
 

 

 

 

 
 
 
 
                                                          
 
 
 
菊花の候  ご一同様 
お変わりございませんか？ 

 
★子どもの頃は、菊といえば枚方 

パークの菊人形でした。広大な 

菊人形館に入った途端、馥郁と 

した菊の香りに包まれて。でも菊 

人形はいつも時代劇ですよね。 

菊の十二単衣に菊の袴。それが限界かな？ 

★現在、菊といえば国華園！ 一つの幹から 300

個の花を同時に咲かせたり、小さな宇宙とも思え

る盆栽や特別花壇など、見渡す限りアンビリーバ

ボー？な菊の世界が広がりファンタスティック！

菊花展は 23日迄。一度は見なきゃソンソン！ 

★市議会では、10月 7日に第 3回定例会が終了

し、新たな役員体制でスタートしました。和泉市は

９月が選挙月のため、役員の新年度は９月なん

です。今年もいくつもお役を拝命しました。それぞ

れに全力を傾注して頑張ります！  

 

[１]９月議会が終わりました！ 

（９／１４～９／３０） 

10／1～7 役員選挙 
11／4～11 決算委員会 

 

今議会での案件は決算認定９件（決算審査特別

委員会に付託）、報告５件、議案は補正予算３

件を含む８件。 

議案の１つは、既報の「和泉中央駅前東自転車

等駐輪場新築工事請負契約」について。既に工

事が始まっており完成は平成２２年３月１５

日。4月から供用。鉄骨造２階建で自転車８３

６台、ミニバイク３１１台収容。 

他に議案として「和泉市自治基本条例の制定 
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について」が上程されていたが、

付託された総務文教委員会開催

前になって、各会派では否定的意

見が多くそのままでは本議会で

否決されることが予想できたこ

とから、市長部局では委員会に対

し事前に継続審議を申し出た。つ

まり今議会では本議会に上程せ 

ず、条文を整え直したのち、次議

会以降に再上程することになる。 

 

[２]議会三役が決まりました。 
＆ 金児の今年度の役職 

 
議 長： 吉川茂樹 議員 （４期目） 
副議長： 辻本孔久 議員 （２期目） 
監査委員： 濱田千秋 議員 (２期目) 

 
◎金児の役職は、 
厚生文教常任委員会委員長 

議会だより編集委員会委員 

泉北水道企業団水利開発委員会副委員長 

和泉市適正就学対策審議会委員長 

和泉市幼児教育振興審議会委員 

和泉市青少年問題協議会委員 

和泉市国民健康保険運営協議会委員 

和泉市介護保険事業運営協議会委員 

和泉市民生委員推薦会委員 

和泉市医療対策協議会委員 

和泉市予防接種健康被害対策委員会委員 

 
昨年の都市環境常任委員会 

委員長での充て職も多かった 

ですが、今年も多いです。 

五月会の会派代表者としても、 

しっかり勉強して頑張ります。 

≪ ２００９年  １１月 発 行  ≫ 



 

 

[３] 五月会：和泉市自治基本条 

例（案）、主に次の３点に反対 
 
①【住民投票１６歳以上】に反対←早すぎる 

②【有資格者の６分の１の連署で住民投票 

請求ができる】に反対←少なすぎる 

③【市長の附属機関である市民自治推進委 

員会設置】に反対←議会との関係性が問題 
 
◎自治基本条例とは、来るべき地方分権社会に

備えて、市民が主体的に自分の町の自治に参

画する意識を高め、併せて公民協働を積極的

に進めるための条例で、必要である。 

◎全国の自治基本条例の元となるニセコ町のま

ちづくり条例を、かつて五月会で視察した。そし

て前々回市長選では、五月会派に所属してお

られた井坂、辻両候補とも、自治基本条例の制

定を公約に掲げて戦われた。 

◎私は当初から、「住民投票１６歳以上」に断固

反対で、３月のパブリックコメント募集に際し金

児個人で投稿した。同時に【前文】【議会の役

割及び責務】【最高規範性】 

【住民投票】【終わりに】の 

５点についても投稿した。 

下は【住民投票】について 

の私のパブリックコメント。 

 

【住民投票】 

外国人の投票権を認めたことは評価しますが、１

６歳以上、というのはいかがかと思います。岸和

田市では１８歳としています。１６歳は高校１年生

であり、どれほど市政や政治に対する認識があ

るか、客観的判断ができるかが疑問なのです。

それとも、来るべき住民投票に備えて、市では中

学生時代からしっかりと自治基本条例や市政、政

治についての学習指導をしていくというのでしょう

か？ その裏付けはあるのでしょうか？ 普段公

民権や参政権を行使したことのない子ども達が、

仮りにですが
．．．．．．

市町村合併、市長の罷免、あるい

は市立病院の存続などの住民投票に加わるとす

ると、果たしてそのための判断材料が十分備わり、

人の意見に左右されずに自らの信念で投票でき

るのか確信が持てません。 

◎策定委員会の回答は以下。 

 

（要旨のみ）住民投票条例について、１８歳以上と

する市町村が多いが、本市では、市の将来に関

わる重要事項の決定について、幅広い年齢層の

意見を取り入れることが持続的に発展可能な地

域社会の実現に結びつくと考えました。義務教育

を終えた１６歳以上に発議・投票権を保障するこ

とが、自分たちのまちのことは自分たちで決める

という参画意識を根付かせていく上でも重要と考

えます。なお、今後、中学校の授業においても、

自治や投票の意味について、公民教育の充実を

図っていくべきと考えます。 

  

◎上記回答について 

 本来は、納税をすることで 

社会を支える一社会人となり、 

参政権を持つのではないだ 

ろうか？ ２０歳まで保護さ 

れるべき大切な子ども時代を 

奪うことは、かえって子どもの権利侵害かも？ 

若者が一部の声高な運動家に煽動される危険性

も感じる。また自治や投票の意味を１００遍教え

ても、具体的な現代政治の中味を教えないことに

は判断材料がないことになり、その状況で投票し

たことが将来その子どもの心に禍根を残す恐れ

もある。 中学高校時代は自分の将来に備えて

幅広く学習を深めることや社会性を発達させ

ることが肝要。学校も政治学習を増やすことに

は同意しないと思われる。１６歳からの新たな

投票者名簿を作ることは労力と費用を要する。 
 
◎因って「１６歳以上」に反対。「２０歳以上」

で良いと思う。近年「１８歳以上」を成人とす

る国が増えているので、百歩譲って「１８歳以

上」でも良い。 

 

[４] 都市計画道路 上
かみ

伯
はか

太
た

線 

道路改良工事に何か問題が？ 
 
信太 3号線や岸和田南海線などとともに和泉市

の幹線道路ネットワークの一つとして工事が進め

られてきた上伯太線が、あと少しで完成というと

ころでつまづいている。現状と原因は何か？ 
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工事箇所は鶴山台から伯太町に向かう、惣ヶ池

水源地の堤の上とその先の総延長４５０ｍ。 

■今までの経過をまとめると・・・ 

①平成 14年、道路新設の予算を議会で承認。 

②国のまちづくり交付金の5カ年補助（平成16年

～平成 20年）を得て工事に着手。 

③その後1年間の繰り越し手続きをして、平成21

年度末までに完成すればよいことになった。 

④ところが今になってグラウンドの追加工事や地

元要望などで工事費 2億円不足が判明。 

⑤11月から工事を始めないと 3月に完成できず

国の補助金が貰えなくなる。道路河川課から

は、臨時議会を開いて補正予算の承認をと要

請が来たが、各議員から疑問が噴出して理解

を得られず、市長部局では調査をするとして要

望を一旦ひっこめた。その後音沙汰なし。 

⑥実は２億円不足は、市が議会の承認を経ずに

一少年野球チームに１億８千万円という多額の

保障をしたために起こったもの。主にそのチー

ムが使っていた王子グラウンドの一部が道路

にひっかかったからと言うのだが（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

■工事は橋梁と道路改良の二分割で施工 

①当初の橋梁工事（竹中土木）契約には王子グ

ラウンドの復旧費 4900万円が含まれていたの

に、道路改良工事（矢野建設）契約にも、王子

グラウンドの復旧費含む 6100万円が含まれ２

重になっている。 

②しかもそれぞれの工事が１，２年後に追加工事

として金額変更をしている。H21年 7月橋梁工

事は松尾寺グラウンドの整備費用約６１００万

円含む１億３４００万円追加。一方、道路改良

工事は王子グラウンド整備費用約１億２千万円

含む１億８３６万円を今後追加予定。 

③ところが実際には、松尾寺グラウンドは H20年

２月にすでに完成して使用中であり、王子グラ

ウンドも防球ネット・ブルペン・照明・グラウンド

ハウス等々すべて完成済み。 

④おまけに、王子グラウンドは和泉市・高石市・

泉大津市で構成する泉北水道企業団の土地で

あるが、10月26日の企業団議会で、和泉市は

工事についての覚書や協定書を交わさず、建

築物の確認申請も出ていなかったというでたら

めぶりが明らかになった。議会では、13日に会

派代表者会議を開くが、今後全員協議会を開

催して議会軽視も含め問題点や責任の所在を

明らかにしていくことになりそうである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[５] 「第 2回三市一町☆中学生 

のメッセージ」（弁論大会） 

 
5年前私が初代会長をさせて頂いた「いずみそ

れいゆライオンズクラブ」が主催、泉大津市・和泉

市・高石市・忠岡町各教育委員会後援による標

記の弁論大会が、10月 4日（日）泉大津市民会

館で開かれました。私は青少年指導委員長とし

て第 1回から運営に携わり、今回も３市１町か

ら１６人の中学生が出場。素晴らしい発表が続

く中、審査の結果次の方々が表彰されました。 

【最優秀賞】泉大津市立誠風中学校１年 

猪口礼菜さん「お帰りなさいが言える日まで」 

【優 秀 賞】和泉市立信太中学校３年 

小池崇晃さん「平和について」 

和泉市立光明台中学校２年 

岡田知佳さん「裁判員制度について」 

 

 

[６] ≪かねこやります 
・がんばります！≫ 

 
①9／26（土）・27（日）「和泉の国ｼﾞｬｽﾞ

ｽﾄﾘｰﾄ 2009」（第４回）主催：和泉の国
ｼﾞｬｽﾞｽﾄﾘｰﾄ実行委員会、後援：和泉市・和
泉市教育委員会・和泉市文化協会・桃山学
院大学・和泉市商工会議所。お蔭様で前夜

（現地の地図 貼り付け） 



 

 

 

 

祭＆ｼﾞｬｽﾞｽﾄﾘｰﾄ両日とも大盛況でした。桃
山学院大学ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰﾎｰﾙの有料公演以外に、
和泉シティプラザを中心に９ヵ所で無料
ｼﾞｬｽﾞライブを午後１時～８時まで繰り広
げ、多くの観客が生演奏を楽しんでくださ
いました。ミュージシャンは近畿一円から
57バンド、３３７人が集まり、観客は５
０００人を数えました。ご支援下さった
皆々様に心から感謝申し上げます。 

  
②11／1（日）「第１回いずみ演劇フェス

ティバル」和泉ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ弥生の風ホール 
  入場無料。劇団ドキドキは創立７年目です

が、同様に活動している劇団かんふぁさん
と合同フェスティバルをしたいですねと
話していたことがやっと実現！ 出演は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
劇団ﾄﾞｷﾄﾞｷ・北池田中学校演劇部・劇団か
んふぁ（北池中はｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの為休演） 

   

③11／15（日）「第９回いずみワールドフ
ェスティバル」主催：IWF実行委員会、

11：00～15：30、和泉市役所前駐車場、 

  ぜひご家族で遊びにおいでください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  入場無料、≪舞台≫中国青海の歌、アイヌ

歌と演奏、中国二胡、インド舞踊、タイの
爪踊り、インドネシア歌と演奏、ブラジル
サンバ、中国獅子舞、朝鮮伝統舞踊他、≪
料理・物産≫アイヌ、ブラジル、沖縄、フ
ィリピン、インドネシア、タイ、中国他 

 
④11／17（火）、12／8（火）、12／22（火） 「ミ
ュージカル劇団ﾄﾞｷﾄﾞｷのワークショップ 」 
各 14：00～16：00、会場アイ・あいロビー、 
 15名募集、無料、申込１１／１５締切、金児迄 

 
⑤11／22（日）ICIX「第 11回いずみ英語 
暗唱コンテスト」、13：00～、人権文化セン

ター１階大会議室（10／18にテープ審査
があり４部門各１５名の出場者が決定） 

 
⑥12／13（日）ICIX「第４回子どものため 
の国際交流パーティー」午後１時～３時、 

和泉ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ地下１階多目的室、対象：小中 
学生、定員６０名、参加費５００円、（人形 
劇、外国人と交流、お話とゲーム、サンタさ 
ん）、申込１１月９日から。金児まで。 
 

⑦1／17（日）ICIX「第３０回和泉国際交
流パーティー」（インド舞踊 byチュー
リカ・バッタチャリア、黒田節民舞、歌手
藤原美弥子ミニコンサート）、午後１時～
４時、参加費１０００円（小学生以下５０
０円）、軽食等で多くの外国人ゲストと交
流します。保育有（受付１２月５日より）、
申込 090-8169-0952山本まで。 

 

⑧2／7（日）「第５回ドキドキ・ﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨｰ」 
 主催：劇団ﾄﾞｷﾄﾞｷ、和泉シティプラザ B１階リ
ハーサル室 14：00～16：30、参加費 1500円、
歌・ジャズ演奏：樋口俊哉トリオ、申込金児 

 
⑨2／27（土）ICIX「第２回中国語暗唱コ

ンテスト」、午後１時～５時、人権文化
センター１階大会議室、参加費無料、幼児
から一般まで５部門、申込は２／１より人
権文化センターへ 9時～5時に電話で。 

   

[７] <フレッシュ和泉> 比叡山・ 

雄琴日帰りバス旅行へのお誘い  
 
★ゆっくり お食事と温泉を楽しみましょう！ 
 比叡山延暦寺➜日吉大社➜雄琴温泉「ホテル 

びわ湖花街道」➜「鮎家の郷」 青葉台発８時 

―帰着５時半（トイレ付バスで安心の旅です） 

【日時】１１月２９日（日）集合７時半 旧の 

あおば会館前【参加費】５０００円 【定員】 

５０名 【申込み】090-8537-6906 金児 

 

 

 

 

 

 

 

 

[８]フレッシュ和泉・パソコン教室 

パソコンを開くところから、親切にお教えしま 
す。練習は月 2回の金曜日、参加費月１０００ 
円。初級・中級クラスあります。会場は青葉台 
2－3－11、かねこ事務所。お問合せ：金児迄 


