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町会館助成金不正請求に関する監査結果出る。請求棄却の判断
町会館の建設に関わる助成金の不正請求について住
民監査請求をしていましたが監査結果が 2 月 17 日
に送達されました。監査結果は請求棄却の判断です。

自治体監査制度の限界
監査委員は監査の過程で私たちの請求の理由をある
程度認めているものの、結果は措置の必要を認めな
いとの判断です。地方自治体の監査制度の限界を感
じざるを得ません。必要な対応を検討したいと思い
ます。
以下は監査請求を行った個別の案件についての監査
結果とその評価です。

＜大野町会の不正請求の件＞
詐欺罪にも当たる水増し請求を行い、不正が発覚し
なければ自らの負担なしで会館を建設しようとした
市民を愚弄する悪質な事案であり、発覚した後不正
分を返還すればそれで済むとは社会通念上も許され
るものではありません。また不正分は返還されてい
るので市に損害は無いと判断していますが、全額の
返還が実現できればその分で新たな会館建設に補助
できるわけで、損害が無いとは言えません。

＜北田中町に関する件＞
町会館入り口の段差解消の工事に助成金を支給した
事件で、段差解消等のバリアフリー関連工事はもと
もとこの助成金の対象外であったため、要綱を改正
し対応しようとしたが、その要綱の発効前にフライ
ングして助成したものです。更にこの町会は以前に
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もこの助成金を受けており、再度の助成には 5 年間
の期間が必要とされているのに 2 年未満で助成した
要綱違反があります。
これらの事情を熟知していたにも関わらず、市がこ
の助成を認めたもので市のコンプライアンスが問わ
れる案件です。

＜若樫町、黒鳥第１町会の件＞
町会館の建設と称してダンジリ倉庫を建設し、それ
に助成金を受けた事件で、市内に多くのダンジリ収
納庫がありますが、何れも自費で建設しており、許
されるものではありません。この件は毎日新聞でも
大きく報道されました。
監査結果では
「補助金の交付には市民からの税金も原資となって
おり、透明性を重視した運用が期待されていること
などから、同条文は限定的に解釈すべきであると考
えられる。 とすれば、同条にいう「町民の集会及
び会議等に使用するための建物」という文言からは、
コミュニティ活動の活発化が期待されるダンジリを
収納するための施設を含むという解釈を読み取るこ
とは困難であり、要綱第１条に規定する助成の目的
の趣旨と合致することから補助対象になりうるとい
う判断は、無理な拡大解釈であるというそしりを免
れ得ないところであり」
としながら、
「しかしながら、黒鳥第一町会においては、現に町
会等の集会機能も有する施設の整備に助成金が充当
されていること、また、若樫町会においては、ダン
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ジリのほか、諸々の備品類が収納されている施設の整備に
助成金が充当されていること等、交付された助成金が、地
域住民のコミュニティ活動の促進及び福祉の増進に有効
又は適切に使用されたということも否定し得ないもので
あり、これらについて、助成金を交付することも公益上の
必要がないとまではいえないものである。」
と判断していますが到底認められません。
黒鳥第一町会については、
右の写真を見てもおわか
りのようにこの建物はま
さしくダンジリ倉庫であ
り、３階に集会所を設け
ていますが、到底町会館
と評価される建物ではあ
りません。町会館は町内
の高齢者も含め多くの方
が利用する施設であり、
バリアフリー対策も含め
誰でも容易に使用できる
ものでなければなりませ
ん。しかしこの施設の集会場は３階にあり、狭隘な階段を
登ってやっとたどり着ける場所が会館に相応しい場所と
は到底考えられません。もし火災でも起きたときには適切
な非難場所は無く袋小路で大災害になる危険性もありま
す。事実この建物にはダンジリ倉庫の大きな看板が掲げら
れていますが、会館の表示はありませんし（最近小さな看
板が設置されたようです）、入り口は黒の鉄製扉で会館の
玄関としては相応しくない構造です。この集会場はダンジ
リ倉庫の付属施設として設置されたとしか考えられませ
ん。
若樫町については、毎日新聞の報道によれば、当初倉庫と
して建設したがその後ダンジリ倉庫に変更したと当時の
会長が言っています。申請書類には「会館の狭隘化による
備品等収納倉庫増築」となっており、これをそのまま解釈
すれば途中で用途を変更したことになります。ダンジリ倉
庫への用途変更は目的外使用に当たり、要綱違反は明らか
であります。ダンジリ倉庫が助成の対象外であることは衆
知の事実であり、そのため市内多くのダンジリ倉庫は自前
の資金のみで建設されています。本件の助成金の交付はそ
の点で公正・平等性の点で公益性に反し違法と考えられま
す。
何れの事案にも共通することですが、公益性に反する手段
で助成を受けた違法性は、これらの助成が仮に地域住民の
コミュニティ活動の促進及び福祉の増進に寄与している
としても、違法性がなくなるものではありません。

昌子の日記

2/4 和泉中央駅会報配布、泉北環境予算説明会
2/5 和泉中央駅会報配布、松尾山最終処理場見学、ソロ
プチ合同委員会、社会教育委員会傍聴
2/6 議会改革検討会議、光明池勉強会
2/7 光明池生きもの調査、食教育講演会
2/8 大阪市仕分け事業傍聴
2/9 和泉 100 人委員会、槇尾川ダム臨時会合
2/10 自治基本条例策定委員会傍聴、大阪府地球環境防止
活動推進員研修会
2/12 信太山駅会報配布、議運傍聴、病院経営監視委員会
傍聴、女と男のフォーラム「米良美一」講演会
2/13 和泉中央駅会報配布、泉州東部農用地見学
2/15 ウインナークラブ 20 周年の集い
2/16 和泉府中駅会報配布、ごみ学習会、憲法キャラバン
打合せ
2/17 和泉中央駅会報配布、予算事前説明
2/18 臨時議会、介護保険勉強会
2/19 和泉中央駅会報配布、ソロプチ定例会
2/20 泉北環境施設整備組合第 1 回定例会
2/21 ソロプチバザー準備
2/22 ソロプチバザー
2/23 信太の森ファンクラブ懇談
2/24 和泉中央駅会報配布、情報公開について
2/25 和泉府中駅会報配布、幼児教育振興審議会傍聴,性
感染症講演会打合せ
2/26 北信太会報配布、槇尾川ダム大阪府との話し合い
2/27 本会議、自治体財政セミナー、石尾っ子の会、

＜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）
・会費１，０００円（3 か月分） 14-16 時
・70 回 3/14(土) 万葉のこころ
〜今日に生きる心の豊かさ〜
・７１回 4/11(土) 万葉の旅(1)
万葉の舞台飛鳥・藤原京
・７２回 5/10(日) 万葉バスツアー
袖吹き返す飛鳥古京を訪ねて
＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞

ちぎり絵
・講師 西原志満子さん
・３月１１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）

2/1 川の全国シンポジウム報告書発送
2/2 槇尾川ダム定例会
2/3 和泉中央駅会報配布

・第 2、第 4 週の火曜、木曜
いずれも 10 時〜12 時と 14 時〜16 時
4/4

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：００〜２１：３０
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公立病院改革プランが明らかになりました
＜収支計画＞

（単位百万円

一般会計から４５億
円強の特別支援

公立病院特例債とは？

累積債務のピークは
H22 年の９５億円

H20 年に 20 億円弱
の病院特例債を発効

左表の改革プランは今回発行する公立病院特例債(*)の最終償還年度の
H27 年迄の計画です。
(*)平成１５年度以降の医師不足の深刻化等により、新たに発生した不
良債務等を長期債務に振り替え、その計画的な解消を図ることがで
きるよう、平成２０年度に限り、発行できることとする特別債で、
償還期間はおおむね７年以内を基準とし、利払い額については、特
別交付税措置の対象となる。
府内で発行する病院は 5 病院で総額 90 億円となっています。何れも
経営は厳しいが改革の実施で収益改善が見込まれる病院に対し発行が
許されるもので、借金であることには変わりはありません。

他会計からの繰入は
10 年間で 100 億超

改革プランのポイント
改革プランのポイントは
●一般会計からの繰入に依存
H18 年から 10 年間で 100 億円を超える繰入が前提の収支計画と
なっており、この中に H23 年以降、従来ルール以外に特別に 50
億円の経営支援を折り込んだ計画となっています。
●累積債務がピークで 100 億円近くに
病院改革を行ってもなお H22 年には 100 億円近くの累積債務が
残り、計画通り改革が進展しなければ大変な事態となります
●絵に描いた餅にならぬか経営指標改善
病院の改革が叫ばれて数年になるが、H18 年度から見ても各種の
経営指標は悪化を続けており、これが H20 年以降全ての指標で改
善されるとの見通しにどの程度の確度があるか
●病院特例債の発行
不良債務比率が基準を大幅に超過し、このままでは早期健全化団
体となるため、これを回避するのに H20 年度に限り発行出来るも
のです。しかし借金に変わりはありませんので、一次的な痛み止
めにしか過ぎません。
●本体が持ちこたえられるか
巨額の累積債務を抱え、改革が進まない時は和泉市本体に重大な
影響が及ぶ危険性を持っています。病院事業管理者以下一同不退
転の決意が必要なのは勿論、議会の責務も決して少なくはありま
せん。

改革の中味は？
●民間的経営手法の導入
経営コンサルタントの導入等により、診療材料
の価格交渉業務の実施。医師の給与体系の変更
（年俸化等）の検討
●事業規模・形態の見直し
病棟の閉鎖等による適正規模の実現。近隣病院
とのネットワーク化等により適正病床数の検討
●経費節減
正職員の削減（非常勤職員化）
、職員の基本給や
管理職手当や管理職報酬のカット。委託職員の
削減。早期勧奨退職を実施
●収入増対策
医師確保により、夜間診療、総合内科や消化器
内科外来診療の増強。他病院より優れている診
療科を中心に特化し診療強化を図る
●再編ネットワーク
泉大津市立病院との婦人科・産科の分担化や、
近隣病院と協力し、再編ネットワーク化の検討
体制を整備し、明確な方向性の策定を行う
●経営形態の見直し
現状公営企業法全部適用での問題を整理し、独
立行政法人化や指定管理者制度への移行可否を
含め検討する

上の表が各市の病院の特例債発行の内容ですが、和泉市立病院は黒
字化目標年次が最も遅く、それを実現するための経営指標を見る
と、大きく見劣りがします。近隣の泉大津市立病院と比較しますと、
その差は明らかで、三つの指標とも平成 23 年の改善後目標でみて
も泉大津市立病院の現状と同じか、病床利用率に至っては大きく劣
っている状態です。
如何に病院の再建が厳しいかこの数字が如実に示しています。

