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和泉市立病院の指定管理者に医療法人徳州会が決定！

公選法違反等の疑いがあるにも拘らずこの選択しか無いと議会可決

私は市立病院の指定管理者を徳州会
とする条例改正に以下の反対討論を
行いました。反対は共産党と私の4名
で議会は賛成多数で可決しました。
＜反対討論＞
和泉市では長年公設公営で市民病院
を運営してきましたが、平成１６年の
研修医制度変更等の影響が大きく、当
時は７０人位いた医師が２０人以上
大阪市立大学医学部に引きあげられ、
その結果急速に経営が厳しくなって
きました。この間当局はそれなりに頑
張り、がんセンターの設置等を行いま
したが、まだ経営を支えることが出来
る大きな柱にはなっていません。よっ
て今回和泉市は公設民営で病院運営
を行っていくという方針を出しまし
た。
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ここまでの経緯であれば私はもろ手を挙げて賛成をして。
しかし今回医療法人・徳州会の公職選挙法違反等の一連の
報道があり、改めて過去の報道を精査した結果，徳州会に
関しての疑惑は今年の２月ごろから既に報道されており、
生駒市の議会でもこれらがとりあげられ、議事録にも掲載
されていました。
和泉市は９月２７日に開催された議員全員協議会におい
て、今回の一連の報道は医療行為とは直接関係のない部分
の問題であり、医療法人としての認可が問題になるような
事案では無いと認識しているので、予定通りこのまま議案
を提出したいとのことでした。
今回の一連の報道は本当に医療行為と直接関係が無いの
でしょうか。今出ている報道を見る限りはそうかも知れま
せんが、そもそも東京地検が大掛かりな強制捜査を行って
いる背景には、公選法違反だけがターゲットではない事は
容易に想像できます。
市民の命を守るための市民病院が、事と成り行きによって
は市民に混乱を巻き起こす元凶になれば本末転倒です。先
ほども述べましたが、和泉市は医療行為と今回の報道が示
す内容は次元が違うとの認識ですが、企業倫理が確立され
ていないから、法令順守も出来なかったのではありません
か。
徳田虎雄理事長からの書面をもらったから安心だで済む
話ではありません。今からでも遅くはありません。徳州会
が指定管理者になった病院の実態を調べてください。更に
協定書に盛り込むべき言葉をきっちり書き込ま無ければ
取り返しのつかないことになってしまうと、老婆心から申
し上げます。
ここは一呼吸も、ふた呼吸もおいて慎重にみきわめる必要
があります。いそがばまわれです。捜査が一段落するまで
協定書を交わすのを遅らせることも可能だと考えます。
以上述べた理由により、議案７１号及び７５号に反対いた
します。
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請求の趣旨を殆ど判断せず、オンブズ和泉は住民訴訟へ

投票管理者の報酬に関する住民監査請求を棄却

監査結果は

投票管理者の報酬の問題
左の表をご覧下さい。大阪府内の自治体で投票管理者を市民
の方が行っているのが 17 市。和泉市を含め職員が行っている
のが 14 市あります。公選法で民間か職員かの規定はありませ
ん。
しかし両者には報酬の額で大きな差があります。市民の方の
報酬は一般に少なく、職員の場合は一部を除いて高額です。
特に政令指定都市と比較するとその差は顕著です。
投票管理者は非常勤特別職で、法律で報酬を支給しなければ
ならないことになっています。和泉市では条例でその報酬を
11,000 円と定めています。
市民であれ、職員であれ投票管理者となった限りは、この条
例の報酬を支給すべきなのに、何故か報酬を支給せず職員に
は 28,600 円の別途手当を支給しています。
職員への給与は条例で定めなければならない事になっていま
す。これは市民の代表の議員（議会）が定める条例によって
お手盛りを排除するためです。ところがこの手当は何ら条例
の定めがなく、ヤミ手当と言えるものです。
又この投票管理者の大部分は管理者がなっています。管理者
には管理者手当（月額 4 万円～8 万円）が支給されています
ので、残業手当は支給されません。この手当は一律支給で厳
密な意味での残業手当ではありませんが、残業手当に相当す
るもので、管理職手当とこの手当は 2 重の給付となります。
このようにこの手当の支給は違法であり、この支給を阻止し
なかった市長の責任及び手当を受給した職員は不当利得とし
て返還の義務があると考えます。
同じような事例が平成元年の奈良市で判決がありました。こ
の事例は投票管理者に報酬として日額 7,000 円を、報償費と
して 15,200 円を受領していた事が違法として争われた裁判
で、報酬の支給は認められるが、報償費は実質的に給与であ
り、謝礼とは言えないから、地方自治法に反し違法との判断
がありました。この手当と同じことです。
オンブズ和泉は監査結果を不服として住民訴訟に訴えるそう
です。
＜違法な支給額＞

オンブズ和泉の住民監査請求に対し 10/3 に監査
結果が届きました。その内容とそれについての反
論は以下の通りです。
●違法・不当な行為があったか
本件手当の支給は給与条例主義に反する事が窺
えるが、投票管理者が本来職務以外の業務を行っ
ていることから、これに対する対価を支給するこ
とに不当性は無い。として違法性は窺えるが不当
とは言えない。
＜反論＞
窺えるとは推察できる、感じ取ることができる、
といった意味で用いられる用語ですが、監査委員
はこのような曖昧な判断では無く、手当の支給が
違法かそうでないかを判断すべきです。仮に本来
職務以外の業務に対する対価が許されるとして
も、条例で定めていない違法性は変わりません。
何故条例の報酬でなくて手当の支給なのかも判
然としない中途半端な監査結果です。
管理者に手当を支給することについては、条例で
「市長が災害その他緊急事態の発生等により特
別の勤務を命じた場合は、この限りでない。」を
適用して問題はないとしていますが、選挙事務が
災害その他緊急事態の発生等でないのは明らか
でこじつけに過ぎません。
●市長の判断の不当性について
投票事務従事者と投票管理者を兼務しているこ
とにより、執行経費の削減がなされており、市長
の判断に問題はないとしています。
＜反論＞
兼務しているとの事実認定は極めて疑問です。投
票所で投票管理人が事務従事者が所用等で一時
欠けた時に手助けをするのがせいぜいでしょう。
●国政選挙について
国政選挙はその費用は国の負担となっているか
ら、仮に違法な支出があっても市に損害は発生し
ない。
＜反論＞
確かにこのような判決もありますが、国から一部
補助金が出ている件で、この部分も損害と認定し
た相反する判決もあります。談合による損害賠償
で国からの補助金を損害から除くとの判決は見
たことがありません。仮にこの支出が違法となれ
ば、国から返還を請求される可能性があり、損害
が全くないとは断定できません。
住民訴訟が違法な財務会計行為により自治体の
損害を回復する趣旨の制度であるから、このよう
な判断もありえますが、損害が無いと違法な財務
会計行為があっても、それを住民訴訟で正す機会
がなくなることも問題です。
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核処理施設のある青森県上北郡六ヶ所村を視察しました

人数がなかなか増えないのが悩みといわれていましたが、
反対するための環境がこれだけ厳しいところで、住民投票
条例の制定を求めるなど活発な運動を展開されている皆
さんのパワーに圧倒されました。

昌子の日記＆予定

視察2日目
六ヶ所村、東通原発、むつ市へ
２日目は六ヶ所村にある「原燃ＰＲセンター」
見学からスタートしました。道中いたるところ
と言って良いほど風車を見ました。
六ヶ所村には二つの風力発電の会社があり、風
車は７０基もあるそうです。自然エネルギーの
ＰＲのためでしょうか。
まず原燃ＰＲセンターへより、原子燃料サイク
ルの勉強です。１階・地階は原燃サイクルの施
設の中を大型模型で再現していますので、溶解
槽や埋設ピットなども見てきました。埋設ピッ
トはドラム缶を縦において埋設しているので
はなく、横にして埋設しているのを初めて知り
ました。
見学を終えて次に向かったのは泊地区です。こ
こではかつて激しい反対運動が起こったそう
ですが、今はその名残りを示すものは事務所に掲げられた
古い看板があるのみです。
むつ市に向かう途中東通原発のＰＲをしている「トンツウ
ヴィレッジ」に立ち寄りました。
東通原発は東北電力が２基、東京電力が２基稼動する予定
でしたが、今は東北電力の１基のみが建設中で、東京電力
は全く動きがないそうです。その後むつ市に向かいました。
むつ市では下北地域最大のお祭り「田名部祭り」の最終日
と言うことで、宿泊予定のホテル前に５基の山車が止まっ
ていて、お囃子を絶え間なく演奏していました。演者は大
人ではなく中学生くらいの方々でした。
ホテルの会議室では地元で活動する女性グループ（「核の
中間貯蔵施設」はいらない！下北の会）から
取り組みの経過や現状をお聞きしました。住民の多くが何
らかの形で原発とかかわっての生活をしているだけに、表
立っての反対運動に参画してくれる人は少ないそうです
が、わからないように合図を送ってくれたり、激励の声を
小声でそっとつぶやいてくれたりする人もいるそうです。
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10/1 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙
10/2 和泉中央駅会報配布、議会役員選挙
10/3 和泉府中駅会報配布、議会役員選挙
10/5 石尾中学校体育大会、第 32 回和泉市障がい者
の集い
10/7 光明池会報配布、あすの槇尾川を考える会
10/8 和泉中央駅会報配布、泉北環境派遣議員説明会、
広報広聴委員会、下水道協議
10/9 町づくり協議会
10/10 北信太駅会報配布、子育てサポーター講座
10/11 決算勉強会
10/15 決算委員会傍聴
10/16 決算委員会傍聴,子育てサポーター講座
10/17 和泉府中駅会報配布、決算委員会傍聴
10/18 和泉中央駅会報配布、決算委員会傍聴
10/20 万葉バスツアー（飛鳥京からあおによし奈良の
都）
10/21-24 社会保障・社会福祉コース研修会 in 大津
10/25 和泉中央駅会報配布、泉北環境定例会
10/26 商工まつり、信太山に里山自然公園を求める連
絡会
10/27-28 市町村財政勉強会 in 東京
10/31 近畿市民派議員学習・交流会 in 島本町
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
・１１３回 11/9（土） 遠つ国々
越中万葉の歌の風景
・１１４回 12/14（土） 万葉人の生活様式
食べものの味・楽器のひびき
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

