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全国市民オンブズマン兵庫大会に参加

地方議会分科会で議員の葬儀参列について報告！

9⽉5⽇、6⽇の両⽇オンブズマン全国⼤会
が神⼾学院⼤学ポートアイランドキャン
パスで開催されました。会場は北海道から
九州までの全国から駆けつけた260⼈の
参加者でいっぱいになりました。私は初⽇
受付をさせていただき、2⽇⽬は地⽅議会
分科会で発表をさせていただきました。
⼤会1⽇⽬は号泣議員で春先から話題を集
めた「政務活動費」についての基調報告と
各地からの報告がありました。総じて政務
活動についての市⺠の反応は⾮常に厳し
く、富⽥林市では政務活動費の全廃を求め
る直接請求に必要な1900筆の署名が集ま
りました。議会では否決されましたのでこ
のことは実現しませんでしたが、市⺠の政
務活動についての厳しさの表れの⼀端だ
と思います。次に神⼾学院⼤学の教授上脇
博之教授から、「政務活動費の政治資⾦化
〜政務活動費を政党助成⾦にさせないた
めに〜」についての講演をお聞きしました。
まず話されたのは「政務調査費」が「政務
活動費」に名称変更されても本質は変わら
ず！ということです。政務調査費は地⽅議
員の調査活動基盤の充実を図る観点から、
2000年の地⽅⾃治法改正により制度化さ
れました。政務活動は公的活動だから、当
然私的なものへの⽀出は許されません。ま
た政務活動費は政治団体・政党に流れては
いけないのに、例えば、政治団体の事務所
（会派の事務所）の家賃（事務所費）の⼀
部（按分⽅式）や当該事務所で働く従業員
の給与（⼈権費）の⼀部（按分⽅式）への
⽀出を許容しているのが現実だとお話か
ら感じました。こんなことを続けていれば
市⺠から「政務活動費は不要！」という声
が上がっているのを⽌めることはできま
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せん。⼀⼈、⼀⼈の議員の倫理観が試されています。
⼜政務活動費の透明性についても多くの議論がありまし
た。中核市以上の⾃治体の調査では、⼀昨年の京都⼤会
では、政務活動費の全国調査で、函館市が唯⼀ホームペ
ージで領収書等を公開し、愛知県が領収書をCDで交付し
ていることが報告されましたが、今回の調査で、ＣＤ交
付は、９議会、領収書のＨＰ公開は、今年度中に、7 議
会と増加して、合わせて1５議会（⾼知県はＣＤ，ＨＰの
いずれも可）となり、市⺠が領収書を⽐較的簡単に⼊⼿
できるようになった⾃治体は、全体の1３％になっていま
す。
このように各⾃治体では次第に政務活動費の公開が進ん
でいますが、和泉市ではその詳細を知るには情報公開請
求を⾏わないといけない状況です。現在各議員の項⽬別
集計のみHPに掲載されていますが、領収書や会計帳簿の
公開は全く検討されていません。
2⽇⽬の分科会で「議員の葬儀参列を考える」ということ
で葬儀情報差し⽌め訴訟について報告させていただきま
した。これは地⽅議会の問題を考えるテーマの⼀環とし
て報告させていただいたもので、発表後分科会参加者は
今時そのような事が⾏われていることに⼤変驚かれてい
ました。
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安保関連法案の慎重審議を求める
意⾒書提出も没に

参加しました。

参議院で審議中の集団的⾃衛権を認める等の安保関連法
案について、多くの国⺠が反対を表明する中で慎重な審
議を求める意⾒書を議⻑あてに提出しましたが、受⼊会
派が無く没となりました。議会初⽇に共産党提出の法案
の撤回・廃案を求める意⾒書が審査され、賛成は共産党
の早⼄⼥、⽮⽵、岡、緑⾵クラブの⾦児、松⽥の各議員
と私の６⼈の少数で不採択となりました。和泉市議会は
⼤⽅の国⺠の意思に反して本法案に賛成の⽴場です。
私の提出した意⾒書は次の内容です。
安全保障関連法案の慎重審議を求める意⾒書
政府は安全保障環境が⼀段と厳しくなっているとして、
従来の憲法解釈を変更することで、限定的ながら集団的
⾃衛権の⾏使を容認し、後⽅⽀援などのあいまいな定義
を掲げて⾃衛隊を海外に派遣して、他国の軍隊の武⼒⾏
使を⽀援する活動等を認める内容を含んだ安全保障関連
法案を衆議院において通過させました。安倍⾸相⾃⾝が
「国⺠の理解は進んでいない」と認める中での強⾏採決
でした。しかもこの採決に⾄るまでに衆議院憲法調査会
においては、6⽉4⽇に参考⼈として招致された憲法学者3
名全員が、集団的⾃衛権の⾏使を憲法違反とする⾒解を
述べました。この考えは⽇本の憲法学者の⼤多数の⾒解
でもあります。⼀⽅国⺠の理解はその後も進まず、多く
の世論調査で「説明が不⼗分だ」が8割ほどを占め、安倍
内閣の⽀持率も下がり続けています。
法案が衆院を通過して初めての週末となった7⽉18⽇に
は国会前に約6千⼈（主催者発表）が集まり、「アベ政治
を許さない」というメッセージを掲げ、この法案に「ノ
ー」の意思を⽰しています。さらに若者たちも団体を作
り、⾃らの意思でこの法案に反対の意思を⽰し、各地で
⾏動をし始めています。
これら⼀連の動きの中から、憲法は権⼒を縛るためにあ
り、憲法に違反する法律を作ることは政治体制の転換に
も等しいことなのだという認識が世論に浸透していると
いう憲法学者もいます。
政府は、憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上
で、国⺠の⽣命、財産、およびわが国の領⼟、領海を確
実に守る⽴場から安全保障政策を構築する責任がありま
す。政府においては安保法制に関する国⺠の疑問や不安
を真摯に受け⽌め、今国会での改正成⽴にこだわらず、
国会での審議を丁寧かつ慎重に進めるように要請します。
以上、地⽅⾃治法99条の規定により意⾒書を提出します。
それにつけても安全保障関連法案に反対するデモは凄ま
じいものです。特に今まで政治に無関⼼と思われた若い
⼈たちがデモに参加した事です。動員では無く⾃発的な
参加です。
政府は国⺠のかつて無いほど⾼まった法案への疑問を無
視して強⾏採決を⾏えば、⺠主主義の根幹を否定するも
のとして後世の批判にさらされることは必定と思います。
和泉市でも９⽉１３⽇には法案反対のデモがあり、私も
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昌子の日記＆予定
9/1 和泉中央駅会報配布、適正就学対策審議会
9/2 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会
9/3 PPS(特定規模電気事業者)勉強会、議会運営委員
会傍聴
9/4 和泉中央駅会報配布
9/5,6 オンブズマン全国⼤会 in 兵庫
9/7 和泉中央駅会報配布
9/9 市⽴病院指定管理者評価委員会傍聴
9/10 和泉中央駅会報会報配布、本会議
9/11 厚⽣⽂教委員会傍聴
9/12 万葉講座
9/13 ピース集会＆パレード@和泉
9/14 光明池駅会報配布、都市環境委員会傍聴
9/15 和泉府中駅会報配布、総務安全委員会
9/16 信太⼭駅会報配布、議会運営委員会傍聴
9/17 和泉府中駅会報配布、庁舎整備特別委員会
9/18 かがやけ⽯尾っ⼦の会
9/25 ⼀般質問
9/27 緑ケ丘⼩学校運動会
9/28 北信太駅会報配布、⼀般質問
9/29 ⼀般質問
9/30 本会議

＜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）
・会費 年会費 3000 円 14-16 時
・129 回（9/12 土） 済み
・130 回（10/10 土）声に出して読みたい万葉秀
歌と次月バス散策の事前説明
・131 回（11/8 日）バス散策 奈良山山麓を縫う
万葉の道を訪ねて

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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和泉市 財政ランキング大阪府内で１０位

泉州地域が全般に低位にも拘わらず上位に（東洋経済新報社調べから）

▼４つの観点と算出指標（全国 790 市対象東京区部を除く）
■［脱借⾦体質］ ○⼈⼝ひとり当たり地⽅債残⾼ ○地⽅債依存度（対歳⼊総額⽐） ○実質公債費⽐率 ○将来負担⽐率
■［弾⼒性・⾃主性］ ○経常収⽀⽐率 ○公債費負担⽐率 ○⾃主財源⽐率

■［財政⼒］ ○財政⼒指数 ○地⽅税増加率 ○⼈⼝ひとり当たり地⽅税収額
■［財政基盤］ ○⽣産年齢⼈⼝⽐率 ○⼈⼝増加率 ○課税対象所得額（納税義務者1 ⼈当たり）
○地価上昇率
▼評価⽅法 14 指標それぞれについて平均値を50 とする偏差値を算出し、その平均を総合評価とした。同様に、
脱借⾦体質、弾⼒性・⾃主性、財政⼒、財政基盤は、当該指標の偏差値を平均したもの。
東洋経済新報社の全国の財政健全度ランキング
が掲載されていましたので紹介します。
財政状況に関連する 14 の指標を脱借⾦体質、弾
⼒性・⾃主性、財政⼒、財政基盤の４つのカテゴリー
に分類し、それぞれの分野での順位とそれらを総合し
た評価値を財政健全度としてランキングしたもので
す。全国のベストテンはいずれも東京、愛知周
辺が占めています。⾃動⾞を筆頭に各種産業が
集積した結果です。
和泉市は全国で 213 位、⼤阪府内では 10 位と
健闘しています。⾼位は北摂地域の⾃治体が占
めており、それに⽐べ近隣の⾙塚市、⾼⽯市、
阪南市、泉南市、泉⼤津市、泉佐野市はいずれ
も低迷しています。箕⾯市は住み良さランキン
グでも府内でトップ、財政健全度でも 2 位と府
内で抜きんでています。全国でトップの武蔵野
市と府内のトップの吹⽥市との⽐較したのが左
表です。都市の成り⽴ちの違いなど構造的格差
がベースにありますが、課題も⾒えてきます。
●圧倒的に違う税収
武蔵野市の⼀⼈当たり税収額は和泉市の 2.3 倍
もあり（納税者⼀⼈当たり所得は 1.5 倍）、こ
の差は如何ともしがたく、経常収⽀⽐率などの
財政指標は⼤きく⾒劣りします。実質公債⽐率
はマイナスで完全に借⾦に依存しない財政が確
⽴しています。
●⽣活基盤にも⼤きな差
武蔵野市は和泉市と⽐較して、完全失業率は低
く、病院数や医師数が⼤きく、公共下⽔道普及
率は 100%で、交通事故数の差にも現れていま
す。

