
（１）    第第第第８８８８号号号号            平成１８年１０月１日（日）発行   発行責任者 蔭山 市郎 （無料配布） 
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（ＩＩＩＩｚｕｍｉｓａｎｏ－ｓｈｉｓｅｉ ＭＭＭＭｏｎｉｔｏｒ KKKKｅｎｋｙｕｕｋａｉ） 
山下清次山下清次山下清次山下清次    

府会議員府会議員府会議員府会議員にににに聞聞聞聞くくくく    

インタビューインタビューインタビューインタビュー    

第第第第４４４４回回回回    

２ページに特集記事を 

掲載しています。 

泉州泉州泉州泉州ＹＯＳＡＫＯＩＹＯＳＡＫＯＩＹＯＳＡＫＯＩＹＯＳＡＫＯＩ    

ええじゃないかええじゃないかええじゃないかええじゃないか祭祭祭祭     １０月２２日、りんくうタウン、りんくう公園、田尻町及び関西空港内にて、第３回 「泉州ＹＯＳＡＫＯＩ ええじゃないか祭」が開催されます。関西一円より６５チーム、２５００人が参加し、熱気あふれるよさこい踊りを演舞します。  このお祭は、老若男女、高齢者も障害者も、誰もが参加でき次世代を担う青少年たちの健全な育成場所であり、祭を通じて得られる人とのふれあい、そこから学べるのは協調性、社会性であり、スポーツ的要素と文化活動を兼ね備えた素晴らしいお祭であります。  お祭は約２００名の中高年女性を中心とするボランティアにより支えられています。 （（（（ええじゃないかええじゃないかええじゃないかええじゃないか祭祭祭祭        実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長    藤田藤田藤田藤田    純子純子純子純子））））    

【ＩＭＫ【ＩＭＫ【ＩＭＫ【ＩＭＫ提言提言提言提言】】】】        

泉佐野市自治基本条例制定泉佐野市自治基本条例制定泉佐野市自治基本条例制定泉佐野市自治基本条例制定をををを！！！！     地方分権一括法地方分権一括法地方分権一括法地方分権一括法のののの施行施行施行施行  平成１２年４月に地方分権一括法が施行され、地方自治体が、自ら考えて実行する独自性、自律性を更に持つことが求められています。全国的に各自治体で「自治基本条例」や「まちづくり基本条例」が策定されています。泉佐野市においても早急に自治基本条例を策定することを提言します （参考：岸和田市自治基本条例）。 
  自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例とはとはとはとは？？？？        国の憲法や法律に違反しない範囲で、自治体の運営に関する基本原則を定めて、行政の執行に対して拘束力を持つ仕組みを明確にした自治体の最高規範性のある条例です。 
 自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの概要概要概要概要はははは？？？？    岸和田市の場合、１０章に及ぶ条例であり、主要な章には、「市民及び事業者の権利及び責務」、「市議会」、「市長、他の執行期間及び職員の責務」、「コミュニティ活動」、「協働及び参画」、「市政運営の原則」、「最高規範性」等があります。他市の場合もほぼ同様です。  条例案条例案条例案条例案をををを策定策定策定策定するするするする人人人人はははは？？？？     多くの自治体では、市民より公募した策定委員に学識経験者数名を加え て、月に２回程度の会合を開き、約２年間で自治基本条例案を作成し、議会 の審議を経て可決・決定されています。岸和田市は、平成１５年１月から策 定委員会（公募市民２０名、学識経験者４名）を開催し、平成１６年１２月 １０日に公布し、平成１７年８月１日から施行しました。 

  自治基本条例策定自治基本条例策定自治基本条例策定自治基本条例策定によるによるによるによる波及効果波及効果波及効果波及効果はははは？？？？     公募された市民策定委員の参画により、行政への市民参加が実現し、第 1 次案に対する市民の意見の収集等により市民の自治意識が向上し、行政に 対する理解度の向上も期待できます。   参考データ   平成１８年７月３日現在、まちづくりに関する基本条例が制定されて  いる自治体数＝９１   上記の内、大阪府下自治体数＝２ 岸和田市及び箕面市  （出所：稚内市ホームページ 同市は制定推進中） （（（（踊堂踊堂踊堂踊堂    弘道弘道弘道弘道）））） 



（２） 
 ＊＊山下府会議員に聞く＊＊ 

泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市のののの発展発展発展発展     平成18年８月６日に市政モニター研究会のメンバーが、山下清次府会議議員にインタビューしました。                    １１１１．．．．メインテーマメインテーマメインテーマメインテーマ                                                                    大阪府大阪府大阪府大阪府におけるにおけるにおけるにおける泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市のののの地域施策地域施策地域施策地域施策                            ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ    泉佐野市は大阪府下で、どのように地域的な    役割をするのが好ましいでしょうか。 山山山山    下下下下    ご承知のように、泉佐野を含む三市二町合併 が不成立となりましたが、元来日本人は急激な 社会変化を好みません。合併問題で住民投票す れば、ほとんどの自治体はノーということにな るでしょう。合併が成功していたなら特例市と いうことで府から権限委譲も早まったでしょ うが、個々の市町村が地域の自然･史跡などの 資源を活かしながら地域の特徴を出して行く しかありません。 ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ    泉佐野市の場合、何を活かしていくのが宜し    いでしょうか。 山山山山    下下下下    第一に、コスモポリスコスモポリスコスモポリスコスモポリス跡地跡地跡地跡地の有効活用を考え    ております。 コスモポリスは７６ヘクタール（ｈａ）の広                大な面積を有し、空港地元における高度な利用 を目指し、大阪府が開発予定で購入しました が、土地の構成が森林部分が多過ぎる上に、近 郊緑地指定地域･調整区域となっていることが ネックとなって開発用途が限られ、手付かずの まま原価１３０億円に銀行の利子が付いて １５６億円近い負債を抱え込んでしまった悪 評の不良物件ですが、知恵をひねってこれだけ の広い土地をうまく利用しない手はないで しょう。     第二に、りんくうりんくうりんくうりんくうタウンタウンタウンタウンの更なる活性化を取    り上げたいと思います。     開設より、なかなかテナント誘致が推進でき    なかったりんくうタウンも、ようやく入居率が    ８０％まで達成してきました。残りの土地を、    如何に有効利用するかが、りんくうタウンそし    て泉佐野市及び周辺地域活性化が実現できる    かのカギになると思います。 ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ    それぞれ、具体的な構想をお持ちなのでしょ    うか。まずは、コスモポリスからお聞きします。 山山山山    下下下下    コスモポリスコスモポリスコスモポリスコスモポリス跡地跡地跡地跡地を日本一の公園にしたい    と考えています。地理的に見ても高速近畿道出    口から近いので、名物公園を見に来る人を呼び    易いでしょうし、周囲の大井関･犬鳴山など里    山巡りの観光コースとしても最適です。  公園のコンセプト作りが大切ですが、例えば 何処にもないような藤の並木を作ってみたり 

するのも固有の特徴を出すアイディアでしょ     う。     スキームは、大阪府が事業体へ土地を賃貸    し、事業体の利益は税収として泉佐野市へ落ち    るのが好ましいのでありますが、近郊緑地保全    区域でどこも手を上げる企業がありません。    ７６ｈａ中、２ｈａが調整区域で、にぎわいづ    くりの応募の結果、１社進出ニーズありとの認    識が示されました。 ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ    次に、りんくうタウンについてお伺いしま    す。コリアンタウンのような国際文化施設が計    画されているとも言われていますが、これから    の計画も含めてお聞かせ願います。 山山山山    下下下下    りんくうりんくうりんくうりんくうタウンタウンタウンタウンは、用途によって工場･学術    ゾーンと商業ゾーンに分かれています。誘致案    の挙がったコリアタウンですが、韓国企業が資    本を出し合って施設の進出･運営を検討してき    たものの、企業の足並みが揃わず結局資金が集    まらず進出を取り止めとなりました。  けれども、それ以外は案件が結構目白押しで あり、大阪府立大学大学院獣医学専攻が学部移 転し、３００名の学生が通学することになりま した。  更に、航空保安大学（学生数２００名）、警 察学校（田尻町１０００名）が決定しました。  この他、閉鎖されていたりんくうパパラ跡地 をコンペにより、ダイワハウスが落札し同社主 体で開発が行われることになっており、賑やか さが増す兆しが十分あって活性化に期待が持 てるようになってきました。  残った用地の利用方法について、出来れば物 流基地をもっと整備することで、工業･商業を 中心とする産業集積地としての必要機能を充 実させるべきです、そしてもう一つは、現在岸 和田市にしかない税関を空港隣地であるりん くうタウンにも設営することが必要 だと思います。 ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ    他にももっと地域活性するヒントはないで    すか。 山山山山    下下下下    町づくり３法によって、大規模店舗の出店が    規制されます。又人口高齢化に伴ない、旧商店    街復活の好条件が整ってきたように思えます。  地域の町並みを復元或いは新しいアイデン ティティーを持った商店街作りを推進し、地域 の特性－”これが泉佐野だ！”を醸す住民魂が 必要ではないでしょうか。  コスモポリス、りんくうタウン、地元商店街 が活力を増すことで「都市格」を上げる効果を 期待します。 
 ２２２２．．．．サブテーマサブテーマサブテーマサブテーマ        関空効果関空効果関空効果関空効果についてについてについてについて ＩＭＫＩＭＫＩＭＫＩＭＫ    関空の地域における役割をどうお考えです 



 （３）  ６月市議会は新人議員４名が会派を代表して質問されました。５月の市議選で当選されて、翌月の議会で質問するためには 事前に良く調査、考察しなければなりませんので新人議員の力量が試されましたが議会の活性化の為には良かったと思います。  ８月には＜家庭ゴミ有料化についての住民投票の是非を問う臨時市議会＞が開催されました。  特別委員会では休憩時間をはさんで３時間余に及ぶ白熱した議論が展開されましたが賛成少数で否決されました。  しかし、市民直撃のゴミ有料化に市民が目覚めて行動を起こしたことで市民が市政に関心を持つきっかけになればと願います。 （（（（森本森本森本森本    基久基久基久基久）））） 

   か。 山山山山    下下下下    泉佐野市は「関空の通過都市」などとよく言    われ、関空の恩恵はゼロだと思っている人が多    いのでは．．．しかし、関空の雇用により今ま    でタオルヘム掛け（縁縫い）内職等で収入を得    ていた主婦等が仕事が減って関空関連パート    に従業することで得られる代替収入は計り知    れず、市民の懐（財布）へ多大な貢献をしてい    ると考えられますので、もしも関空が出来てい    なければ、泉佐野市はないとと言っても良い位    地元へ経済効果をもたらしていると思います。 
市議会傍聴記市議会傍聴記市議会傍聴記市議会傍聴記（（（（不定期掲載不定期掲載不定期掲載不定期掲載））））    

生涯現役速記者生涯現役速記者生涯現役速記者生涯現役速記者         泉佐野市議会の速記を永年している 細身の男性（イニシャル Ｈ さん）は８０歳近い高齢にも係らず、耳･目･頭･手は衰えておらず、長時間の議会の速記録を一人で引き受けて淡々とペンを走らせていらっしゃいました。  特殊技能ですから、定年に関係なく仕事が出来る間は続けたいとのことでしたが、速記が終わった後も普通の文章に仕上げなければならないので、大変な職業です。いつまでもお元気で頑張って欲しいと思います。  （（（（森本森本森本森本    基久基久基久基久）））） 

  自分が元気で長生きをしたいと思ったら、いろんなことに興味を持ち、それを活動に移し、生きる事、そうすれば、自然と自分自身に元気が出てきます。  今、日本国民医療費が過去最高の３２兆１１１１億円で、この内、６５歳以上は５１％も占めています。さて、私達の泉佐野市では平成１６年度国民健康保険だけで１４．５億円となっており、１人当り約４０万円になっております。  自分が１年間にいくら医療費を使っているか、考えて見ること、いつもそう言う意識を持つことが大切なことです。自分の医療費を下げるには、予防保全が必要です。予防保全とは、早期発見･早期治療･適度の運動･自分ができるもの･バランスの取れた食生活をする。  これらを実施して頂くことで、泉佐野市の医療費が３０％ぐらい削減出来ます。市民の皆様頑張ってみましょう。  最後に 今日の我を明日に勝つ！！ （（（（宮原宮原宮原宮原    友好友好友好友好）））） 

泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市のののの医療費医療費医療費医療費をををを    

下下下下げようげようげようげよう    

自分自分自分自分のののの健康健康健康健康はははは自分自分自分自分でででで守守守守ろうろうろうろう!!!!!!!!    

地元名門企業工場跡地元名門企業工場跡地元名門企業工場跡地元名門企業工場跡    

大手大手大手大手スーパースーパースーパースーパーへへへへ変身変身変身変身         かつての泉州地方は、紡績工場が繁栄を謳歌し、巨財をなした、というのも今は語り草に過ぎません。熊取町にある「煉瓦館」に行けば、かろうじて 旧中林綿布紡績の煉瓦作り工場跡の姿を見ることができる程度のものです。  広大な敷地を誇った紡績工場跡地は、現在大手スーパーになっています。以下に主な大手スーパーが建設されている、元の地元名門工場を示します。 読者の皆様はいくつご存知でしたか。 

 海外製品価格競争敗北、構造不況業種が主な理由で、事業リストラ･工場閉鎖により、上記例に挙げた名門企業が大手スーパーへ変身していますが、今でも細々と操業を続ける企業もあります。  寺田紡績（貝塚市 創立明治４５年）、セイサ（大阪製鎖 貝塚市 創立大正５年）、東洋クロス（泉南市 昭和１８年樽井工場完成）、シオタニ（泉佐野市 昭和３０年創立）･ ･ ･  当時の操業風景がなんとなく、目に浮かびます。    （（（（井上井上井上井上    勇勇勇勇）））） 

スーパー名称 元の名門工場 東岸和田サティー 黒崎窯業 日根野ジャスコ 黒崎窯業 貝塚オークワ ユニチカ 松風台オークワ 東京製綱 井原里ダイエーGシティ 東京製綱 貝塚ジャスコ テザック（帝国産業） 羽倉崎マックスバリュー 阪本紡績 



（４） 
〒５９８－００６３ 大阪府泉佐野市湊１－５－３８ 蔭山 市郎 方   電話・ＦＡＸ ０７２－４６１－３３５７  Ｅ－ｍａｉｌアドレス ｂｋａａｒ４００＠ｒｉｎｋｕ．ｚａｑ．ｎｅ．ｊｐ    例会：毎月第４日曜日 午後１時半～午後４時半 佐野公民館で開催しています。  泉州泉州泉州泉州ルネッサンスルネッサンスルネッサンスルネッサンスにににに関関関関するごするごするごするご意見意見意見意見・・・・ごごごご感想感想感想感想をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。 

泉州ルネッサンス平成１８年１０月１日発行 第８号 次号発刊予定 平成１９年１月１日 

                                                                                           
電動自転車電動自転車電動自転車電動自転車は当店へご相談下さい！  展示台数地域ＮＯ．１ 

ＫｙＳｋｙＫｙＳｋｙＫｙＳｋｙＫｙＳｋｙ（ケイワイスカイ）    オリジナルＴシャツ・マグカップその他布モノ加工・雑貨いろいろ 泉南市樽井7-19-14 ＴＥＬ ４８４－８１９０ 
http://www.kysky.info/ 

靖国神社参拝問題靖国神社参拝問題靖国神社参拝問題靖国神社参拝問題    ３３３３    

ホームページ   ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｉｎｋｕ．ｚａｑ．ｎｅ．Ｊｐ／ｂｋａａｒ４００／ｉｍｋ 
 富富富富 士士士士 山山山山 クククク ララララ ブブブブ 関西地区サポーター宮原 友好 ＴＥＬ ０７２－４６５－６７５４ 本部 〒105-0013  ＴＥＬ ０３－５４０８－１５４１ 東京都港区浜松町2丁目7-13浜松パークビル２Ｆ  富士山を世界遺産にしよう。 私は富士山クラブを応援しています。 富士山クラブへの入会を呼びかけています。 

泉州泉州泉州泉州ルネッサンスルネッサンスルネッサンスルネッサンス    読者読者読者読者のののの投稿投稿投稿投稿･ＰＲＰＲＰＲＰＲ広告広告広告広告    申込受付中 ０７２－４６４－０４３２ 森本迄 

電動自転車祭！！ 

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 ４６４－０４３２ ＦＡＸ ４６４－５１１３  http://www.rinku.zaq.ne.jp/crank/  
おおおお米米米米ののののかかかかいいいいたたたた                          あなたのお口に合うお米をご用意します！   玄米、３･５･７分づき米、あいがも農法米    減農薬米、産地契約栽培米。 ☆無料配達☆   泉佐野市鶴原970-4 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ４６２４６２４６２４６２－－－－０２８６０２８６０２８６０２８６ 喫茶喫茶喫茶喫茶････軽食軽食軽食軽食    花花花花    車車車車    泉佐野駅前東名店街トクヤビル２Ｆ  広い室内･高級ソファーでゆったり！ 定食もあります！ 美味コーヒーゼリーもいかがですか！ 泉佐野市上町3-8-25 ＴＥＬ ４６９－５６３０ 

 以前、北摂に住んでいた時、ご近所の一軒の御宅が、「此処に住んでいては危ない、軍の飛行場（今の大阪国際空港）が近くにあるから」。と言って屋敷･家財道具共に２足３文で売り、這這の体（ほうほうのてい＝命からがら、慌てふためくの意）で、当時手に入れ難かった汽車の切符を何とか手に入れ故郷の広島市へ帰って行かれた。  それから数日後、B２９爆撃機１機が広島市上空に侵入し、新型爆弾投下という記事を新聞で読んだ。されど新型爆弾恐るるに足らずと…。   それが世の中ではじめてのどこの国も未だ体験していない原爆を落とされた日だった。８月６日広島市、そして８月９日長崎市に。  歴史に類を見ない原子爆弾の大惨事、老若男女、幼児、一般市民、軍人等分け隔てなく有史以来の大虐殺に合う羽目となった。  向かいの隣の娘さんは田舎から呼び出されて強制的に女子挺身隊として、初出勤の昭和２０年８月１４日、Ｂ２９ ４００機の投下した１ｔ爆弾の一発が省線（現在環状線）森の宮駅に落下炸裂、当時１９歳の娘さんは肉片すらわからず、うら若き花の命を散らした。当時隣組の人らは、わざわざ死にに行ったものだと涙した。  これらの悲劇は、ポツダム宣言受諾を引き延ばした東条英機首相はじめ上層部の決断遅延がなければ起こってはいなかったであろう。   以上のことを鑑みてみれば、Ａ級戦犯の分祀･合祀は、論ずる以前の問題であると思われる。余談ではあるが、書いているうちに、当時のことが走馬灯のように思い出されてくる。戦災に遭い、大阪市内より市外へぞろぞろ歩く人々、転がっている死体に筵（むしろ）がかけられていた光景、荷車が着いた儘（まま）倒れている馬、その馬が一瞬首を持ち上げた時の驚き！死んでいると思っていたから。  （参考資料）  「大阪大空襲」大阪大空襲を語る会 大和書院 次号へ続く （（（（蔭山蔭山蔭山蔭山    市郎市郎市郎市郎））））    


