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新病院（和泉市立総合医療センター）間もなく開院！

れていました。⼩児科の内装は⼦どもたちに
も親しみやすいようにドアに⿂やかにが描か
れていました。
費⽤としては病院建設に約115億円。医療器
具購⼊に約24億円で和泉市と医療法⼈徳州会
が折半する事になっています。⼊院患者さん
の移動は3⽉31⽇と4⽉1⽇の両⽇で⾏い、4
⽉2⽇（⽉）から新病院で業務を⾏う予定との
事です。職員⽤の保育園も完成し、私たちが
⾏った折には職員⽤の駐⾞場の整備が⾏われ
ていました。
新病院⾒学へ
外観がほぼ出来上がっている「和泉市⽴総
合医療センター」の⾒学会に参加してきま
した。外観は紺⾊と⽩⾊が落ち着いた雰囲
気をかもし出しています。エントランスホ
ールは吹き抜けで開放感があります。免震
構造や浸⽔対策も⼗分に考えられ、災害時
にも安⼼できる構造のように感じました。
バルコニーから遠くを望むと和泉⼭脈が⽬
に⼊り、景観的にもすばらしい⽴地となっ
ています。
さらに最新鋭の医療器具が多く導⼊されて
います。その中のひとつである「トモセラ
ピー」は、ＣＴと治療装置がひとつになっ
て３６０度⽅向から照射する、強度変調放
射線治療ＩＭＲＴの専⽤装置との事です。
その他にも最新鋭の医療器具が多く導⼊さ
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⼈⼝減少を前提としたこれからの⾃治体経営
「⼈⼝減少を前提としたこれからの⾃治体経営」と
いうテーマの研修会に参加して来ました。1 ⽉ 24
⽇から 2 泊３⽇の⽇程で講師は⼤学教授、先進事例
は⾃治体の⾏政マンから、そして何冊も本を出して
おられる著名な先⽣からと多⼠済々のメンバーで
した。受講⽣は⾃治体職員と議員の計 57 名です。
⽇本⼤学経済学部の中川雅之教授からは都市を 7
つのランクに分類してそれぞれの都市の将来の姿
が語られました。
・東京都への集中が出⽣率に与える影響は限定的。
東京圏の成⻑のみが地⽅部の⼈⼝減少を招いたわ
けではない。
・東京都、⾸都圏は確かに 2015 年以降⼈⼝が減少
期を迎えることになる。しかし、当初のメガイベン
ト戦略（東京オリンピック）の出発点である 1964
年当時に⽐較すると、まだまだ⼤きな都市規模が将
来にわたっても維持される事が、予想。
・ランク 2、ランク 3 の都市雇⽤圏は、停滞、都市
縮⼩の傾向が出てきている。
中でも⼤阪圏は、1970 年のメガイベント戦⼒（万
博）による⼤きなストックを抱えている可能性→
⼤阪については、当初のメガイベント戦略採⽤時と
⽐較して、ほとんど成⻑しない都市の将来像が予想
1970 年当時予想していたものと同じような都市像
に⽴脚したインフラ、公共施設を更新することは⼤
きな⾮効率を⽣む。都市縮⼩に備えるべきとの指摘
があり、私は納得した所です。柳の下に 2 匹⽬の「ど
じょう」はいないということでしょう。
最終の講義は⽇本総合研究所の「藤波 匠」講師で
す。よく聞く⾔葉に「東京⼀極集中」という⾔葉が
ありますが、先⽣はこの⾔葉に惑わされないように
といっておられました。若者は福岡などの中枢都市
だけではなく、県庁所在地など中核市にも流⼊。東
京への流⼊は中⼭間地域から都市部へ若者の移動
の⼀断⾯だと⾔っておられ、地⽅経済の真の問題は、
地⽅にいる多くの若者に⽣産性の⾼い仕事を提供
できないことであると指摘されていました。
和泉市でもすでに⼈⼝は減少傾向に⼊っています。
次の世代に負担の先送りをしないようにするには、
個々⼈が⾃分の持てる⼒を最⼤限出して、将来世代
に⼤きな負担を残して⾏かないようにすることだ
と思います。

昌子の日記＆予定
2/1 国保運営協議会傍聴、⼥性議員と⼥性管理職との
交流会
2/４⼥と男のフォーラム
2/6 和泉中央駅会報配布、ごみ問題学習会 in 吹⽥
2/7 和泉中央駅会報配布
2/8 和泉中央駅会報配布、緑ケ丘⼥性消防定例会
2/9 北信太駅会報配布、Ｈ30 年度予算説明会
2/10 ＬＧＢＴ講演会
2/13 議会運営委員会傍聴
2/14 和泉中央駅会報配布、和泉史塾
2/15 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南稜
定例会、OSAKA きらり塾（ドーンセンター）
2/16 和泉中央駅会報配布、みんなの⾷育イベント
2/19 和泉中央駅会報配布、⼦ども・⼦育て会議傍聴
2/20 和泉府中駅会報配布、本会議
2/21 光明池駅会報配布、事務所運営委員会、⼦育て
⽀援懇談会
2/22 信太⼭駅会報配布、かがやけ⽯尾っ⼦の会
2/23 厚⽣⽂教委員会傍聴
2/24 多⽂化共⽣推進研修イスラムを知ろう︕
2/26 都市環境委員会傍聴
2/27 総務安全委員会
2/28 いじめ防⽌対策委員会傍聴

《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）
・開催時刻 14-16 時
・会費 年会費 3500 円
・第ち 151
回（3/10 土）
和泉国万葉
ぬ
と ろし
し の だ
茅渟
の海
（堺市）
～取
石
の池（高石市）～小竹田
おとこ
ふ けい
壮士（和泉市）～吹飯の浜（深日・岬町）
・第 152 回（4/14 土） 次月バス散策事前説明
・第 153 回（ 5/20 日） バス散策
はかなく散った有間皇子の最期の足どりを訪ね
て 藤白坂（海南市藤白）～白崎（由良町）～岩
代（みなべ町）

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

造園工事の指名競争入札で談合の疑い 住民監査請求書提出！
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和泉市は造園⼯事を指名競争⼊札で落札
者を決定し⼯事契約を⾏っています。
ところが⼊札に参加している「〇〇組合」
の会員間で談合が⾏われているとの 2 件
の情報があり、調査の結果、受注予定者
があらかじめ合意され、⼊札参加者間で
公正な競争が確保された場合に形成され
たであろう正常な落札価格と⽐較して不
当に⾼い価格で落札がされ、市に損害を
与えた。として監査請求書を提出。
監査委員から 2 ⽉ 9 ⽇請求が受理された
旨連絡がありました。
平成 28 年度を
例に検討

28 年度の⼊札を例に、談合の存在を検討します。
●くじでの⼊札が異常に低い

和泉市は予定価格と最低制限価格が公開されているから、落札
を⽬指して多くは最低制限価格で⼊札することになる。その結
果⼊札参加者の全てか⼜は多くが最低制限価格での⼊札とな
り、くじで落札者を決めるのが⼀般的になっている。
ところが造園は極端にくじの⽐率が少ない結果となっており、
その原因は最低制限価格で⼊札する者がいない事が事前にわか
っている即ち受注調整が可能なからである。
●参加業者が等しく落札している事実
上表にあるように、造園業者がほぼ等しく落札しており、⼊札
調整が強く疑われる。その他の年度も同様である。
●6 件のくじの発⽣
上表で落札が多い中で 6 件のくじが発⽣しているが、その理由
は談合に参加しない業者（〇〇組合に属していない 3 社、事実
証明第４号参照）のいずれかが⼊札に参加しているため談合が

住⺠監査請求とは
市⺠が、市⻑や市の職員による違法⼜は不
当な公⾦の⽀出、財産の管理、契約の締結
など財務会計上の違法があると考えるとき
に、監査委員に対し監査を求め、必要な措
置を請求する制度です。 住⺠監査請求の⽬
的は. 市の財政⾯における適正な運営と住
⺠全体の利益を守るためのものです。 個⼈
の権利や利益の救済を図るものではありま
せん。
不可能なためである。24〜29 年度の 15 件のくじの⼊札には必ず談合
に参加しない業者の⼊札がある。この 3 社が⼊札に参加した⼊札は全
てくじでの⼊札となっている。市は⼊札参加業者を事前に伝えていな
いというが、何らかの⼿段で談合に参加しない業者が⼊札しているか
否かを把握している可能性が⼤である。
（⼊札参加業者の情報が洩れて
いる可能性も否定できない）
●落札率の特徴（95％ルール）
名古屋市発注の地下鉄⼯事をめぐる談合事件で、独禁法違反（不当な
取引制限）容疑で公正取引委員会の強制調査を受けた⼤林組などゼネ
コン各社が、
「９５％ルール」という新⼿の⼿法で“談合隠し”をしてい
た。受注予定会社以外は落札率（予定価格に対する落札額の割合）が
９５％以上になる⾦額で⼊札し、
「本命」の受注予定会社は９５％を切
る⾦額で落札するというもの。
落札率が９５％を超えると⼀般的に談合が疑われるため、出来たのが
同ルールである。応札額を事前に詳細にすりあわさなくても落札でき
る仕組みで、談合を巧妙に隠ぺいするものである。
今回の造園の⼊札（くじでの落札を除く）はまさしくこの「95％ルー
ル」に則って⾏われており、24 年度から 29 年度全体でも 95％ルー
ルを逸脱した⼊札は全体の 15％に過ぎない。
●異常な落札率の出現
平成 28 年度の落札率で落札率 93.9％が 5 件発⽣しているが、⾃由な
⼊札ではこのような同じ落札率が重なることは異常であり、仮にすべ
て⾃由な⼊札であれば 16 件の⼊札で 5 件の 93.9％の落札率が出る確
率は、⼀定の前提（落札率が 91%から 95％の間で等しく出現する）
を置けば⼤凡 10 万分の 1 で、これはありえず前記 95％ルールで⼊札
調整が⾏われていることに疑いはない。

●和泉市⼊札等監視委員会の議論
本件談合情報に関し、⼊札等監視委員会が審議
しているが、その会議録を⾒ると
造園⼯事に係る過去１年間の⼊札結果⼀覧表を
⾒れば、落札⾦額と次点業者の応札額とが拮抗
しており、⼀定の競争性が確保されているもの
と考える。
とあるが、落札⾦額と次点業者の応札額とが拮
抗しているのは、まさしく前記 95％ルールの結
果であり、談合の結果で競争性は確保されてい
ない。
⼜投書が匿名であることから、談合情報と認識
していないようであるが、度重なる投書であり、
投書が匿名であったとしても調査は可能であ
り、真摯に調査すべきであった。
●結論
以上の事実は、⾃由な競争状態での⼊札では到
底説明できず、談合による⼊札制限を前提にす
れば容易に説明できるもので、談合の存在に疑
いはない。
□市の損害額
違法な談合がなければ、最低制限価格での落札
となり、契約額と最低制限価格との差が損失と
なる。その額は 3177 万 900 円である。

