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市民税５％減税条例可決
市長 公約に拘泥・
財政規律を軽視！
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昨年否決されました市民税 10％減税の条例改正を、
減税幅を 5％に引下げた条例改正の議案が提出され、
委員会・本会議とも可決し市民税 5％減税条例は成立
しました。
（各議員の賛否は左表の通りです）
市の説明では、今回再度提案した理由は、H23 年度決
算見込みで 5％減税に見合う財源が確保されたこと、
減税を行なっても H27 年度末基金残高が再生プラン
の目標をほぼ達成できる見通しがついたからです。
減税の内容は、均等割を 3000 円から 100 円に、所
得割を 6％から 5.85％に引き下げるもので、総額 4.4
億円の減税（25 年度のみ）となります。
しかし私はこの議案に反対しました。
その理由 1
H23 年度決算でたまたま 4.4 億円の財源が確保され
たからといって、それをこの減税に使わねばならない
理由はありません。現在自治体財政は国を筆頭に総じ
て厳しい状況にあり、1 円でも多くの税収を確保すべ
く頑張っています。収支に改善が見られたなら多額の
投資が必要な将来に備え、基金に積み立てるべきで
す。それを余ったからすぐ使うなど賢者のやるべきこ
とではありません。
その理由 2
減税しても再生プランの基金残高が確保できるとし
ていますが、数十億が必要な庁舎や病院の建て替えは
再生プランに含まれていません。これらの建替え費用
はそのほとんどが借金での対応となり、見かけの基金
残高に惑わされてはなりません。
その理由 3
今回の減税は一人月数百円に過ぎず、市民生活の支援
には程遠いもので、単なるバラマキに過ぎません。こ
の財源を使えば市内の中学校の全教室にクーラーの
設置が可能で、有効な使い道はいくらもあります。
その理由 4
今回の減税は市長公約を実現するためですが、公約は
あくまで市民生活の向上に役立って初めて公約であ
り、この減税は公約に値しません。市長の個人的な思
いに貴重な税金を使うべきではありません。
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大阪府内市町村「財政破綻度ランキング」
（平成 23 年度決算見込みから）
ところで和泉市は大丈夫なのでしょうか
その１。大阪府内全体では

左表の説明
●「財政破綻度」ランキング指数
政令指定都市を除く府内４１市町村を母集団とした偏差値。
総合的に見た財政状況の悪さを示す。独自の指標であくまで
目安です。平成23年度決算見込み(出所大阪府市町村課)に基
づく。
●実質収支比率
自治体財政の帳尻を示すもの。これがマイナスとなると赤字
団体となります。
一般的には、3～5％程度が望ましいとされています。
実質収支比率のマイナスが都道府県においては5％、市町村に
あっては20％以上になると地方債の発行が制限され、財政再
建準用団体となります。
●経常収支比率(%)
財政運営の健全性を測る指標で、70～80%が適正値と言われ
ています。100%を超えると危機的な状況で、この比率が高い
ほど、財政のやり繰りが苦しく、新たな事業を行なう余力が
ないことを示します。
●実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金等（※2）の、標準財政規模
（※1）に対する比率であり、この指標が18％を超えると起債
の許可が必要になり、25％を超えると一部の起債発行が制限
されます。
●将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に
対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能
性が高いかどうかを示す指標です

財政破綻度はあくまで相対的なレベルを表す物で、絶対的な
レベルを示す物ではありません。府内の自治体でかねてより
財政が厳しいと言われている各市は軒並み上位に入っていま
す。破綻度ランキング 10 位以内に堺以南の泉州の自治体が 6
つも入っており、順位もほぼ固定化しています。北高南低の
傾向が見られます。

その２。和泉市はどうか
和泉市は全体のランキングで 28 位と前年度の 12 位より大幅
に改善されました。いずれの指標も前年度より良くなってい
ます。但し個々に見ますと、自治体財政の帳尻を表す実質収
支比率は僅か 1.1％の黒字（額にして 3.5 億円）しかなく、
庁舎や病院の建替え等大規模投資が控えており、決して楽観
できるレベルではありません。経常収支比率についても
100％を僅かに切ったレベルで健全と言える 70～80％には
ほど遠いレベルです。

その３．全国で見ればどうなるか
全国
全国
その４．市民税の減

全国 1750 市町村の中での大阪府内自
治体の財政破綻度のレベルを見ます
と、破綻度上位 100 位以内に 6 市も入
っていることです。
（破綻度 1 位は北海
道夕張市、
2 位は青森県鰺ケ沢町です。
）
尚財政指標の項目が一部違いますの
で、順位は若干異なります。
（H22 年度
決算ベース）和泉市はほぼ中位のレベ
ルにあります。

自治体財政の足を引っ張る病院の状況は？
府内の自治体の病院の決算状況は左図の通りで
す。殆どの自治体病院が赤字で、1000 億円を越
える多額の累積債務を抱え問題の深刻さが伺われ
ます。

和泉市立病院はどうか？

一般会計からの 10 億円を超える繰入が有りなが
ら、約 8 千万円の赤字です。累積債務は 90 億円
近くにも達し、普通の企業ではとっくに倒産して
います。
病院は経営改善に向けて、いろんな取組をしてい
ますが、経営形態を含め抜本的改革は道通しと言
わねばなりません。そのような中で近隣に大きな
総合病院があり、市立病院として存続しなければ
ならない理由はどこにあるのか考える時期に来て
いると思います。
関係者のご努力は十分承知していますが、経営形
態を含め厳しい判断が必要な時期はそう遠くない
と思います。

＜各指標の順位は健全の順位＞
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すテーマであり、来年に市長選を控えている中で、慎重

庁舎の建替え問題とは

な対応が必要です。

既に昌子の広場第130報で詳しく紹介していますが、庁舎

昌子の日記と予定

の建て替え計画の内容は以下の通りです。
現在市が最も有

10/1 あすの槇尾川を考える会
10/2 和泉中央駅会報配布
10/3 下水道協議、市政相談会
10/5 和泉中央駅会報配布
10/9 和泉市立病院あり方検討委員会傍聴
10/10 和泉中央駅会報配布、本会議
10/11 厚生文教委員会傍聴
10/12 都市環境委員会傍聴、下水道協議
10/13 久保惣美術館 30 周年記念レセプション
10/15 総務安全委員会
10/16 議会運営委員会
10/17 事務所運営委員会
10/18 ソロプチミスト大阪-南陵定例会
10/21 万葉講座現地見学会 敏馬～淡路島
10/22 和泉府中駅会報配布、一般質問
10/23 一般質問
10/24 和泉府中駅会報配布
10/25 北信太駅会報配布、本会議、下水道変更案の概要
説明会
10/26 北信太駅会報配布、都市再生整備計画事業評価委
員会傍聴
10/27 商工まつり、信太山に里山自然公園を求める連絡
会運営委員会
10/29 光明池駅会報配布

力としている建
替え案は、左の
現庁舎の場所に
新しく２棟の庁
舎を新築する左
の案です。しか
しこの案は大き
な問題を抱えて
います。現在の
庁舎の土地は約
7割が借地で、今
後６０年間この
庁舎を使用する
と借地料はなん
と４０億円にも
のぼります。こ
のような土地に庁舎を建て替えるのは大いに疑問です。
この建替え計画での事業費及び財源は次のように見積も
られています。

＜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 〒594-1155 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（全国万葉協会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
・104 回 11/10（土） 万葉の心
ちぎり絵講習会
・11 月 14 日（水） 13 から 16 時
・来年の干支己をつくりましょう
・講師西原志満子さん 参加費無料、要材料費
0725-53-3153 西原先生へ直接申し込み

総事業費は57億円。財源は基金から8億円、一般財源から
14億円、市債発行33億円となっています。市の財政に影
響は必至で、再生プランには織り込まれていません。現
庁舎の耐震化のためとは言え、市民の皆様にお聞きしま
すと、自分たちには何のメリットもないものに多額の税
金を使うことに大きな疑問を持たれています。耐震改修
で対応するかも含め検討が必要で、議会で特別委員会を

パソコン講座（参加費無料）

設置し審議することになりました。

・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
同じく
木曜 14 時～16 時

あわせて市立病院も同じ耐震化問題を抱え、建替えの話
が出ています。これは病院の存続問題とも関係があり、

市政相談会(第４水曜は年金相談会)
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
事前に御連絡下さい

これも特別委員会を設置して審議する事になりました。
いずれも市の財政と今後の市政運営に大きな影響を及ぼ
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