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想像してごらん 

空から見下ろした世界を 
 

心の様子は見えないけれど君のことはわかっている 
 

君はまっすぐ空を見上げている 

空から見下ろした世界を君は知っているからだろう 

人間の知的能力をコンピュータ上で実現する  



一般質問 
 

◎学校における合理的配慮に関するガイドラインについて          

令和３年第二回定例会 

【質問①】第一回定例会で学校における

合理的配慮について質問させていただき

ました。その補完として10分程度質問し

ます。和泉市では、学校における合理的

配慮を実施するにあたってのガイドラインはあるのか。 

【答弁①】 (大槻教育指導監) 

和泉市では平成２８年に「障がいを理由とする差別の解消

に関する和泉市対応要領」を策定しており、学校において

もこの対応要領に則って対応しております。 

【質問②】ここに冊子があります。この質問をするにあた

り、ご相談をうけた方からいただきました。福岡市では教

育委員会が合理的配慮推進ガイドラインを策定しており、

そのなかで障がいのない子どもたちに共生の理念を涵養す

るための方法を示しています。和泉市では子どもたちの理

解啓発を図るためにどのような対応をしているか。 

【答弁②】 (大槻教育指導監) 

和泉市では「ともに学び、ともに育つ」をキーワードに支

援教育を進めており、毎年作成している「学校に対する指

示事項」において「共生社会の実現をめざし、障がいにつ

いての理解を深める教育を系統的に実施する」よう指示し

ております。また、指示事項において、障がい理解教育や

仲間づくりの取組みの事例なども掲載した大阪府作成の冊

子を活用しております。 

【質問③】子どもたちが「ともに学び、ともに育つ」ため

に、具体的にどのような取組みが学校でされている。 

【答弁③】 (大槻教育指導監) 

学校での取組みの具体例としましては、交流及び共同学習

の時間の確保。本市職員を派遣してのシッティングバレー
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体験や後援会。パラリンピックキャラバンを活用したスポーツ体験。支援学級児童生徒の保護

者を招いての講演会。近隣の支援学校との交流。手話、点字、車イス、アイマスクなどの体

験。「障がいをもつ仲間と共に歩む和泉若者の集い」への参加などがあります。これらの取組

みを通して、障がいの有無に関わらず「ともに学び、ともに育つ」学校づくりを進めておりま

す。 

【意見】この質問をするにあたり、重要なことばと課題が見えてきました。

第一回定例会で「転んでも大丈夫」 を読んでの子どもの感想文を一読しまし

た。「私はふつうではない、ふつうになりたい、でもふつうではないことが

私のふつうなんです」自分は障がい者だからふつうではないと表現していま

す。ふつうになりたいという言葉は視覚障がいのない自分を求めているんです。そこからその

ことを受け入れていく成長過程が始まります。全て自分のこととして受け入れているのです。 

 ３５人学級のなかで視覚障がいのない子どもさんのふつうは視覚障がいのないことがふつう

で、視覚障がいのある子どもさんをふつうでないとみています。一つの教室でふつうである、

ふつうでないことの価値観の分断がおこります。その中で共生とか理解し合うというのは効果

的ではないのです。障がいのことは実際に身近な人に障がい者がいない場合は理解されにくい

と思います。 

 不登校になった子どもさんがトイレに閉じこもって出てこないという話があります。母親は

必至でトイレから出そうと説得します。実は不登校になった子どもさんはトイレの中を、こん

なにいい場所があったのかと思っていたのです。パラリンピックの選手がアメリカで言われた

言葉があります。あなたはただ片足がないだけでれっきとした陸上選手ですよ。 

 ふつうがキーワードになります。何に対してふつうなのかを考えてほしいと思います。同じ

であるという基本姿勢が重要でその中で違いを認め合うことです。どのガイドラインも分断さ

れたものを近づけようとしているが効果的ではない。人として生命としてみんな同じだという

教育に時間をかけていただきたい。その中で違いを認め合えるのです。 
 

◎短期間、和泉市に滞在する子どもたちの教育について       令和３年第三回定例会 

【質問①】住民登録していない大衆演劇やサーカスの短期間、和泉市に滞在

する子どもたちの教育についての対応はどうか。 

【答弁①】 (大槻教育指導監) 

滞在施設にて滞在証明をしていただいた上で、滞在施設の就学指定校にて就

学しております。 

【質問②】そのような子どもたちは年間どのくらいいるか。 

【答弁②】 (大槻教育指導監) 

現在は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、受け入れ人数は少なくなっておりますが、そ

れ以前につきましては、年間10名程度の就学の受け入れを行っていました。 

【質問③】外国から来日した子どもや、日本人学校から帰国した場合についても同じか。 

【答弁③】 (大槻教育指導監) 

原則は、住民登録していただくようご説明しておりますが、短期間の滞在で就学を希望する場
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合は、居住実態の証明等を提出していただいた上で就学の受け入れを行っています。 

【質問④】在籍校では子どもたちの学習保障や仲間づくり等の対応はどうか。 

【答弁④】 (大槻教育指導監) 

 学習保障につきましては、前に在籍していた学校での授業進度等を確認し、必要ある場合に

は、放課後などに補習授業を行うなどしております。また、外国から来た子どもたちで日本語

の習熟が十分でない場合は、必要に応じて語学指導員を派遣するなどの対応もしております。

仲間づくりにつきましても、通常の転校生と同じように学級担任が子どもの様子を観察し、学

級にスムーズに馴染めるよう配慮を行っております。 

【意見】そこで関わった子どもたちが、和泉市がどんな町であったかを記憶しています。その

ことが、その子どもたちの人生に大きく影響を与えるということです。 

 私も子どもの頃、泉佐野市の親戚で１か月滞在したことがあります。その町の様子や出会っ

た人々は今も記憶に残っています。20代の頃、川崎市で研修で１週間滞在したことも、そこで

出会った人や町の様子が今も残っています。たまに訪れた時は、「ただいま、お帰り」の言葉

で迎えてくれます。ずっと心に生き続けています。短期間滞在する子どもたちにとって個別の

問題ではなく、子どもたちの人生と連携している和泉市の町づくりの問題であると思います。 

 話は変わりますが、先日、アイスランド大使の男女平等についての講演がありました。国会

議員の男女比率で女性議員が半数を超えるかの選挙が注目されましたが、半数に至らなかった

との報告がありました。また、その講演の内容の一部ですが、男性の育児休暇を取らないと女

性の育児休暇が取れないと法律で決められているとの話もありました。男性が育児休暇を取る

ことによって、子どもとの時間が取れるということや、女性の進出により、今まで知らなかっ

たことが理解できるようになったというものです。 

 正しいことを選択するよりも賢いことを選択することの必要性が、お互いを知り、理解し、

人生をより良いものにするということです。アイスランドの話になりましたが、求めるものは

同じです。短期間滞在で住民登録がないとしても、住民登録がある子どもたちと同じ教育サー

ビスを提供することが和泉市の町づくりの賢い選択になると申し上げます。 

 

       第68代議長就任(2021.10.4) 

・議論は激しくとも大いにするが、必ずお互いが向かい合い切磋琢磨し、片方だけの成長では

なく必ず双方の成長を求める。市民の声を反映すべく議決の重みを認識するものです。 

 ただ今、議長にご承認いただきました、森ひさゆきです。前議長並びに副議長にはたいへん

ご尽力いただきまして心よりお礼申し上げます。引き続きご指導いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

さて議員になって10年目になりますが、当初議員になった時、議員に

なる前に思っていたことと、なってから思うことに、半分は思っていた

通りですが、半分は違っていたと感じました。一つの壁がありました。

自分の考えを形にするには議決されなければ実現できないということで

す。自分の思いがいくらあっても、議会での議決がなければ進まないと

いうことです。それと大事なことはお互いの意見聞くことが重要であると意識しました。 

議長心得その1 

議長足らんとする前に議員たらんとする 
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また、30年前に堺青年会議所にてロバート議事法を勉強させていただきまし

た。４つの権利、４つの原則にのっとって会議運営を学んできました。歴代議

長に恥じないように邁進する所存でございますので議員の皆様にはご指導ご協

力よろしくお願い申し上げます。 

私はよく手を合わせて合掌の形をとります。お願いとか、あやまっていると

かではありません。お互いが向かい合い、切磋琢磨してお互いが成長して一つ

になって進むという姿です。また、片方だけが成長してもダメで、お互いが成

長するということです。和泉市の発展のために進む姿です。和泉市発展ため尽

力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

和泉市民ゴルフ大会式典 (2021.10.28、関空ゴルフ) 

・頭を動かさずスウィングはゆっくり上げて力を入れず自然に振り落とします。           

おはようごさいます。和泉市議会議長の森です。実は私はゴルフをしていないの

ですが、本日のセレモニーでの一打に緊張しております。 

議会事務局長からはとりあえず、頭は動かさずボールを見て、スウィングはゆっ

くり上げて力を入れず自然にふり落とすことを心がけるようにと言われておりま

す。ゴルフを知らない私がゴルフ談義をすることはできませんが、とりあえずボー

ルにあてることに集中したいと思います。皆様よろしくお願いいたします。 
 

令和３年度第６５回和泉市民文化祭式典 (2021.11.3、弥生の風ホール)  

・水彩画の作者といい、盆栽の作者といい、出会いが私にとって素敵な1日になりました。人生

がその作品に描き出されている、なんと素晴らしいことでしょうか。 

 ただいまご紹介を賜りました、和泉市議会議長の森と申します。第６５回

和泉市市民文化祭の式典が開催されますこと心よりお慶び申し上げます。 

 平素は、和泉市文化協会上野会長はじめ、役員の皆様並びに会員の皆様方

には、長い歴史とともに培われてきた伝統文化やその時々の時代を反映した

文化活動を積極的に推進され、市民文化の発展に大きく寄与されましたこと

心より敬意を申し上げます。 

 また、和泉市議会活動に際しまして日頃よりご理解ご協力をいただき誠にありがとうござい

ます。 

 さて、私も前衛書道を学生時代から趣味にしているわけですが、このシティプラザのレセプ

ションホールで絵画展を観に行った時のことです。立ち止まった作品がありました。２歩下

がって観ていると、作者らしき方が近寄ってきて、「どうですか」と尋ねられました、「私は

空の抜ける色彩にしあわせな気分になっています」と返すと、「そうですか、ありがとうござ

いました」との会話に、その言葉のやりとりがとても快くいい気分になりました。 

 その先の盆栽のコーナーに知り合いがいましたので、足を進めると、盆栽には表と裏があっ

てねと説明が始まり、私の人生もこの盆栽のように・・と人生論が始まりました。先程の水彩

画の作者といい、盆栽の作者といい、私にとって素敵な1日になりました。人生がその作品に描

き出されている、なんと素晴らしいことでしょうか。 

 また、本日、本市の文化芸術・多文化推進の発展に多大なるご貢献をいただき、文化功労賞

を受賞されます、上西恵子フラメンコスタジオ「Ia Granada ラ・グラナダ」の皆様におかれま
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しては誠におめでとうごさいます。栄誉に心よりお祝い申し上げます。 

 結びに、和泉市民文化祭のご盛会と和泉市文化協会の益々のご発展、並びにご臨席の皆様

の一層のご健勝とご多幸を祈念いたしましてお祝いの言葉といたします。本日はおめでとう

ございます。 
 

第28回社会福祉のつどい (2021.11.13、弥生の風ホール) 

・コロナ禍の影響により「人と人のつながり」が希薄になり、日常生活そ

のものへの不安・孤独・孤立という新たな課題に直面するなか「つながり

を絶やさず、孤独・孤立させない、地域で支え合える福祉のまちづくり」

を築いてこられましたことに敬意を表します。 

 皆さまおはようございます。ただ今紹介をいただきました和泉市議会議

長の森でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

第28回社会福祉のつどいが、無事開催されますことを、心からお祝い申

し上げます。 

平素は、佐藤会長はじめ役員、校区社協・校区社協ボランティアの皆さ

ま方には、地域福祉の発展のためにご尽力を頂いておりますことに心から敬意を表します。 

また、和泉市議会の活動におきましてもご理解ご協力いただきまして誠にありがとうござ

います。 

さて、コロナ禍の影響により「人と人のつながり」が希薄になり、日常生活そのものへの

不安・孤独・孤立という新たな課題に直面するなか「つながりを絶やさず、孤独・孤立させ

ない、地域で支え合える福祉のまちづくり」を築いてこられました。 

例えば、光明台校区では認知症対策でお互いがお互いの様子を確認し合う取り組みや黒鳥

校区ではつながりを実感する趣旨で、小学生も一緒に持ち寄った絵を貼り合わせて「大きな

桜の木」を作成をして、黒鳥小学校に展示しております。(作成画の縮小コピー表示) 

コロナ禍だからこそつながりを築く懸命な努力に改めて敬意を表します。 

結びになりますが、後ほど地域福祉の向上にご貢献され表彰状を受賞される42名の皆さま

方には心からお祝い申し上げますとともに、本日ご列席されております皆さま方のご多幸と

「桜結び」ということばを添えまして私の挨拶といたします。 

本日は誠におめでとうございます。 
 

菊花展表彰式後の懇親会乾杯 (2021.11.23、スターゲートホテル関西エアポート) 

・ご縁はあるもので、第38回日本菊花全国大会表彰式で和泉市議会議長賞

を受賞された方が富山県氷見市であると聞いてびっくりしています。以前

に和泉市総合医療センター建て替えの先進事例視察に和泉市から寄せてい

ただきました。繋がりに感謝いたします。花と緑の国華園のご盛会に乾杯

の発声をさせていただきます。 

皆様お待たせしました。花と緑の国華園です。この言葉がないと始まり

ませんね。岸脇名誉会頭失礼しました。 

さて、本日議長賞の授与をさせていただきました。受賞者さんが富山県

氷見市から来られたということですが、実は和泉市総合医療センターの建

て替えの先進事例視察に和泉市として氷見市に寄せていただきました。金
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沢医科大学が氷見市民病院の指定管理をしているということで、情報提供をいただき大いに参考

にさせていただきました。その氷見市の方が議長賞だと聞いて本当に驚きとお喜びを申し上げま

す。 

国華園の第38回日本菊花全国大会開催に際しまして、このように繋っていることに感謝いたし

ます。引き続いてのお付き合いをお願い申し上げまして、受賞の皆様とご参会の皆様方のご多幸

を祈念いたしまして乾杯をさせていただきます。乾杯! 
 

シンドパキスタンサークルジャパン主催「エクタデイ」  

(2021.12.5、南部リージョンセンターホール) 

・パキスタン大使を交えて日本の文化の日にあたる「エクタデイ」にパキス

タンシンド州出身の人たちが集いました。日本での文化の違いを乗り越え

て、母国同様第二の故郷として生活しています。日本人よりも日本らしい人

たちとの交流を引き続き深めたいと思います。 

和泉市議会議長の森と申します。よろしくお願いいたします。 

先ほどご参加の方から行政からどのような方が来られているかというお尋

ねでしたので、お答えします。まず市長の代理で教育長、そして部長、課長、また議会からは市

議会議長と市議会議員３名が参加しております。 

ようこそ皆さん和泉市にお集まりいただきありがとうございます。パキスタンシンド州出身の

人たちが、日本の文化の日にあたる「エクタデイ」にこのように多く集まられましたこと心より

お祝いと感謝を申し上げます。また、パキスタン大使も東京よりお越しいただきお礼申し上げま

す。 

わたしとラフィークさんとは30年来のお付き合いです。日本人以上に日本人らしいと思いま

す。先ほどのご挨拶の中に異国の地にあっても、故郷の伝統を愛し、誇りに思う気持ちは世界中

同じです。また国籍や文化の違いを超えて、国際交流の輪が広がることを求めています。すばら

しいことです。しかし、日本での文化の違いや日常生活での困難なことに苦労したこともあった

と聞いています。不条理な対応に困惑されたこともご相談いただきました。そんななかパキスタ

ン大使もお越しになられた人脈もラフィークさんならではと思います。日本を第二の故郷とし

て、母国と同様に思われていることに感銘と感謝の意を表します。 

今後も引き続き交流をもって繋がりを深めていくことをお伝えしてご挨拶に換えます。ありが

とうございました。 
 

令和4年新年互例会 (2022.1.6、弥生の風ホール) 

・和泉商工会議所・和泉市・和泉市議会、お互いが向かい合い切磋琢磨して、

一丸となって和泉市を前に進めるトラ年になります。「トラに翼」はより一層

羽ばたく年を表現しています。 

あけましておめでとうございますございます。 

和泉市議会議長の森ひさゆきと申します。本年もよろしくお願いいたします。 

先ほど、辻市長のご挨拶と本年の抱負が話されました。また、山本会頭のご

挨拶と本年の抱負も話されました。このように新年互例会が開催されましたこ

と心よりお慶び申し上げます。 

また、昨年は市議会活動に対しましてご理解ご支援を頂きまして誠にありがとうございます。

市長はじめ行政の皆さんと市議会がお互いが切磋琢磨し、和泉市発展のために一丸となって前に
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進めたいと思いますので、本年も引き続きご指導よろしくお願いいたします。 

二年に渡るコロナの問題も終息に向かう兆しも感じていますが、予断を許さない気持ちが

必要かと思います。その中で、ワクチン接種の担当課をいち早く設置しての対応に、市民さ

んから感謝の言葉を多くいただいております。また医師会の皆様、歯科医師会の皆様、薬剤

師会の皆様のご協力の賜物だと感謝いたしております。引き続きのご対応をよろしくお願い

いたします。 

昨年は、オリンピックイヤーでございました。開催が危ぶまれての開催でしたが、多くの

人に感動と勇気を与えました。和泉市におきましても二名のパラリンピックへの出場が話題

となりました。また、野球では大谷翔平選手がメジャーリーグでMVPを、ゴルフでは松山英樹

選手がマスターズ優勝、テニスでは大坂なおみ選手が全豪オープン優勝などの活躍がありま

した。多くの人に勇気と希望を与えました。 

また、本市におきましても、昨年の５月６日に新庁舎が開庁しました。和泉市の拠点の始

まりです。議会場には電子採決システムを導入しております。傍聴席には、車椅子での傍

聴、お子様と一緒に傍聴できる親子傍聴席を設けています。また難聴者やろうの方々にも配

慮したシステムも導入しております。議会というとあまりなじみがないかと思いますが、実

は議員さんはよく頑張っていると思います。議決に向けての行政とのやり取りや市民さんか

らの声を行政に届けるなど、結構ハードな毎日を送っています。そのことが市民さんには見

えないことが残念です。そのことも踏まえて開かれた議会の充実に取り組んでまいりたいと

思います。 

少し余談になりますが、立派な議長室を用意していただいてます。しかし、居心地があま

りよろしくないと感じています。私は６８代目の議長ですが、６７代までの歴代議長の顔写

真が壁一面に飾られています。毎朝皆さんと対面して緊張しております。歴代議長に恥じな

いように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

さて本題に移りたいと思います。市議会としての抱負をお話しさせていただこうと思いま

す。 

実は、私が議長に就任したのが昨年の10月4日からですので、その際議長就任のご挨拶をさ

せていただきました。その内容が私の抱負になりますので、議員の皆様には同じお話になる

かと思いますが、ご了承願います。議長の任期は今年の９月末までになります。 

その前に今年の干支が虎ということで抱負を書いた年賀状が届いておりますので、３枚ほ

どご紹介したいと思います。１枚目は親しい友人の「いきいきと元気あふれてウルトラ」の

トラの絵が描かれています。2枚目はデイトレーダーからです「トラだ、トラだ、トラになる

んだ」今年はデイトレーダーがトラになる年ですね。３枚目は友人の大和高田市議会議員か

らですが、「忍び足で近寄り勇猛果敢に襲う、今年は虎を見習う戦略で!!」今年は大和高田

市議会に何か起こりそうですね。 

さて、30年前に堺青年会議所にてロバート議事法を勉強させていただきました。４つの権

利、４つの原則にのっとって会議運営を学んできました。議員になって10年目ですが、当初

議員になった時、議員になる前に思っていたことと、なってから思うことに、半分は思って

いた通りですが、半分は違っていたと感じました。一つの壁がありました。自分の考えを形

にするには議決されなければ実現できないということです。自分の思いがいくらあっても、

議会での議決がなければ進まないということです。それと大事なことはお互いの意見を聞く
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ことが重要であると意識しました。 

私はよく手を合わせて合掌の形をとります。お願いとか、あやまっているとかではありませ

ん。お互いが向かい合い、切磋琢磨してお互いが成長して一つになって進むという姿です。ま

た、片方だけが成長してもダメで、お互いが成長するということです。和泉市と商工会議所と

議会、三者が向かい合い、お互いに切磋琢磨して和泉市の発展のために進むということです。

和泉市発展ため尽力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

結びになりますが、本日ご参集の皆様の本年益々のご活躍と、ご多幸を祈念いたしまして、

また「虎に翼」の言葉を添えまして、お祝いの言葉といたします。本日はおめでとうございま

す。 
 

2022年和泉市成人式「はたちのつどい」 (2022.1.10、弥生の風ホール) 

・ありのままの自分を愛し、自分らしさを貫いていけるような人

間でいよう。また、今の思いが未来に繋がっていくということで

す。上手くいくことも、上手くいかないことも全てその経験が繋

がっているということです。はたちの今を信じ一歩踏み出そう。

応援しています。 

ただ今、ご紹介いただきました、和泉市議会議長の森です。新

成人企画委員の皆様、そして本日ご参加の皆様、このように成人

式が開催されますこと皆様とお祝いしたいと思います。 

まず、初めに市議会議長がなぜ挨拶をしているかということをお話しいたします。 

この式典は市長が提案して、そしてこの式典について24名の市議会議員が議論をします。「費

用はいくらかかるのか、内容はどうか」等についてです。そして議会で賛成と決まれば行政が

執行するということになります。この式典に190万が使われています。和泉市からの歳出で

す。それで、提案者の市長と賛成した議員の代表ということで議長が挨拶をしています。 

次に「THIS IS ME」探検家であれ、のリーフレットが素晴らしいと思いました。映画「グレ

イテスト・ショーマン」の挿入歌ですね。成人して大人になったとしても『これが自分だ』と

ありのままの自分を愛し、自分らしさを貫いて生きていけるような人間でいようと表現してい

ます。素晴らしいと思います。 

さて、振り返りますと、私も20歳の頃この成人式に出席しました。当時、先生になりたくて

頑張っていました。そして実現をしました。しかし、34歳の頃先生が続けられない出来事が起

こります。その後44歳で財布の中に100円しかない状況に陥ります。また、住むところもない

状況でした。しかし、「捨てる神あれば拾う神もある」ということが起こりました。ここで住

んでいいよと手を差し伸べられたのです。その後、就職するのですが、100円しかなくなっ

た、住む家もなくなったその経験がその就職先で活きるのです。会社の立て直しをする担当に

抜擢されました。そして54歳で議員になって今年10年目を迎えます。 

私の話をしましたが、なにを言いたいかといいますと「THIS IS ME」ありのままの自分を愛

し、自分らしさを貫いていけるような人間でいよう。また、今の思いが未来に繋がっていると

いうことです。上手くいくことも、上手くいかないことも全てその経験が繋がっているという

ことです。 

 和泉市長とともにみなさんを応援したいと思います。「THIS IS ME」探検家であれ。これで

ご挨拶を終わります。 
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和泉市視覚障がい者福祉協会創立50周年記念式典 (2022.1.23、コミセン多目的ホール) 

・視覚障がい者への就労の場所と機会が少なくなっているということです。視覚障がい者の

方にとってガイドヘルパーさんの必要性のことを痛感しました。市、府、国への意見書や環

境づくりの方策の推進を訴えているところです。また、視覚障がい者への対応を自分事とし

て捉える政策が必要とされます。 

和泉市議会議長の森と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

和泉市視覚障がい者福祉協会の創立50周年おめでとうごさいます。藤野会長はじめ、役員の

皆様方の永年にわたる活動に対しまして心から敬意を表します。 

 又、和泉市議会の活動に対しましてご理解ご協力をいただきまして誠にありがとうござい

ます。 

さて、先日、藤野会長が議長室に来られまして、お話をお聞きしました。視覚障がい者へ

の就労場所の提供など、いろいろな取り組みをされていることに驚きと感謝の気持ちでいっ

ぱいです。しかし、昨今、その視覚障がい者への就労の場所と機会が少なくなっているとお

話しされていました。また、視覚障がい者の方にとってガイドヘルパーさんの必要性のこと

を痛感しました。 

福祉に対するニーズが多様化するなか、本市だけでなく、府や国が中心に実施すべきこと

があるなか、市議会といたしましても国等への様々な意見書や環境づくりの方策の推進を訴

えているところです。 

障がい者の問題は、理解しようという者の立場と障がい者の立場が分離されているという

ことです。同じ立場に立った政策取り組みが必要とされます。共に考え対応をしたいと思い

ます。 

結びに本日ご参加の皆様方のご多幸を祈念いたしましてご挨拶といたします。本日はおめ

でとうございます。 
 

北池田小学校150周年記念メッセージ動画撮影 (2022.2.14、議場) 

・北池田小学校の皆さん創立150周年おめでとうございます。今まで

繋がってきたことに感謝し、これから先に繋げていかなければいけ

ないと思います。今がいいきっかけになります。過去と今と未来が

繋がっていることを意識し、今を信じて進むことが未来への始まり

になります。皆さんには未来が待っています。 

北池田小学校の皆さん創立150周年おめでとうございます。皆さんは150年前を想像できま

すか。そしてこれから先のことを想像したことがありますか。 

150周年の記念とありますが、今まで繋がってきたことに感謝し、これから先に繋げてい

かなければいけないと思います。この機会に過去のいろいろなことや歴史を勉強して、そし

てこれからの未来がどのようになっているかを考えるいいきっかけになればと思います。過

去と今と未来が繋がっているということです。過去から今があり、今を大切にすることは未

来を大切にするということです。 

私が小学生の頃は、30年先に開封するカプセルに今の気持ちを書いた手紙を入れて、校庭

の近くに埋めた記憶があります。皆さんも今の気持ちや未来がどんなふうになっているかを

想像してください。私もちょうど30年前に「空飛ぶ魚」という絵本を作成したことがありま
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す。今から考えてみれば、その時代に考えていたことや思っていたことが懐かしく新しい記

憶としてよみがえってきます。 

ぜひ皆さんもこの機会に過去のことと、そして30年先のことを胸膨らませて想像してくだ

さい。私も30年後生きていたら皆さんと会って、想像していたことがあっていたかどうかと

いうお話をできたらいいなと思います。30年後とはいわなくても10年後は車が空を飛んでい

るかもしれません。さぁ皆さんはどんな未来を考えるか楽しみにしています。創立150周年は

未来への始まりです。おめでとうごさいます。 
 

サクラサーカスオープニング (2022.3.5、史跡池上曽根遺跡) 

・サクラサーカスは、７組の家族構成のサーカスです。その中で半数

以上が中学生以下の子どもさん達です。トレーラーハウスでの生活で

す。子どもさん達にとって、人生の一番重要な時期を和泉市で過ごし

ます。短期間ではありますが、和泉市の小中学校に通います。以前、

和泉市で開催した時、通っていた学校の友達とも今も家族付き合いを

続けています。サーカスは一年で何度か拠点を移転して開催します。

和泉市のことは「お帰り、ただ今」という第二の故郷だと思っていま

すといいます。そんなサクラサーカスを応援したいと思います。 

 和泉市議会議長の森と申します。皆さんはサーカスと聞いてどんな印象を持たれてます

か。このサクラサーカスは7組の家族で構成されています。そしてサーカス団員が43名でその

半数の22名が中学生以下の子どもたちです。司会のひさえさんのお腹をみてください。今日

明日にでも生まれそうです。生まれれば11人目の子どもさんになります。そして皆さんはこ

の会場の裏にあるトレーラーハウスで生活しているんです。滞在期間中はこの地域の小学

校、中学校に通っています。ちょうど３年前に久保惣記念美術館の前でサーカスを開催して

いたわけですが、その地域の小学校に通っていた嵐君と級友たちは今も友人関係にありま

す。鳥取県でサーカスを開催した時も家族一緒に応援に駆け付けたということです。 

 なによりも子どもたちの人生で一番重要な時期に和泉市で生活をしているということで

す。また、お話を聞くともう一度和泉市で開催をしたいと話しています。「お帰り、ただい

ま」というような関係で繋がっていきたいと思っているということです。「和泉市が私たち

にとって第二の故郷なのです」この言葉を聞いて応援しないわけにはいかないと思います。

本日ご参加の皆様もきっと同じ気持ちだと思います。さぁ本日のサーカスを楽しんでいって

ください。これで議長の挨拶をおわります。 

 

 

   2021年 

   4月 

   広報広聴委員会(4.8) タブレット活用検討会議(4.22)  

   南大阪振興促進議員連盟新旧正副会議(4.23)  

   選挙ドットコムFacebookライブ(4.27) 
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5月 

新庁舎落成記念式典(5.5) 貝塚市役所行政視察(5.27)  

日本自治創造学会第13回研究大会(5.29)オンデマンド配信  

6月 

南大阪振興促進議員連盟総会・研修会(6.4)ZOOM開催 

タブレット活用検討会議(6.6) 

新しい憲法を制定する推進大会 自立と共生に向けて(6.10)ライブ配信     

WCRPカンボジア現状報告会(6.11)ZOOM開催 

日本障害フォーラム(JDF)総括所見用パラレルレポート報告会(6.12)ZOOM開催 

北出勝也ジョイビョン訪問(6.14神戸市服部メガネ) 

「えもいわれぬ」展(6.14アトリエスバル)  

池上曽根史跡公園大賀はす鑑賞(6.21) 

ふるさと研究会槇尾左岸の村の歴史講演会(6.22コミセン会議室) 

議会運営委員会(6.23) 常任委員会正副レク(6.24) 

紀の川貴志川町平池緑地公園視察(6.26) 本会議審議(6.30) 

7月 

南大阪振興促進議員連盟政府要望・研修(7.1～2衆議院会館) 

アイスランド大使館訪問(7.1)  

2021展Vol5京都新たな可能性を求めて(7.3京都万華鏡ミュージアム)  

厚生文教委員会・協議会(7.5) 都市環境委員会・協議会(7.6)  

総務企画委員会・協議会(7.7) 議会運営委員会(7.9)  
大賀ハス開花 郷荘中、富秋中、北松尾小、光明台北小、青葉はつが野小

(7.12～) 一般質問(7.15～16) 本会議審議(7.20)  広報広聴委員会(7.21)  

養蜂分蜂確認作業(7.25)  

特別展ミイラ「永遠の命を求めて」(7.27南港ATCギャラリー) 

8月 

タブレット活用検討会議(8.2) 和泉商工会議所防災会議(8.3) 

広報広聴委員会(8.5) 議員研修(8.6委員会室) 

DX研修、株式会社HCI(8.17、泉大津商工会議所)  

タブレット活用検討会議(8.20)  

りんくうオンライン花火大会(8.29) 

9月 

議会運営委員会(9.1) 総務企画委員会正副レク(9.2) 

神戸市北区大沢町残土埋立土地改良区跡地視察(9.4)  

三田市連結バス視察(9.4) 

手話研修ＹｏｕＴｕｂｅ開催(6.9) 本会議審議(9.8)  

学校協議会(9.9南池田小学校) 

WCRPカンボジアWEB講演(9.12) 和歌山県広川町、稲村の館視察(9.12) 

日ノ岬アメリカ村視察(9.12) 

厚生文教委員会・協議会(9.13) 都市環境委員会・協議会(9.14) 
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総務企画委員会・協議会(9.15) 議会運営委員会(9.17) 

信楽高原鉄道視察(9.19) 

「火と氷の国アイスランド」～ジェンダー平等の秘訣に迫る! 

～SDGs誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて～ 

(9.26シティプラザレセプションホール)ライブ中継 

一般質問(9.27～29) 本会議審議(9.30) 

10月 議長就任後        

役選(2021.10.1～4)  

本会議審議(2021.10.4)議長就任 

少年補導員任命和泉警察より来訪(10.6)  

新議長副議長正副レク(10.7) 広報広聴委員会(10.8)  

2021墨空会書展(10.10うえまちギャラリー) 

社会福祉協議会会長訪問(10.11)  

和泉警察署長訪問(10.11) 光明池土地改良区理事長訪問(10.11)  

和泉市シルバー人材センター理事長訪問(10.11)  

かつらぎ町長・議長訪問(10.11)   

和泉商工会議所名誉会頭・会頭訪問(10.12) 

和泉市町会連合会会長訪問(10.12)  

和泉市民生児童委員協議会会長訪問(10.12) 

いずみの農業協同組合代表理事組合長訪問(10.12) 

和泉市総合医療センター名誉総長・総長・病院長・特任病院長訪問(10.15) 

テクノステージ和泉まちづくり協議会会長訪問(10.15) 

決算審査特別委員会(10.18～22) 

南大阪振興促進議員連盟研修(10.20貝塚福祉センター) 

第10回小学生環境ポスター作品展(10.24大栄環境リサイクル公園) 

和泉市民ゴルフ大会式典(10.28関空ゴルフ) 

11月 

全国市議会議長会基地協議会(11.1)  

近畿市議会議長会第10回研修会WEB(11.1～15) 

第65回和泉市民文化祭(11.3弥生の風ホール)  

久保惣記念美術館超茶会(11.7) 

新旧正副引継式(11.8) 広報広聴委員会(11.8) 

大阪府市議会議長会(11.11シティプラザ大阪)  

信太山陸上自衛隊訪問(11.12)  

関空エアポート株式会社訪問(11.12)  

第28回社会福祉の集い(11.13弥生の風ホール) 

大阪府市議会議長会研修ZOOM(11.5～26) 

枚方市磯島広域水道企業団視察(11.17) 

南部市議会議長会総会(11.19泉佐野市役所) 

第49回泉大津市展(11.20あすとホール) 

議長心得その2 

謙虚
けんきょ

にして傲
おご

る勿
なか

れ 
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第38回 日本菊花全国大会「国華園・二色の浜店」菊花表彰式(11.23スター

ゲートホテル関西エアポート) 本会議正副レク(11.25) 

和泉市アートの街と循環の交差点(11.28シティプラザレセプションホール) 

厚生文教委員会・協議会(11.30) 

12月 

都市環境委員会・協議会(12.1) 総務企画委員会・協議会(12.2) 

いのち・愛・人権講演(12.4コミセン会議室) 

シンドパキスタンサークルジャパン主催エクタデイ(12.5南部リージョンセ

ンターホール) 和泉市少林寺拳法連盟大会(12.5)和泉市立体育館 

議会運営委員会(12.6) 議長・副議長正副レク(12.6) 

すこやか文化祭鑑賞(12.8シティプラザレセプションホール) 

和泉市総合計画議員研修会レク(12.9) 一般質問(12.10～13) 

議長・副議長正副レク(12.14) 議会運営委員会(12.15) 

本会議審議(12.15) 和泉市総合計画議員研修会(12.15) 

広報広聴委員会(12.16) ごみ減量等推進審議会(12.20、3階庁議室) 

都市計画審議会(12.23コミセン会議室) 

信太山自衛隊音楽まつり(12.23高石アプラホール) 

アイスランド大使館保坂氏来庁(12.27) 

2022年 

1月 

令和4年新年互例会(1.6弥生の風ホール) 

2022年和泉市成人式「はたちのつどい」(1.10弥生の風ホール) 

環境シンポジュウム(1.13泉大津テクスピア大阪) 

陀々堂の鬼はしり(1.15奈良県五条市大津町念仏寺) 

南大阪振興促進議員連盟研修会(1.17貝塚) 

国道480号線開通記念碑式典(1.22道の駅くしがきの里) 

和泉市視覚障がい者福祉協会創立50周年記念式典(1.23コミセン多目的ホール) 

商工会議所ビジネスチャンスフェア(1.26大阪府立体育エディオンアリーナ大阪) 

2月 

予算審査特別委員会正副会議(2.2) 

市議会議員共済会第123回代議員会(2.3都市センターホテル)書面開催 

会館フェスタ2021in総福(2.5和泉市立総合福祉会館) 

全国市議会議長会基地協議会正副会長・監事・相談役会(2.8ルポール麹町)書面開催 

全国市議会議長会基地協議会理事会(2.8都市センターホテル)書面決議 

全国市議会議長会基地協議会総会(2.8都市センターホテル)書面決議 

議会運営委員会(2.10) 

全国高速自動車道市議会協議会第48回定期総会(2.10都市センターホテル)書面決議 

後期高齢者医療広域連合議会(2.14ホテルプリムローズ大阪、副議長代理) 

北池田小学校150周年記念メッセージ動画撮影(2.14議場) 本会議正副レク(2.17) 

大阪府南部市議会議長会総会(2.17泉佐野市役所) 本会議議案審議(2.18) 

予算審査特別委員会正副会議(2.18) 会派代表者会議(2.18) 
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東京パラ代表選手トークイベント(2.20シティプラザレセプションホール) 

浜松国際下水道セミナー(2.22)オンライン  厚生文教委員会・協議会(2.24) 

都市環境委員会・協議会(2.25)  

信太の白きつねモニュメント除幕式(2.26信太の森ふるさと館) 

総務企画委員会・協議会(2.28) 

3月 

プーチン大統領にウクライナ侵攻への抗議文送付 市長議長連名(3.2) 

予算審査特別委員会(3.4～3.10) 

サクラサーカスオープニング(3.5池上曽史跡根遺跡)  

予算審査特別委員会(3.7) 議長副議長正副レク(3.14)  

議会運営委員会(3.15)  

桃山学院教育大学学長(和泉市教育委員)訪問 (3.16)   

一般質問(3.22～23) 議会運営委員会正副会議(3.24)  本会議審議 (3.25)   

ロシアによるウクライナへの侵略を非難する決議を可決(3.25) 

広報広聴委員会(3.28) 南大阪振興促進議員連盟幹事会(3.28)   

都市計画審議会(3.29) 和泉市立総合医療センター経営評価委員会(3.29) 

 

 

墨象  白拳 

 「個性の見え方・見られ方」  
 
 

何に見えますか。何に見られたいですか。個性の本質はどこから生ま

れたものでしょうか。視覚や音声の感覚が左右します。触覚の反応も

大切になります。遠い昔のことが呼び起こされます。個性の価値観は

未来に輝く世界で一つの存在となります。個性大賛成。 
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   五月会 早期の予算化及び政策実現の要望   

 （市長公室）                     令和４年１月２６日 

■「和泉創発プラン」及び「公共施設等総合管理計画」の確実な遂行 

■北部地域（富秋校区、北信太駅周辺、鶴山台）のまちづくりの推進            

（総務部） 

■「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を活用した性的マイノリティ支援  

  のための 施策の推進 

■市内在住「外国人のみ世帯」に対する配慮 

（環境産業部） 

■新型コロナウイルス感染症による影響を受けた市内事業者や就労者、未就労者支援 

（福祉部） 

  ■「高齢者おでかけ応援バス」の対象及び助成額の拡充 

  ■「手話言語条例」の制定に伴う具体的施策の推進 

 （市民生活部） 

  ■合葬墓の整備と市設墓地区画の早期売却 

  ■和泉シティプラザの機能拡充と市民サービスの向上 

（子育て健康部） 

■動物愛護に関する更なる施策の実行 

■子どもの貧困対策のための施策の推進 

■「休日保育」、「病児・病後児保育」の更なる充実 

■こども医療費助成対象年齢者へのインフルエンザ予防接種の公費助成 

 （都市デザイン部） 

■既存公共土木施設（道路・河川・都市公園）等の適正管理と管理水準の向上 

■「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」の拡幅工事の早期実現 

■「山の谷伏屋線」ほか幹線道路の夜間照明の整備 

■「ららぽーと和泉」及び「和泉中央駅」周辺の交通渋滞の解消 

■歩道防護柵の増設や中学校通学路へのグリーンベルト整備等 交通安全対策の推進 

  ■老朽化している市営住宅の安全確保と市営住宅（店舗及び作業所）の建替え事業にお

ける当事者合意の形成 

■高齢者運転免証自主返納者への支援 

（教育・こども部） 

■小学校体育館や特別教室への空調整備、トイレ改修など教育環境の充実 

■富秋中学校の小中一貫校化の推進 

■学校現場における「いじめ」撲滅と防止対策の推進 

 （生涯学習部） 

  ■「市民体育館」や「コミュニティ体育館」など屋内体育施設への空調整備 

■イベント・球技・武道など多目的用途に対応可能なアリーナの整備 

（消防本部） 

  ■消防団の団員報酬及び費用弁償額の増額 



森ひさゆき取り組み目標 (順不同)  

●行政運営のチエック 
 

・通常業務の市民サービスの検証 

・新庁舎・駐車場(令5年1月)竣工進捗 

・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 

・総合医療センター病院機能評価の検証 

・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 

・コミュニティバス「めぐーる」の運行状況の検証 

・武道必修授業の進捗 
 

●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・議会改革検討会議の設置 
 

●新たな取り組みの推進 
 

 

・小・中学生の久保惣記念美術館の活用及び文化芸術推進 

・住民自治と行政とのパイプ構築推進 

・スマートシティの推進 

・社会貢献ハード・ソフト取組みの推進 

・インクルーシブ対応の政策取組みの推進 
 

●継続的な取り組みの推進 
 

・アイスランドにおける男女平等政策の研究推進 

・若者の就農意欲を喚起する取り組み支援の推進 

・視覚障がい者に対する小学校授業での補助対応の推進 

・教育現場の多様性に取り組むための大幅なシフト移行 

・医療的ケア児対応施設(保育園など)設置の推進 

・小・中学校・地域への大賀ハス分根推進 

・障害者差別解消法の検証(日本における) 

  障害者人権条約の国連における初審査の検証) 

・交差点における歩行者用信号増設要望 

・外国人労働者の相談支援 ・障がい者スポーツの推進 

・和泉市南部地域開発に関する推進 

・障がい者就労支援の推進 

・発達障がい当事者会・自助会支援 

18 
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・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 

・市営駐輪場の学生割引制度継続 ・色覚検査導入の継続 

・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 

・久保惣記念美術館茶室庭園の国指定文化財登録 

・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 

・猫の不妊去勢手術費用助成金の拡充 

・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4年度国民健康保険料の平準化継続 

・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 

・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 

・ラウンドアバウト設置に関する研究 

・生活道路対策ゾーン30の検証 

・武道団体連絡協議会の設置の推進 

・使用済コンタクトレンズケースのリサイクル推進 

 

 ※下線進捗状況・赤字新規・未取組 

 

       編集後記 

 

 

 

 

 

   
    議長の世界がみえてきました 
 

 

 

知里の曙 

           みんな真実 
 

自分の生きてきたこと 身に起こったことが真実になる 
 

自分と同じ真実でないことを受け入れれるかどうかになる 
 

自尊心はそのことを訴えている 
 

頑張れる人 頑張ろうとする人 頑張れない人 
 

みんな自分の真実である 



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  
         2022.3.30 

 

 

和泉を守るゲートキーパー 森ひさゆき 検索 

第６８代 議長 (2021.10～2022.9) 全国市議会議長会基地協議会副会長 

厚生文教委員会委員・都市計画審議会委員・南大阪振興促進議員連盟幹事 

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、64歳 妻と子ども2人愛犬マル、保護犬チビ、ラメ、保護猫ニャーちゃんとコマと

シィちゃん 

ふわふわふわ  

  心の迷いはありません  

    すがすがしいおもいです 

mailto:info@morihisayuki.com

