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選挙の投票管理者の報酬についてオンブズ和泉が住民監査請求
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●職員の報酬が民間より大幅に高い
投票管理者は公選法で各投票所に１名の設
置が義務づけられています。その投票管理者
に民間の方がなる自治体と職員がなる自治
体があり、その報酬を左表に示しますが、民
間に比べ職員の報酬が多いのが判ります。
●地方自治法の定め
地方自治法で投票管理者に報酬を支給しな
ければならないと定められ、それを受けて和
泉市の条例で１選挙ごとに 11,000 円の報酬
が定められています。投票管理者にこの報酬
を支給していれば何ら問題は無いのですが、
和泉市では投票管理者は全て職員が就任し
ており、その報酬は残業手当相当の 28,600
円を支給しています。投票管理者への報酬は
民間人であれ職員であれ、条例で定めた
11,000 円が相当で、職員に限り他の報酬（手
当）を支給するのは違法です。
●職員への報酬（手当）支給は給与条例主義
に反し違法
同じく地方自治法で、職員への報酬や手当の
支給は条例で定めないと支給出来ない事に
なっています（給与条例主義）。条例を審議
する議会のチェックを受けることにより、お
手盛りを排除するためです。所が職員の報酬
は選挙管理委員会の内規で定めるのみで、条
例にも規則にも何ら定めがありません。かつ
て非常勤職員の住民訴訟で、要綱で定めた特
別報酬の支給が給与条例主義に反し違法と
の判決がありましたが、全く学習していませ
ん。
●管理職にも報酬を支給
管理職には残業手当は支給されませんが、投
票管理者に就任している管理職にも同様の
手当が支給されています。
（これも問題です）
以上からオンブズ和泉が監査請求しました
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和泉市立病院の指定管理者の優先
交渉権者に医療法人徳州会
和泉市立病院の指定管理者を大阪府内18事業所に対し募
集していましたが、徳州会のみが応募し、優先交渉権者と
なりました。応募が1社になった理由は、市の公募基準の
ハードル（救急の再開、新病院建設費の分担等）がかなり
高かった事が影響したようです。
（当初府中病院が有力と
されていましたが、応募しなかった理由は定かではありま
せん）
和泉市立病院指定管理者選定委員会（高杉会長以下６名）
が徳州会からの提案を受けて審査した結果1200点満点で
872点の評価を得て、基準点の720点を上回っていること
から、公募の基準は満たされるとしました。
（この採点の
内容の詳細を委員会に提供するよう要請がありましたが、
選定委員会は委員会の総意が合計点で示されているので、
個人の採点は非公開の方針と決定したことから、提供出来
ないとの事でした。私はこれは大変問題であると思いまし
たので、早速情報公開請求を行いました）
今回開かれた病院問題特別委員会では、指定管理者の優先
交渉権者が決まり、指定管理者の経営に移行するまでに、
現病院の医療水準が低下しないかとの危惧が多くの委員
からありました。医師や看護師の大量退職の事態を招かな
いよう十分な配慮が必要です。
徳州会病院（グループ）とはどんな病院
日本最大の民間病院グループで、グループ全体の医業収益
は約3,400億円(H22)、従業員数は27,000人(H24.4)、公
立病院の指定管理者としてH22.3月榛原総合病院（450
床）
、生駒市立病院（H27開院予定210床）の実績があり
ます。近隣に岸和田徳州会病院がありこれとの連携が機能
すれば、早期の救急再開も夢ではありません）
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現状と新病院時の計画、岸和田徳州会病院との比較を左表
に示しますが、何と言っても病床利用率の差が歴然で、こ
れをどのようにしてあげていくかがポイントと思います。
ついては医師や看護師等の医療スタッフの確保・充実も図
っていかねばなりません。

昌子の日記＆予定
8/1 和泉中央駅会報配布、水道、下水、病院決算委員
会傍聴、マイナンバー勉強会
8/2 和泉中央駅会報配布
8/3 緑ヶ丘夏祭り
8/5 和泉府中駅会報配布、下水道協議
8/6 市民派議員学習・交流会 in 明石
8/7 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
8/8,9 市町村アカデミー「トップマネージメント」研
修会
8/12 和泉中央駅会報配布
8/16 病院問題特別委員会傍聴
8/19 青森県六ヶ所村へ
8/20 原燃 PR センター、核燃周辺見学
8/21 むつ科学館、使用済み核燃料中間貯蔵施設・大
間原発建設周辺地見学
8/22 あさこはうす訪問
8/28 大阪府庁
8/30 町づくり協議会
この会報は毎月 24000 部を配布しています。つきましてはボ
ランティアでこの会報をポスティングして頂く方を募集中で
す。何部でも結構です。090-5044-9929 迄お電話下さい。
月初に配布部数をご自宅までお持ちします。

＜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
・111 回 9/14（土） 大和路の万葉
・112 回 10/20 万葉バスツアー
風吹き返す飛鳥京からあをによし奈良の都
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
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
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和泉市 住みよさランキング大阪府内で２６位に低下

昨年の３位から大幅に後退 （
東洋経済新報社調べから）

▼5 つの観点と算出指標（全国 787 市と東京区部全体が対象）
■［安心度］ ○病院・一般診療所病床数（人口当たり） ○介護老人福祉施設・介護老人保健施設定員数（65 歳以上人口当
たり） ○出生数（15～49 歳女性人口当たり）
■［利便度］ ○小売業年間商品販売額（人口当たり） ○大型小売店店舗面積（人口当たり）

■［快適度］ ○公共下水道・合併浄化槽普及率 ○都市公園面積（人口当たり） ○転入・転出人口比率
○新設住宅着工戸数（世帯当たり）
■［富裕度］ ○財政力指数 ○地方税収入額（人口当たり） ○課税対象所得額（納税者1 人当たり）
■［住居水準充実度］ ○住宅延べ床面積（世帯当たり） ○持ち家世帯比率」
▼評価方法 14 指標それぞれについて平均値を50 とする偏差値を算出し、その平均を総合評価とした。同様に、
安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度は、当該指標の偏差値を平均したもの。
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今年の市長選で住みよさランキングで和泉市が大阪府内で３位と
高位にあることが話題になりましたが、このランキングの最新版
が東洋経済新聞社から出ていましたので、調べてみました。全国
のベスト 10 は鯖江市（福井県）を除いて変わっていません。大
阪府内も１位箕面市、２位大阪狭山市は同じで、３位であった和
泉市が大きく順位を落とし全国で 81 位から 491 位、府内で 3 位
から 26 位となりました。このように大きく順位を下げた原因は
全ての項目で悪化していますが、中でも利便性が極端に悪化して
います。
これは統計上の問題で、生活圏の広域化に対応するため、
他市の「20％通勤圏」となっている市については、偏差値を算出
する際に補正を実施しています。具体的には、20%通勤圏にある
自治体は利便度に近隣の大阪市の数値が採用されていました。今
回 20％通勤圏を算出する国勢調査・従業地集計データを 2005
年調査から 2010 年調査に変更した結果、和泉市は 20%通勤圏
から外れ昨年の大阪市の利便度から和泉市の利便度となり、利便
度の順位が 34 位から 603 位と大幅に後退した結果今回の順位となりました。同様な事が高槻市と泉大
津市でも起きています。
従って和泉市の基本的な住みよさは低下はしていますが、この順位のように大きく悪化している訳で
はありません。一喜一憂せず住みよい町を目指して政策運営を進める必要があります。
今回も全国でトップの印西市と比較し
たのが左表です。これを見ますと多く
の課題が浮かび上がってきます。
●新しい街と成熟にさしかかった街
印西市は最近合併した新しい街で、今
まさに伸び盛りのニュータウンを抱え、
生産年齢人口の増加率が 7%と高く
（和泉市は-2.6%）和泉市は“トリヴ
ェール和泉”の開発が一段落し、街の成
熟度が大きく異なります。
●保育や福祉の面で大きな差
印西市は保育料は安く、待機児童も０
で保育の水準に差があり、老人ホーム
等も人口の割には多く、生活保護所帯
は和泉市の 1/16 と少なく、介護保険
料も 1000 円程度差があり、福祉の全
般で和泉市は印西市に比べ劣位です。
●財政力に大きな差
このような福祉等の差は、財政力の差
から来ています。一人当たり税収額、
経常収支比率、財政力指数などほぼ全
ての財政に関する指標で和泉市は劣っ
ています。街の成り立ちに差があると
はいえ、財政規律に格段の配慮が必要
と思います。
●生活基盤でも大きな差
左表にありますように、病院・診療所
数を除いて殆ど全ての指標で和泉市は
劣っています。

