あすの槇尾川を考える会定例会
死のススメ」上野千鶴子講演会

6/4 和泉中央駅会報配布、下水道協議

6/5 エスコープ大阪 いのちを養うスープ教室

6/6 和泉中央駅会報配布、財産評価委員会

6/7 町づくり協議会

6/8 谷山池シンポジウム

ミスト大阪－南陵認証10周年記念式典

6/16 井戸川克隆前双葉町長講演会

6/19 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会

6/21 大阪府庁へ、介護保険学習会（ドーンセンター）

6/22 和泉市の公益施設を考える会定例会、「アウンサン

スーチー引き裂かれた愛」映画鑑賞

6/24 和泉中央駅会報配布、子ども家庭サポーター協議会

6/26 和泉府中駅会報配布

6/27 信太駅会報配布

6/28 和泉中央駅会報配布、議会運営委員会、かがやけ石尾

6/29 里山自然連絡会

パソコン講座（参加費無料）
・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
・第 2、第 4 週の木曜 14 時～16 時

6/25 北信太駅会報配布

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
・ 110 回 7/13（土） 万葉びとの生活様式②
身をかざる・家をかざる

クラブ

＜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）
6/12 和泉中央駅会報配布、議会改革検討会議、ソロプチ

子宮頸がんワクチン推奨凍結
前号の会報でも子宮頸がんワク
チンの接種を慎重に行うよう伝
えていましたが、国は今回接種
後の痛みに関し、その安全性を
慎重に評価するため、一時的に
接種の推奨を凍結しました。異
例の処置で、このワクチンの副
反応の重大性が再認識されたも
のと評価します。但し接種自体
を中止したものでは無く、あく
まで接種の奨励を一時ストップ
しただけの中途半端な対応で、
市の判断で接種の中止まで踏み
込めるかが課題です。

昌子の日記と予定

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

っ子の会
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6/10 光明池駅会報配布

6/11 和泉中央駅会報配布

6/20 ソロプチミスト大阪－南陵定例会、緑ヶ丘女性消防
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