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和泉再生プランの後継計画和泉躍進プラン（
案）
が明らかに！

＜和泉躍進プランの位置づけ＞

将来にわたり持続的に発展する可能性を持った
まちづくりを実現するため、本プランを「和泉再
⽣プラン」の後継計画として位置づけるとともに、
「躍進のまちづくり」の実現に向けた「まちづく
り」、「財政健全化」、「組織・⼈づくり」を柱
とし、「再⽣」から「躍進」のまちをめざすとい
うものです。

＜計画策定の背景＞
● ⼈⼝減少社会に

これまでのまちづくりに伴い、市の⼈⼝は⼀定の増加を続
けてきましたが、⼈□減少社会の到来により、今後ゆるや
かな減少に向かうことが予想されています。さらに⼈⼝減
少以上に課題と考えられるのが、その世代構成の変化であ
って、７５歳以上の後期⾼齢者が⼤幅に増加する（平成27
年から37年の１０年間で約1.6倍）とともに１５歳から６
５歳未満の⽣産年齢⼈□の減少が⾒込まれ、これまでの⼈
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ロバランスが⼤きく変わ
ろうとしています。
今後、このように急速に
⾼齢化が進むことにより、
医療・福祉サービスなどに
対するニーズや社会保障
費の⼤幅な増⼤が⾒込ま
れることから、これらに対
応するための取り組みや
施策が求められます。
また、⽣産年齢⼈□の減
少についても、これを抑制
し、持続的に発展可能な
「躍進のまち」を実現するためには、教育、
出産・⼦育て⽀援施策なとの充実がたいへん
重要となってきます。
＜和泉市の⼈⼝動態＞
国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所より
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＜主要な取り組み、新たな財政需要＞

●⼩中⼀貫教育の推進
⻘葉はつが野⼩学校と南池⽥中学校の過⼤
規模化の解消と、義務教育９年間を⾒通した
⼩中⼀貫教育をより推進するため、はつが野
地区に施設⼀体型⼩中⼀貫校を整備する。
（H29年開校予定）
●（仮称）和泉総合スポーツセンター整備事業
市⺠の⼼⾝の健康保持・増進を図るため、元
⼤阪府⽴横⼭⾼校跡地を活⽤し、野球場、テ
ニスコート、サッカー場としての機能を備え
た多⽬的グラウンド等を段階的に整備する。
●新病院の建設
地域医療の中核病院として災害時にも機能
を発揮し、⼜良好な環境で療養できるように
するために、隣接する公園と⼀体となった市
⽴病院を⽬指し、平成30年をめどに新病院を
建設する。
●庁舎整備事業
防災拠点としての機能確保を図るため、耐震
性が確保できていない市庁舎について、現地
での建替えを基本とするが、和泉中央のUR
住宅展⽰場跡地への移転も検討の対象とす
る。⼜庁舎敷地の借地解消についても引き続
き取り組んでいく。
●⼩中学校・幼稚園空調設備整備事業
快適な学習環境を確保するため、⼩中学校の
うち1学年の普通科教室及び幼稚園に空調設
備を設置する。
●妊婦健康診査拡充事業
安全・安⼼な出産を⽀援するため、妊婦健康
診査に係わる助成額を拡充する。
●こども医療費助成拡充事業
⼦どもを安⼼して⽣み育てるため、⼦ども医
療費の通院助成を年次的に中学校3年⽣まで
拡充する。
●各種検診等助成事業
乳がん検診の無償化、ピロリ菌の早期発⾒、
幼児の⽔痘予防のためのワクチン接種の無
償化、⾼齢者の肺炎ワクチン接種事業を実施
し、その⼀部を対象に費⽤を助成する。
■主要事業費の合計（単位百万円）
整備費+事業費
23,240
公債費
7,063
総事業費
30,303
特定財源
15,654
⼀般財源
14,649
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●財政状況
類似団体に⽐
べ⼤きく劣る

類似団体

和泉市

和泉市には⼤企業が少なく、安定した法⼈税
収が⾒込めないことから税財源が脆弱で、地
⽅交付税をはじめとした依存財源に頼った
財政構造となっており、加えて少⼦⾼齢化に
伴う社会保障費の増加など、経常的な歳出は
今後も増加し、加えて、⼩中学校や道路、庁
舎をはじめとする公共施設の⽼朽化も進ん
でおり、今後、建替えや⻑寿命化を図るため
の改修など、臨時的な歳出も⾒込まれます。
また、歳⼊については、市税や使⽤料⼿数
料、基⾦繰⼊⾦をはじめとする⾃主財源の占
める割合が歳⼊の50％未満であるのに対し、
地⽅交付税や国・府⽀出⾦等の依存財源が
50%を超えるなど、今後も厳しい財政伏況が
続く状況となっています。
こうしたことから、⾜腰の強い安定した財
政基盤の確⽴に向けた、より⼀層の財政健全
化の取り組みが重要となっています。

＜躍進プランの効果＞

躍進プランの効果額はH27〜H36年の累計で82.2億円

＜主要施策＞カッコ内は累計効果（単位百万円）
●歳⼊の確保：使⽤料・⼿数料の⾒直し（393）、ふる
さと元気基⾦の弾⼒運⽤（280）
●⼈件費の削減：初任給⽔準の⾒直し（570）、給与の
減額（137）、職員厚⽣会補助⾦の⾒直し（45）
●普通建設事業費の抑制：⼯期短縮、PFI導⼊等建設コ
スト縮減⼿法の検討（450）
●扶助費の⾒直し：敬⽼祝い⾦の⾒直し（650）、障が
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い者給付⾦の廃⽌（710）
●経常経費の⾒直し：経常物件費の⾒直し（867）、⺠
間保育所運営補助⾦の⾒直し（280）、PPS（特定規
模電気事業者）等の導⼊（200）
●公共施設のあり⽅検討：公⽴保育園のあり⽅の⾒直
し（2446）、未利⽤地の売却（334）、公⽴幼稚園
のあり⽅の検討（219） 等
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総務安全委員会で静岡市を視察
H27.5.13⽇総務安全委員会の視察で 1⽇⽬はオフロ
ードバイク隊について静岡市を訪問しました。
オフロードバイク隊の発⾜経緯はH７年1⽉の阪神・淡
路⼤震災に際し、職員安本さんが市からの命令を受け、
テント・⾷糧持参で主に須磨区、⻑⽥区で半年間活動し
たことが契機となっています。電気・電話が使えない中
で市⺠からの情報に頼るだけでなく、正確な情報を市と
して積極的に集める必要性を痛感され、静岡市の職員の
８割がバイク・⾃転⾞で通勤していることに着⽬し、不
整備の道路や1ｍ程度の狭い道路でも通⾏が可能なオフ
ロードバイク隊の創設を提案され、Ｈ８年4⽉に発⾜しま
した。隊員は現在34名（内⼥性1⼈）。平均年齢は４５歳
で志願制です。発⾜当初予算は1000万円でバイク20台と
制服を購⼊。その後トランスポートトラック（総重量8ト
ン）を1000万円で購⼊し、そのトラック内では⾷事も作
れ、通信もでき、対策本部もできるそうです。現在保有
するバイクはオフロードバイク（225cc）３４台、トライ
アルバイク（220cc）6台の計40台です。
東北の⼤震災時には燃料300ℓを持ち、バイク４台で⽀
援にいかれたそうです。
オフロードバイク隊は静岡市の防災体制・組織の中に
きちんと位置付けされていますが、基本的にはボランテ
ィア活動なので、⽇ごろの訓練は主に⼟、⽇に⾏い、Ｈ8
年からはヤマハのCSR(企業の社会的貢献)で無料の操縦
訓練を実施してもらっているとのことでした。
災害出動実績は以下の通りです。
1) Ｈ13.4.3（⽔） 静岡市⼭間部を震源とする震度5強
の地震
2）Ｈ15.7.3(⽊・深夜)〜(⾦・未明) 1時間に112ミリ
の記録的集中豪⾬被害
3) Ｈ21.8.11(⽕)５時7分 駿河湾を震源とする震度5
強の地震
4）Ｈ22.2.28(⽇) チリ地震に伴う遠地津波警報対策
5）Ｈ23.3.11(⾦) 東⽇本⼤震災に伴う津波警報対策
6）Ｈ23.3.15〜5.16 東⽇本⼤震災に伴う津波警報対
応
7）Ｈ23.8.1(⽉) 駿河湾を震源とする震度5弱の地震
8) Ｈ26.10,13(⽉)〜14（⽕）台⾵19号対応
9）Ｈ27.3.19(⽊)〜20（⾦） 葵区平野⼟砂災害対応
しかしこれだけの実績があっても志願による参加なので、
なり⼿の減少が課題とのことです。
最後にお話しいただいたことは「訓練で出来ないことは、
本番では出来ない！！」ということです。
話の中でたびたび静岡市は東海地震の対応を昔から考
えざるを得なかったからという⾔葉がありましたが、実
際に年間5回の⼤規模な訓練を⾏っておられる実績は、い
ざというときにはおおいに⼒を発揮すると感じました。
静岡市の災害に対する職員さんの認識と⾏動への備え
を伺った後、改めて和泉市の危機管理対応が机上の空論
とならないように地道に実践を重ねていく必要性を再認

4/4

識いたしました。

昌子の日記＆予定
6/3 議会運営委員会傍聴
6/4 和泉中央駅会報配布
6/5 庁舎整備特別委員会
6/8 光明池駅会報配布
6/10 和泉中央駅会報配布、本会議、北部リージョン
センター内覧会
6/11 和泉中央駅会報配布、厚⽣⽂教委員会傍聴
6/12 都市環境委員会傍聴
6/14 児童発達⽀援センター（いずみはつが野園）、
はつが野国際保育園内覧会、和泉ひかり保育園竣
⼯式
6/15 総務安全委員会
6/16 和泉中央駅会報配布、議会運営委員会傍聴
6/17 信太⼭駅会報配布
6/18 ソロプチミスト⼤阪-南陵定例会
6/20 男⼥共同参画週間事業
6/22 和泉府中駅会報配布、⼀般質問
6/23 北信太駅会報配布、⼀般質問
6/24 ⼀般質問
6/25 和泉府中駅会報配布、本会議
6/26 和泉中央駅会報配布、地域活性化フォーラム
6/27 改正介護保険講演会
6/29 和泉中央駅会報配布
6/30 マイナンバー勉強会

＜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（全国万葉協会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
・127 回 済
・128 回（7/11 土） 万葉の贈り物
・129 回（9/12 土） 男も女も人生いろいろ

パソコン講座
・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

