昌子の広場第１８８報

平成２９年８月発行

和泉市無所属市民派議員
小林昌子
和泉市緑ケ丘 2-13-10
自宅 Tel 0725-54-2626
Fax 020-4669-6920
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451
Email masakokob@yahoo.co.jp
http://masako-hiroba.info/
ホームページもご覧下さい
目 次
・辻市長市政運営方針を表明
・全国住みよさランキング
・14 人の議員が政務活動費を返還

P１.
P2 -3
P4

辻市長無投票３ 選 ３ 期目市政運営方針を 表明
選挙公約の実現・補正予算の概要が明らかに！

第５次和泉市総合計画の内容
１．定住の促進
〇「結婚・出産・⼦育て」に夢や希望が
持てる環境づくり 〇社会に貢献できる
⼈材輩出に向けた教育環境の充実 〇健
康寿命の延伸をめざした健康づくりの推
進 〇外出機会を創出するうるおいのあ
る都市基盤の整備 〇環境に配慮した快
適なライフスタイルの確⽴など
２．にぎわいの促進
〇活⼒ある地域産業の実現と地域雇⽤の
創出 〇新旧の魅⼒が融合する観光の振
興など
３．安全・安⼼の促進
〇住み慣れた地域で安⼼して暮らすこと
ができる仕組みづくり 〇災害に備える
仕組みづくりなど
４．⽀えあい・協働の促進
〇みんなで取り組む連携・協働のまちづ
くり 〇多様性を認め合う⼈権尊重のま
ちづくり
５．都市経営の促進
〇既存ストックの適正管理の促進 〇市
⺠の信頼に応え、都市経営を⽀える⾏財
政運営
基本的な政策⽅針として 3 つの充実
①⼦育て・教育の充実
こども医療費助成の更なる拡充、 待機児童の
解消、病児保育の充実、学校外での学習⽀援プ
ログラム の実施、市内企業就労者の奨学⾦返
済助成制度の創設など
②医療・福祉の充実
救急医療の 24 時間 365 ⽇受け⼊れ実施、⾼
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齢者のおでかけを応援するための交通機
関利 ⽤の促進、 ⽼⼈集会所のリニューア
ル、⼿話⾔語条例の制定など
③防災・防犯の充実
避難所の装備の充実、防犯カメ ラの増設、
町会・⾃治会活動の⽀援拡充、⻘⾊防犯パ
トロール⾞の 活動⽀援など
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7/4 公共施設マネジメント推進審議会傍聴
7/5 厚⽣⽂教委員会傍聴
7/6 和泉中央駅会報配布、都市環境委員会
7/7 総務安全委員会傍聴
7/８万葉講座
7/9 信太⼭⾥⼭講座
7/10 和泉中央駅会報配布、議会運営委員会傍聴
7/11 北信太駅会報配布
7/13 和泉中央駅会報配布
7/18 和泉府中駅会報配布、⼀般質問、ダム定例会
7/19 光明池駅会報配布、⼀般質問
7/20 和泉府中駅会報配布、⼀般質問
7/21 和泉中央駅会報配布、本会議、近畿市⺠派議員
交流・学習会
7/24 家庭訪問⽀援員スキルアップ研修、
和泉市福祉でまちづくり委員会傍聴
7/25 和泉中央駅会報配布
7/27 光明池オレンジカフェ
7/28 泉北環境定例会
7/29 のぞみ野夏祭り
7/30 ⼦ども議会傍聴

14議員が返還 28年度政務活動費

政務活動費とは

地⽅分権の進展に伴い、地⽅議会の議員の調査活動基盤の
充実と審議能⼒の強化が求められる中、平成12 年の地⽅
⾃治法の⼀部改正により、「調査研究に資するため必要な
経費の⼀部として会派⼜は議員に対し、政務調査費を交付
することができる」と定められ、平成13 年4 ⽉1 ⽇から
施⾏されました。
和泉市では年間84万円が⽀給されます。

特別企画 初めての能

違法⽀出問題が噴出

兵庫県議会議員の号泣釈明で有名になった政務活動費の
不正⽀出は、富⼭市議会の⼤量辞職など全国規模で明らか
になりました。
オンブズ連絡会の調査では、2003年以降で住⺠監査請求
の返還命令が102件、返還額が9.7億円出ています。住⺠
訴訟でも80件以上の返還命令がでています。最近例では
2017.6.29に宇都宮地裁で2192万円の返還命令がでてい
ます。この裁判は栃⽊県議会の会派が使途基準に反し、違
法に⽀出していた事件で、違法と指摘された⽀出について、
適切な反証ができないものは違法な⽀出と認定されてい
ます。領収書の使い回しや、改竄等の詐欺的⾏為は論外で
す。
和泉市では従来政務活動費の返還を⾏った議員は極めて
少数でしたが、今回の調査では半数以上の14⼈が返還し
ており、政務活動費について市⺠の関⼼が強くなり、平成
29年度から会計帳簿と領収書のネット公開が決まってい
ますが、これも原因の⼀つと思います。
私は政務活動費について使途基準に合致し、適正な按分を
⾏った上、透明性の⾼いネット公開(H30より)により、市
⺠の皆様の貴重な税⾦が原資である政務活動費を有効に
活⽤してまいります。

プロの能楽師が初めて能を⾒る⽅に楽しみ⽅を語
ります。太⿎の演奏もあります。
・⽇時 H29 年９⽉６⽇（⽔）午後２時から４時
・場所 緑ケ丘⾃治会館⼆階和室（緑ケ丘 1-10 桃
⼤正⾨横）
・講師 上⽥悟⽒
・参加費 無料
・申込先 ⼩林（0725-54-2626）

《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 147 回 9/9 土） 楽しくわかる万葉歌物語
・第 148 回（10/14 土） 次月万葉散策事前説明
・第 149 回（11/23 木・祝） バス散策
こ せ

川（橋本）～妹脊山（かつらぎ町）

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

昌子の日記＆予定
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ま つ ち

巨勢寺跡～御霊神社本宮（五條）～真土の山

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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和泉市 住みよさランキング大阪府内で２７位と低迷

昨年とは変わらず （東洋経済新報社調べから）

恒例の住みよさランキングの最新版が東洋経済新聞社から出ていました
ので、
調べてみました。全国のベスト 1 は 6 年連続で千葉県印⻄市です。
なぜ印⻄市が連続１位なのか︖まず印⻄市の⼈⼝・世帯数が増加基調に
あることです。このような都市では新規住宅着⼯⼾数が増え、⼤型商業
施設の新規出店計画も⽴てやすい。域内の消費が増えれば地域経済は活
性化し税収増につながる。⼀⽅これが極端となると地価が⾼騰し、住宅
の取得が困難となり、病院や福祉施設の供給が追いつかない負の⾯の⼼
配がある。しかし印⻄市は若い世代の住⺠が増え、住⺠の所得⽔準は低
くなく、⽐較的ゆとりのある住宅を取得しやすい等、バランスの良さが
印⻄市の強さを⽀えています。
⼤阪府内も１位箕⾯市、２位⼤阪狭⼭市は同じで、和泉市は２７位と低
位で変化はありませんでしたが、全国的には 638 位から 595 位と若⼲
改善しています。
4 年間の順位を表したのが下表ですが、⼤きな変化はありません。

▼5 つの観点と算出指標（全国 791 市と東京 23 区が対象）
■［安⼼度］ ○病院・⼀般診療所病床数（⼈⼝当たり） ○介護⽼⼈福祉施設・介護⽼⼈保健施設定員数（65 歳以上⼈⼝当
たり） ○出⽣数（15〜49 歳⼥性⼈⼝当たり）○保育所定員数・待機児童数
■［利便度］ ○⼩売業年間商品販売額（⼈⼝当たり） ○⼤型⼩売店店舗⾯積（⼈⼝当たり）

■［快適度］ ○公共下⽔道・合併浄化槽普及率 ○都市公園⾯積（⼈⼝当たり） ○転⼊・転出⼈⼝⽐率
○新設住宅着⼯⼾数（世帯当たり）
■［富裕度］ ○財政⼒指数 ○地⽅税収⼊額（⼈⼝当たり） ○課税対象所得額（納税者1 ⼈当たり）
■［住居⽔準充実度］ ○住宅延べ床⾯積（世帯当たり） ○持ち家世帯⽐率」
▼評価⽅法 15 指標それぞれについて平均値を50 とする偏差値を算出し、その平均を総合評価とした。同様に、
安⼼度、利便度、快適度、富裕度、住居⽔準充実度は、当該指標の偏差値を平均したもの。

全国でトップの印⻄市と⽐較したのが左表で
す。これを⾒ますと多くの課題が浮かび上がり
ます。
●新しい街と成熟にさしかかった街
印⻄市は最近合併した新しい街で、今まさに
伸び盛りのニュータウンを抱え、⽣産年齢⼈
⼝の増加率が8%と⾼く（和泉市は-1.4%）
和泉市は“トリヴェール和泉”の開発が⼀段
落し、街の成熟度が⼤きく異なります。
●保育や福祉の⾯で⼤きな差
印⻄市は保育料は安く、⽼⼈ホーム等も⼈⼝
の割には多く、⽣活保護所帯は和泉市の1/13
と少なく、介護保険料も500円程度差があり
ます。
●財政⼒に⼤きな差
このような福祉等の差は、財政⼒の差から来
ています。⼀⼈当たり税収額、経常収⽀⽐率、
財政⼒指数などほぼ全ての財政に関する指
標で和泉市は劣っています。街の成り⽴ちに
差があるとはいえ、財政規律に格段の配慮が
必要と思います。
●⽣活基盤でも⼤きな差
左表にありますように、病院・診療所数を除
いて殆ど全ての指標で和泉市は劣っていま
す。関連があるか定かではありませんが、⼈
⼝１万⼈当たりの交通事故発⽣数にも差が
現れています。

