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児童発達支援センター補助金住民訴訟判決 違法性なし
大阪地裁 補助金支出は公益にかなう オンブズ敗訴！

●事案の概要
平成 24 年 4 月に児童福祉法が改正され、
障がい児通所支援の事業主体は基本的に市
町村が行う事となったが、事業の内容か
ら福祉型で重症心身障がい児にも対応で
きる民間施設が行う事が適切となり、公
募の結果平成 27 年 7 月に和泉はつがの園
が開設された。
和泉はつがの園は開所以来赤字が続き、
市の担当部局は平成 28 年度当初予算で同
所への補助金支出の検討を行ったが、経
営状況を確認する必要があるとして、平
成 29 年度予算で検討することとなった。
その後本件補助金を平成 28 年補正予算と
して措置することとなり、補正予算が議
会に上程され可決成立し (H28.12.20)、
補助金要綱施行（H29.1.10)後、同園か
らの補助金申請（H29.3.6)後国基準を上
回る職員の配置に対する経費の増分（最
大 3000 万円）を補填する補助金が支出
された（H29.5.22)。
●オンブズが違法と主張する事実
補助金とは、国や地方公共団体の施策の
推進手段として交付するものであるから
、既に実施された事業はその対象とはな
りえない。本件補助金は、障がいのある
子どもや重症心身障がい児等の療育環境
を整備し、多様化する障がい児支援の充
実を目的に（公益目的）、機能訓練士等
について大阪府の配置基準を超えた配置
を促進するため、その人件費を補助する
こととしたものである。本件補助金は年
度末に申請したもので、その時点で既に
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完了した分については補助金を支出して

も、機能訓練士等の配置促進の効果は無いから
、本件補助金支出は大凡公益に資するものとは
認められない。
●大阪地裁の判決
本件補助金が，現に交付されたのは平成２９年
５月末頃であって，その時点で既に本件補助対
象事業の期間（平成２８年４月１日から平成２
９年３月３１日まで）を経過していたことから
，本件補助金の交付により本件補助対象事業そ
のものを推進する効果がないことは原告の指摘
するとおりである。しかし補助金の交付決定は
，事柄の性質上，諸般の事情を総合的に考慮し
た上での政策的判断を要するものであり，地方
公共団体の長に一定の裁量権があると解される
のであって，既に実施された事業に対する補助
金であるとの一事をもって，その公益上の必要
性を一律に否定しなければならないものとは解
し得ない。しかも，本件補助金の交付は，平成
２８年度に実施された本件事業（本件補助対象
事業）を対象とするものであるが，本件事業は
平成２８年度で終了するものではなく今後も継
続するものであり，本件補助金の交付は，本件
施設における平成２９年度以降の本件事業の継
続等につながり，充実した障害児通所支援の実
現に資するものというべきであるから，少なく
とも本件事業の継続性を前提とする限り，本件
補助金の交付につき公益上の必要性を認めた和
泉市長の判断に，裁量権の範囲の逸脱又はその
濫用があったとは認められない。
●控訴しました
1 審判決は本件補助金の交付に効果がない事を認
めながら、裁量の範囲としました。到底承服し
がたいとして、オンブズ和泉は控訴しました。
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平 成 29 年 度和 泉 市 立 病院 運 営状 況

新病院（和泉総合医療センター）順調な船出

●事業計画
医師確保、急性期医療の充実、がん医療を中心とした専門医療の拡
大

入院 241 名、外来 547 名目標

新病院の建設事業の推進
●医療機能に係る指標

●新病院開院までの経緯
和泉市立病院は、他の公立病院と同様、医師不足等から、平
成 18 年に救急告示を取り下げて以降、急激に経営が悪化し
（H19 年度経常損失約 16 億円、不良債務（資金不足）約 20
億円）、赤字補てん等のために一般会計から多額の補助金を
投入せざるを得なくなりました。
市全体の財政運営への多大な影響を危惧した市は、平成
26 年４月に医療法人徳洲会を指定管理者として公設民営化
に踏み切った｡民営化当初は市立病院の医療従事者が指定管
理者への転籍に難色を示したこともあって、医療スタッフの
大幅な不足が懸念されましたが、市の負担で転籍を奨励する
支度金制度の創設等もあってなんとか切り抜けることが出来
ました。
その後病院の老朽化（耐震）対策から、新病院の建設が不可

入院患者数は計画を達成していないが、外来患者数は目標を達成。

避となり、指定管理者との協議で病院規模について二転三転

病床利用率は計画 78.5％を達成していない。新病院では 16 診療科

したが、病床数 307 床で本年 4 月に和泉市立総合医療センタ

の増設により総合医療センターに相応しい体制の整備を図る。

ーとして開院した。開院以降入院患者、外来患者数が前年に

医療スタッフは常勤医 6 人の増員等体制の整備が進んでいるが、救

比べ大幅に伸びており、順調な船出となっています。

急医の不足対応が必要。

この間、指定管理者移行時の支度金の財源を市が全て負担し

●経営指標

た事、新病院の規模について、指定管理者の杜撰な対応で二
転三転した事について、オンブズ和泉から無駄な支出である
として住民訴訟が起こされましたが、いずれもオンブズ側の
敗訴（市の勝訴）となりました。裁判結果に拘わらず考えさ
せられる事も多々あった新病院です。

●和泉市立病院新改革プラン（H28~32 年度）

新病院の 6 月実績で既に入院患者数、外来患者数、救急患者
数の計画を達成しています。

黒字化を達成
新改革プランには未達
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福島を忘れないシンポジューム
＆現地視察に参加

護者の方の無念が目に見えるようです。原発事故が原
因でなければなぜこのように高い確率で福島に住む子
どもたちに甲状腺がんが見られるのでしょうか。事故
直後の3月21日から長崎大学の教授が今までの基準の
20倍の値を示して、大丈夫と講演して回った事と教授
の名前が思い出されます。

昌子の日記＆予定

7月15、16日の両日「第6回福島を忘れないシンポジ
ウム＆現地視察」に参加しました。15日の朝7時に新
宿に集合し、初日のシンポジウム会場「ホテル福島グ
リーンパレス」に向かいました。私は原発事故があっ
た2011年3月から4ヵ月後の7月に、堤防が決壊し犠
牲者二人を出した福島県の『藤沼ダム』や釜石市の大
川小学校等を視察し、日常を一瞬にして奪ってしまう
原発事故の恐ろしさや日中の街の中に、一人の人も存
在しないだけでなく、犬や猫等の小動物さえも姿を見
せない沈黙の街を体験し、原発で日常生活を奪われた
福島の方々の無念や悲しみの一端を肌で感じた経験を
しましたが、あれから7年ぶりの福島再訪です。

8/2 和泉中央駅会報配布、総合教育会議傍聴
8/3 和泉中央駅会報配布
8/4 緑ケ丘夏祭り
8/6 和泉府中駅会報配布
8/6-8 JIAM研修（中小企業対策）
8/9 和泉中央駅会報配布、新庁舎における議会フロアに
関する意見交換会傍聴
8/10 市民相談
8/16 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南稜定
例会
8/17 「愛知県豊橋市葦毛湿原」見学
8/18 ふるさと館「信太山丘陵展＆歴史の語り部 須恵器
講演会」
8/20 北信太駅会報配布
8/21 信太駅会報配布
8/22 光明池駅会報配布、明石市クリーンセンター見学
8/23 和泉府中駅会報配布、子ども食
堂てらこやハッピー
8/24 地方創生フォーラム
8/28 介護研究会実行委員会
8/29 和泉100人委員会臨時総会

初日は宿泊先ホテルの会場で原子力資料情報室協同代
表の伴 英幸さんからの「福島原発事故はなぜ起きた
かの」の講演や現地議員からの「帰還が始まった！現
状は」の報告及び福島原発被害弁護団の米倉勉弁護士

《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

からは「避難者訴訟の現状」をうかがいました。事故
当時はマスコミ等で再々取り上げられた案件ですが、
最近ではたまにしか報道されず、情報も多くはありま
せんが現地では様々な課題が持ち上がり、それに対応
すべく議員たちが頑張っている様子を知ることが出来
ました。
私が一番関心を持っていた子どもたちの甲状腺がんの

（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 156 回（9/8 土） 万葉サラリーマン生活
・第 157 回（10/13 土） 次月バス散策事前説明
・第 158 会（11/23 金祝）バス散策
く

に きゅうせ き

ことについてご報告します。平成30年7月8日付けの

平城宮跡から幻の恭仁 宮 跡へ

福島県健康管理調査検討委員会からの発表では福島県

志貴皇子のみ魂眠る田原の里を訪ねて

し きの み

こ

内38万人の18歳未満の子どもたちを調査した結果、
手術を受けがん確定した患者は173名とのことです。
しかしこの福島県健康管理調査検討委員会は甲状腺が
んの多発は過剰診断によるものといっており、原発事
故原因説には否定的な考えとのことです。当事者や保
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パソコン講座（8 月は夏休みです）
・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

