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平成２９年度決算審査特別委員会で質問しました

平成 29 年度決算審査特別委員会で質疑を行
いました。その中から、石尾中学校法面崩
壊について、液体ミルクの備蓄について、
ふるさと納税の 3 点を報告します。

●石尾中学校法面崩壊復旧工事について

昨年 10 月の台風
で石尾中学校の法
面が崩壊し、写真
のような応急処置
を行っていますが、1 年経っても一向に本格
復旧工事が行われず、ブルーシートは破れ
危険な状態です。写真に写っている歩道は
石尾中学校の通学路であり、早急な対応が
必要と考え質問しました。
以下はそのやり取りです。
【質問】
中学校施設維持管理事業の工事請負費の中
で、石尾中学校仮復旧工事費とあるが、現
状、ブルーシートがかけられたまま工事が

進んでいません。現状である理由と今後の工事は。
【答弁】
石尾中学校法面については､昨年 10 月 22 日に台風
21 号による法面崩落などの被害を受け､昨年度､仮復
旧工事を実施し､本復旧工事を行うべ＜、設計業務を
平成 29 年 11 月から平成 30 年３月まで行う予定であ
ったが、現場での土質調査などを進めてきたところ､
法面の地盤が悪いことが判明し、より詳細な土質調
査をした上で復旧方法を検討する必要が生じたた
め、当該設計業務が今年度７月末に完了した。
そして、まず、実際に崩落している部分約 37m の
範囲について、昨年度、国の災害復旧事業として認
定を受けておりますことから、その復旧工事費につ
いて、平成 30 年第３回定例会において補正予算計上
し、議決受けたことから、今年度末までに工事完了
すべく、手続きを進めているところである。
また残る部分については､平成 31 年度当初予算に計
上し約１年半の工期にて工事を実施する予定であ
る。

液体ミルクの備蓄状況について
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粉ミルクと違ってお湯要らずで常温保存でき、赤
ちゃんにすぐ飲ませることができる「液体ミル
ク」。災害で役立てばと、外国産のミルクが北海道
地震の被災地に送られたが、実際はほとんど配られ
なかったようです。
欧米では１９７０年代から液体ミルクが普及して
いました。８月には日本国内での製造・販売が解禁
され、早ければ１年半後に国産も市販される見込み
です。日本乳業協会によると、成分は粉ミルクとほ
ぼ同じで保存料は入っていない。無菌状態で詰めた
り、詰めた後に滅菌したりするため、家庭で作る際
に菌が入る可能性がある粉ミルクより安全性が高い
という。
ただ、注意すべき点もある。日本犬ミルク科学研
究室の川井泰准教授は「液体ミルクは安全面でも保
存面でも粉ミルクより優れているが、一度開封して
□をつけると菌が繁殖するので、１回で飲みきるの
が大前提。普及に向け、飲み残しを飲まないよう表
示や周知をすべきだ」と呼びかける。
そこで市の対応を質しました。以下はそのやり取り
です。
【質問】
以前から液体ミルクの備蓄について質問しているが、
液体ミルクの備蓄はいつから可能か
【答弁】
液体ミルクにつきましては、８月から厚生労働省の
省令が改正され、国内での販売が解禁されておりま
す。また西日本豪雨、北海道地震でも支援物資とし
て輸入品の液体ミルクが被災地に届けられたと聞い
ておりますが、国内メーカーによる製造販売実績に
ついては現在把握できておりません。
今後は生産、流通状況、価格、保存方法、保存期
間、被災地での活用状況などを調査したうえで、備
蓄品として適切かどうか研究してまいります。
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昌子の日記＆予定
11/2 泉北水道議会決算審査委員会
11/3 「グリーンポリスなんでも展」市文化祭
11/4 和泉市総合防災訓練、歴史ウォーク,和泉歴史ト
ーク
11/5 広報公聴委員会傍聴
11/6,7 泉北水道視察（福岡地区水道企業団 牛頸浄
水場、海水淡水化センターまみずビア）
11/8 ソロプチミスト大阪-南稜理事会
11/9 庁舎整備特別委員会
11/8 ８校区合同人権研修会（講師 蓮池薫さん）
11/12 和泉中央駅会報配布、和泉中央駅イルミネー
ション点灯式）
11/13 和泉中央駅会報配布
11/14 和泉中央駅会報配布
11/15 和泉府中駅会報配布、会派代表者会議傍聴,ソ
ロプチミスト大阪-南稜定例会、子ども食堂（て
らこやハッピー)
11/16 和泉府中駅会報配布、戦没者追悼式
11/17 社協法人設立 50 周年及びアイ・あいロビー設
立 20 周年記念大会
11/19 和泉中央駅会報配布
11/20 和泉府中駅会報配布、議会運営委員会傍聴、
大阪府市議会議員研修会、あすの槇尾川を考える
定例会
11/21 ソロプチミスト性感染症予防啓発出前講座
11/22 緑ケ丘女性消防定例会
11/23 万葉講座現地散策（下記参照）
11/24 緑ケ丘文化フェスタ 幸小学校音楽祭
11/25 新庁舎市民説明会
11/27 本会議
11/28 信太山駅会報配布
11/29 北信太駅会報配布
11/30 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

ふるさと納税について

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 緑ケ丘１－３－１５）

【質問】ふるさと納税の収支は？
【答弁】収支は下表のとおり。和泉市民が他の自治体
に納税した時の税収減（ｃ）は、その 75％を交付税措
置されることになっているので、最終収支はいずれの
年度も黒字となっている。

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 158 回（11/23 金祝）バス散策
く

に きゅうせ き

平城宮跡から幻の恭仁 宮 跡へ
し きの み

こ

志貴皇子のみ魂眠る田原の里を訪ねて
・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

昌子の広場第204 報
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全国市「活力度ランキング」
（都市データパック 2018 版から）

大阪府内では１６位とほぼ中間に位置 一方成長力は４４３位

和泉市活力度ランキング全国６５４位 前年６６１位と変わらず

●和泉市活力度ランキング全国 654 位、府内では 16 位
活力度とは事業所数、工業生産、商業販売、税収な
どを人口あたりや、世帯当たりに変換し指数化した
もので、各分野の都市の層の厚みを表したもので
す。成長力は同様指数の５年間の伸びを指数化した
ものです。
活力度ランキングは今回も愛知県勢の独壇場で、い
ずれも自動車関連の企業本社や工場・事業所が多く
立地する工業都市で、ほぼ全ての指標で高い値とな
っている。
一方和泉市は前年とほぼ変わらず全国 654 位と振
るわず、ランキング上位の自治体との差は歴然で
す。
●全国 1 位のみよし市、府内 1 位の摂津市との比較

みよし市との差はともかく摂津市との差も大きく、今後新庁舎の建設や公共施
設の更新等を考えると、財政規律の確保は喫緊の課題です。

左表の説明
●「活力度」ランキング指数
全国 791 市と東京２３区について
①事業所数（人口当たり） ②製品出荷額等（人口当たり） ③卸売業年間販売
額（人口当たり） ④小売業年間販売額（世帯当たり） ⑤新設住宅着工戸数
（世帯当たり）
⑥乗用車+軽乗用車販売台数（世帯当たり） ⑦課税対象
所得（世帯当たり） ⑧地方税収入額（人口当たり）
●「成長力」ランキング指数
全国 791 市と東京２３区について
①人口 ②世帯数 ③事業所数 ④従業者数 ⑤製造品出
荷額 ⑥卸売業年間販売量 ⑦小売業年間販売量 ⑧新規
住宅着工床面積 ⑨乗用車+軽乗用車保有台数 ⑩課税対
象所得額 ⑪地方税収入額
の 5 年間の増減率を指数化したものです。

