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    新新新新しいしいしいしい年年年年のおのおのおのお慶慶慶慶びをびをびをびを    

    申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        

        本 年本 年本 年本 年 もももも 泉 州泉 州泉 州泉 州 ル ネ ッ サ ンル ネ ッ サ ンル ネ ッ サ ンル ネ ッ サ ン        ススススをごをごをごをご愛読愛読愛読愛読おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。                                        （（（（スタッフスタッフスタッフスタッフ一同一同一同一同））））    
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新田谷泉佐野市長新田谷泉佐野市長新田谷泉佐野市長新田谷泉佐野市長    
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インタビューインタビューインタビューインタビュー    

２ページに特集記事を 

掲載しています。 

謹賀新年謹賀新年謹賀新年謹賀新年 

気気気気    力力力力  平成１８年の新年を迎えました。本誌も紆余曲折を繰り返しながら何とか１年を過ごす事が出来ました。その間より良い地域との密着を果たし得てきたか、独りよがりではなかったか、都度反省の念が沸いてきます。  今の毎日放送の前身が「新日本放送」と称し、その塔屋が大阪市内の北の百貨店屋上にあった頃、今は押しも押されぬ大女優が、その頃は東京都立駒場高校の生徒だったか、卒業したてで、「赤胴鈴之助」でデビューし、その後「キューポラのある街」等数多くの映画に出演しています。後に“日活の女裕次郎”とうたわれるようになったが、当時は業界で言う営業に回り、先に記述した百貨店の特設ステージに出演していました。  終って多くのファンにもみくちゃにされながら応接室に引き上げましたが、そこに何事にも動じない姿が見られました。そして、応接室での３言、４言の短い会話でしたが、そこには誰でもが好感を持てる目配り・心配りが出来ていてその姿はきらきらしていました。それでいて、どのように表現したら良いのか、何かの 気力 がそこに感じられました。  カレンダーの正月を彩るのにふさわしい女優「吉永小百合」。  本誌もその 気力 なるもので地域に密着したよりよい誌面をとの決意を新たにしております。 （ＩＭＫ（ＩＭＫ（ＩＭＫ（ＩＭＫ会長会長会長会長    蔭山蔭山蔭山蔭山    一郎一郎一郎一郎））））    
    

泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市ののののゴミゴミゴミゴミ減量減量減量減量とととと環境問題環境問題環境問題環境問題 

みんなでみんなでみんなでみんなで止止止止めようめようめようめよう温暖化温暖化温暖化温暖化    
 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、京都議定書における日本の公約である二酸化炭素など温暖化ガス６％削減達成に向け、環境省は地域分散型削減を実施します。  その一例として、温度差エネルギー削減、廃棄物焼却から発生する二酸化炭素、排出量の少ない地域経済構造への転換にすることを目標に掲げています。  既に、泉佐野市では、可燃ゴミ排出量を削減する為、経費削減と併せて焼却施設から出る二酸化炭素ガスの削減を目標達成するための行動に移っています。一袋５０円を市民より徴収（ゴミ袋）することによってゴミ排出を少しでも減らそうと考えています。  どうか、泉佐野市民として理解することで、地球温暖化防止に貢献して行こうではないですか。 （（（（宮原宮原宮原宮原    友好友好友好友好））））    



（２） 
新春企画 ＊＊新田谷市長に聞く＊＊ 

市市市市のののの台所台所台所台所とととと市民市民市民市民のくらしのくらしのくらしのくらし     平成17年11月2日に市政モニター研究会のメンバーが新田谷泉佐野市長にインタビューしました。 
 ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ 今年の4月から ゴミ袋有料化（1袋50円）が   始まるそうですが、ズバリその狙いは？ 
 市市市市    長長長長 昨年の３月議会でＯＫをいただいて、4月か   ら実施させてもらう予定ですが、市民の皆様には   まだまだご理解をいただいていない部分がある   かと思いますので、この機会に市の考えをお話さ   せてもらいます。    今、省エネとか省資源という言葉がマスコミ等   によく出て来るのですが、世界的に異常気象や   石油の値段の高騰など、今までの常識では考えら   れない現象が出てきています。    地球資源をふんだんに使っての生活を見直さ   ねばならないようになって来たと思います。    大量生産、大量消費の使い捨ての生活は又、   大量のゴミを生み出します。焼却したり埋め立   てして処理していますが、もう市の焼却炉の限界   を超えてしまいそうですし、埋立地も無限ではあ   りません。    他の自治体も努力してゴミの減量化をめざし    て分別やゴミ処理の有料化をはじめていますが、      わが泉佐野市は残念ながら少し遅れています。    ゴミ袋が有料（※）になることで少しでも地球   環境を良くすることに市民の皆様のご協力が願   えれば泉佐野市の発展につながると確信してい   ます。毎月の家計費に頭を悩まして居られると思   うご家庭の主婦の方には誠に申し訳ないのです   がよろしくご理解の程お願いいたします。    今まで通りのゴミの量ですと 市には1億数千   万円の収入が入りますが 減量していただいて    少しでも少ない収入増で済みますように願っ   ています。また、その収入は他の事業に使うので   はなく環境美化や減量リサイクル事業などに使   います。    （※）泉佐野市の１０ｋｇあたりのゴミ処理経費    は約２５９円、そのうち２０％にあたる５０円    が市民負担となる（泉佐野市報１１月号参照） 
 ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ 市民に大きな負担になる施策なので充分に   市民に理解を求めるように努力されるように   お願いします。    次に、市の台所事情と言いますか、お金の回   り具合、難しく言えば財政状況についてお伺い   したいのですが。 
 

市市市市    長長長長 いま、市の台所は大阪府下ではワースト１の   赤字状態です。私の１期就任時、市の財布の中を   覗いて、あまりの赤字と借金の額の大きさに驚い    たのですが、関空開港前後の道路などインフラ整   備や豪華な文化ホールの建設などバブルに踊っ   たと言われても仕方のない財政の結果だろうと   思います。    市の台所が赤字で借金だらけなら、皆様の家計   と一緒で倹約してムダな出費をおさえ、一時も早   く黒字にして、借金も計画的に返していかなけれ   ばなりません。    職員の削減や公共施設の休日増、敬老祝い金の   減額など皆様に痛みの伴う施策をお願いしてな   んとか赤字解消のメドが立ってきまして平成   １８年度末には黒字になる見通しです。    まだまだ油断はできませんが、いわゆる＜赤   字再建団体＞に指定されますと全国最低レベル   の市民サービスしか出来ませんので、今よりずっ   と酷い状態に陥りますので なんとか皆様のご   協力をいただきまして健全な財政に戻りたい決   意でございます。 
  ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ 平成１８年度末で黒字にするといわれまし   たが、それ以後の見通しをお伺いしたい。 
 市市市市    長長長長 黒字になったからと言って その後はバラ   色の市民生活が待っているわけではないのです   が体育館、公民館、図書館などの公共施設は開館   日や開館時間をもっと増やして市民の皆様に喜   んでもらいたいし、公約の教育施設の充実にも取   り組みたい考えです。    また、これは市民の皆様にお願いしたいのです   が市民が立ち上がって自分たちの町を自分たち   で良くしようと、ボランティアでも何でも良いで   すからご協力をお願いしたいのです。    もう何でも役所がやってくれる、おまかせする   時代ではなくなってきました。市民が自らの力を   発揮して自分たちの住んでいる町を良くして欲   しいのです。 
 ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ 厳しい状態がまだまだ続きそうですが 市   民は将来に明るい夢がなければ苦しさに耐えら   れません。何か一つでも全国に誇れる町つくりプ   ランを期待しています。    お忙しい中、ありがとうございました。  市市市市    長長長長 ありがとうございました。これからもご活躍   され、市政への要望をお聞かせ下さい。  ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫコメントコメントコメントコメント 泉佐野市の財政は地場産業の停滞による税収の低下と空港関連等への過大投資のツケというダブルパンチにより、厳しい予算組みを余儀な



 （３） 

＊＊情報提供＊＊ 

（（（（続続続続））））    異常気象異常気象異常気象異常気象？？？？    昨年、大阪市中央区の大阪府農林会館で、“フォーラム気候の危機”主催による大阪シンポジウム「なんか変やで！ 気候の危機を考える」が開催されましたので、その要旨をご紹介します。 
    １１１１    最近最近最近最近のののの異常気象異常気象異常気象異常気象                （ＮＨＫ・ＴＶ・気象キャスター 村山 貢司） ① １００年に１℃という気温上昇は過去になかった。 ② 昨年は上陸した台風が多かった。最近は、上陸数が多いか少ないかのどちらかの極端な傾向がある。 ③ ある地域で豪雨があっても隣接して渇水地域があるというように隣り合わせで異常気象が起きる。 ④ 水資源がどうなるか、今後注目する必要がある。 ２２２２    農作物農作物農作物農作物にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響とそのとそのとそのとその対応策対応策対応策対応策       （ＪＡグリーン近江農業共同組合 冨江 智） ① 稲作は、気温が高くなると乳白米が増え、米の品質が落ちる。 ② 稲の開花時期に気温２７℃以上になると影響が著しい。 ③ 今後、稲の開花時期を遅らせることが必要であり、そのために田植え時期をずらして対応している。 ３３３３    気象変化気象変化気象変化気象変化とととと産業活動産業活動産業活動産業活動       （気象庁お天気相談所 平沼 洋司） ① 全産業の７０～８０％は天候の影響を受けている。 ② 商品と気象は微妙な関係にある。例えば、清涼

飲料が売れれば製缶業界も好調になるなど、天候は関連企業間で連鎖的に影響していく。飲み屋さんでは、気温が「高いと生もの」、「低いと煮物」がよく売れる。エヤコンは、気温が1℃上がると４５００台売れると言われている。 ４４４４    ヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランド       （神戸大学 森山 正和） ①  ヒートアイランド現象は都市気候であり、地球温暖化には直接関係はない。しかし、地球温暖化は、ヒートアイランド現象を助長する効果はあ

る。 ②  ヒートアイランド対策として、「みどりの効果」を提案。特に「地表のみどり」が大切である。 ③  その他、外壁、屋根など建物の表面対策、道路、駐車場等の舗装面の対策、人工排熱抑制対策などが重要である。 ５５５５    2222℃℃℃℃程度程度程度程度のののの気温上昇気温上昇気温上昇気温上昇でででで影響影響影響影響        （国立環境研究所 西岡 秀三） ①  気候変動によるリスク（影響）は、1.5～2.0度あたりを境目として急増する。 ②  最新の科学的知見を踏まえた、気候変動による気温上昇の影響推定（全地球平均気温換算）は次の通りである。  ［生態系への影響］    １～1.5℃ 生態系への影響      ～１℃ サンゴ礁への影響  ［社会システムへの影響］    ２～３℃  食料生産への影響     ～２℃  途上国食料生産への影響     ～２℃  水資源への影響  ［地球システムへの影響］    １～２℃  南極やグリーンランド氷床融解    ３℃以上  海洋大循環停止  ③気温上昇を2℃以下に押さえるのが妥当であると思われるが、そのためには、２００５年の世界全体の温室効果ガス排出量を１９９０年レベルの５０％以下に削減する必要があると試算されている。 ６６６６    最新気候最新気候最新気候最新気候モデルモデルモデルモデルによるによるによるによる温暖化予測温暖化予測温暖化予測温暖化予測        （国立環境研究所 江守 正多） ①  地球の平均気温の上昇から、温暖化が始まっていることは明らかである。 ②  気候には自然の揺らぎがあり、温暖化がなくても何十年かに一度は異常気象が起こるから、近年の個々の異常気象の原因を温暖化であると証明するのは、まだ難しい。 ③  このまま温暖化が進めば、より深刻な「異常」気象がもたらされる可能性は極めて高い。 ④  台風、集中豪雨による大雨の頻度は増加すると予測される。   （（（（踊堂踊堂踊堂踊堂    弘道弘道弘道弘道）））） 

 くされているのが現状です。その政策の一環として、ゴミ袋有料化や図書館の休日増加という市民への皺寄せがジワジワ現れてきたことで、市民は将来の不安を感じているかもしれません。  いつまでも市民負担を増やすことは、周辺地域への人口流出も招きかねず、根本問題をみつめ直し行政支出を無駄なく抑制すること、りんくうタウン地域への企業誘致などによる地域再活性化プロジェクトを行っていく事が必要ではないでしょうか。  市民側も、現在の行政の立場（赤字再建団体転落への危機）について市民ボランティアなど行政に頼らない自主的な活動を促すことによって、低下する市民サービスを補い、あるいは今まで満たされなかった問題をカバーできる住み良い地域作りを実現できるような努力をすることが臨まれると思います。 



（４） 
〒５９８－００６３ 大阪府泉佐野市湊１－５－３８ 蔭山 市郎 方 電話・ＦＡＸ ０７２４－６１－３３５７  Ｅ－ｍａｉｌアドレス ｂｋａａｒ４００＠ｒｉｎｋｕ．ｚａｑ．ｎｅ．ｊｐ  ホームページ  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｉｎｋｕ．ｚａｑ．ｎｅ．ｊｐ／ｂｋａａｒ４００／ｉｍｋ  例会：毎月第４日曜日 午後１時半～午後４時半 佐野公民館にて開催しています。  泉州ルネッサンスに関するご意見・ご感想をお聞かせください。 入会の申し込みも上記よりどうぞ。  

泉州ルネッサンス 平成１８年１月１日発行 第５号 次号発刊予定 平成１８年４月１日 

自転車自転車自転車自転車のことはおのことはおのことはおのことはお任任任任せせせせ下下下下さいさいさいさい     サイクリング仲間募集中！     ＣｒａｎｋＣｒａｎｋＣｒａｎｋＣｒａｎｋ鶴原鶴原鶴原鶴原サイクルサイクルサイクルサイクル  泉佐野市鶴原１９６４  ＴＥＬ ６４－０４３２  http://www.rinku.zaq.ne.jp/   crank/  

泉佐野市政泉佐野市政泉佐野市政泉佐野市政モニターモニターモニターモニター研究会研究会研究会研究会 Ｉ．Ｍ．ＫＩ．Ｍ．ＫＩ．Ｍ．ＫＩ．Ｍ．Ｋ    

レンタルサーバーレンタルサーバーレンタルサーバーレンタルサーバー、、、、ホームページホームページホームページホームページ    パソコンパソコンパソコンパソコンでおでおでおでお困困困困りのりのりのりの方方方方     地元のＩＴ企業さんです。 泉州泉州泉州泉州ドットコムドットコムドットコムドットコム  泉佐野市りんくう往来北１  りんくうゲートタワービル１９Ｆ  ＴＥＬ ６０－１６７６  http://www.sen-shu.com/ 
広告掲載広告掲載広告掲載広告掲載    募集募集募集募集      このスペースへの広告掲載を募集しています。  詳しくは、下記までお問合せ下さい。   ＣｒａｎｋＣｒａｎｋＣｒａｎｋＣｒａｎｋ鶴原鶴原鶴原鶴原サイクルサイクルサイクルサイクル  泉佐野市鶴原１９６４  ＴＥＬ ６４－０４３２ 

カラオケカラオケカラオケカラオケ・・・・喫茶喫茶喫茶喫茶・・・・軽食軽食軽食軽食 

花  車 ゆったりとゆったりとゆったりとゆったりと広広広広いいいい高級高級高級高級ソファーソファーソファーソファー    ででででコーヒーコーヒーコーヒーコーヒーがががが飲飲飲飲めますめますめますめます      泉佐野市上町３－８－２５  トクヤビル２F  南海泉佐野駅東名店街ウラ  TEL ６９－５９３０ 
ＫｙｓｋｙＫｙｓｋｙＫｙｓｋｙＫｙｓｋｙ    オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツ・・・・マグカップマグカップマグカップマグカップ     その他布モノ加工・雑貨いろいろ  Ｋｙｓｋｙ（Ｋｙｓｋｙ（Ｋｙｓｋｙ（Ｋｙｓｋｙ（ケイワイスカイケイワイスカイケイワイスカイケイワイスカイ））））  泉南市樽井７－１９－１４  ＴＥＬ ８４－８１９０  http://www.kysky.info/ 

おこめのおこめのおこめのおこめの    かいたかいたかいたかいた    三代目茂蔵豆富工場直売三代目茂蔵豆富工場直売三代目茂蔵豆富工場直売三代目茂蔵豆富工場直売    胚芽白米、店頭精米、分搗き等 こだわりのお米を販売しています。☆ＴＶ等で話題の三代目茂蔵こだわり豆腐、豆乳も好評販売中！☆配達電話予約承ります  泉佐野市鶴原９７０－４  ＴＥＬ ６２－０２８６ 

                 昨年４月２５日に起こったＪＲ福知山線脱線事故の運転歴11ヶ月の若い運転手は過去数回の運転ミスを犯して「日勤教育」という過酷な再教育を3回も受けており、事故当日も朝から運転ミスを繰返し車掌にオーバーランの過少申告を車両電話で願い出ています。運転適性を欠く人材でも運転手試験にさえ合格すれば、日常運転業務に従事できたのであるが、短期間にミスを繰り返す人は再教育の効果が出ていないわけですから、もっと早くから事故を回避する上で職場の配置転換なりをすべきではなかったのかと思います。“死者を鞭打たない”という日本の慣習から彼の責任を問う意見は出にくいのですが、1度免許を貰うと一生使えると言う“資格主義”は、有資格者の研修制度などの整備が求められるのではないでしょうか。        （（（（森本森本森本森本    基久基久基久基久）））） 
ＪＲＪＲＪＲＪＲ福知山線事故福知山線事故福知山線事故福知山線事故にににに思思思思うううう    

広広広広    告告告告    ココココ    ーーーー    ナナナナ    ーーーー    地元企業地元企業地元企業地元企業のののの発展発展発展発展をををを！！！！    


