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定例会で三点一般質問し まし た
タイム ライン、子育て支援、信太山丘陵について

ホームページもご覧下さい
●タイムライン（防災⾏動計画）策定につ
いて

＜答弁＞

<質問＞

し、この携帯版を町会・⾃治会や⾃主防災組織等の団体に配布

災害時におけるライムラインとは何か、また本

している。これには概ね「いつ」
「誰が」
「何をするか」を記載

市のタイムラインの策定状況は

しており⼗分参考になる。画⼀的なタイムラインを策定するの

＜答弁＞

ではなく、このマニュアルを活⽤し、その時点の状況に応じた

災害時のタイムラ

最適な⾏動をとるべきと考える。

インとは、被害の

＜意⾒＞

軽減を⽬的として

マニュアルがあるからうまくいくとは限らないが、タイムライ

災害の発⽣を前提

ンを切り⼝に住⺠同⼠の話し合いに意義がある。

として、災害時に

＜質問＞

発⽣する状況をあ

災害時の事後検証と報告が必要では

らかじめ想定し共

＜答弁＞

有したうえで、
「いつ」
「誰が」
「何をするか」

事後検証報告というかたちで記録、公表はしていないが、担当

に着⽬して、防災⾏動とその実施主体を時系列

課では過去の災害対応の経過や判断は記録検証している。⼤き

で整理した計画である。現在府と市の間で地震、

な災害が発⽣した場合は事後検証とその公表は当然必要と考え

洪⽔、⼟砂災害に対応したタイムラインを策定

ている。

している。

＜要望＞

＜質問＞

タイムラインという⾔葉が市⺠に広く認識され、必要性を感じ

⼤阪府以外の関係機関とのタイムラインの策

るぐらいの情報発信をして頂きたい。

定とその時期は

本市では、
「和泉市災害時避難所開設・運営マニュアル」を策定

現在地域防災計画で、災害予防対策、災害応急

●⼦育て⽀援について
□病児保育について

対策のマニュアル化など、防災関係機関とは災

＜質問＞

害時の⾏動について認識共有しているが、国か

昨年６⽉に唐国町でスタートした病児保育の利⽤料、利⽤者数、

ら「タイムライン策定・活⽤指針」が⽰されて

国、府、市の負担は

おり、府以外の関係機関を含めたタイムライン

＜答弁＞

の策定について検討の必要性を認識している。

⼀⽇の利⽤料は2500円（⾮

できるだけ早期の策定に努めたいが、相⼿⽅も

課税世帯は1000円）
、利⽤者

あるので時期は明確に出来ない。

はH28年度実績で延190⼈、

＜要望＞

延利⽤⽇数309⽇。利⽤者の

少なくとも１年以内の策定を要望する。

居住区は北部４町７⼈、北⻄

＜質問＞

部11町24⼈、中部18町84⼈

避難所の運営にもタイムラインが必要では

で、本事業に係る負担は、国⽀出⾦2,463千円、府⽀出⾦3,068

＜答弁＞
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千円、市の負担4,959千円である。

廊下の改修が必要。増築は考えていない。

＜質問＞

＜質問＞

アンケートから⾒えてきた現⾏⽅法の⻑所と短所は

周辺住⺠から苦情は無いか

＜答弁＞

＜答弁＞

⼩児科に併設していることから、不測の事態にも迅速に対応で

調理室から出る臭いや給⾷室の排気ダクトの⾳、空調施設の⾳

きる利点があり、保護者も安⼼できるという意⾒がある。特に

などがある。尚⽼朽化したファンの取り換えの対応を済ませて

短所となる意⾒は無い。

いる。

＜質問＞

＜要望＞

通所が困難な⼈への病児保育訪問型サービスを提供している府

認定こども園化に際して建替え等を考えていないとの事だが、

内の⾃治体は

地域に親しまれ歓迎される施設であるためには、トラブルの種

＜答弁＞⼤阪市と⾼⽯市が実施。共働き核家族が増加する中で

を無くしていく⽅向で考えなければ近隣住⺠との溝は無くなら

⼦育ての⽀援の選択肢が多くあることは望ましいので、今後他

ない。⻑期施策をもって総合的に考えるべきだ。

市の状況、他の⼦育て施策を⾒極めながら研究したい。
＜要望＞
私の調べた範囲では、堺市が来年2⽉か3⽉から病児訪問の保育
を準備しているようである。本市においても病児保育の訪問型
を是⾮とも検討してほしい。

昌子の日記＆予定
8/1 和泉府中駅会報配布、外部評価委員会傍聴
8/2 和泉府中駅会報配布
8/3-4 全国市町村国際⽂化研修所（JIAM）研修︔医療と介護の
連携、⼦どもの貧困対策等

＜質問＞
障がい児通所事業とはどのような事業でいつスタートしたか、
また市の負担は

8/5 緑ケ丘夏祭り
8/8 和泉中央駅会報配布、JIAM研修
8/9 JIAM研修

＜答弁＞
平成24年の児童福祉法の改正後、発達に遅れや⼼配のある⼦ど
もが放課後などに通所し、療育を受ける施設が放課後デイサー
ビス事業所となっている。
市の負担は、25年度6,100万円、26年度7,600万円、27年度1

8/10 和泉中央駅会報配布
8/16 光明池駅会報配布
8/17 和泉中央駅会報配布、ソロプチミスト⼤阪-南稜定例会
8/18 信太⼭駅会報配布

億950万円、28年度1億5,000万円である。

8/21 和泉中央駅会報配布

□待機児童解消について

8/23 北信太駅会報配布、泉州⼥性の会、ごみ問題学習会in吹⽥

8/22 和泉府中駅会報配布、介護問題研究会
8/24 和泉府中駅会報配布、⼦ども⾷堂てらこやハッピー

＜質問＞

8/28-9/1 JIAM研修（多⽂化共⽣）

直近5年間の待機児童数は
＜答弁＞
H25年度48⼈、H26年度29⼈、
H27年度27⼈、H28年度
44⼈、H29年度56⼈。尚H27年度以降は保護者が休職中の

《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

場合も待機児童に含めている。

（事務所 緑ケ丘１－３－１５）

＜質問＞
北松尾幼稚園と北松尾保育園の認定こども園化のスケジュール

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて）

事が⼊所申込時に説明が無かった事への理解を丁寧に得る必要

・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

があり、今年度秋から具体的な検討を開始する。

・第 149 回（11/23 木・祝） バス散策

は
＜答弁＞
保護者への説明と理解、職員の研修と配置、設備の改修など様々
な検討を要し、特に在園中に認定こども園になるかもしれない

＜質問＞

こ せ

仮に現状のまま認定こども園化すると定員は何⼈増えるか
＜答弁＞
北松尾幼稚園の余裕教室は2部屋であり、これを活⽤すると１歳
児で10名、2歳児で4名定員が増える。

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

＜質問＞
園舎の改修や増築、建替えは考えているか

市政相談会（事前にご連絡下さい）

＜答弁＞
⼿洗いの⾼さやトイレの便器の⼤きさ等、給⾷室や両園の渡り

4/4

ま つ ち

巨勢寺跡～御霊神社本宮（五條）～真土の山

・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０

泉州地域が全般に低位にも拘わらず上位に（東洋経済新報社調べから）

和泉市 財政ランキング大阪府内で１１位
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▼４つの観点と算出指標（全国 791 市対象東京区部を除く）
■［脱借⾦体質］ ○⼈⼝ひとり当たり地⽅債残⾼ ○地⽅債依存度（対歳⼊総額⽐） ○実質公債費⽐率 ○将来負担⽐率
■［弾⼒性・⾃主性］ ○経常収⽀⽐率 ○公債費負担⽐率 ○⾃主財源⽐率

■［財政⼒］ ○財政⼒指数 ○地⽅税増加率 ○⼈⼝ひとり当たり地⽅税収額
■［財政基盤］ ○⽣産年齢⼈⼝⽐率 ○⼈⼝増加率 ○課税対象所得額（納税義務者1 ⼈当たり）
○地価上昇率
▼評価⽅法 14 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、
脱借⾦体質、弾⼒性・⾃主性、財政⼒、財政基盤は、当該指標の偏差値を平均したもの。
東洋経済新報社の全国の財政健全度ラン
キングが掲載されていましたので紹介し
ます。
財政状況に関連する 14 の指標を脱借⾦
体質、弾⼒性・⾃主性、財政⼒、財政基盤の
４つのカテゴリーに分類し、それぞれの分野
での順位とそれらを総合した評価値を財政健
全度としてランキングしたものです。全国の
ベストテンはいずれも東京、愛知周辺が
占めています。⾃動⾞を筆頭に各種産業
が集積した結果です。
和泉市は全国で 234 位、⼤阪府内では
11 位と健闘しています。⾼位は北摂地域
の⾃治体が占めており、それに⽐べ近隣
の岸和⽥市、⾼⽯市、阪南市、泉南市、
泉⼤津市、泉佐野市はいずれも低迷して
います。箕⾯市は住み良さランキングで
も府内でトップ、財政健全度でも 2 位と
府内で抜きんでています。全国でトップ
のみよし市と府内のトップの吹⽥市との
⽐較したのが左表です。都市の成り⽴ち
の違いなど構造的格差がベースにありま
すが、課題も⾒えてきます。
●圧倒的に違う税収
みよし市の⼀⼈当たり税収額は和泉市の
2.3 倍もあり（納税者⼀⼈当たり所得は
1.3 倍）
、この差は如何ともしがたく、経
常収⽀⽐率などの財政指標は⼤きく⾒劣
りします。吹⽥市は実質公債⽐率はマイ
ナスで完全に借⾦に依存しない財政が確
⽴しています。

