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●決算の概要
前年度に⽐べ歳⼊、歳出とも100億円強減少してい
ます。これは前年のコロナ対策で国⺠全員に10万
円配る事業が終了したためです。
収⽀は実質収⽀で前年から⼤幅に改善しています。
これはコロナ対策で多額の地⽅創⽣臨時交付⾦が
交付された事、イベント中⽌などで歳出の不⽤額
が⼤きかったためです。
財政の硬直化を⽰す経常収⽀⽐率は若⼲改善しまし
たが依然高い値を⽰しており、財政の硬直化は続
いています。
決算審査意⾒書では「新型コロナウイルス感染症
や物価高騰の影響が⻑期化しており、その影響が
不透明であることから、必要な対策を適切に⾏う
とともに、和泉創⽣プランに基づき、様々な課題
に対応するまちづくりや公共施設マネジメントの
取組を着実に実施し、今後も健全財政の維持に務め
られたい」と言ってます。

●収⽀の状況について（一般会計）
一般会計の収⽀をあらわしたのが下表です。⼤幅に
改善していることがわかります。

目 次

・令和３年度決算を認定 P１,4

・オンブズ活動を振り返る（ヤミ退職金問題） P2-3

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(Fax) 0725-54-2626
事務所Tel 0725-53-4451
Email masakokob@yahoo.co.jp
http://masako-hiroba.info/

ブログ

http://blog.livedoor.jp/masako_hiroba/

令和３年度決算を認定

●一般会計を月 30万円の家計に例えたら

一般会計を月30万円の家計に例えたものが上表で
す。主な⾃前の財源である給与の⽐率は 30％強
で、多くを仕送りに頼る脆弱な会計です。（但し
コロナ対策の給付⾦が仕送りに含まれるため、通
常の年に⽐べ仕送りは⼤きくなっています）

●基⾦の状況
貯⾦にあたる基⾦の状況は下記の通りです。
改善が続いています。
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●経常収⽀⽐率と実質収⽀
財政の弾⼒性を⽰す経常収⽀⽐率を下図にしめしま
す。前年度を0.4％改善していますが、望ましいと
される90％を⼤幅に上回っており、財政の硬直化は
依然続いています。

●税⾦がなにに使われているか︖
市の収⼊には、毎年決まって⼊ってくる経常的収
⼊と、そうでない臨時的な収⼊とがあります。特
に使い道の決められていない経常的収⼊は「経常
一般財源」といい、財政の⾃由度を⾒るうえで重
要となります。この経常一般財源がなにに使われ
ているかを⽰したものが下図です。市債の償還や
⾦利⽀払いに充てられる公債費が20％弱もあり借
⾦の返済が重くのしかかります。

●主要財政指標の推移
主要財政指標の推移は下図の通りです。

●財源構成について

昌子の日記＆予定
11/3 まちゼミ（緑ケ丘⼥性消防講座開催）
11/4 和泉中央駅会報配布
11/5 万葉講座
11/7 和泉中央駅会報配布
11/9 景観計画策定委員会傍聴、子ども食堂地域版
11/10 泉北環境施設組合⾏政視察（町⽥市 バイオエ

ネルギーセンター視察）
11/11 同上（東京都武蔵野市クリーンセンター視察）
11/14 和泉中央駅会報配布
11/15 和泉中央駅会報配布
11/16 和泉府中駅会報配布、水道広域加⼊説明
11/17 ソロプチミスト⼤阪－南稜定例会、こども食堂
11/18 議会運営委員会傍聴
11/20 泉北環境クリーンフェスティバル
11/22 北信太駅会報配布
11/25 本会議
11/30 厚⽣文教委員会傍聴

《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）

パソコン講座（コロナ収束迄休講中です）
・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

⾃主財源とは地⽅⾃治体が⾃らの権限に基づいて
⾃主的に徴収できる財源で、中央政府や都道府県
⾃治体を経由する財源のうち、地⽅⾃治体の裁量
が制限されている財源を依存財源とよびます。ま
た、地⽅⾃治体の収⼊に占める⾃主財源の割合を
⾃主財源⽐率とよび、⾃主財源⽐率の高低は、地
⽅⾃治体の⾏政活動の⾃由度や安定度を図る尺度
です。令和3年度の財政構造が⼤きく変化してい
ます。これはコロナ対策で国⺠全員に10万円を給
付した費⽤に対する国からの交付⾦が終了したた
め、国庫⽀出⾦が⼤幅に減少した結果です。コロ
ナ対策でいかに多くの財源を必要としているのか
がわかります。



掛金

役所は

何やってんの！

掛金の何倍もの公費が投入されていました
昭和7 年に互助会発足以来、常に掛金を上回る公費が投入されてきまし

た。特に生業資金時代は長く4 倍もの公費投入が続きましたが、自治体

財政の逼迫から次第に

その比率は低下し、昨

今の厚遇批判を受けて

ついに 1:1 となり、退

会給付金制度廃止によ

り 0.7 まで低下しまし

た。

そしてついに互助会制度が廃止になることが決まりました。
H17.年 2 月に私たちは公金の投入の見直しを求める議員の会を結成し、大阪市町村長会に対

し互助会の廃止を求めました。又退職する職員に対し多い人で 1000 万円にものぼるヤミ退

職金の支給は違法であるとして各地で住民訴訟を起こすなどの活動を続けてきました。裁判

ではヤミ退職金（退会給付金）に対する市の支出は違法と認定され、互助会は H17 年 11 月

に退会給付金制度を廃止しました。主たる事業が廃止された状態で互助会の存続の意味がな

くなったとして、今年度末で互助会そのものが廃止されることが決定されました。職員厚遇

のシンボル的な互助会が廃止されたことは大きな意味を持つもので、長い戦いの終止符が打

たれようとしています。

互助会はどのような事業を行っていたのか
・給付事業 H16 年度決算（単位百万円）

給付内容 金額 給付額

退会給付金（平

均）

（最高）

６３６万円（和泉

市）

971 万円（和泉

市）

19,697

入院費補助金 ２千円／日 242

人間ドック補助

金

利用者負担の７

５％
184

休業補助金 給与月額の８０％ 48

傷害見舞金 ６０万円以内 14

死亡弔慰金 ５０万円 225

出産準備金 ５万円 97

結婚準備金 １０万円 93

入学祝い金 幼稚園 ２万円

小学校 ３万円

中学校 ４万円

高等学校 ５万円

305

成年祝い金 ６万円 182

在会慰労金 １０年 ２万円

２０年 ５万円

３０年 １０万円

479

結婚記念祝い金 １５年 ３万円

第 2 の退職金といわれるもの
各自治体の訴訟で違法との判
決。H17 年 11 月廃止

休業補助金、人間ドック
補助金等健康保険や厚生
会との給付のダブりあり

子供の祝い金や結婚祝い
金等民間では考えられな
い給付が存在

総じて民間の福利厚生に比べ格段手

厚い給付がなされており、地方自治

法の元気回復の趣旨からしても首を

かしげる給付が存在しました。

市の利益を顧

みず互助会と

合意したのは

許せん！

●退会給付金制度廃止による返還金と裁判で

認められた不当利得返還請求権は全く別物
返還金は退会給付金制度廃止に伴う清算金であり、市が当然

互助会から返還を受ける権利を持っているもので、それを

新たに発生した不当利得返還請求権に振りかえられるよう

な性格のものではありません。このような訴訟を起こして

いない自治体も和泉市と同じ返還を受けていることからも

明らかです。

●何故市長はこのような不当な合意をしたのか
市の利益を最優先に考えねばならない立場にある市長が、

合理的な理由もなくこのような合意をし、その結果市が本

来得られたはずの 1.5 億円の請求権を失うような行動は理

解出来ません。市長は私の一般質問で市長と互助会の評議員

の立場で苦渋の選択であったと答弁していますが、理由に

なりません。市長の立場と互助会の立場を同列に解し、互

助会の意向に沿ったこの合意充当は市長の職責を放棄する

に等しいものです。

●住民訴訟を起こしました（勝訴）
返還金の一部を不当利得請求権に充当した結果、充当した返

還金に相当する部分を請求する権利が今だ存在するとし

て、住民訴訟を起こしました。裁判所はこれを認め勝訴し

ました。しかしこの請求権も互助会の廃止に伴う清算金と

相殺し、勝訴しましたが請求権はチャラになりました。

オンブズ活動を振り返る ヤミ退職金の住民訴訟 （当時の記事から）
かつて府内自治体職員の福利厚生を担う大阪府市町村職員互助会がありました。この互助会は
職員の退職時に正規の退職金以外に最高1千万円のヤミ退職金を⽀給していました。この住⺠
訴訟はヤミ退職金の廃止を求めて、近隣自治体のオンブズマンと連携して起こした訴訟で、互
助会の廃止という大きな成果が実現しました。

＜これまでの経緯＞

●公金投入を見直す議員の会結成（H17.2）

大阪府市長会等へ互助会制度の廃止を要求。

●和泉市に互助会への支給を違法として住

民監査請求（H17.4）

議員から選出された監査委員は違法と認定。市

の OB から選出された監査委員は違法ではない

と判断。結局合意が出来ず監査結果出せず。

●住民訴訟（H17.7）

監査結果がでなかったので私が原告となり住民

訴訟を提訴しました。

●互助会退会給付金制度廃止（H17.１１）

職員厚遇の批判や各種住民訴訟を受けて互助会

は退会給付金制度を廃止しました。しかし裏話

があって、退会給付金の支給のために保有しな

ければならない準備金に対し、退職者に大盤振

る舞いをした結果保有している積立金が実に

1,000 億円も不足していた事実が明らかとな

り、最早この制度は破綻していたのです。職員

厚遇批判での制度廃止は互助会にとっては渡り

に船でした。

●積立金を返還（H17.12）

互助会は退会給付金制度の廃止により、その支

給のための積立金 700 億円を会員に 600 億

円、自治体に 100 億円返還しました。和泉市は

2.6 億円を受領しました。

しかし本来制度清算に伴う積立金の返還は出資

金ここで言えば自治体の補給金と会員の掛金の

比率で按分すべきところ、会員に掛金相当分と

してその殆どを返還したため、自治体にとって

不当に少ない返還となりました。退会給付金の

支出の為の積立金を会員に返還するのは、違法

と判断された退会給付金の前渡しであり違法で

あるとの判断も出ています。（高砂互助会裁

判・神戸地裁）

●退会給付金の支出は違法の判断

私の裁判で裁判所は退会給付金の為に互助会に

支出しているのは違法であるとして、互助会に

対し 1.5 億円の不当利得の返還を請求する権利

を認めました。（返して貰える権利を認めた）

●互助会が不当利得に先に貰った返還金を

充てると主張

裁判の終わり頃に、互助会は先に退会給付金制

度廃止に伴い返還した返還金 2.6 億円を、裁判

で認定された不当利得返還請求権 1.5 億円に充

当したいと言いだし、市長はそれに合意しまし

た。その結果損害が無くなったとして敗訴。

●1.5億円の不当利得返還はチャラに

何が問題

なのか？

ヤミ退職金事件とは


