
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居眠り運転による痛ましい 

事故が後を絶ちません！  

ブレーキも踏まずに登校児童 

の列に飛び込む車…。 時速 

92ｋｍで防音壁に突き刺さっ 

た衝撃的な関越道のバス事故…。 

私も経験がありますが、運転中に睡魔と闘う

程つらいことはありません。かつて仕事で長距

離を走り回っていた私の睡魔撃退法は、辛いガ

ム・おかきや飴・お助け薬を常備、そして歌を

歌う、落語を聞く、ＳＡやコンビニ駐車場で

20 分眠る等々。早めの対策が肝心。でも乗客

を乗せる長距離バスの場合は自由に休めませ

ん。絶対運転手二人態勢にすべきですよね！ 

 

■３月議会で『議員報酬１０％削減』の条例 

改正案を提出。しかし多くの議員の退席が。 
 
新聞等で報道されましたが、市長以下職員の給

与削減案が予算委員会で可決されたのを受け、

議員も協力すべきと杉本、大橋、小林、浜田、

金児の５議員が会派代表者会議で提案しまし

た。しかしまとまらず、本会議最終日に提出し

たものです。結果須藤、西口議員除く他の１５

議員が議論をせず議場を退席。その時点で議会

が不成立、流れ解散となってしまいました。 
  
■私は今年会派代表者ではないのですが、会派

代表者会議できちんと話し合いまとめるべき

だったと思います。なぜ職員さん達と時期を合

わせて報酬カットができないか？「生活が」「ロ

ーンが」と言う声もあったようですがそれも変。

昨年６月に議員年金制度は破綻、廃止されてい

ます。議員は永久就職ではなく兼職もできます。

市議会議員と議会はどうあるべきか。ずっと胸

の中でくすぶっています。今頃になって検討会

議を作ろうという案が出ているようですが？ 
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[１]３月議会（２/２７～３/２６）

では、１０会計予算、８補正予
算、種々の条例制定・改正案
等を含む４６議案を審議し、 

可決しました。 
 
[２]平成２４年度予算

審査特別委員会（３/６
～１２）が開かれ、金児
も２２項目にわたり質問
しました。その中から… 

 
（１） 功労者表彰審議会委員報酬112,000円 

【かねこ】以前杉本議員の質問にもあったが、

現行５年毎の功労者表彰は高齢者にとって

間が長すぎる。毎年にしてはどうか？ 

【理事者】昭和60年の市制施行30周年記

念式典より5年ごとに表彰してきたが、65

歳以上という年齢要件からも、24年度から

は毎年文化の日に表彰を行うことにする。 

【かねこ】昭和60年施行の功労者表彰条例

第6条では、「表彰は毎年文化の日に行う。

ただし、市長が特に必要と認めるときは、こ

の限りでない。」とあるが、増やしてもよい

ということで5年毎を意味するものではな

い。今後とも慎重かつ迅速な運用を望む。 

 

≪かねこ注≫条例制定後2６年間、7回に

わたり87名の方が受章されましたが、６５

歳以上という条件もあり、次の5年を待たず

に機会を失った方もおられたことでしょう。

それに行政側が“毎年”とする条項に気づか

なかったと思われます。お粗末。 

≪２０１２年５月発行≫ 

 



 

 

 

 

（２） 伝統行事継承事業だんじり等連絡協議会補

助金2,０35,000円 

【かねこ】この補助金の目的は何か。 

【理事者】和泉市には約60台のだんじりや

神輿がある。祭りの円滑な運営、伝統行事と

しての継承と発展に努め、市勢の伸展に寄与

することを目的とする同協議会の自主的な

活動を支援するため交付している。 

【かねこ】補助金の内容・内訳は？ 

【理事者】①協議会の事務②協議会の行う事

業③市内各町会等に対する活動の助成であ

る。同協議会は、地区代表委員と校区代表委

員で組織され、運営についてはだんじり所有

の35町会からの会費175,000円、神輿・

子どもだんじりを所有する２２町会からの

会費66,000円と市補助金2,035,000円

合計2,276,000円で協議会事業を行って

いる。 

【かねこ】ちょいず（市民活動支援事業）で

交付されている３つの「だんじり継承事業」

助成金との違いはどう説明するのか。 

【理事者】だんじり連絡協議会の補助金は、

協議会事業の経費の一部助成およびだんじ

り・神輿所有町会の円滑運営のための安全対

策経費の一部助成である。一方ちょいず助成

金は、３つのだんじり連合組織が行う「連合

曳パレード」の開催やPRに要する事務費・

委託費・使用料等への助成金である。まとめ

ると①申請団体②活動内容③活動時期等の

違いによるものである。 

 

≪かねこ注≫ちょいずの要綱には、「支援金

の交付を受けようとする年度に直接和泉市

から他の補助金等の交付を受けていないこ

と」とする項目があります。伝統的行事であ

るだんじり祭りが費用のかかるものである

ことは想像できますが、協議会とだんじりパ

レードが祭りとして一連のものであること

は明白なのに、申請団体・活動内容・活動時

期が違うから交付するとは、まことに苦しい

言い訳としか思えません。組織的にちょいず

の票（お金）を集める団体が少なからず存在

することも、不審感はあっても止めようがな

く、これもちょいず事業の欠陥？ですよね。 

（３） いずみ市民活動支援事業13,060,000円 

【かねこ】今年のちょいず支援事業の状況は

昨年と比較してどうか？ 

【理事者】選択届出人数は２３年度13,845

人9.3％に対し、24年度18,821人12.6％

と、約5千人3.3％の増となっている。申請

状況は、23年度は30団体から１団体辞退

により最終29団体。24年度は継続21団

体と新規６団体の合計27団体。交付申請額

は23年度29団体で8,516,992円（交付

決定額5,093,228円）に対し、24年度は

申請額840,675円で、現在集計中である。 

 

≪かねこ注≫各申請団体が費用を集めよう

と一生懸命努力するのだから、増えるのは当

たり前です。しかし組織がある団体は票も集

まり会費も集まるが、全く組織を持たない活

動団体は頼む相手もなくちょいずの票も集

まりません。この矛盾！ それに実際に交付

金が入るのは申請時からはるか1年半後。何

とも使いにくい助成金です。市民活動したこ

とのない人にはわからないでしょうねえ！ 

 

 

（４） 小学校費施設管理費／ 

学校用地借上料30,956,000円 

中学校費施設管理費／ 

学校用地借上料15,750,000円 

【かねこ】市立学校園で借地は何校あるか。

【理事者】中学校は和泉中と南松尾中。小学

校は国府小、黒鳥小、信太小、南松尾小、南

池田小、北池田小、そして国府幼稚園である。 

【かねこ】和泉市には、学校以外に借地に建

てられた公的施設が多数あり、その解消をし

ていかないと財政健全化には結びつかない。

標記の中学校用地借り上げ料が昨年に比べ

100万円ほど増額しているのはなぜか。 

【理事者】借地2校のうち1校の土地所有

者から、借地料が低いのではないかとの申し

出があり、改めて不動産鑑定士による鑑定評

価を精査したところ借地料を低く査定して

いたことが判明。所有者と話し合いを重ね、

3ヵ年契約の途中であるが増額した。 



 

 

 

 

【かねこ】市における土地の売買価格は不動

産鑑定士により鑑定をし、財産評価委員会で

決定しているが、公的施設借上料にそのよう

な手順を踏んだものはないと聞く。借上料の

額の根拠について説明責任はどうなる？ 

【理事者】各学校園では、借用当時の条件が

異なるため借地料にばらつきが生じている

のが実情である。これから関係部署と諮って、

早急に基準を制定したい。 

 

≪かねこ注≫和泉市役所の庁舎自体も借地

であるのに、市はそこへ庁舎を増築し、現在

の庁舎も耐震工事をして使っていくとして

いる。市の財政は厳しいが庁舎を移転するな

ら今がチャンス。この機会を逃せば、又永遠

に借地料を払い続けなければなりません！ 

 

 

（５） 小学校耐震補強等整備事業・ 

工事請負費346,200,000円 

中学校耐震補強等整備事業・ 

工事請負費382,000,000円 

【理事者】これまで27年度夏完成を目途に計画

していた小中学校耐震化工事を2年間前倒しし、

25年度耐震１００％達成を目指す。２年にわた

り施工するのは、緑ヶ丘小・北松尾小・幸小・南

池田小・郷荘中。25年度単年度施工は国府小・

光明台南小・北池田小・鶴山廼北小・鶴山台南小・

富秋中・槇尾中。 

【かねこ】全１５校中トイレ改修は11校あるが、

エレベーター設置というのは一校もない。箕面市

のＨＰを見ると、同市は23年度末に府内で初め

て幼小中全２５校園の耐震化率１００％を達成

しているが、同時にトイレ美装化に加え太陽光発

電とエレベーター設置（４校）を行い省エネとバ

リアフリー化を実現。結果、小中20校中17校

にエレベーターが完備することになるという。和

泉市も耐震化工事と同時にエレベーター工事を

実施すれば、別個にするよりずっと安価にできる

はず。ぜひ検討願いたい。 
 

（６）連合婦人会活動補助金3,018,000円 

【かねこ】加入している校区数及び加入者数が減

少していると聞く。近年の推移はどうか。 

【理事者】平成21年度は伯太、芦部、北池田、

南池田、南松尾、横山、南横山の７校区1967

人、22年度は南松尾が退会、1653人、23年

度は南横山が退会、5校区1498人。なお23

年度から個人会員制度ができ11名が加入。 

【かねこ】伝統ある連合婦人会だが、1498人の

約半数は横山小学校区で占められており減少

傾向が顕著。市として今後の方向性はどうか？ 

【理事者】魅力ある連合婦人会づくりの一環とし

てクラブ活動を立ち上げ社会貢献している。ま

た24年には見直しのための検討委員会を組織

する予定。市としても積極的に支援したい。 

【かねこ】残った方々が一生懸命存続をかけて努

力して下さっている。ただ私は、昔の「おしゃ

もじ持った主婦連」とまでは行かなくとも、男

女共同参画や家族再構築などを目的とした多

少軽い運動体であってほしいと思っている。

“婦人”という用語にも多少疑問が残る。 

 

≪かねこ注≫手に手におしゃもじを持ってデモ

行進をしている主婦連の記事がかすかに記憶に

残っています。中心は福井市出身の奥むめおさん

（1896年～1997年）でした。大正5年に日

本女子大学を卒業、婦人参政権運動に取り組み、

戦後参議院議員になった婦人運動家。職業婦人や

平凡な毎日の暮らしのための運動を目指して昭

和23年主婦連合会を結成、消費者運動など多彩

な活動を繰り広げました。すごい！ けれどもそ

れだけ女性の地位が低かったということですね。 

 
[３]和泉府中駅前再開発事業 
歩行者デッキ上部工事（H２３～２５） 

 

元をたどれば昭和６３年３月に府中駅周辺再

生計画策定してから２４年。困難を極めた土地

買収、数回に及ぶ計画変更を経て、やっと府中

駅前再開発が最終局面を迎えた。和泉府中駅は

１階がホーム、２階に改札口および東西を結ぶ

自由通路が作られる。そして自由通路からフチ

ュール和泉、ロードイン和泉、駅前広場へと３

本の歩行者デッキが伸びるが、このたび先の3

月議会で歩行者デッキ工事が承認された。デッ

キには2基のエスカレーターも設置する。総工

費795,822,300円、一般競争入札により契



 

 

 

 

 

約相手方は（株）横河ブリッジ（大阪市西区）。

駅舎の供用開始は平成２５年５月末。2本の歩

行者デッキ工事を先に取り掛かり、その後駅前

広場工事をする。全体完成は２６年3月予定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[４]南池田中学校校舎増築工事 
 
現生徒数623人が、ピーク時には約950人

になる見込みで、9教室の増築工事を実施する。

校区は青葉はつが野小学校と南池田小学校。総

工費249,660,600円。一般競争入札による

契約相手方は（株）松本組（大阪市住吉区）。

増築部分は鉄筋コンクリート造３階建て２棟

で９教室（国庫補助により腰壁辺りまで杉の木

使用）と便所３フロア・多目的便所・エレベー

ター。更に管理棟屋上渡り廊下新設、消防進入

路改修、自転車置場移設。平成２５年２月完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[５] ≪かねこやります 
 ・がんばります！≫ 
 
① 「市民ミュージカル劇団ドキドキ第９回公 
 演『プロンプター』」５月２６日（土）午後

５時開演、和泉シティプラザ弥生の風ホール、

前売2000円（当日2500円）★５０年ぶり

に中学校の同窓会を開き、なつかしい劇「青い

鳥」をすることになったが・・・。笑いと感動

のミュージカル！ ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
② 「いずみワールド・フェスティバル」 

6月3日（日）午前11時～15時、会場：

和泉市役所前駐車場内。無料。世界各国の歌や

ダンス、料理などを楽しみながら和泉市内外の

外国人と交流します。物産店もあります。 
 

③ 「ICIX和泉国際交流パーティー」 

7月8日（日）午後1時～4時、和泉シテ

ィプラザB1階多目的室、日本人1000円、

外国人無料、ジャズ演奏等アトラクションや軽

食を楽しみながら外国人と歓談します。毎回世

界各国の外国人が２、３０人参加されます。英

語ができなくても大丈夫。申込不要。 
 

④  「和泉の国ジャズストリート2012」 

 9月22日（土）★『もんたよしのりライブ』

弥生の風Ｈ、有料、午後2時～。前売3000

円、当日3500円 ★前夜祭（和泉中央駅） 

 9月23日（日）午後1時～7時、約11会

場で無料ジャズライブを実施 ★昨年は8３バ

ンド550人のプロ・セミプロミュージシャン

が来演。Ｔシャツ・タオル等グッズ販売も。 
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