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待望のホテル誕生へ いぶき野とあゆみ野の２箇所に

１

市は観光、ビジネス等で本市を訪れる⽅の宿泊施設
並びに市⺠及び事業者が利⽤する会議施設を確保
することにより、まちのにぎわいの創出及び都市機
能の充実を図り、もって市内経済の活性化及び市⺠
福祉の向上に資することを⽬的とするホテルやコ
ンベンションホール等の誘致の為の条例を制定し
ました。
●誘致条例の対象
100 室以上のホテル⼜は 30 室以上の施設。300 ㎡
以上の付属するコンベンションホール
●補助内容
①建設費補助⾦ 建設費⽤の 10％で最⼤ 1 億円
②新設したホテル・旅館の⼟地及び建物に係わる固
定資産税及び都市計画税を 5 年間免除
③⼟地を借地とするときは借地料の半額、最⼤年額
500 万円で 5 年間
④下⽔道使⽤料を最⼤ 500 万円、5 年間
■UR ⼟地分譲
前記誘致条例に対応する⽤地として
・いぶき野コープ和泉中央に隣接する 1652 ㎡①
・あゆみ野コストコホールセール横 12088 ㎡②
本年 1/7 に公募を締め切り、いぶき野に 3 件、あゆ
み野に１件の応募がありました。

２

その後の書類審査の結果、いぶき野①が株式会社さ
ぬきや（泉⼤津市我孫⼦）
、あゆみ野②がルートイン
開発株式会社（⻑野県上⽥市）が優先交渉権者とな
りました。
本年１⽉末に契約の予定で、
契約が成⽴すれば念願のホ
テル（旅館）が誕⽣します。
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全国市町村「財政破綻度ランキング」（平成 26 年度決算から）

左表の説明
●「財政破綻度」ランキング指数
1738の全国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。独⾃の指標でありあくまでも⽬安です。
平成26年度決算(出所総務省)に基づく。
●財政⼒指数
財政⼒指数とは、地⽅公共団体の財政⼒を⽰す指数で、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。財政⼒指数が⾼いほど⾃主財源の割合が⾼
く、財政⼒が強い団体ということになり、1を超える団体は、
普通地⽅交付税の交付を受けない。
●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の、標準財政規模に対す
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(地⽅債＋将来負担
－積⽴⾦)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
（財政⼒指数等の Rank は良い⽅からの順位です）

全国 1738 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ると、
破綻度上位 100 位以内に 6 ⾃治体も⼊
っており、その内和泉市周辺の⾃治体
が 5 つもあります。
（破綻度 1 位は北海
道⼣張市、2 位は泉佐野市です。
）対前
年度⽐較ではほとんど順位に変動はあ
りません。

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
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破綻度 Ranking で上位に⼊っています。泉佐野市の 2
位を始め破綻度ランキング上位に堺以南の泉州の⾃治体が多数⼊っており、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
和泉市は破綻度のランキングで 944 位と全国で平均より少し良いレベルです。個々に⾒ますと、財政⼒指数が
438 位、経常収⽀⽐率が 1685 位、実質公債⽐率が 443 位、将来負担⽐率が 723 位となっています。経常収
⽀⽐率が相対的に低位で、財政構造が硬直化している事を⽰します。

その３．今後の財政負担に耐えうるのか
今後市の財政に⼤きな影響を及ぼす、⼤規模投資が控えています。新病院の建設、⼩中⼀貫校の建設、市営住
宅の建設、庁舎の建設等々⽬⽩押しです。公共施設の⾒直しに早期に着⼿し、和泉躍進プランのもとに、財政
規律の確保を最優先に市政運営を図ることが必要です。

その４．前年度との比較
堺以南の⾃治体の破綻度ランキングの⽐較は上表の通りです。和泉市は破綻度が⼤きくなり若⼲悪化していま
すが、堺以南では良い⽅です。どの⾃治体も前年度と⼤きな変化はありません。最悪の泉佐野市と最良の⽥尻
町が堺以南に共存しています。
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マイナンバーの通知が届きました。
個人番号カードの申請は慎重に！
マイナンバーは住⺠登録があるすべての⽇本⼈と在留外
国⼈に、12桁の個⼈番号（マイナンバー）が付けられ、
嫌いな数字でも、変更できない、あなたに⼀⽣つきまとう
背番号です。既に届けられていると思います。
今年（2016年）1⽉1⽇からは、個⼈番号カードの交
付が始まりました。このカードにはICチップが搭載され、
その部分に、将来は健康保険証やクレジットカード、ポイ
ントカードなど他のカードも統合する計画があります。
指紋や顔貌などの⽣体情報も本⼈確認のためという理
由で⼊れる計画です。政府の計画が予定通り進めば、2020
年頃には、全員に持たせ、毎⽇持ち歩くことにもなりかね
ません。

危険な個⼈番号カードの申請は慎重に︕
個⼈番号通知には､通知カード､個⼈番号カードの申請
書と返信⽤封筒が⼊っています。 ＩＣチップの⼊ってい
る個⼈番号カードは､さまざまな⼿続きで本⼈確認に使わ
れます。紛失しパスワードを知られると、他⼈があなたに
成りすまして⼿続きをしたり、あなたの個⼈情報を⼊⼿し
たりする危険があります。またあなたがどこで何の⼿続き
をしたか、追跡することも可能になります。さらに昨年９
⽉に成⽴した番号利⽤拡⼤法では、個⼈番号カードに⽣体
認証（指紋、虹彩、静脈、顔データなど）を記録する付帯
決議もされています。 政府はマイナンバー制度を普及さ
せるために､個⼈番号カードを今年の３⽉までに1000万
枚も配布しようとしています。個⼈番号カードが普及する
と常時必携の登録証になり、カードを持っていないと「不
審者」と⾒られるような監視国家になります。
個⼈番号カードがなくても「通知カード」があれば、必
要な⼿続きはできます（通知⼒－ドがなくても⼿続きは可
能です）。あえて個
⼈番号カートを申請
する必要はありませ
ん。危険なマイナン
バー制度が普及しな
いように、個⼈番号
カードの申請は慎重
にしましょう。
⼀⽅総務省は個⼈番号カードのメリットとして
・本⼈確認の際の公的な⾝分証明書として利⽤できる
・市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要
だった複数のカードが個⼈番号カードに⼀体化。
・平成29年1⽉から開始されるマイナポータルへのロ
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グインをはじめ、各種の⾏政⼿続のオンライン申請
・オンラインバンキングをはじめ、各種の⺠間のオン
ライン取引に利⽤できるようになる。
・コンビニなどで住⺠票、印鑑登録証明書などの公的
な証明書を取得できるようになる。としています。

昌子の日記＆予定
1/4 和泉中央駅会報配布
1/5 和泉中央駅会報配布、新年互礼会
1/6 和泉府中駅会報配布
1/7 北信太駅会報配布、議会改⾰検討会議傍聴
1/8 信太⼭駅会報配布
1/9 万葉講座
1/11 成⼈式
1/12 和泉中央駅会報配布、広報広聴委員会傍聴
1/14 和泉中央駅会報配布、ごみ学 in 吹⽥
1/15 オレンジカフェ⾒学
1/16 上野千鶴⼦講演会
1/17 防災ボランティアの集い
1/18 光明池駅会報配布
1/19 泉北環境施設組合
1/20 事務所運営委員会
1/21 和泉府中駅会報配布、ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ⼤阪-南稜定例会
1/22 和泉中央駅会報配布
1/23 「多様な性と共に⽣きる」in 堺
1/24 緑ケ丘防災訓練
1/25 光明池駅会報配布、家庭訪問⽀援員スキルアッ
プ研修会、みんなの⾷育イベント
1/26 ⼤規模⼩売店舗⽴地審議会傍聴
1/27 和泉中央駅会報配布、⽣活排⽔対策推進協議会
傍聴
1/28 泉北環境施設整備組合監査、和泉市福祉でまち
づくり委員会傍聴
1/29 近畿市⺠派議員交流・学習会 in ⾼槻
1/31 「⽇本と原発」島本町上映会＆福島のこども達
の現状報告集会

＜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 緑ケ丘１－３－１５）

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員）
・会費 年会費 3000 円 14-16 時
・133 回 3/12（土） 遣新羅使の船旅 難波津～
風早（東広島）
・134 回 4/9（土） 次月バス散策事前説明
・135 回 5/15（日） バス散策 水たぎつ吉野宮
滝～かぎろいの宇陀阿騎野

みんなで楽しくパソコン講座
・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

