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令和２年度予算案が提示されました
一般会計は７００億円を突破過去最高の膨張予算！

令和２年度予算（案）が提示
されました。総額で 1281 億
円、一般会計は 727 億円で前
年度比 12.9%増で過去最高で
す。財源対策として基金から
の 繰 入 14 億 円 増 （ 51%
増）、市債の発行 53 億円増
（125%増）等貯金の取り崩
し、借金増のかつてない膨張
予算です。
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 10 万円強（総収入
の 35.5%）しかなく、残り
の 20 万円（約 65%）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 20 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 10
万円よりも普段の生活費が 10
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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新庁舎整備事業

６，０３７百万円

令和２年度重点事業は

学校教育・生涯教育環境の充実

８４８百万円

●小中一貫校（仮称槇尾学
園の整備 422百万円
●いずみ希望塾 51百万円
学校外での学習機会の提供
●久保惣記念美術館茶室改修
57百万円

待機児童解消

522百万円

新庁舎棟の令和3年春竣工を目指し、建設工事を行
う（総事業費約92億円）

和泉中央駅前広場改修

６１０百万円

待機児童解消に向けて、北西部地域に開設を予定し
ている民間認定こども園の整備を支援等
・新園（北西部地域）定員135人（内保育120人）
・和泉緑ケ丘幼稚園 保育定員72人増
・双百合幼稚園 保育定員75人増
交通結節機能の強化を図るとともに、誰もが快適に

医療環境の充実

300百万円

安心して利用できる駅前広場に改修

にぎわいのあるまちづくり

1,318百万円

●北信太駅前整備事業 64 百万円

中学校空調整備事業
383百万円
北信太駅前整備基本計画に基づき、駅の東西を結ぶ
現在中学校３年生の普通教室に設置している空調設
自由通路のバリアフリー化に向け測量・基本設計
備を全学年に拡大
●足洗公園整備事業
1,027 百万円

（内用地買戻し額 1013 百万円）

庁舎整備事業
市立総合医療センターに、患者の身体的負担を軽減
する手術支援ロボット「ダビンチ」の導入等医療環
境の充実
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公園本来の機能の充
実と、災害時の一時
避難地として活用す
るため実施設計を行
う

224百万円
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歳入確保・コスト削減に向けた取組

その他の事業
①学力向上推進事業

①未利用地の売却

51百万円

児童生徒の学習習慣の定着と自学自習力の向上を
図るため、仮称いずみ寺子屋を開設
②東京オリンピック・パラリンピック事業 11百万
聖火リレーの実施、ホストタウンとしてセネガル
共和国を招致し、交流イベントを実施
③高齢者おでかけ支援事業

230百万円

(売却予定）旧松尾寺住宅、旧春木住宅、旧南松尾
幼稚園、旧伯太第二改造住宅
②敬老祝金・祝い品の見直し

45百万円

敬老祝い金・祝い品について、節目支給（満88歳
及び99歳）に見直し

40百万円

高齢者の健康づくりと地域公共交通の利用促進に
資するため、公共交通バス・タクシーを利用でき
る「おでかけ支援チケット」の配布(2000円/人）
④若年者在宅ターミナルケア支援事業

1百万円

若年（18歳以上40歳未満）の末期がん患者及び
その家族の負担軽減を図る在宅サービスの実施
⑤道の駅（いずみ山愛の里）改修工事

22百万円

農産物直販施設等の整備をするための設計
⑥仮称和泉市農業振興研究施設整備事業 15百万円

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り制度の見直しが検討中のふる
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。（制度変更に伴い減少する見込み）
この制度の収支について H27～,H29 の実績を整理しま
すと下のようになります。損益は黒字の状態です。

本市の農業振興及び課題解決を図る拠点の整備設
計
⑦市営駐輪学割制度の導入(20%割引）

5百万円

⑧中学校体育館空調整備事業（実施設計）24百万円
⑨国土強靭化地域計画策定事業

5百万円

⑩いずみみどりの共生事業
⑪富秋中学校まちづくり構想の推進
⑫ESCO事業の導入

2百万円
38百万円
196百万円

民間事業者のノウハウや資金を活用し老朽設備の
更新（いずみ霊園、北部コミセン及びまなびのプ
ラザ）
■市の貯金にあたる基金は

基金残高と市債の状況

平成 28 年度から継続して減
少しており、創発プランの計
画から見ても未達です。（R2
年度見込みで 19 億円未達）
■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 21 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。
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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。（H30年度）
（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
下表です。

財政が厳しいといわれている泉佐野市が最悪、続い
て高石市が第2位です。その中で和泉市は26位と大
幅に改善しています。しかし和泉市の標準財政規模
は321億円（H30年度決算）ですので将来の実質財
政負担は397億円と巨額で予断を許しません。

昌子の日記＆予定
2/2 GM1 ゲノム編集学習会、モアいずみフォーラム
2/3 幸小学校訪問
2/4 和気小学校訪問、あすの槇尾川を考える会
2/5 緑ケ丘小学校訪問
2/6 北池田小学校訪問、いぶき野小学校訪問
2/7 議員全員協議会、予算内覧会
2/8「スリランカの歴史と文化」学習会
2/9 「こんな夜更けにバナナかよ」映画鑑賞会
2/10 和泉中央駅会報配布、ごみ問題学習会 in 吹田
2/11 自治体議員政策情報センター学習会 in 明石
2/12 和泉中央駅会報配布、、池上小学校訪問
2/13 議会運営委員会傍聴、介護保険運営協議会及び地
域密着型サービス運営委員会傍聴
2/14 和泉中央駅会報配布、大阪地裁（談合訴訟）
2/17 鶴山台南小学校訪問、イエナプラン学習会
2/18 黒鳥小学校訪問、芦部小学校訪問
2/19 光明池駅会報配布、鶴山台北小学校訪問、信太山
小学校訪問、子育て支援懇談会
2/20 和泉府中駅会報配布、本会議、子ども食堂「てら
こやハッピー」
2/21 横山小学校、南横山小学校訪問
2/25 和泉中央駅会報配布
2/26 和泉府中駅会報配布、厚生文教委員会傍聴、脱ダ
ムネット関西集会
2/27 信太山駅会報配布、都市環境委員会
2/28 総務安全委員会傍聴

《事務所行事》
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 4,000 円
・第 169 回（3/14 土） 万葉の心「現代に生きる
万葉」
・第 170 回（4/11 土） 次回バス散策事前説明
・第 171 回（5/16 土） バス散策
みけ

御食つ国淡路島（松帆の浦・野島）～
みぬ ま

敏 馬神社（灘区）を訪ねて

パソコン講座
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・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

