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平成２９年度予算案が提示されました
一般会計は骨格予算にも拘わらず前年度とほぼ同額

平成 29 年度予算が提⽰されま
した。総額で 1230 億円、⼀般
会計は 632 億円で⾻格予算に
も拘わらず前年度とほぼ同額
となっています。⼩中⼀貫校
（17 億）
、新病院（83 億）
、唐
国住宅建替え（６億円）等⼤型
事業が歳出規模を膨らませて
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
40.2%）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 29 年度の重点事業について
平成29年度重点事業は

待機児童解消への取組

502百万円

認定こども園の園舎⽼朽化に伴う建替補助や認

小中一貫校の開校

1,727百万円

定こども園への移⾏を計画する私⽴幼稚園の施

義務教育９年間を⾒通した施設⼀体型⼩中⼀貫校「南

設整備費を補助

松尾はつがの学園」が本年４⽉に開校。

・新光明池幼稚園 216⼈から318⼈へ増員
・池上わかばこども園 96⼈から115⼈へ増員

総事業費約 46 億円

（仮称）中央消防署の整備

56百万円

中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。H32年開署をめざす。
・総事業費︓約13億円（内⽤地購⼊費3.3億円）
通学する児童⽣徒のうち遠距離通学となる地域でス
クールバスを運⾏

総合スポーツセンターの整備

・平成28年度⽤地購⼊及び設計
・延床⾯積︓約2,500㎡

12百万円

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

こども医療費の助成
野球場に続いて多⽬的グラウンドなどの供⽤開始、
5/27にオープニングイベントを開催

新病院の整備病院事業会計

634百万円

現在こども医療費の助成は、⼊院助成を中学３年⽣
まで、通院助成を⼩学校６年⽣まで⼀部助成を⾏っ
ているが、通院対象年齢を中学校３年⽣まで拡⼤

8,319百万円

平成30年の開院予定。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㎡ 地上８階建て、
病床数307床、総事業費約140億円

中学校空調整備事業

383百万円

現在中学校３年⽣の普通教室に設置している空調設
備を全学年に拡⼤
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224百万円

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、現地での新庁舎建設に向けた「新庁舎整備基
本計画」を策定

その他の事業
①学校給⾷燃料費全額公費負担

32百万円

⼩中学校給⾷調理にかかる燃料費を全額公費負担
とし、給⾷費を年額1,100円減額
②介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業

28百万円

介護保険法の改正により、地域の⽀え合い体制づ
くりを推進
③⼩中学校体育館の⾮構造部材の耐震化 41百万円
平成29年度は3⼩学校、２中学校の耐震化と平成
30年度⼯事に向けて、2⼩、3中の体育館の設計
④JR北信太駅前整備基本計画の策定

15百万円

JR北信太駅周辺整備⽅針の検討と基本計画策定
⑤ホテル誘致助成事業

10百万円

ホテル・旅館の新設に対し⼟地借り上げ料や固定
資産税等の⼀部を補助

歳入確保に向けた取組
①ふるさと元気寄付の推進

450百万円

②ネーミングライツ事業

2百万円

⑥地⽅創⽣交付⾦活⽤事業
・ミュージアムタウン推進事業

22百万円

・デマンド型交通実証運⾏・地域住⺠の困りごと
サポート事業

12百万

⑦有料指定ごみ袋30リットル作製

その他事業（右欄）の続き

⑪⼩学校トイレ改修事業

88百万円

いぶき野⼩学校、南池⽥⼩学校で改修
⑪槇尾川公園整備事業
190百万円
平成30年4⽉供⽤開始に向けて、新病院敷地と⼀体
的な緑地空間・施設配置に向けて整備推進

46百万

市⺠の要望の多い30リットルの指定袋の作成
⑧シティープロモーション推進事業

2百万円

WEBやSNS等を活⽤し市の魅⼒を発信
⑨久保惣記念美術館開館35周年記念事業 19百万円
特別展や記念茶会を開催
⑩中学校給⾷室改修事業

121百万円

和泉中学校改修⼯事、光明台中学校改修設計

基⾦残⾼と市債の状況

■市の貯⾦にあたる基⾦は
平成 27 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
て差し⽀えありません。但し国
が約束を守った時に成り⽴つ
話で、予断を許しません。
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基⾦残⾼と市債の状況を評価
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）/標準財政規模の値は下表

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
ワースト10に⾼⽯市、忠岡町、泉南市、泉⼤津市、和
泉市、岬町と続きなんと7市を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９位と前期の15位から⼤幅に悪化しています。
予断を許しません。それに引き換え⽥尻町は(－)で断ト
ツです。

昌子の日記＆予定
3/1 都市環境委員会
3/2 総務安全委員会傍聴
3/7-10 予算委員会
3/11 万葉講座
3/13 予算委員会
3/14 ⽯尾中学校卒業式
3/15 緑ケ丘⼩学校卒業式
3/16 議会運営委員会傍聴
3/17 庁舎整備特別委員会
3/18 上新電気説明会
3/21 和泉府中駅会報配布、議会改⾰検討会議傍聴
3/22 和泉中央駅会報配布
3/23 和泉府中駅会報配布、⼀般質問
3/24 和泉府中駅会報配布、⼀般質問
3/27 和泉府中駅会報配布、⼀般質問
3/28 信太⼭駅会報配布、本会議
3/29 和泉中央駅会報配布
3/30 和泉中央駅会報配布
3/31 北信太駅会報配布

＜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 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
お つ さか
いにしえの祈り息づく忍阪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）
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