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新春のご挨拶

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。
昨年末に高齢者指導講習会に参加し
70 点で何とか運転が続けられる事になりましたが、こんなこと
でも四苦八苦で年は取りたくないものです。このような中でも
年末には孫の帰省を待ち遠しく思っておりました。
日本人には外国人には無い感性があり、桜の花を見まし
ても無上の価値を見出し、それが散ってゆく姿に人生を投
影しています。
小林昌子さんを最初に議会に送ってから 15 年、本人の
勤勉努力によりなあなあの市政から市民参加の市政と幅
広く活動しています。民主主義は素晴らしく、良いものは良
いという態度です。しかしこのような活動が出来るのも、市民
の皆様の成熟した賢明な判断があっての事とおもいます。
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
越後よりとりたて鱈が今着いた熱き味噌汁吹き吹き食べる
掛布団浮きているとて孫娘押してくれたる背中ほかほか
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小林昌子
昨年は広島地方の土石流災
害、御嶽山火山災害等大きな災
害が起こりました。自然の恐ろしさを
痛感したところです。
ところで世界では、ウクライナ紛争等きな臭い世界情
勢が続き、エボラ出血熱は未だ収束の見通しが立たず
安定した情勢と程遠い状況です。
昨年末の総選挙は安倍首相の目論見通り自民党
の圧勝に終わりました。アベノミクスを謳歌し、景気回復を
掲げてこの道しかないと一点突破の圧勝です。しかしいつ
までも景気、景気とお金を刷り続け、膨大な借金を積み
上げるのには大きな違和感があります。今回の圧勝でい
よいよ安倍首相の本心が明らかになる事でしょう。閣議
決定で集団的自衛権を行使可能とし、特定機密保護
法で国民の知る権利を制限し、原発再稼働を目論むな
ど危険が一杯です。
さて私達が住む和泉市ですが、昨年市立病院が民
営化され、指定管理者として医療法人徳洲会が選定さ
れました。選定の過程で徳州会に公職選挙法違反が
明らかとなり、一抹の不安の中での船出でしたが、それが
現実のものとなりました。それは新病院の建設に関してで
す。詳細はこの会報に記載していますが、徳洲会のガバ
ナンスやコンプライアンスの面で大きな不安を抱く結果と
なりました。併せて指定管理移行後の医療水準の低下
が現実のものとなっています。市は病院の設置者として徳
州会に適切で確固とした指導が必要と考えます。
市の課題は病院以外にも、庁舎の耐震化、小中一
貫校の建設等巨額の費用を要する案件が目白押しで
す。今後財政の健全性を維持すべく、躍進プランを進め
ていく必要があると思います。昨年和泉市にコストコ、らら
ぽーと和泉等大規模商業施設が誕生しました。都市デ
ータパックで和泉市は成長力ランキングで全国４位と運
営次第では希望の持てる位置にあります。
議会は市と共々、誤りなき市政運営を行って行かねば
ならないと心に誓っています。
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まともな会社のすることではない 病院経営を任せられるか 不信感募る

徳洲会が新病院規模見直しを要請 ２ヶ月前の自らの提案を反故に！

●新病院に関する徳州会との協議経過

●予てより懸念

私は昨年の 10 月号の会報で病院規模拡大について懸念を
示していました。その内容は以下の通りです。
「新病院についてのパブリックコメントは募集期間
を9/8から10/7として実施中ですが、当初の新病院
計画がその規模を中心に大きく変更されています。
このような計画変更が事前に議会に何の相談もなし
に、徳洲会と合意したというのは議会軽視とも取ら
れかねないもので大いに疑問です。
又市はこのよう重大な変更を基本協定の変更ではな
く、覚書で対応することを検討すると言っています
が、とんでもない話できちっと基本協定を改定すべ
きです。」
この懸念が現実となったのです。議会に適宜報告しない
で、協定書の変更等文書による確認を怠り進めたのが失
敗の基です。徳洲会は再検討したいとの話の中で規模拡
大はまだ案の段階だと言っていたそうです。きちんと文
書を交わして進めていかないとこのようなどんでん返
しが起こります。

●徳洲会は見直しの理由をどのように言っているのか

徳洲会が今回見直したいとする理由は
①計画（案）の規模は大きすぎる。現場の意見も参考に適正規模としたい
②将来的に老健施設の可能性は無い
③建設単価が急騰している
④現段階は案の段階で修正が可能
⑤多大な建設費を投じるとどうしても売上重視、短期間での費用回収を要する事業計画とならざるを得ないが、
和泉市立病院は市民のための病院であることから、収益重視ではなく、安定的に医療を提供できる適正規模、
適正な経営が図れる病院に見直したい
と言っていますが到底承伏出来ません。
規模拡大案は現場の意見も踏まえない、いい加減な計画であったのか。当初から徳洲会は拡大したスペースを老健
施設に活用したいと言っていましたが、市は協議の中で一貫して新たな老健施設は出来ないと言っており、徳洲会
もそれを前提に計画を提出した事。建設単価が急騰しているとの事であるが、趨勢としては理解できるが、ここ数
ヶ月でそれが顕著になっているとは考えられないこと。案の段階で修正が可能との事については、懸念していた事
です。確かな文書で確認していなかった事が原因で、この点については進め方の点で市にも一定の責任があると思
います。
最大の問題は最後の⑤項です。徳洲会の経営姿勢が端的に現れていると思います。過大な投資をすると利益偏重の
経営にならざるを得ないと言っていますが、これは過剰診療や採算の合わない診療科目の廃止、医療従事者への過
大な負担等が考えられますが、利益が上がらないからといって、このような事を平気で言う医療法人に市立病院の
経営が任せられるのか、大いに疑問です。
いずれにしても徳洲会の主張は理由になりません。市は確固たる姿勢で協議に臨んでほしいと思います。

●住民監査請求（オンブズ和泉が検討中）
市の当初計画は本体規模 28,000 ㎡で総事業費 117 億円、市の負担 59 億円となっていましたが、
徳洲会より将来を見据え規模を拡大したいとの提案があり、増加分は基本的に徳州会が負担し市の
負担増は無いことで、市はこれを了承し病院の基本計画としました。そしてこれを基にした補正予
算を可決し、市民にはパブリックコメントやタウンミーティングで新しい病院が誕生しますと喧伝
していました。ところが規模拡大の提案を相互に合意して 2 ヶ月も経たないうちに規模拡大の話は
なかった事にして欲しいと言ってきたのです。全く馬鹿げた事で普通の会社では考えられないこと
です。民間の世界でもありえない事ですが、市民に直接影響がある病院に関する事であり、公的機
関との約束を簡単に反故にする徳洲会が市立病院の経営を担っていけるのか、極めて疑問です。

この一連の経過で、市は不必要な業務を強いられ、一旦確定し市民に告知した計画を数ヶ月で反故にし、元の計
画に戻すことで市政に関する信頼性が大きく毀損されました。このような計画の見直しは、市としては寝耳に水
の信じられないもので、市に瑕疵はなく、これによって生じた市の損害は全て徳洲会が負うべきです。
市と徳洲会は市民病院の指定管理者として信頼関係が不可欠の関係にありますが、今回の事態はその信頼関係に
重大な疑念を及ぼしたといえ、今回何らの対応も取らずなあなあで解決することは、将来病院の収支に重大な懸
念が出た場合に、協定書で認められていない支援を求められたり、不採算医療から撤退したり医療水準の切り下
げ等不測の事態につながる事もあながち否定できず、今後大きな禍根を残すことにもなりかねません（足元を見
られている状態から抜け出られない）。
今回の事態に対し遺憾の意を表するだけでなく、市として確固とした意思表示を行うことは、むしろ今後の市と
指定管理者の関係をより強く深く出来るものと考えています。
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条例改正に反対
昨年末に終わりました定例会に、和泉市の特別職の非常
勤職員及び一般職の職員の給与に関する条例の一部改正
の議案が提出されました。
これは現在、選挙の投票管理者に支払われている報酬
が、過大で違法であるとして起こされている住民訴訟に
対応してなされる条例の改正です。衆議院が突然解散さ
れ、昨年末の選挙に間に合わせるよう、常任委員会の付
託審議を省略し、議会の初日にバタバタと提案審議され
たもので、議案は審議の直前にしか配布されず、条例と
セットになっている規則はまだ出来ていない状態の審議
でした。これは議会を軽視するもので、その内容も一定
の改善は見られるものの、基本的なところで問題があり
ましたので私は反対しました。反対は私一人で議案は可
決されました。
条例改正で私が問題にしたのは、投票管理者は地方自
治法で定められた非常勤特別職で、法律で報酬及び費用
弁償を支給しなければならない事になっており、和泉市
の今回提案のあった和泉市の特別職で非常勤職員の報酬
条例で投票管理者は、日額 12,600 円と定められていま
す。
ところがこの条例には市の職員が投票管理者となった
時は管理職であれば 15,000 円、非管理職であれば残業
扱いで本人の給与により変わりますが、多い人では優に
4 万円を超える金額となります。
法律により定められた報酬を支給しないで、職員には
特別な報酬を支給する事は到底認められません。よって
本議案には反対しました。

定めた報酬を支給すべきであり、これを支給しないで管
理職員特別勤務手当を支給したり、時間外手当を支給し
たりすることは、地方自治法に反する事になります。
府内の自治体や全国の政令指定都市でも、報酬条例に
基づき報酬を支給するのが大勢です。
条例は法律の許す範囲でしか制定できませんので、こ
のような条例は無効となります。
以上の点から本件条例の改定に反対し討論とします。

昌子の日記＆予定
12/1 厚生文教委員会傍聴
12/2 都市環境委員会傍聴
12/3 総務安全委員会
12/5 和泉 100 人委員会忘年会
12/10 一般質問
12/11 一般質問
12/13 万葉講座、タウンミーティング
12/15 和泉中央駅会報配布
12/16 北信太駅会報配布
12/17 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
12/18 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南陵定例
会
12/19 和泉中央駅会報配布
12/22 光明池駅会報配布、家庭訪問支援員スキルアップ研
修会
12/24 和泉府中駅会報配布
12/25 信太駅会報配布、信太山丘陵市有地保全・活用検討
ワークショップ傍聴
12/26 和泉府中駅会報配布

先月号で児童発達支援センタ
ーのオープン予定を、平成 27
年４月とご報告していました
が、７月オープンに変更になり
ましたのでご報告いたします

＜反対討論要旨＞

今回の条例改正は、かねてより問題とされていた投票
所の投票立会人の報酬を 1 選挙ごととしていたのを日額
に改めるなど、評価するところでありますが、新たに追
加された第 2 条第 4 項は地方自治法に反する規定である
ことから、条例改正に反対します。
改正案の第 2 条第 4 項は 本市の常勤の職員が別表に
掲げる職を兼ねる場合においては、その職を兼ねる職に
対する報酬は支給しない。と規定しています。
地方自治法第２０３条の 2 で投票管理者には報酬を支
給しなければならない。とあり、これを解説した逐条地
方自治法によれば、報酬及び費用弁償は、普通地方公共
団体が支給しなければならない義務をおうものであって、
これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例をも
ってこれを支給しないことを定めたり、予めこれを受け
る権利を放棄することは出来ない
とされ、本件条例の第４項はこれに反するもので、こ
のような定めは許されません。
要するに投票管理者等への報酬は、いかなる者が投票
管理者になることと関わりなく、報酬条例（特別職の職
員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例）で
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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（全国万葉協会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
1 月、2 月はお休みです。

パソコン講座
・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 4 週から始めます

市政相談会（事前にご連絡下さい）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０

