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青葉台近くの谷山池の存続を求める請願が議会で
不採択となりました。 
谷山池は、上池、中池(堆積土砂のため大正時代に
耕作地に転換)、下池(本池)の 3 つの池から成り立
ち、地元では東大寺を再興した僧・俊乗房重源によ
って開発されたという伝承があります。又和泉市唯
一のミドリシジミ蝶や絶滅危惧種ナニワトンボ、サ
ラサヤンマやエゾトンボ類等も棲息しています。 
ところが、近年灌漑用水としての需要が減ってきた
一方で、折々の集中豪雨による堤防の改修費用の負
担等のために水利権・地権を持つ 12 町(水利組合)
で池を売却しようという計画が出てきたため、これ
を保存するよう請願がなされたものです。 
私は請願の趣旨に賛同し紹介議員となり、以下の賛
成討論を行いましたが叶いませんでした。 
＜賛成討論＞ 
谷山池は、奈良東大寺の僧俊乗坊重源によって開発
されたと言う伝承があり、かつては池の堤防上には
重源堂が建てられていました。重源は東大寺を再興
し、各地で土木事業を遂行したことで有名な僧侶で
す。近年光明池が出来て以降、谷山池の水は神田水
利組合が利用するだけと思っていましたが、実際に
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は今も梨本池を通じて槇尾川左岸
の万町、浦田、鍛冶屋の地域には水
が供給されています。 
一方人間社会への貢献はもとより、
自然についても里山の生態系の頂
点に立つオオタカ（準絶滅危惧種）
が生息し、近年は幸せを運ぶ鳥とも
言われるコウノトリもこの地に飛
来し、又谷筋には和泉市唯一のミド
リシジミ蝶が確認されたほかに、ナ
ニワトンボ、サラサヤンマ、エゾト
ンボ類等の絶滅危惧種が生息して
います。 
これらのことからもお分かりのよ
うに谷山池は和泉の先祖がこの池
の水を利用し、農業を行い、子孫の
繁栄を願い、連綿と続く命のつなが
りを紡ぐことに大いに力を貸して
くれています。これを私達の世代で
途切れさせることがあってはなり
ません。 
歴史は一朝一夕に作られるもので
はありませんし、勿論お金で買える
ようなものでもありません。将来の
和泉市民 いえ大阪府民、もっと広
くは日本国民のためにわたしたち
がなすべきは、伝統を守り、景観を
維持し、千年の歴史の重みを自覚し
て、受け取ったときよりもさらによ
い状態にして次世代に手渡すこと
であります。 
谷山池が埋め立てられるような状
況になれば、先人はその思慮の浅き
ことを憂い、子孫はその判断の過ち
を嘆くことでありましょう。 
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全国市町村「財政破綻度ランキング」（平成 24 年度決算から） 
 

＜各指標の順位は健全の順位＞ 

ところで和泉市は大丈夫なのでしょうか 
その１。大阪府内全体では 

財政破綻度はあくまで相対的なレベルを表す物で、絶対的な
レベルを示す物ではありません。府内の自治体でかねてより
財政が厳しいと言われている各市は軒並み破綻度 Ranking で
上位に入っています。泉佐野市の 2 位を始め破綻度ランキン
グ上位に堺以南の泉州の自治体が多数入っており、順位もほ
ぼ固定化しています。北高南低の傾向が見られます。 
その２。和泉市はどうか 

和泉市は破綻度のランキングで 1192 位と全国で平均より少
し良いレベルです。個々に見ますと、財政力指数が 427 位、
経常収支比率が 1604 位、実質公債比率が 180 位、将来負担
比率が 730 位となっています。経常収支比率が相対的に低位
で、財政構造が硬直化している事を示します。 
その３．今後の財政負担に耐えうるのか 

今後市の財政に大きな影響を及ぼす、大規模投資が控えてい
ます。新病院の建設、小中一貫校の建設、市営住宅の建設、
庁舎の建設（当面耐震化で対応するも早晩建て替えが必要）
等々目白押しです。公共施設の見直しに早期に着手し、和泉
再生プランの後継計画を策定し、財政規律の確保を最優先に
市政運営を図ることが必要です。 
その４．前年度との比較 

堺以南の自治体の破綻度ランキ
ングの比較は右表の通りです。和
泉市は破綻度が大きくなり若干
悪化していますが、堺以南では良
い方です。どの自治体も前年度と
大きな変化はありません。最悪の
泉佐野市と最良の田尻町が堺以
南に共存しています。 

●「財政破綻度」ランキング指数 
1742の全国市町村を母集団とした偏差値。総合的に見た財政
状況の悪さを示す。独自の指標であくまで目安です。平成24
年度決算(出所総務省)に基づく。  
●財政力指数 
財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準
財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間
の平均値をいう。財政力指数が高いほど自主財源の割合が高
く、財政力が強い団体ということになり、1を超える団体は、
普通地方交付税の交付を受けない。 
●経常収支比率(%) 
財政運営の健全性を測る指標で、70～80%が適正値と言われ
ています。100%を超えると危機的な状況で、この比率が高い
ほど、財政のやり繰りが苦しく、新たな事業を行なう余力が
ないことを示します。 
●実質公債費比率 
一般会計等が負担する元利償還金等（※2）の、標準財政規模
（※1）に対する比率であり、この指標が18％を超えると起債
の許可が必要になり、25％を超えると一部の起債発行が制限
されます。 
●将来負担比率 
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(地方債＋将来負担
－積立金)の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債
が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です 
（財政力指数等の Rank は良い方からの順位です） 

左表の説明 

自治体財政の足を引っ張る病院の状況は？  
府内の自治体の病院の決算状況は左図の通りで
す。殆どの自治体病院が赤字で、1000 億円を越
える多額の累積債務を抱え問題の深刻さが伺われ
ます。 
和泉市立病院はどうか？ 
一般会計からの 10 億円を超える繰入が有りなが
ら、約 8 千万円の赤字です。累積債務は 90 億円
近くにも達し、普通の企業ではとっくに倒産して
います。 
病院は経営改善に向けて種々の取組をしました
が、今回抜本的経営計画の見直しとして指定管理
者制度を導入し、今年４月から新しく公設・民営
病院としてスタートします。 
新たな体制のスタートにあたり、診療体制の確保、
新病院の建設等多くの課題が有り、指定管理者と
なる医療法人徳洲会の公選法違反が報じられるな
ど、多難な出だしとなります。民営化後も地域医
療確保等のため、市から多額の支出は続きます。 
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泉北高速鉄道を運営する大阪府都市開発（ＯＴＫ）の
株式を米投資ファンドへ民間保有分も含めて７８１
億円で売却する案が12/16日午後、府議会本会議で否
決されました。議会の過半数を占める大阪維新の会は
賛成方針を決めたが、４人が反対に回ったためです。
府は売却計画の見直しを迫られることになります。 
 外資が鉄道会社を運営する案に対しては、公共企業
を外資系ファンドに売却することに対し、将来に亘っ
て公共交通機関としての使命が果たされるのか、売却
に伴う運賃値下げが余りに少ないこと、売却益が沿線
住民に十分還元されないとして、沿線自治体から反発
が出ており、和泉市議会も見直しを決議しました。 
<和泉市議会決議＞ 
 大阪府が手続を進めている大阪府都市開発株式会
社の株式公募売却については、今般、優先交渉権者
として外資系投資ファンドである株式会社ローン・
スタ一・ジャパン・アクイジッションズが選定され
たところである。 
 本審査の結果をみると、運賃値下げをはじめ
とした利便性向上等の提案内容を軽視し、最高
提案価格を掲示すれば、ほぽ優先交渉権を獲得
できるような価格偏重による選定となっており、
鉄道事業の利便性向上がないがしろにされてい
る感か否めない。 
 言うまでもなく、大阪府都市開発株式会社が

経営する泉北高速鉄道事業については、大阪府が開発した
泉北ニュータウンのみならず、本市の重要な公共交通機関
であり、その使命を鑑みると安全な輸送に加えて長期的か
つ安定的な経営が求められるものである。この点について、
我々和泉市議会は大いに危惧するものであり、すでに多く
の市民から不安の声も上.がっている。 
沿線住民にとっては、運賃値下げは悲願であり、この願い
か受け入れられたと実感できる大幅な値下げ案か提案され
ることを期待している。 
さらに、和泉中央駅付近の人ロ増と子育て世代か増え続る
本市にとって、通学定期の割引率拡大は、市民の関心や期
待も大きく、大手私鉄並みの割引率となることが長年、望
まれてきた願いである。 

泉北高速鉄道における現在までの健全経営は、沿線住民の今

までの運賃負担により成立しているものであり、
今回の株式売却による利益が、沿線住民に還元
されるべきである。 

 よって、交渉相手の再検討も視野に入れ、優先交
渉権者との交渉を粘り強く継続して、運賃値下げ
をはじめとした鉄道利用者の利便性向上に向けた
諸条件について、地元の要望に応えられることを
強く求める。 

 
昌子の日記＆予定 

1/6 和泉中央駅会報配布 
1/7 和泉中央駅会報配布、新年互礼会 
1/15 広報公聴委員会  
1/18 防災とボランティア市民の集い、信田さ

よ子氏講演会、全日空跡地マンション住

民説明会 
1/23 都市計画マスタープラン策定委員会傍

聴、国民健康保険運営協議会 
1/24 近畿市民派議員学習会 in 寝屋川 
1/26 久保惣美術館 初釜 
1/27 和泉府中駅会報配布 
1/28 信太駅会報配布 
1/29 和泉中央駅会報配布 
1/30 北信太駅会報配布 
1/31 和泉中央駅会報配布 
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＜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） 
・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 

・115 回（3/8 土） 万葉の心 現代に生きる万葉 

・116 回（4/12 土） 紀へゆく道 まつちの小川 

・117 回（5/11 日） バス散策 紀へゆく道 

飛鳥～隅田町まつち～橋本 

＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞ 

 

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 

 

市政相談会 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 

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。 
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