
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                          
 
 
 

辻
つ じ

 宏康
ひ ろ み ち

 新市長誕生！ 
 
６月１４日投開票・・・ 

誰もがアッと驚く選挙結果でしたね。 

井坂・辻両候補とも、元は私も同じ五月会 

派で同僚議員であり、私は今回は特にどなたを

応援するということはせず、地元で行われた演説

会にだけ参加しました。お二人とも議員としての

経験と実力はおありですが、私自身は井坂市政

がもう１期続いて財政をしっかり立て直されること

を期待していました。市長や特別職が代わること

による混乱や市政の停滞を避けたい気持ちもあ

りましたし、前市長の圧勝という噂が席巻しても

いましたしね。が、選挙はほんとに水もの！ 

 

◎確定得票数 （投票率 ４５．６２％ ） 

     辻  宏康   ３１３１０票 （当選） 

     稲田 順三    ８９３０票 

     井坂 善行   ２３２９２票 

 
◎６／２２ MBSテレビ「ちちんぷいぷ
い」での報道が注目を集めましたね。
その中身を紙上で少し再現・・・ 
 
■右の円グラフが番組の中で、提示されて

いました。 

■報道の概要は・・・  
１）和泉市長、市民税 10％減税を公約に当選 

２）同じ公約で４月名古屋市長・６月半田市長

が当選しているが、その２市とも国からの

交付金をもらっていない裕福な市である。 

３）和泉市は収入の半分を交付金、助成金、借

金に頼っており減税の余裕はない。 
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４）和泉市は個人市民税約９０億円、

法人市民税１３億円で市民税収

入は計１０３億円。１０％減税

すると約１０億円の収入減。 

５）又、減税すると国交付金や市債

発行、国・府助成金にも影響し、

影響額は年に推定５０億円。 

６）実現できない公約を掲げても公

職選挙法違反にはならない。 

が、ルール違反では？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■財政の職員さんに聞くと、 

必ずしも５０億円という 

影響額にはならないと思 

うが、実際は１０億円の 

減税はきびしいとのこと。 

 

 

                               

[１]７月議会が終わりました！ 

（７／１３～７／３０） 

≪ ２００９年  8月 発 行  ≫ 



 

１）辻市長『所信表明並びに平成 
２１年度市政運営方針』披瀝 

 
◆年度途中のせいもあり、頁数は例年の半分
であったが、処々に辻市長の新しい試みや

思いが表れている。 

①前段では、なりたい政治家像を決めたとして、

<信頼感><躍動感><親近感>の３つの感で表現 

②市長車の廃止と市長・病院管理者を除く特別

職退職金廃止 ③「和泉市アピール課」の新設 

④市民税１０％減税と上下水道料金１０％減額

は任期４年間のうちに実現する。⑤主要公共施

設に目安箱を設置 ⑥出産、育児、教育など子

育て全般をまとめる「こども部」の創設、etc. 

 

さらに目を引いたのは３頁目に書かれた次の

項。わずか数行だったが私は大変注目したい。 

 
 
（女性が活躍できる社会づくりの推進を） 

女性が能力を発揮できる社会を実現する
ため、女性の手による行政システムの改革
をおこないます。このため、市役所の女性
登用に数値目標を設定し、着実に男女共同
参画社会の実現を進めてまいります。 
 

 

和泉市男女共同参画条例の制定を待たずとも、

市ではオアシスプランとしてさまざまな分野で女

性の進出を数値目標で表し、実現を目指してき

た。この度の辻市長のこの方針が、実際にどの

ように具現化されていくかを注視していきたい。 

 
２）市政運営方針に対する質問 
「大綱質疑」が５会派から提出 
 

私は五月会を代表して５点について質問した。

概略は以下のとおり。私も含めどの質問も、市

政運営方針にというよりは、市長選の際の公約

を焦点に質問を投げかけるものだった。 

 

【かねこ】五月会を代表して大綱質疑を行う。市民

税１０％減税についての構想は以前から持っ

ていたか。市の厳しい財政状況の下でやれる

自信はあったのか。その方法は？ 

【市長】選挙の数日前に支持者から助言があり、 

天から公約が降ってきたと受け止めた。現時 

点では明確な方策はなく、早急にプロジェクト 

チームを立ち上げ検討を指示する。 

【かねこ】和泉市自治基本条例について市長の考

えは？ 

【市長】公民協働のまちづくりを進める上で、みん

なが議論し作り上げる過程と制定後条例を活

かし育てることが大切と考える。 

【かねこ】補正予算で敬老祝金が出ている。復活

と言いながら半額支給であるが、今後も継続

するか。 

【市長】高齢者施策充実の一環として復活を決断

した。事業は継続するが支給単価は来年以降

検討する。 

【かねこ】《市立病院再生》と公約にあったが再生

の意味は？ 

【市長】経営形態は現行のまま継続し、その中で

一日も早く経営立て直しを図る。  

【かねこ】TV番組では、１０％減税の影響額は年

５０億円と推測していた。我々は大切な税金

を扱う責任ある仕事である。《天から降ってき

た》公約を掲げるのではなく、十二分に調べ

緻密に計算し考察を重ねるべき。今から検討

を指示するというのは順序が逆である。公約

の市民税１０％減税は簡単に実施に踏み切ら

ないようお願いする。和泉市の発展は何十年

も前からの歴代市長の努力の賜物。辻市長も、

数十年先を見通した上での 

治政を施して頂きたい。 

そして常に十分な説明責任 

を果たされるよう要望する。 

 

 

３）かねこの一般質問『和泉市にお
ける消費者行政の強化・拡充に
ついて』 

 
◎５月末、地元で悪徳業者による詐欺事件が２件

発生した。「市から委託を受けている水道業者

です。無料で水道管の点検をします」と言って

家に上がり込み、床下を見て「土台が腐ってい



る」とか「白アリが発生している」と言って工事

をして多額の工事代をせしめた。 

◎ 「市から委託」が嘘なので、詐欺事件である。 

◎ おかしい、と思った家族が数日後に消費生活 

センター に相談し、クーリングオフ制度で、７

月末には両事案とも全額戻ることになった。 

 

◎私は約２ヶ月にわたって和泉市担当職員さんと

話し合いをし、近隣市の視察もした結果、和泉

市の相談室を相談センターにレベルアップし、

相談業務を増やして頂けることになった。 

◎市民の生命、財産を守るためにとても大切な 

 仕事なので、原課のご努力には感謝している。 

◎一般質問の骨子は以下のとおり。 
 
【かねこ】和泉市では２ヶ所の消費生活相談室で

悪徳商法、多重債務、架空請求等々の市民相

談にあたっている。その実施体系、利用状況

は？ 

【理事者】本庁月～金、和泉シティプラザ水・金の

１０時～４時に資格をもつ３名の相談員が交替

で実施している。昨年の相談件数は８８９件。 

【かねこ】国では２６０億円の「地方消費者行政活

性化基金」が成立。本市の使途は？ 

【理事者】相談室のセンター化、相談日の拡充、

相談員の処遇改善、複数配置、ステッカーの

全戸配布などがある。 

【かねこ】センター化や処遇改善など前以ての要

望が叶い大変評価している。秋に消費者庁が

発足するがその内容は？ 

【理事者】省庁ごとの縦割りであった消費者行政

を一元化。実効性ある消費者行政を強化して

消費者を保護する目的。 

【かねこ】市でも同様に複数課の連携を要する。

被害は子どもや障害者に及び昨年の被害総額

は２億円以上。他市では顧問弁護士設置、小

中高への出前講座、電話相談録音装置の設置

等々が計画されている。和泉市民の生命と財

産を守るため、一層の取り組みを望む。 

 

◆和泉市消費生活相談のデータバンク  

①H20の相談数・・・男性３６７、女性４８０ 

②H20相談被害総額・・・約２億８４００万円 

③どのような相談が多いか・・・契約・解約、店舗

購入、通信販売、訪問販売、電話勧誘販売 

④もっともだまされやすい年代は・・・30歳代 

⑤最多契約・購入金額は・・・10万円～50万円 

 

4）副市長、教育長、教育委員長決
まる。病院管理者は留任。 

 
副市長・・・飯坂俊明氏 （元上下水道部長） 

         昭和 26年生、春木川町在住 

       山下和也氏 （元生きがい健康部長） 

         昭和 28年生、鶴山台在住 

教育長・・・石川  清氏 （元教育次長） 

         昭和 27 年生、三林町在住 

病院管理者・・・山下 隆史氏 

教育委員長・・・馬越かよ子氏 （元教育長） 

  

[２]議会の映像配信はじまる？ 
 
◎７月議会から、議場にテレビカメラがセットされ

ました。しかし今議会は試行運営で、見ること

ができたのは市役所内のテレビとパソコンの

み。本格運用は９月議会からで、家にいながら

にして市役所ホームページの議会のページか

ら、録画した議会映像にアクセスできる。議決

も議場全体を映し出すので、議員の賛成反対

が一目瞭然となる。 

◎ただし、映像は議場での議会に限られており、

３号館の委員会室で開かれる常任委員会はカ

メラを設置しにくいとの理由で今までどおり録

音のみとなる。 

 

[３]議長公用車は廃止しタク
シーに。議会改革検討会議
で決定。９月から実施。 

 
◆市長公用車の廃止とは、黒塗りの公用車を処

分し、特別職がかねてから使用している運転

手つきのプリウスに乗ることで、黒塗り公用車

はオークションにかけて売買するようである。 

◆議長公用車は、市長ほど頻繁には乗らないし、

昨年の走行距離７０００ｋｍを検討した結果、運



 

 

 

 

転手の報酬も考え合わせると、タクシー利用に

切り替えた方が費用削減になるとの判断で、９

月から公用車を廃止することとなった。黒塗り

の車と運転手は総務課に返却処理される。 

 

[４]くすのき公園の設計図完成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
和泉中央線と光明池春木線の交差点南東角にで

きます。右下は「ドングリとクローバーの森」！ 

 

[５] ≪かねこやります 

・がんばります！≫ 
 
① 第 29回 ICIX国際交流パーティー開催 

７月５日午後1時～4時、和泉シティプラザ多目的 

室で開催しました。今回のアトラクションはピアニ 

ストの演奏と軽音楽演奏。おまけに外国人の飛 

び入りダンスや飛び入り演奏、楽しい会話で大変 

楽しく盛り上がりました。もちろん交流タイムもあ 

ります。全参加者は９３名、うち外国人はフラン 

ス、ロシアなど世界各国からの約３０名でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 南池田中学校区合唱団そよ風の会、海 

の日コンサートで「花さき山」を熱演 

7月 20日、和泉キリスト教会で、菊紀美萌先生社 

中のお琴１０面、尺八２管と合唱に、金児の語りを 

入れてご披露しました。とてもとても好評でした。 

③ 第８回 ICIX韓国朝鮮語暗唱コンテス 

ト ７／２５ 今年は６部門２５名の参加者があ 

り、桃大経営学部教授全在紋先生と韓国語講師 

お二人の厳正なる審査により入賞者が決まりま 

した。毎年毎年驚くほどレベルアップしています。 
④ 第１回自然館まつり ８月２９日午前１１ 

時～１５時、南松尾幼稚園跡の自然館で、昆虫や 

植物の名前調べ、昆虫標本展示などを開催。無 

料。NPO法人いずみの国の自然館クラブ主催。 

⑤ 和泉の国ジャズストリート２００９ 
９月２６日（土）（前夜祭）午後５時～７時 和泉中

央駅会場、２７日（日）（式 典）正午～１時 和泉

シティプラザ会場 （ストリートライブ）午後１時～

８時 和泉中央駅、和泉シティプラザ～緑ヶ丘自

治会館・ぞうさん公園周辺の９ヶ所で無料のジャ

ズライブを実施。駐車場はご用意しておりません。        

★プログラムは、和泉中央駅ほか各会場で無料

配布いたします。★２７日（日）（有料公演）桃山学

院大学カンタベリーホール「大塚善章カルテット

＆中本マリ」ジャズコンサート開催。 

当日券３５００円、前売３０００円（小 

学生以下は入場不可）  チケット販 

売所：和泉シティプラザ、新日本ミュー 

ジック、マルゼン楽器店、はっぴいえん 

ど。和泉の国ジャズストリート実行委員会主催   

⑥ 第２回三市一町☆中学生のメッセージ  

１０月４日（日）、泉大津市民会館で中学生弁論大 

会開催。テーマは自由。約６分間発表。優秀者に 

はトロフィー・副賞授与。９月２５日（金）までに原 

稿を添えてクラブ事務所までお申し込み下さい。 

主催：いずみそれいゆライオンズクラブ、後援：3 

市１町の各 教育委員会、 

⑦ ８月の市政報告会はお休みです。毎月  

第２土曜の１０時～。９月１２日、１０月１０日・・・ 
 

★猛暑の日々、皆様どうぞご自愛下さいませ。 

 

 

多目的広場 

→光明池駅 

和泉中央駅         
↑ 
 

テニスコート 2面 

子ども遊び広場 

駐車場28台 

 


