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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（Fax) 0725-54-2626 

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 

yahooの小林昌子で検索出来ます 
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議会改革検討会議を設置 

連合町会より申し入れ 
・議員定数２６から２０に 
・議員報酬、政務調査費の大幅削減 
・３月中に回答 
・満足な回答無きときは条例制定の直

接請求も辞せず 

議長回答 
会派代表者会議で数次の協議の結果 
・議会改革検討会議を設置 
・議員定数、議員報酬、政務調査費を

中心に真摯に検討 
・議員個人の問題で時間を要する 

私の見解 
・今回の申し入れは連合町会から出されたものですが、｢議員はなんの痛みも受けていない｣

との市民の議会に対する大方の意向を代弁したものと考えます。真摯に検討し早急に結論

を出すべきで、時間稼ぎは市民の不信を招くのみです。 
・議員定数の削減には反対（人口が増えつつある中で多様な意見を代弁する議員が必要） 
・報酬の削減には賛成（議員報酬５％削減、期末手当の特別加算２０％の廃止） 
・政務調査費の削減には反対（政務調査費の使い方を適正にすべき） 

泉州他市の状況 

泉州の他市と比較しても和

泉市が特に議員数や、報酬

が多いということはありませ

ん。政務調査費も領収書の

添付が義務づけられてお

り、透明性も一定担保されて

います。しかしながら市長や

職員の給与カットが行われ

る非常事態にあって、議員も

無関係ではおれません。 
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●議員が何故葬儀に参加？ 

地域の議員や懇意にしている議員が葬儀に参列する

のはともかく、全く面識の無い議員が葬儀に参列さ

れて違和感を持たれた方はおられませんか。どうし

て葬儀の日や場所が分かったのか、何の為の参列か

疑問を持たれた方も多いと思います。 

市に火葬の届けをするときに市民課の担当者が葬儀

の情報を公開することを認めるか否かを聞かれませ

んでしたか。公開に合意した人の葬儀情報は議会事

務局が市民課で情報を得て、それが議員等にFAXで

通知される仕組みが出来ています。 

（私はこれに疑問に持って、市の関係者以外の訃報

の受取を辞退しています。） 

●このことは個人情報保護に違反しないの？ 

和泉市には個人情報保護条例が制定されています。

それには収集した個人情報は収集した目的以外には

利用できない事になっています。今回の場合は火葬

の手続きが収集の目的です。議員への訃報提供はこ

の目的に当たらないため、目的外利用で許されてい

ません。 

但し目的外利用が出来る条件があって、今回の場合

は本人の同意があること、目的外で利用しても利用

された個人に特別の不利益は無いとの事でこれが許

されています。ところが本人の同意といっても本人

は亡くなって同意できる筈もなく、不利益は無いと

言っても死亡情報がどんな形で（例えば遺産相続な

どで）出てくるかも知れません。 

●目的外で利用するにはその目的に相当の理

由が無ければなりません 
内閣府の HP に個人情報の目的外利用で次のように

言っています。 

個人の権利利益を不当に損なわない範囲で、国民

負担の軽減、行政サービスの向上、行政運営の効

率化等を図る観点から、他の行政の遂行のために

有効利用を図ることも必要です。また、本人の利益

や社会公共の利益のために、保有個人情報の利

用目的以外に利用・提供することが要請される場

合もあります。保護法では、このような場合には、

個人の権利利益の保護の必要性と個人情報を利

用することの有用性を比較衡量し、例外的に利用

目的以外の利用・提供を行うことができる。 

即ち目的外で利用するにはそれ相当の理由が無けれ

ばならず、議員の葬儀参列の為は相当の理由とはな

り得ません 

●議員への訃報提供は役所の仕事なの 

個人情報保護上も問題ですが、これを考えないで

も議員への訃報提供は役所の仕事なのでしょうか。

和泉市は現在財政健全化計画を実行中で、事務事

業の見直しを積極的に進めなければならない時で

す。この様なときに議員の個人的な都合のために

役所の人の手間と通信費を使うことが許されるの

でしょうか。 

金額は少ないかも知れませんが“千畳 の堤も蟻の

ひと穴から”の例えもあります。小さな事からで

も改革していくことが必要と考えます。 

地方自治法では 

地方自治法第2条第14項で ｢地方公共団体は、

その事務を処理するに当たっては、住民の福祉

の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにしなければならない｣  

とされており、この様な効果の無い仕事は行えな

いことになっています。 

●他の市町村ではどうなっているの？ 

他の市の議員に意見を聞いてみました。 

厳しい指摘を頂いた意見を数点紹介します。 

＜N市＞ 

住民の訃報ファックスを議員に送ってくるとは！

びっくり仰天ですね。 

当市では議員への訃報通知は自治功労者と元議員、

部長級職員親族など、ファックスで会派代表者に議

会事務局からお知らせが来ます。 

＜O市＞ 

当議会では、市民の死亡情報は流されません。 

議員規約にある範囲「現・元議員、課長職以上の

職員」の通知だけです。市民情報を伝えるところが

あるのですか・・・マメですね。 

＜K町＞ 

すごいですね！やっぱり、いろんな自治体がある

ものですね

え！ 

当町のような、

田舎町でも、

これはありま

せん。 

議員に連絡が

来るのは、町

有功者（３期

以上した元議

員・町３役な

ど）のみです。 

必要なのか議員への訃報提供
   市民が住民監査請求 

個人情報保護条例を国に先

駆けて作っておきながら、お

膝元の議会でこの様な事が

行われているのは極めて遺

憾です。情報公開や民主的

な議会運営など透明性のあ

る進んだ点が多くある反面、

この様な前時代的な事も残

っているのが和泉市です。 
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大阪府の HP に和泉市の財政比較分析表が公開されま

した。 

これは全国の全ての自治体について 

財政の健全化を推進していくために、他団体と比較可

能な指標をもって住民等に分かりやすく情報を開示す

ることによって財政運営上の課題をより明確にする為、

類似団体間で主要財政指標の比較分析を行う目的で作

成されたもので、レーダーチャートで表すと右図のよ

うになります。 

類似団体の平均を１００として表したもので、和泉市

は財政力や財政構造の弾力性などで平均を下回ってい

ることが分かります。 

 

 

 

類似団体 32団体と比較した表が上です。（平成 16年度決算ベース） 
最大/最小は絶対値の最大/最小ではなく健全度の最大/最小です。 
勧奨退職制度の実施により、職員数は他団体に比べ適正？（低い）となっていますが、その他の財政構造に属する指

数は何れも29位、31位等低位に位置しています。和泉市の財政は同様他市に比べ健全度が良いとは言えません。

財政一口メモ（財政用語） 
＜財政力指数＞ 
地方公共団体の財政上の能力を示す

指数であり普通交付税の基準財政収入

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。 

＜経常収支比率＞ 
人件費、扶助費、公債費等の経常的な

経費に充当された一般財源の地方税等

の経常的な一般財源収入に占める割

合。この比率が低いほど弾力的な財政

運営が行える団体であるといえる。 

＜起債制限比率＞ 

公債費から交付税措置された額を控除

した額の標準財政規模に占める割合。

地方債償還額の負担の程度を図る指

標として用いられるものであり、この比

率が一定限度を超えると起債の許可が

制限される。 

和泉市の平成元年からの貯金（基金残高）と借金（地方債残高）の

推移を示したものが下のグラフです。 
借金は H10 年から H14 年にかけて実施した和泉シティープラザの
建設で多額の市債（114億円）を発行した事が影響して、増加を続
けていましたが最近になって漸く増加に歯止めがかかりました。 
一方貯金は H10年をピークに急激に減少に転じ、財政健全化計画を
実施中にも拘わらず、低下に歯止めがかかりません。H18年予算で
は 20億円しかなく、今後厳しい予算編成が予想されます。 
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昌子の広場第56報記事｢市民の投
書｣について、市関連部局から 
●情報政策課より 

｢予算が無く、全員に渡らず、個人のパソコンを利用し

ていると平然と答えていたとの答弁は行っていない｣ 

小林が議事録等で確認したところ、この発言は議員の

質問での発言でしたので訂正させて頂きます。 

●生涯学習センターより 

和泉シティーホールの照明灯の節約等について 

｢地下駐車場は蛍光灯の半数を間引きしている。今回照

度測定の結果JIS規格の照度基準は満足している。 

エスカレーターは午前8時30分から午後8時30分

迄に運行を押さえている。5 分間利用者が無いときは

自動的に停止する。｣の補足説明がありました。 

 

平成16年度政務調査費支出報告 
●政務調査費の収支を報告いたします 

 

昨年度の政務調査

費の収支を報告し

ます。 

明細は私のHP に

掲載しています。 

尚支出には領収書

の添付が義務づけ

られています。役

所で全議員の閲覧

が可能です。 

 

昌子の広場 

●ホームレスの方への衣料提供について 

提供先の NPO が衣類の置き場不足で受け入れが出来

ませんので、当分の間中止しています。又受け入れが

再開しましたら、お願いいたします。 

 

●昌子の日記 

4/1 脱ダムネット 4周年記念シンポジウム 
4/2 信太山丘陵の自然を考える会総会 
4/3 私たちの憲法キャラバン準備会 
4/4 和泉中央駅会報配布、議会改革検討会議 
4/6 和泉中央駅会報配布、石尾中学校入学式  
4/7 和泉中央駅会報配布、緑ヶ丘小学校入学式 
4/8 万葉の会 

4/9 大阪府内里山一斉調査（松尾寺） 
4/10 北松尾幼稚園入園式 
4/11 議会便り編集委員会 
4/12 市政相談会 
4/13 信太山駅会報配布、近畿市民派議員学習交流会準

備会、連合婦人会総会 
4/14 和泉中央駅会報配布 
4/15 短歌の会 
4/16 緑ヶ丘自治会総会、身体障害者福祉総会、 

和泉市手をつなぐ親の会総会 
4/17 和泉府中駅会報配布、じゃんけんポン総会、 

豊中市長選挙応援 
4/18 北信太駅会報配布 
4/19 和泉中央駅会報配布、近畿市民派議員学習交流会 
4/20 光明池駅会報配布、ソロプチ定例会 
4/21 ｢鷹巣町その後｣ビデを鑑賞会 in阪南市、 

洋ランの会 
4/22 アンチエイジング 2006 フォーラム｢紫外線暴露

ビフォー・アフター｣ 
4/23 社協校区ネットワーク推進委員会、市障連勉強会 
4/24 大阪自然保全協会、いずみ 100人委員会総会 
4/25 和泉中央駅会報配布 
4/26 和泉府中駅会報配布、議会改革検討会議、 

会派代表者会議、市政相談会 
4/27 光明池駅会報配布、ワンステップ例会、 

いきいきサロン会議 
4/28 ｢鷹巣町その後｣ビデオ鑑賞会＆フリートーキン

グ in阪南市 
4/30 槇尾川ダム定例会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
金額（円）

／年 

収入(政務調査費） 840,000  

研究研修費 291,228  

広報費 556,092  

資料購入費 17,350  

資料作成費 4,381  

事務所費 1,022,160  

調査旅費 1,000  

支出 

  

  

  

  

  

  計 1,892,211  

 差引   -1,052,211  
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 緑ヶ丘１－３－１５） 

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて） 
・講師 大高勇さん（犬養万葉顕彰会会員） 

 参加費１，３００円（３回分） 

・４１回 3/11（土） 済み 

・４２回 4/8（土） 済み 

・４３回 5/14（日）万葉バスツアー（現地散策） 

古代びとの歌ごころの原郷を訪ねて 

初瀬・朝倉～宇陀 

ちぎり絵 
・講師 西原志満子さん 

・５月１０日（水）13時～16時 

・材料費実費 参加費無料 

パソコン講座（参加費無料）  
・毎週 火、木曜日 １４時から約２時間 

・初めて来られる方はご連絡下さい 

市政相談会 
・第２、４水曜日 ２０：～２１：３０ 


