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●児童発達⽀援センターの設置 
障がい児通所⽀援の事業主体は基本的に市
町村が⾏う事としていますが、事業の内容か
ら福祉型で重症⼼⾝障がい児にも対応でき
る⺠間施設が⾏う事が適切となり、平成27
年7⽉に和泉はつがの園が開設されました。

●⾚字経営続く 
和泉はつがの園は開所以来⾚字が続く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
●H28年度予算で補助⾦の要求（却下） 
前記⾚字に対応するため、H28年度に専⾨職
員3名分の給与として約800万円の補助⾦を
要求。H29年度予算時に考慮するとして却下

●H28年度補正予算で補助⾦要求（成⽴） 
H28年12⽉議会で補正予算が可決 
国の基準以上に配置している専⾨⼠等の給
与を補助（9名分 最⼤3000万円） 

 

●厚⽣⽂教委員会で疑問相次ぐ 
□議会に提出された要綱が市⻑の決裁を受け

ていないもので、それを根拠に補助⾦の⽀出
を審議するのは不適切である。それに対し市
は予算の審議の中で補助の必要性などは議
論しており、要綱の決裁を受けていなくても
特に問題は無い。 

□今回の補正予算の補助⾦は既に事業が終了
したものに対するもので、補助⾦の趣旨に反
するのではないか。それに対し副市⻑は望ま
しくはないが、積極的・合理的な理由があれ
ば可能であると答弁。このような例は過去に
は１件もありません。 

●今回の補助⾦⽀出の問題点 
□補助⾦の額について 

H28 年度予算要求の 3 名分約 800 万円に対
し、今回の補正要求 9 名分 3000 万円に増額
された根拠が明確でない。 

□終了した事業への補助⾦（事後的⾚字補填で
はないか） 
補助⾦とは、⼀般的に特定の事業、研究等を
育成、助⻑するために地⽅公共団体が公益上
必要があると認めた場合に対価なく⽀出す
るものです。したがって既に完了した事業に
は補助の効果が期待できない事から、公益上
の必要性が認められません。地⽅財務実務提
要にも「既に完了した事務事業について補助
することは、助⻑・奨励の効果が期待できな
いとか、補助事業の適正な執⾏の確保につい
て、補助⾏政庁の監督が及ぼせないなどの理
由から適当でない」とされています。この補
助⾦要綱の付則に 28 年度から遡及して適⽤
するとの規定がありますが、以上の趣旨から
このような規定は無効と考えます。 
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第 21 回防災とボランティア市⺠の集いは国府⼩学校
で⾏われ、私は⼥性消防の⼀員として参加してきまし
た。体育館は満杯とはなりませんでしたが、防災リー
ダー さんたちも多く参加され、充実した研修をさせ
ていただきました。講師は NPO 法⼈和泉防災ネットワ
ーク副理事⻑の⼥性 S さんで⼿際よく説明をされてい
きます。 
私たちのグループは緑ヶ丘⼥性消防クラブの 5 ⼈と聴
覚障がいのお⼆⼈と⼿話通訳の⽅と防災リーダーのお
⼆⼈の合計 10 ⼈でした。机の上に置かれた模造紙を体
育館に⾒⽴て、それぞれの事情を抱えた避難者の⽅を
割り振っていきます。まず最初にしたことは通路の作
成でした。縦に 2 本の通路と中央に 1 本の通路を確保
しました。そして保健室や理科室には避難者を⼊れな
いことも決めました。その理由は保健室はさらに重い
状況の⼈を受け⼊れる為に。また理科室にはいろいろ
の薬品があるからということでした。結果的には受付
に判断を仰ぐべき事例が多くあることが分かりました
ので、当初の受付場所を体育館中央の⼊⼝に配置を変
更したり、動物と⼀緒に避難する⼈たちをまとめたり、
介護ヘルパーや看護師、助産師資格のある⽅を同じ場
所に居ていただくなど、実際にこの避難所運営ゲーム
をする中でいろいろの考え⽅が⽰されました。 
今⽇は寒さが⼀段と厳しかったせいか、参加者は想定
より少なかったように思いますが、準備と当⽇の運営
に尽⼒いただいた関係者に感謝して会場を後にしまし
た。地域でもこのような取り組みを⾏い、実際の避難
所運営をイメージできる機会が必要だとも思いました。 
 

 
昌子の日記＆予定 

2/7 和泉府中駅会報配布、泉北環境整備施設組合予算
説明会、まゆの会（⼥性管理職と⼥性議員の学習・
懇親会） 

2/8 事務所運営委員会 
2/9 緑ケ丘⼥性消防定例会・新年会  
2/13 和泉中央駅会報配布、会派代表者会議傍聴 
2/14 信太⼭駅会報配布 
2/15 北信太駅会報配布、泉北環境施設組合第１回定

例会、和泉市予算内覧会 
2/16 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南稜

定例会、福祉でまちづくり委員会傍聴 
2/17 和泉中央駅会報配布 
2/19 中央消防署地元説明会 
2/20 光明池駅会報配布 
2/21 和泉中央駅会報配布、和泉市⼦育て⽀援懇談会 
2/22 和泉府中駅会報配布 
2/23 和泉府中駅会報配布、本会議 
2/24 和泉府中駅会報配布、憲法キャラバン打合せ、

かがやけ⽯尾っ⼦の会 
2/26 ソロプチミスト⼤阪-南稜バザー 
2/27 光明池駅会報配布 
2/28 厚⽣⽂教委員会傍聴 
 
 

避難所運営ゲームで⼤地震に備える 

＜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） 

・開催時刻  14-16 時 

・会費 年会費 3000 円  

・第 142 回(3/11) 万葉の女たち男たち 

・第 143 回（4/8） 次月バス散策事前説明 

・第 144 回（5/14 日曜）バス散策 

いにしえの祈り息づく忍
おつ

阪
さか

から袖吹き返す飛鳥へ 

★特別企画 岡本三千代万葉うたがたり鑑賞 

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 
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全国市町村「財政破綻度ランキング」（平成 27 年度決算から） 
 

全国 1741 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 7 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、3 位は忠岡町、9 位が泉佐野
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。忠岡町の
３位、泉佐野市の 9 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 1017 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 433 位、経常収⽀⽐率が 1631 位、実質公債⽐率が 632 位、将来負担⽐率が 1 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。和泉市は破綻度が⼩さくなり若⼲改善し、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。最悪の忠岡町、泉佐野市と最良の⽥
尻町が堺以南に共存しています。

●「財政破綻度」ランキング指数 
1741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27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） 

左表の説明 




