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６⽉議会で 
●性同⼀性障がい及び性的少数者への対応について  
●⽣産緑地について  
●ふるさと納税について 
の３点について質問しました。 

 
【質問】H25年に⽂科省は性同⼀性障がいに関する調査を

⾏っているが、その結果は 
【答弁】学校における性同⼀性障がいに対応した件数は、

全国で606件で内⼩学校93件、中学校が110件、⾼等学
校が403件となっており、和泉市は報告が無い。 

【質問】和泉市の報告が無いとの事であるが、顕在化して
いないだけではないか。そのような⽣徒がいるという前
提での学校の具体的な対応は 

【答弁】性的マイノリティーやそのような傾向性を持つ児
童に対しては、医療機関と連携し個別の児童・⽣徒及び
保護者の⼼情に配慮した⽀援を⾏っていく。 

【質問】性同⼀性障がいの当事者は、どうも⾃分は周りの
⼈とは違う、いわゆる少数派になるというジレンマある
いはプレッシャーを感じていると⾔われているが、図書
室あるいは保健室などに性的マイノリティーに関する

本あるいは絵本などを設置が有効と考えるが 
【答弁】学校の図書室は、本との出会いにより⾃分の世

界を、未来の可能性を広げていくための⼤変⼤切な場
所であり、さまざまな⼈権に関連する本や絵本、また、
児童や⽣徒に出会わせたいさまざまな蔵書の充実に
さらに努めるように、学校に対して指⽰したい。 

【質問】最後に性的マイノリティの⼦をもつ⽗⺟の⼿記
を紹介します。 

  右ききも左ききも、LGBT（性的マイノリティー）
も、みんな⼦供の個性。⽔⾯下で押し潰されそうにな
っている⼦供たちをぜひ救ってください。特殊なもの、
単なる性的嗜好、奇異、理解を超えたこととしてふた
をしないでください。もし、そういう懸念のある⼦が
いたら、⽬をそらさず向き合ってください。実感しな
くても、クラスに⼀⼈くらいいることを⾃覚して⾔葉
を選んでください。彼らは、親が彼らのことを慈しん
でくれていることが痛いほどわかるだけに、最も⾝近
にいる親には打ち明けられません。どうか、彼らが⽣
活の⼤半を過ごす学校で、⼼のよりどころとなるよう
な場をつくってください。LGBTの⼦供は、⼩学校⾼
学年ごろから⾃分は何者なのか、男と⼥の⼆者択⼀の
中で揺れる⾃分は何なのか、もがき苦しみ、⾃⼰肯定
ができないまま成⻑していきます。少年期において、
他者とのかかわりの中で、犯罪者でもなく、⼈に何ら
迷惑をかけるわけでもないのに、うとまれ、笑われて、
傷ついて育っていくことが現状であることをよく認
識してください。ひたすら⾃分を押し殺し、本当の⾃
分の姿を出せずに友⼈づき合いをしなければならな
い状況を⼼の痛みとともにわかってください。そのた
めには、教員⾃⾝がゲイを初めとするLGBTについて
よく学んでください。右ききの⼦、左ききの⼦、運動
の得意な⼦、芸術の得意な⼦、単なる個性の⼀つであ
ることを教育現場で展開してください。今まで我が⼦
がお世話になった先⽣⽅の中で、⼦どもが⾃殺まで考
えていたとおわかりになる先⽣は多分いらっしゃら
ないでしょう。平等な世界の扉は、教育によって開か
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６⽉議会で⼀般質問しました

性同⼀性障がい及び性的少数者への対応について 

⼤部分の⼈は、⾃⾝がどの性別に属するかという感覚
（これを性同⼀性という）と⽣物学的性別とは⼀致して
いるが、これが⼀致しない「⾝体が男性で性同⼀性は⼥
性、⾝体が⼥性で性同⼀性は男性」等を性同⼀性障がい
と⾔い、⾃⾝の⾝体の性への違和感や嫌悪感、性の⾃⼰
意識に⼀致する性への⼀体感や同⼀感を、強く持続的に
抱くこととなる。 
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れると思っています。ＬＧＢＴの悩み相談の件数は少
ないと⾔われますが、少ないのではなく声が上げられ
ないのです。⼼の闇は深いのです。先⽣⽅の深い洞察
によって、差別がなくなることを願っています。 

【質問】平成25年９⽉議会で、⽬的外利⽤や適切な管理が
⾏われていない⽣産緑地については、しかるべき対応を
すると答弁したが、その後の状況は 

【答弁】和泉市⽣産緑地地区の都市計画の運⽤に関する要
綱を平成26年３⽉25⽇に施⾏し、農業活動及び農地管理
に必要となる道路に接している農地等であることを要件
とし運⽤している。 
【質問】現在、⽣産緑地として認定をされている所で、道
路に接道をしている部分の⽣産緑地の⽅が⽣産緑地の解
消をしたときに、結果的には袋地というものが存在するこ
とになるが、この場合は⽣産緑地として認めるのか 
【答弁】⽣産緑地地区として指定された場合、主たる従事
者の死亡や農林漁業に従事することを不可能にさせる故
障に⾄った場合、また、隣接する⽣産緑地の解除等で⾯積
要件500平⽶を満たさなくなった場合以外は解除すること
ができない。 
【質問】要綱が新しくなり、接道をするということを要件
に加えたのだから、接道している⽣産緑地がなくなったと
きに袋地になったところについては、例えば接道の部分を
買い取ることを義務づけるとかそういうふうにしないと、
要綱の実施前に認められた袋地はずっと認められて、要綱
で袋地を認めないとなったときには認められない、こうい
う不公平な状態が⽣じるのではないか 
【答弁】袋地になる部分については接道するように買い取
りをしていただくように指導する。 
【質問】⽣産緑地の課税状況は 
【答弁】税額は固定資産税、都市計画税合わせて平成26

年度は265万円、平成27年度は258万円である。 
【質問】すべての⽣産緑地が指定を外れたとしたときの税

額は 
【答弁】平成26年度では固定資産税、都市計画税合わせま

して8,993万円、平成27年度は8,790万円と試算。 
【要望】税額に⼤きな差があるが、⽣産緑地の指定を受

けただけで恩恵だけ受けているのは、税の公平性とい

う観点から⼤きく逸脱している。本当に⽣産緑地とし
ての認定に⾜り得る緑地なのか、あるいはもうこれは
違法だというふうに判断できるのか、そこの基準を厳
しくして調査をすることを要望する。 

 
昌子の日記＆予定 

7/1 池上⼩学校訪問 
7/2 適正就学審議会傍聴 
7/3 和泉中央駅会報配布、⾼齢社会をよくする会⼤阪 
7/4 北部リージョンセンター開館記念式典、コミュ

ニティーと共に⽣きて逝く講演会 
7/5 オオムラサキ祭り、⻘少年を⾮⾏から守る市⺠⼤会 
7/6 和泉中央駅会報配布 
7/7 和泉中央駅会報配布 
7/8 事務所運営委員会、幸⼩学校訪問 
7/9 ソロプチミスト⼤阪-南陵理事会、合同委員会 
7/10 緑ケ丘⼩学校訪問、かがやけ⽯尾っ⼦の会 
7/11 万葉講座 
7/12 幕内秀夫⽒給⾷講演会 
7/13 性感染症講演会、南部市議会議員研修会 
7/14-15 市町村アカデミー財政勉強会 
7/17 南横⼭⼩学校訪問 
7/21 府中、鶴⼭台南、国府⼩学校訪問 
7/22 北信太駅会報配布、北池⽥⼩学校訪問 
7/23 和泉府中駅会報配布、近畿市⺠派議員交流・学

習会 
7/24 信太⼭駅会報配布、信⽥、鶴⼭台北⼩学校訪問 
7/25 のぞみ野夏祭り 
7/26 惣ヶ池湿地観察会 
7/27 南池⽥⼩学校訪問、議会

改⾰検討会議傍聴 
7/28 和泉中央駅会報配布 
7/29 和気⼩学校訪問 
7/30 芦部⼩学校訪問、介護問

題研究会 
7/31 和泉中央駅会報配布、い

ぶき野⼩学校訪問  

＜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 緑ケ丘１－３－１５） 

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて） 
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員） 

・年会費 3、000 円 14-16 時 

・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 

・８月は夏休みです 

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

⽣産緑地について 

市街化区域内の農地について、宅地化するものと保全
するものとの区分を明確化し、まちの中の貴重な緑と
して保全することにより、良好な都市環境を形成しま
す。これが⽣産緑地で、固定資産税及び都市計画税は、
市街化調整区域と同様の⼀般農地扱いとなり農地評価
及び農地課税となり、優遇されます。⼀⽅農地等とし
て管理する義務が⽣じ、建築等の⾏為制限がかかりま
す。ところが⽣産緑地として指定を受けながら、適正
に管理しないいわゆる税⾦逃れがあることを、私が
H24 年議会で質したのがこの問題の発端です。
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焼け跡で拾ったハーモニカ演奏会 2015 年 8 ⽉ 15 ⽇
⼤阪市中央公会堂 PM2:00 より お問合せは⼩林まで
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和泉市⽴病院平成２６年度収⽀計算書      （単位千円） 
          
 科⽬ 決算⾦額 a 事業計画 b 差(a-b) 内容 

医業収益(a) 4,464,885 5,002,243  -537,358    

 ⼊院収益 3,060,667 3,125,597  -64,930    

 外来収益 1,347,497 1,882,851  -535,354    

 その他医業収益 56,721 -6,205  62,926  室料差額、診断書等 

医業費⽤© 5,183,016 5,395,589  -212,573    

 給与費 3,028,068 2,974,941  53,127  給与、賞与、法定福利費等

 材料費 1,154,178 1,180,530  -26,352  医薬品、医療消耗品等 

 委託費 341,161 321,997  19,164  医事業務委託、警備業務等

 設備関係費 199,272 117,780  81,492  医療機器賃借・保守等 

 研究研修費 6,464 0  6,464  学会参加費 

 経費 453,873 800,342  -346,469  光熱⽔費、事務⽤品等 

医業損益 -718,131  -393,346  -324,785    

医業外収益(b) 543,922  329,627  214,295  指定管理料 

医業外費⽤（ｄ） 160,629  190,200  -29,571  指定管理者負担⾦ 

経常損益(e) -334,838  -271,414  -63,424    

特別利益 0  0  0    

臨時費⽤ 800  50,022  -49,222  医業機器廃棄料 

税引前利益 -335,638  -321,437  -14,201    

医業収⽀⽐率 (a)/©*100 86.1 92.7 -6.6    

経常収⽀⽐率 

(a+b)/(c+d)*100 
93.7 95.5 -1.8    
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＜指定管理者移⾏後の市⽴病院の初めての決算が出ました＞ 
●⾚字の決算 
昨年４⽉の指定管理者移⾏後の初めての決算が出ました。３億円を超える⾚字で、当初の事業計画と⽐べても
経常損益で６千万円悪化しています。その⼤きな原因は指定管理以降後患者数が⼤幅に減少し、それに伴い外
来収益が５億円以上悪化しており、指定管理料で２億円改善した結果が約３億円の悪化です。指定管理料の２
億円の増は医療従事者確保のための⽀度⾦を市が⽀援⾦として徳洲会に交付したものです。 
●医療従事者の推移 

直営 指定管理者制度移⾏後  
H26.3 ⽉末 H26.4.1 〜 H27.1.1 H27.2.1 H27.3.1 H27.4.1 

常勤 50 45  43 43 43 48 
⾮常勤 39 34  37 37 37 40 

医師 

計 89 79  79 80 80 88 
看護師 248 171  212 212 211 222 
看護助⼿ 58 63   71 69 68 74 

看護部 

計 306 234  283 281 279 296 
医療技術者 57 42  43 42 42 48 
合計 452 355  405 403 401 432 

医療従事者は指定管理移⾏時に約 100 名減少し、医療⽔準に懸念が⽣じましたがその後⽀度⾦制度や関係者の
努⼒で本年４⽉にようやく指定管理前の⽔準を確保できました。医療従事者の確保が⼊院・外来患者数に直結
していることが分かります。 
●患者サービス向上の取り組み 

サービス項⽬ 時期 主な内容 
市⺠医療講演会 毎⽉ 市⺠の健康増進や療養⽣活に役⽴つようなテーマの医師や医療職

による講演会 
送迎バスの充実 4 ⽉〜 市⽴病院〜和泉府中駅〜岸和⽥徳洲会病院ルートを新設 
診察券の共有化 4 ⽉〜 岸和⽥徳洲会病院との連携強化を図る 
CT スキャンの更新 11 ⽉〜 導⼊後９年を経過していたため、320 列 CT へ更新 
⾃動精算機の導⼊、ク
レジットカード対応 

4 ⽉〜 
6 ⽉〜 

患者の利便性向上 

⼈間ドック実施⽇の拡
充 

10 ⽉〜 従来の⽕曜⽇に加え、毎週⾦曜⽇にも検診を実施 

糖尿病診療の充実 10 ⽉〜 新たに糖尿病専⾨医（⾮常勤）を採⽤し、毎週⽊曜⽇午後 5 時〜
午後 7 時までの夜間診療を実施 

いびき外来の新設 H27.4〜 睡眠時無呼吸症候群外来の新設に向けた取り組み 

新病院計画

指定管理移⾏後⼤幅に患者数が減少。⼊院患者数はようやく元に戻ったが、
外来患者数は依然減少状態が続く。 




