昌子の広場第１９２報

平成２９年１２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
・平成 28 年度決算
・新庁舎の検討状況
・新庁舎建設について委員会で意見表明

P１.
P2-3
P4

平成２８ 年度決算 一般会計６２０ 億円規模に！

●決算を 30 万円/⽉の家計に例えたら

●実質債務と実質収⽀

●平成 28 年度⼀般会計決算は
財政規模約 620 億円で平成 25 年
度に 600 億円を超えた以来 27 年
度を除いて 600 億円の⼤台が続
いています。累積収⽀を表す実質
収⽀ 2.2 億円、財政⼒を表す財政
⼒指数（３ヶ年平均）0.720、財
政の弾⼒程度を⽰す経常収⽀⽐率
は 96.6％と前年度より悪化し、財
政の硬直化が続いています。
●30 万円/⽉の家計に例えると
⾃前の歳⼊にあたる給与収⼊は
40％強しかなく、国からの仕送り
に半分以上を依存する脆弱な構造
です。
歳出では⾷費等の避けえない⽀出
が 70％を超え、借⾦の返済にあた
る公債費が 10％含まれています。
将来の為の投資的経費は 8％に留
まっています。経常収⽀⽐率が⾼
⽌まりしているのもこれが原因で
す。

実質債務は一貫して 500 億円
を超えており、今後新病院や
新庁舎の建設があり予断を許
せません。又財政の懐具合を
表す実質収支は 2 億円に過ぎ
ず、安心できません。
実質債務︔⾃治体の実質的借⾦（市債残⾼-基⾦残⾼+債務負担⾏為）
実質収⽀︔地⽅公共団体の純剰余⾦⼜は純損失を意味するものであり、財政運営状況を判断するポ
イント（歳⼊決算額 歳出決算額―翌年度へ繰り越すべき財源）
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庁舎整備計画についての意見
⾏政側は「新庁舎の⾯積については、現時点でのニーズ
を満たすことを前提として算出するものですが、今後、
公共施設全体での縮減⽬標を達成したい」とのことです
が、この答弁により和泉市の公共施設管理計画は絵に描
いた餅」になる可能性が⾼くなると危惧します。
今回の庁舎規模の基準は国⼟交通省の「新営⼀般庁舎⾯
積算定基準」に基づいて算定していますが、この基準を
採⽤しながら⾯積基準は柔軟に対応している⾃治体もあ
りました。すなわち課⻑級までは基準どおりですが、課
⻑補佐級や係⻑級は⼀般職員としての基準で算出してい
ました。それにならえば和泉市の⾯積は 354,6 ㎡減って、
建築費も約 1 億 6600 万円削減できます。更にＩＴ化の
進展により職員は現状より減らせるはずですし、減らし
て⾏かなければ、⽣産⼈⼝の減や歳⼊減が想定される本
市にあっては⾏政運営が⾮常に厳しくなります。⼜今後
は⼀⼈にひとつの専⽤の机ではなく、フリーアクセスで
共⽤する机など⺠間で⾏われていることも参考にして庁
舎⾯積を減らす⼯夫をすべきです。
次に議場のことで意⾒を申し上げます。今回の計画では
議場は 7 階、8 階に計画されておりますが、最近建築さ
れた庁舎では議場が 1 階に設置されている⾃治体もいく
つか⾒受けられます。その理由として挙げられるのは議
場の利⽤率の向上と思われます。今の議場のように作り
付けではなく、可動式になっていて広い空間としても使
えるようにもなっているそうです。⼜⾮常時には最後の
砦として市⺠を受け⼊れる機能を持たせている⾃治体も
あると聞いています。
更に議員の議案に対する賛否を電光掲⽰板で表⽰する、
あるいは要約筆記がいつでも映し出すことが出来る議会
もあります。
開かれた議会にすべくこれらのことにご留意していただ
きたく、要望いたします。
最後に重ねて意⾒を申し上げます。公共施設管理計画を
⽴て、市⺠と話し合いを始めた多くの⾃治体では「総論
賛成。各論反対」で市⺠の理解を得るのが厳しい状況だ
と聞いておりますがこれを解決する⽅法のひとつが市役
所の⾝を切る改⾰です。それにも関わらず今回の庁舎プ
ランはその絶好の機会を逃してしまいかねません。
私は職員さんが⾃分の机でお弁当を⾷べる現状はお気の
毒だと感じています。「ぜひ会議室等を開放してでも、
しっかり休息をとっていただきたい」と思っていす。
しかし今回の庁舎プランには将来世代に多⼤な負担を先
送りすることになる要素が多すぎます。今⼀度公共施設
管理計画のプランに即して庁舎⾯積を再考すべきだと意
⾒を申し上げます。
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昌子の日記＆予定
11/4 ⽔源連全国集会 in 茨⽊市
11/5 防災訓練
11/6 庁舎整備特別委員会
11/7 和泉中央駅会報配布
11/8-10 「⾃治体の財源確保策」研修 in 滋賀
11/11 ⽊楽座ストリート点灯式
11/13 和泉中央駅会報配布、家庭訪問⽀援員会議、市
⽴病院経営評価委員会傍聴
11/14 和泉中央駅会報配布
11/15-17 「海外事例で学ぶ⼦育て⽀援のまちづくり」
〜フィンランドのネウボラ〜
11/18 タウンミーティング（⽯尾中学校、コミニュテ
ィーセンター）
11/20 和泉中央駅会報配布、議運傍聴、⼤阪府議員研
修会「⽇本経済の展望・地⽅活性への鍵」
11/21 ソロプチミスト第 25 回地区⼤会、あすの槇尾
川を考える会
11/22 光明池駅会報配布、事務所運営委員会、介護問
題研究会
11/23 万葉バスツアー
11/24 和泉中央駅会報配布
11/25 タウンミーティング（南池⽥中学校、北部リー
ジョンセンター、和気⼩学校）
11/27 北信太駅会報配布、本会議
11/28 和泉府中駅会報配布
11/29 信太⼭駅会報配布
11/30 和泉府中駅会報配布、厚⽣⽂教委員会傍聴

《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 149 回（11/23 木・祝） バス散策
こ せ

ま つ ち

巨勢寺跡～御霊神社本宮（五條）～真土の山
川（橋本）～妹脊山（かつらぎ町）
・第 150 回（12/9 土） 万葉の伝説
みずえ

うらしま こ

お と め

水江の浦島子と河内の大橋を一人行く娘子

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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人口減少時代に適応した庁舎となっているか？

新庁舎の基本計画が明らかに 事業費８６億円 平成３２年度末完工

●新庁舎建設の必要性
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●新庁舎施設計画

●概算事業費（85.6 億円）

現庁舎

新庁舎の必要な最⼤の理由は耐震性が不⾜している事です。南海トラフの
ような⼤地震で庁舎が損壊する事は避けねばなりません。更に⽼朽化や分
散化、執務スペースが少ない、ユニバーサルデザインに対応していない等
の問題があり、これらの解消のために新庁舎に建替えが必要です。
⼜耐震改修でも 21 億円の費⽤がかかり、仮移転が必要となるのも新設理由
の⼀つです。

●事業スケジュール（平成 32 年度末完⼯）

●新庁舎整備の基本⽅針

□市⺠の安全安⼼を⽀える庁舎
市⺠の安全安⼼な暮らしを⽀えるため､
必要な耐震性能と耐久性を兼ね備えた防
災拠点として整備するとともに､個⼈'情
報を始めとした⾏政が保有する機密情報
を保護するため、セキュリティに配慮し
た庁舎を整備
□「市⺠にやさしい利便性の⾼い庁舎
誰もが利⽤しやすい、わかりやすいユニ
バーサルデザインに配慮し、
効率的に⼿
続きができ
る、市⺠にと
って利便性
の⾼い庁舎
□環境にやさしい、ライフサイクルコスト
に配慮した庁舎
⾃然エネルギーを最⼤限活⽤し、環境負
荷の低減を図るとともに、ライフサイク
ルコストに配慮した⾼い経済性を持った
庁舎

事業費の⾼騰

今回の事業費の試算は、今年 4 ⽉ 28 ⽇に開
催された庁舎建設特別委員会の⾒込みを⼤幅
に上回っており、設計段階で延床⾯積の精査
やコスト縮減につながる構造、仕上げ、設備
機器などを積極的に採⽤し、機能的でシンプ
ルな庁舎を⽬指し、建設費の抑制に努める必
要があります。
次ページに庁舎建設特別委員会での私の意⾒
を掲載しています。

