
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪桜の花の咲くころは うらら  

うららと 日はうらら～ 

♪桜ひらひら絵日傘に 蝶々も 

ひらひら来てとまる～  
 

春爛漫！ 日本の最高に美しい季節を

迎えましたね。皆さま、お変わりござい

ませんか？    

年が変わって和泉市議会では、臨時議会、

３月第１回定例会が終わり、自治基本条例

や行政視察、議会改革など、種々の懸案事

項に取り組んでおります。 

私も前号でご案内の通り、 

多くの審議会や議会改革検討 

会議の委員としても頑張らせ 

て頂いております。 

                               

[１]臨時議会（２／１８）及び 

３月議会が終わりました！ 
（２／２７～３／２５） 

 

１）臨時議会では、国の第２次補正予算

成立に伴って市でも補正予算を組み、

議会に上程、可決されました。主な内

容は、 ①定額給付金関連経費 29 億

4,126万 6,000円  ②子育て応援特別

手当関連経費１億 2,362 万 7,000 円 

③地域活性化・生活対策臨時交付金

事業関連経費２億 1,000 万円等、国の 
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補正予算を受けての経費に加えて、④

市単独緊急経済対策事業経費として

2,500 万円を可決されました。その他、

和泉市地域活性化・生活対策臨時特

例基金条例制定、 和泉市介護従事

者処遇改善臨時特例基金条例制定等

について審議、全て可決されました。 
 

２）３月議会では報告１３件、議案２７件、

予算審査特別委員会で議案２０件を 

審議、全て可決されました。 
 

３）最終日に議員提出議案として、「和泉

市議会議員の政治倫理に関する条例

制定」が可決されました。これは、長ら

く議会改革検討会議で議論を重ね、こ

のたび上程したものです。 
 

４）３／９～１６日の予算審査特別委員会

では、私は委員長に選ばれ、予算に関

する質問はできませんでした。 
 

５）一般質問では、以下の 

２点について質問しました。 

 

一般質問①「性感染症と性教育 
について」 
 
【かねこ】あるＮＰＯ法人が開催した「知らなかっ

たでは遅すぎる性感染症のこと！」と題した講演

会に参加した。それは、ある産婦人科医が中学

生に向けてパワーポイントを駆使し熱をこめて訴

えられた、クラミジア性感染症についての講演だ

った。その時私はこの感染症に関する正しい理



 

 

 

解がいかに重要であるかを知った。学校ではこ

れについてどのような指導をしているか。 

【教育委員会答弁】クラミジアなどの性感染症に

ついては、エイズとともに中学校の学習指導要領

に基づき保健分野において指導している。特にエ

イズや性感染症は、増加傾向と低年齢化が社会

問題となっており、感染の予防を啓発する副教材

も活用して指導している。 

【かねこ】市内の中学３年生対象アンケートによ

れば「知らなかった」という声が多く、学習は不十

分だと思われる。クラミジア感染症というのは概

ね無症状で潜在し易く、放置すると不妊症やエイ

ズの危険性が増す。先進国でエイズが増えてい

るのは日本だけ。クラミジア患者は全国で１００万

人以上とも１６０万人とも言われ、特に高校生女

子に多いとされる。近年、性体験の低年齢化が

心配されており、早期の性教育が重要である。子

ども達が人生を踏み外さないよう、指導者が危機

的状況をしっかり認識して指導すべきである。 

【教育委員会答弁】教育委員会では、教員に対し

て性感染症についての現状や課題について更に

研修を通して認識を高め、指 

導の徹底を図ってまいりたい。 

【かねこ】インターネットや雑誌 

では刺激的な性情報が氾濫し 

ている。中学生の間にクラミジ 

ア感染症についてしっかりと学 

習指導をお願いする。 

 

【かねこ注】特に若い女性は、自覚症状が少な

いのと恥ずかしさのため検査をせず、卵管炎か

ら不妊症に移行するケースが多いのだそうです。

また、ＨＩＶやエイズにも５倍から１０倍かかりやす

いと言われます。中３生のアンケートで、｢性体験

をかっこいいとか自慢げに考える子が多いが、

講演を聞いて体を大切にしなければならないと

思った｣のような記述が多くみられました。家庭で

も、真剣に子どもと話し合うべき。遅くならないう

ちに！ 若気の至り、ではすまないのです。 

 
 
 
 

一般質問② ｢男女共同参画推 
進条例施行後の進捗状況につい 
て｣ 

【かねこ】和泉市では平成 19年 7月に同条例が

制定された。それに先立ち平成７年に和泉市女

性行動計画オアシスプランを策定し、毎年行動計

画に基づく目標値達成のための努力を重ねてい

る。男女共同参画施策の進捗状況と男女平等教

育の現状はどうか。 

【男女共同参画課答弁】男女共同参画センターを

中心に、啓発や職員研修等も実施している。審議

会等への女性委員の登用は現在２７．８％で、国

の３２．４％、府の３５．９％よりは低いが、府内市

町村平均の２５．２％よりは若干高い。女性職員

の管理職への登用は、課長補佐級以上へは目

標１５％だが現在１０．０５％。男女平等教育につ

いてはモデル校を設定し取り組んでいる。 

【かねこ】多岐にわたる市民活動の拠点、男女共

同参画センターの登録団体数、人数、活動内容

はどうか？ 

【男女共同参画課答弁】平成 15年設置の同セン

ターでは現在30団体、４０４５人が,男女共同参画、

環境問題、子育て、食生活、国際交流、福祉等々

の方面で幅広く活動している。センター事業も年

６３回の各種講座を開催し１５２０人の参加者を得

た。女性問題に起因するカウンセリングや電話相

談は、年に１８０回、相談件数は２３６件、うち DV

（家庭内暴力）相談は２７件にのぼる。 

【かねこ】世界経済フォーラムは、2008 年版「ジェ

ンダー・ギャップ指数」を発表した。「ジェンダー・

ギャップ指数」とは、世界各国の男女間の格差を

指数化したもので、日本の総合順位は、前年より

7 つ下がり、１３０か国中９８位、先進国では最下

位である。特に経済と政治面での男女のギャップ

が大きい。まだまだ男女共同参画センターの更

なる取り組みが求められる。 

【かねこ】市内小中学校での女性管理職の登用

状況と、男女混合名簿の実施状況はどうか。 

【教育委員会答弁】小学校２１校中、学校長４名、

教頭３名、中学校では１０校中、学校長０、教頭３

名。混合名簿は小学校２０校、中 

学校６校が実施している。 

【かねこ】まだ１小学校と４中学 

校が未実施である。卒業式や 

体育大会など、男女混合が違 

和感なくなり、むしろ男女が分 

かれている方に違和感を覚え 

る。形式ではあるがそれこそが意識の変化を象

徴している。さらに努力してもらいたい。 



 

[２]大阪府の２月議会で、槇尾

川ダム本体工事に向けて１０
億９２００万円の予算が通り

ました。橋下知事の考え方を

府議会の会議録から拾うと… 
 

 [平成２０年７月 17 日臨時府議会都市
整備常任委員会で。 共産党議員の質
問に対する橋下徹知事の答弁から] 
 
 （金児注： 必要部分のみ金児がまとめまし

た。総事業費は、安威川ダムで１３７０億円、槇尾

川ダムは１２８億円。ダム本体事業費は安威川ダ

ム４００億円、槇尾川ダム８１億円） 

 

【知事】就任以来、ダムの問題はやはり大きな責

任の問題でもありますので、徹底して自分なりに

勉強し、最終的にダムの必要性を認めました。 

 災害対策の考え方で、私は、広域行政の長とし

て、被害が出たときに責任を持ちますので、議員

は今、できる限りこういう被害はないじゃないか、

ないじゃないかという前提でいろいろ論を立てて

おられますけれども、私は最悪の事態をやはり

想定しなければいけない立場です。 

（雨量八十ミリについて）学者さんが時間雨量八

十ミリが荒唐無稽だというような議論であれば、

私はそれを採用しませんけれども、まだ賛成論、

反対論、しかも多くの行政がこの時間雨量八十ミ

リというものも一つの災害のターゲットにしている

という現状の中で、明治以来ほとんどない、ない

ないないというような方針で災害対策は考えるこ

とができません。時間雨量八十ミリは、責任を持

つ立場としてここは譲ることができません。 

 あとは手法の問題で、ここは徹底的に議論しま

したが、残念ながら反対論を唱える学者さんのほ

うに明快にこの八十ミリを避けるためにダムを必

要としない治水対策、僕は根拠があればそれを

具体的に出してくださいというふうにお伝えしたん

ですけれども、いまだに出てきていません。 

（治水対策について）槇尾川についても、私も税

金を使う立場で、まず何とか避けることができな

いのかということで、徹底して都市整備部に何回

も何回も効果について確認をしました。僕も最初

は、効果が少ないんじゃないかという考え方から

スタートしました。昭和五十七年に約五百戸、平

成七年に約三十戸という被害で、申しわけないけ

れども、流域の方々のそこを救うためにこのお金

をかけるのはという発想からスタートしたんです

けれども、治水の考え方ということを勉強して、一

つ結論に達したのは、槇尾川の治水対策、流域

の安全対策を広域の行政の長として考えた場合

には、流域の住民全員に平等な安心安全を提供

しなければならない。たまたま槇尾川ダムは、河

口のほうからずうっとその対策をやってきて、最

後、上流のダムのところだけが残った。あと残っ

た部分の人たちは知りません、お金がかかるか

ら知りませんよというわけにはいかないというの

がわかりました 

（ダム建設で水位が十九センチ下がるだけという

議論）十九センチ（かねこ注：槇尾川は十六セン

チ）下げるというところも、僕も疑問を持ちまして、

徹底的にこれも勉強しました。これは流域委員会

の宮本委員長とも僕は考え方が若干違うなという

ふうに思ったのは、僕も最初は十九センチぐらい

と思ったんですけども、実は計画高水位の意味

合いを、僕もそこまで厳密に考えなきゃいけない

のかという思いで、いろいろ学者さん、また庁内

で議論させてもらいました。十九センチ上がった

ところでそんな安全変わんないじゃないかと、堤

防をちょっと強化すればいいんじゃないかという

ような思いだったんですが、計画高水位の意味

合いが、世間でよく堤防の安全基準のようにとら

れていますけれども、これも全然違うと。あの計

画高水位というのは行政の約束事で、あそこを基

準にありとあらゆる治水の行政が全部連動して

いるわけなんです。治水の必要性とか計画高水

位を超えたらいけないというのは、行政としては、

特に皆さんそれに命をかけてずうっとこれまでや

ってきた河川室にとっては、計画高水位を一セン

チでも超えていいという議論は、到底これはとり

ようのない結論になっています。 

 

【かねこ注】 橋下知事の発言をどう感じられまし

たか？ ダム問題は学者でも議論の分かれる所

かと思われます。得てして少数反対派の声が大

きいですが・・・。でも市民の生命と財産は平等に

守らなければなりません。私は、ダム問題は政治

的課題でもあり単純に白黒つけることはできない

と考え静観しております。橋下知事は高校の後輩

ということもあり注目していますが、忙しい中にあ

ってよく勉強されているなと感じ入りました。 



  

 

 

[３]２月１１日 ｢３市１町 

☆中学生のメッセージ｣ 
弁論大会が開かれました！ 

 
いずみそれいゆライオンズクラブ主催。和泉市、

泉大津市、高石市、忠岡町の３市１町に住む男女

中学生１６人が出場しました。皆さん堂々と自ら

の想いを披歴。聴衆に深い感銘を与えました。 

[最優秀賞] 北野真衣さん（南松尾中） 

 [優秀賞] 曽和愛美さん（和泉中） 

[優秀賞] 高木紗也香さん（北池田中） 

誰でも出場できます。２１年度は秋に開催予定。

１学期中にポスター等でお知らせしますので、中

学生の皆さんはぜひ挑戦してくださいね。 

 

※因みに、最優秀賞に輝いた北野さんの≪私に

できること≫は、南米先住民に伝わる有名なハチ

ドリの物語を引用し、自分にできることを考え行

動にうつすことの大切さを話されました。物語は、 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

あるとき森が燃えていました。森の生きもの

たちはわれ先にと逃げていきました。でもクリ

キンディという名のハチドリだけは行ったり来

たり。くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んで

は火の上に落としていきます。動物たちがそ

れを見て「そんなことをしていったい何になる

んだ」といって笑います。クリキンディはこう

答えました。「私は私にできることをしている

だけ」    出典：『私にできること』（ゆっくり堂）、  

      『ハチドリのひとしずく』（辻信一監修、光文社） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

体長１０ｃｍと世界で最も小さい鳥ハチドリの一滴 

は確かに大きな力ではないですが、自分にでき 

ることで役に立とうとする心の美しさと大切さを教 

えてくれる感動的なお話です。いずみ環境クラブ 

では、この物語を小さな紙芝居にして

事ある毎に上演しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[４] ≪かねこやります 

・がんばります！≫ 
 

①５／２３（土） 市民ミュージカル劇団ドキド
キ第６回公演  『みんなの人生（うた）』 
  誰にでも、忘れられない思い出とともに、 
     忘れられない歌や音楽がある。 
       そんな人生を観せましょう！ 
午後５時開演 （４時半開場） 和泉シティプラザ 弥
生の風ホール、当日２５００円 （前売２０００円）【販
売】和泉シティプラザ【後援】和泉市、和泉市文化協
会【制作協力】発起塾（作・監修／秋山シュン太郎  
演出／高石黒白） 
 
②６／７（日） 「第９回いずみワールドフェス
ティバル」  １１時～３時。和泉市役所前駐車場
で。IWF実行委員会主催。世界各国の舞踊や歌の
ステージ、民族料理店や物産店ブースがたくさん出
ます。大勢の外国人とも交流しましょう。毎年１０００
名ほどの参加者で盛り上がります。 
 
③９／２６・２７（土・日） 第４回「和泉の国ジ
ャズストリート２００９」実施   昨年は近畿各
地からセミプロ以上の６６バンド、３５０人を超えるミ
ュージシャンが集まりました。２６日は前夜祭です。
今年は和泉中央近辺で会場を増やし、より多くの方
に楽しんで頂きたいと計画中です。ミュージシャン
の募集もそろそろ始まります。 
 
④５／９（土） 第９回かねこ杯ボウリング大
会 午前１０時半～午後２時。 参加費１０００円（小
学生５００円）。終了後に交流会・市政報告会をしま
す。どなたでも大歓迎！ お申込みは５月６日まで
に留守電、FAX、メール等でお願いいたします。 
 
⑤“フレッシュ和泉”パソコン教室 月２回、
金曜日の１０時～１１時半。１回５００円。会場は新
かねこ事務所です（金児自宅の左隣）。パソコンを
開く所からお教えします。パソコンはご持参下さい。
お申込みは☎５７－０５９０、FAX、メール等で。 
 
⑥新しく≪かねこ事務所≫ができました！ 
金児自宅の左隣りの建物です。本年1月より市政 
報告会も新事務所で開いております。 
 
⑦ ＜かねこ和子の市政報告会＞毎月第２
土曜日の午前１０時～１１時半。事務所で。 
８年半毎月続けています。市の行政、市議会、か

ねこの活動などさまざまな情報をお届けします。

５／９（ボウリング大会）、６／１３、７／１１・・・ 

どなたでもお気軽にお越しくださいませ！  

１
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