
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                          
 
 
 
２月４日 立春をすぎて・・・ 

 

今まで、種々の成果を 
形にして残してまいりました。 
いつも金児は全力疾走！    
本年も宜しくお願い申し上げます。 
 
☆金児、頑張りました！ 和泉市の消費者行
政が大きく前進！  （だまされた）（覚え
のない請求が来た）・・・ 泣き寝入りせず
先ず電話して。市消費生活センターに！ 

 
☆波乱の１２月議会が終わり年が明けまし
たが、上伯太線道路工事問題はまだ終わ
らない。これからだ！ 
 

☆議会では今般の市道路課の失策、議会と
市民を無視した行為に強く抗議するもので
す。が一方で、３月末までに道路が完成し
なければ国からの補助金６億円強が不交

付となり市に大損害がもたらされます。ペ
ナルティもあるかも知れない。悩んだ結果、
たった一人を除き、議員は全員、（本当は
反対したい補正予算に賛成する）という苦
渋の選択をせざるを得ませんでした。 

 
 

[１]金児、１２月議会（１１／３０ 

～１２／１１）で一般質問４点 
 

（１）消費生活センターの設置について 
（２）学校における新型インフル 

エンザへの対応について 
（３）大学との包括連携協定について 
（４）新たな市民文化活動支援 

事業について 
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（１）消費生活センター 

      の設置について 

 
【金児】◆７月議会で、和泉市の消費者

行政の強化・拡充について次のように質問

した。①和泉市の消費生活相談室の存在が

わかりにくく消費者相談の内容が市民に伝わ

っていない。改善すべき。②平成21～23年度

の３年間限定の地方消費者行政活性化基金

約223億円が国から交付されるのに対し、和

泉市での使途が未定。使途を明確にして予算

要望すべき。◆市からは、今後消費者行政の

改善に前向きに積極的に取り組むとの答弁

を得た。◆今回、相談室をセンターにする

取り組みその他について、具体的にその内

容と進捗状況を尋ねる。 

【環境産業部】◆7月議会で議員指摘のとおり、

現相談室が狭い、相談室の場所がわかりづら

い等の課題は認識している。◆その後、より

一層市民に利用してもらうため、①平成22年

度をめどに消費者相談室を拡充して消費生活

センターへレベルアップ ②相談時間の延長・

相談員複数配置 ③啓発用ステッカーの全戸

配布 ④相談室の移転場所の確保、など関係

各課と協議を進め実現に向けて積極的に取

り組んでいる。 

【金児】◆残念なのは消費生活センターの場所

が決まらないことである。◆消費生活センタ

ーというのは、詐欺、悪徳商法あるいはさまざ

まな商品のトラブルや多重債務など消費に関

わるあらゆる相談を解決するところ。従って、

消費者行政は本当に市民のための事業であ

り、消費生活センターは最も市民の近く
にあるべき施設である。◆和泉市の自殺
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者数を調べたところ毎年約４６人が自殺し

ており、６割が健康問題であとの４割近くが

経済、生活問題が原因。一刻も早く消費生活

相談員さんに相談すれば救われたかもしれ

ない。◆場所の設定に関わる担当課からの答

弁を求める。 

【ひと・まち創造部】◆被害が増加し深刻な社

会問題となる中、消費者行政の一元化に向け

て、本年10月内閣府の外局として消費者庁が

発足し、地方においても消費生活センターの

設置等、消費者行政の拡充が要請されている。

◆特に最近は、高齢者や障がい者等の社会的

弱者が被害者となる消費者トラブルが増加し

ており、総合計画第４章に掲げる和泉市の将

来像、市民が安全で安心して暮らせるまちを

目指す上で、消費生活相談、苦情処理のあっ

せん等の事務を行う消費生活センターの設

置は最重要課題の１つであると十分認識し

ている。◆従って、ひと・まち創造部として

は、商工観光課から積極的な取り組みの報告

を受け、現在市民にわかりやすく利用しやす

い、また原課との連絡がとりやすいなどの観

点から、原課とも密に連携をとりながら、セ

ンター設置にできるだけ最適な場所を庁内に

確保するよう努めていきたいと考えている。 

 

《かねこ注》高石市のセンターはアプラホール

内にあり、年間約７００件の相談を受けてい

る。片や和泉市は３倍の人口があるのに約９

００件と少ない。しかも相談員さんの処遇も

充分ではなかった。今回要望を受けて、市民

の命と財産を守るため担当職員さん達が真

剣に動いて下さった。感謝。 ２年で2200万

円強の事業が市民を守るために実施されま

す。何によらず、とにかく電話しよう！！ 

 
 

 
 
 
 

 

 

（２）学校における 

新型インフルエンザ 
への対応について 
  
 【金児】学校・園の学級閉鎖が多数実施され

たが、閉鎖の基準、閉鎖の推移、学校行事へ

の影響は？ 

【学校教育部】 ◆大阪府教育委員会のマニュ

アルでは、罹患児童・生徒が在籍者数の約

10％から15％に達したとき、４日間程度の学級

閉鎖を実施することと示されている。 

◆学級閉鎖の実施状況は、９月22学級、10月

217学級、11月78学級、12月は12月８日現在

で21学級。すべての小・中学校で学級閉鎖さ

れ、なかったのは３幼稚園のみ。◆行事の中

止については運動会・修学旅行は結果的に全

校で実施できた。 

 【金児】◆学級・学年閉鎖になったクラスの

授業時数確保の対策は？ 

 【学校教育部】◆小学校は一斉下校のため一

部の学級だけ残せない。そのため、土曜日登

校、休み時間短縮で７限目を確保、６限終了後

毎日30分の学習時間設定などで確保。◆中学

校では、夏休みは８月末から登校、創立記念

日や土曜日に登校などで確保。◆授業時数が

下回ったとしても法令違反には当たらない。 

【金児】新型インフルエンザ流行により得られ

た危機管理の観点での教訓は？ 

【学校教育部】◆①指示系統を確認することの

重要性。 必ず市教育委員会からの指示を待

つよう各校管理職に指示した。②各学校にお

ける緊急連絡体制の整備。１０００人もの学

校なら電話連絡では役に立たない。本市小学

校では、ＩＣＰＣ（和泉総合防犯センター）システ

ムを利用して保護者の携帯電話等へ一斉メー

ル配信する緊急連絡体制を確立している。今

回４中学校も導入した。 

 【金児】◆残念なのは市ホームページ上での

状況説明や情報が殆どなかったこと。◆危機

状況が起こった時は、危機管理室から直接ホ

ームページに情報をアップできるような整備を

要望する。 

 
 



  

 

 

（３）大学との包括 
連携協定について 

 
【金児】◆本市と桃山学院大学・大阪市立大学と

の包括連携協定の内容は？ 

【市長室】◆桃山学院大学とは平成19年、大阪

市立大学とは平成21年に締結。◆内容は、教

育・文化・スポーツ、国際交流、まちづくり、

福祉、産業商工など各分野において相互に連

携、協働することにより、活力ある地域社会

の創造、人材育成及び大学と市、両者の発展

に寄与することが目的。医療、自然環境など

各大学の専門領域の違いはある。◆桃山学院

大学とは、災害時における相互協力、相互支

援の覚書も平成21年に締結。◆連携は現在桃

大と43事業、大阪市大と11事業。 

【金児】今後この大学連携をどのように発展継

続していこうと考えているか。 

【市長室】◆桃大は、唯一の地元大学として引

き続き連携強化を図りたい。◆大阪市立大学

からは、市立病院での公的医療の充実発展に

多大なる貢献のほか、長きにわたり文化財調

査・研究事業、市史編さん事業、再開発事業

などのまちづくり事業など、重要施策に関す

る協働、協力をいただいてきた。 ◆今後は、

大阪市立大学、桃山学院大学とのそれぞれの

分野における相互連携、相互協力についても

積極的に模索していきたい。 

 

 

《かねこ注》 私事で恐縮ですが、夫が大 

阪市大の学長・理事長をしている関係で、 

どこの市ともしていない包括連携協定を結 

んでくれました。３月に学長の任期６年が 

終わり４月からは相愛大学学長を務めます。 

 

 
 

（４）新たな市民文化 
活動支援事業について 

 
【金児】平成１８年和泉市制５０周年の際の市民に

よる記念事業を継続する為に翌年に始まった熱

中市民サポート事業の概要は？ 

【公民協働推進室】プレゼンテーションにより審査

委員会が採点。点数により補助金を出す。平成

19年度は 14団体、2０年度は 22団体、21年度

は 24団体に補助した。 

【金児】熱中市民サポート事業は総額５００万円

の事業で、各市民活動の事業費の１／２、最高

５０万円までを補助してくれた。このたび市長

交代により新たな事業「１％支援制度」が導入さ

れるとの噂を聞いた。この制度は、ハンガリー

の（市民が自分の所得税１％の使途を指定でき

る制度）を TVで見た千葉県市川市が平成 17年

に市民税で取り入れ、現在５市ほどが実施して

いる。人口 45万人の市川市では、今年の届け出

１万件、総額2,146万円という大きな額になってい

る。私は様々な市民活動をしているがこの１％

支援事業採択には反対。本来税金はインフラ整

備などの市政をつくり上げるためのものであ

り、市民活動にしては額が大きすぎる・不確定

である・市担当課および活動団体に余計な負担

を強いる。実際には支援事業の今後の動向はど

うか。 

【公民協働推進室】熱中市民サポート事業はあ

と１年継続し２２年度中に新たな支援事業の

調査・研究を始める。府の権限移譲により、３年

以内にはＮＰＯ認証の事務を本市で行うことか

ら、新たな支援事業はＮＰＯと市民団体、そし

て多くの市民がともに参加、参画できる支援事

業とする。 

 

 

《かねこ注》 １％支援制度は、市民の納税意

識を高め市民活動を支援できるというが、和泉

市には既に種々の補助金や委託事業、施設の自

主事業がある。更に、１％の定率では非課税者

はまったく寄与できないなど不公平であると

の識者の批判がある。札幌市では導入の声があ

がったが、試算によれば市民活動に４千万円が

支出されるのに加え人件費や事務経費で６千万

円かかることがわかり費用対効果が疑問として

否決された。わが市も財政逼迫しており、いか

に公約であっても安易に市民税に手をつける

のは反対！！ 

また和泉市の借金が増えるぅ！！ 

減らさなあかんのにぃ！！ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

[２] ≪かねこやります 
・がんばります！≫ 

 
①1／17（日）ICIX「第３０回和泉国際交流パーティ

ー」終わりました。多くのご参加有難うござ
いました。（インド舞踊、インドネシア舞
踊、黒田節民舞、歌手藤原美弥子ミニコ
ンサート）、国際交流センターや桃山学
院大学他から世界14ヵ国25名の外国人
がご参加くださり、大変にぎやかかつ有
意義なパーティーでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
《かねこ注》ICIX（和泉国際交流会ｱｲｼｯｸｽ）は、
15年前（H７年）に和泉市通訳ボランティアの
方々に呼びかけ、４５名で結成しました。６年
間代表をしましたが、その後 NPO法人になり現
在4代目の代表のもと様々な活動を楽しく続け
ています。どなたでも入会 OK。ご一緒にやりま
せんか？ 【入会金なし。年会費 3000円、毎
月 ICIXだよりをご送付。例会は原則月２回】 
 
②2／7（日）「第５回ドキドキ・ﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨｰ」主

催：市民ミュージカル「劇団ドキドキ」、
和泉ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 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 

 
《かねこ注》劇団ドキドキは平成 15年結成、 
毎年 5月の弥生の風ﾎｰﾙ公演、ﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨｰ、演 
劇ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙを実施しています。現在、来る 5月 
22日(土)『時をかける海賊たち』公演に向けて 
一生懸命練習中です。【月会費 5000円、ｼﾃｨﾌﾟ 
ﾗｻﾞ 5F運動室で月２回（1・3火曜 15時～16時 
半）プロの指導による演技・ﾀﾞﾝｽ・歌の練習】 
お友達・思い出・健康づくりにいかがですか？ 
 
 
 
 
 
 

③2／14（日）「アジアの民族舞踊～いずみ・ワー
ルドフェスティバル／ワークショップ」（観
て！踊って！楽しんで！） 
2時～4時、タイ舞踊・インドネシア舞踊・
フィリピン舞踊、和泉市コミュニティセン
ター３階多目的ホール、無料、主催：いず
みﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 

 
《かねこ注》毎年市役所前駐車場で開催してお
ります「いずみワールド・フェスティバル」の
インドア・バージョンです。2001年に和泉市多
文化共生部会や ICIXなどで実行委員会を結成
し、始めました。来年は早や 10周年を迎えま
す。大阪市以外でこれだけ継続しているワール
ドフェスティバルは少なく、和泉市中心に国際
交流の輪が強く深く広がってきています。 
 
④2／27（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。 

 
⑤3／7（日）「すてきな絵本に出会いませんか？」、

午後 1時半～３時、和泉シティプラザ４階
男女共同参画センター研修室、紙芝居「の
んちゃん の？？？ Part.３」・絵本の読
み聞かせ・折り紙、無料、主催：ONE STEP
（わん・すてっぷ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
《かねこ注》ONE STEPは男女共同参画社会の実 
現に向けて学習や活動をする女性グループで 
す。小学校や仲良しクラブなどで絵本や紙芝居 
の読み聞かせ活動をしています。４年前からジ 
ェンダーを考える紙芝居を作り始め、今回は３ 
作目の発表。絵は娘、金児望美が描いています。 
   

[３]かねこ和子の市政報告会 
毎月第２土曜日 
午前 10時～11時半 
青葉台かねこ事務所で。 
申込みは不要です。 
どなたでも大歓迎！ 


