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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 
 

        

  
和泉市立病院は今年４月１日をもって医療法
人徳洲会を指定管理者として民営化されまし
た。指定管理者選定委員会が徳洲会の指定管
理者として相応しいかを採点した採点表が公
開されましたが、それを見ますと採点結果は
委員の間で大きくバラツキ、合格点に達しな
い即ち徳洲会が指定管理者として相応しくな
いとした委員が６名中２名もおり、委員会の
全員一致で徳洲会を指定管理者として選定し
たのでは無いことが判りました。管理者の選
定が終わった後に、徳洲会の公選法違反が大
きく報じられましたが、徳洲会を指定管理者
とする議案を審議した病院特別委員会は、公
選法違反の報道の直前に議論を終結したため、
提案通り徳洲会を指定管理者とする議案が承
認され、その後の本会議でも賛成多数により
正式に徳洲会が指定管理者に選定されました。 
そのような経緯の中で平成26年度予算が成

立しましたが、その中の病院特別会計にここで
問題とする徳洲会への3億5820万円の支援金が
含まれていることが判りました。 
指定管理者制度に移行するに当たり、市は市立
病院の医療技術者（看護師、コメディカル）の
大半が徳洲会に移籍することを予定していまし
たが、給与が下がること等の理由で、移籍を拒
否し市に一般職として残ることを希望する職員
が続出し、移籍者が当初見込みから大幅に減る
ことが判りました。 
そのため市は当初移籍促進として、移籍職員に
移籍奨励金を支給することを検討しましたが、
訴訟リスクがあるため、徳洲会が支度金制度を
創設し、市がその財源を負担することとし、支
度金は移籍職員のみでなく、徳洲会が新たに採
用する職員にも支度金を支給し、その分も和泉
市が負担する事となりました。 
上記表がその貸付モデルです。(4頁に続く) 

目 次 
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国家試験取得後３年までは50万円、30年以上では300
万円と８段階に分かれており、市立病院に３年以上勤
務すれば返還を免除し、その年数に満たないときは、
勤務期間に応じて返還を求める制度となっています。 
この支度金の総額が3億5820万円となっています。 
私が問題とするのは２点です。 
一つは、支度金が本来の制度ではないということです。
支度金は医療従事者を募集する為の制度ですから、多
くは長く勤務出来る人を対象としています。新卒のみ
としたり、経験何年以上は対象外とするのが普通です。
ところがこの支度金制度は全く逆で、経験の多い人に
手厚い制度となっており、これは移籍に伴う給与の減
額を保障する現給保障に他なりません。即ち訴訟リス

クが高いとして採用しなかった移籍奨励金と実質的に
同じで、訴訟リスク回避の抜け道として採用したもの
と思わざるを得ません。 
二点目は更に大きな問題です。それは徳洲会が新規に
採用する職員にまで支給する支度金を市が負担するこ
とです。市の職員であった医療従事者が移籍しないで
市の職員として残ることは、本人の医療技術を無駄に
し、市も必要以上の職員を抱えることとなるため、移
籍を促進する制度を制定することはある程度理解でき
ますが、徳洲会が採用する職員にまでその費用を負担
することは到底納得出来ません。 
市の移籍職員だけでは不足する医療従事者の確保をど
のようにするかは、まさしく徳洲会自身の問題であり、
市が関与すべきではありません。医療を維持する総括
責任が市にあったとしても、病院の経営を徳洲会に委
託したのですから、市の関与には当然制約があると考
えるべきです。市民の税金をこのような支援に使うべ
きではありません。 
徳洲会が指定管理者に応募した申請書には、医療従事
者が不足したときは、徳洲会グループとして対応する
ことを明らかにしています。医療水準の維持は指定管
理者に応募し、選定された以上徳洲会の責任で対応す
べき事です。 

このような大きな二つの理由
で私は徳洲会への支援金の支
出は問題だと思いますが、オン
ブズ和泉も同様の趣旨で住民
監査請求を行っています。これ
以外にも市民の方お二人が同

じ住民監査請求を起こしており、この問題は市民の大
きな関心を呼んでいます。 

住民監査請求とは 
地方公共団体の執行機関または職員による財務会計
上の違法・不当な行為について、住民が監査委員に
対して監査を求め、必要な措置を講じることを請求
すること。選挙権を有する者の 50 分の１以上が必要
な事務監査と異なり住民であれば一人でも請求が出
来ます。 
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日経グローカル誌 2014.2.3号によりますと、全国761市と東京23区の784市区の中で、経営革新度ランキング
で和泉市は143位（堺市以南ではトップ）と健闘しています。堺以南の市の結果は以下の通りです。 

経営革新度とは 
①透明度 
 積極的な情報公開など行政運営の透
明度を測る指標 
②効率化・活性化度 
 行政評価や業務のアウトソーシング
（外部委託）、職員提案制度などを反映
した指標 
③市民参加度 

市民による望まれる地域作りに対してどこまで開かれてい
るかを表す指標 
④利便度 
行政窓口・公共施設サービスなどの使いやすさを示す指標 
以上の4つの指標を総合的に評価した偏差値でランキング
したもの。 
個別項目の格付け評価は、偏差値80以上を「AAA」とし、
以下10ポイント（偏差値60未満は5ポイント）ごとに、「AA」 
「A」「BBB」「BB」「B」「CCC」「CC」「C」の順で
評価しています。 
項目別の順位で上位100位内に入っている大阪府内自治体
の結果は左表で、和泉市は効率化・活性化で54位、市民参
加度で52位と健闘しています。

 
 
 
 
 
 
 

 
ちなみに全国のベスト10
は左表の通りです。圧倒的
に関東地区が多いのが判
ります。 
 
 
 
 
 

和泉市全国市区「経営革新度ランキング」で上位に！ 

＜和泉市の評価＞ 
個別の評価の結果は判りませんが、透明度は評価BB
ですので、大体真ん中の評価ですが、透明度の評価
項目の①条例に基づく情報公開制度の有無②情報公
開条例への「知る権利」の明記の有無③住民以外の
情報公開請求資格の有無④首長交際費の使途公開の
有無⑤外郭団体の情報公開の有無⑥議会議事録の
HPでの公開の有無⑦議会審議のネット中継の有無
⑧審議会など付属機関の会議公開⑨住民から受けつ

けた意見・要望に必ず回答する規定の有無⑩同回答
期限の明記の有無⑪オンブズマン制度の有無⑫オン
ブズマン制度のタイプ⑬監査委員への民間人登用の
有無⑭工事以外の入札予定価格の事前公開⑮工事以
外の入札予定価格の事後公表の有無⑯行政評価結果
の公開の有無⑰指定管理者の選定プロセス・結果公
開の有無 

の 17 項目ですが、多くの項目で実現しており、この
評価結果 BB は納得出来ません。 
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今議会の一般質問者は8人でした。私の質問項目は2つ
で、１）小中一貫校について 
２）まちづくりについて①URの事業終了に際して②平
井ラーバン構想について③全日空跡地のマンション建
設について④景観条例についてです。 
●小中一貫校について 
【質問】施設整備はどのようになっているか 
【答弁】敷地面積：33,450㎡ 建物面積：校舎3階建
て約9,300㎡（各学年3学級の）小学校が18学級＋支援
学級2クラス、中学校9学級＋支援学級1学級であわせ
て27学級＋3学級。体育館約1,900㎡ 
校区；光明池春木線から南側のはつが野4丁目、5丁目、
6丁目 用地取得費：13億3,800万円 
職員室は教職員の意思疎通の観点から1室に。青葉はつ
が野小学校にあるような地域活動室を設置する。 
太陽光発電、雨水利用、屋上緑化について検討してい
る。避難所機能として体育館に防災備蓄倉庫を併設す
る。非構造部材については改修する必要のないように
設計したい。又その他の避難所機能については危機管
理室とも相談しながら検討する。 
●全日空跡地のマンション建設について 
【質問】建物の規模は 
【答弁】建て替え前は70戸、５階建て、延べ面積
6,643.36㎡。計画中のものは戸数 143戸、9階建て、
延べ床面積13,277.66㎡ 
【質問】アスベストは 
【答弁】事前調査の結果ベランダパーテ－ションに質
量割合で6,9％のアスベストが含まれていることがわ
かった。使用面積が1,000㎡未満であるため、大阪府府
知事への届けは不要だが、その部分については法律で
定める作業基準を遵守し、慎重に解体作業を実施して
もらう必要がある。 
【質問】緑化率は 
【答弁】大阪府とURで緑化についての協定を結んでい
る。一番低いところは19,4％、高いところは37,9％に
なっており、25％の緑化率を満たすように事業者に指
導をすると共に、大阪府に対しても要望していく。 
【要望】一番低いところは全日空であり、指導しよう
としている25％は全日空の単身用マンション跡地の藤
和不動産が建設したマンションである。本来大阪府と
URは30％で協定を結んでいるのだから、和泉市は
30％で指導するべきだ。 
●景観条例について 
【質問】条例の制定の目途は 
【答弁】他の自治体でも概ね3年から4年を要している
ので、本市でもそのくらいの期間は必要と考えている。 
【要望】谷山池の請願時にも、景観条例が本市にはな
いとの指摘があり、昨年12月にも景観条例についての

一般質問があった。重ねて取り上げた理由は景観条例
を早く制定し、守るべきゾーンを決めていかないと、
貴重な景観を含む本市の自然環境が損なわれていく。
歴史がお金で買えないように、自然と先人の知恵で築
きあげられた景観も又お金では買うことが出来ない。
早急な対応を要望する 
 

昌子の日記＆予定 
4/1 和泉中央駅会報配布 
4/2 和泉中央駅会報配布、環境くらぶ谷山池廃棄ング 
4/3 和泉府中駅会報配布、憲法キャラバン打合せ 
4/4 石尾中学校入学式 
4/7 和泉中央駅会報配布、緑ヶ丘小学校入学式、あす

の槇尾川を考える会 
4/8 和泉府中駅会報配布 
4/10 広報広聴委員会 
4/11 和泉中央駅会報配布 
4/12 万葉講座 
4/13 緑ヶ丘自治会総会 
4/14 北信太駅会報配布、信太山丘陵ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ傍聴 
4/15 信太山駅会報配布、西宮市長選応援 
4/16 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会 
4/17 ソロプチ定例会 
4/18 槇尾川公園の都市計画公園の変更市民説明会 
4/21 光明池駅会報配布、子ども家庭サポーター会合 
4/22 厚生文教委員会視察（名古屋市） 
4/23 厚生文教委員会視察（浜松市） 
4/24 近畿市民派議員学習・交流会 
4/25 ごみ問題学習会 
4/26 信太山に里山自然公園を求める連絡会総会 
4/29 EM ボカシ作り、和泉 100 人委員会総会 
4/28 和泉中央駅会報配布 
4/29 障がい者団体連絡協議会・Ｌネット総会 

一般質問しました 

＜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 

・117 回（5/11 日） バス散策 紀へゆく道 

飛鳥～隅田町まつち～橋本 

・１１８回（6/14 土）記へゆく道 

真土山～妹背山（かつらぎ町）～和歌浦 

・119 回（7/12 土） 万葉サラリーマン生活 

＜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 


