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私達有志議員が提案し、成⽴した住⺠投票条
例によって⾏われた住⺠投票の結果が出まし
た。和泉中央UR住宅展⽰場跡地に移転が過半
数の結果となりました。 
市⻑はこの結果を受け早急に庁舎の位置を定
める条例の制定を提案すべきです。仮に市⻑
が提案しないときは、議員提案で条例制定を
求めます。 
庁舎の位置を変更する条例の可決には出席議
員の2/3以上の賛成が必要ですが、住⺠投票に
より市⺠の意向が明らかとなりましたので、
議会は⺠意を尊重して結論を出すべきです。
⼀部の新聞報道では、現地建替えが有効投票
の1/3を超えたので現地建替え⽅針が決まっ
たと報じていますが、全くの誤りで有効投票
の過半数は和泉中央への移転で、⺠意はまさ
に移転にあります。過半数に満たない得票で
現地建替えの⽅針を決めるのは、住⺠投票の
結果を無視するもので許されません。 
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●初診料等の２重取り 
乳幼児の予防接種の接種費⽤は市の負担となっており、

市⺠の皆様の負担はありません。市が委託している医師会
に市が接種料を⽀払います。その際の接種費⽤は上表にあ
るように、予防接種の種類ごとに定められています。 

最近は予防接種の種類が増えていることもあり、早期に
免疫をつけるためや保護者の予防接種に⾏く負担も考慮
し、同時に複数の予防接種を⾏うことも希ではありません。 

その際の接種費⽤は例えば上表の上の3つの予防接種
を同時に⾏えば、3つの委託料の合計23,392円が医師会に
⽀払われます。その中に初診料も3つ分⽀払われます。こ
れが問題なのです。⼀般の診療で同⼀⽇に異なる医療を受

けても初診料
は１回払えば
済みます。し
かし予防接種
では３回分が
⽀払われます。
注射料やワク
チン代は当然
3種分が必要
ですがその他
の費⽤は１回
分で済むはず
です。そうす

れば⽀払いは15,358円で済み、8,034円少なくてすみま
す。窓⼝での負担がありませんので、気がつきにくいと思
いますが、税⾦の無駄遣いです。この無駄遣いが推定で年
間3,500万円にも及びます。尚この予防接種の費⽤は国か
らその費⽤の約9割が地⽅交付税措置（国が⾯倒をみる）
されていますが、私たちの税⾦から出ていることに変わり
はありません。 

近隣の堺市や岸和⽥市は１回分で済むよう医師会との
委託契約を⾒直し実施しています。 

富⽥林市と和歌⼭県岩出市でこの件について住⺠訴訟
が提起され現在裁判中です。 

 
昌子の日記＆予定 

11/1 地域防災訓練(⽯尾中学校) 
11/4-6 住⺠投票チラシ配布(和泉中央駅),全国市町村

国際⽂化研究所主催｢地⽅分権の動向と⾃治体の
⾏政改⾰｣研修会 

11/8 万葉講座バスツアー 
11/9-10 全国市町村国際⽂化研究所主催「議会改⾰を考

える〜先進事例に学ぶ住⺠参加。情報公開」 
11/11 ｢学校給⾷｣幕内秀夫さんの講演を聞いての集い 
11/12 和泉中央駅会報配布 
11/13 和泉中央駅会報配布 
11/16 光明池駅会報配布 地⽅⾃治体会計・監査研修会、

庁舎住⺠投票公開討論会 
11/17 和泉中央駅会報配布 あすの槇尾川を考える会 
11/18 和泉中央駅会報配布 事務所運営委員会、 
11/19 住⺠投票チラシ配布(北信太駅) ソロプチミス

ト⼤阪-南稜定例会 
11/20 信太⼭駅会報配布、議会運営委員会、かがやけ⽯

尾っ⼦の会 
11/21-22 緑ケ丘フェスタ 
11/24 和泉府中駅会報配布、ゴミ問題学習会 in 吹⽥ 
11/25 和泉中央駅会報配布、府内市議会議員研修会 

 
 
11/26 北信太駅会報配布、泉北環境整備施設組合監査 
11/27 和泉府中駅会報配布 
11/30 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 

・132 回（12/12 土）枕詞を持つ地名 

 

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 

乳幼児の予防接種（複数同時接種）で初診料の２重取り 
年間約 3500 万円（推定）の税金が無駄に！ 
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●⼀審判決とオンブズ和泉の主張 
 

 
 

⼀審判決 オンブズ和泉の主張
●医療従事者確保の為の就業支度金の財源を市が負担するのは違法か 
指定管理者移⾏後も公の施設の管理責任は市にあ
り、公の施設の管理者として医療従事者確保の為の
⽀援⾦の⽀出は裁量の範囲である。⼜募集要項や基
本協定書の定めは、管理者に医療従事者の確保につ
いて具体的⼈数を定めたものではない。⼜⽀援⾦の
負担割合は、市⽴病院の看護師の９割に⽀給するこ
とを前提に予算を策定しその範囲で⾏ったもので、
結果的に移籍職員を含め徳洲会に新たに雇⽤され
た職員の全員について負担する結果になったに過
ぎず、合理的裁量の範囲である。 

指定管理者制度は⾏政の関与が強い管理委託制度から2003年に地⽅⾃治法を改正し創設された制度
で、⾏政の関与は指導・助⾔にとどまるとされ、経営責任は全て管理者にあり、医療従事者確保の責
任は⼀次的に管理者にある。従って医療従事者確保のための費⽤は管理者が負担すべきであり、管理
者が負担する事が不可能⼜は負担することが適当でない特別な事情がある場合に限り、市が負担でき
ると考えるべきであり、徳洲会にはそのような事情は認められない。そのことは募集要項や基本協定
書に明らかにされている。即ち募集要項では、指定管理者後の医療⽔準は現状⽔準以上を確保するこ
と、利⽤料⾦制度を採⽤し、診療料⾦、指定管理料、⼿数料収⼊、物品販売収⼊、⾃主事業収⼊をも
って病院の管理運営を⾏うこと。⼜基本協定書では、指定管理料には収⽀不⾜を補填する⽬的のもの
は含まないこと、管理者は指定開始⽇に先⽴ち、本業務（病院の業務）の実施に必要な資格者及び⼈
材を確保すること、その費⽤は管理者が負担すること等となっている。 
以上から市が⽀度⾦を⽀出したことは地⽅⾃治法第２条及び地⽅財政法第４条に違反する。仮に市が
負担する事が可能であったとしても、その全額を負担することは社会通念上ありえず、例えば市から
の移籍職員については市が、徳洲会が新たに雇⽤した職員については徳洲会が負担する等合理的な負
担割合とすべきである。 

●市から移籍する職員に対する⽀度⾦は、実質的に市と徳洲会での給与格差を補填する退職時の上乗せ給付で、給与条例主義(*1)に反しな
いか 

⽀度⾦は貸付⾦であり、⼀定の条件の下で返還が予
定されているもので労働の対価性を有するもので
はない。⽀度⾦には新規に採⽤する者も対象として
いるから、実質的な給与の⽀給とは⾔えない。 
和泉市は、指定管理者に移籍する市⽴病院の職員に
対して移籍奨励⾦を⽀給する制度が給与条例主義
に反するおそれがあるものと判断したため、訴訟リ
スクをも考慮し、移籍者だけでなく新規採⽤者も 
⽀給対象とした上、就業⽀度⾦を貸し付ける制度と
したことが認められるが、公⾦の⽀出が違法となる
可能性がある場合にこれを適法なものとすること
が違法であるとはいえない。  

本来⽀度⾦制度は、医療従事者を⻑期にわたって確保するため、新⼈や看護経験の浅い⼈を対象に実
施するものであるが、本件⽀度⾦は経験の⻑い⼈に多くを、経験の若い⼈には少ない制度で、本来の
⽀度⾦制度とは相容れず、市が移籍する職員の給与の低下を保証する現給保障制度である。３年間の
勤務を前提に⽀度⾦の返還を免じる制度としているが、返還を前提としたものではなく、３年間の勤
務を停⽌条件とする給与の⽀給である。現実にも３年間に亘り⽀度⾦を分割⽀給する制度となってお
り、事実上給与の上乗せ⽀給であり、給与条例主義に反する。⽀度⾦制度としたことや市から移籍す
る職員以外に新たに雇⽤する職員にも適⽤する制度としたのは、給与条例主義を潜脱するもので違法
である。 
 

●分限免職処分(*2)を考慮しなかった事について 
分限免職処分は、そのような処分を⾏っても徳洲会
に移籍するとは限らないし、紛争が⽣じる可能性も
考慮すると、分限免職の処分を⾏わなかった事に違
法性はない。 

本件就業⽀度⾦制度は、市の医療従事者の多くが指定管理者に移籍することを拒否したために導⼊さ
れたものであるが、その⼤きな原因は市が移籍を希望しない職員を職種転換し⼀般職として残ること
を許容したことにあるのは容易に想像できる。仮に分限免職処分としたときは、市に残ることが出来
ないから⾃らの専⾨技術を⽣かす意味からも、指定管理者に移籍することが⾒込まれ、指定管理者も
市の職員を優先的に雇⽤することを表明している。

オンブズ和泉徳洲会への支援金（2.6 億円）の支出の住民訴訟で不当判決に対し大阪高裁に控訴！ 

●徳洲会への⽀援⾦住⺠訴訟とは 
和泉市⽴病院がH26年４⽉に指定管理者制度を導⼊し⺠営化しまし

た。指定管理者には医療法⼈徳洲会が唯⼀応募し管理者となりました。
⺠営化にあたって、徳洲会に移籍する市の医療従事者（医師や看護師等）
が少ないことが判明し、このままでは看護師等の不⾜が予想されたため、
市と徳洲会が協議の上市⽴病院に新たに採⽤された看護師（市からの移
籍者を含む）に就業⽀度⾦を⽀給し、３年間の勤務があればこの返還を
免除する制度を導⼊しました。市と徳洲会の協議では、⽀度⾦制度は徳
洲会が創設し、それに要する財源は双⽅協議して定めるとしていました。

ところが全く協議が
ないまま、⽀度⾦の財
源を市が全額負担する
こととなり、市から徳
洲会に２.６億円が⽀
援⾦として⽀出されま
した。これを違法とし
て徳洲会に返還を求め
るようオンブズ和泉が
訴訟を起こしたもので
す。⼀審の敗訴を受け
今回控訴しました。 

公⽴病院が指定管理
者制度を採⽤し、指定
管理者が⽀度⾦を⽀出
した時に、それに財政
援助するような例を私
は知りません。徳洲会
の⾔いなりです。 

 

(*1)給与条例主義とは 
地⽅⾃治体の職員の給与等はお⼿盛りを防ぐため、条例で定めなければならないとされ、法律等で定めたもの以外は⼀切⽀給できず、それに反する給
付は違法となります。 

(*2)分限免職とは 
公務員は意に反して解雇されませんが、⼀般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、⼼⾝の障がいのためにその職務の遂⾏に⽀障があり⼜はこれに
堪えない場合などその職に必要な適格性を⽋く場合、或いは職の廃⽌などにより公務の効率性を保つことを⽬的としてその職員の意に反して⾏われる
処分のこと。この件の場合は指定管理者制度に移⾏したため職が廃⽌された事にあたります。 

住⺠訴訟とは 
地⽅⾃治体の違法な公⾦の使い⽅を質すために設けられたも
ので、⼀⼈でも住⺠監査請求を経ておれば⾏うことが出来、
市⺠が直接市政に参加出来る⼿段の⼀つです。訴訟の利益は
全て⾃治体に帰属し、原告は訴訟費⽤を負担することになり
ますが何らの利益はありません。 




