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●泉佐野市不指
定に
過大な返礼品が問
題となった泉佐野
市に対し総務省は
制度対象に不指定
としましたが、泉
佐野市はこの処分
を不服として、国
の国地⽅係争処理
委員会に審査の申
し出でを⾏い、同

委員会は泉佐野市の主張を認め、総務省に再検討を勧告
しました。

●係争委員会の⾒解
「泉佐野市の募集の態様等について、⾃団体の寄附⾦収
⼊の確保・増大のみを目的化して、制度の趣旨に反する
⽅法により、他の地⽅団体に与える悪影響を顧みずに著
しく多額の寄附⾦を集めることは、「いやしくも他の地
⽅公共団体の財攻に累を及ぼすような施策を⾏ってはな
らない」旨規定する地⽅財攻法第2条第1項の趣旨を踏
まえると、泉佐野市の認定基礎期間及びさらに処分まで
の期間における募集態様は、他の大多数の地⽅公共団体

が返礼品等の⾒直しを進める中で、他の団体に対する影
響を顧みずに⾦銭的対価の割合の⾼さをことさら強調し
て誘引するという態様によって平成３０年度には約４９
７億円（全地⽅公共団体が受鎖した寄付⾦総額の約１
割）もの寄附会を受領し、制度を維持する観点から是認
できるものではない状況を招き、その結果として、地⽅
創成に寄与する寄附会の募集に優遇を与えるというふる
さと納税制度の存続が危ぶまれる状況を招いたといえる
ことから、何らかの形でその是正を求めるべき事情があ
ったということはできる。
しかしながら募集態様等が、⾏為時点で違法ではなく、
単に技術的助⾔に反する募集⾏為に過ぎないときは、
外形的には、技術的助⾔に従わなかったことを理由
とする不利益な取扱い（地⽅⾃治法第２４７条第３
項）がなされたものと評価される余地が生じる等と
して国の主張に理解を⽰しながらも、処分は不適切
としました。」
国は係争委員会の以上の勧告に従わず泉佐野市を不
指定としたため、泉佐野市は不服として大阪⾼裁に
提訴しました。対⽴はなお続きます。その根本にあ
る要因は、ふるさと納税という制度そのものがはら
むひずみです。そこに謙虚に向き合う姿勢が、総務
省にはみられません。
(4頁に続く）
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ふるさと納税泉佐野市の参加認めず（総務省）和泉市は？
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●ところで和泉市は
和泉市は不指定の対象とはなりませんでしたが、総務省
は「返礼品は寄付額の３割以下の地場産品に限る」など
とした通知への違反度合いを調査し、４３市町村は通知
への違反があったうえで、２億円超５０億円以下の寄付
を集めたとして、制度を利⽤できる期間を９⽉末までに
限定していました。今回、「仮免許」期間中の寄付や返
礼品の状況などを確認し、「指定基準を満たした」（同
省の担当者）と判断しました。和泉市はこの43市の中
の一つです。
●和泉市のふるさと納税の収支は
⾼額返礼品が問題となり制度の⾒直しが検討中のふる
さと納税制度ですが、和泉市でも⾼島屋の商品を返礼
品のメニューに追加したこともあり、当市への寄付が
増加しています。（制度変更に伴い減少する⾒込み）
収支は下表を参照ください。

9⽉議会でイエナプラン教育について一般質問しました。

【質問】イエナプラン教育はドイツのイエナ大学教授
が始め、オランダで普及している学校教育で、⾃分で
考え、共感⼒を持ち、社会に働きかけ、協働が出来る
市⺠を育てる教育です。今春⻑野県佐久穂町でイエナ
プラン教育を実践する私⽴学校が開校し、30 名の募集
に 70名が⼊学し、家族を含めての移住者は40名近い
ということです。本市における小中一貫校は槇尾中校
区と富秋中校区で計画されているが、イエナプラン教
育を研究し、本市に導⼊できるか検討は可能か。
【答弁】イエナプラン教育では｢経験する。発⾒する。
探求する。｣が学習の基本と⾔われており、新学習指導
要領が目指す教育と一致する部分であり、未来を生き

る⼦どもに求められる資質、能⼒の育成の観点も踏ま
え関連する情報収集に努めたい。
【質問】まちづくりの観点から聞く。今後開校予定の
槇尾中校区の学校には新たなまちづくりの核となりう
る特色ある教育活動を実施する考えはあるか。
【答弁】具体的には多様な異学年交流、中学校教員に
よる専科指導、前期過程からの部活動参加、小中教員
による9年間を⾒通した⾒守り、⾃然環境や地域資源の
活⽤等の観点から「特色ある教育活動」の実施を検討
しているが、開校には少なくとも 5 年程度を要するの
で、しっかりＰＲできるよう時期を⾒極めたい。
昌子の日記＆予定
11/1 談合裁判（大阪地裁）
11/2 いずみいのちの森The Final&都市緑化フェア
11/3 市⺠⽂化祭、グリーンポリス唐国台⽂化祭
11/4 市⻑とのタウンミーティング
11/5 和泉中央駅会報配布
11/6 和泉中央駅会報配布
11/9 介護学習会
11/10 人と動物がしあわせに共生できる社会を目指す会
11/11 和泉中央駅会報配布
11/12 あすの槇尾川を考える会
11/13 光明池駅会報配布
11/15 戦没者追悼式
11/16 万葉バスツアー
11/18 総合医療センター経営評価委員会傍聴
11/19 大阪府内市議会議員研修会
11/20 和泉府中駅会報配布、議運傍聴
11/21 和泉府中駅会報配布,ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ大阪-南稜定例会
11/23,24 緑ケ丘フェスタ
11/25 和泉中央駅会報配布
11/26 北信太駅会報配布
11/27 本会議
11/28 信太駅会報配布
11/29 教育支援家庭訪問事業会議

《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）

・開催時刻 13-15時

・会費 年会費 3500円

・第168回（12/14土）信仰と伝承 まじない

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

イエナプラン教育について一般質問
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旧和泉市⽴病院は、医師等の医療従事者の不⾜により、病床利⽤率の低迷等を招き
慢性的な赤字体質となり、救急指定の取り消しの事態となった。これを抜本的に改
善するため病院改⾰策として⺠間ノウハウを活⽤する指定管理者制度の導⼊を決定
し、2014年 4月徳洲会を指定管理者とする病院となった。指定管理者移⾏時には
市の職員である看護⼠等が移籍に難⾊を⽰したため、医療従事者不⾜の事態を招い
たが、⽀度⾦などの市の移籍奨励制度の効果等で、徐々に問題は解決した。
⼀⽅旧病院は⽼朽化で建て替えの必要があり、建設費は原則徳洲会との折半で新病
院が建設され、名称も和泉総合医療センターと改称、2018 年 4 月新しく開院し
た。新病院の規模については、徳洲会が⼀時市の案に対し介護施設を併設する案を
提⽰したが、その後徳洲会内部の調整の結果、当初の案に落ち着いた経緯がある。

最新の医療機器を導⼊した新病院の移転開設や医師の増員が⾏われたことにより、和泉市⽴総合医療セン
ターの初年度の運営は好調なスタートを切った。
特に､これまで⻑きに渡り⼗分な機能を果たしていなかった救急医療について２４時間３６５⽇の救急受
け⼊れを再開したことは､公⽴病院としての使命を果たすために重要な項目として⾼く評価したい。
また、診療科を従来の１６科から３３科へと増設し、がん診療等の⾼度専門医療の充実を図ったことによ
り、地域の中核病院に求められる機能整備が着実に進められていることが認められる。
また、患者増に対してはＣＴ、ＭＲＩの増設等により患者待ち時間対策にも 対応するとともに、⼀部診
療科においては⼟曜⽇診療を開始するなど、患者サービスの向上にも確実に取り組んでいる。
これらの結果、本年度における管理運営状況としては、⼊院・外来患者数、収⽀決算ともに、前年度を上
回り、想定を超える好成績となった。
好調の要因として、医師の増員や医療機器の更新の他にも、新病院への移転を円滑に実⾏し、効率的な病
床管理を実⾏するなど、運営⾯での⼿腕によるものも⽝きいと考えられる。
継続課題としては、地域の医療機関との連携を強化し、紹介率、逆紹介率を向上させ、総合医療センター
の名に相応しい、地域の拠点病院としての役割を果たしていくことである。
今後も市と協⼒しながら医療⽔準の向上に取り組み､市⺠に信頼される病院になることを期待する。

和泉市立総合医療センター経営評価委員会の評価

和泉市⽴病院新改⾰プラン数値目標の推移

新改⾰プラ
ンのいずれ
の目標も大
幅に達成

市⽴病院の経営状況について、平成 20 年 12 月議会で私は以下のような⼀般質問をし
ています。
「市⽴病院の平成 19年度決算を⾒ますと、単年度損益は16億円の赤字、累積では 67
億円にものぼる巨額の赤字を計上しています。不良債務も20億円となり資⾦不⾜率は
経営健全化基準の 20％を大きく上回る 43.6％となっています。
何れも前年度より悪化しており、病院健全化計画の推進にも拘わらず悪化の⼀途を辿
っています。千葉県の銚⼦市⽴総合病院が閉鎖され、近くの松原市⽴病院も今年度末
に閉鎖する予定と聞いています。公⽴病院の経営は全国的に厳しい状況にありますが
本市病院のこのような状況では病院の存続自体が危ぶまれる事態と考えます。」
当時の病院収⽀と現在の収⽀を表したのが下表ですが、隔世の感があります。
経常損益が平成 29 年度に⿊字に、医業損益は平成 30 年度にいずれも⿊字を達成して
います。
病院の経営の⾯では、徳洲会での指定管理者への移⾏、新病院の建設は成功したもの
と評価できます。

病院の収⽀について


