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 和泉市無所属市民派議員 
小林昌子 
和泉市緑ヶ丘 2-13-10 
自宅 Tel 0725-54-2626 

Fax 020-4669-6920 
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451 
Email masakokob@ybb.ne.jp 
http://masako-hiroba.info/ 

ホームページもご覧下さい 
 

        
 
審査会が答申 非公開とする理由無し 
私は和泉市立病院の指定管理者の選定に当たっ
ての、各選定委員会の採点結果の情報公開請求を
行っていました。これに対し市は選定委員会が各
委員の採点結果は公開しないと決定しているか
ら、非公開としました。これを不服として異議申
し立てを行っていましたが、今般市の情報公開審
査会は、「非公開とする理由は無いから、非公開
とした処分を取り消し、公開すべき」との答申を
市長に行いました。 
市が非公開とした理由は二つです。まず「選定委
員会が非公開と決めたから、これに反し公開する
ことにより、委員会との信頼関係が失われ、今後
の病院に関する事業に重大な支障がある」と主張
しましたが、審査会はそのような支障は認められ
ないと判断しました。更に二つ目は「公開しない
ことを条件に個人や法人から任意に提供された
情報であるから公開できない」と主張しましたが、
指定管理者選定委員会は、市の機関であり、個人
や法人から任意に提供されたものではないとし
てこれも退けられました。いずれも正当な判断で
す。 
市はこの答申を真摯に受け止め、今後の情報公開
制度の適正な運用に努めるべきです。 
私が今回異議申し立てまで行って、公開を求めて
きた理由は、市が保有する情報は市民の情報であ
り、それは原則公開すべきで、公開しないことが
許される情報は条例で指定された情報に限られ
ているにも拘わらず選定委員会自らが公開しな
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＜問題の経過＞ 

●H25.5.7 第１回市立病院管理者選定
委員会開催 募集要項・選定基準など
を審議 その際個々の委員の採点結
果は公表しないと決定 

●5.27-6.28 公開期間。（医）徳洲会か
ら提案受理 

●8.1 第２回 応募法人のヒアリング 
第３回 応募法人の審査・採点 

●8.2 （医）徳洲会を優先交渉権者と決
定、公表 

●8.16 市議会病院問題特別委員会開催 
市が選定委員会の採点結果（集計表）
を資料として提出 

●8.16 情報公開請求「市立病院指定管
理者選定委員会における個々の委員
の採点がわかる採点結果表」その際
個々に委員名は不要であることを通
知 

●8.28 市が非公開の通知 
●9.2 市立病院指定管理者選定委員会

の要点記録を公表 
●10.21 非公開処分に対し不服申立て 
●11.13 市から弁明書が届く 
●11.28 反論書を提出 
●12.9 意見陳述 
●H26.1.31 審査会答申出る 
●2.13 市が非公開を取り消し 
●同日非公開とした文書を公開 
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いことを定め、市が何の問題意識も無くそ
れを受け入れた為です。 
従来から指定管理者選定委員会の各委員
の採点結果は公開されており、公開するこ
とによる支障は無いにも拘わらず、選定委
員会の決定を受け入れた市の対応は極め
て遺憾です。このような非公開が許される
と今後の選定委員会の情報公開が後退し、
ひいては市の情報公開制度にも重大な影
響があると考えたためです。 
公開された採点表は右の表です。 
採点結果を見て驚きました。 
全体では配点の６０％を超える採点でし
たが、個別の委員の採点では、基準を満た
さない委員が６名中２名もいることが判
りました。採点結果は余りにもバラツキが
大きく、果たして公正な評価がされたのか
極めて疑問です。 
特にＣ委員は２００点満点で５７点で、学
校の試験で言えばいわゆる欠点に相当す
る結果です。特に救急医療体制と指定管理
業務に関する費用の２項目が０点で、この
ような評価は通常あり得ないものです。指
定管理者への移行及び医療法人徳洲会 そのものへ
の拒否感からこのような評価に至ったものと思い
ます。 
 平成２５年８月１６日に開かれました病院問題特
別委員会で、市立病院事務局新病院計画室長兼経営
企画担当課長は次のように言っています。 
「選定委員会における徳洲会の提案に対する採点
結果でございます。 
 採点方法につきましては、法人からの提案書、プ
レゼン及び質疑応答の内容など総合的に判断する
ものといたしまして、６人の委員が各自200点満点
で採点し、合計1,200点満点となっているものでご
ざいまして、あらかじめ満点の６割未満の点数であ
れば失格することを取り決めてございました。採点
結果は６割に相当いたします720点を大きく上回
る872点という状況でございまして、これを受けて、
選定委員会から市長宛てに徳洲会を優先交渉権者
に推奨する報告が行われたところでございます。採
点結果を見ますと、全ての項目で６割を超えている
得点で、特に一部分が劣るような状況ではございま
せんでした。また、４番目の救急診療体制や17番目

の病院建設の実績、20番目の財務諸表の評価など、
８割程度、またそれ以上という特にすぐれた得点を
得た項目も多数ある結果となってございます。」 
今回明らかとなった採点表がこの委員会で開示さ
れていたら、上のような評価は認められなかったと
思います。失格を相当とする６割未満の委員が２名
もいたわけですから。 
このよう懸念があって私は情報公開請求を行い、異
議申し立てまで行って争っていたわけです。 
選定委員会が各委員の採点結果を非公開と決めた
のは、議事録によりますと審議に入る前に決定した
とのことです。しかしこのような結果を明らかにす
ると後々の選定作業に少なからず影響を与えるこ
とを懸念して、非公開処分としたのではないのかと
の疑念はぬぐえません。（従来から指定管理者の選
定委員会の各委員の採点結果は公表されていまし
た） 
既に徳洲会とは基本協定書を交わしており、その結
果は覆ることはありませんが、必要な情報は全て開
示し、議会ひいては市民の判断を仰ぐことが市の基
本的態度であると思います。 
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和泉市は平成26年１月30日付けで、医療
法人徳洲会と市立病院の管理運営に関す
る基本協定書を締結しました。同時に市
立病院の管理運営業務に係わる仕様書を
明らかにしました。 
この協定書のポイントと検討すべき事項
は以下の通りです。 
＜指定期間－協定書第4条－＞ 
平成26年4月1日から平成46年3月31日
迄の20年間とする。同時に管理者（徳洲
会）は指定期間終了後本業務を終了し、
病院を市に明け渡すこと、となっていま
す。双方の申し出でにより本協定を延長
する規定は無く、市が再び病院を経営す
る事は考えられませんので、その時点で
新たな指定管理者を選定する事になると
思われます。 
＜救急医療など－仕様書2頁－＞ 
救急医療は岸和田徳洲会病院と協力し、
現行以上の受入体制を整備し、新病院開
設までに二次救急患者の受入を行うこと、
となっています。公的病院としての救急
医療体制の確立は、指定管理者移行の大
きな理由（目的）であり、確実な実現が
必須です。 
＜法令遵守－協定書第12条,13条－＞ 
管理者は、労働基準法、労働安全衛生法
その他関連法令を遵守し、政治的中立を
守り、特定の政党又は特定の候補者の利
害に関する事業を行ってはならないとさ
れています。今回の公職選挙法違反の事
件を受けてのもので、徳洲会がそれに相
応しい業務を行うよう望んでいます。 
＜指定管理料－協定書27条－＞ 
政策的医療を行うために、市が指定管理
料を支払う事となっています。その額は
普通交付税の算定で定められている1病
床当たりの単価に病床数をかけた額とさ
れ、普通交付税で処置されるものであり、
救急などの民間病院に無い医療を行わね
ばならない事から当然の費用です。同時
に指定管理業務の目的をより効果的に達
成するために、市が負担することが適切
と認める経費に相当する額を支出できる。

但し病院の収支不足を補填する目的のものは除く
とあります。どのような経費がこれに該当するか明
らかではありませんが、赤字補填でなければ、裁量
で市が経費負担出来るとの事項は今後問題が起き
ないか心配です。 
＜指定管理者の負担－協定書第30条－＞ 
市が保有する資産（既に取得したもの及び今後保有
することになる資産）の減価償却費の50%、新病院
の建設に際し発行する病院事業債の償還額の50%
を指定管理者が負担するとなっています。即ち資産
の保有により生じる経費を指定管理者と市が半分
ずつ負担するということです。 
又施設・備品の改修、修繕、更新について１件1000
万円以下のついては指定管理者の負担で、それを超
えるものは市の負担で行い、市の負担で行うものに
ついては、上に述べました指定管理者が負担する減
価償却の対象となっています。 
＜個人情報及び情報公開－協定書第19、20,21条
－＞ 
指定管理者がこの事業で保有することとなった個
人情報の保護については万全を期し、情報公開につ
いては市の制度に準じて行うこととなっています。
市と同じレベルの管理がなされるという事です。 
＜利用料及び手数料－協定書第28,29－＞ 
診療料金及び駐車場料金は指定管理者の収入に、診
断書、証明書等の手数料は市の収入とするとなって
います。 
＜市退職職員の受入及び人材確保－仕様書5頁＞ 
現病院の職員（正規職員、臨時・非常勤職員＞が引
き続き病院に就職を希望する時は指定管理者は優
先的採用に努力し、処遇にも配慮することとなって
います。 
又指定管理者に移行する際の人材確保のため、新た
に雇用する職員（市が雇用していた職員を含む）に
対し、就業支度金を貸し付け、一定期間の就業をも
って返済を免除する制度を実施する。財源の負担や
支度金の詳細は今後市と指定管理者で協議すると
なっています。制度の詳細は未定ですが、この支度
金ついては疑問があります。市が雇用していた職員
については、移籍を促進する為必要なものと考えま
すが、指定管理者が新たに雇用する職員に対しても
支度金を支給するのは法的にも問題が無いのか慎
重な検討が必要と思います。本来指定管理者の責任
で対応すべきものと考えます。 
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指定管理者移行に伴い、現病院の職員の動向が注目

されています。 
市が実施しました意向調査の結果が明らかになり
ました。 
調査結果は下表の通りです。(H26.2.4現在) 
この調査はあくまで意向調査で、その通りになるか
どうかは判りませんが、指定管理者に移籍を希望す
る職員は現有職員の約半数です。医療への従事を望
んで資格を保有する人材が、何故一般職で市に残る
ことを希望するのか。大きな要因は待遇（給与・勤
務条件など）の差が原因と思います。聞くところに
よりますと50歳台の看護師で給与格差は年間180
万円にも上るようです。公立・公営病院の赤字の理
由もここにあります。40才以下の有為な技能職員が
一般職で技能と無関係の職に就くことは、人材活用
の点からマイナスで、100人を超える職員が一気に
増えることの影響も決して小さくはありません。 
 
 
 
自治体のごみ問題で府内自治体議員が中心となっ
て学習会を結成し、勉強会を開催していますが、今
回多摩市、新宿区を視察後環境省廃棄物対策課と意
見交換してきました。詳細は別途報告しますが、大
略のスケジュールは以下の通りでした。 
＜視察スケジュール＞ 
《２月６日（木）》 

・多摩市役所 「条例」による公契約手続き 
・清掃組合との意見交換 

《２月７日（金）》  

・新宿区役所 「要綱」
による公契約手続き
の整備 
・北川環境省副大臣
表敬訪問 
・環境省廃棄物対策
課と意見交換会 
昌子の日記＆予定 
2/1 「女と男のフォーラム」落合恵子さん講演会 
2/2 関ダムネット関西フォーラム 
2/3 黄金塚古墳見学 
2/4 和泉中央駅会報配布 
2/5 スポーツ審議会傍聴、ごみ減量審議会 
2/6 多摩市視察 
2/7 新宿区視察、環境省廃棄物対策課と意見交換 
2/12 和泉府中駅会報配布、病院説明会 
2/13 議会改革検討会議 

2/14 泉北環境整備施設第 1 回定例会 
2/15 小中一貫教育フォーラム、信太山に里山支援公

園を求める連絡会 
2/17 光明池駅会報配布 
2/18 北信太駅会報配布、予算説明会 
2/19 和泉中央駅会報配布、民生・児童委員推薦会、

事務所運営委員会 
2/20 信太山駅会報配布、環境問題講演会 
2/21 和泉中央駅会報配布、厚生文教委員会正副レク 
2/22 「ソロプチバザー」準備 
2/23 「ソロプチバザー」 
2/24 予算説明会、和泉市子育て支援懇談会 
2/25 和泉府中駅会報配布 
2/26 予算説明会、介護保険運営協議会 
2/27 本会議  2/28 厚生文教委員会 

職員の意識調査について 

＜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（全国万葉協会会員） 

・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 

ごみ学習会で多摩市と新宿区を視察 


