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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 
 

        
 
 

オンブズ和泉が起こしていました医療法人徳洲
会への支援金に係わる住民監査請求が５月１２
日付けで棄却されました。 
棄却の理由は 
①移行時の医療水準低下を防止するためのもの
で必要な施策である。 
②支度金は貸付であり、給与に当たらないから
給与条例主義に反しない。 
③支度金の効果として医療従事者が確保出来れ
ば、患者の利益となるから、市に損害は無い。 
というものです。 
しかしながら、医療従事者確保は指定管理者と
なった徳洲会の責務であり、市が税金で負担す
べき性格のものではないし、支度金は退職時に
将来の給付を約束しているものですから、実質
的に給付に当たり、給与条例主義に反します。 
以上から、オンブズ和泉代表は監査結果に不服
があるとして住民訴訟を検討中とのことです。 
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住民訴訟（じゅうみんそしょう）とは、
住民が自ら居住する地方公共団体の監査

委員に住民監査請求を行った結果、監査の
結果自体に不服、又は監査の結果不正・
違法な行為があったにもかかわらず必要
な措置を講じなかった場合などに裁判所
に訴訟を起こすことができるという制度
です 
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＜収支計画＞ 
平成26年度病院収支計画は以下の通りです。 

 
●3.2億円の赤字見通し 

●3.2億円の赤字見通し 

 
●支援金の詳細が明らかに 

市から徳洲会への支援金の見通しが明らかになりました。総額で2億8731万3千円です。 
 

徳洲会が平成２６年度和泉市立病院の収支計画を明らかに！ 

徳洲会が策定した事業計画の収支
見通し(a)が左表です。徳洲会が指
定管理者の申請時の収支見通し
(b)と、旧病院時の決算と三つを比
較して表示しています。 
今回徳洲会が策定した事業計画で
は、収支は 3.2 億円の赤字の見通
しで、申請時に比べ 9 億円も悪化
しています。その原因は入院収入
の減少です。約 14 億円も減少し
ています。この入院収入の前提は
１日当たりの入院患者数が 100
名も減っているのが原因ですが、
指定管理者へ移行時即ち平成 25
年度末には既に大幅に落ち込んで
おり、指定管理者制度によるもの
ではないと思います。指定管理者
移行を控え、入院患者数が大幅に
減少していたのが現実です。 
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●１日目は名古屋市の生活保護世帯の子ども
の学習サポートモデル事業を視察しました 
名古屋市における標記取り組みは平成２５年7月か
ら実施されています。モデル事業の目的は生活保護
受給世帯の子どもが、大人になっても再び生活保護
を受給してしまうという｢貧困の連鎖」を指摘されて
いる状況下において、学習支援・子どもの居場所作
り・保護者への養育支援を行うことです。この事業
は平成23年11月ごろより関係機関と連携して準備
を進め、当初24年9月に中川区と緑区でモデル的に実
施する予定で進めておられましたが、24年9月議会の
答弁内容・予算・関係機関との連携等に鑑み24年度
からは困難と判断し、25年７月事業開始で随意契約
で執行されています。その内容は週2回2時間程度の
勉強会を実施し、定員は１箇所につき10名程度、講
師は１箇所につきチーフ支援員1名、学生サポーター
（有償ボランティア）3名とし、期間は25年7月～26
年3月で、受講料は無料となっています。 
支援対象者は原則として生活保護世帯の中学３年生
で、可能なら中学１年生、２年生もOKとなっていま
す。 
25年度の実績は以下のとおりです。（26年3月末） 
支援対象者数      ：39人 で内訳は 
高等学校等進学予定者  ：33人 
その他の学校へ進学   ：3人（専門学校） 
進学せず        ：2人 
廃止により状況不明   ：1人 
25年度名古屋市の中学3年生20,841人の内、生活保
護世帯の中学3年生は401人で、全体の1,9％になり
ます。見方によればこの数字は微々たるものと取ら
れるかも知れませんが、「貧困の連鎖」を防ぐ取り
組みをスタートさせた意義は大きいと感じました。
なお、和泉市では25年4月1日時点での中学卒業後の
進路は高校生68人、専修学校生3人、専門学校生2人、
就労0人、未就労2人となっています。ただしこの数
字は統計上過去から取られているものではなく、今
回の視察に際して担当課に依頼して出てきた数字で
す。今後はこの１月に「子どもの貧困対策法」が施
行された状況でもありますので、貧困の世代連鎖を
防ぐ意味からも、和泉市においてもこの分野への支
援に力を注ぐことが必要だと感じました。 
 

●２日目は浜松市の施設一体型小中一貫校を
視察しました 
浜松市では「小中一貫教育」を｢小学校と中学校の9
年間の学びと育ちをつなぐ教育」とし、市内48全て
の中学校区で推進する。また｢小中一貫校」を「同じ
敷地内で小学校と中学校が1つの学校として運営さ
れている施設一体型の学校」とすると定義していま
す。 
浜松市においてはH24年4月に引佐（いなさ）北部小
中学校が、又H26年4月に庄内学園がそれぞれ開校し、
又H29年開校予定の浜松中央地区では開校準備会を
立ち上げ、H25年2月から地域で議論が始まっていま
す。今回は3つの小学校と1つの中学校が統合して開
校した引佐（いなさ）北部小中学校をメインに、浜
松市における小中一貫教育及び小中一貫校について
の現況や課題、成果をお聞きしました。 
これら上記の考えのもと平成２４年４月に引佐北部
小中学校が開校しました。学校のホームページを拝
見すると各学年７人から１６人。全校生徒は111人で
実家庭数は７１となっていました。 
この数字からも想像できるとおり、旧天竜市のこの
地域では浜松市との合併以前に、地域の学校をどう
するかとの議論があり、３小学校と１中学校が一緒
になることへのアレルギーは少なく、むしろ一体化
することで、地域に学校が残る事が歓迎されたよう
です。 
一貫校の特色作りでは「国際コミュニケーション科」
を設立し、小一から外国語を学び、コミュニケーシ
ョン力の育成を計り、｢ふるさと科」の創設では地域
資源を生かし、郷土愛を育むとしています。 
施設については図書室やパソコン室も充実しており、
特に図書室は広さも十分で、２クラス同時の活用も
可能となっているようです。一方要望としては異学
年が交流できる部屋や、少人数でも学習できる部屋
が欲しいとの話も出ました。しかし小中一貫教育に
取り組んで、改めて認識したのは今まで児童や生徒
個人を１年生から９年生までの育ちを一貫して見通
すことに欠けていた点だと言われていました。施設
一体型にしたことにより、今まで見えていなかった
ことに気づかれたのだと思いますが、この気づきは
先生方の共有認識にしていただき、子どもの成長に
かかわって頂きたいと思いました。 

厚生文教委員会で名古屋市と浜松市を視察しました 
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今年も憲法キャラバンに参加しました。私達の憲法
キャラバンは憲法制定50周年を記念して、1997年5
月3日、大阪府内の女性議員や市民が中心となって始
まりました。私は初期の頃からこの取り組みに参加
してきましたので、今回は１５回目の参加になりま
す。午前中は大阪府内を４つのコースに分かれて、
各地をリレートークし、例年大阪梅田をゴールとし
ていましたが、今年は京橋をゴールとしてみんなが

合流し、最後の訴えをしました。 
憲法の大きな柱は「国民主権・基本的人権の尊重・
戦争放棄」と習いましたが、今年の訴えでは各人が
集団的自衛権についての思い等を話しました。 
政府は今まで①集団的自衛権は行使できない。②こ
の政府解釈は時の政権の政策判断では変えられない
③行使できるようにするには憲法を改正する必要が
あると言ってきました。 
しかし安倍首相は集団的自衛権の行使容認を、憲法
改正ではなく憲法解釈の変更で行おうとしています。
しかし公明党は行使容認に反対の姿勢を崩していま
せん。 
時の政府の解釈一つで、長年認めてきた考えが変え
られるなら、国民主権はいったいどこに行ったとい
えるのでしょうか。 
変えたいのなら正々堂々憲法に規定された９６条を
使って戴きたいと思います。96条には衆参両議院の3
分2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案
してその承認を得て、国民投票又は国会の定める選
挙の際行われる投票において、その過半数を必要と
する。とあります。 
今回の一連の流れの中で私が最も懸念するのは，徴
兵制度です。 
心配しすぎと笑われるかも知れませんが、年配の方

に伺うと戦前も一人ひとりはなんだかおかしいなあ
と思っていたけれど、大きな声にはならず、結果的
には国の独走を許したとの事です。 
そんな世の中にしないように、一人ひとりの小さな
声を集めていきましょう。 

 
昌子の日記＆予定 
5/3 私たちの憲法キャラバン 
5/7 和泉中央駅会報配布、青葉エンゼルハウス訪問 
5/8 和泉中央駅会報配布、ふたば教室見学、彩生館 EM

講座 
5/9 和泉中央駅会報配布 
5/11 万葉講座バス散策「紀へゆく道」  
5/12 光明池駅会報配布、あすの槇尾川を考える会 
5/13 和泉中央駅会報配布、憲法キャラバン反省会 
5/14 和泉府中駅会報配布、地域防災力向上講座 in 大

津 
5/15-16 地域防災力向上講座 in 大津 
5/17 横山きのみ保育園竣工式 
5/18 緑ヶ丘女性消防クラブ総会 
5/19 光明池駅会報配布 
5/20 介護問題研究会 
5/21 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会 
5/22 北信太駅会報配布 
5/23 信太山駅会報配布 
5/24 高齢社会を考える会大阪総会 
5/26 和泉中央駅会報配布、ごみ減量審議会 
5/27 和泉中央駅会報配布、庁舎特別委員会 
5/28 信太山に里山自然公園を求める会連絡会会議 
5/29 ごみ問題学習会 in 吹田 
5/30 泉北環境打合せ 

＜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 

・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 

・120 回（9/13 土） 紀へゆく道 

和歌の浦～海南藤白～日高郡由良 

＜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（事前にご連絡下さい） 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 

５／３今年も憲法キャラバンに参加 


