
  和泉市議会議員 

 森ひさゆき     稲穂通信第13号  

和泉を守るゲートキーパー 

 
 

■大綱質疑 (市政運営方針) (令和2年2月20日第1回定例会) 

3つのプラン・都市のイノベーション・手話言語の理解及

びコミュニケーションの推進に関する条例について    

【森】市長の市政運営方針をお聞きしました。この冊子の

表紙に市民186,000人の重みであると書かせていただきま

した。そして、その言葉の下に、「そこからはぐれている

市民はいないのか」という言葉も書かせていただきまし

た。これから第5次総合計画が進められようとしています

が、その前に過去の総合計画を確認しました。昭和31年に

和泉市が制定され今年で64年目を迎えようとしています。

昭和30年代後半から40年にかけていろいろなことがありま

した。赤字再建団体となったこともありました。第二次総
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プロフィール  
大阪芸術大学文芸学科卒業、大阪芸術大学グループ塚本学院

校友会常任理事、前衛書道家、金剛禅総本山少林寺和泉南道

院長(大拳士六段)、南池田小学校PTA顧問、元非常勤講師(大

阪芸術大学・大阪商業大学堺高等学校・阪南大学高等学

校)、1995年堺青年会議所副理事長、大阪芸術大学武道連合

会初代会長、和泉市浦田町生まれ、鍛治屋町在住、昭和32年

6月8日生、62歳 妻と子ども2人愛犬マル、保護犬チビ、ラ

メ、パピ子、保護猫ニャーちゃん、保護鳥ピーちゃん 



合計画では、和泉市をどのように立て直しをはかるかが議論され、第

三次総合計画では議論が切迫して、なかなか物事が決まらない時代で

もありました。そして、第4次総合計画は辻市長の独り舞台であった

かと思います。過去の課題を解決する時がきました。その取り組みが

大きな成果となり実績となりました。しかし、一方では市長が市民か

ら遠ざかったという声も耳にします。先ほど表紙に「そこからはぐれ

ている市民はいないのか」と書いたところです。今後の課題としてい

ただければと思います。 

 質問の第1点目は、市長は一期目の当選から、3つの感について信条

として謳われていました。「信頼感・躍動感・親近感」についてお聞

きします。第2点目は、「創発」についてです。再生・躍進・創発と

プランをバージョンアップしてきました。市長はいろいろな場面で、

「創発」とは1＋1=2ではなく3にも4にもなると話されています。この

1・2・3・4について、具体的にどのようなものかお聞きします。第3

点目は「都市とイノベーション」どのようなまちづくりを進めていく

のか、冨秋中学校区等まちづくり構想とリンクしてお聞きしたいと思

います。現在、地域案と行政案にかけ離れたところがあると聞いてい

ますので具体的なところをお聞きします。第4点目に「和泉市手話言

語の理解及び普及並びに豊かなコミュニケーションの促進に関する条

例」について、理念条例に終わらないための具体的な取組についてお

聞きします。 

【市長】市長の信条「３つの感」をもとにした市政運営について、森議員の大綱質疑に対

しまして、辻よりご答弁申し上げます。 

第１点目の「市長の信条「３つの感」をもとにした市政運営について」でございます。

平成２１年初当選後の市議会での所信表明並びに市政運営方針の中で、私が目指すべき政

治家像として、また、市政運営に取り組む上での信条として、この「３つの感」という言

葉について申し上げました。信頼感（市民の期待に応える）・躍動感（いきいきと活動し

ている）・親近感（身近な存在であり続ける）であります。そしてこの間、私がこの「３

つの感」を市民の皆さまと共有することができるよう、心がけてきたことがございます。

「信頼感」とは、人柄をもとに、未来を託されることであり、そのためには、日々、自ら

人間力を高める努力が必要であると考えております。そして、市民の皆さまに、和泉市が

進むべき「道」をお示しし、「有言実行」、「公約の実現」によって、市民の期待にしっ

かりとお応えすることであります。次に「躍動感」とは、スピード感をもって取り組むこ

と。課題を決して先送りしないこと。そして、多くの方々がまちづくりの成果を実感でき
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ることであります。最後に「親近感」とは、市民から離れず、逃げず、そして、同じ

目線で、市民との対話により、まちづくりを進めることであります。この９年間続け

てきた、１７０回にもおよぶタウンミーティングや、市民の皆さまが取り組む様々な

活動に接することで、親近感を育むことができたと感じております。３期にわたる市

政運営では、これらを信条に、市民の皆さまからの声はもちろんのこと、議員の皆さ

まからのご提案をもとに、本当に数々の施策に取り組むことができました。本議会

で、令和２年度当初予算案に盛り込んでおります「奨学金の返還支援事業」や「高齢

者おでかけ支援事業」、「駐輪場の学割制度の導入」も、そうした結果のひとつであ

ります。和泉市が、持続的に発展可能な「躍進のまち」であり続けるためには、まだ

まだ多くの課題が残されております。 

和泉創発プランが新たにスタートする令和２年度は、将来の和泉市にとって起点とな

る重要な１年となりますが、初心を忘れることなく、市民の皆さま、そして、議員の

皆さまとの対話をもとに、より多くの方々に「住みたい、住み続けたい」と心から

思っていただけるよう、魅力あるまちづくりにしっかりと取り組んでまいります。 

 第２点目「創発について」でございます。私が市長に就任して以降、平成２３年度

からの「和泉再生プラン」では、効果的かつ効率的な行財政運営に取り組み、平成２

７年度からの「和泉躍進プラン（案）」では、選択と集中による「まちづくり」への

取り組みの推進と、質の高い行財政運営を確立するための「財政健全化」、「組織・

人づくり」に取り組んでまいりました。人口減少・少子高齢化が進展する本市の未来

を見据え、「再生」、「躍進」と進めてきた改革の流れを止めることなく、まちづく

りに取り組むことが重要であり、本年４月から取り組む「和泉創発プラン」では、ま

ちづくりを進める手法として「創発」の考え方を取り入れ、市民・行政がそれぞれ持

つ強みを活かし、相乗効果を生み出すことで、複雑化・多様化する課題や市民のニー

ズに対応していこうとするものです。1＋1=2ではなく3にも4にもそして無限大の可能

性を見出そうとするものです。 

 第３点目「都市のイノベーションについて」でございます。「都市のイノベーショ

ン」とは、「富秋中学校区等まちづくり構想の推進」をはじめとした様々な施策の推

進により、各地域の魅力を創造することで、人が集まり、連携・協働が生まれ、市域

全体の魅力向上に繋げていくことが重要であり、このようなサイクルでまちづくりを

行っていくことが、将来の和泉市には必要であると考えています。なお、「富秋中学

校区等まちづくり構想」につきましては、令和２年度のＰＦＩ導入可能性調査では、

アンケートやワークショップなどにより地域の 意見を集約し、具体的な機能や規模

などを基本計画にまとめ、事業スキームの組み立て、民間事業者の参入についての条

件などの整理を行い、事業手法の検討を行います。 
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 最後に、第４点目「各種事業の取り組みについて」でございます。 

「和泉市手話言語の理解及び普及並びに豊かなコミュニケーションの促進に関する条例

の取り組み状況」につきましては、条例施行後、まずは条例施行の周知を図るため、条

例内容を紹介するリーフレットを広報とともに全戸配布を行いました。また、様々な意

見をいただくために、リーフレットにこの条例に関する意見や提案の募集を掲載しまし

た。今後は、いただいた意見や提案を考慮し、手話教室の開催をはじめ、啓発活動、環

境整備、情報提供や情報取得などについての施策を進めてまいります。以上でございま

す。 

【森】市長より「創発」の無限の可能性をお聞きしました。さて、私は議員になってか

ら思うことがあります。行政は予算主義ですから、市民に予算をどのように分配してい

けばいいかを検討し実行していくのですが、何のためにこの事業を執行していくのかを

聞く場面があるわけですが、実はその答えが的確に返ってこないと感じています。単年

度、単年度の継続が行われていくなか、その経緯が運営のための運営になっていないの

かと疑問をもつことがあります。例えば、市民に必要な建物をこの場所に建設したいと

します。その土地の所有者さんから土地を購入する場合、一部で反対の意見が出て購入

ができない状況になったとします。次に建物を建設できる場所の選定を考え、反対のな

い場所選定が候補として挙がってきます。そして、その場所に建設しようと進むわけで

すが、本来そこはもともと市民が望んでいた場所ではないということになります。経過

の中で建設できる場所を求めてしまい、目的が変わってしまうというようなことがない

のかと問うてしまいます。これからはあったらいいなではなく、なければならないこと

を規準に取り組みを進めていく時代になります。そんな中、なぜこの取り組みが必要か

を自問自答していく必要があると強く思います。そんな仕組みの行政を望みます。 

 次に「冨秋中学校区等のまちづくり構想について」先ほど地域案と行政案がなかなか

折り合わないと話しましたが、担当の藤原理事も頭を傾げたわけですが、お互いの思い

が通じ合わない部分があります。まちづくりは計画した通りに進まない難しさがありま

す。少し古い話になりますが、コンパクトシティ構想がありました。インフラを集中さ

せそこに人々をまとめようと考えたわけですが、人々はその通りにならずそこから離れ

た郊外に住み、そこに複合商業施設ができ当初の計画とは変わってしまうということで

す。効率的であるかないかの話があるとしても、人の思いが理解できていないというこ

とです。そこに住んでいる人の思いと住み続ける人の思いが理解できないと先ほどの地

域案と行政案に隔たりがあるというような結果になるわけです。行政が地域に住む人に

もっともっと近づいて、住む人の思いを導き出して、ふさぎこむような思いがあるとす

ればもっと住む人の思いを開放して導いていく姿勢が重要と思います。地域案がいいと

いうことではなくて、地域案が行政案になるような議論の仕方が必要であるということ
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です。まちづくりは簡単ではありません。都市計画なども40年前の計画が存在し、計画通

り進んでいないこともあります。そんな大きな話ではなくてまちづくりはそこに住む人が

どんな思いで住んできたか、またどんな思いで住んでいくのか、住む人がメインにならな

いと話はうまくいかないということです。人の存在がないとか、人の思いがないとすれば

それはまちづくりではないということを申し上げておきます。 

 次に「手話言語の理解及び普及並びに豊かなコミュニケーションの促進に関する条例」

についてですが、手話言語の理解という言葉が存在している限り、手話が理解されていな

いし言語になっていないということです。行政の人に言いたいことがあります。ろうあ者

の人は法律を作ったり変える立場にいません。その人たちの理解者があってこそ思いが通

じ形となります。その理解者になってほしいのです。その人の立場に立つことを望みま

す。全日本ろうあ連盟が創立70年を超えた今も手話言語の理解ということに取り組んでい

ます。当事者の思いは伝わらないし、当事者はたぶんこうだろうと進めるケースが多いと

思います。行政の一人一人がその立場に立つことの必要性を強く感じます。以前の話にな

りますが、病院の件で、患者目線についての話がありました。その時、患者でない人が

(病院関係)患者をみて、たぶんこうであろうということを患者目線とするならそれは全く

の立場のわからない話であり、患者目線ではないと話したことがあります。全くおなじ話

になります。その人の立場に立つということが、行政の仕事にどれだけ重要かを投げかけ

ます。 

 最後に市長は和泉市民186,000人の頂点に位置します。ピラミッドの上位頂点です。そ

して責任は186,000人の下に位置する逆ピラミッドの下位頂点です。上位と下位を意識し

て市長職を全うしていることと思います。しかしながら186,000人の一人でもあるという

ことを申し上げて大綱質疑を終わります。 
 

■障害者差別解消法について           (令和元年9月26日第3回定例会一般質問)      

【質問①】松田議員が以前、人権行政の質問で障害者差別

解消法にふれられましたが、私のほうは障害者差別解消法

について質問します。資料を集めていますと、外務省が出

てきます。この関係についてお聞きします。 

【答弁①】生きがい健康部長の立花です。 

昭和５６年の「国際障害者年」を契機としたノーマライ

ゼーションの流れの中で、平成１８年に「障害者の権利に

関する条約」（障害者権利条約）が国連で採択され、平成１９年に我が国は署名を行いま

した。この条約締結に外務省が関係していたと思われます。法律制定等に関しては、障害

者権利条約の趣旨を踏まえ、国内法の整備が必要であることから、内閣府が平成２３年に

障害者基本法を改正し、平成２５年６月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
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法律（障害者差別解消法）を制定したものです。 

【質問②】日本は国連で平成26年1月20日、障害者権利条約

を批准し世界に宣言し、141番目でありました。署名してか

ら7年後になります。令和元年8月現在は、署名国・地域数

162、締結国・地域が179です。地域は国と認められていな

い地域です。障害者差別解消法が平成28年４月に施行され

ました。26条と附則7条からなります。第一条の目的に、

「全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に資することを目的とする」と書かれています。障害

者支援の是非を問うとか、少数多数の議論はもうないとい

うことをお伝えいたします。障害者差別解消法の施行前の

定めについてお聞きします。 

【答弁②】生きがい健康部長の立花です。 

差別解消法施行前で、障害者権利条約批准までは、障害者基本法に差別の禁止が掲げら

れていましたが、具体的な内容は明記されていませんでした。 

【質問③】差別解消法ができたことで、以前とはどのように変わったか。 

【答弁③】生きがい健康部長の立花です。 

改正された障害者基本法に、差別の禁止に加え、必要かつ合理的な配慮が明記されまし

た。また差別解消法では、障害者基本法を更に具体化し、行政機関、事業者が講ずべき

措置として、不当な差別的取扱の禁止、合理的配慮の提供、対応要領の策定、相談及び

紛争の防止等のための体制整備、啓発活動が明記されました。以上です。 

【質問④】「不当な差別的取扱の禁止」と「合理的配慮の提供」とはどういうものか。 

【答弁④】 生きがい健康部長の立花です。 

「不当な差別的取扱の禁止」とは、障がいを理由に特定の人を区別したり、排除するこ

とを禁止するものです。具体的に言えば、盲導犬を連れている方の入店を一方的に断る

といった行為を禁止するものです。「合理的配慮の提供」とは、障がい者から現に社会

的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合に、その社会的障壁の除去の

実施について必要かつ合理的な配慮をすることです。具体的に言えば、車いすの人が利

用できるように入り口にスロープを設置したり、広い席を用意したりすることです。 

【質問⑤】この障害者差別解消法施行後の本市の取り組みはどうなっていますか。 

【答弁⑤】生きがい健康部長の立花です。 

本市の場合、差別を解消するための相談及び紛争防止のために、障がい者地域自立支援

協議会及び施策推進協議会にて対応を行い、本市だけにとどまらない事案については、
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大阪府の障がい者差別解消協議会と連携を図って対応を行っています。また、差別解消

のための対応要領を策定し、庁内周知を図るとともに、広報とともに配布する「障がい

福祉課だより」に障害者差別解消法の概要を掲載し、市民周知を行いました。 

【質問⑥】広報紙等による周知以外に、共生社会の実現に向けて取り組んでいるものは

ありますか。 

【答弁⑥】生きがい健康部長の立花です。 

共生社会の実現に向け、現在「あいサポート運動」に取り組んでいます。これは、障が

いを理解し、障がい者が困っているときにちょっとした手助けを行う「あいサポー

ター」を増やし、共生社会を目指していくものです。 

【意見】この質問をするにあたり、３人の方とお会いしました。 

 一人目は、「医療的ケアを必要とする重度障害を持つ私が地域で暮らすことを決めた

理由」という鳥居生さんの講演に参加しました。30歳で重度障害になり、その重度障害

がどのようなものかを紙コップで水を飲む実際を表現し自分の意思ではこの手の揺れを

止めれなく、付き添いのヘルパーさんが徐々に止めてくれるというものでした。この現

状でも平日以外はヘルパーサービスを受けれないと話されていました。ヘルパーサービ

スに平日も日曜もないはずですが、また通所通学もヘルパーサービスを受けれない現実

があります。このことについて国は事業所に委ねているという判断です。施設では物と

して扱われたことも切実に話されました。何よりもお母さんが喜んでくれるということ

で、地域で暮らすことを決めたということは衝撃的な話でした。話しの後半で障害者が

選択肢のなかで、自分の未来は自分が作ると締めくくられたことに感動しました。そし

て、人間として理解し合える社会があると強く語られました。まさに、障害者差別解消

法の求めるそのものだったのです。 

 二人目は、50年前にNHKの特殊学級向け学校放送で、たのしいきょうしつという番組

に出ていたという和泉市の施設に通う方と連絡が取れ、お話を聞きました。特殊学級の

様子を聞くと、虫を取ったり花をみたり、工作をしたり楽しかったということです。小

学校の生活はどんな様子でしたかの質問に、いじめはあったけど、助けてくれる人、や

さしくしてくれる人があった。中学校もいじめはきつかったけれど、それ以上に助けて

くれる人があった。現在和泉市で小学校の校長先生をしている同級生は当時からいつも

助けてくれた話をしてくれました。高校の支援学校が一番楽しかった。なぜかと聞くと

全員が障害者だからと答えが返ってきました。そして、一つだけつらいことがあると話

してくれました。母親が高齢で施設に入っている。その母親の面倒をみれないことが一

番つらいんです。私は障害者でしょ、夫も障害者、子どもも障害者なんですと話してく

れました。結婚についてもそんな甘いものじゃないといわれたことに、負けるものかと

決意をした悔しさも話してくれました。最後にみんな理解し合っていける社会になれば
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いいねと締めくくられ、お礼の言葉を先にありがとうございましたと掛けられ自分の出

番のなさと人間の尊厳を痛烈に与えられたのです。ここでも障害者差別解消法の求める

そのものの答えがかえってきたことに気持ちが溢れました。 

 三人目は、発達障がい当事者が討論する会に参加したことです。関東代表の冠地さ

ん、関西代表の石橋さん、進行の鈴木さん、言うまでもなく当事者としての考えや参加

している当事者への鋭い答えや、支援者、親とのつながりのうまくいく方法や理解度の

違いの話など、本当に人としての在り方を教えられたように思います。ここでも障害者

差別解消法の求めるそのものが垣間見れました。 

 私がこの三人の方と出会えたことによって重要なことを知るようになりました。障害

者差別解消法の目的である、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互の人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資す」そのものを3人と

もが超越していたということです。例えば、二人目の方の話の中に、いじめられたけれ

どやさしくしてくれる人があった。支えてと受けての存在がここにあって成立してい

た。一番すごいのは、支援学校が一番楽しかった、それはみんなが障害であったと話さ

れたことです。障害を持って生まれてくる人、途中で障害になる人、高齢になって障害

が出る人、心の問題で生きづらさから障害になる人、すべての人が自分の中に障害を

持っているということです。私もあなたも、そしてすべての人が障害の特性のカードを

もっている一員であるということを知ることだとおもいます。みなさんは次の言葉をど

うおもわれますか。支援学校は楽しかった、それはどうしてですか、それはみんなが障

害者だからです。質問を終わります。 
 

■障がい児親子支援(発達障がい児親子支援)について  
(令和元年6月25日第2回定例会一般質問) 

 子どもたちと40年間触れ合う場所を持ってきました。その

中で30年前、20年前、10年前と子どもの発達過程においての

特性が全く違うことを痛感しています。例えば人の話を聞く

ことを当たり前という認識の下で子どもたちに触れてきまし

た。しかしながら子どもの特性がわたしの範囲を超えてしま

うということが度々ありました。話しを聞くことが大事だと

いう価値観の下で話を聞けない子どもが出てきました。その場から離れ、また元に戻っ

てくる。どうして話が聞けないんだという価値観で物事を進めていくとその子どもを否

定するしかなくなるのです。ある時大きな声でなぜ話を聞けないんだと怒った時、子ど

もがその場を離れて立ち止まり、大粒の涙を流して、なぜ怒られているのかわからない
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と言ったのです。わたしは金づちで頭をガァーンと叩かれた気持ちになりました。自分の

価値観がすべて否定された時です。発達にかかわる子どもたちの課題、保護者の対応と理

解について知ろうとしてこの一般質問になりました。 

【質問①】近年、障がいや発達に課題のある子どもは、増加傾向にあると思いますが、発

達に関する障がいに保護者は、子どもの発達の遅れにいつ気づき、また、どう受け入れて

いるかをお聞きます。 

【答弁①】こども部長の北野です。 

子どもの発達の遅れなどは、健康づくり推進室が実施している乳児健診時などで指摘され

気づくことが多いかと思います。すぐに受け入れることが出来る保護者もいますが、ふた

ば幼児教室などに通室する中で徐々に受け入れが出来ていく保護者もいます。以上です。 

【質問②】発達の遅れが分かった就学前の子どもへの支援はありますか。 

【答弁②】こども部長の北野です。 

 健診時などに発達の遅れなどが分かった子どもについては、ふたば幼児教室や児童発達

支援センター、児童発達支援事業所への通所支援があります。 

【質問③】子どもの障がいが分かった保護者には受け入れすることが難しい方もいると思

いますが、このような保護者への支援はありますか。 

【答弁③】こども部長の北野です。 

 保護者への支援としましては、ふたば幼児教室、こども政策担当、保育コンシェルジュ

への相談やペアレントトレーニング、保護者向け研修会の実施を行っております。  

【質問④】フェイスブックで友達になった人から相談がありました。私は発達障がいで

す。郵便局で5年働いています。同じ発達障がいの仲間は仕事をやめてしまいました。周

りの理解がないという生きづらさをかかえてやめていきました。そのことの支援をお願い

しますということでした。わたしにはどのように支援すればいいのかわからないので具体

的に教えてくださいと返信しました。すると「さかいはったつ友の会」の代表に会ってく

ださいということでした。堺市の栂・美木多にあるスマイルセンターに行き、代表の石橋

さんにお会いしました。第一声が私は発達障がいです、話は得意なんですが、整理整頓、

片付けなどが全くできないのです。から始まり発達障がいを持つ人と、その家族の自助会

を主催していることを話してくれました。また、もう一人の方は、私はアスペルガーです

と始まり、一人旅の経験などの話をしてくれました。二人とも今は堺を中心に19か所の自

助会を運営しているスタッフさんたちです。一番大事にしていることは理解をすることだ
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と言われました。強制もしない、出席も取らない運営だけど、人が集まってきます。和

泉市にも一か所あり、就労準備型放課後等デイサービス自由帳の場所を借りて自助会を

開催しているということでした。もっともっと広げていきたいということですが、堺の

ように無料で使える場所がないと話されていました。子どもの障がいを受け入れたり、

悩み事の相談には、保護者同士の交流も大切であると思いますが、市として保護者同士

の集まりへの会議室提供などの支援はあるかお聞きします。 

【答弁④】こども部長の北野です。 

現在は、障がいのある子どもを持つ保護者同士の集まりへの支援としましては、会議室 

使用料も含む「手をつなぐ親の会」への団体補助を行っております。その他としまして 

それぞれの登録用件はございますが、和泉シティプラザの保険福祉センター、総合福祉 

会館、北部総合福祉会の団体登録により優先使用は可能です。 

【質問⑤】現在、手帳には身体障害者手帳、精神福祉手帳、療育手帳がありますが、ど

の種類の手帳取得までは至らないものの日常生活には不便を感じている子どももいると

思います。その子どもたちが周囲の理解を得ることで日常生活を送りやすくなるような

手立てのひとつとして第４の手帳（発達障がい認定証）を市独自で発行する考えはあり

ませんか。渋谷区では同性婚の認定書をだす条例が施行されようとしています。同性婚

が結婚と同じ関係であるということになります。 

【答弁⑤】こども部長の北野です。手帳の所持に関係なく乳幼児から成人までの間で生

活するステージが変わったときや支援する人が変わったときに子どもの体や心の状態、

今までの病気などを記入することができる「わたしノート」という市独自のサポート

ブックを発行しております。この「わたしノート」を積極的に使っていただくことで第

４の手帳に代わる効果が期待できるものと考えます。ふたば幼児教室、保健センター、

保健福祉センターで配布しております。他市では名称がことなりますがあゆみファィ

ル、つながるファイルなどがあります。以上です。 

【要望】私ノート拝見させていただきました。小学校、中学校、高校の情報が書かれて

いて引き継げるというものです。発達障がいは遺伝に起因する場合が多いと聞いていま

す。文字が書けなかったり記入することが苦手な人にはハードルがあり、また保護者さ

んにも同じ状況があるわけですが、記入することにより自分のことが理解できホットす

ることに期待できると聞いています。この「わたしノート」をどこに配布して、どのよ

うな成果があるかを今後検証していただきたいと思います。「発達障がいの僕が輝ける

場所を見つけられた理由」という栗原類の冊子を紹介します。ネガティブタレント、パ

リコレモデル、8歳の時ニユーヨークで発達障がいの診断を受けてから今までの経緯が書

かれています。お母さん、お医者さん、本人の話しのなかで大切なことは協力と理解だ
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と伝えています。お母さんがわが子の理解を柔軟に持っていた。内容の一文を一読しま

す。発達障がい者は、脳の仕組みが独特なことや感覚過敏の人が多いことがだんだん知

られるようになってきました。息子を観察していても脳がとても過敏なんだなというこ

ともわかりました。普段はボサッとしているように見えても集中力がないように見えて

も視界にはいってくる情報はなにかしらの形で処理されています。その視界に入る世界

からの情報が刺激となることも多々あります。楽しみにして行ったディズニーランド、1

時間そこらで疲れた帰りたいと言いだし機嫌が悪くなる。楽しみにしていたはずの動物

園もちょっと見たら飽きてしまう。こんな動物もいるよと説明したり見せてあげようと

してもグズッて興味を持たない。大人の発想からするとわがままで飽きっぽいとしか見

えないでしょう。しかしそれは彼らの脳が刺激を受けすぎて疲労しているサインなんで

す。この一文で発達障がいについて少しは理解できたのかと感じております。一番感じ

たことは、協力と理解です。皆さんの周りに理解できないという人はいませんか。ま

た、自分が理解されていないことはありませんか。私もあなたも、そしてみんなが障が

いの特性を持っていることを理解することなんです。“ そんな簡単なことがでけへんの

かいな、実はできないんです ”質問を終わります。 
 

 

 
★カンボジア、国立仏教図書館、国際紛争和解センター、ポルポト政権、諸宗教

協議会他             (2020.1.10～14) 
 

カンボジア国王から認められたカンボジア諸宗教評議

会、顧問文化省元Ithon氏も出席していただいてま

す。諸宗教がそれぞれの立場で教育活動などの支援活

動報告と相互理解の中心的な役割を果たしています。

カンボジア紛争和解センター訪問、エマレスリーさん

のポルポト政権の悲惨な歴史から紛争和解の活動、東

洋のパリといわれた町が、ゴーストタウンになったカ

ンボジアの歴史は3分の１の人口が粛清され、仏教や

王国もいなくなった。ポルポト政権崩壊からの復興に

向けて、諸宗教復興の重要性、他宗教の融合の活動、

人口の70%が30歳代以下でトップリーダーが少ない、

青年に知識のないことが課題、若い世代がどのように

自分たちの国に誇りを持つことができるか、平和には

もろい青年たちは不寛容である。そのことを少しでも
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解消するために、教育知識、地政学的、中国の属国、他国との繋がりや人々の交流が

重要。150万人の虐殺の歴史、処刑場の歴史現実は消えない。カンボジアの人々が支援

されているだけではなく、カンボジアが世界に貢献し世界が学ぶようになれるよう辛

抱強く立ち向かっていくという。現在もアジアで起こっている虐殺の現実、キング

フィールドは過去のことではない、残虐な現場の真実がそこにある。日本ボランティ

アセンターでの農業政策活動報告、その後、合間の2時間でアンコールワット見学、日

本人初の落書、蓮が咲いていたことに感動(道端で食する蓮の実を売っていたことにも

実感)、国立仏教研究所訪問での充実、トゥールスレン刑務所、博物館見学、先述した

キングフィールド視察、慰霊供養。紛争の歴史を世界中に影響を与えたいというカン

ボジアに応援し活動には参加したい。「その歴史から世界に貢献する」その言葉を日

本に持って帰る。合掌  
 

★JDF全国フォーラム、「障害者権利条約の完全実施をめざして」〜

2020年の審査・勧告でどう変わる、私たちの暮らし〜、ベルサール東京

日本橋              (2019.12.5) 

①基調講演、前国連・障害者権利委員会委員長、テレ

ジア・デゲナーさん。「人権と障害」を2002年に策定され、障

害者人権権利条約のきっかけとなった。②JDF障害者権利条約

「パラレルレポート」作成と「建設的対話」に向けた取り組

み。③国連・障害者権利委員会の最新動向。④パネルディス

カッション 各分野の取り組み・試み～私たちの暮らしをかえ

るために障害者差別解消法の見直しの論点、国連における日本

の来年(2020年)の権利条約最初の審査に向けての経緯など、国

連、外務省、内閣府、日本弁護士連合会、大学教授、各全国障

害者関係団体、自治体健康医療福祉部、各企業福祉財団など専門的知識人の凄い集ま

りです。私にとっては真剣に1からです。「インクルーシブな平等をめざして：テレジ

ア・デグナー ２０１８年 障害者権利委員会の１０年」が翻訳されています。 
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★和歌山県土地開発公社と北勢田ハイテクパーク        (2019.9.19) 

和歌山土地開発公社に訪問、紀の川市の北勢田ハイテクパークの企

業誘致と開発について現状確認しました。工場、研究施設を対象

に、和歌山県の奨励金制度、企業立地促進助成金、雇用促進助成

金、工場設置助成金、固定資産税課税免除についての確認をしまし

た。余談ですが、となりに和歌山県立武道館、和歌山県職員研修

所、（社）わかやま森林と緑の公社、東照宮、天満宮が並んだとこ

ろに位置します。少し早く着いたので、重要文化財和歌浦天満宮に

参拝しました。併設の伊勢神宮の参拝もできました。それにしても

急すぎる石段、上からの一望も見事です。鳩の群れを撮ろうとし

て、飛び立つシャッターチャンスを1枚。和歌山県の取り組みを聞い

て何か躍動の予感を感じました。 
 

★和泉市伯太町西光寺に白蓮を分根したという奈良県柳本町専行寺 (2019.8.13) 

西光寺白蓮が奈良柳本町の織田家菩提寺の専行院から分根された

ということから訪ねました。専明院と探していましたが、その名

前のお寺は無く、専行院が正しいようである。本堂の横断幕の手

入れをしていた住職らしき方に尋ねてみました。白蓮はございま

すか、和泉市の西光寺の白蓮は昔、聞了法師がこちらから分根さ

れたものと聞いて寄せていただきました。残念なことですが、そ

のようなことは知りませんという返答だった。改修をする前は、

池が外にあったと話され、蓮は今の池にある分だけだということ

でした。白蓮の話は途絶えたのでその場を後にしました。今後の

歴史課題が残りましたが、 無人駅、古墳群、花と文化財の寺長岳寺など興味の持てた

ところでした。 
 

★南大阪振興促進議員連盟政府要望並びに研修会         (2019.8.6～7) 

令和元年8/6・7日と南議連で東京へ国会政府要

望。到着後 片山さつき大臣の所へ表敬訪問に行き

ました。衆議院第１議員会館に移動し、①

11:00〜12:00「関西国際空港を中心とした周辺整

備について」を国土交通省へ要望。北村経夫参議

院議員とお弁当を一緒に食べ、意見交換をさせて

いただきました。②13:00〜14:00「泉州地域湾岸

部の防災対策」を国土交通省・総務省に要望。③14:20〜15:20「IR整備に伴うギャンブ

西光寺白蓮 
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ル依存症対策」を内閣府・厚生労働省・金融

庁・消費者庁に要望。④15:40〜16:40「大型ク

ルーズ船寄港に必要な港湾整備」を国土交通省

に要望。⑤17:00〜18:00「大阪湾の原状回復と

水産業の活性化」を環境省・農林水産省・国土

交通省に要望。2日目、衆議院第１議員会館第４

会議室で勉強会。9:30～10:30「教育無償化につ

いて」を内閣府・文部科学省。11:00～12:00「虐待防止法について」を厚生労働省。

13:30～15:00「働き方改革について」を厚生労働省にて研修。 
 

★南越前花蓮公園と近江妙蓮視察       (2019.7.11)             

ハスの師匠と福井県南越前町、はすまつり。切りハスを関東に

出荷している栽培田の見学、町営はすまつりの運営の準備の大

変さもお聞きしました。観光の拠点としての取り組みは地域な

らではのものがあります。南越前町商工会ホームページにも掲

載されています。ハスを見下ろす最高のロケーションでハス三

昧昼食いただきました。^_^ 
 

★紀の川市平池緑地公園視察 大賀ハスとベトナムハスの交流   (2019.6.18) 

壮大なロマンを求めて№⑤。池上・曽根史跡遺跡と同年代の古

代大賀ハスを訪ねて和歌山県紀の川市貴志川町、平池緑地公

園、古墳と大賀ハスの融合。たくさんの人が散歩しています。

和歌山県朝日夕陽百選に指定されていました。青洲の里で育て

られた大賀ハスが分根されています。このロケーション最高で

す。2000年前と簡単に口では言うけれど、壮大なロマンを感じ

ます。紀の川市平池緑地公園でベトナムハス、大賀ハス観蓮

会、G20の後、二階幹事長とベトナム首相が来訪。親善の蓮で

あると挨拶がありました。紀の川市が一国の首相をお招きして

の開催行事に驚きです。桜の植樹もありました。片山さつき地

方創生担当大臣はまさに地方創生がここにあると話されていま

した。ベトナムハスは見事に咲いていましたが、大賀ハスは昨

年灌漑工事の影響で今年は二輪程度と話されてました。それに

しても大賀ハスの繋がり恐るべし。二階幹事長に名刺交換の際

紀の川市から和泉市に大賀ハスを分根いただいたことを報告し

ました。 
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★板橋区中台小学校と大賀蓮東大農業試験場の発掘地点を訪ねて(2019.6.15) 

小学校で蓮を栽培している板橋区立中台小学校におじゃまし

ました。小学生から蓮爺と呼ばれている池上さんから、20年

前から学校の取組としての話や日本蓮文化研究会理事として

の話など興味深々です。泥に育つ蓮、子どもたちは泥という

ことを知らないことでの泥との取り組みがやけに新鮮でし

た。夏に来て子どもたちの顔をみたいおもいに再度来訪しま

した。学校支援地域本部の皆さんが待っていてくれました。

小学生が栽培した蓮が咲いているかを楽しみにしてました

が、今年は雨のため全般的に開花が遅れているということで

す。地域ぐるみの取り組みには凄いものを感じました。和や

かな時間が過ぎ、その後、蓮爺こと池上先生に大賀蓮の発祥

の地にご案内していただくことになりました。そしてすごい

ことが起こりました。日本蓮文化研究会会長の南先生にご案

内をいていただくことになったのです。1000種類以上の蓮園

を持ち、先生の新種蓮も多く栽培されている方です。池上先

生もその場所に立ったことのなかった、東京大学検見川総合

運動場に位置する大賀蓮発祥の場所に案内されその地に立っ

たのです。時の流れと今の時間をこれほどまでに感じたこと

は今後忘れないことです。立入禁止の看板の中、南先生のご

尽力で実現しました。くどいようですが、昭和39年の東京オ

リンピックではクロスカントリー競技が行われた場所です。

この地下5メートルの弥生時代の地層から三粒の実が掘り出

され、そのうちの１粒が発芽、開花して博士の名前をとって

大賀蓮となりました。胸を張って話しができそうです。歴史

の始まりの地に立ち感動の止むことを忘れてしまっている。

当時、検見川から出土した丸木舟とともにハスの花托が発見

され、ここを掘れば必ず蓮の種が見つかるとの大賀博士の予

知が凄かった。ここから始まったのでした。続いて南先生が

東大で技官をしていた、旧緑地植物実験所蓮園もご案内とご

説明をしていただきました。大賀蓮とふれあうことで色々な

出会いの凄さと時間の重みを実感した最近稀な大きな一日で

した。合掌 
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★2019年度日本自治創造学会研究大会明治大学アカデミーコモン棟(2019.5.10-11) 

関戸議員、浜田議員、小林議員と参加。講演内容は ①

民主主義の原点は地方自治、住民自治、地方は国の従属

ではない。地方自治は政党が運営することでもない。自

立する必要があるという理事長からの話で始まりまし

た。数多い色々な角度からの講演で毎年感化されてま

す。17色のバッヂは人類が豊かに生存し続けるための基

盤となる地球環境について、2015年9月、国連持続可能

な開発サミットで「持続可能な開発目標（SDGs）」が採

択されたものです。 ②村上由美子講師の話はよくわ

かった。日本の課題と可能性。市場は世界的に統合され

ている。自動化により仕事はリスクにさらされている。

労働市場は二極化が進む。伝統インフラがなくてもい

い、格差が開いていく。労働生産性は世界22位、超高齢

化大国日本は1位。しかし世界的にもそれはやってく

る。たまたま早い時期に超高齢化になっているがそのこ

とから経済につなげる。物からサービスに変わってい

く。人間がやらなくてはいけないのはテクノロジーと協

業作業。成人力は読解力、数的思考力は世界1位。男女

分けても世界1位。女性が活躍するとGDPが上がる。強み

である。テクノロジーを経済につなげる。イノベーショ

ンシステム。リーダーとはの話。著書探します。 ③ス

ポーツ庁、スポーツが持つ力と地域活性化、スポーツ

ツーリズムの推進、地域スポーツコミッションの拡大、

スポーツ文化、観光の繋がり。武道ツーリズム動画。ス

ポーツ文化ツーリズムへの取組み。④ 堤未果講師、

「日本が売られる」自治体は最後の砦。講演内容はアメリカの話から始まりまし

た。内容は掲載しないことになっていますので写真だけ撮りました。⑤ 最後にパ

ネルディスカッション、新時代到来、一地方はどう生き残るか一国の地方創生だけ

にとらわれず、独自で地方創生を創り出すことが必要。 
 

★平成31年度新しい憲法を制定する推進大会          (2019.4.24) 

今、どうなっているのかをもとに参加して６回目になります。衆議院事務局憲政記

念館「平成31年度新しい憲法を制定する推進大会」安倍内閣総理大臣は外交中のた
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め挨拶文披露、今年は新憲法制定議員同盟

会長 中曽根康弘元首相は参加されなかっ

たですが、101歳を迎えます。今年も雅楽

の東儀秀樹氏の演奏と雅楽の歴史の話はよ

かったです。国会での憲法審査会が開かれ

ないなど停滞しているという話もありまし

た。毎年開催されていますが、具体的な動

向が見えにくいことが残念です。 

 

その他視察・研修 ★5/15～16和泉市都市環境委員会、静岡市しずもーる沼

上「ごみ減量」・ 静岡県島田市「空き家対策」★5/31富田林市市営住宅五月会

派、「2017年度のグッドデザイン賞受賞」★7/1奈良五条の生蓮寺、「万町弘法寺

さんとも繋がるお寺、ハス茶が有名」★7/3富田林市の龍雲寺、「大賀蓮を栽培し

ていると藤原重夫先生から情報提供」★7/15宇治植物公園、三室戸寺「観蓮会」★

8/1～2滋賀県JIAM(全国市町村国際文化研修所)五月会派議員研修。 
 

不揃いの本質  ― みんな違ってていい ― 

(自然の中で何一つ同じものがない真実、そうなら思い切って自分を肯定しよう。

同じでなければいけないと錯覚している。自分唯一の存在が人間の本質である) 



森ひさゆき取り組み目標  (順不同) 

                   ―― は進捗状況 
 

●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 

・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 

・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 

・コミュニティバス「めぐーる」の運行経路の検証 

・武道必修授業の進捗 

・ごみ袋有料化の効果検証 
 

●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 
 

・障害者差別解消法の周知拡充 

・発達障がい当事者会・自助会開所支援 

・市営駐輪場の学生割引制度導入の推進 

・商工・観光・経済・産業振興促進 

・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 

・下水道事業のPFI導入の研究 

・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 
 

●継続的な取り組みの推進 
 

・池上曽根史跡遺跡に2000年前の大賀ハスの栽培 

・手話言語の理解並びに普及のための手話研修の実施 

・色覚検査導入の継続 

・久保惣記念美術館茶室庭園の大阪府文化財登録推進 

・災害時・停電時対応、伝達手段の確立と共助の取り組み 

・暗い場所におけるLED照明設置の拡充 

18 
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・猫の不妊去勢手術費用助成金の拡充 

・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 

・学校設備改修の推進 

・防犯カメラの設置等通学路の安全対策の推進 

・令和2年度国民健康保険料の前年同様引き下げ 

・遊具の新設等公園利用活性化の推進 

・地域別まちづくり計画の策定提案 

・防災道路の研究 

・シティプラザ出張所業務適正検証 

・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 
・ラウンドアバウト設置に関する研究 

            

                       会派 五月会 取り組み                      

 

〇市長公室・北部地域のまちづくりの推進・公共施設等総合管理計画につ  

  いての施設ごとの分析とロードマップの作成・削減目標値30%の再検証 

〇総務部・性的マイノリティ支援のためのパートナーシップ制度の導入 

〇環境産業部・火葬の24時間受付の早期導入と市設墓地区画の早期売却 

〇生きがい健康部・動物愛護に関する施策の更なる拡充・補聴器購入費の 

  公費助成 

〇都市デザイン部・市営駐輪場の学生割引の早期導入・高齢者運転免許証 

  自主返納者への支援・和泉中央線と父鬼バイパスのアクセス道路の整 

  備・伏屋唐国線の拡幅工事の実現・和泉中央駅周辺整備事業の早期竣工 

〇学校教育部・体育館への空調整備やトイレ改修など教育環境などの充実 

〇生涯学習部・屋内体育施設への空調整備・イベント・球技・武道等多目 

  的用途に対応可能なアリーナの整備 

〇こども部・子どもの貧困対策の取り組み推進・多様化する働き方に対応 

  すべく休日保育の更なる充実・小児用インフルエンザの公費助成 

編集後記  
 

数値で表せないことの重要性が置き去りになっている。数値は一つの

指標ではあるが決して万能ではない。日々の活動においてできる限り

数値から遠ざかっている。弱者の数値、決して大きくはないが、無く

なっていいはずがない。数値で表せない重要性の味方をする。政治家

が力になれる最も効果的な立場にある。 



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  関戸繁樹 松田義人 浜田千秋 森 久往  

  

    季節の風情  
   2020.3.31 

  

COVID－19 

目に見えないウイルスが生き残りをかけてやってきた 
目に見えない心が生き残りを求めて歩みだす 
これから目に見えないものが 
時代を決めていくような気がする。  
 

 

和泉を守るゲートキーパー 森ひさゆき 検索 

都市環境副委員長・都市計画審議会委員・南大阪振興促進議員連盟 

mailto:info@morihisayuki.com

