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平成２９年度決算 一般会計６４０億円規模に！

●決算を 30 万円/月の家計に例えたら

●実質収支と実質債務

●平成 29 年度一般会計決算は
財政規模約 640 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
●実質債務と実質収支
ています。累積収支を表す実質収
支 1.3 億円の黒字、単年度収支は
95 百万円の赤字、財政の弾力性を
示す経常収支比率は 97.2％と前年
度より悪化し、財政の硬直化が続
いています。
●経常収支比率
大阪府内の自治体の状況は H28
年度決算では、最も良いのが断ト
ツで田尻町の 57.4%、最も悪い
のが忠岡町の 112.7%です。和泉
市は H28 年度は良い順で 27 位で
ほぼ真ん中から若干悪い位置で
す。H29 年度は更に順位が低下す
るものと思われます。
●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。
●実質収支と実質債務
実質債務は一貫して 500 億円を超
えており、今後新庁舎の建設が予定

左目盛り実質債務（単位百万円） 右目盛り実質収支（単位百万円）
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指標（歳入決算額 歳出決算
額―翌年度へ繰り越すべき財源）

されており予断を許せません。又
財政の懐具合を表す実質収支は 1.3
億円に過ぎず、安心できません。
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9 月 8 日(土）の午後 8 時から 9 時までの予定で夜間防
災訓練がありました。全戸にこのお知らせと同時に在
宅避難訓練『チェック表」が配布され自分の行動を確
認してチェックするようになっています。住民の皆さ
んは無事であれば午後 8 時 10 分までに無事を知らせる
「無事ですタオル」を門扉など目立つ所に結ぶ事にな
っています。全国的には黄色いタオルのところが多い
ようですが、緑ヶ丘では白いタオルなら多くの家にあ
るだろうということで白いタオルを使用することにな
っています。高齢者の安否を確認する人は担当の方の
安否確認後、班長に報告しその後小学校に設置された
本部に報告する事になっています。班員は 8 時 15 分に
班で決めた集合場所に集まり、お互いの無事を確認後、
班長は本部に報告することになっています。
私は女性消防クラブの一員として小学校に集合してい
ました。高齢者の安否確認を済ませた方や班長が続々
と本部に報告にこられます。
この日の訓練結果は近いうちに広報「いずみ緑ケ丘」
等で報告される事と思いますが、無事ですタオルの実
施率等、前回よりも良くなり、100 パーセント近くに
なっている事を期待しています。
次は営繕グループの大活躍です。普段は庭木の選定作
業や、ちょっとした困りごとに迅速に対応していただ
いているグループですが、今回は屋根の瓦が飛んでし
まった方や屋根に載せていた温水器等が落下しそうに
なっている等の困りごとが多く寄せられたそうです。
台風飛来の当日から 3 日間でブルーシートで覆った件数
は 13 件にも達したそうです。中には屋根の中央の瓦が

緑ケ丘 4 号公園での作業

昌子の日記＆予定

9/3 議会運営員会
9/6 和泉中央駅会報配布
9/7 談合裁判
9/8 万葉講座、緑ケ丘自治会夜間防災訓練
9/10 本会議
9/11 和泉中央駅会報配布
9/12 和泉中央駅会報配布
9/13 厚生文教委員会傍聴
9/14 和泉中央駅会報配布、都市環境委員会傍聴
9/18 和泉府中駅会報配布、総務安全委員会
9/19 光明池駅会報配布、庁舎整備特別委員会傍聴、
議運傍聴
9/20 和泉中央駅会報配布
9/21 北信太駅会報配布
9/22 石尾中学校体育大会見学
9/25-27 本会議一般質問
9/26 信太山駅会報配布
9/27 和泉府中駅会報配布
9/28 本会議、国土強靭化研修会
9/30 緑ケ丘小学校運動会見学

飛んでしまったので、端のほうの瓦を屋根中央に持っ

《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

てきて応急処置をした後に、ブルーシートをかぶせた

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１

お宅もあったそうです。
台風襲来の夕方、雨漏りがあって、それを受ける容器
がなくなってきたとお聞きしたお宅もこの営繕グルー
プのおかげで応急措置が出来たようで、一安心いたし
ました。
又緑ヶ丘 3 号公園の桜の大木の幹が倒れた案件や 4 号公

（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 157 回（10/13 土） 次月バス散策事前説明
・第 158 回（11/23 金祝）バス散策
く

に きゅうせ き

園の大木が倒れ、道路をふさいでいた案件は翌日午前

平城宮跡から幻の恭仁 宮 跡へ

中に撤去の作業が始まり、市の担当課には迅速な対応

志貴皇子のみ魂眠る田原の里を訪ねて

をしていただきました。
市の職員さんは台風飛来の前日から泊り込みで夫々の
部署の案件への対応をしていただいたとのことです。
有難うございました。

し きの み

こ

・第 159 回（12/8 土） 万葉の男心女心
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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で、調べてみました。全国のベスト 1 は７年連続で千葉県印西市です。
印西市は千葉県の北西部、東京都心から約 40km の位置にあり、3 市にま
たがる千葉ニュータウンの面積の過半を占める住宅都市。市内には多数の
大型商業施設が進出し、また大学や企業の研究開発拠点、金融機関のデー
タセンターなども集積している。東京と成田国際空港を結ぶ交通軸上にあ
り、2010 年の京成成田空港線（成田スカイアクセス）の開業により、成

全国 では ５３ ３位
（東 洋経済 新報社 調べか ら）

住み よさラ ンキン グ大阪 府内で ２３ 位と 低迷

昨年 から 若干改 善

和泉 市

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

田空港はもとより、東京都心や羽田空港へのアクセスも良好である。東京
区部への通勤率は 20%を超え、また、成田空港近辺へ通勤する人々も多く
暮らす。
大阪府内は１位箕面市、２位吹田市、和泉市は 23 位と若干改善しました
が低位は変わりません。全国的には 595 位から 536 位です。
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。

全国でトップの印西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
印西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 比 率 が 64.3% と 高 く （ 和 泉 市 は
61.6%）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
印西市は保育料は安く、老人ホーム等も人
口の割には多く、介護保険料も600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。
▼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
○新設住宅着工戸数（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。

●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。

