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平成３０年度予算案が提示されました
一般会計は過去最高額に！

平成 30 年度予算が提⽰されま
した。総額で 1154 億円、⼀般
会計は 660 億円で過去最⾼で
す。昨年８⽉に改定した「和泉
躍進プラン（案）
」を基本に、
教育、⼦育て、健康・福祉、安
全・安⼼、賑わいのあるまちづ
くり等の分野を中⼼に予算拡
充したものです。
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
38.5%）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 30 年度の重点事業について

新庁舎整備事業

277百万円

平成30年度重点事業は

学校教育・生涯教育環境の充実

142百万円

●⼩学校全教室空調整備の
設計に着⼿ 11百万円
●いずみ希望塾 37百万円
学校外での学習機会の提供
●⼩学校３年⽣⼀部教科の少
⼈数指導 19百万円
平成33年度竣⼯を⽬指し、「新庁舎基本計画」に

待機児童解消

1,209百万円

基づき基本設計を⾏う。

（仮称）中央消防署の整備

340百万円

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）
・平成28年度⽤地購⼊及び設計
・延床⾯積︓約2,500㎡
認定こども園の園舎⽼朽化に対し、定員増となる建替
えを⽀援するとともに、今後保育ニーズの増加が⾒込
まれる本市中部および北⻄部で、平成31年度新たに開
設を予定している2園の認定こども園整備を⽀援。
・（認）あいしゅう幼稚園の定員増12⼈
・中部 定員145⼈ 北⻄部定員135⼈

市立総合医療センター開院

2,841百万円

本年4⽉にオープンする市⽴総合医療センターの、医
師の増員や最新の医療機器の導⼊、救急医療体制の充
実、診療科の増設等医療体制の充実を図る。
延床⾯積約33,000㎡ 地上８階建て、病床数307床、
総事業費約151億円

にぎわいのあるまちづくり

39百万円

●北信太駅前整備基本計画策定 14 百万円

中学校空調整備事業
383百万円
JR 北信太駅周辺の現状と課題を把握し、
駅周辺の整
現在中学校３年⽣の普通教室に設置している空調設
備⽅針を検討する。
備を全学年に拡⼤
●和泉中央駅前広場の改修
15 百万円

泉北⾼速鉄道和泉中央駅前ひろばについて、誰もが快
適に、安全・安⼼して利⽤できる様改修の概略設計

庁舎整備事業
を⾏う。
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歳入確保に向けた取組

その他の事業
①学⼒向上サポーターの配置

1百万円

放課後や⻑期休業を活⽤し、児童⽣徒の学びの状
況に応じたきめ細かな指導を⾏う
②読書環境の充実

1,712百万円

本市の特産品の魅⼒を発信するとともに、ふるさ
と納税を積極的にPRすることにより、ふるさと元
気寄付事業の拡充を図る（下記参照）

4百万円

⼦どもたちの読書意欲の向上につなげるための通
帳型の読書記録帳を作成
③病児保育の充実

①ふるさと元気寄付の推進

②ESCO事業の取組

0.1百万円

⺠間事業者のノウハウや資⾦を活⽤し、公共施設
の⽼朽化した設備の更新を⾏い、効率的に光熱⽔

2百万円

現在実施している施設型病児保育に加え、新たに

費を削減

訪問型病児保育に取組む
④⼦育て⽀援アプリの導⼊

5百万円

⼦育てに必要な情報をスマートフォン等から取得
⑤信太⼭駅のバリアフリー化

7百万円

利⽤者の利便性及び安全性の向上を図るため、鉄
道事業者と連携し、駅舎のバリアフリー化
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

40百万円

・住み慣れた地域で暮らし続けるための拠点づく
り事業

9百万

・⽊楽座ストリートにぎわい創出事業 16百万円
・（仮称）泉州観光DMO事業

5百万円

⑦通学路防犯カメラの充実

12百万円

⑧⻘⾊防犯パトロール活動の⽀援

2百万円

⑨避難所装備の充実

15百万円

⑩和泉市ののど⾃慢・花⽕⼤会

5百万円

⑪市南部のにぎわい創出

5百万円

⑫地域まちづくり構想策定

10百万円

⑬奨学⾦返還の⽀援

0.2百万円

ふるさと納税制度について(昨年度迄の実績から)
⾼額返礼品が問題となったふるさと納税制度ですが、
和泉市でも⾼島屋の商品を返礼品のメニューに追加し
たこともあり、当市への寄付が増加しています。
この制度の収⽀について H28,H29 の実績を整理しま
すと以下のようになります。
損益は⾚字となっていますが、市税減収分の 75%が地
⽅交付税として補填されますので、実質的には⿊字で
す。
H30 年度予算に計上されている歳⼊増の額は当市への
寄付で実質的な損益ではありません。

■市の貯⾦にあたる基⾦は
平成 28 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。
■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 23 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。

基⾦残⾼と市債の状況
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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、泉南市、忠岡町、泉
⼤津市と続きなんと5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15位と前期の12位から改善しています
が平均から⾒ると未だ⾼く、将来の財政負担は285
億円と巨額で予断を許しません。

昌子の日記＆予定
3/1 健康づくり講演会「化学物質過敏症」
3/2 監査請求⼝頭陳述、和泉市病院経営評価委員会傍聴
3/4 松尾寺市⺠農園総会
3/5 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/6 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/7 和泉中央駅会報配布、予算審査特別委員会傍聴
3/8 予算審査特別委員会傍聴
3/9 予算審査特別委員会傍聴
3/10 万葉講座
3/12 和泉中央駅会報配布
3/13 和泉府中駅会報配布、議運傍聴
3/14 ⽯尾中学校卒業式
3/15 和泉府中駅会報配布
3/16 緑ケ丘⼩学校卒業式
3/19-22 ⼀般質問
3/21 和泉９条の会 12 周年のつどい、ICAN 川崎哲⽒講
演
3/23 本会議、元気カレッジ修了記念⽂化祭⾒学
3/25 和泉市⽴総合医療センター竣⼯式内覧会
3/26 市営住宅運営審議会傍聴
3/27 和泉中央駅会報配布
3/28 光明池駅会報配布
3/29 ⼦ども⾷堂てらこやハッピー、総合教育会議傍聴
3/31 槇尾川ダム跡地⾒学

《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 13-15 時
・会費 年会費 3500 円
・第 152 回（4/14 土） 次月バス散策事前説明
・第 153 回（ 5/20 日） バス散策
はかなく散った有間皇子の最期の足どりを訪ね
て 藤白坂（海南市藤白）～白崎（由良町）～岩
代（みなべ町）
・第 154 回（6/9 土） 万葉の恋歌
終わったのね ふたりの恋は

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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