
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ 
 

一段と寒さも増しました今日この頃、 

皆様お変わりございませんでしょうか？ 

去る9月には3期目に再選いただき、 

本当に有難うございました。心から 

感謝申し上げております。 

来年度は、いま行政が策定中の和泉市自治基

本条例の議会の項やその成立への議会として

の取り組み、議会改革、市財政改革、市立病院

問題、その他多くの課題に対し、議員としてし

っかりと前向きに発言・行動し、市民文化活動

も併せまして和泉市を変える努力を続けてま

いります。皆様がたのご期待をひしひしと重く

受け止め、来年も元気いっぱい、持前の明るさ

とガッツで和泉市のため力強く活動いたしま

すので、どうか更なるご支援とご鞭撻をよろし

くお願い申し上げます。 

平成21年度が、皆様にとりましてより良い

幸せな年となりますように！  金児和子 

                                                   

 

[１]１０月議会での役選、
一般質問ほかのご報告！ 

（10／１ ～ １０／２４） 
 

①� 本年の金児の役職は・・・ 

（常任委員会）都市環境委員会委員長、決算審査

特別委員会委員、環境審議会委員、ごみ減量等

推進審議会委員、自転車等放置防止対策審議会

委員、幼児教育振興審議会委員、適正就学対策

審議会委員、人権擁護審議会委員、住居表示整 
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備審議会委員、住宅運営審議会委員、勤労青

少年ホーム運営委員会委員、泉北地域広域行

政圏計画審議会委員、産業・観光振興会委員、

議会改革検討会議委員等。（がんばります！） 
 

（議長選挙にも推挙され立候補しましたが、
あえなく２票の差で敗れました。これも地を這
って活動せよとの天の思し召しかと考え、頑
張る所存です。イェイ！） 
 
（ちなみに会派は１  
期目から一貫して五月会。今期は、柏冨久蔵
議員、新人の杉本淳議員と知覧正勝議員、
そして私の４人会派です。） 
 

②一般質問は２点しました・・・ 
 
１）「学校給食における地産地消
について」 

 

【かねこ注】和泉市の小中学校では週３回地

場産米の米飯給食を実施していますが、10月

７日の読売新聞で、和泉市の学校給食用の地

場産米に残留農薬が２年にわたり検出され、

米穀小売商組合（１３業者）が市に申し入れて

も改善しないと抗議、精米中止を通告した、と

の報道がされました。私は、国の基準値から

は十分下回っているのになぜこれほどの抗議

がと不思議に思い、各方面を調べたところ米飯

給食にまつわる諸問題が浮かびあがり 

質問、改善の要求をしました。 
 
① 和泉市の地場産米は年間約１０００トン収

穫するが、ほとんどが自家消費か特定の

顧客に売られている。その為学校給食に

必要とされる米180トンが年度当初に集ま

らず、翌年買い足す地場産米は古米とな

り、多少のカビや異物が混じる。 



 

 

 

② 当初に地場産米が買い集められなけれ

ば他産地米でも新米を買う柔軟な運用が

必要。また、少ないとはいえ残留農薬が2

年検出されたのは農薬の使い方がまず

いから。基準値以下であっても、農薬は体

内、それも脳に蓄積するといわれ、体の

小さな子どもには影響がないとは言えな

い。近年アトピー症状やアレルギー、化学

物質過敏症などが増えている。和泉市で

はアレルギー等で除去食の給食を食べて

いる生徒は、Ｈ19年度で234人、全体の１．

３％もいることから、子どもには絶対安

全・安心な給食を提供するため、米の検

査と同時に米の履歴も添付する必要があ

る。教育委員会もしっかりと米の品質に関

与してもらいたいと要望もしました。 

 

 

 

 

 

 

 

２）「和泉市における全国学力テ
ストの結果の公表について」 

 

【かねこ注】今年４月、小学 6年生と中学 3年生

全員に対し、第 2回目の全国学力テストが実施さ

れました。生徒へは国語と算数・数学の 2科目の

学力テスト及び生活習慣や学習環境に関する調

査、そして学校へは実情調査がされました。大阪

府はこの2年間、全国都道府県の中で2科目とも

下から 3番目の低い点数であったため、橋下知

事も危機感を持ち、文科省に反して府内市町村

別の点数発表を行いました。和泉市は府内でちょ

うど真ん中あたりの成績ではありましたが、大阪

府自体が低いので自慢はできません。43年前の

全国学力調査では学校間や府県間の競争が激

化し、成績の悪い生徒を当日休ませたりテスト中

に監督の先生が正解を指さしたりと多くの問題が

発生、そのため中止されたのでした。 

 

【かねこ】和泉市では各教科別正答率を公表する

と発表した。決定に至った経緯と考え方は？ 

【教育委員会】１０月の定例教育委員会で審議し

決定した。公表の考え方の一つは保護者や市民

に説明責任を果たすこと。その二は子どもの学

力向上のために基本的生活習慣や規範意識の

定着が大切なので、家庭や地域の理解と協力を

得るためである。 

【かねこ】和泉市の課題と学力向上の対策につい

てはどう考えるか。 

【教育委員会】結果の分析から得た課題は、知識

や技能を活用する力を伸ばすための授業改善と、

家庭学習など生活習慣の定着のためにＰＴＡや

地域と連携して健全育成を図ることである。 

【かねこ】家庭や地域の問題もあろうが、子どもた

ちが学校へ通っている限りは、必ず十分な基礎

学力を身につけて卒業させて頂くよう要望する。 

 

[２]決算審査特別委員会
平成 19年度決算審査   
（１１/１０～11/１７）  

 
◎一般会計、７特別会計、２事業会計について、１

２人の議員が１週間審査いたしました。以下は私が

しました１０数点の質問の中から・・・。 

 

①<図書等購入費について>和泉図書館
入館者数はカウントできないが、シティプラザ図

書館は年間5１万人の入館者を数え、両図書館で

の市民一人当たり貸出点数は阪南ブロック（９市

３町）では堺市に次いで第２位となっている。しか

し、図書購入費は両図書館で２０４１万円で阪南  

ブロックでは第８位。所蔵点数に至っては一人当

たり約２点で阪南ブロック中第１１位。財政厳しい

中ではあるが、更なる図書の充実を望む。 

 

②<光明池運動施設補修工事負担金
>電車車庫の上の元テニスコートのことだが、長
い間使っていないのになぜ７０万円の補修がと尋

ねた。実はその人工地盤の下は和泉市の土地で、

泉北高速に年間約３１０万円で貸し付けているの

で軽微な補修もやむを得ないという。昭和５４年

当時は光明池にテニスコートがなかったが、昭和

６０年以降光明池球技場、光明池緑地ができ不

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/jugyou/sozaitext/803.htm


 

要となった。仮にグラウンドとして再利用するに

は６５００万円強の改修費用を要する。現在‘あり

方検討会議’で活用方法を検討中とのこと。 

 

③<徘徊高齢者位置探索機貸与助成
費>徘徊する認知症高齢者に対し、早期発見と
事故防止のため名刺サイズの探索機の貸与する

制度。初期費用１１,４４５円を全額市が助成する。

利用月５００円は利用者がセコムに払う。電話探

索一回２００円、現場急行料１００００円。過去何

度か徘徊のお年寄りを探し回り、見つけられず困

ったことがある。便利な機械なので、もっと周知し

て利用を増やすべきではないかと要望した。 

 

④ <和泉診療所・一般会計繰入金> 
診療所の規模から考えて６６００万円の繰入金は

多いのではと指摘した。ここは同和対策による診

療所で、患者数も減少し、１７年度９３００万円、１

８年度７３００万円と繰入金も減少傾向ではある。

また、Ｈ１２年に約１億円のエキシマレーザーを

購入、近視を治すレーシック治療をしていたが、

Ｈ１９年１２月に中止。聞くと、機械が古くなり管理

に費用がかかる、治療費も和泉市の３５万円に

比べ新しい機械を導入した病院では１５万円でで

きることから競争力がなくなったという。８年間で

７６人がこの機械で治療を受けたが、術後６か月

検査も全員終了し、患者への影響はないと確認。 

 

付録：<市立病院事業会計について> 
Ｈ１９年度決算では、繰入金の増加もあり収益は

49億 2千万円。しかし支出は約 65億 1500万円

で、純損失約 16億円、累積欠損金は約 67億 4

千万円にのぼる。また資本的収支では不足額約

5億 5千万円が生じ、本年度末の資金不足（不良

債務）は約 20億円となった。何と言っても今後の

課題は患者数の増加。病院管理者山下先生、病

院長の西本先生をはじめ多くの立派な先生方が、

お金は二の次で使命感を持って残ってくださって

いる。市立病院は市民の病院なのだから、市

民がわが町の病院を大切に思い盛り上げて

いけば、必ず立ち直れる。市長も議員も職員も、

みんなが「存続」の一心で、心を合わせて頑張っ

ている。市長以下特別職は病院存続のため報酬

カットして頑張っている。病院は、<特例債の発行

><全科医師の確保><夜間診療><総合内科>など

の努力で何とか患者を呼び戻そうと頑張っている。

和泉市立病院は、前立腺ガン、脊椎外科、循

環器内科、小児科の分野が特に素晴らしく、

良い病院のランキングにもランクされている

そうだ。H１９年の一日平均入院患者数は２０２人、

外来患者数は６１８人だった。これがそれぞれ２６

５人と７８６人になれば採算ベースに乗ると聞い

た。人口がまだ増加の一途をたどるわが和泉市。

和泉市民の、和泉市民による、和泉市民の

ための市民病院なのだから、市民の力で再

建しよう！ つぶさないで！ 

 

[３]１２月議会から・・・ 
報告４件、議案１１件、諮問１件、追加
議案１件でした（１２／２～１５日） 
 

１）青葉はつが野小学校増築工事 
 
Ｈ18年に児童数578名でスタートした青はつ小は、

２年間で児童数が急増。仮設教室で対応してい

たがいよいよ本校舎増築にかかる。児童数は現

在７１４名だが、21年度 793名、22年度 898名、

25年度には 1,196名と推計されている。増築部

分は鉄筋コンクリート造3階建で普通教室１１室と

低学年音楽室１室ができる。契約先は、大阪市西

区の栗本建設工業 kk.で、金額は 212,673,300円

（一般競争入札）。完成は平成２１年１２月１０日。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 和泉中央線 



 

 

  

２）和泉中央駅駐輪場建設（２２年

供用）用地購入費の補正予算を承認 
現在は UR都市再生機構の借地だが、12月議会

で用地購入費として 3億円が承認された。東西両

駐輪場は、２階建各１１５０台合計２３００台収容。

供用は平成２２年となる。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

３）和泉府中駅前再開発事業：    

いよいよ施設建築物が 2月に着工！  

オープンは平成２３年３月ごろ予定。 
 
商業公益棟は鉄骨造５階建。１階スーパー、１階

の一部と２階は権利者床、３階は和泉図書館、４・

５階に健康増進施設ができる。その東には駐車

場棟を建築（鉄骨造７階建。駐車台数は、住宅専

用１６８台、公共駐車用２１４台。駐輪場は自転車

３３０台、バイク３６台分を計画。また更に東に建

築の住宅棟は鉄筋コンクリート造２０階建。住宅１

５０戸、駐輪場には自転車置き場３００台、バイク

３４台分を計画している。 

 

[４] ≪かねこやります 
 ・がんばります！≫ 
 
①青葉台バス停に３台のベンチを設置 
 お年寄りや障がい者、荷物の多い方々のため
にぜひベンチを置きたいと考え、業者さんから自

治会に提供して頂きました。ご利用下さいね。 

 

②９／２７・２８、第３回「和泉の国ジャズスト
リート」実施 近畿各地からセミプロ以上の６６
バンドが集まってくださり大変盛り上がりました。

今回はトヨペット、珈琲館、ルージュトマトなどの

会場も増えました。１０月３０日岸和田ケーブルテ

レビに私を含め実行委員３名が出演、ストリート

当日のビデオを見ながら３０分間トークしました。 

 

③第 28回 ICIX 国際交流パーティー 
平成 21年 1月 11日（日）午後 1時～4時、和

泉シティプラザ B1階多目的室、参加費 1000円。

外国人無料。メキシコダンス、人形浄瑠璃（子ども

文楽）、フルートアンサンブルあり。当日参加も。 

 

 

 

 

 

          

 

④第１回 ICIX中国語暗唱コンテスト 
平成 21年２月７日（土）午後 1時半～4時。人

権文化センター１階大会議室。「幼児～小学生」 

「中学生」「高校生、一般（初級、中級、上級）」の

部門があり参加費無料です。優秀者にはトロフィ

ー、副賞。参加賞もあります。課題文を覚えて発

表するだけ。模範テープは実費５０円。申し込み

は 1月 8日 9時より、センター４４－００３０へ。 

   
⑤第３回そよ風の会： ときめきコンサート 
平成２１年２月２１日（土）午後１時半～３時半。

弥生の風ホール。無料。主催は南池田中校区合

唱団そよ風の会。ゲスト：（ハワイアンバンド）ナレ

オ・アイランダース、フラ：ルル・シェルズ。無料。 

  
⑥第４回劇団ドキドキ・ ダンスパーティー 
平成２１年２月２２日（日）午後２時～４時半、和泉

シティプラザ B１階リハーサル室、１５００円（小中

学生５００円）、歌・ジャズ演奏は樋口俊哉トリオ、

社交ダンス・ディスコダンスOK。 

 

☆・あとがき・★ 
９月の選挙後、１０月議会、１１月決算委員会、 

１２月議会と忙しく過ごしてまいりまして、充分 
ご挨拶もできないままと心苦しく存じております。
その間にも、議会改革や自治基本条例等にも 
積極的に取り組んでおり、ご期待に添うべく全力
を尽くしてまいる所存でございます。 また、 
どんな小さなことでもご相談をお受け致してお

ります。どうぞ遠慮なくご連絡くださいませ。 

 


