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和泉市立病院の平成２７年度事業計画が明らかに！

平成27年度の市⽴病院の事業計画が明らかに
なりました。指定管理者となって2年⽬の事業計
画です。対前年度で経常利益は⼤幅に改善される
ものの⾚字の状態からは抜けだせません。
指定管理者徳州会は冒頭で次のように述べて
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います。
「平成26年度は、指定管理の初年度に当たり、
また電⼦カルテの運⽤を開始するなど病院運営に
おいて⼤きく環境が変化しましたが、公営時と同
様の医療を発展的に継承し、市⺠の⽣命と健康を
守る公⽴病院としての使命を果たすことに注⼒し
てまいりました。その結果、スタッフの充実とと
もに徐々に患者数が増加し、右肩上がりの運営を
達成できました。
平成27年度においては、これまでの取り組み
を継続し、常勤医師の増員やいびき外来など新し
い診療を⾏ない、1⽇あたりの平均外来患者数５
２２⼊、⼊院患者数２０４⼈と計画し、市⺠・患
者に信頼される病院づくりに努めてまいります、
また、新病院建設については、グルーブ病院にお
けるノウハウを活⽤し、設計、建設等の全ての段
階においで全⾯的に協カしてまいります。」
と述べています。
＜特記事項としては＞
●診察⽇は現⾏⽉曜から⾦曜⽇であるが、⼟曜⽇
の診察の開始について調整中
●年度当初に常勤医師7名の増員を図る
●岸和⽥徳州会病院との連携強化
●救急医療 ⼩児科の輪番制救急及び循環器内
科・外科・整形外科の曜⽇を限定した救急診療を
実施、岸和⽥徳洲会病院の優先受⼊れの継続
●新病院計画が進む中、施設補修や医療機器更新
については、必要性・緊急性を⼗分⾒極め実施
●指定管理料（政策医療を⾏う⾒返りとして市が指
定管理者へ⽀給）年間254，602千円
●指定管理者負担⾦（病院施設の償却費等として指
定管理者が市に還付） 年間180，172千円
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原発再稼働差止め仮処分に異なる判断 気になる原発再稼働！

原発再稼働差⽌めの仮処分の裁判で異なる判
断が⽰されました。
現在福島原発事故以降全ての原発が停⽌した
状態が続いています。しかし電⼒各社は主と
して企業経営の問題から再稼働を求め、政府
も原発を基幹エネルギーとして⼀定程度維持
することを決めています。
再稼働には原⼦⼒規制委員会の厳しい審査を
通ることが条件ですが、規制委員会の⽥中委
員⻑も⾔っているように「審査を通ったとし
ても事故が起こらないことを保証するもので
はない」と⾔っています。
状況次第では⾸都圏の東京まで避難区域にな
る可能性のあった福島事故の教訓が⽣かされ
ているのでしょうか。原発事故は⾮可逆的で
壊滅的事態を引き起こす可能性を秘めていま
す。再び原発事故が起これば⽇本は壊滅する
可能性⼤です。

⾼浜原発の差⽌めを決定した樋⼝裁判⻑は、
新潟県中越沖地震の際の柏崎刈⽻原発や東⽇
本⼤震災時の福島第⼀、⼥川原発など、過去
に5回も想定した地震動を超える地震がおきているこ
とを踏まえ、⾼浜原発の地震想定だけが「信頼に値する
という根拠は⾒いだせない」と指摘し、さらに⾼浜原発
の基準地震動(700ガル)を下回る地震でも、外部電源が
断たれ、主給⽔ポンプが破損し、給⽔できなくなる恐れ
があることを、当の関電⾃⾝が⾃認している点も強調。
いかに多重防護といっても「第⼀陣の備えが貧弱のため、
いきなり背⽔の陣となる備えの在り⽅は多重防護の意
義から外れる」と断じ、基準地震動の700ガル未満の地
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震でも冷却機能喪失による炉⼼損傷の危険性が認められ
る、としています。また、使⽤済み燃料についても、「深
刻な事故はめったにおきないだろう」という⽢い⾒通し
のもと、格納容器のような堅固な施設に閉じ込められて
いないことを問題視しました。
⼀⽅川内原発の前⽥裁判⻑は、新規制基準について「最
新の科学的知⾒などに照らし、不合理な点は認められな
い」と指摘。川内原発で想定される最⼤の揺れ「基準地
震動」の妥当性も、規制委の判断に問題はないとしまし
た。広範囲に壊滅的被害をもたらす⽕⼭の「破局的噴⽕」
については、「⽕⼭学者から危険性か⾼まっているとい
う具体的な指摘はない」として、九電側の訴えを認めま
した。
以上の2つの裁判で異なる判断が出たのは基準の余裕の
⾒⽅の差と思いますが、⼆つの異なる司法判断が出たこ
とを受け、明治⼤の勝⽥忠広准教授（原⼦⼒政策）は「科
学には不明瞭な部分かある。こうした部分を、どんな基準
で価値判断するのか。国⺠的な議論にする必要がある」と
指摘しています。
＜樋⼝裁判⻑の指摘＞
樋⼝英明裁判⻑が下した⼤飯原発の再稼働禁⽌を禁じた
福井地裁判決(2014年5⽉)では次のように指摘していま
す。
「きわめて多数の⼈の⽣存そのものに関する権利と電気
代の⾼い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加
わったり、その議論の当否を判断すること⾃体、法的には
許されない」「本件原発の運転停⽌によって多額の貿易⾚
字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきで
はなく、豊かな国⼟とそこに国⺠が根を下ろして⽣活して
いることが国富であり、これを取り戻すことができなくな
ることが国富の喪失であると当裁判所は考えている」
⼜樋⼝⽒は福井地裁で、県議会「⾃⺠党県政会」の政務調
査費の返還を求めた住⺠訴訟で、県議の海外視察時の飲⾷
費は、議会で定めた「政務調査費マニュアル」に適合しな
いとして、県への返還を命じました。また労災事故で療養
中に⾃殺した男性の遺族補償給付を不⽀給とした労基署
の処分を不当とし、不⽀給処分の取り消しを労基署に命じ
てもいます。⼤きな正義の実現について⼀貫した主張を抱
いているものと思いますが、今回樋⼝⽒は名古屋家裁に移
動しました。報復⼈事ともとれるこの⼈事異動です。
関電は不服申し⽴てを同じ福井地裁に出しましたが、樋⼝
裁判⻑が異動し、他の裁判官も異動していたら、今後、結
論が変わるということは⼗分ありえると思います。
私はオンブズ和泉として何件かの住⺠訴訟を起こしまし
たが、その中でも裁判⻑の考えに⼤きな隔たりがあること
を痛感した経験があります。
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福島みずほの本⾳トークに参加しました
友⼈からの誘いで、5⽉10⽇に開催された福島みずほさ
んの集会に参加してきました。福島みずほさんは前⽇の9
⽇に和歌⼭県で同様の集いを持たれ、当⽇の⽇曜⽇は堺市
内で午前と午後の2回⾞座トークを持たれました。私は和
歌⼭県で1泊された福島さんと友⼈を会場となるスペー
ス「かんなび」までお送りする⾞中で、福島さんと⾊々お
話することが出来ました。国会の議論のあり⽅や福島さん
の「戦争法案」の発⾔をめぐる状況から国会の議論は深ま
るのではなく、数の⼒で押し切る逆の流れになっているの
ではとの懸念を持ちました。会場は泉北ニュータウンの⼀
⾓にある⼀軒家をフリースペースとして地域に開放し、
⾊々な⼈たちが交流できる場になっています。当⽇の参加
者はお⺟さんと⼀緒に来られた⼩学⽣⼆⼈や若い⽅、また
かなり年配の⽅まで多くは⼥性でしたが⼗数⼈が参加し
ました。福島さんは国会議員としての⻑い経験から、今の
状況に相当な危機感をおもちのようで、特に2014年7⽉1
⽇の閣議決定は違憲の閣議決定で無効というのが福島さ
んの考えと理解しました。
統⼀地⽅選挙後の国会では14本あるいは18本の法案が
⼀括して出てくる予定で、短時間で強⾏採決のおそれあり
とのことでした。遠い昔に憲法の持つ3本の柱、「国⺠主
権」「基本的⼈権の尊重」「戦争放棄」を習いましたが、
戦後70年の節⽬の年にそれらの柱が倒されそうになって
いるのに、黙って⾒ているわけにはいきません。「⼤阪都
構想」も国⺠投票の予⾏演習だという声も聞こえてきます。
憲法は本来権⼒者を縛るものですが、国⺠を縛るもの
に変質させてしまってはいけないと強く思いました。孫や
その次の世代にどんな⽇本社会であってほしいのか、国⺠
⼀⼈⼀⼈が思いを新たにし、お任せでない主権者意識で⾏
動する時が来ていると感じざるを得ない貴重な機会とな
りました。
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はつが野地区に新たに児童発達⽀援センタ
ーと保育園が誕⽣
はつが野地区に新たに2つの施設が誕⽣しました。運営は
いずれも社会福祉法⼈遺徳会です。この地区には⼩中⼀貫
校も建設され教育環境が充実します。

はつが野国際保育園は
既に4⽉1⽇より開園し
ており
収容定員は、全体で150
⼈で年齢別定数及び在
籍⼈数は左表の通りで
す。年齢の⾼い層にま
だ余裕があるようです。
（4⽉時点）
児童発達⽀援センターは、障がいや発達に⼼配のある⼦
どもが通所し、⽇常⽣活における基本的な動作ができるよ
うに指導することで、⾃⽴に必要な知識や技能を⾝に付け、
集団⽣活に適応するための訓練を⾏う施設です。
＜施設の概要＞
●開所時間は⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 午前９時〜午後６時
●対象 ⾝体・知的・精神（発達障がいを含む）に障がい
のある０歳から１８歳までの⼦ども
●利⽤定員 ６０⼈（就学前の⼦ども４０⼈、就学後の⼦
ども２０⼈
●利⽤時間（予定）
就学前の⼦ども（午前１０時〜午後２時）
就学後の⼦ども（午後３時３０分〜午後５時５０分）
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今年も憲法キャラバンに参加しました

ひとらやで！

昌子の日記＆予定

新緑が美しいこの時期の5⽉3⽇はいつも憲法キャラバン
に参加して、憲法記念⽇の今⽇ぐらいは憲法のことを考え
ませんかと⾔う活動をしています。
そもそもの活動のきっかけは憲法が⽣まれて50年になっ
たとき、⼤阪府内の主に無所属の⼥性議員が呼びかけ、こ
の活動はスタートしました。
府内各地の地元で憲法についての訴えをし、最後は⼤阪駅
周辺で集まります。
私たち南部コースは11時に和泉中央駅をスタートし、そ
の後泉ヶ丘駅、堺東駅とリレートークをして最後は⼤阪駅
ヨドバシ前に各地からのキャラバン隊が集まって、最後の
訴えをしました。
南部から参加の皆さんは泉⼤津市議の⾼橋登さん、⾼⽯市
議の⼭敷めぐみさん、前和泉市議の⼤橋涼⼦さん、河南町
議の佐々⽊希絵さん、そして⼩林の5⼈でした。堺東駅か
らは市⺠の皆さんも2⼈加わっていただき、多くの⽅に訴
えをしました。
今年は「憲法九条はニッポンの誇りだと思う？」YES!
NO!のシール投票をしました。
結果は圧倒的にYESの⽅が多かったのですが、⼀⼈だけ
YESとNOの真ん中にシールを張られた⽅がおられました。
⼜3⼈連れでこられた若者たちはシールを⼿に賛成、反対
の議論がその場で始まるなど、興味深い場⾯も経験しまし
た。
今年はメンバーの発案で⼀⼯夫し、⼤阪のおばちゃん⾔葉
で以下のような呼びかけ⽂を作りました。
読んでもらったら分かりますけど、今の⽇本の憲法、世界
の中でも誇れる憲法やし、私ら普通の国⺠にとっても、な
かなかエエ憲法ですねん。ほんで、このチラシ、捨てる前
にこれだけは覚えといて！
憲法は
①権⼒持ってる⼈（政府）が暴⾛せーへんようにしとくも
んやで！
②しっかり守らなあかんのは、国⺠と違って、セイジカの
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5/1 和泉 100 ⼈委員会 H27 年度総会
5/3 憲法キャラバン
5/7 和泉中央駅会報配布、和泉市総合教育委員会傍聴
5/8 和泉中央駅会報配布
5/10 福島みずほ本⾳トーク
5/11 和泉中央駅会報配布
5/12 北信太駅会報配布
5/13 総務安全委員会視察（静岡市オフロードバイク
隊について）
5/14 総務安全委員会視察（焼津市タブレット・⼩型
PC 端末の導⼊について）
5/15 躍進プラン説明会
5/16 かがやけ⽯尾っ⼦の会総会
5/17 緑ケ丘⼥性消防クラブ総会
5/18 和泉中央駅会報配布
5/19 信太⼭駅会報配布、⼦育て広場
5/20 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
5/21 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南陵
⼾外例会
5/22 ごみ学習会 in 吹⽥、⾼齢社会を良くする会プロ
ジェクトチーム
5/24 万葉バスツアー
5/26 ⾃治体議員⽴憲ネットワーク勉強会（柳澤協⼆
⽒講演：衆議院第 2 議員会館）

＜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
・127 回(6/13 土) 万葉の夫婦愛
・128 回（7/11 土） 万葉の贈り物
・129 回（9/12 土） 男も女も人生いろいろ

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

