
  和泉市議会議員 

 森ひさゆき     稲穂通信第12号  

和泉を守るゲートキーパー 

目 次     

池上曽根遺跡と大賀ハスにつ

いて         ……1 

子ども家庭相談事業について  

          ……4 

特別支援教育推進事業につい

て             ……4 

色覚特性について   ……4 

水道施設における停電対策に

ついて           ……5 

久保惣記念美術館茶室の現状

と今後について      ……6  

その後のゲートキーパーにつ

いて                ……9  

「入るを量りて出ずるを制

す」について        ……11  

教育現場について    ……13  

国民健康保険の健診事業につ

いて                ……16    

森ひさゆき取組目標 ……18 

会派取組       ……19 

編集後記            ……19 

季節の風情      ……20 

ハイライト 

大賀ハスの写真 

台風のイラスト 

■ 池上曽根遺跡と大賀ハス H31年第1回定例会一般質問 

 

【質問①】文化財保護法の改定

を踏まえ、池上曽根遺跡の保存

と活用をすすめていくというこ

とです。そこで、池上曽根遺跡

とはどのような遺跡か。 

【答弁①】池上曽根遺跡は、和

泉市池上町と泉大津市曽根町に

またがる集落遺跡で、およそ２０００年前の弥生時代に大

いに栄えました。明治３６年に遺跡の存在が確認され、昭

和４０年代には第二阪和国道の建設に伴う大規模な発掘調

査が行われました。その結果、環濠で囲まれた、大規模な

弥生時代の集落跡であることが分かり、昭和５１年に遺跡

の中心部分およそ１１万㎡が国の史跡に指定されました。

その後、土地の公有化をすすめるとともに、史跡整備事業

として、いずみの高殿ややよいの大井戸などの復元をすす

め、平成１３年に史跡指定地の１／３が史跡公園として

オープンしたものでございます。全国的にも注目され、和

泉市を代表する観光スポットとして、さまざまな活用をす

すめてきたところです。 

【質問②】池上曽根遺跡と同じような、弥生時代の国史跡

には、どのようなものがあるか、また、どのような整備が

されているか。 

【答弁②】池上曽根遺跡と同じく、国史跡に指定され、史

跡整備された弥生集落としては、高槻市の安満遺跡（あま

いせき）がございます。関西圏に広げますと、兵庫県尼崎

市の田能遺跡（たのいせき）、滋賀県守山市の下之郷遺跡

（しものごういせき）、奈良県田原本町（たわらもとちょ

う）の唐古・鍵遺跡（からこかぎいせき）などがございま

す。いずれの史跡においても、弥生時代の住居や環濠など
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を復元した史跡公園として整備されており、歴史学習や地域活動の場として活用されて

いるようです。また、昨年オープンした唐古・鍵遺跡史跡公園（からこかぎいせき し

せきこうえん）や平成31年度にオープンが予定されている安満遺跡公園（あま いせきこ

うえん）においては、文化財保護法の改正をふまえ、遺跡の保護を図りつつ、観光や地

域振興の拠点として、いっそうの活用をはかることを意識した整備に取り組んでいると

聞いています。 

そのほか、国の史跡ではありませんが、滋賀県野洲市（やすし）の銅鐸博物館では、

弥生時代の竪穴住居を復元しており、弥生の森歴史公園として整備されております。  

【質問③】滋賀県野洲市の弥生の森歴史公園、銅鐸

博物館に訪ねました。弥生時代の銅鐸が発掘され展

示されておりました。担当していただいた職員さん

から、以前に池上曽根遺跡の発掘に参加したと言う

ことで話が盛り上がりました。弥生の森歴史公園を

ご案内いただきました。弥生時代の竪穴式住居が復

元されて一つの集落が表現されていました。奥へ足

を伸ばすと、古代米の水田がありました。以前は地

元の小学生が作っていたと言うことでした。一つ気

になったことがあります。竪穴式住居の入り口に2000年前の古代ハス大賀ハスが栽培さ

れていました。そこでお聞きします、大賀ハスとはどのようなハスか。 

【答弁③】大賀ハスとは、２０００年以上前の地層から発見された種子から発芽した古

代のハスです。昭和２６年に、理学博士の大賀一郎氏が、千葉市にある東

京大学の農場の縄文時代から弥生時代にかけての地層から、三粒のハスの

種を発見し、栽培したところ、そのうち一粒が見事に開花しました。博士

の名にちなんで「大賀ハス」と名付けられ、昭和２９年には、千葉県の指

定天然記念物に指定されています。６月下旬から７月上旬の早朝に、大き

なピンク色の鮮やかな花を咲かせることで知られています。 

【質問④】野洲市の弥生の森歴史公園以外にも、大賀ハスを栽培している史跡公園はあ

るか。 

【答弁④】関西の史跡公園では、大賀ハスの大がかりな栽培は確認できておりません

が、島根県の荒神谷史跡公園（こうじんだに しせきこうえん）では、５０００平米の

水田に大賀ハスを植えています。毎年、水田一面にたくさんの花が咲きほこり、多くの

観覧者が訪れると聞いています。また、国の史跡ではありませんが、和歌山県紀の川市

（きのかわし）の平池緑地公園（ひらいけ りょくちこうえん）には、大賀ハス園が設け

られています。この公園には、５世紀末から６世紀末の３基の古墳からなる古墳広場も

あり、古墳群とあわせて、古代のハスである大賀ハスをＰＲしており、古代ロマンを体

感できる場所として、地域の名所となっているようです。 

【質問⑤】先ほどの答弁にもありました、紀の川市貴志川町の平池緑地公園にも訪ねま

した。和歌山県朝日夕日百選に選ばれている見事なロケーションでした。大賀ハス園が
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あり、説明板を読みますと、大賀ハスは親善の象徴でもありと書かれていました。以

前にある国会議員さんが外交親善に大賀ハスを贈呈していたと聞いたことがありま

す。また、ここの大賀ハスは、青洲の里で育てられたものを分根されたものであると

書かれていました。その後、同じ紀の川市の青洲の里に訪ねました。華岡青洲という

麻酔で有名な江戸時代の外科医の生誕の地です。S字の散歩道を程よく歩きますと、

児童遊園があり、奥へ奥へと進みますと大賀ハス園にたどりつきました。ここで育て

られた大賀ハスが平池緑地公園に分根されたのだなと確認したしだいです。その横に

京都花蓮研究会来訪記念の碑が建っていました。調べますと、このような「京・花蓮

だより」という冊子がございました。千葉で開催された大賀ハスシンポジウムや大賀

ハスと米国の王子ハスとを交配した舞妃蓮(まいひれん)というハスのことなどが書か

れています。熊取町の長池オアシスにはこの舞妃蓮がありました。昭和43年の春にハ

ス根が現在の天皇皇后両陛下に献上され、夏には東宮御所で見事に開花しました。名

前の由来は女性の舞姿のようだと言うことからついたそうです。また、成田空港でも

大賀ハスを中心とした「蓮の和風庭園」がオープンしております。(冊子一読) 

そこで、池上曽根遺跡において大賀ハスを栽培し、地域振興、観光振興に活用しては

どうか。 

【答弁⑤】池上曽根遺跡につきましては、平成３１年度から２ヶ年計画で、遺跡の適

切な保存と地域振興および観光拠点としての活用をはかるため、史跡池上曽根遺跡の

保存活用計画を策定する予定ですので、その中で、議員ご指摘の件も含め、遺跡の活

用手法について検討してまいりたいと思います。 

【要望】池上曽根遺跡の環濠を活用し、水辺ゾーンを復元し、大賀ハスを栽培するこ

とを検討いただきたいと思います。ただ、保存活用計画を策定し、実際に整備される

には一定の時間を要すると思います。そこで提案ですが、紀ノ川などの事例を参考

に、和泉の国歴史館、信太の森ふるさと館、小中学校におきまして、鉢植えにて大賀

ハスを栽培してはどうかと考えます。こどもたちや市民の手で育てた大賀ハスを将

来、池上曽根遺跡に移植する弥生時代の合流でございま

す。そして池上曽根遺跡から古代ロマンを全国に発信し、

池上曽根遺跡の活性化につながればと思います。弥生文化

の花咲いた池上曽根の地に2000年前から命が繋がった大賀

ハスが見事に咲くことを期待しております。(大賀ハスのパ

ネル写真掲示)レンコンから根が伸びその根からハスの葉の

茎が伸び、同じくハスの花の茎が伸びます。１日目の午前5

時から7時間に開花が始まり、午前10時には閉じます。2日

目も同じく開花し、夕方に閉じます。3日目には花は色を増

し全開します。4日目の朝花弁はパサッと落ちてしまいま

す。季節が終わり、その後もとのレンコンは枯れ、根の先

に育った新しいレンコンが出来上がります。この命の神秘

が2000年に渡って繋がれてきたことを申し上げ質問を終わります。 
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■ 子ども家庭相談事業                  H31年予算審査特別委員会   

 

【質問①】こども未来室で把握する平成28・29年度の子どもにかかる虐待相談を含む相

談の現状は。 

【答弁①】平成28年度は児童虐待相談446件を含み928件、平成29年度は児童虐待相談709

件を含み1402件。 

【質問②】現在の支援体制は。 

【答弁②】保護者への支援や関係機関との連携強化のため、社会福祉士や精神保健衛生

士の非常勤職員３名の配置、必要に応じ臨床心理士も相談支援業務に対応します。 

【要望】先日、虐待の相談を担当課に連絡しました。即日に当事者のご家族を交えた面

談、状況確認、意思確認、学校との連携など社会福祉士の対応に救われました。未来を

担う子どもたちが辛い目に合わないためにも早期発見、早期支援を望みます。 

 

 ■ 特別支援教育推進事業              H31年予算審査特別委員会 

 

【質問①】聴覚に障がいのある子どもに、手話を学ぶ機会が確保できるように、教える

側の教職員への手話研修はどうか。 

【答弁①】平成29年度より基本内容と発展内容の2コースを実施しています。 

【質問②】教員参加の数、講師及び内容はどうか。 

【答弁②】平成29年度以降５回の研修で、のべ82名が参加しました。講師は和泉市聴力

障害者福祉協会の会長にお願いし、内容は学校生活や家庭生活に関する手話言語や参加

者同士が手話で簡単な会話をしました。 

【要望】手話が言語と認められなかった時代の分だけ、手話を教育に取り入れる必要が

ある。手話は命であるということは、私たちの命と同じである。 

  

 ■ 色覚特性について            H30年(H29年度分)決算審査特別委員 

 

【質問①】眼科検診の一環である色覚特性は、どのような特性があ

るのか。 

【答弁①】色覚特性は、色がわからないのではなく、程度もそれぞ

れ異なり、日常生活には、ほとんど支障のない程度であることが大

半です。この色覚特性は、進学・就職の際に初めて気付き、不利益

を招くことがあるなどの事例もあります。このことから、本市で

は、このような不利益を受けないために、平成２８年度より保健調

査票に色覚の項目を追加し、また、小学校４年生及び中学校１年生は全児童生徒を対象

に、その他の学年は保健調査票で「色まちがいをすることがある」と回答のあった児童
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生徒を対象に検査の希望を確認し、各学校園に配備している色覚検査表を用いて、教

員により検査を実施しております。 

【質問②】 

平成29年度に実施した色覚検査の結果は、どうであったか。 

【答弁②】平成29年度に実施した色覚検査の結果でございますが、小学校は、受検者

1,438名の内73名、5.07％の児童が、中学校は、受検者907名の内48名、5.29％の生徒

に、色覚特性の疑いが見受けられたため、医療機関への受診を勧奨いたしました。 

【質問③】何名の児童生徒が医療機関に受診したのか。また、受診した結果は、どう

であったか。 

【答弁③】受診勧奨を行った121名の内、52名の児童生徒が医療機関に受診し、異常

なしが17名、経過観察が23名、軽度や疑いなども含め色覚特性として配慮が必要な者

は12名といった結果でございました。 

【質問④】この結果を踏まえ、学校生活で支障の出ないように取り組む必要があると

思います。平成28年第3回定例会で一般質問を行った際は、照明の工夫、白と黄色の

チョークを主に使うなどの取組を行っていると答弁がされましたが、その後、新たな

取組は行っているか。 

【答弁④】チョークの使用について、これまでの通常のチョークから色覚特性に対応

したチョークを使用するよう、本年１０月に各学校園に通知を行い、より一層、色覚

特性に配慮した対応を行うようにいたしました。障がいや特性のある子どもも、ない

子どもも「ともに学び、ともに育つ」というインクルーシブ教育の理念のもと、適切

な指導及び支援を行う、特別支援教育を推進してまいります。 

 

■ 水道施設における停電対策について   H30年(H29年度分)決算審査特別委員 

 

【質問①】 ９月の台風２１号で数日に渡り、広い範囲で停電が生じましたが、水   

道事業において、どのような停電対策をとっていますか。また、停電の影響はあった

か。  

【答弁①】停電対策として、浄水場２箇所、配水施設８箇所に自家発電を設置してお

ります。今回、停電した地域にある施設においては、全ての自家発電が稼働したこと

により、適切に水運用ができましたが、小川ポンプ所には自家発電が備えられていな

いため、仏並町小川地区では、約１週間、断水となりました。 

【質問②】長期に渡り通行止めとなっていましたが、断水の対応はどのように行った

か。 

【答弁②】農用地整備事業で整備された基幹農道及び小川西団地内（坪井父鬼線及び

仏並町９号線）を通行し、小川地区へ、給水車を配置することができたことから、通

電するまでの間、毎日給水活動を実施いたしました。 

【質問③】市内の水道施設は、自家発電により、対応したとのことですが、停電によ

り、受水の状況は、どうか。 
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【答弁③】大阪広域水道企業団からの受水は、通常通りでしたが、泉北水道からの

受水ができなくなり、大阪広域水道企業団から追加受水することにより対応しまし

た。切替のタイミングを誤ると、水をにごらすなどの２次災害の恐れがあるので、

バルブの切替操作を迅速かつ適切に行い、問題なく対処しました。 

【要望】市内の貯水槽方式でのマンションや、市営住宅などの団地で、停電により

ポンプが機能しなかったため、給水車や仮設給水スタンドの設置による対応をして

いただきました。また、高層階への中学生による給水活動もあったと聞いていま

す。停電時の給水について今後対策を望む。  

 

■ 久保惣記念美術館茶室の現状と今後について平成３０年第２回定例会一般質問 

 

【質問①】久保惣記念美術館の茶室についてうかが

います。「持ち上げて器ながめる作法なし」、厚生

文教委員会の副委員長の時、初釜に参加させていた

だきました。その時の苦い経験を思い出します。そ

れ以降少しは知識を得るところです。(２０１４年

３月の茶道雑誌の特集の話を一読)。まず初めに久

保惣記念美術館の茶室の価値について聞きます。 

【答弁①】美術館の茶室は昭和12年から16年頃に2代

久保惣太郎氏によって建築されたもので、昭和57年に美術館ととも

に市に寄贈され、平成18年に国の登録有形文化財（建造物）に登録

されました。登録有形文化財の登録には、「再現することが容易で

ないもの」、という基準があり、茶室の聴泉亭と惣庵はこれに該当

することから登録されております。この茶室の特徴は、京都の表千

家の茶室を写して造っている点にあり、表千家の残月亭
ざんげつてい

と不審菴
ふしんあん

を

ほぼ忠実に写しており、上質な材料と高度な茶室建築技術を駆使し

た建築として貴重なものとして評価されております。 

【質問②】登録有形文化財とは一般的にどのような文化財が登録されていますか。

また、国宝や重要文化財とどう違うのか。 

【答弁②】登録有形文化財の制度は、近代の建築物を主な対象としており、価値が

ありながら省みられないまま消滅することの多い近代の建造物を保護し後世に継承

していくためのもので、築50年を経過したものが対象となります。全国に約1万2千

件の国の登録有形文化財があります。本市では、茶室のほか西教寺
さいきょうじ

、佐竹ガラスの

建物が登録有形文化財です。登録有形文化財は、強い規制と手厚い保護を受ける国

宝や重要文化財にくらべるとゆるやかな制度で、たとえば外観の4分の1以下の現状

変更には事前届出が不要であるなど、使用しながら文化財として保護していくとこ

ろに特徴があります。 

久保惣記念美術館の茶室 
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【質問③】美術館における茶室の保存と活用の状況についてどうか。 

【答弁③】まず活用状況ですが、展覧会開催中の週末を中心に来館者に一般公開す

るとともに、初釜
はつがま

等の催しを開催し好評を得ています。また、昨年10月には、初の

点心
てんしん

付
つ

き茶会となる開館35周年記念茶会を催し、関東、九州など遠方からもお越し

いただきました。次に、茶室の保存については、本年度から2ヵ年で、耐震診断を行

う予定ですが、登録有形文化財建造物を対象とした国の補助金を活用すべく申請し

ており、現在採択を待っている状況です。 

【質問④】茶室には門や待合
まちあい

、土蔵
ど ぞ う

などの建物も備わっていますが、これらすべて

が国の登録有形文化財に指定されているか。 

【答弁④】聴
ちょう

泉亭
せんてい

、惣
そう

庵
あん

、楠蔭庵
しょういんあん

の茶室をはじめ、茶室玄関、正門
せいもん

、外
そと

腰掛
こしかけ

待合
まちあい

、内腰掛
うちこしかけ

待合
まちあい

、中潜
なかくぐり

、梅見
ばいけん

門
もん

、井筒
い づ つ

の計10件が指定されておりますが、茶室の

庭園、土蔵等については指定されておりません。 

【質問⑤】指定されていない庭園や施設について今後の方針をおきかせください。

また茶室全体の今後についてはどうか。 

【答弁⑤】茶室の建物だけでなく、庭園も含めた一連の施設全体を保全していきた

いと考えております。指定となっていない庭園等については、今後、大阪府などと

協議しながら、登録有形文化財としての追加指定に向け検討してまいります。ま

た、活用につきましては文化財としての保全を念頭に置き、茶会の開催と公開を継

続してまいります。  

【質問⑥】美術館には国宝、重要文化財などが多数所蔵されていると聞いておりま

すが、公開および保管の状況についてはどうか。 

【答弁⑥】 

昭和57年の美術館開館に際し、国宝2点、重要文化財28点を含む約500点の美術品が

寄贈されました。平成25年には所蔵品１点が新たに重要文化財に指定され、重要文

化財は29点となっております。国宝、重要文化財は、保護のため公開日数が制限さ

れており、通年で公開できないことから、主に毎年4月5月に開催する特別陳列にお

いて企画をたて、作品を選択して公開しております。今年度は絵巻をテーマに、所

蔵の絵巻作品全点をまとまった形で初めて展示す

る特別陳列を開催し、その中で国宝1点、重要文化

財6点を公開いたしました。現在、国宝、重要文化

財を含め、約1万１千点の所蔵品があり、その中に

は、葛飾
かつしか

北斎
ほくさい

「冨
ふ

嶽
がく

三十六景
さんじゅうろっけい

」、歌川
うたがわ

広重
ひろしげ

「

東海道
とうかいどう

五十三次
ごじゅうさんつぎ

」など約6000点の浮世絵版画もあ

ります。これら所蔵品の公開につきましては、新
久保惣記念美術館正面 
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館展示室2室、本館1室で常設展示を行うとともに、本館展示室3室において年6回開

催の企画展において、テーマに沿った作品を公開しています。作品の保管につきま

しては、美術館内にある専用の特別収蔵庫に保管しています。特別収蔵庫は湿気や

乾燥などによる作品の劣化を防ぐため、温湿度を管理できる設備を備えておりま

す。 

【質問⑦】公開に関連して質問をもう一つさせていただきます。美術館で小学生の

見学が行われていると聞いたことがありますが、どのようなものか。 

【答弁⑦】教育委員会の学校教育部指導室と生涯学習部文化財振興課と連携して

行っている「文化芸術科学ふれあい体験事業」という事業で、平成17年から毎年

行っております。市内の小学6年生全員を対象に、いずみの国歴史館と久保惣記念美

術館、大阪府立産業技術総合研究所を見学するというものです。美術館での内容

は、まず、学芸員が美術館での絵画鑑賞マナーの説明を行い、その後、展示してい

る作品を学芸員が解説して、解説の後、各自、自分の好きな作品をスケッチしなが

ら鑑賞するというものです。見学後、児童には美術館の絵はがきをプレゼントしそ

こに感想を書いてもらっています。気に入った作品の感想や、家族とまた来たいと

いう感想などが書かれており、美術館や美術品に興味を持っていただいたことがよ

くわかります。 

【意見】最後の質問については重要なことですから後で

触れたいと思います。今後のことを先輩先生に相談した

ところ、ヒントになるかもと３か所の美術館を教えてい

ただき出かけました。あいにく１か所、神戸の香雪美術

館は事前予約のみでの対応のためかないませんでしたの

で、２か所での報告をいたします。ちなみに金沢２１世

紀美術館はいつでも茶室が見学できます。一か所目は、

京都の八幡市にある松花堂庭園美術館です。八幡の消防

本部のまえに位置するところです。あいにく18日の地震

で庭園と茶室を見ることはできませんでした。松花堂と

は、石清水八幡宮の高僧の松花堂昭乗が由来で草庵の名

前を自分につけたものです。松花堂弁当は、昭乗が農家

で種をいれる箱を４つに区切り、絵の具や煙草盆に使用し、四季を花鳥画を書き使

用していたものが由来です。併設には京都吉兆のレストランがあり、松花堂弁当が

食べれます。また、望月麻衣の小説で「京都寺町三条のホームズ」の８巻では松花

堂庭園美術館が舞台になっております。シリーズで60万部突破の作品です。感じた

ことは、八幡市の散策ビデオや地場商品の販売など地元に密着していると感じまし

た。二か所目は池田市にある逸翁美術館です。阪急電鉄の創始者、阪急阪神東宝グ

ループの創業者の小林一三氏の個人所有の作品などが所蔵されています。館内に小

磯洋平が描いた肖像画が飾られていました。昭和18年に初代久保惣太郎の17回忌、

望月麻衣 
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母ツネの13回忌の茶会に招待された方です。小林一三旧邸の雅俗山荘は国の登録有

形文化財に指定されています。逸翁は一三氏の号です。茶室が美術館につくられて

います。ちょうど茶会が開かれていましたのでお茶をいただきました。お茶は茶室

で点てられるのですが、茶室には上がらずに椅子に座っての半立礼式とでも言いま

しょうか。ちょうど70歳前後の方５人と行きましたので椅子がよかったと話してい

ました。この美術館も地元に密着しているような気がしました。関連冊子の販売や

喫茶店が館内にありました。次に、久保惣美術館については保存活用計画を一読さ

せていただきました。その中で幅広い公開、活用がうたわれていたのですが、1番大

切なことが抜けていると思います。それは新しい久保惣記念美術館のファンをつく

ることです。小さい頃から芸術に触れる機会を与えるような、小さい頃から茶会に

参加できるような場面を創出することも考えてみてはどうでしょうか。今後の久保

惣記念美術館の将来はこどもたちにかかっていると強く感じています。10年で2万人

の小学生が見学に来られたということです。12歳のこどもは22歳になっているとい

うことです。そこで10年で4万人が見学に来られるような取り組みはどうでしょう

か。市民が誇れる美術館ということは、こどもたちが誇れる美術館であるというこ

とを申し上げて質問を終わります。 

 

■ その後のゲートキーパーについて          H30年第1回定例会一般質問 

 

【質問①】ゲートキーパーをウェブで検索すると、ゲート

キーパーズというドラクエのゲーム。そして、ゲートキー

パー事件がでてきます。ソニーが社内からライバル会社の

中傷誹謗を多数送信したという事件です。その時のIPアド

レスが「GateKeeper**.Sony.CO.JP」であったことからその

名がついています。厚労省関係ではゲートキーパー法、犯

罪収益移転防止法などがでてきます。わたしがこの言葉を

知ったのは、友人の悩みなどの相談のなかで、お前はゲー

トキーパーだと言われたことで知りました。平成25年第1回

定例会の一般質問で、ゲートキーパーについて質問してか

ら、5年を迎えているが、進捗について伺う。 

【答弁①】本市では、悩んでいる人の孤立を防ぎ、地域全体で自殺を予防できる環

境づくりとして、平成22年度から「ゲートキーパー研修」を実施しています。初年

度は年2回の実施から始めましたが、現在は年14回とその回数を増やしながら継続し

て実施しております。また、研修会の内容につきましても、相談をうける機会が多

い地域ボランティアや教職員を対象にした研修会や、継続した参加者のための「ス

テップアップ研修会」を開催するなど、内容の充実にも努め、これまで延べ約3,500

人に受講を頂いておりますす。 

エミール・デュルケーム 
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【質問②】ゲートキーパーの役割や研修会の今年度の状況等についてどうか。 

【答弁②】自殺予防対策の中で、ゲートキーパーとは「命の門番」と解釈される

もので、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、

見守る人のこととされています。自殺を予防するには、悩んでいる人に、気づ

き、寄り添い、その関わりを通じて「孤立・孤独」を防ぎ、支援することが重要

となります。そのために、市では専門性の有無に関わらず、市民の多くの方に

ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、それぞれの立場でできる「自殺

予防」をすすめることを目的に、「ゲートキーパー研修会」を実施しています。

今年度、市が実施している「ゲートキーパー研修会」は、広報等で募集した一般

市民向け、年輪大学などの関係団体向け、校区ボランティアなどの地域の活動者

向けに年8回実施しています。また、市職員や教職員、相談職などの職員向けに年

4回実施しているほか、これまでの受講者を対象としたステップアップ研修も2回

開催しており、あわせて約500人の受講がありました。 

【質問③】研修会を受講したゲートキーパーさんの公表等はおこなっているか。 

【答弁②】現在、ゲートキーパー研修を受けられた方々の名前や住所等は、公表

しておりせん。本市としては、ひとりでも多くの市民がゲートキーパー研修会等

に参加していただき、その方々が、地域に戻り、身近な人の自殺につながるよう

な、悩みやその異変に、いち早く、気づき、そして、話を聞いていただくこと

で、ゲートキーパーと悩みを持つ人をつなげて参りたいと考えております。 

【質問④】ゲートキーパー同士が課題等を共有する必要があると思うが。 

【答弁④】本市がこれまで実施している「ゲートキーパー研修会」については、

講話が中心の研修となっておりますが、今後は、ゲートキーパー活動をより一層

推進するため、ゲートキーパーさん同士が、その活動や課題についてディスカッ

ションできる場を設けるなど、研修会の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

【質問⑤】今後、ゲートキーパー活動の推進を含め、自殺対策に関する新たな取

組みは考えているか。 

【答弁⑤】地域でのゲートキーパーの活動・活躍は、自殺対策の要のひとつであ

ると考えています。今後も多くの市民の方にゲートキーパーの役割を担っていた

だけるよう、その育成並び活動の推進に努めてまいりたいと考えています。ま

た、来年度は、「誰も自殺に追い込まれることない社会の実現」を目指した「和

泉市自殺対策計画」を策定する予定であり、その中で、自殺対策を効果的に推進

するための「ゲートキーパー」のあり方等についても検討を行っていく予定でご

ざいます。 

【要望】自殺という言葉は、行為そのものは文法では名詞、自殺をするで動詞、

自殺的は危機的を含んで形容詞、自殺ツーリズムは末期患者が安楽死を認めてい

る国に行くという、安楽死の表現がある。WEBで自殺を検索すると「ジサツのため

の101の方法」、「自殺島」(自殺未遂した人を一つの島に集めて、結末は生きる
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島になるというコミックマンガ)、イギリスで20万部

を売り上げた話題アンディ ライリーの絵本「自殺ウ

サギ」、また「自殺論」などが出てくる。「自殺論」

はフランスの社会学者エミール、デュルケームが1880

年に出版した本。そのことを取り上げた岡敦という作

家で、2010年に書かれたコラムを日経ビジネスのバッ

クナンバーでみつけた。1959年生まれ、幼いころポリ

オにかかり病弱だった。高校で新左翼運動に参加。肉体労働に従事、1980イラス

トレーターとして山本寛斎パリコレの招待状作成、コント赤信号の演劇ポスター

制作。90年から作家活動。自殺の「理由」なんて、デュルケームは信じないとい

うコラムである。(岡敦さんのコラムの一部を一読)。「自殺論」は自殺の原因は

個人になく、社会にあると説いている。4つに分類、利他的自殺、(集団と自分の

かかわりが強いため集団のために犠牲になる)。利己的自殺、(集団と自分のかか

わりが薄いため自分の事情で自殺)。アノミー的自殺、(社会に抑制されていない

好景気になるほど自殺がおおくなる)。宿命的自殺、(社会に抑制されている心中

など)。結論から言うと「同業組合」という言葉が出てくる。いわゆる「連帯」と

いうことであると締めくくっている。最後に私のゲートキーパーについて率直に

まとめてみた。「私をゲートキーパーと呼んだ友人は今も繋がっている。電話を

かけても通じない。必要な時に電話がかかる。電話をかけても通じない。心配に

なって訪ねインターホンを押すも出てはこない。ドアノブにメモをいれた袋を吊

り下げて帰る。次の日、袋はかかっていなかったので少し安心をした。電話をか

けても通じない。必要な時に電話がかかる。話を聞いてやるただそれだけで電話

を切る。精神科のクリニックに行くこともやめた。福祉関係の相談員に相談する

こともやめた。今は必要な時に電話がかかってくれば聞いてやる」それがゲート

キーパーであると今は思っている。 

 

■ 「入るを量りて出ずるを制す」          H29年第4回定例会一般質問 

 

【質問①】「入るを量りて出ずるを制す」民間の考え方だが、それをふまえて財

政運営の考え方を総論的に聞く。まず市の使命と財政運営の基本は何か。 

【答弁①】市の使命につきましては、地方自治法第１条の２で、「住民の福祉の

増進を基本」とすることとされており、また、財政運営の基本は、同法第２条第

１４項に、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」、と

規定されております。 

【質問②】最少の経費で最大の効果を挙げるとは、どういうことか。 

【答弁②】地方公共団体には、良質な行政サービスを、より安価で提供できるよ

う、常に費用対効果に留意しつつ、効率的、能率的に運営することが要請されて

おります。 

アンディ ライリー 
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【質問③】市政60周年の財政状況の変遷を歴史的観点から聞く。 

【答弁③】和泉市は、昭和３１年に誕生しましたが、当初は赤字基調で推移し、

昭和４３年度、４４年度には財政再建団体の指定を受けました。それと相前後し

て順次、ＵＲや大規模民間開発による人口増や、企業誘致などによる税基盤の拡

充に加え、財政健全化の取組などにより、昭和５７年度以降は黒字決算、健全財

政を堅持しております。 

【質問④】財政基盤が徐々に整ってきたと理解するが、一方で財政力が弱いと思

うが、市税などの現状はどうか。 

【答弁④】まず、市税などの現状ですが、平成２９年度当初予算で申し上げます

と、予算規模は６３２億円。そのうち市税が２３２億円、３７％で、市税などの

自主財源が２８６億円、４５％、依存財源は、３４６億円、５５％となっており

ます。また、財政力につきましては、標準的な行政の実施にあたって、どの程度

の財源調達力があるかを表す指数として、財政力指数というのがございますが、

本市は現在、約７割の財源調達力となっております。 

【質問⑤】人口減少や少子高齢化などの影響が出るかと思うが今後の見通しはど

うか。 

【答弁⑤】今後の財政状況につきましては、少子高齢化等による市税の減少が見

込まれるものの、躍進プラン（案）に基づき、着実に財政健全化を進めることに

より、財政運営上、必要となる基金額、概ね３０億円を確保することで、健全財

政を維持できるものと考えております。 

【質問⑥】本題の「入るを量りて出ずるを制す」の量入制出の考え方を聞く。 

【答弁⑥】この言葉は、儒学の聖典である四書五経(ししょごきょう)に記されて

おり、「まず収入を計算して、それに見合った支出を心がける」という、財政の

基本を説いたものとされております。 

【質問⑦】和泉市の財政状況は安定しているものの財政力が弱いなど危惧する点

もあり、財政運営の基本は「入るを量りて出ずるを制す」に重点を置くべきと思

うが。 

【答弁⑦】民間企業は、営利を目的とするのに対し、行政は、「住民福祉の増

進」を目的としております。この官民の目的の違いのため、財政学の考え方とし

ては、議員ご指摘の「量入制出」ではなく、「出ずるを量りて、入りを制す

る」、「量出制入」を原則としてまいりました。これは、まず、住民ニーズを考

え、それに要する財源は、住民の責任とその負担によって運営するという考え方

でございます。ただ、本市を含め、地方公共団体には自主的な課税権がほぼあり

ませんので、「量入制出」に重点を置きながら、予算を編成し、財政運営を行っ

ているのが現状でございます。 

【質問⑧】収入の範囲だけで予算編成すればたちまち継続できない行政サービス

が出てくることがあるわけですが、将来を考えるとできるだけ負担を先送りしな

いよう、収入を重視した財政運営に取り組むべきと考えるがどうか。 
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【答弁⑧】今後の財政運営の最大の課題は、これは全国共通課題でもありますが、

高齢化に伴う扶助費の増加と、公共施設の老朽化対策でございます。このような中

で、限られた財源で、どのサービスをいかに維持・向上させていくかという厳しい

選択と決断が求められてまいります。そのためには、財政健全化とセットで新たな

収入確保策にも注力していく必要がございます。いずれにしましても、「健全財政

なくして健全経営なし」が基本となりますので、収入動向に十分留意しながら、健

全財政の維持に努めてまいります。 

【意見】この件は消費税・所得税が話題になると議論にな

る。少し前の2010年日本航空の新会長に就任した稲盛和男会

長が「入るを量りて出ずるを制す」の経営姿勢を示した。

2013年「日本財政の転換の指針」(井出英策慶應義塾大学経済

学部教授)では財政学の伝統的考えは量出制入が原則、人々の

ニーズをはじめに考え、そのための求められる財源をみんな

が負担し合うというものである。決算主義と予算主義の違い

である。先ほど、本市も過去に財政再建団体の指定を受け

た、という答弁があったが、これも収入が乏しい中、庁舎や

市民会館などを建設する一方、組織や職員の体制整備が急が

れた結果ではないかと聞いている。確か、合併の必要性が求

められた時代背景にあったと聞いている。また、近年の有名

な事例では、北海道夕張市が、平成19年に350億円あまりの赤字を出し、財政再建

団体に指定され、今も再建途上にあります。これも、リゾート法の名のもとに「炭

鉱から観光へ」という理念から、過大な収入見込みのもとに、過大投資を進めた結

果です。この財政破綻で、税金は上がり、若者は去り、病院も閉鎖。最大12万人の

人口は１万人を割り込んでいます。さらに、かつて近隣市でも、関空開港に伴う収

入見込みに基づき、施設整備や都市基盤整備を先行実施したが、バブル経済の崩壊

とともに、財政健全化団体に指定された団体もあります。これらの事例は、長期的

な経済変化が予測しがたい中で、行政の甘い収入見込みのもとに進めた先行投資

が、市民を不幸にした事例です。和泉市は、現在、健全財政ですが、これらの事例

を「対岸の火事」とせず、収入確保、適正な収入見込みのもとに、企業経営の基本

である「量入制出」にも十分留意しながら財政運営をしていただきたい。 

 

■ 教育現場について             H29年第３回定例会一般質問 

 

【質問①】最近、学校現場の多忙化についてテレビなどで報道され、教師の働き方

が話題になっている。その中でも特に学校運営の要となっている教頭先生の職務に

ついてはどのように定められているか。 

【答弁①】学校教育法に「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び、必要に応じ

児童の教育をつかさどる」とあります。 

井出英策 
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【質問②－１】具体的にどのような業務があるのか、まずは

朝から昼までの午前中について聞く。 

【答弁②－１】子どもたちが登校してくる前に出勤し、校内

の安全点検・確認を行います。始業前の職員室では保護者か

らの欠席連絡の電話対応等を行い、その内容を各担任に伝え

ます。状況によっては、連絡がなく欠席している児童生徒へ

の電話確認や家庭訪問を行います。また、校長と一緒に校門

に立ち、登校してくる子どもたちにあいさつをしたり、交通

安全指導をすることもあります。 

その後、午前中は主に校内を巡回し子どもたちの様子や教員

の授業観察をします。校内で修繕しなければならない箇所

に気づいた時は、用務員と一緒に修繕を行ったり、学校で

対応できない場合は、市教委担当者へ連絡し、業者とやり

取りを行います。教員が休む際には、替わりに授業に入ることもあります。 

【質問②－２】続けて、午後からの業務についてはどうか。 

【答弁②－２】お昼は小中学校とも給食の時間になります。授業以外の時間で、子

どもたちとふれあうことも大切ですので、給食運搬の支援を行ったり、給食後は一緒

に掃除をしたり、お昼の休み時間には一緒に遊ぶこともあります。午前中に気になっ

た子どもの教室へ行き様子を確認したり、経験年数の少ない教員の授業を観たり、時

には模範授業をして指導することもあります。下校時には、子どもたちが安全に下校

できるように、危険箇所に立ち指導をしたり、自転車に乗ってパトロールを行ったり

する時もあります。放課後は、会議や研修の準備・運営に携わります。また、学校全

般の会計処理や日誌等の点検や施設管理上の事務処理、国・府・市教委から依頼され

た調査の回答・資料作成など事務的な業務を行います。また、終日、学校への来訪者

や業者の対応も行うと共に、保護者・地域からの電話対応や家庭訪問等を行うことも

あり、さらには教員の幅広い相談にのることもあります。一つひとつの業務に取り組

めることもあれば、一度に複数の課題に携わることも少なくございません。以上のよ

うな様々な内容に携わり、退勤時間も遅くなってしまいがちなのが現状です。 

【質問②－３】学校外においてどのような業務があるか現状を聞く。 

【答弁②－３】ひらかれた学校運営をすすめる上で、家庭や地域との関わりはます

ます重要になっております。各学校においてはPTAの活動において教頭先生が重要な

役割を担うことが多く、保護者との重要なパイプ役を担っております。また、小中一

貫教育推進においても、中学校区における地域教育協議会等の活動の要としても、各

小中学校を結ぶ重要な役割を担っております。そのため、各種会議への出席や行事の

準備・運営にあたることも増えている状況にありますが、いずれも重要な内容のた

め、積極的に参画しております。 

【質問③】教頭先生の業務遂行について多忙であることの背景になるような課題が

あるか。 

事件は会議室で起きているんじゃ 

ない、現場で起きているんだ 
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【答弁③】教頭業務の内容が多岐に渡り幅広く、重要なものであるわけですが、教頭

になる前は、教諭である場合が多く、全ての業務に精通し、処理する専門的な技術を

持っているわけではありません。OJTというように日々の業務が研修でもありますが、

子どもたちにかかわること以外の業務、特に会計処理、事務処理、施設・設備管理等

については関係者・関係機関に支えていただきながら奮闘するものの、思うように仕

事がすすめられず悩むことがあるのも事実です。 

【質問④】教員全体が子どもたちに向かい合う時間を確保するために市教委はどんな

ことを行っているか。また、国・市の方向性について聞く。 

【答弁④】今年度より全校におきまして「校務支援システム」を導入し、教職員の

日々行う事務負担の効率化・時間短縮化を図っています。また幅広い各種教育の取組

みについて、情報提供や効果的な指導力向上のための研修の実施に努めております。

また、国の流れとして、教員以外の職員が行うことが効率的な業務は専門的なスタッ

フが担う「チーム学校」の取組みが推進されつつある現状も鑑み、市教委において

も、子どもたちの「確かな学力と豊かな心」をはぐくむため教員が行うことが期待さ

れている本来的な業務に専念できる環境づくりにより一層努めてまいりたいと考えて

おります。 

【提案】教育現場が悲鳴を上げている。盛りだくさんの業務をこなせない現状にあ

る。昨年監査委員をさせていただいた時も、現場において現金

の取り扱いなどの指摘があった。教育現場は教員の資質、志の

問題では追いつけない現状になっている。改善してよくはなっ

ているが指摘は続いている。職務分掌ということばがある。企

業では社長、専務、会計職、事務職、営業、技術職などの職務

分掌がしっかりしている。効率を図る、内部統制、リスクマネ

ジメントなどを考える。そしてBPMいわゆるビジネスプロセスマ

ネージメントを考える。継続した指摘事項は命取りになる。職

務分掌を明白明確化して、構造改革に着手する時期か来たよう

に思う。余談ですが、１９９７年制作の「ピースメーカー」と

いうアメリカ映画があります。ロシアが解体するべき核弾頭を

テロリストに盗まれるという始まりなのですが、女優ニコール

キッドマンふんする科学者と、ジョージクルーニーふんする陸軍中佐との会話が、現

場と本部とのすれ違いの場面がでてきます。それを引用した日本映画があります。

「事件は会議室で起こっているんじゃない、現場で起こっているんだ」。目の前の犯

人に本庁が行くまで待っていろというシナリオです。映画「踊る大走査線の劇場版」

の一作目の作品です。二作目がまた面白い、「事件は現場で起こっているんじゃない

会議室で起こっているんだ」。というものです。「問題は管理本部で起こっているん

じゃない、教育現場で起こっているんだ」。これは映画のことではないと申し上げて

おく。 

 

ピースメーカー 
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■ 国民健康保険の健診事業について       H29年第２回定例会一般質問 

 

【質問①】国民健康保険が都道府県化されるというこ

とで、現在の進捗状況と市民に影響があるかを聞く。 

【答弁①】現在、平成３０年度からの新たな国民健康

保険制度において、府と市町村が一体となり、保険者

事務を共通認識の下で実施するとともに、市町村事業

の広域化、効率化の推進に寄与するという目的で、大

阪府が、大阪府国民健康保険運営方針骨子（案）の作

成をすすめているところです。また、市民への影響に

ついてですが、「保険料率」、「出産育児一時金及び葬祭費の額」、「保険料及び

一部負担金の減免基準」、「被保険者証及びその他の証のレイアウト」、「保健事

業」について検討されております。本市といたしましては、急激な負担増にならな

いよう激変緩和措置も考慮検討しています。 

【質問②】市長の所信表明に「健康寿命日本一のまちをめざす」とありましたが、

「平均寿命」と「健康寿命」のちがいについて聞く。 

【答弁②】「平均寿命」という言葉は、毎年新聞などで発表されます、今年の３月

にも、男性が８０．７５歳、女性が８６．９９歳と、過去最高を更新したとの発表

がありました。「平均寿命」は、その年に生まれた０才の人が、どのくらい生きら

れるかを示します。「健康寿命」という言葉は、「日常的に介護を必要としないで

自立した生活ができる生存期間」と定義されています。平成２５年の国の調査で

は、男性が７８．７２年、女性が８３．３７年となっています。 

【質問③】平成２８年４月に作成された「和泉市国民健康保険保健事業実施計画」

の概要について聞く。 

【答弁③】この計画は、通称「データヘルス計画」とも言いまして、厚生労働大臣

が定める「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が平成２６年

４月に一部改正され、保険者は実施計画を策定した上で保健事業の実施及び評価を

行うことが規定されたことに基づき、本市では、平成２８年度から２９年度の２年

間を第１期として策定したものです。従来は、医療機関からの診療内容等が示され

たレセプトは、集計に紙を用いていましたが、本計画策定以降は、電子化が進んだ

健診やレセプトなどの健康医療情報を分析することにより、市民の健康状態を数量

的に把握できるようになりました。本計画におきましては、データに基づくＰＤＣ

Ａサイクルを循環させ、効果的かつ効率的な保健事業の展開を図ることを記載させ

ていただいております。 

【質問④】第１期の計画は、ホームページでも確認しました。特定健診の受診が非

常に重要かと思います。特定健診の受診率の推移を聞く。 

【答弁④】 特定健康診査の受診率につきましては、平成２５年度は３５．３％、
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平成２６年度は３６．９％、平成２７年度は３７．９％、暫定報告値である平成２

８年度は３８．１％と、平均０．９ポイントずつ上昇しているところでございま

す。 

【質問⑤】今後受診率維持向上のための取組はどうか。 

【答弁⑤】受診対象である国民健康保険被保険者の４０歳から７４歳の方には、４

月下旬に受診券とあわせて、受診の必要性や実施医療機関を示したリーフレットを

セットで送付しております。受診にかかる経費はおよそ８，０００円になります

が、本市の特定健診につきましては、無料とさせていただいています。加えまし

て、働き盛りの４０代から５０代の受診率が低いことから、日曜日に和泉シティプ

ラザ等で、がん検診などとセットで受けられる集団健診も実施しています。その

後、職員が受診状況をモニタリングしながら、未受診者のうち、年齢や過去の受診

歴等から、特に勧奨が必要な方にはハガキをお送りし、受診をお願いしておりま

す。また、平成２８年度には、市民にもご協力をいただき、実際に健診を受ける様

子を撮影し、広報いずみの巻頭カラーページにて特集を掲載いたしました。今年度

は、JAいずみのと阪南北部４市１町で協定を締結し、特定健診受診者に対する金利

優遇商品を共同開発しました。また、ウォーキングや健診の受診によりポイントが

たまり、ポイントに応じてがん検診などの検診無料券と交換できる「和泉健康づく

りポイント事業」も開始し、受診行動につなげるインセンティブ施策を増やしてい

るところでございます。 

【要望】厚生労働省関係では「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」のスマート 

ライフ プロジェクトが進められ、ロゴマークや社内用ポスターで啓発を行ってい

ます。また、経済産業省関係では健康寿命延伸産業の創出が進められて、住民全体

を対象とした多種多様なサービスが商品化されようとしています。スポーツクラブ

における自己採血による血液簡易検査、ドラッグストアなどでセルフチェックによ

る簡易検査、自治体でも糖尿病早期発見に簡易検査を導入する動きもあると聞いて

います。和泉市において、健康寿命延伸の中短期計画を策定し、健康寿命を１歳以

上延伸をいつまでにするか。メタボ人口を今よりも10%をいつまでに減らすか。特

定検診実施率を今より10%をいつまで上げるかなどの検討をすすめてほしいと思い

ます。最後に、「健康寿命日本一をめざすまち」としてど

こへ行っても自分自身の健康把握できる場所があることを

望みます。特定の医療施設だけではなく、市役所、シティ

プラザ、南部・北部リージョンセンター、もしくは和泉市

の幅広いところに体組成計、ストレスチエッカー、歩数計

配布、体重計、血圧計など設置されているところです。町

全体が健康の話題であふれているそんな和泉市でありたい

と思います。 



森ひさゆき取り組み目標  (順不同) 
 

●行政運営のチエック 
 

・第5次総合計画の重点施策の検証 

・和泉市自治基本条例の検証 

・新公会計制度導入成果の検証 

・コミュニティバス「めぐーる」の運行経路の検証 

・ごみ袋有料化の効果検証 

・和泉市におけるスポーツ施設の検証 

・未着手都市計画道路の検証 

・武道必修授業の検証 

・私立病院の医療水準の検証 

・認定こども園の運営状況の検証 

・新設施設一体型小中一貫校の取り組みの検証 
 

●議員活動のあり方検討 
 

・議員報酬の妥当性の検証 

・政務活動費意義の検証 

・議員のあるべき姿の研究 
 

●新たな取り組みの推進 
 

・池上曽根遺跡史跡に大賀ハスの栽培を 

・手話言語条例制定の推進並びに手話研修の実施 

・色覚検査導入の推進 

・防災道路の研究 

・下水道事業のPFI導入の研究 

・市営駐輪場の学生割引制度導入の推進 

・地域別まちづくり計画の策定提案 

・税滞納者の相談窓口設置要望 

・シティプラザ出張所業務拡大の検討及び精査要望 

・障がい者用防災マップ作成の要望 

・子ども防災マップ作成要望 

・労働政策ハローワークデータ全共有推進 

・和泉市再開発に関する研究 

・久保惣記念美術館茶室庭園の大阪府文化財登録の研究 

・和泉中央線の延伸の研究(大阪外環状線まで) 

・武道場確保に関する要望 
・ラウンドアバウト設置に関する研究 
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●継続的な取り組みの推進 
 

・災害時対策、停電時対応・伝達手段の確立・共助の必要性 

・暗い場所におけるLED照明設置検討の推進 

・防犯カメラの設置等通学路の安全対策の推進継続 

・障がい者就労支援の推進 

・ゲートキーパー養成の推進継続 

・平成31年度国民健康保険料の前年同様引き下げ継続要望 

・学校設備改善の継続推進 

・遊具の新設等公園利用活性化の推進 

・猫の不妊去勢手術費用助成金内容の検証 

 

             ※下線進捗状況・赤線新規 

編集後記  やっぱり気になる          これからどうなる         

 

瓦礫 (がれき) の山 

この山はなんだろう。飛ばされて来たものはきっと元のところへ戻

りたがっている。確信が持てる。瓦礫と呼ばれることは望んでい

ない。飛ばされて来なかった友達も並んでいる。どうしてここに並

ばされているかわからない。その様子は悲しみそのものである。 

会派推進 手話言語条例制定推進・殺処分ゼロの町・犬猫シェルター設

置推進・老朽化する公共施設の統廃合や複合化の近隣市との連携推進 



連絡先 〒594-1117  和泉市鍛治屋町344-2 

TEL 0725-55-3799 FAX 0725-55-4288 

Mail  :  info@morihisayuki.com 
稲穂通信 発行責任者 森ひさゆき 

会派 五月会 ( 松田義人 関戸繁樹 浜田千秋 森 久往 ) 

都市環境委員会・予算審査特別委員会・泉北環境整備施設組合議員 

都市計画審議会委員・南大阪振興促進議員連盟 

 
季節の風情 2018.9.4 
 

 
台風と停電 

ろうそくは身近な範囲をモノクロ

で映しだす。ほんのり色づく顔もこの時ばかりはスッピン

がやけに輝かしい。台風は多くの傷あとを残していっ

た。本当は台風の振り返る顔を見たかった。停電は人

びとの思いをあらわにし一度リセットする教訓を考えさ

せた。心の問題は取り上げるに足らないが、今と昔を行

き来する。さて、あなたはどの時代までさかのぼったの

だろうか。 
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