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暑く厳しい選挙が終わりました。 
今回の選挙は⼤阪維新の会の３名の新⼈が
名乗りを上げたため、まったく予想ができな
い選挙となりました。選挙結果は前回得票を
若⼲下回りましたが、維新の影響を⽇常活動
で何とか最⼩限にとどめることが出来たと
考えます。 
●投票率の低下⻭⽌めかからず 
今回投票率が45.48％と前回に⽐べ2％程低
下し、投票率の低下に⻭⽌めがかかりません
でした。選挙権が 18 歳以上に拡⼤されまし
たが、投票総数で前回を１千⼈程下回りまし
た。有権者の半分の⽅が棄権され、過半数を
下回る選挙が果たして⺠意を反映している
のか⼤いに疑問です。政治不信の表れでは無
いかと危惧します。 
●議会に厳しい評価 
投票率が低かったことに加え、今回 3 ⼈の維
新の新⼈が上位で当選しました。新たな議員
に議会の閉塞状態を打ち破って欲しいとの
市⺠の⽅の願いの表れでは無いかと考えま
す。私も含めこの結果を真摯に受け⽌め議員
は⼤いに反省すべきだと思っています。 
●新しい選挙の形が到来か 
今回の選挙結果を⾒ると、新⼈の⼤量上位当
選、強固な地盤を持つ公明党の得票数が全員
減少している事、落選した候補者４名の中で
市の元職員で現職２名、新⼈１名の合計３名
が占めているなどかつてなかったもので、選
挙の形が変わりつつあるのではないかと思
います。私のような市⺠派議員もその影響を
最も強く受ける可能性がありましたが、それ
を⽇常活動でなんとか持ちこたえたと⾔え
るでしょう。（４ページに続く） 
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これからは私の選挙の事です。 
●市⺠派を貫く 

厳しい選挙で無所属の候補者の多くが政党や何らかの
組織の推薦を受ける中で、私は純粋市⺠派のスタイル
を貫きました。 
選挙の応援は全てボランティア、選挙カーは⾃家⽤⾞、
⾞上の看板は前回の物を流⽤。事務所はいつも使って
いる事務所を使⽤しお⾦のかからない選挙に徹しまし
た。選挙費⽤の公費負担は今回も辞退しました。 
今回の選挙で実質的に⽀出した費⽤ 

 
●地元＋各地の応援の相乗効果 

地元の皆様の厚い⽀援とあわせ、各地の市⺠派議員の
多くの応援があり、この友情の連帯が今回の勝利をも
たらしたものと感謝しています。これは今までの和泉
市には無い新しい選挙の形が実現できたものと思いま
す。 

●新しい選挙の実現 
選挙のときしか顔を出さないとひんしゅくを買う選挙
が今までのやり⽅でした。私は議会での積極的発⾔、
その結果を会報で伝えることを 16 年間続けました。
会報の発⾏は 400 万部を超えました。この結果が前回
同様多くの票をいただく事が出来たのではないでしょ
うか。選挙はその時だけのものではない新しい形を実
現したものと思います。 

●選挙のあり⽅ついて 
今回の選挙も多くの⾃発的なボランティアに⽀えられ
クリーンな選挙が出来ました。他の陣営からは必要以
上に公職選挙法にとらわれたと奇異に⾒られたかもし
れませんが、私の流儀の選挙を貫きました。 
今回多くの候補者の街宣⾞が事務所の前を通りました
が、そこに候補者がのっているのを殆ど⾒かけません
でした。市⺠に直接訴えるいい機会なのに、選挙期間
中候補者は⼀体何をしていたのでしょうか。 

●最後まで⼀抹の不安が 
最後まで不安がとれなかったのは、⼤阪維新の影響で
す。今回の選挙の前に⾏われた選挙で⼤阪維新の候補
者は押しなべて上位で⼤量得票しており、その影響を
受けて多くの市⺠派議員が落選したり、票を落とした
りしており、この煽りを受けるのではないかとの危惧
が最後まで抜けませんでした。しかし⼀⽅では、16年
間の地道な議員活動が簡単には否定されることは無い
との思いは同時に持っていました。 

選管の発表に先⽴ち開票所に出かけたスタッフの票の
出⽅の報告からようやく安堵したのが実感です。 

●当選後早速研修に 
当選させていただいて早速翌⽇からJIAM（滋賀県）に
2泊3⽇の研修に出かけました。今後も研鑽を続けます。 

 
昌子の日記＆予定 

9/2 和泉中央駅会報配布 
9/4-10 市議会議員通常選挙  
9/11 信太の森 FAN クラブ定例会 
9/12-14 認知症になっても安⼼して暮らせるまちづ

くり JIAM 研修会(in ⼤津市) 
9/15 和泉中央駅選挙号外配布、ソロプチミスト⼤阪-

南稜定例会及び感謝状贈呈式（和泉市より） 
9/16 和泉中央駅会報配布 
9/17 緑ケ丘ご近所懇親会、万葉講座 
9/18 タウンミーティング傍聴 
9/20 和泉府中駅選挙号外配布 
9/21 和泉府中駅選挙号外配布、事務所運営委員会 
9/22 光明荘オレンジカフェ 
9/23 和泉中央駅選挙号外配布 
9/24 タウンミーティング傍聴 
9/25 緑ケ丘⼩学校運動会 
9/26 光明池駅選挙号外配布,議員初会合 
9/27-30 「よりよい資⾦調達・運⽤をめざして」JIAM

研修 in ⼤津市 

＜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 

・139 回 10/8(土） 次月バス散策事前説明 

・140 回 11/19(土）バス散策 湖西万葉の旅 

大津の宮跡～柳が崎～比良の湊～近江舞子 

・141 回 12/10(土）遺新羅使の船旅（３） 

博多津～壱岐～対馬 

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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住みよさランキングの最新版が東洋経済新聞社から出ていましたので、
調べてみました。全国のベスト 1 は 5 年連続で印⻄市です。 
⼤阪府内も１位箕⾯市、２位⼤阪狭⼭市、３位吹⽥市は同じで、和泉市
は２７位と低位で変化はありませんでしたが、全国的には 556 位から
638 位と⼤きく悪化しています。和泉市がこのように府内で低位である
ことに違和感をお感じと思いますが、これは統計上の問題で、⽣活圏の
広域化に対応するため、他市の「20％通勤圏」となっている市について
は、偏差値を算出する際に補正を実施しています。具体的には、20%通
勤圏にある⾃治体は利便度に近隣の⼤阪市の数値が採⽤されています。
和泉市は 20%通勤圏から外れ⼤阪市の利便度から和泉市の利便度とな
り、利便度の順位が 496 位と⼤幅に低くなった事が原因です。仮にこの
影響を除けば、和泉市は府内でほぼ真ん中ぐらいとなりますので、若⼲
割り引いてみる必要があります。 
３年間の順位を表したのが下表ですが、いずれの項⽬も順位を下げてい
ます。全体として住み良さは低下していると⾔えます。 
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▼5 つの観点と算出指標（全国 790 市と東京 23 区が対象） 
■［安⼼度］ ○病院・⼀般診療所病床数（⼈⼝当たり） ○介護⽼⼈福祉施設・介護⽼⼈保健施設定員数（65 歳以上⼈⼝当

たり） ○出⽣数（15〜49歳⼥性⼈⼝当たり）○保育所定員数・待機児童数 
■［利便度］ ○⼩売業年間商品販売額（⼈⼝当たり） ○⼤型⼩売店店舗⾯積（⼈⼝当たり） 
■［快適度］ ○公共下⽔道・合併浄化槽普及率 ○都市公園⾯積（⼈⼝当たり） ○転⼊・転出⼈⼝⽐率  

○新設住宅着⼯⼾数（世帯当たり） 
■［富裕度］ ○財政⼒指数 ○地⽅税収⼊額（⼈⼝当たり） ○課税対象所得額（納税者1⼈当たり） 
■［住居⽔準充実度］ ○住宅延べ床⾯積（世帯当たり） ○持ち家世帯⽐率」 
▼評価⽅法 15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、
安⼼度、利便度、快適度、富裕度、住居⽔準充実度は、当該指標の偏差値を平均したもの。 

全国でトップの印⻄市と⽐較したのが左表で
す。これを⾒ますと多くの課題が浮かび上がり
ます。 
●新しい街と成熟にさしかかった街 

印⻄市は最近合併した新しい街で、今まさに
伸び盛りのニュータウンを抱え、⽣産年齢⼈
⼝の増加率が7%と⾼く（和泉市は-2.6%）
和泉市は“トリヴェール和泉”の開発が⼀段
落し、街の成熟度が⼤きく異なります。 

●保育や福祉の⾯で⼤きな差 
印⻄市は保育料は安く、⽼⼈ホーム等も⼈⼝
の割には多く、⽣活保護所帯は和泉市の1/13
と少なく、介護保険料も500円程度差があり
ます。 

●財政⼒に⼤きな差 
このような福祉等の差は、財政⼒の差から来
ています。⼀⼈当たり税収額、経常収⽀⽐率、
財政⼒指数などほぼ全ての財政に関する指
標で和泉市は劣っています。街の成り⽴ちに
差があるとはいえ、財政規律に格段の配慮が
必要と思います。 

●⽣活基盤でも⼤きな差 
左表にありますように、病院・診療所数を除
いて殆ど全ての指標で和泉市は劣っていま
す。関連があるか定かではありませんが、⼈
⼝１万⼈当たりの交通事故発⽣数にも差が
現れています。 




