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新春のご挨拶

小林昌子

新春のご挨拶

昨年は厳しい暑さが続いたと思う
と、あっという間に冬となり、多くの台
風が到来するなど不順な天候に
見舞われた一年でした。
地球環境が次第に変わっているのではないかと思った
りもします。
福島原発事故は、東京電力が 2011 年 3 月 12 日午
前「福島第二原子力発電所の 1,2,4 号機で、原子炉
を収納し、原子炉を水で冷やす格納容器の圧力抑制
室の温度が水が沸騰する 100 度を超え、冷却機能が喪
失した」と発表したのが始まりです。既に 2 年半が経過し
ていますが、未だ多くの方が古里に戻れない状態が続い
ています。進まない除染が復興の大きな足かせとなってい
ます。悪夢の事故ですが、政府は原発の再開を目論
み、海外に輸出しようとしています。再び事故が起これば
国が無くなる危険をはらむ事に目を瞑っています。
一方、アベノミクスの効果か長引くデフレから脱却の兆
しがあり、景気も一定回復していると思いまが、この回復
は政府や日銀のカンフル注射の効果であり、自発的な
回復はまだまだだと思います。第３の矢の姿はいまだ見え
てきません。加えて今春には消費税の 3％増税が決まっ
ており、民間給与の改善が進まない中、急激な景気腰
折れも予想されます。又原発の再開、特定秘密保護法
の強行可決等圧倒的多数を背景とする安倍政権の強
権的姿勢が目立ちます。
我が和泉市にも大きな変化が起ころうとしています。今
年４月からの市立病院の民営化です。医療法人徳洲
会が指定管理者に決定しましたが、その後公選法違反
などコンプライアンスに問題があることが明らかとなりまし
た。市は医療と直接関係がないとしていますが、果たしてそ
うでしょうか。多額の選挙費用は医療行為の中で捻出し
たに違いありません。病院の新設、小中一貫校の新設、
庁舎の耐震化等多くの財源を必要とする事業が目白
押しです。厳しい財政運営が続きます。議会もしっかり働
かなければならないと思っています。
２０１４年正月

謹んで新年のお喜びを申し上げます。
後援会会長 見辺博夫
旧年中はいろいろとご厚誼を頂き誠に
有難うございました。新年に当たり思いの
一端を述べさせていただきます。
毎年、年初に今年こそはと思いなが
ら、又無為に過ごしてしまいました。
齢８０歳ともなりますと、今年こそはと思っていますがなかな
か思うようにはいかず、近隣や家族に迷惑をかけぬよう健や
かに、穏やかに好きなカラオケや読書に勤しみ、大過なく過
ごせればと思っています。
一方世の中は尖閣諸島問題で中国と緊張関係にあり
心配しています。戦後長らく享受していた平和の有り難さに
思いを馳せると、再び戦火の悲劇を繰り返してはなりません。
福島第一火力発電所原発事故の原因究明が終わら
ないうちに、安倍政権は原発の再稼働や原発輸出を進め
ています。除染が進まず多くの人が古里に帰れず、避難生
活を送っています。汚染水の処理も目処が立ちません。再
び事故が起これば取り返しがつきません。
などなど、のんびりと過ごすつもりが心配事は絶えません。
今年こそ良い年になりますよう念じています。ここで一句
書き初めの日記にペンの走りよく
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全国余剰ハコモノワーストランキング

私が議会で公共施設の問題を取り上げたのは、今から６年前の一般質
問です。アセットマネジメントとして取り上げたものですが、当時は
余り一般化した問題ではありませんでしたが、今や自治体にとって極
めて大きな問題となっています。
その時の質問で私は以下のように言っています。
「日本の社会資本は、1960 年代から 1970 年代にかけて急速に整備
されました。今後は、高度成長期に建設されたこれらの多数の構造物
が一斉に老朽化の時期を迎え、国土交通省は従来どおりの手法で補修
や更新を行っていくと、場合によっては 2020 年を過ぎたころには現
在の社会資本を維持することすらできなくなる可能性があると指摘
しています。
今回、私がこのアセットマネジメントを取り上げたのは、老朽化する
施設をどのように維持管理し、あるいは更新していくかという取り組
みは、市にとって極めて重大な課題であると認識しているからであり
ます。
」
全国で唯一財政破綻した夕張市は、炭鉱の町から観光の街に変身し、
成功したかに見えましたがバブルの破綻で多くのハコモノが一気に
不良資産となり、その重みに耐えかね財政破綻したものです。
これは夕張市に限った事ではありません。全国の自治体で同じような
問題が深刻化しています。
いち早くこの問題に取組んだ秦野市は、①新規建設は原則禁止②優先
順位をつけて圧縮③優先度の低いものは売却や賃貸④一元的に管理
を基本に推進し大きな成果をあげ、全国の自治体からの視察が引きも
切らない状態だそうです。左表のランキングは秦野市の志村課長代理
が提唱したハコモノ削減目標の計算式（下図参照）により計算したも
のです。一人当たりのハコモノ面積を一人当たり歳入で割った値で評
価したもので、あくまで目安です。和泉市は全国では大体真ん中あた
り、府内では３番目です。
（ちなみに和泉市のハコモノは市民ひとり
あたり 2.78m2 で築 27 年）
今回定例会で和泉市の状況について一般質問しました。
予てより市に対し公共施設白書の策定を強く求めていましたが、市は
今回 27 年度中に策定することを明らかにしました。その必要性は認
識しつつも作業量が膨大になることなどで、これを策定することに消
極的でしたが、今回ようやく策定時期を明言した事で大きく進展しま
した。同時にハコモノの 4 割以上を占める学校施設の管理について、
民間への包括委託管理への移行等見直しの検討を提案したが、長期的
な施設のあり方は、市の全体の課題であるとして、明確な答弁は得ら
れませんでした。今後も粘り強く要請を続けていきます。
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市立病院指定管理者制度の進捗状況について
平成25年12月定例会の厚生文教委員会協議会で、市立病
院の指定管理者制度の進捗状況について報告がありまし
た。以下はその中で市民の皆様の関心のあるところを抜書
きして報告します。
＜協定締結について＞
●協定締結について
・26年１月中の締結を目指して協議中
・指定期間は26年４月から２０年間
●協定内容について
・市立病院としての政策医療として①救急医療、②小児
医療、③災害時医療を３年以内に実現を目指す
・診療料金は指定管理者の収入、条例に定める範囲内で
市長が承認 診断書等の手数料は市の収入
・送迎バスは継承の予定
・順守事項として、今回の問題を受け一般的な事項以外
に、政治的中立の順守、医療以外に組織的な活動をす
る場合は事前に報告
・指定管理者及び市はモニタリングを定期的に行い、問
題のあるときは指定管理者に業務改善を勧告
●費用負担
・指定管理料（市が払う分） 政策医療の対価として普
通交付税で定められた病床×単価で２.２億円
その他市が政策医療の実現に適切と認めた経費ただ
し管理者の収支不足を補填する目的のものは除く（現
時点では未定）
・指定管理者負担金（市に入る分） 現有資産の減価償
却費の50%相当額で1.7億円 病院建設を含む新た
な資産の購入に対する起債償還額の50％相当額
●その他
・市の指示に従わない時や、不正行為があった時など指
定取り消し条件を定める
・市退職職員の優先受け入れ、新病院建設への協力、市
内企業の活用や人材雇用等の地域貢献に努める
＜診療体制の確保＞
26年４月から新たな病院で満足な医療が受けられるの
か、市民の皆様の最大の関心事と思います。
・基本方針
現職員の指定管理者への移籍（診療体制の確保）
医師についてはほぼ目処が立っているようですが、看
護師等医療従事については、その半数程度が市に残り
たい希望を持っているようです。このままでは4月以
降看護師等が大幅に不足することが懸念されるため、
移籍する職員について、整理退職又は勧奨退職のいず
れかの有利な退職手当を支給することとし、それにつ
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いて新たに病院規定を定め（財源は退職手当債を発行
し対応、全員が対象したときは約20億円）
、更に現在
の給与と徳洲会での給与の差額の措置と、徳洲会が市
立病院の看護師等として新たに採用する職員につい
てもそれを促進するための支援を併せて支度金（但し
一定期間勤務したときは返済を免除、実質的には給
付）として支援することとしています。これに伴う財
源は看護師等の所要の50%を移籍、徳洲会新規採用
40%を前提に試算すれば、移籍に対し総額2.1億円、
新規採用で約1.5億円の計3.6億円を要します。
しかし現職員についての現給保証的な支援は止むを
得ないと思いますが、新たに徳洲会が採用する職員に
ついて支援するのは筋違いと思います。あくまで徳洲
会自身で対応する問題です。
●電子カルテ整備事業について
25年１月に富士通と契約し構築作業を開始しました
が、その後指定管理者への移行の問題が起こり、８月
に徳洲会から導入システムの変更の提案があり、10
月に富士通と変更契約をし、11月に徳洲会ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
ｼｽﾃﾑと契約を締結、26年4月稼働予定となっています。
変更した理由は徳洲会病院と一体化した運営が出来、
保守費を含めて総コストが削減されるのが理由です。
この理由には頷けますが、富士通が開発した資産を有
効活用し徳洲会独自のシステムに乗り換えるのに、
25年11月から26年の4月までの実質5ヶ月で行える
のか大変危惧しています。システム全体で6億円にも
のぼる大規模システムでこのような短期間で行える
のは信じられません。特に患者さんの個人情報に関す
るセキュリティーの問題など慎重に行わねばならな
い問題を含んでおり尚更です。
●新病院建設について
・新病院のコンセプトとして
24時間365日救急
患者の視点に立った病院
災害時に機能を発揮できる安全安心な病院
医療人にとって魅力ある病院
公園と一体となった緑豊かな病院
将来の医療需要の変化に対応できる病院
いかにも尤もなコンセプトです。実現できれば素晴
らしい病院となるでしょう。
・基本構想策定スケジュール
本年１月～２月 基本構想・計画素案作成議会報告
3月 パブリックコメント
4月 基本構想・計画作成
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市立病院の経営状況について

昌子の日記＆予定
12/2
12/3
12/4
12/5

和泉中央駅会報配布、厚生文教員会
和泉中央駅会報配布、都市環境委員会傍聴
和泉中央駅会報配布、総務安全委員会傍聴
議会運営委員会傍聴、 ソロプチミスト大阪-南陵理
事会
12/6 和泉中央駅会報配布
12/8 タウンミーティング（光明台中学校、光明台南小学
校）、いつくしみめぐる市
12/9 情報公開審査会意見陳述、あすの槙尾川を考える会
定例会
12/11 本会議一般質問
12/12 本会議一般質問
12/13 本会議一般質問、代表者会議
12/14 映画「じんじん」鑑賞、万葉講座、タウンミーテ
ィング（室堂町総合会館）
12/16 光明池会報配布、本会議、子供サポーター会議
12/17 和泉府中駅会報配布、広報・公聴委員会
12/18 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
12/19 北信太駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南陵定例
会
12/20 信太山駅会報配布、泉北環境施設整備組合定例会
12/21 消防南分署開所式、タウンミーティング（南部リー
ジョンセンター）、長谷工マンション建設住民説
明会
12/22 タウンミーティング（国府小学校）
12/24 和泉中央駅会報配布
12/25 和泉中央駅会報配布
12/26 和泉府中駅会報配布

（１）25 年度上半期の状況
一言で言えば大幅に悪化

＜悪化の理由＞
・感染症患者の減少や血管造影装置の更新に伴う
受入患者の減少
・外科医 2 名、内科医 1 名の減少
・看護師の不足で緩和ケア病棟の稼働時期延期
を挙げていますが、指定管理者（民営化）の動き
の影響は避けられないと思います。
（２）25 年度決算見込

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 緑ヶ丘１－３－１５）

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて）

年度を通じて、経営は大幅に悪化、このような状
態で指定管理に移行し、新病院は健全な経営が出
来るのか心配です。

・講師 大高勇さん（犬養万葉顕彰会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
・次回は３月です
＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞

（３）下半期の対策
・循環器内科の２４時間救急を 25 年 11 月から週
4 日を 5 日に回復
・院長、副院長が開業医を順次訪問し、紹介患者
の依頼を強化
・市民向け健康講座の開催

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
・１月は第 2 週はお休みです。

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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