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●談合が疑われる理由 
和泉市は過去の⼊札情報漏洩事件の経験から、予定価格
と最低制限価格（これ以下は⼊札無効）が公開されてい
る。そのため落札を⽬指して最低制限価格で⼊札し、く
じで落札者を決めるのが⼀般的になっている。いわゆる
たたき合いの状態になっている。（下表参照） 
ところが造園⼯事は極端にくじの⽐率が⼩さく、たたき
合いが必要でない（最低制限価格で⼊札する者がいない
事が事前に分かっている）談合可能な状態にあると考え
ざるを得ない。 
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和泉市無所属市民派議員   
小林昌子 

和泉市緑ヶ丘2-13-10 
自宅Tel 0725-54-2626 
Fax 020-4669-6920 
事務所Tel（Fax）0725-53-4451 
Email masakokob@yahoo.co.jp 
http://masako-hiroba.info/ 
ホームページもご覧下さい 

 

●極端に違う落札率 
造園と造園以外の落札率を調べたもの
が上表であるが、造園以外は 80-100
%と⼤きくばらついているのに⽐べ、
造園は92-95%に収斂し全く異なった
落札率となっている。（上表参照） 
これは談合業者間で何らかの⼊札調整
が⾏われていると考えざるを得ない。

●95%ルールの適⽤ 
名古屋市発注の地下鉄⼯事をめぐる談
合事件で編み出された⼿法で、受注予
定会社以外は落札率が 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。 
本件談合事件では原則このルールに従
い⼊札を⾏った結果が、このような落
札結果となったと思われる。

産経新聞 4/5 朝刊 
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国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所はこのほど、「⽇本の地域
別将来推計⼈⼝（平成30 年推計）を公表しました。 
下表がそれですが、和泉市は2045年には⼈⼝が10％減
少すると推計しています。（参考までに住み良さラン
キングと⼈⼝減少率の関係を⽰します。総じていえば
住み良さランキングが⾼位の⾃治体は⼈⼝減少率が少
ないと⾔えます。） 
新庁舎等公共施設の適正規模は、将来の⼈⼝減少を前
提に検討すべきことを⽰しています。  

昌子の日記＆予定 
4/5 ごみ問題学習会 in 吹⽥ 
4/7 「不都合な真実」映画鑑賞 
4/9 和泉中央駅会報配布 
4/10 和泉中央駅会報配布、北松尾幼稚園⼊園式 
4/11 信太⼭駅会報配布 
4/13 和泉中央駅会報配布 
4/14 万葉講座、きゃら橋サロン  
4/15 「槇尾⼭笑働の森」現地散策 
4/16 和泉中央駅会報配布 
4/17 和泉府中駅会報配布 
4/18 光明池駅会報配布、事務所運営委員会 
4/19 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南稜定

例会、⼦ども⾷堂「てらこやハッピー」 
4/22 近畿市⺠派議員交流・学習会 in 尼崎 
4/20 EM グループ総会＆EM ボカシ作り、緑ケ丘⾃治会

総会 
4/23 総務安全委員会視察（千葉市） 
4/24 同上（流⼭市） 
4/25 ソロプチミストリジョン⼤会 in 神⼾ 
4/26 和泉府中駅会報配布、代表者会議傍聴 
4/27 北信太駅会報配布、映画「橋のない川」鑑賞 
4/28 和泉 100 ⼈委員会総会 

《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  13-15 時 

・会費 年会費 3500 円  

・第 152 回（4/14 土） 済 

・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） 

・第 154 回（6/9 土） 万葉の恋歌  

終わったのね ふたりの恋は 

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 

⼈⼝推計（府内全てで減少） 
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全国市町村「財政破綻度ランキング」（平成 28 年度決算から） 
 

全国 1741 市町村の中での⼤阪府内⾃
治体の財政破綻度のレベルを⾒ると、
破綻度上位 100 位以内に 5 ⾃治体も⼊
っており、全てが堺市以南の泉州地域
の⾃治体です。（破綻度 1 位は北海道⼣
張市、6 位は忠岡町、12 位が泉佐野市
です。）対前年度⽐較ではほとんど順位
に変動はありません。 

ところで和泉市は大丈夫なのでしょうか 
その１。大阪府内全体では 

財政破綻度はあくまで相対的なレベルを表す物で、絶対的なレベルを⽰す物ではありません。府内の⾃治体
でかねてより財政が厳しいと⾔われている各市は軒並み破綻度 Ranking で上位に⼊っています。忠岡町の 6
位、泉佐野市の 12 位を始め破綻度ランキング上位に堺以南の泉州の⾃治体が多数⼊っており、順位もほぼ
固定化しています。北⾼南低の傾向が⾒られます。 
その２。和泉市はどうか 

和泉市は破綻度のランキングで 1053 位と全国で平均より少し良いレベルです。個々に⾒ますと、財政⼒指
数が 407 位、経常収⽀⽐率が 1564 位、実質公債⽐率が 665 位、将来負担⽐率が 1 位となっています。経
常収⽀⽐率が相対的に低位で、財政構造が硬直化している事を⽰します。 
その３．今後の財政負担に耐えうるのか 

新病院や⼩中⼀貫校の建設は終わりましたが、庁舎建設等の⼤規模投資が控えています。公共施設の⾒直し
に早期に着⼿し、和泉躍進プランのもとに、財政規律の確保を最優先に市政運営を図ることが必要です。 
その４．前年度との比較 

堺以南の⾃治体の破綻度ランキングの⽐較は上表の通りです。和泉市は破綻度が⼩さくなり若⼲改善し、堺
以南では良い⽅です。どの⾃治体も前年度と⼤きな変化はありません。最悪の忠岡町、泉佐野市と最良の⽥
尻町が堺以南に共存しています。

●「財政破綻度」ランキング指数 
1743の全国市町村を⺟集団とした偏差値。総合的に⾒た財政
状況の悪さを⽰す。独⾃の指標でありあくまでも⽬安です。
平成28年度決算(出所総務省)に基づく。  
●財政⼒指数 
財政⼒指数とは、地⽅公共団体の財政⼒を⽰す指数で、基準
財政収⼊額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間
の平均値をいう。財政⼒指数が⾼いほど⾃主財源の割合が⾼
く、財政⼒が強い団体ということになり、1を超える団体は、
普通地⽅交付税の交付を受けない。 
●経常収⽀⽐率(%) 
財政運営の健全性を測る指標で、70〜80%が適正値と⾔われ
ています。100%を超えると危機的な状況で、この⽐率が⾼い
ほど、財政のやり繰りが苦しく、新たな事業を⾏なう余⼒が
ないことを⽰します。 
●実質公債費⽐率 
⼀般会計等が負担する元利償還⾦等の、標準財政規模に対す
る⽐率であり、この指標が18％を超えると起債の許可が必要
になり、25％を超えると⼀部の起債発⾏が制限されます。 
●将来負担⽐率 
⼀般会計等が将来負担すべき実質的な負債(地⽅債＋将来負担
－積⽴⾦)の標準財政規模に対する⽐率であり、これらの負債
が将来財政を圧迫する可能性が⾼いかどうかを⽰す指標です 
（財政⼒指数等の Rank は良い⽅からの順位です） 

左表の説明 




