
 

 

 

 

 

 

 

７）和泉市の行財政を問う 
 

●消費生活相談事業について 

●和泉市における消費者行政の強化・拡充について 

●消費生活センターの設置について 

●消費生活センターと他部署の連携について 

◎消費者庁からの助成金を活用して消費生活センター

を設置、改善。多くの財産が救われています。 

●大学との包括連携協定について 

◎大阪市立大学と包括連携協定を結ぶ橋渡しをしまし

た。和泉市史の編纂には長年大阪市大が携わり、審議

会等にも市大の先生が参加しています。 
 

●新たな市民文化活動支援事業について 

●いわゆる１％市民活動支援制度について 

●１％市民活動支援制度ちょいずを考える 

◎「ちょいず」事業は、費用と時間がかかり過ぎ

る、問題を多々含んでいると指摘しました。 
 

●市役所ホームページの刷新について 

◎当時市ホームページの情報量不足を指摘。また 

ライフイベントで調べられるよう提案しました。 
 

●市立体育施設の一斉休業について 

◎市内すべての体育施設が同時に水曜日定休で、 

利用者には不便であると指摘。改善されました。 
 

●中部地域について 

   

８）市民活動／文化活動 

 
（多くの会の設立に携わり活動しています。 
市民文化が盛んであることが市民の誇りであり、 
市民の幸せにつながると信じています。） 
 

◎和泉の国ジャズストリート（７年目） 

 

 

 

 

 
 

◎市民ミュージカル劇団で公演活動（９年） 

 

 

 

 

◎校区コンサート実行委員会（９年） 

◎地域合唱団活動（９年） 

 

 

 

 
 
 
 
 

☆市政報告会のご案内 
 

■今任期最後の《かねこ和子市政報告会》を 

下記のとおり開催いたします。 
 
■「 大阪維新の会 森和臣府会議員 」をゲスト

にお招きします。大阪都をめざして頑張って 

おられる維新の会の話もお聞きしましょう。 

■和泉市民に限らず、どなた 

でも歓迎！ ぜひ多くの皆 

さまのご参加をお待ちして 

おります。（申込み不要） 

 

〔日時〕平成 24 年 8 月 5 日（日） 
      午後 7 時 ～ 8 時半 
〔会場〕あおば会館（駐車場 14 台）（56－4077） 

       1 階 大会議室  (１５０人収容） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ごあいさつ 

 
心理学講師から市議会議員に転身し 

１２年が経ちました。その間和泉市議 

会の女性議員は２／26 人から７／24 

人に増え、新興住宅地への転入も人口 

の半数を超えました。もう和泉市も新 

しい都市に変わらなければなりません。 

 

でもここ数年行政も議会もちょっと変。 

私は今後とも皆さまの想いや夢の実現に全力

で取り組むと共に、真に公明正大・クリーン、

嘘やごまかしがなく将来の展望をしっかり持

つ行政や議会に変われるよう努力してまいり

たいと決意しております。 

 

私自身は党も組織も持たず、いかなるしがら

みもなく、超クリーン！ これからも信念と正

義をまっしぐらに貫いてまいる所存です。ど

うぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 
 

 
〔１〕６月議会（６/１４～６/２９）で 

2点一般質問しました   
 
① 中部地域について 

 

【かねこ】再生プランで閉鎖とされた中高年 

労働者福祉センター（サンライフ和泉）に 

ついて、３月議会で市は、閉鎖に向けて理解

を得るため指定管理者の１年延長をと説明し

議会で可決した。しかしその後何の説明も 

会で 

会で可決した。説明し議会で可決した。しか

しその後何の説明もなく議会にもかけず、 

 

 

 

 

 
 
       なく議会にもかけず、突然市は     

6 月議会で「生涯学習施設とし

て残す」「借地解消をはかる」と

報告。４月に異動した職員の後

任はどのような引継ぎを受けた

のか？ 
【理事者】閉鎖に向け、４月末に同

センターに赴き９月末までに講座を

終了する等の説明をした。しかし 

その後いろんな意見が出てきた。 

【かねこ】光明池のコミュニティ体育館も近隣

町会館も十分全講座受け入れ可能である。サ

ンライフは指定管理料約 2500 万円借地料

300 万円を毎年税金から支出。土地購入なら

8000 万円超かかる。26 年分。再生プラン

とは何なのか？ 更に労働センターとしての

用途は終わり生涯学習施設として残すという

議論のすり替えが行われている。再生プラン

では閉鎖理由に「費用対効果が乏しい。耐震

補強が必要」としているが、実際は昭和 59

年建築の新耐震である等矛盾だらけ。この存

続は議会にかけなくても良いのか？ 

【理事者】９月議会で条例廃止と条例設置が上

程され、そこで議会の可決が必要となる。 
 
【かねこ注】年間利用者述べ 44000 人と 

いうが、実は約 800 人強のリピーターで１人

１回６３０円の税金投入。3 月議会で可決した

際の行政の説明が勝手に１８０度変わるなど、

こんなことが許されるのか？ ４月末の閉鎖方

針から僅か１カ月で何が起こったのか？ 市長

公約に「将来の子どもにつけを残さない」とあ

ったが、近隣に十分な代替施設があるのに敢え

て無理・無駄を通すのはなぜなのか？ 再生プ

ランとは財政健全化プランではなかったのか？ 

 
 

平成２３年９月、和泉

中央駅での前夜祭風

景。演奏はジャズでは

ないけれど、美しい夕

焼けが写ってるんで

す！ 

平成２２年５月第７回

公演『時をかける海

賊たち』のラストシー

ン（弥生の風ホール） 

平成２３年６月、ゲスト世

界的バイオリニスト 

周防亮介さんのミニコン

サートも！ そよ風の会 

『第４回ときめきコンサ 

ート』（弥生の風ホール） 

『かねこ和子とフレッシュ和泉』  
 

 当然（!）私がフレッシュなのではなくて、和泉市をリフ

レッシュさせたいという弱小の（かねこ後援会）です。 

どなたか事務所でお手伝い下さいませんでしょう

か？８月後半より数日でも半日でも。宛名書き・車の

運転・宣伝車（うぐいす）・電話番等いろいろございま

す。よろしかったら電話、FAXまたはメールで住所・お

名前・電話をお知らせください。お待ちしております。       

 

 

 

 

 

 

５９ ≪２０１２年７月発行≫ 

 



 

 
 

 

 

 

                                                        

 

 

② 学校給食におけるアト 

ピー性皮膚炎への対応   
 

【かねこ】アトピー性皮膚炎を研究している会

の主宰者から相談を受けた。給食の改善によ

りアトピー患者の症状が軽快する可能性があ

り、アトピーの素因を持つ子どもやアレルギ

ー体質の子どもにも有効であるという。アト

ピー性皮膚炎に対する市の対応はどうか？ 

【理事者】アレルギーの一つと考えている。給

食におけるアレルギーの対応数は、小学校で

除去食１３９人（1.1％）、代替品持参２７人、

弁当２人。中学校では除去食４２人（0.6％）、

代替品持参 5 人、弁当０である。 

【かねこ】アトピー性皮膚炎患者は何人か？ 

【理事者】24年度小学生258人、中学79人。 

【かねこ】今後の対応はどのようになるか？ 

【理事者】24年度中に「学校給食食物アレルギ

ー対応検討委員会」を立ち上げ、アレルギー

についての手引書を作成、学校へ統一した対

応を周知していく予定である。 

【かねこ】同会では、実際に多くの患者を食生

活の改善により救っている。インターネット

でも食養生のサイトを幾つも検索できた。会

によれば、アトピーには（タンパク質過剰型）

(動物性脂肪過剰型)(植物油過剰型)(糖質過剰

型)などがあるという。従って全般的に給食の

タンパク質や植物油を減らし、現行週 3回の

米飯給食を増やし、副菜として魚や野菜を増

やすことを求めている。各市で手引書をすで

に作成しているが、アトピー性皮膚炎につい 

ての記述は一般的知識 

の域を出ていない。和 

泉市ではぜひ先進的な 

手引書を作成されるこ 

とを望む。 
 

【かねこ注】特に他市にあまりない中学校給食は

和泉市の自慢です。私の子どもも 30 年前お世

話に。ぜひ栄養価やカロリーを落とさず、体に

良い給食内容に改善されることを期待します。 

 

 

 
〔２〕３期１２年間にした仕事の 

総決算（平成１２年～２４年） 
 

① 市政報告「和らぎ」発行・・・・・・・ ５９号 
（すべて自分で Word で作成し、印刷・折り・
仕分けもして配布していただいています） 

② 市政報告会（毎月第２土曜）・・・・１３４回 

③ 一般質問（大綱質疑含め）・・・・・・・ 

２９回（８１項目） 

④ ３期１２年間にさせて頂いた 

議会における役職（要職のみ） 
 

（Ｈ２０～Ｈ２３） 

①都市環境常任委員会委員長（Ｈ２０）  

②予算審査特別委員会委員長（Ｈ２１） 

③厚生文教常任委員会委員長（Ｈ２１） 

④総務安全常任委員会委員長（Ｈ２２） 

⑤ 都市環境常任委員会副委員長（Ｈ２３） 

⑥ 決算審査特別委員会委員長（Ｈ２３） 
 

      （Ｈ１２～Ｈ１９） 

①監査委員（議員三役)(女性初）②議会運営委員

会委員長（女性初）③総務文教常任委員会委員

長 ④産業建設常任委員会副委員長 ⑤市議会

だより編集委員会委員長 ⑥予算審査特別委員

会副委員長 ⑦議会改革検討会議副委員長 ⑧

入札制度及び契約等に関する調査特別委員会副

委員長 ⑨議会運営委員会副委員長 ⑩南大阪

湾岸北部流域下水道組合議長 ⑪泉北環境整備

施設組合副議長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
⑤4年間の一般質問や主な 

活動を検証します！  
 
（●一般質問 ◎活動、を表す） 
 
 

１）子育て支援 
 

◎障害児タイムケア事業所支援 

●子育て家庭への支援～ 

ホームビジター派遣制度 

◎女性グループで絵本 

読み聞かせ・紙芝居 ⇒ 

づくり・絵本製作 
 

２）学校教育の充実 
 

●学校給食における地産地消について 
◎昨今の米農家の減少で米飯の供給に問題があ 
 り全面的に改善、早期対処して頂きました。 
●和泉市における全国学力テストの結果の公表について 

●性感染症と性教育について 
◎知らないうちに感染し不妊症となる感染症が 
あり、性教育に取り入れて頂きました。 

●学校における新型インフルエンザへの対応について 

●市内小中学校の支援学級について 
●フィフティ・フィフティ制度について 
◎学校での節電対策です。採用して頂きました。 
●学校給食におけるアトピー性皮膚炎の対応 
◎国際交流 NPOで各種暗唱コンテストやこども
国際交流パーティー開催（17年） 

 

３）地球を守ろう 
 

●バイオマスタウン構想について 

◎生物由来の資源を再利用する構想。大学も交え 

た研究会ができ、環境くらぶも熱心です。 

◎自然館クラブで子どもへの自然教育・環境教

育・理科教育。自然館まつり(８月開催４回目) 
 

４）美しいまちづくり 
 

●和泉中央南駐輪場問題 

◎和泉中央駅前花壇  ⇒ 

・青葉台歩道の花植え 

（「フローラ青葉」９年） 

 

 

 

 
 

５）防災の充実を急げ 
 

●危機管理について 

（同報系防災行政無線が、大阪府内各市の中で

和泉市だけに無いことを指摘。有事の際は一

刻も早く市民に知らせ避難を！ 無策により市

民の命が失われれば行政の責任です！） 

◎光明池運転試験場からマイシティまでの歩道に

安全柵を設置しました。カーブのため車が運転を

誤って飛び込むのを防ぐ目的です。 
 

６）人権を大切にする社会 
 

●男女共同参画推進条例施行後の進捗状況 

●和泉市、進む女性登用？ 

◎ワールド・フェスティバル実行委員会（12年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆かねこ和子プロフィール☆ 

 
【学校】（1944年生まれ）大阪府立北野高校卒、 
  京都大学卒(心理学）、文学修士（大阪女子大） 
【仕事】元 大阪市立大学／大阪体育大学短大部

／羽衣学園短大／梅花短大／岸和田看護専門
学校／大阪労災病院看護学校／大阪府警安全
運転学校ほか講師   

元大阪家庭裁判所家事調停委員 
【社会的活動】NPO法人和泉国際交流会 ICIX／ 
  NPO法人いずみの国の自然館クラブ／劇団ド

キドキ／そよ風の会合唱団／和泉の国ジャズ
ストリート／いずみワールド・フェスティバ
ル／いずみそれいゆライオンズクラブ／ONE 
STEP／和泉 100 人委員会 ほか 

【家族】夫、長男（妻、子ども１人）、長女（夫、

子ど 

 
かねこ、やります・がんばります！  

We   

IZUMI 

６月議会で一般質問（議場にて） 

 
女性のパワーで和泉を変えよう！  

世界の料理や物産の 

ブースが１７。世界の

踊りや音楽などステー

ジプログラムが１３。 

参加者１２００人！ 

 

 

 

 

 

 


