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地方公務員の給与は高いのか？ 全国１７２２自治体中

和泉市は年収で全国２８３位、ラスパイレス指数で６５４位！

市の職員の給与は市のHPで公
開されていますが、公務員の給
与が多すぎるのでは無いかと
いう市⺠の⽅の意⾒を伺う事
がよくあります。
国家公務員の給与と⽐較する
と、国家公務員の給与が年々増
加している
（H24年と25年が下
がっているのは、東⽇本⼤震災
時に⼀時的に給与を減額した
ためです）のに⽐べ地⽅公務員
の給与は⼀貫して低下傾向に
あります。これは国家公務員に
⽐べ給与が⾼い（ラスパイレス
指数が100を超える）事が批判
され、これを是正するための措
置が取られているためです。
和泉市の職員の年収は624万
円で（2013年）全国1722⾃治
体中283位ですので全国的に⾒れば⾼い⽅
にあると⾔えます。トップは兵庫県芦屋市
で和泉市より100万円も⾼く、ラスパイレ
ス指数も全国1です。この624万円の年収は
⺠間企業では、ブリジストン（638万円）、
⾼島屋（645万円）、ローソン（636万円）
と同レベルで、遜⾊ありません。⼜和泉市
のラスパイレス指数は97.9で全国レベル
では平均よりやや⾼い位置にあります。
従って和泉市の職員の給与は総じて⾔えば
全国的にはやや⾼く、⼤⼿⺠間企業と⽐べ
ても遜⾊ない状況です。
期末⼿当は含まれていません
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全国市町村「財政破綻度ランキング」（平成 25 年度決算から）
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

左表の説明
●「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。独自の指標でありあくまでも目安です。
平成25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
100%を超えると危機的な状況で、この比率が高い
全国 ています。
1750 市町村の中での大阪府内自
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
治体の財政破綻度のレベルを見ます
ないことを示します。
と、破綻度上位
100 位以内に 6 市も入
●実質公債費比率
っていることです。
（破綻度 1 位は北海
一般会計等が負担する元利償還金等（※2）の、標準財政規模
道夕張市、
2 位は青森県鰺ケ沢町です。
）
（※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
尚財政指標の項目が一部違いますの
されます。
で、順位は若干異なります。
（H22 年度
●将来負担比率
決算ベース）和泉市はほぼ中位のレベ
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
ルにあります。
－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）

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 3 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 1116 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 444 位、
経常収支比率が 1616 位、実質公債比率が 260 位、将来負担
比率が 744 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
躍進プランのもとに、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。

自治体財政の足を引っ張る病院の状況は？ （25 年度決算から）
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、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 35 億円を超える繰入が有りなが
ら、累積債務は 80 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。
このような状況の抜本的解決策として昨年 4 月医
療法人徳洲会を指定管理者とする病院経営に移行
しました。新たな体制がスタートしましたが、診
療体制の確保、新病院の建設等多くの課題があり、
指定管理者の医療法人徳洲会にはかつて公選法違
反が報じられたり、新病院の建設についても一貫
しない態度を示すなど、企業のコンプライアンス
やガバナンスに重大な懸念があります。市は今後
も確たる方針に基づき、徳洲会に適切に対応する
必要があります。
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新病院計画で住⺠監査請求
新病院計画で、市が損害を被ったにも拘らず、徳州会に損
害賠償請求を怠っているとして、1/15にオンブズ和泉が
住⺠監査請求を⾏いました。以下はその要旨です。
●経過
指定管理者の指定を受けた医療法⼈徳洲会は、新病院の建
設に関し当初の計画を⼤きく上回る病院建設の提案を⾏
った。和泉市は慎重に検討した結果H26.8.13にこれを了
とし、これを新病院計画とした。市はこの新病院計画を議
会に報告するとともに補正予算を可決し、市⺠へパブリッ
クコメント等で告知した。
ところが2ヶ⽉も経過しないH26.10.8に徳洲会より計画
の⾒直し（元の計画に戻す）の申出があり、変更の理由に
正当性は認められなかったが、病院建設スケージュル等か
ら市は⽌む無くこの申出を受けて協議に⼊った。現時点で
は計画の⾒直しについて協議中とされているが、⾒直し提
案（実質的に当初計画）にそって⾒直すことは市の議会答
弁などで明らかである。
この⼀連の経過で、市は不必要な業務を強いられ、市⺠⽣
活に極めて影響が⼤きく、市政の重要な施策である新病院
計画について、⼀旦確定し市⺠に告知したものを数ヶ⽉で
反故にし、元の計画に戻さざるを得なかった事により、市
⺠の市政に対する信頼は⼤きく毀損された。これらの損害
は優に１００万円を下回らない。
市はこの損害を徳州会に賠償請求する権利を有する所、こ
れを⾏っていない。
●住⺠監査請求を⾏う理由
計画の⾒直しについて徳洲会は、市⽴病院として安定的に
医療を提供出来る適正規模へ⾒直すとしているが、それら
は規模拡⼤の提案時に検討されてしかるべき事項であり、
提案から⾒直しまで約2ヶ⽉間にこれを⾒なおさざるを
得ない前提条件の⼤きな変化はない。徳洲会の内部事情で
⽣じたものと考えられ、医療法⼈としてのガバナンスに重
⼤な問題があると考えられる。
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、市に⼀切瑕疵はなく、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ある。尚新病院に関す
る市と徳洲会との取り決めは、和泉市⽴病院管理運営業務
に係る仕様書にて、新病院の建設に徳洲会が全⾯的に協⼒
することを定めており、今回の徳洲会の⼀連の杜撰な対応
は明らかにこれに反するものである。
徳洲会と市は市⺠病院の指定管理者として信頼関係が不
可⽋の関係にあるが、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る。今回何らの対応も取らず有耶無
耶に解決することは、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、
不採算医療からの撤退などによる医療⽔準の切り下げ等
不測の事態につながる事も否定できなく、今後⼤きな禍根
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を残すことになりかねない（市が⾜元を⾒られている状態
から抜け出られない）。
市は今回の事態に対し遺憾の意を表するだけでなく、徳州
会に対し確固とした意思表⽰を⾏い、このような事態を招
く結果となった原因を明らかにすることによって、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
監査請求に及んだ次第です。

昌子の日記＆予定
1/5 和泉中央駅会報配布
1/6 新年互礼会
1/7 和泉中央駅会報配布

1/8 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南陵理事
会
1/9 和泉中央駅会報配布
1/10 万葉講座
1/11 消防出初式、信太⼭クロスカントリー
1/12 成⼈式、あすの槇尾川を考える会
1/13.14 市町村アカデミー（財政）
1/15 ソロプチミスト⼤阪-南陵定例会
1/16 和泉中央駅会報配布
1/17 第19回防災とボランティア市⺠の集い
1/19 光明池駅会報配布
1/20 和泉府中駅会報配布
1/21 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
1/22 近畿市⺠派議員交流・学習会
1/23 信太⼭駅会報配布、みんなの⾷育報告会
1/25 緑ヶ丘防災訓練
1/26 和泉府中駅会報配布
1/27 北信太駅会報配布
1/29 「⽇本で働く外国⼈が抱える問題点とは」ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
1/30 私たちの憲法キャラバン打合せ
1/31 ⾷と健康講演会

＜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
・124 回(3/14 土)万葉歌に思いを重ねた現代の
名曲（２）
・125 回（4/11 土）万葉の大和路 飛鳥京から藤
原京
・126 回（5/24 日）バス散策
袖で吹き返す飛鳥・藤原京を訪ねて

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

市政相談会（事前にご連絡下さい）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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