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和泉市無所属市民派議員 

小林昌子 

和泉市緑ヶ丘2-13-10 

自宅Tel（Fax) 0725-54-2626 

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 

yahooの小林昌子で検索出来ます。 

＜この会報は再生紙を使用しています

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年度予算（案）が出ました。まもなく始まる

予算委員会で審議されます。 
今回の予算の特徴は経常収支比率が100％を大幅に

突破したことです。健全な都市の経常収支比率は

80％以下と言われています。如何に和泉市が厳しい

状況であるかが分かります。 

この事を私達の家計に例えますと 

給料など経常的に入ってくる収入では、食費代、家

賃、ローンの返済などどうしても減らせない支出を

賄えない事を示しています。その結果趣味・娯楽費

や耐久財の購入に使える金額が無く、台所は火の

車になっています。この状況を示したのが下のグラフ

です。 

既に昨年の予算から100％を超えており、一時的な問

題ではありません。 

これと反比例するように貯金である基金の残高が急

激に低下しています。貯金を取り崩して帳尻を合わし

ているのです。 

 

市の収入に当たる歳入を見てみますと 
市の収入に当たる市税、地方交付税、国・府支出金は

軒並み減少しています。 

市税収入は人口の増加に伴い順調に伸びていました

が、H14年度を境に減少に転じその傾向は今回の予

算でも続いています。 

地方交付税は国の三位一体改革で削減され、今後更に

厳しくなることが予想されます。 

このように当分は市の収入の回復は期待できない

状況です。 

その結果、収支を合わせるため今回も借金である市債

発行を67億円、貯金である基金の取り崩しを29億円

行っています。概要は以下の通りです。 

 

＜歳入＞  （単位百万円） 

 H16 H15 増減 

市税収入 18,917 19,457 -540 

地方交付税 7,200 7,300 -100 

国・府支出金 9,654 9,849 -195 

繰入金 2,854 2,664 190 

市債発行 6,685 4,985 1,700 

その他 5,850 6,045 -195 

計 51,160 50,300 860 
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増え続ける借金（地方債）、減り続ける
貯金（基金） 
借金である市債残高は特別会計も含め900億円弱ま

で増加しており、今後も厳しい財政運営が続きます。 

 

支出に当たる歳出をみてみますと 
次に歳出ですが、中央公園整備事業や北松尾小学校改良

整備事業が一段落した結果、土木費と教育費で23億円削

減さています。一方借金の返済の公債費は先に述べまし

た借換債も含め32億円増加し際だった対照を見せてい

ます。 

＜歳出＞  （単位百万円） 

  H16 H15 増減 

議会費 407  421  -14 

総務費 4,670  4,604  66 

民生費 18,619  18,322  297 

衛生費 5,521  5,749  -228 

農水費 521  497  24 

商工費 530  516  14 

土木費 5,154  6,439  -1,285 

消防費 1,401  1,403  -2 

教育費 5,589  6,674  -1,085 

公債費 8,528  5,294  3,234 

諸支出金 167  330  -163 

予備費他 53  51  2 

計 51,160  50,300  860 

 
和泉市の歳出の特徴を全国と比較すると 
市の歳出構造を全国と比較すると、右上のグラフのよう

になり民生費が突出して大きく、その反面農水、商工、

教育関連予算が大幅に少ない状況にあります。 

公債費は大きくなっていますが、今回は減税補填債の借

換えがある特殊要因と考えられます。 

市の財政を家計に例えると 

市の財政を年間の支出規模500万円の家庭に例えると

下のグラフのようになります。平成 12 年に比べ収入

（市税）は大幅に低下し、逆に仕送り（国・府からの補

助）は増加し、これを穴埋めするため貯金の取り崩し（基

金の取り崩し）、借金（市債）が多くなって家計（財政）

の状況はますます悪化しています。 

今回の予算では自前の財源である給与所得（市税）は家

計支出（歳出）の半分にも満たない不安定さです。 

 

 

予算を中期見通しと比較すれば 
先般策定された財政の中期見通しと比較すると、 

１勝６敗１引分とほとんどの項目で悪化しています。 

私は以前から中期見通しが楽観過ぎると指摘してき

ましたが、それが現実のものとなってきています。 
  予算 中期見通し   

経常収支比率(%) 105.9 100.1 × 

市税収入（百万円） 18,915  20,522  × 

公債発行（百万円） 6,685  5,331  × 

財政力指数（３ヶ年平均） 0.71 0.69 ○ 

公債費比率（単年度）(%) 16.0  14.4 × 

起債制限比率（３ヶ年）(%) 11.3 10.4 × 

積立金残高(百万円) 4,757  6,451  × 

地方債残高(百万円) 56,839  57,080  - 



昌子の広場第３１報                 平成１６年３月発行 

3／4 

救急医療届出制度について稲城市に行政視察しまし

た。 

稲城市は東京都西部に位置し、人口74,500人の都心

まで通勤に30分程度の自然豊かなベットタウンです。 

東京都内26市のうち東久留米市と稲城市のみが自前

の消防署を設置してます。 

標記制度は昭和５０年に開始され、営々と積み重ねら

れており、その趣旨は高齢者、乳幼児、病気または身

体不自由者等の災害弱者に視点を置き、届け出制によ

り事前情報を把握し、災害に直面した時に素早く適切

に消防や救急活動を行うために設置されました。 

昭和５０年４月に届出者２３８名からスタートし、 

Ｈ１６年１月２０日現在１２０７名が届出をしてい

ます。 

当初心配されたプライバシー問題は署員が訪問する

ことにより逆に信頼感が生まれ届出者が増えており、

台帳にある番号さえ伝えれば既往症、かかりつけ医院

等必要なことは記入されています。 

この制度に

登録すると

番号が付与

されたカー

ドとステッ

カーが発行

され、ステッ

カーは家の

玄関などに

貼っておき、署員が訪問したときに届出の内容などと

相違がないかを確認する仕組みとなっています。 

現在の届出はわざわざ消防本部に出かけなくとも電

話をかければ消防署員が出向いて対応が可能となっ

ており、安心・安全のまちづくりのために活動するこ

とが市民に感謝されている一例で、おおいに参考にな

りました。 

続いて東京都港区のコミュニティーカフェを視察。 
港区に昨年１２月にオープンしたコミュニティーカ

フェを見学。元公益質屋を区の費用で改造。運営は

NPOが行っています。この事業は男女平等社会を目

指して①気軽に集い、男女平等参画について学び、

交流する場として②家庭や職場での性差別などに悩

む人の相談の場として③男女平等参画に関する情報

発信の場として実施されています。 
１Fは交流スペース、キッチン、情報コーナーで２F
に２室の相談室があります。 
相談は１回２時間

の面接で、匿名、

無料で行われます。

相談員は６人で時

間は１０時～２０

時迄。 
相談者は主婦より

仕事を持つ女性が

多く、女性と男性

の割合は７：３。 
１０年前は９：１

の割合だったそうです。男性の相談はリストラ、ひ

きこもりが多く、年齢は男女ともに３０歳代が多い

とのことでした。 
運営費は個人、団体の寄付でまかなわれ、港区から

の助成がないのでかなり厳しい様子でした。 
 

京都市長選の応援へ。候補者は元京都府立大学学長

の広原盛明さん。都市計画の専門家で神戸長田地区

の再生にも深く関わられた方です。 
広原さんの「市民マニフェスト」作りには多くの学

者、研究者、NPO関係など幅広い層が集まり作成さ
れました。そのマニフェストでまちづくりのプロ広

原さんが第一の提案に掲げられたのは「平和の町」

です。透明度１００％の市政から「はんなり」した

町京都の再生まで８つの提案がされ、そのどれもが

納得がい

き、さす

がと思う

提案でし

た。 
結果は惜

しくも落

選。 
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毎回住基カードの発行状況をお知らせしています。こ

こ数ヶ月は１ヶ月１０枚以下の発行で、住基カードに

市民は意味を見つけていません。このような住基ネッ

トに今年の予算でも 900万円弱の経費が計上されてい
ます。 
このような無駄を許していて良いのでしょうか。 
 

衣類提供のお願い 
ホームレスの皆さんに定期的に衣類の提供を続けてい

ます。ご不要になった衣類の提供をお願いします。 

たくさんの方々のご協力を頂いております。 

皆様のご好意は先月 8回目をお届けしました。 
出来れば男性大人用の衣類を希望しています。 
宜しければお家まで引き取りにお伺いします。 

ご協力頂けます方は  
Tel 0725-54-2626 小林迄ご連絡下さい。 

＜昌子の日記＞ 
2/1 自治体議員勉強会 
2/2 東京都稲城市へ視察 
2/3 東京都港区へ視察 
2/4 京都市長選応援 
2/5 子育てサロン、電話相談員養成講座 
2/6 女性問題学習会 
2/7 小林昌子とあゆむ会後援会新年会 
2/8 短歌で自己表現 
2/9 和泉中央駅会報配布、環境施設見学会 
2/10 泉北水道議会 
2/11 ちぎり絵講習会、市政相談会 
2/12 和泉中央駅会報配布、電話相談員養成講座 
2/13 信太山駅会報配布 
2/14 万葉講座、釜ヶ崎へ衣類搬入 
2/15 子ども会大会 
2/16 和泉中央駅会報配布、アイ・あいロビー環境部会 
2/17 光明池会報配布、EM交流会 
2/18 北信太駅会報配布、浄化槽を考えるシンポジウム 

2/19 和泉府中駅会報配布、予算説明会、DV講座 
2/20 和泉中央駅会報配布、子供を犯罪から守ろう講演、

地域教育協議会 
2/22 ダム定例会、市障連勉強会 
2/23 議運、正副委員長レクチャー 
2/24 神戸「防災と未来センター」見学 
2/25 和泉中央駅会報配布、事務所会議、財産評価審査

会、市政相談会 
2/26 平和学習会、ジェンダー学習会 
2/27 環境くらぶ会合、住基ネット学習会、適正就学審議

会 
2/28 公立ホールのあり方勉強会、虹と緑学習会 
 
＜事務所行事＞いずれも小林昌子事務所で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

万葉講座
・講師 大高勇さん いずれも午後２時より 

・23回 ２／１４（土） （済み）万葉の花鳥風月 花 

・24回 ３／１３（土） 万葉の花鳥風月 鳥 

・25回 ４／１１（日） 紀の国への道 現地散策 

吉野川・紀ノ川の万葉 

＜受講料３回で千円＞ 

 

福祉講座（参加費無料） 
Part1 在宅介護あれこれ四方山話 

・日時 3月31日（水）10：30-12：00 

・講師 金子稔さん 

Part2 介護老人保健施設見学会 

・日時 4月（詳細未定） 

 

生ごみ減らして、いきいき花・野菜作り 
EM 菌を使って生ごみ減量に取り組みませんか。簡

単に出来るボカシ作りに挑戦してみましょう 

EMバケツも展示しています 

・日時 3月31日（水）1：30-3：00 

・参加費無料 

 
パソコン講座（参加費無料）  
・毎週 木、土曜日 １４時から約２時間 

パソコンが初めての方もどうぞご遠慮なく。 

初めてこられる方はご連絡下さい  

Tel ０７２５－５４－２６２６ 

市政相談会を開いています 
・第２，４水曜日 ２０時～２１時３０分 

この時間内でご都合の良い時間にお越
し下さい 

・場所 小林昌子事務所（緑ヶ丘１－３－１５）
緑ヶ丘中央交差点北西角 

 お気軽にどうぞ！ 
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