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平成 28 年度予算が提⽰され
ました。総額で 1225 億円、
一般会計は638億円で前年度
に比べ約 8.5％の増と過去最
大の規模となっています。総
合スポーツセンター（13 億）、
小中一貫校（3 億）、新病院（68
億）等巨大事業が歳出規模を
膨らませています。更に将来
の⽀出に備える積⽴⾦を前年
度から 8 倍に増やし 20 億円
としています。 
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
39.2%）しかなく、残りの
18 万円（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,
借⾦の返済、光熱水費など普
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 12
万円弱よりも普段の生活費が
9 万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おり、と
ても厳しい状況にあります。 
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平成28年度重点事業は 
小中一貫校の新設           ２９０百万円 

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 延床面積約11,000㎡ 
 

小中一貫教育を本格実施している信太・冨秋・南松尾
中に加え、石尾・南池田・光明台中で本格実施 
 

総合スポーツセンターの整備   １，３３８百万円 

スポーツ施設の更なる充実をめざしたインフラ整備
として、南部地域の旧横山高校跡地に野球場、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
ウンドなどを整備 総事業費約18億円 

28年7月野球場、29年7月多目的グラウンド、テニス
コートの開設（敷地面積約38,000㎡） 

 

新病院の整備病院事業会計   6,775百万円 

平成30年の開院。設計施工一体のデザインビルド方式
の採用。延床面積約33,000㎡ 総事業費約140億円 

待機児童解消への取組      453百万円 

認定こども園の園舎⽼朽化に伴う建替補助や認
定こども園への移⾏を計画する私⽴幼稚園の施
設整備費を補助 
・建替え補助 新光明池幼稚園 389百万円 
・移⾏補助 和泉緑ヶ丘幼稚園 64百万 

 

（仮称）中央消防署の整備     355百万円 

中南部地域の防災⼒強化のため、はつが野地区に（仮
称）中央消防署を整備。H31年開所をめざす。 
・総事業費︓約13億円（内用地購⼊費3.3億円） 
・平成28年度用地購⼊及び設計 
・延床面積︓約2,500㎡ 

 
 

市政施行６０周年記念事業    104百万円 

市制施⾏60周年記念事業を実施（事業費単位千円） 
・記念式典（記念事業・相田みつを展）    9,200 
・（仮称）和泉だんじり大集合       15,966 
・I-Pearl巨大モニュメント         10,966 
・高齢者地域⽀え合い事業（歌謡ショー）  16,000 
・久保惣記念美術館第6次久保惣特別展    6,000 
・いずみの国歴史館特別展「いずみの至寳」 1,054 
・NHKラジオ公開収録番組         1,500 
・市制施⾏60周年記念誌          1,500 
・人間国宝の認定、作品展・名鑑展⽰会    386 
・いずみいのちの森事業（拡充）      19,000 
・和泉商工まつり（拡充）         7,800 
・和泉弥生ロマン・ツーデーウオーク（拡充） 7,700 
・いずみの国グルメグランプリ（拡充）   5,000 
・信太山クロスカントリー、IZUMIキッズスポーツ

フェスティバル（拡充）         2,225 

平成 28 年度の重点事業について 

総事業費約 46 億円 
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庁舎整備事業          871百万円 

⽼朽化が進み、耐震性を満たしていない市役所庁舎に
ついて、借地の解消や新庁舎建設に向けた庁舎建設基
⾦への積⽴を⾏う 

 
 

財政健全化の取組 

①職員給与の削減           76百万円 
②各種⼿数料の⾒直し         19百万円 
③ふるさと納税の促進         33百万円 

 
 

その他事業（右欄）の続き 
⑨携帯電話基地局の整備（新規）     85百万円 

南部地域の電波状態の改善の為の基地局の設置 
⑩ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ事業の⽀援（新規）    2百万円 

地域の課題解決に取り組む事業者の⽀援 
⑪イルミネーションの設置（新規）    2百万円 

和泉府中駅周辺等商店街にイルミネーション設置 
⑫ミュージアム構想の策定（新規）    5百万円 

久保惣美術館を中⼼としたブランドイメージ戦略 
⑬いずもくの利用促進（拡充）      2百万円 

和泉市産の⽊材を使用した住宅の新設 
⑭小学校トイレ改修事業         88百万年 

池上小、和気小で臭の改善や洋式トイレ設置 
⑮唐国住宅建替事業          230百万円 

市営唐国住宅と他の⽊造市営住宅の集約化を⾏う 

 

その他事業 

①妊婦健康診断の助成（拡充）     162百万円 
一人あたりの妊婦健康診査公費負担を9万円から
12万円に拡充 

②留守家庭児童会の開設時間延⻑（拡充）278百万円 
28年10月を目処に開設時間を午後6時から午後7
時に延⻑ 

③病児保育の開始（新規）       14百万円 
保護者が就労等で病気の子供を自宅で保育するこ
とが困難な際に、病児保育施設を開設し保護者に
替わって保育を⾏う（定員6人） 

④乳がん検診の無料化（拡充）      5百万円 
乳ガン検診の検診費用の自⼰負担の無料化 

⑤後期高齢者の⻭科健康診査（新規）   52百万円 
節目年齢の後期高齢者の⻭科健康診査を実施 

⑥障がい者相談体制の強化（拡充）    
・障がい者基幹相談⽀援センター事業 57百万円 

地域の相談⽀援の中核を担う基幹相談⽀援セ
ンターの相談⽀援体制の機能強化 

・障がい者相談⽀援センター事業（拡充）13百万 
相談⽀援センターを３ヶ所から４ヶ所に強化 

⑦防犯カメラの設置（拡充）維持管理費助成 6百万 
設置台数合計228台 

⑧小中学校体育館の非構造部材の耐震化  35百万円 
平成28年度は6小学校、1中学校の耐震化 

 

基⾦残高と市債の状況 
■市の貯⾦にあたる基⾦は 

平成 25 年度から継続して減少
しており、躍進プランの計画か
ら⾒ても未達です。市は落札
減、不用額で計画の達成は可能
としています。 

■一方市の借⾦にあたる市債は 
25 年度からほぼ 90 億円前後
で推移しています。このうちの
24 億円の臨時財政対策債は国
の地方交付税の財源が不足し
たとき、その穴埋めとして地方
債を発⾏させる制度。償還に要
する費用は後年度の地方交付
税で措置されるため、実質的に
は地方交付税の代替財源とみ
て差し⽀えない。（国が約束を
守った時に成り⽴つ理屈） 

■このレベルは問題ないのか︖ 
次ページに詳細 
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基⾦と市債の状況を評価する基準として、将来にわたる
財政負担を⾒てみます。 
（地方債現在高+債務負担⾏為による次年度以降の⽀

出予定額-積⽴⾦残高）/標準財政規模は 

 

財政が厳しいといわれている泉佐野市が最悪、続いて土
地公社の塩漬け土地を多く抱える交野市が第2位、以下
悪いほうからベスト10内に高石市、忠岡町、泉南市、
泉大津市、岬町、岸和田市と続きなんと8市が泉州地区
の自治体が占めており、明暗は極めてはっきりしていま
す。その中で和泉市は15位と若⼲良いとはいえ、全体
でみれば悪いほうから1/3に位置しており、決して自慢
できません。引き換え田尻町は(－)で断トツです。 
 

昌子の日記＆予定 
2/1 救命講習 
2/2 和泉中央駅会報配布 
2/3 和泉中央駅会報配布、泉北環境施設整備組合予算説

明会 
2/4 和泉中央駅会報配布、オレンジカフェ「ウェルカー

サのぞみ野」⾒学 
2/5 信太山駅会報配布、オレンジカフェ「ファミーユ」

⾒学 
2/6 ⼥と男のフォーラム 
2/8 光明池駅会報配布 
2/10 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会 
2/11 緑ケ丘⼥性消防クラブ定例会 
2/12 和泉府中駅会報配布、環境シンポジウム、総合計

画審議会傍聴 
2/16 泉北環境施設組合定例会 
2/17 和泉中央駅会報配布、28 年度予算内覧会 
2/18 ソロプチミスト大阪-南陵定例会、オレンジカフェ

「光明荘」⾒学 
2/21 ソロプチミスト大阪-南陵バザー 
2/22 W モジュール認定こども園⾒学 
2/23 和泉府中駅会報配布、子育て⽀援懇談会 
2/24 庁舎整備特別委員会、泉北環境施設組合定期監査 
2/25 北信太駅会報配布、ゴミ減量審議会傍聴 
2/26 本会議 
2/27 日本と原発 4 年後映画鑑賞 
2/29 光明池駅会報配布、厚生文教委員会 

＜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 

基⾦残高と市債の状況を評価 


