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平成２６年度予算案が提示されました
一般会計は前年度に比べ約６％増の拡大予算です

平成 26 年度予算が提示されまし
た。総額で 1096 億円、一般会計
は 618 億円で前年度に比べ約
6％の増と過去最大の規模とな
っています。景気回復、消費税Ｕ
ｐの影響で税収 10 億円増を見込
んでおり、これが予算規模を膨ら
ませています。歳入の増にも拘わ
らず、将来に備えての積立金は前
年度に比べて半額の１億円にと
どまっています。小中一貫校建
設、スポーツ施設等の建設事業費
が前年度に比べ２倍強に膨らん
でいます。
市の財政を月 30 万円の家計に例
えますと、一ヶ月の収入 30 万円
のうち、自分で稼いだ給与は 12
万円弱（総収入の 39.6%）しか
なく、残りの 18 万１千円（約
60%）は、親からの仕送りと借
金に頼っています。一方支出につ
いては食費や光熱水費、子供の学
費や仕送りに 17 万 2 千円、借金
の返済に２万 8 千円かかってお
り、普段の生活費として 21 万円
かかっていることになります。
つまり自分で稼いだお金 11 万 9
千円よりも普段の生活費が 9 万
1 千円多いと言うことになり、足
りない分は親からの仕送りと借
金で賄っているとても厳しい状
況にあります。
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平成２６年度の重点事業について

②外来診療科目は現状通り
③診察日・受付時間は当面現状通りとし、将来的に

平成２６年度重点事業は

小中一貫校の新設

市民や患者のニーズを踏まえ拡充する
④病棟編成 現状７病棟を継続し、７対１の看護基

1415百万円

準を継続する

平成29年4月開校を目指し、はつが野地区に施設一体
型の小中一貫校を整備

待機児童解消への取組
総合スポーツセンターの整備

①民間保育園（たつのおか保育園）開園

３８５百万円

１８６百万円
公立保育園2園を廃園し、平成26年4月開園する
定員150人の民間総合保育園に運営補助を行う
②民間保育園（（仮称はつが野保育園）創設
１９９百万円
はつが野地区に平成27年4月開園予定の民間総合
保育園への整備補助
③公立保育園での待機児童解消 ５４百万円
入園希望の多い公立保育園に対して、臨時保育士
を増員するなど保育士・臨時保育士を計画的に配
置し、待機児童の解消に取り組む

スポーツ施設の更なる充実をめざしたインフラ整備

④私立幼稚園預かり保育への運営補助 ２９百万円

として、南部地域の旧横山高校跡地に野球場、テニス

預かり保育を実施している園への運営補助

コート、サッカー場としての機能を備えた多目的グラ
ウンドなどを整備

その他の重点事業
①留守家庭児童会開設時間の延長

市立病院指定管理者制度への移行
病院事業会計 ２６９４百万円

268百万円

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学校
１年生から３年生の児童を預かる留守家庭児童会

平成２６年度４月から病院運営を指定管理者制度に

の開設時間について

より医療法人徳洲会へ移行し、協力病院となる岸和

夏休みから以下の拡充を行う

田徳洲会病院と連携を図りながら、救急医療をはじ

平日 放課後から午後6時 →現行通り

め、更なる医療の充実とサービスの向上に努めると

土曜日 午前9時から午後5時→午前8時～午後6時

共に、平成30年をめどに、災害時にも機能を発揮で

三季休業（春、夏、冬休み） 午前9時から午後5

き、市民が誇りに思える新病院のオープンをめざす。

時半→午前8時から午後6時

●徳洲会の運営の基本的考え方

②妊婦健康診査公費助成の拡充

①徳洲会グループをあげて市立病院の運営を支援

133百万円

現行の公費助成61,790円を90,000円に拡充

し、現在の医療の質を確保しながら、更により向上

③肺ガン検診の拡充

させる

35百万年

肺ガンの早期発見・早期治療のために従来の集団検

②「がん治療」の充実を図ると共に、早期の救急再

診に加えて、特定健康診査と同時に検診が可能とす

会を目指す

る

③徳洲会の原点である「命だけは平等」の基本哲学

④消防指令センターのデジタル化

をかかげて医療に従事する

750百万円

消防無線について平成28年5月31日迄にデジタル

④地域の病院との連携を密にし、地域医療の向上に

化が義務づけられており、デジタル化と同時に消防

貢献する

救急指令システムを更新することにより、現場到着

●医療体制

までの時間短縮を図るなど消防・救急活動を強化

①病院名は「和泉市立病院」とし、変更しない
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大綱質疑を行いました

ビスの維持・向上に努めていく考えです。
また、事前に提供された課題に取り組むなど自身に

市長の市政運営方針に対し、大綱質疑を行いました。

よる事前研修を強化することで、円滑な業務遂行を

①和泉躍進プランについて

図りたいと考えています。

【質問】和泉再生プランの後継計画の和泉躍進プラ

【質問】今後の新規採用は

ンを前倒し策定する理由は、躍進プランのまちづく

【市長】新規職員の採用について、１００人を超え

りビジョンとは

る事務職への職種変更が明らかになった今、数年間

【市長】平成22年に｢和泉再生プラン」を策定し、

は事務職の採用を見送らざるを得ないとの見方もあ

その取り組みを進めているところでございますが、

りますが、事務職を一定期間採用しないことにより、

この間、
新病院の建設や市民グラウンドの移転整備、

職員の年齢構成に断層を生じるなど決して好ましい

施設一体型小中一貫校の建設等、市の発展につなが

ことではないと考えます。

る新たな事業の取り組みのほか、さらなる市民サー

今後の退職者数や年齢構成、人件費の推移などの状

ビスの向上と充実が求められるなど、本市の財政状

況を勘案したうえで、検討していきます。

況は、今後一層厳しさを増していくものと考えてお

④街づくりについて

ります。

【質問】公共施設白書策定の視点は

このような現状を踏まえ､将来的な収支見通しをし

【市長】
公共施設白書の内容につきましては、
今後、

っかりと見据え､健全な財政体質のもとで重点事業

市有施設の現状を把握し、必要な情報を整理した上

などを確実に実現するために、
１年前倒しにより
（仮

で作成してまいりたいと考えております。

称）和泉躍進プランの策定に取り組むものでござい

またその活用については、これをベースとして財政

ます。

面も勘案しながら研究してまいります。

次に、「まちづくりビジョン」については､今後､検

【質問】街づくりについて（幸王子地区の市営住宅）

討を進める第５次総合計画のなかで､具体的なイメ

【市長】
総合的なまちづくりの観点から再編を考え、

ージを示し、（仮称)和泉躍進プランにもビジョンの

余剰地をもとに民間資本の活用も視野に入れ、事業

実現に向けた取り組みを盛り込んでまいります。

手法を検討していきたいと考えています。

②和泉再生プランの職員の意識改革について

北信太駅線計画につきましては、駅前広場の確保や

【質問】職員の意識改革の取り組みの効果の検証は

エレベーターの設置検討、市営駐輪場の老朽化対策

【市長】和泉再生プランにおいて、職員研修の充実

などさまざまな課題がありまして、現在、これらの

や人事評価制度の導入などを取組項目に掲げ、職員

課題の整理について検討しているところです。

としての能力・資質の向上に資する研修の開催や､

【質問】和泉府中駅周辺の街づくりは

がんばる職員が報われ、モチベーションの維持・向

【答弁】この度の駅前再開発事業で公共施設の基盤

上につながるような人事評価制度の実施などに取り

整備も完了を迎えつつありますが、現在のところ、

組んでいるところです。

次期計画はございません。しかしながら、まちの景

私自身、この５年間、職員の意識改革に関するさま

観に関する規制については今後の研究課題と認識し

ざまな施策に取り組んできた中で、特に、人事評価

ています。

の導入や係長級昇任試験の実施などにより、職員の

【質問】市街化調整区域の街づくりの基本的考え方

意識は確実に変化してきていると実感しています。

は

継続して着実に取り組んでいくことで、大きな成果

【市長】既存集落の地域コミュニティの維持と活性

につながると考えています。

化を図るため、和泉市の土地利用計画の基本となり

③人材育成について

ます都市計画マスタープランなど都市計画と整合を

【質問】病院からの職種変更へのバックアップは

図るとともに、関係機関との協議、調整を図りなが

【市長】市立病院から事務職に職種変更となる職員

ら、新たな住民の受入を視野に入れた独自の開発許

に対しては、事務職として最低限必要な知識．能力

可制度作りを考えてまいります。

について集合研修を実施するとともに、各所属にお

⑤留守家庭児童会の今後のあり方について

いてＯＪＴ（ｵﾝｻﾞｼﾞｮﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）を行い、市民サー

【質問】午後７時までの開設の考えは
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【市長】開設時間の延長につきましては、今回、保

【市長】大阪府教育委員会において、被害者救済シ

護者ニーズの把握や要望また、保護者の就労状況な

ステムという児童・生徒が学校においてセクハラや

どを考えたとき、最優先の改善点として、土曜日と

体罰・いじめ等の被害にあった場合に、児童・生徒

三季休（夏休み・冬休み・春休み）の時間延長を実

の最善の利益に向けた支援活動を行うシステムがご

施することとして取り組んでまいりました。

ざいます。また、平成２５年９月施行のいじめ防止

次に午後７時までの時間延長については、課題とし

対策推進法に基づく附属機関の設置も視野に入れ、

て認識しておりますことから、次の課題としての取

本市の第三者機関の設置について引き続き研究して

り組みと考えており、まずは保護者のニーズ調査等

まいります。

を行ってまいりたいと考えております。
【質問】ＮＰＯや民間活力の導入は

昌子の日記＆予定

【市長】民間委託の質問だと理解しますが、本市で

3/3 和泉中央駅会報配布、都市環境委員会傍聴、あす
の槇尾川を考える会定例会
3/4 和泉中央駅会報配布、総務安全委員会傍聴
3/7 和泉中央駅会報配布、予算委員会傍聴
3/8 万葉講座
3/9 EM 農園総会
3/10 予算委員会傍聴
3/11 和泉府中駅会報配布、予算委員会傍聴
3/12 北信太駅会報配布、予算委員会傍聴
3/13 和泉中央駅会報配布、予算委員会傍聴
3/14 石尾中学校卒業式、認知症フォーラム
3/17 光明池駅会報配布、議運傍聴
3/18 和泉中央駅会報配布、緑ヶ丘小学校卒業式
3/19 和泉中央駅会報配布、北松尾幼稚園卒園式
3/20 信太山駅会報配布
3/22 たつのおか保育園開所式、いずみ子ども文楽
3/23 いずみ L フェスティバル
3/24-26 一般質問
3/27 本会議
3/28 広報広聴委員会

は今のところ検討しておりません。
大阪府内でも実施しているところがあると聞いてお
りますので、
まずはメリット・デメリットを調査し、
本市でも実施可能かどうか慎重な検討を行ってまい
ります。
⑥子育てと教育について
【質問】長野県上田市における学校給食の取組には
目を見張るものがあります。荒れた学校が給食の改
善により、健康は勿論校内が落ち着き、学力も向上
する効果が得られています。その内容は毎回の米飯、
肉を小魚に変更、添加物は極力減らす取組です。学
校給食の改善に取り組む考えについてお聞きします。
【市長】長野県上田市の事例をあげていただいてお
りますが、献立作成上の工夫・配慮点など和泉市が
行っている内容とほぼ同じものとなっており、和食
文化についても食育の観点から、積極的に情報発信
するとともに、米飯給食につては、現在、週３回を
実施しております。

＜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

⑦いじめ相談ホットラインについて
【質問】いじめ相談ホットラインが開設されたが､

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 緑ヶ丘１－３－１５）

周知の方法と利用状況は
【市長】周知につきましては、市のホームページや

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて）

各学校の学校だよりなどを通して、保護者、児童、

・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
・115 回
済み
・116 回（4/12 土） 紀へゆく道 まつちの小川
・117 回（5/11 日） バス散策 紀へゆく道
飛鳥～隅田町まつち～橋本
＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞

生徒に周知しております。教育相談全体では、平成
２６年１月末現在で、電話相談１１３件、来所相談
１２件、メール相談２件です
が、そのうち、いじめ相談ホットラインは平成２５
年１１月末に開設し、開設後の相談件数は２６年１
月末までで、電話相談３８件、来所相談７件、メ

パソコン講座（参加費無料）

ール相談２件となっております。

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

⑧オンブズパーソン制度について
【質問】オンブズンブズン制度(第三者機関)の研究

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０

状況は
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