
午前１０時２分 開会

○議長（薮野 勤君） おはようございます。ただ

いまから平成１１年第１回泉南市議会臨時会を開

会いたします。

出席議員が法定数に達しておりますので、会議

は適法に成立いたしました。

なお、２３番 稲留照雄議員からは欠席の届け

出が、また２１番 北出寧啓議員からは遅参の届

け出が出ておりますので、報告いたしておきます。

本臨時会には、市長以下関係職員の出席を求め

ております。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１２番 真砂 満君、１

３番 和気 豊君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。

お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日

７月１２日から７月１３日までの２日間といたし

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って会期は、本日７月１２日から７月１３日まで

の２日間と決定いたしました。

次に、市長から開会に当たりあいさつのため発

言を求めておりますので、これを許可いたします。

市長 向井通彦君。

○市長（向井通彦君） おはようございます。議長

のお許しをいただきましたので、平成１１年第１

回泉南市議会臨時会の開会に当たりまして、一言

ごあいさつを申し上げます。

議員の皆様方におかれましては、平素から本市

の発展と市民生活の向上のため御尽力をいただい

ておりますことに対しまして、敬意を表しますと

ともに、厚くお礼申し上げます。

さて、今臨時議会には工事請負契約の締結につ

いてなど議案４件と報告案件２件を御提案さして

いただいておりますが、これらの議案につきまし

ては、さきの第２回定例会に引き続きお願いをし

ているものでございます。

－５－

何とぞよろしく御審議をいただき、御承認を賜

りますようお願い申し上げまして、簡単ではござ

いますが、開会に当たりましてのあいさつとさせ

ていただきます。

○議長（薮野 勤君） 次に、日程第３、議会推薦

議案第１号 泉南市農業委員会委員の推薦につい

てを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） お諮りいたします。本件の

被推薦委員５名につきましては、私から指名いた

したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って、これより指名いたします市議会推薦の泉南

市農業委員会委員には

３番 辻 彌一郎 君

１３番 和 気 豊 君

１５番 上 野 健 二 君

１７番 島 原 正 嗣 君

２５番 巴 里 英 一 君

の以上５名の諸君を指名いたします。

さらに、お諮りいたします。ただいま議長にお

いて指名いたしました５名の諸君を市議会推薦の

泉南市農業委員会委員に推薦することに決しまし

て御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました辻 彌一郎君、

和気 豊君、上野健二君、島原正嗣君、巴里英一

君の以上５名の諸君を泉南市農業委員会委員に推

薦することに決しました。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の報告及び議案につきましては、いずれも会議

規則第３７条第２項の規定により委員会の付託を

省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の報告及び議案につ



きましては、いずれも委員会の付託を省略するこ

とに決しました。

次に、日程第４、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について）

を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについて（職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について）御説明を申し上げます。

専決の理由でございますが、国におきまして、

既に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律の一部改正による育

児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤

務の制限、並びに労働基準法の一部改正による休

憩時間の一斉付与に関する特例がそれぞれ措置さ

れたことに伴いまして、本市におきましても早急

に所要の措置を講じる必要から専決処分を行った

ものでございます。

改正の内容でございますが、任命権者は、小学

校就学前の子を養育し、または日常生活を営むの

に支障がある家族を介護する必要のある職員が請

求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合

を除き、深夜勤務をさせてはならないこととする

ものでございます。

また、小学校就学前の子を養育し、または日常

生活を営むのに支障がある家族を介護する必要の

ある職員が請求した場合には、当該職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難で

ある場合を除き、１年の間に３６０時間、特例と

して女性職員につきましては平成１１年７月１日

から平成１４年３月３１日までの間は１５０時間

を超えて時間外勤務をさせてはならないこととす

るものであります。

また、職員の休憩時間は一斉に与えなければな

らないものを、職務の特殊性または当該勤務部署

の特殊な必要がある場合におきましては、任命権

－６－

者がその必要があると認めたときには、一斉に与

えないことができるものとするものなどでござい

ます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、遠藤助役から専決理由

が早急に本市でも措置をする必要からという、そ

ういう説明があったんですが、これは当然議会の

議決事項でございますから、早急にする必要と、

こう言われておるんですけども、議会の議決を待

ってするのが当然だと思うんですが、最近議会で

の審議未了の議案について、市の対応は簡単に専

決をしとるというように私には思えるわけなんで

すが、議会の審議ということからいえば、やはり

議会の審議をして、そして行政を執行していくと

いうことからいえば、こういう専決ということは

極力避けるという基本的姿勢がないといけないと

思うんですが、その点で早急にする必要というの

は一体どういう必要なのか。これが議会の議決を

待ってやれなかったのか、そういうことについて

御説明をいただきたいと思います。

それから、中身でございますけれども、この条

例の制定によって、実際はどういうような内容の

運用になっていくのか、そういう予測を示してい

ただきたいと思います。

それから、男性と女性で時間が違うというのは、

国の法律に倣うということはあるんでしょうけど

も、なぜこういう女性は時間が短いのか。むしろ

女性の方が実際的にはそういう介護に当たる必要

性というんか、やっている実態があると思うんで

すが、この辺の条例の中身の説明をいただきたい

と思います。

それから、一斉に休憩時間を与えることになっ

ておるのを判断でばらばらに与えることができる

ということで、これは労働者の立場からいえば、

一斉に与えないといけないという、そういう交渉

の長い経過があると思うんですけれども、こうい

うことで労働者がばらばらに休憩がとられるとい

うことで、働く者の権利という点からいえばまず



いんではないかなと思うので、どういう判断でそ

ういう措置をするのか、もう少し中身に入って御

説明をいただきたいと思います。

以上、御答弁をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） まず、１点目でござ

いますけれども、専決は極力避けるべきだという

ことでございます。そういうことは当然だと思い

ますけども、我々としても提案理由で申し上げて

おりますけれども、国におきましては、既に労働

者に関する法律等が一部改正されております。そ

れを受けまして、我々としても職員の勤務に関す

ることですから、早急に改正すべく、また平成１

１年の７月１日に施行したいということの中で６

月議会に提案をさしてもらったものでございます。

そして、その対応を図ったわけでございますけれ

ども、残念ながら６月議会では議決に至らなかっ

たということでございます。

職員の勤務状況にかかわることでございますか

ら、これ以上おくらすわけにはいかないというこ

との中で専決処分を行ったものでございますので、

よろしく御理解を賜りたいというふうに思います。

それと、女性について時間外勤務の時間が短い

ということでございますけれども、これは労基法

の中での規定ということで、激変緩和ということ

で期間を定めて１５０時間という規定がございま

す。ですから、１４年以降につきましては、男女

同じ３６０時間になるということで、御理解を賜

りたいというふうに思います。

それと、休憩時間の一斉付与ということでござ

いますけれども、これにつきましては労働基準法

では一斉に与えなければならないということがご

ざいます。ただ、官公庁については、その規定に

ついて一部適用除外ということもございますけれ

ども、現実には官公庁につきましては、当該官公

庁の特殊な必要性ということで、窓口業務等がご

ざいます。そういう関係で交代制により勤務をさ

せる必要があると。市民サービスの面からそうい

うことがございますので、こういう規定が設けら

れたというふうに判断をいたしておるところでご

ざいます。

今回、これを改正することについての予測でご

－７－

ざいますけれども、現実として法改正後、今日ま

でまだ職員の方からこういう状況 深夜勤務を

免除してほしいとか、３６０時間について、女性

職員からもそういう申し入れが現在ございません。

ただ、現実には市の方でも深夜勤務を行ってい

る部分 災害等もありますし、即翌日までに事

務処理をして報告しなければならない事務もござ

います。そういう関係で、今後とも深夜勤務等が

出てくるということが予測されます。ですから、

そういうことについては、こういう状況の中でや

はり小学校就学以前または介護を必要とする家庭、

そういう方については、当然必要なものになって

くるんではないかなというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） この問題についても今の専

決の問題では質問さしてもらったんですが、その

ほかにも３月議会でも多くの議案を残しましたし、

それから６月議会も多くの議案を残しております。

これは議会として、我々は行政の出される議案に

ついて審議するというのは、一番重要な仕事であ

りますね。だから、専決がぼんぼんされたんでは、

議会としても市民に対する責任からいっても大変

大きな問題を持つわけで、この専決に対しての姿

勢が甘いのではないか。

でないと、もしこういうことがどうしても専決

はできないんだということであれば、議案を上程

しておるからもう勝手に議会がやってくれという

ことが行政にあるのかもわかりませんが、やはり

これはどうしても審議をしていただきたいという

ようなアクションが当然行政から議会にもあって

しかるべきだと思うんですね。

３月議会であればもう議事録は配られておりま

すけども、９時３１分終了となっとるんですね。

その後、行政にやっぱり専決はすべきでないとい

う基本姿勢があれば、もう少しやはり行政から議

会に対する働きかけも私は違ってくるんじゃない

かなと思うんですね。

だから、いや審議未了になれば専決できるんだ

と、そういうことであれば、これは議会と行政と

いう２つの機関を持っとるわけですから、やっぱ

り制度上も大変大きな問題を持つわけですから、



一概に議会が審議しなかったからというだけでは

済まない問題が私はあると思うんですね。

行政は議会の承認を得て執行していくという当

たり前のことをやっていかないといけないわけで

すから、そういう点でこの間の審議未了に対する

市の対応を後で考えると、私は安易な専決に対す

る考えがあるのじゃないかと思いますので、その

辺について、市長が専決の責任者ですから、市長

の専決に対する姿勢をきちっとお述べいただきた

いと思います。

それから、中身に入っての御答弁では、こうい

う対象はたくさんあるんではないかなと思います

ね。女性で小学校就学前の子供を抱えておる方で

やっぱり必要になってくることは十分考えられる。

しかし、この制度ができればどんどんこういう制

度を利用してくるわけですから、当然穴が抜けれ

ばそれに対応することも考えないといけないわけ

ですから、市の財政に与える影響なんかもこれは

当然あるわけですから、そういう点での予測は一

応お答えをいただきたいと思います。

それと、市の窓口業務では、市民の立場に立て

ば一斉に与えられないということで、それはよく

わかります。だから、その点で働く者はやはり一

斉に休憩を与えてもらわないといけないというの

が、やっぱり長い労使間で１つの形を持ってきと

ると思うんで、そういう点での配慮をどういうふ

うにされておられるのか。市民サービスはもちろ

んしないといけない面はあるとしても、やっぱり

働く人たちの権利、状況というものを十分理解し

たそういう整合を図らないといけないと思うので、

そういう点ではそういうばらばらに休憩をとらす

というときの基準、考え方、そういうことももう

少し明確に言っていただきたいと思います。

先ほど専決の方で早くというのは、これは６月

にしか出せなかったのかどうかですね。３月に出

せない そういう国の決め方の中で、日にち的

なことはどうであったのかですね。そこもちょっ

と触れておいていただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 専決に対する考え方の御質

問でございますけども、当然議員言われますよう

に、我々議案として上程をさしていただいている

－８－

わけでございますから、御審議をいただいて可否

判断をしていただくというのが原則でございます。

ただ、いろんな事情によってそれが未了になると

いうこともあり得るわけでございまして、その場

合に議案それぞれによって一定の判断をせざるを

得ない場合も生じてくるというふうに考えており

ます。

特に行政は日々動いておりますし、いろんな事

業でありますとか、あるいは市民サービスにかか

わる問題、今回は職員の勤務にかかわる問題でご

ざいますので、できるだけ早急に一定の判断をし

ないといけないというものが生じてきた場合には、

専決をさしていただいております。

本来事前に議決をいただくというのが原則であ

るというのは十分承知をいたしておりますけれど

も、やむを得ない場合に限ってそういう措置を認

められておりますし、さしていただいているとい

うことでございます。こういうことができるだけ

少なくなるように、我々行政としても今後努めて

いくように努力をしたいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） この条例が施行され

ることによっての市の財政への影響、それと昼間

の窓口業務に関する労使への配慮ですね。それと、

６月しか出せなかったのかということでございま

すけれども、これは深夜勤務等が３６０時間の超

過勤務でございますから、当然その課、課の中で

事務処理を行っておりますから、その中でそうい

う職員がおれば、他の職員の中で弾力的に業務に

対応していただくという形をとってまいりたいと

いうことでございますから、財政に対して余り大

きな 金額的にちょっと積算はいたしておりま

せんけど 出てこないんではないかなというふ

うに考えております。

それと、窓口業務の関係ですけれども、これに

ついては当然一斉に与えるのが原則であります。

ただ、その中で市民サービスという関係の中で昼

窓の業務を行っているわけでございますけれども、

当然これを行うについては、労働組合との協議は

十分行った中で、理解を求めた中でそういう昼窓

に対応しておりますから、今後も昼窓等がありま

したら、その辺を十分配慮して、労働組合の意見



も聞いた中でそれは対応していくというふうに考

えております。

それと、今回の条例改正は、６月にまず提案さ

していただいたんですけども、改正されて国から

来たのが２月だったんですね。ですから、３月議

会に出せたら一番よかったんですけども、実際そ

れからのうちの条例改正作業とかがございまして、

３月の議案の締め切りもあったということの中で、

早い議会に出さないかんということで６月になっ

てしまったというのが実情でございますので、こ

れがタイムリミットではないかなということで、

今回専決さしていただいたということでございま

すので、よろしく御理解をお願いいたしたいと思

います。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。議

案に沿っての簡潔なる質問をお願いしたいと思い

ます。関連的な質問は、他の場でまたやっていた

だきたいと思いますので、よろしく御理解を賜り

たい。小山君。

○２番（小山広明君） 議長にそう一方的な判断を

されると困るんですが、私も関係が大いにあると

いうことで質問しとるわけですから、中身に入っ

ての評価はやめていただきたいと思うんですね。

市長から専決についての基本的な考えが示され

て、この間専決が大変多いわけですから、これは

きちっと押さえておかないと、我々議会としても

市民に責任を果たす面からいえば、大変憂慮する

べき問題だと思います。

市長が本当に議会の審議をちゃんと受けて、予

算を執行していくという基本姿勢であるならば、

今回２回も 専決報告をしたものがまた未了に

なって、それはもう議会に一切出てこないという

状態があるわけですね、異常な状態が。これは大

変珍しいわけなんですが、この案件については、

全く議会の審議なしにあなた方は執行していくと。

２制度あるわけですから、僕は議会の立場を無視

したあり方だと思いますね。

それは何もしなくていいなんていう法律はどこ

にもないわけですから、専決をどうしてもしなけ

ればならないときに専決をして、次の議会には報

告し、承認を得なければならないと、こうなって

いるものが、報告議案を出してそれが審議未了に

－９－

なれば、もう報告も承認も得なくて執行されてい

くということになったら、私はこれほど議会軽視

はないと思うんですね。そういう点で市長、やは

り専決に対する甘さがあるんじゃないかなと。

先ほども言いましたように、９時半に議会が終

了して、その後何の審議もなしに時間切れで終わ

ってるんです。その結果、審議未了になっとるわ

けですね。もちろんそれは議会にも責任がありま

す。しかし、文献の中でも、議会にそういう問題

があるとしても、報告、承認を得なければならな

いという地方自治の本旨からいうならば、再度報

告し、承認を求めるべきであるという、こういう

明確な１つの解釈というんか、説もあるわけです

ね。これは議会の立場からいえば重要な１つの考

え方だと思うんですね。

一方、一遍報告したんだから、もう再度報告し

なくていいという見解もあります。これは行政の

側に立った見解だと私は思います。そういう点で

市長がとりわけ議会と車の両輪 議会を大事に

する、審議を大事にするというんであれば、報告

し、承認しておらないそういう問題については、

審議未了の場合には、きちっとやはり議会に出す

ということがなければ、我々は市民から負託され

た行政の議案についての審議権が審議できないわ

けですから、これは至って重要な問題なんですね。

そういうことについて、市長がなぜ今回の臨時

会に６月議会で審議未了になったすべての議案を

報告し、承認を求める行為をしなかったのかとい

うのは大きな問題なんで、その点についてだけは

お答えをいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 市長におきまして専決

処分をした案件を議会に送付いたしまして、議案

として提出、その承認を求めてきたわけでござい

ます。市長においてとるべき手続の要件ですね。

この場合、自治法の第１７９条の第３項の要件で

ございますけども、すなわち専決処分について、

市長は次の議会においてこれを議会に報告し、そ

の承認を得るでなしに、求めなければならないと

いう表現でございます。

だから、「得る」でなしに、「求めなければな

らない」ということで、今回この要件をすべて充



足しておるわけでございまして、その後は議会の

会期中の問題であるということで、また専決処分

のそのものの性格からしまして、審議未了となっ

た場合でも再提出する必要はないものと考えるも

のでございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 質問じゃなしに、私も２つ

の見解を言ったでしょう。求めなければならない

という至って議会の立場に立った見解と、あなた

が今言ったのは行政の ２つの考え方があるわ

けですね。これは考え方なんですよ。自治法では、

報告し、承認を求めなければならない。僕は同じ

だと思うんですね。承認を求めなければならない

承認してないわけですから、報告も受けてな

いわけですから、それをそのままあなた方は議会

の議決事項を執行していくわけですよ。だから、

議会のそういういろんな動きの中で審議未了にな

るというのも、あなた方は尊重しないといけない

と思うんですね。ただ、議会が勝手に審議未了に

したわけじゃないんですよ。あなた方の質疑のや

りとりの中で、そういうことが生じるわけですわ。

そういうことになれば、もう二度と議会にそう

いう報告も承認を求める行為もしないということ

になれば、議会の議決事項が一切議会で審議され

ずにあなた方が執行していくということになるん

ですよ。そこまではちゃんと法律には書いてない

わけですから、それはあなた方の姿勢の問題じゃ

ないですか、議会に対する。

一方的な２つの説が明確にある、あなた方の行

政が書いている本ですよ。本の中に２つの明確な

解釈があるわけですわ。そのどちらをとるかとい

うのは、市長の明確な姿勢じゃないですか。あな

た方の「新地方自治法講座７ 執行機関」という

ことで、これはあなた方のバイブルにしておる１

つの解説書なんですね。その中に「未決の場合の

長の処置」ということで、「決定すべき事件を長

が専決処分したのであるから、長から承認を求め

られて審議未了とするのは議会の監督権の放棄」

であると、審議未了はね。「職務の遂行に欠ける

ものがあると考えられるが、であるからといって、

この場合にも長の責任を明らかにするという目的

を果たしていないことには変わりはない。」と。

－１０－

そういう報告し、承認を求めるということがされ

ておらないということには変わりはないと。「し

たがって、「審議未了に終わった場合は、長の責

任を明らかにするために更に次の議会に提出して

その承認を求めるべきであろう。」」と、これは

藤井さんという方が言っているというふうに、ち

ゃんと併記して２つの解釈が書いてあるわけです

から、何もそれは物理的にもそういうことを今回

の議会に報告し、承認を求める行為をしても、何

ら問題がないんじゃないんですか。

それをあえてあなた方はしないということは、

専決に対して市長が安易に考えておる。市長の言

う議会と行政は車の両輪だという 議会を全く

無視した行為であると私は言わざるを得ないと思

うんですね。

そういう点で市長、どうなんですか。２つの見

解があって、ちゃんとこれは報告し、承認を求め

る行為をしてないわけですから、そのことは完結

してないわけですから、それは当然次の議会に同

じ報告をし、承認を求める行為をするというのは

当たり前の常識じゃないですか。でないと、この

件に関して我々は、全く審議なしにあなた方が勝

手にやってるということになるんですよ。あなた

の責任だということに終わらないですよ、これは。

市民がその影響を受けるわけですから。

そういう結果的に悪い影響を与えないために議

会というのがあるわけですからね。悪かったら後

で責任をとったらいいんだと、そんなことで済む

問題じゃないですよ。だから、そういう点であな

たの解釈は、一方的なあなた方の立場だけを説明

するあり方は問題だと。こういう点について市長、

どうなんですか。市長が答弁してください、この

件について。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今回のその問題につき

まして、やはり２点、議員御指摘のように、条文

上の規定と専決処分そのもののこの２点があるん

ではないかと思います。

第１点につきましては先ほど申しましたけども、

明確に次の議会と規定してございまして、その次

の議会とは、当該専決処分を行った後に開かれる

最初の議会の意であるということで、この中には



臨時議会も含まれるということでございます。

そして、その専決処分の承認しなかった場合の

効力の問題でございますけども、条文では先ほど

申しましたように承認を求めなければならないと

されてございまして、承認を得なければならない

となっていないという判断でございます。

これは、例えば地方税法第４２３条、固定資産

評価審査委員会の設置、選任等でございますが、

その第６項、「市町村長は補欠の委員を選任した

場合においては、選任後最初の議会においてその

選任について事後の承認を得なければならない。

この場合において事後の承認を得ることができな

いときは、市町村長は、その委員を罷免しなけれ

ばならない。」というふうに明記してございまし

て、明確に得る場合と求めるということで区分し

てるわけでございまして、議員御指摘の点は条文

からは読み取れないということで、御理解をお願

いしたいということでございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 報告第１号の専決処分の承

認を求めるについての案件に反対の立場で討論を

さしていただきたいと思います。

市長の姿勢が、今の議論の中でもありますよう

に、議会という審議機関を軽視した市長の専決態

度は、到底認めることはできません。地方自治法

には明確に報告をし、承認を求めなければならな

いと、こうなっておるわけでありますから、それ

をどう解釈するかというのは、さまざまな解釈が

あることは当然であります。

法律は基本的なことを決めたわけでありまして、

それを運用するに当たっては、その運用する人た

ちの姿勢ということが如実にあらわれる問題であ

ります。憲法においても、解釈において大きな議

論があるわけであります。

我々の泉南市議会が行政と議会は車の両輪であ

るという中で進めてきたことは、皆さんも御存じ

のことであります。そういう点からいえば、市が

やろうとすることについては、議会に十分な審議

時間を与え、審議の機会を与えて、その声を待っ

－１１－

て執行することは当然であります。しかし、学説

にも２つの見方があるにもかかわらず、その一方

的な見方を市の立場としてやる姿勢は、とても議

会を大事にした姿勢とは私は思いません。そうい

う基本的な市の姿勢がこの提案については大きな

問題であります。

さきに行われました議会においても、専決をし

たことが後で承認をされなかった問題もあります。

この問題も専決すれば当然市と第三者との契約と

いう条項もあるわけでありますから、それが無効

になることはないとしても、議会との関係では、

それは法を満たしておらないわけであります。当

然、そのことで議会としては承認しない問題につ

いては、行政の執行を認めないという意思表示で

ありますから……（東 重弘君「議案に対する討

論をやれよ」と呼ぶ）議案に対する討論をしてお

りますよ。ちゃんと聞いておいてください。

○議長（薮野 勤君） 私語をしないように。

○２番（小山広明君） そういうことで、市の議会

に対する姿勢というのは、私は大いに問題がある

と思います。そういう点でこの報告案件には反対

をいたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより報告第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て報告第１号は、原案のとおり承認することに決

しました。

次に、日程第５、報告第２号 専決処分の承認

を求めるについて（介護認定審査会の共同設置に

関する協議について）を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました報

告第２号、介護認定審査会の共同設置に関する協

議について専決処分をいたしましたので、その概



要を御説明申し上げます。

７ページでございます。専決理由についてでご

ざいますが、介護保険法第２７条の要介護認定及

び同法第３２条の要支援認定に係る審査判定業務

を行う介護認定審査会を阪南市、泉南市及び岬町

と共同して設置するに当たりまして、平成１１年

７月１日をもって規約を定めるため協議を行う必

要があったことから、専決処分をしたものでござ

います。

また、共同設置によりまして、将来的に勘案さ

れます認定申請件数の増加に対応し、２市１町エ

リア内での認定審査の公平性が確保される等のメ

リットがあると考えているところでございます。

以上、簡単でございますが、御説明とさせてい

ただきます。どうかよろしく御承認賜りますよう

お願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 岬町、阪南市、泉南市で共

同で介護の認定をするという提案でありますが、

こういう形で共同でやるということに至った経過

について詳しく御説明をいただきたいと思います。

それから、提案の中で委員１６０人以内という

委員の定数もあるわけなんですが、これは各市町

長が協議により定めるものについてということな

ので、この１６０人についての選び方について、

ひとつ御説明をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、この介護認定審査会の共同設置に関する分に

ついての経過について御説明申し上げます。

なぜ、２市１町がこの介護認定審査の事務につ

いて共同設置をするかということについてでござ

いますけれども、これにつきましては以前から、

実はこの介護認定審査業務につきましては、当初

は市独自で、単独で行うということも考えており

ました。しかしながら、実は岬町の方でスタッフ

の確保が難しいという、要するに医師とかそうい

ったスタッフの確保が難しいということがござい

まして、何とか共同設置できないかということも

議論に上りました。そういったことから、我々と

しましても実際ある程度広域にする方が、今後認

－１２－

定業務につきましてもある程度公平性を保てるの

ではないかといった、そういった判断もございま

して、この２市１町の共同設置について検討して

きたということでございます。

そして、この検討につきましては、３月ぐらい

から実は協議を開始したわけでございます。そう

いった中で今回、阪南、泉南、岬で介護認定業務

について２市１町でやっていこうということにな

りまして、今回この分について専決さしていただ

いたというところでございます。

それと、この認定審査会の委員の定数でござい

ますけれども、これはあくまでも我々としては現

在この１６０人以内という定数を定めております

けれども、これにつきましては、今後泉南市ある

いは阪南市、岬町、こういった中で認定審査件数

がどれぐらい出てくるかということ、それをある

程度想定いたしまして、そしてこの委員の定数を

１６０人以内という形で定めたものでございます。

ただ、我々が現在想定いたしておりますのは、こ

の認定審査会については、大体１００人ぐらいで

一応定数を考えていきたいと、このように考えて

おります。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、岬町の都合で

こういう共同で認定業務をするということだとい

う説明でした。

これは共同であることのメリットと、やっぱり

市単独でやることのメリットという問題があると

思うんですね。この介護保険というのは、我々が

聞いとるところによれば、市町村ごとに格差が出

てくると、そういうように言われて、この介護保

険というのは至って今まで平均的に行政が行って

きたことに対して、介護保険については市町村の

特徴が出てくるということが言われておりますね。

そういう点で共同でやることによって、そういう

お互いの責任とか特徴というのが見えにくくなる

んじゃないかなと、そういう感じがします。

この介護認定と実際の介護保険の制度実施とは

関係が明確にあるのか、介護サービスは全く違う

んだよと。介護認定は広域的にやるけども、泉南

市ではホームヘルパーが週に３回来るところを阪



南市ではこれだけだとか、そういう差は実際介護

サービスの中で出てくるのかどうかですね。そう

いう市民が受けるサービスについて、共同で認定

業務をやることについての関連性について御説明

いただきたいと思います。

それから、１６０人以内を１００人ぐらいにす

るというお話でしたが、この人数というのはどう

いう基準で決まっていくのか。恐らく認定ですか

ら、専門家がかかわっていくと思いますね。今も

ちょっとありましたように、医師の方の問題も岬

町であったように、そういう点でこの人数の基準

というのは、１００人からの委員がおると、これ

はどういうふうに協議していくのかわかりません

が、そういう点での人数の基準なんかはどういう

形で決めていらっしゃるのかを御説明いただきた

いと思います。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、介護認定業務でございますけれども、実際に

この認定の事務を行う上につきましては、１次判

定、これにつきましては、あくまでも国が統一的

にマニュアルというのを出しております。そうい

った中で各個人の申請者に対して認定をしていき

ますので、各市町村間で認定についてそういった

差が出るということは、我々としては考えており

ません。

ただ、そこで後個人的に２次判定に移るときに

は、かかりつけ医というんですか。お医者さんの

意見等も聞きますので、そういった中で介護認定

がされていくということでございます。

それと、次にこの１６０人の定数の件でござい

ますけれども、これは１回の介護認定審査会を開

いていただくのを１班としますと、大体５人を１

班編成に考えております。そして、大体１カ月に

２０日を想定いたしております。そうしましたら、

大体出てきていただくスタッフのお医者さんとか

そういった方については、月に１回出てきていた

だければ大体いけるということも想定いたしまし

て、１班５人、そして１カ月に２０日ということ

で今のところ１００人という想定をいたしており

ます。

以上でございます。

－１３－

〔小山広明君「介護サービスは。それ言うてよ」

と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 申

しわけございません。介護サービスの市町村間の

差というところでございますけれども、介護認定

されますと、当然介護度１とかあるいは５とか、

あるいは要支援といった形で、限度額というのが、

点が決められます。その中で一応モデル的に介護

サービスが受けられる 例えばホームヘルプサ

ービスであるとか、週に何回とか、そういった形

で決められております。

それにつきましては、家族あるいはその申請者、

そういった方々と相談しながら、このサービスを

どうして受けるかということを検討していくわけ

でございますが、この介護１とか介護２、そうい

ったところにはある程度基本的に受けられるとい

うサービス量が決まっておりますので、そういっ

たところで差というのは各市町村間には余り出な

いものと、そういうふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 結局は認定業務は共同でや

ると。介護保険の事業そのものは各自治体で独立

してやるわけでしょう。だから、全国的にはそう

いうサービスも共同でやるというようなところも

あるわけですね。

そういう点で共同で認定をやることが、各自治

体での個々の取り組みに、市独自で認定をやる場

合と共同でやる場合とは全く差がないと。やはり

この介護保険の趣旨である市町村ごとの特徴が出

てくるという、そういう構造にあると。

そういうことであるから、そういう共同で認定

することが、各市町村の介護サービスをすること

について何ら影響がないと、こういう理解でいい

んですね。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 認

定業務についてはそのように理解しております。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 非常にさらっとした、具

体的に運営にかかわる 特に１０月からこの認



定作業はやられるわけですが、議会で審議する機

会というのは、もうこの議会をおいてはないとい

うふうに思うんですが、そういう点で少し立ち入

ってお聞きをしたいというふうに思うんです。

その点では、極めてさらっと書かれていると。

通常、規約とか条例を提案される場合には、例え

ばここの１２条でうたわれているように、いわゆ

る阪南市の規則で定めると。これはこれでいいと

思うんですが、せめて定めるであろう規則案です

ね。こういうものは、結局運営にかかってこうい

う規則は出てくるわけですから、その運営の詳細、

あり方については、我々は事前にやっぱり周知を

さしていただいて、そして論議をさしていただく、

これがあり方だろうというふうに思うんですよ、

議会の。

専決権はさておいても、これは当然のあり方だ

ろうというふうに思うんですが、そういう点では

こういう規則は出ていない。いわゆる事務分掌条

例とかそういうものは、きょう資料としてお出し

になっておりますが、しかし肝心の規則ですね。

これを受けた規則です。これについては出ていな

いと。

そういう点では、例えば審査委員はどういう方

が適格者なのか、どういう立場の人、どういう能

力をお持ちの人、どういう識見をお持ちの人、ど

ういう人の中から選ぶのか、こういうことすらこ

の１３条までの条文では明記されてないわけです

ね。ないわけですよ、どこにも。普通こういう案

を提案される場合、審査委員そのものを選び、そ

してその委員会をつくるということなんですから、

その委員会を構成する委員がどういう立場の人な

のか、せめてそれぐらいは明らかにする必要があ

るんではないか。

そういうことになれば、どこかなというふうに

見てまいりますと、なるほど１２条に規則はある

なと、こういうことになるわけですが、その規則

さえお出しいただいていないと。こういうことで、

余りにも議会に対して不親切だし、これから介護

という大変な、対象者にとっては個々の人権にか

かわる大きな問題を余りにもさらっと不親切に提

案されているんではないかというふうに思います。

そういう点でお聞かせをいただきたい。

－１４－

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 議

員御指摘の第１２条に「認定審査会の運営に関し

必要な事項は、阪南市の規則で定める。」と、こ

ういうふうにうたわれております。この分につい

ては、実は現在この規則につきましては、担当者

の方で協議中でありまして、現在のところまだこ

の規則についてはでき上がっておりません。そし

て、この分につきましては、審査会がスタートす

るまでには定めるというふうな形で、現在事務を

進めておるわけでございます。

ただ、我々としましても、この規則の中で具体

的に定める項目というのがありまして、例えば審

査会におきます合議体 合議体といいますのは、

先ほど小山議員の質問の中でもお答えしました。

要するに班別、１班５人としたその分を合議体と

いうんですけども、その数を一体どれぐらいにす

るのかとか、あるいはその合議体の定数であると

か、あるいはこの事務を行う庶務の担当課ですね。

これは阪南市の方に幹事市をお願いしてるんです

けども、阪南市の庶務を担当する担当課はどこに

なるとか、そういったことを今後この規則の中に

定めていきたいと、このように考えております。

これからこの分について協議を重ねていきまし

て、こちらでちょっと情報をつかんでいるのは、

一応この規則については８月１日ぐらいの施行で

現在考えていると、こういうふうに聞いておりま

す。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ちょっとよくわからんの

ですが、これは実際共同設置する審査委員会のい

わば施行条例ですよね。これには当然施行規則と

いうものがついてくる。どういうふうな運営をさ

れるのか、果たしてその運営の中身で十分に

対象者であるお年寄りの介護の将来が決まるわけ

ですから、そういう運営のあり方で、個々の介護

のあり方まで立ち入って決める審査の中身がわか

らないままで果たしていいんだろうか、こういう

ように思うんですよ。施行規則というのは、当然

施行条例にはついてくるわけですから。これがま

だ決まっていない、一体何を審議させるんですか、

我々に。



議長、これはちょっと、いわゆる通常の議会で

は、そういうちゃんと施行規則まで具備して我々

に審議を仰がれるわけですね。出ていないという

ことについては、ちょっと ちょっとどころか、

行政として大変な手落ちではないかというふうに

思うんですよ。これはどういうふうに考えたらい

いんでしょうか。

例えば、今この運営について極めて全国的に問

題になってるんです。いわゆる対象者をどの程度

の時間で審査をするのか、こういうことがね。４

月１９日に医療保険福祉審議会保健福祉部会とい

うのが厚生省から諮問を受けて答申をお出しにな

ってるんですね。これでは１次審査と２次審査の

間に極めて不整合がある。中には２０数％不整合

がある結果が出ているということで、１次審査を

そのままうのみにするような２次判定は、これは

考えなければならない、５分間というような審査

では余りにも不十分だと、こういうことになって

いるわけですね。

そして、この５分というふうな時間を１つのマ

ニュアルで決めた厚生省の場合は、この２回目の

審議会の結論が出る前におおむね５分というふう

な審査時間が設定されてるわけですが、これを受

けてからはまだ一切結論が出てないんです、この

答申を受けてからは。そういうふうな状況なんで

すね。

これも中身を聞きますが、この運営については、

結局審査がどれぐらいの時間で１人当たり保障さ

れているのか、２次判定が。これは５分だろうと

いうふうに思うんですが、その辺もあわせて

私はまずその問題に立ち入る前に、そういう非常

に運営にかかわって重要な点が我々に審議に付さ

れない、この問題についてどうしてもはっきりさ

しときたいし、議長にも御意見を賜りたい。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

の１２条の規則の委任の項でございますが、これ

につきましては先ほども申し上げましたとおり、

この規則については現在協議中でございまして、

そしてその協議中の規則の内容について、先ほど

御説明さしていただいたとおり、その審査会に置

く合議体の数とか、あるいは合議体の定数であり

－１５－

ますとか、そういったものについてこの規則で定

めていくということでございます。そして、あと

阪南市の庶務の担当の課とか、そういったことが

この規則の中で定められると、このようになって

おります。

そして、その分につきましては、また成案がで

きあがった段階で、関係の例えば民生常任協議会

の方にそれを示していきたいと、このように考え

ておりますので、御理解のほどよろしくお願いし

たいと思います。

それと、あとこの認定審査会の……（和気 豊

君「そのことは後でやろう」と呼ぶ）よろしいで

すか。（和気 豊君「例に出しただけやから」と

呼ぶ）

○議長（薮野 勤君） 先ほどの和気議員の議長に

対する質疑でございますけれども、本議案の提案

者は市長でございまして、議長としての見解を申

し上げるわけにはまいりません。議員としての所

見はございましても、本会議場でございますので、

その点ご了承賜りたい。和気君。

○１３番（和気 豊君） 本会議での審議のあり方

ですから、そのあり方を最も 意見を統括され

てその不備のあり方を問題にされるのは議長だと、

こういう立場で私は議長に御意見を求めたわけで

すが、非常に手落ちのある審議をさしている。当

然議会を代表する長として物を言っていただかな

ければならないことだというふうに思いますので、

議長にあえて聞かしていただいたわけであります

が、御答弁ないということでありますから、続け

て中身に入っていきたいと思うんですが、非常に

それは不満です。それは言っておきます。

それで、今１６０人、実際上は１００人で行く

んだと、当面はね。こういうふうに言われたんで

すが、この１００人の体制で大体対象者ですね。

認定を受けられる対象者は一体どれぐらい申請が

あるのか。そして、この１００人体制でそれが処

理できるのかどうか。そして、その処理には大体

どれぐらいの１人当たりの２次判定の時間を確保

されているのか。その辺は規則はないので、本来

は規則でうたわなければならないことなんですが、

規則はない、こういう不十分な審議を余儀なくさ

しているわけで、その辺は明確に、できればこの



点については数字的な問題なんで、答弁のやりと

りということではなくて、資料をお出しいただき

たい。議長、せめて資料ぐらいは、その点で審議

しやすいように資料提出を求めたいというふうに

思います。

○議長（薮野 勤君） ただいまの和気議員の資料

請求でございますが、これに対しまして理事者側

は直ちに用意できる状況でございますか。

谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

の共同設置に係る検討事項というところで、６月

の定例会以前の常任委員協議会の方にはこの資料

というのは提出さしていただいております。

〔和気 豊君「常任委員会は 議会全体には

出てない。出しなさい」と呼ぶ〕

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） そ

うしましたら、各２市１町のこれからの今後の見

込み数とかいう資料がございますので、至急出さ

していただきます。

○議長（薮野 勤君） 暫時休憩いたします。

午前１１時 ４分 休憩

午前１１時１３分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

質疑を続行いたします。谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 貴

重な時間をいただきましてまことにありがとうご

ざいます。

先ほど御質問のございました合議体の数の問題

でございます。これにつきましては、ただいま１

枚物Ａ４のコピーで皆様のお手元に配付したとお

りでございます。一番上の審査件数関係というと

ころで、平成１２年の人口推計から各３団体の高

齢人口でありますとか、あるいは要介護者であり

ますとか、申請件数、この辺を想定いたしまして、

そして右端に合議体数、これを計算いたしました。

そして、そのうち泉南市が７０、それから阪南市

が６３、岬町が３４、この合計が１６６合議体、

これで今後この介護認定審査会を行っていくとい

うことでございます。

ただ、これにつきましては、あくまでもこの申

請件数の分で１回大体２４件を想定いたしており

－１６－

ますので、その２４件で割った数が一応各団体で、

要するにこれぐらいの５人の班編成の数がほしい

であろうという数字を想定いたしております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ちょっともうひとつこれ

だけではよくわからないんですが、１合議体が結

局２４人の人を審査をすると。大体この１，６７３

の申請件数を処理できると、こういうふうになる

ということなんですが、それじゃ、いわゆる委員

の１６０人との兼ね合いですね。１合議体がどれ

だけの人数構成になるのか。それから、先ほど質

問したことにまだお答えになってないんですが、

１合議体が２４人を審査する。そうすれば、大体

１回の審査時間はどれぐらいになって、１人当た

りがどれぐらいになるのか。聞いたことをちゃん

と言うてくださいよ。そういうことを資料で示し

てくれないと、規則はないわけでから、本来規則

にうたって我々に示さなければならない規則が示

されてないんですから、せめて資料は口頭で言う

んではなくて、書いたものでお示しをいただきた

いということで聞いているわけですから、聞いた

ことには即ちゃんと答えてください。メモもして

るんやから。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 審

査会の所要時間とか、そういった運営の方法でご

ざいますが、審査会につきましては、大体１回当

たり２時間を想定いたしております。そうして、

１人約５分間の審査という時間になっておりまし

て、それで２４人を１回当たり想定いたしておる

ところです。ですから、２４人掛ける１人当たり

５分ということで１２０分、すなわち２時間をこ

の審査会の所要時間と、そういうふうに想定いた

しておるところでございます。

それと、先ほど言いました１００人につきまし

ては、１回５人、そして１カ月に２０回、すなわ

ち１週間に５回、そして４週の２０回という計算

で先ほど言いました１００人という形で認定審査

委員の当面の定数というんですか、動き出す数と

しては１００人を考えているというところでござ

います。



○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） １合議体については５人

でということで、２時間かかって２４人を平均消

化していく、１人当たり５分ぐらいだと、こうい

うことなんですが、例えば泉南市でモデルケース

で１次判定と２次判定をやられて、９人ぐらいの

誤差があったというふうに聞いてるんですが、そ

の誤差があった場合の審議時間ですね。通常はス

ムーズに５分でいけるでしょうけれども、いわゆ

る１次判定ね。コンピューターに主に身体的な特

徴だけを入力したその部分と、あと医療機関の意

見なんかが付された それを付して審議しなけ

ればならないいわゆる２次判定ですね。それとの

間のいわゆる誤差ですね。これが１０％近く、９．

３％あったと、こういうふうに聞いておるんです

が、その辺の審査は果たして５分でいけるんであ

ろうかと。

先ほど紹介しましたように、厚生大臣の諮問機

関でも、５分ではこれだけ誤差が多いんだから十

分にそれは対応できないと、こういう答申を出し

てるんですよね。それを受けてからは、まだ厚生

省の方は結論を出しておりませんが、これはもう

圧倒的な声になってるんですよ。各自治体でも５

分では無理だと、こういう不安の声が出ているわ

けですね。

ところが、提案はこういうことになっている。

何か５分でいけない場合の手当てというようなこ

とは、その時点でのことですが、できない場合は

特別に考えている。これは規約外のことですから、

ここで決めても将来そういうふうになった場合に

は、うまくいかない場合にはもっと時間をふやし

ていきますよと。実際１６０人見ているわけです

から、しかし、１００人で対応していくんだと、

現実には。１６０人まで採れるわけですから、足

らず分はその合議体の数をもっとふやしていくと、

こういうことで対応されるのかどうか、あるいは

そのほか具体的な処理を考えておられるのかどう

か、お示しをいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 昨年実

施いたしましたモデル事業では、約３０分程度か

かった内容のものもございます。私ども一応１０

－１７－

０合議体で審査いたしましたら、２，４００件ぐら

いしか認定審査はできません。といいますのは、

１００合議体で１合議体当たり２４で２，４００件

の処理しかできない状況でありますので、１１月

以降１２月になりましたら、その申請件数に見合

うだけの １日１回となっておりますが、１日

に２チーム同時に回すとか、３チーム同時に審査

会を開くとかいうことで対応してまいりたいと考

えております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 実際３０分かかるという

ふうなケースもできてくるわけですね。そしたら、

２４件をやるわけですから、その中で１人ないし

２人ですね。そういうように１次判定と２次判定

に違いのある人が出てきたら、もう到底間尺に合

わないと。

回数をふやすということなんですが、そこで問

題になるのは、この委員さんの資質、識見、能力、

現在の仕事関係、果たして２回、３回と出ていた

だけるのかどうかと、こういうふうなことも問題

になってくるわけで、そういう点ではここに審査

委員はどういう人になっていただくのかというこ

とが出ていない。我々はわからんわけですよ、そ

こまで行きますとね。

その辺は極めて不十分ですし、例えばこの審査

で思うような認定が得られない場合、個々のこれ

からの生活を大きく規定してくるわけですから、

当然その結果を不服として不服審査等を願い出る

場合があるというように思うんですが、そういう

ことについてもこの中には審査漏れの方について

の不服ですね。これの取り扱いなんかも出ていな

い。これも運営にかかわる問題ですから、当然規

則でうたわれるんだろうというふうに思うんです

が、規則は示されないわけですから、なかなか我

々は立ち入ってわからない。その辺についてはど

うされようとしているのか。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、御質問の認定審査会委員の構成メンバーにつ

いてでございますけれども、我々としましては、

保健・福祉・医療、そういった事務に従事してい

る方々にこのメンバーを予定いたしております。



医師につきましては医師会の方にお願いいたして

おりまして、その方々を中心にこの委員会を運営

していきたいと、このように思っております。あ

と福祉では、特に特養とかそういった施設関係の

方でありますとか、それから歯科医師の方、こう

いったところで我々は現在考えております。

それと、次にこの認定に伴い、もし認定された

方が不服をお持ちになられたという件でございま

す。これにつきましては、介護保険法でいきまし

たら、これは大阪府の方に実は介護保険審査会と

いうのがございます。その方に不服審査を行うと

いうことになるわけでございますけれども、我々

泉南市としては、当然この介護認定審査の一番の

窓口ということも考えておりまして、不服がある

ような方々につきましては、窓口として我々とし

ても対応していかなければならないだろうと、こ

のように考えております。

そして、今厚生省でこの第一の窓口である市町

村向けに、具体的にこういった不服があった場合

のマニュアル等も考えられてるみたいです。です

から、そういったマニュアル等がまた示されると

我々は思っておりますけれども、第一義的にやは

り市がこの不服の窓口になっていかなきゃならな

いだろうと、そのように理解しております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。和気君に申し上げ

ます。回数を重ねておりますので、御配慮願いま

す。

○１３番（和気 豊君） 規則が出ておれば、規則

に沿ってわかる範囲は質問しなくてもいいわけで

すが、規則がない。しかし、その中には運営の中

身がうたわれているということで、当然我々はこ

こでこれだけ重大な問題を規則もなしに審議さし

ているわけですから、その辺のやりとりは多少は

お許しをいただきたいというふうに しかし、

議長の言われることですから、できるだけ協力を

してまいりたいと、こういうふうに思います。

それで、この５分ということについて、十分で

きるんだということについては、なかなか理解し

がたいんですよね。先ほどこういう立場の人を選

ぶんだと、忙しい医師の方、あるいは現に仕事に

ついておられるようなそういう専門職の方、非常

に多忙になるわけですね、こういう制度ができま

－１８－

すと。

そういうことで、ますます多忙になる人にあえ

て１回だけではなくて、２回、３回と来ていただ

くことになるんだと、こういうことですから、果

たしてそれだけでいけるんだろうかということを

聞いたんです。単にどういう人かを聞いただけで

はなくて、そういう方たちが果たして月に２回、

３回、あるいは週に一、二回 ちょっとその辺

はよくわからなかったんですが、週で直してどれ

ぐらいになるのか、月に直してどれぐらい出てい

ただくことになるのか、その辺もわからないんで

すが、果たしてそれだけの保証はあるのか、担保

はあるのか。ない場合には他の方法は考えておら

れないのか、こういうことも聞いているわけです

から、２回、３回言わさんと、議長に協力すると

いうことでできるだけ答えてください、１回で。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、１２条のこの規則の問題でございますけれど

も、規則の中に具体的に例えば運営の方法とか、

そういったことの記述というのはなされないと、

このように理解しております。この規則につきま

しては、先ほども申しましたように、合議体の数

でありますとか、合議体の定数でありますとか、

あるいは庶務をどこの課がやるのかとか、そうい

った形の規則になると、そのように理解しており

ます。

次に、この審査について５分で実際にいけるん

かどうか、あるいはもし長引けばそういったスタ

ッフの確保ができるんかどうかという問題でござ

いますけれども、先ほど１００人として説明さし

ていただきましたのは、あくまでも月に１回、そ

して１回につき５人という形で１００人というこ

とを言わしてもらいました。

ただ、その後補充の関係、あるいはもう少し密

度を高めるということで、この１００人について、

１６０人の定数以内という形で記述さしていただ

いているんですけども、これにつきましては、あ

くまでも一時的には１００人の方に委嘱するであ

ろうということになりますけれども、ただ、その

方が例えば都合が悪いというようなときがござい

ますので、そういったときにはまた別のお医者さ



んとかそういった方にも、例えばこの審査会に出

席していただかなければならないというようなと

きもございます。ですから、そういったところも

含めて現在のところは１６０人以内で書かしてい

ただいているというところです。ですから、そう

いう形で認定審査会を運営していくということで

ございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 協議会では、十分中身を

熟知していただくということで、事前に資料を渡

すというような話も方法論の１つとして言われた

ように聞いとるんですが、その辺はないのかどう

かですね。

それと、先ほどの不服申し立ての問題について

は、中野区や三鷹市なんかではオンブズマン

三鷹市は人口７万３，０００ぐらいですから２人と

いうことですが、そういうオンブズマンの制度を

設けて不服審査に当たるというふうなことなんか

も考えておられるようでありますが、先ほど谷さ

んもすぐに大阪府に いわゆる靴の裏から足を

かくようなことではなくて、できるだけ実態を踏

まえて処理をしていくために、市としても対応し

ていきたいということなんですが、具体にあれば

お示しをいただきたいと、こういうふうに思いま

す。その２つだけ再度聞かしてください。

○議長（薮野 勤君） 和気議員に申し上げます。

一問一答ではなくて、最初にまとめを願いたいと

思います。

谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ６

月定例会以前の民生常任協議会におきまして、健

康福祉部としてこの関係の資料を提出さしていた

だいております。そして、先ほど御質問にござい

ました合議体とかそういった問題につきましては、

先ほどお配りした資料がございますので、その辺

で御理解のほどをお願いしたいと、そのように思

います。

それと、このオンブズマンという、こういった

不服申し立ての分、あるいは市民からの監視とい

った形の分ですけれども、我々としましてもまだ

どういった 具体的に例えば不服申し立てとい

うところで、実務的にまだ現在は考えておらない

－１９－

状況です。ですから、一般的に特に不服申し立て

ということになれば、当然市もその辺では窓口に

なっていかなければならないだろうというところ

で我々としては考えているということで、先ほど

御答弁さしていただきました。

以上です。

〔和気 豊君「ちょっと答弁漏れあるから言う

て」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 済

みません。私の理解がちょっと足らなかったよう

でございます。この審査会の方でこういった形の

制度を考えられてるかと、そういう趣旨でいいん

ですか。そういうことでしたら、現在のところは

考えていないということでございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 民生常任委員会協議会で

論議されている中で、審査のいわゆる短い隘路を

処理するために、例えば事前の資料提供等をやる

と、１次判定の資料等を事前に委員に渡すと、こ

ういうふうなことなんかも言われたようでありま

すが、その辺の件についてはどうかと、こうやっ

てちゃんと聞いてるんやから、これに答えんと、

時間長引くばっかりやんか、２度、３度同じこと

を言わせて。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 具

体的に認定審査会を始めるというときには、特に

スムーズにこの審査会を実施していただくという

ことで、事前にこの審査会に提出する資料を１週

間前程度に各委員さんにお配りしまして、そして

その当日までにその資料を検討していただき、当

日議論していただくということで、事務の簡素化

というんですか、スピード化を図ると、こういう

ふうなことを考えております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） もうまとめていきたいと

思いますが、そういう方法も逆に言えばとらざる

を得ないということは、５分の審査時間では短い

と、こういうことの証明であろうというふうに思

うんですよ。

それで、私はただプライバシー保護の立場で、



この１次判定の資料というのは、例えば身体的特

徴とか健康状態とか 本来は家族構成なんかも

入れたいわけですが、そういうものは入っていな

い。身体的な特徴、現在の健康状態、こういうも

のがコンピューターに入力されている。その資料

を出すわけですから、これは極めてプライバシー

にかかわる問題ですから、委員さんに特に手渡し

する、こういうときにはいいでしょうけれども、

わずか３人という体制でやられるわけですから、

行かれたら留守や、家族の人に手渡すと、こうい

うことになれば、そういう個人的なプライバシー

にかかわる資料が散逸をする、こういう可能性も

できてくるわけですから、そういう点は非常に

これは市長も２１世紀のキーワードは環境、人

権と、こういうふうに言われるわけですから、そ

ういう点は心して対応しなければならない。

それには職員の体制２人、そして臨時職員を入

れて３人と、こういう体制は極めて不十分ではな

いかと。その辺も本来規則の中にうたってなけれ

ば たまたま私がいただいた委員会に配られた

資料でそういうものが出ておったから、ここで論

議はできますけれど、本来であればそういう論議

をここで全議員がやれる保証を市側は示さなけれ

ばいけない。そういうものも示されていない。こ

れは非常に不十分な審議のやり方をされていると、

こういうことで、これは今後、議長、ひとつこう

いう重要な ほんとに来年４月からあと８カ月

で実際事が運んでいくわけですから、それともう

１つ言いたいのは、例えば来年１月になってから

でも、今の話では毎月ずっとやっていかなければ

これは処理できないわけですね。

そうなってくると、１月、２月、３月に認定さ

れた方で施設介護が必要だという認定を受けた方

は、例えば３月に認定を受けた方なんていうのは

どないなりますか。ずっと待たなければなりませ

んよ。今でも１７人の待機者がいるわけです。６

カ月あるいは８カ月向こうが待ってくれなければ

入所できない、空き待ちやと、こういうことにな

ってるわけでしょう。保険料は払わされるわ、と

ころが認定を受けてもすぐ入れない。たまたま１

０月に認定を受けた方はそれだけの余裕がありま

す、実施が４月からですから。ところが、もう間

－２０－

際になって認定を受けた方は、いわゆる膨大な認

定作業をこなしていかないかん。それで毎月泉南

市でいえば大体２５０件ぐらいの処理だと。後に

回った方はどないなるんですか。認定されても処

理できない、待機だ、保険料は取られる。まさに

保険あって介護なしということになるんじゃない

んですか。その辺の保証はどうなるのか、最後に

１点お聞かせをいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 具

体的にサービスの供給の分で、施設及び在宅介護

のサービスの提供の分でございます。

確かに現在、施設、特に医療でありますとか、

あるいは特別養護老人ホーム、そういたっところ

で実際にベッドの空きがないという場合に、当然

その認定を受けた方については、施設に行きたい

という意向も出てくると思います。当然、そのと

きにはケアプランとかをつくりまして、そしてな

おかつその申請者の方々の意向等も調査いたしま

して、もし施設が無理なときには、例えば在宅介

護の方で十分なサービスの供給をされるとか、そ

ういった形で当面のやり方としては考えざるを得

ないんじゃないかと、そういうように考えており

ます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 二、三点教えていただき

たいと思うんてすが、一般質問でも若干お尋ねを

したんですが、十分に私の方で質問する機会がな

かったわけで、改めてお伺いをしたいと思います。

この制度はこれまでの各市町村でやられました

総合老人福祉対策の一環としてやっている上に国

の老人介護制度が加わる、またさらに市町村で実

行していくわけでございます。原課の方では大変

御苦労が多いと思いますし、大変多忙だと思いま

す。

まず１点は、前任者の方も質問ありましたよう

に、問題はこの規約の中で認定審査会の委員の選

任の問題ですけれども、トータル１６０人という

ことに大枠を決めているわけでありますが、問題

はこの１６０名の、あるいは１００名の 当面

１００名だということですが、この要介護認定者

の選考基準というんですか、一体どういうことが



付されるのか。

ただ単に、これまで福祉とか介護とかというそ

ういう職業についておった人だと、こうおっしゃ

るんですが、一定の要件を満たしておかないとい

かんのではないかなと。いわゆる国の介護による、

あるいは福祉による例えば介護士とか理学療法士

とか、あるいは医師とかいうふうな、全体の中で

の審査会に入る方々の資格要件をきちっと明確に

しておく必要があるのではないかなと思うんです

が、今のところ原課ではこれらの選任、選考につ

いては、今申しました要件についての判断をどう

しているのか、お聞かせを願いたい。これが１点

です。

それと、審査会に要する費用の負担は関係市町

の協議によるとありますが、これは具体的には人

口比例によるのか、あるいは介護認定の率によっ

てトータル積算していくのか、これは具体的には

どういうことなんですか。議論していく状況につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。

それと、第１０条の委員の報酬及び費用弁償の

関係ですが、これは２市１町のそれぞれの費用弁

償条例、あるいは規則にある内容が異なってるん

ではないかなと思います。泉南市の場合ですと、

費用弁償等は宿泊費が１万５，０００円ですか、日

当が３，０００円と。阪南市の場合は、聞くところ

によりますと宿泊費が１万３，０００円、日当が２，

０００円から２，５００円とかいうように言われて

るわけですが、これらの関係についてはどのよう

な認識を持って調整をされたのか。これはあくま

でも阪南市の規則、条例によると、こうあるわけ

ですが、そこらでの相互関係についてどう調整を

されたのか、お聞かせをいただきたい。

同じくこの問題について、審査会の委員の身分

保証の問題ですが、費用弁償以外一切ないと、こ

ういうことなのかどうかですね。そのことも含め

て検討しておられれば、お答えをいただきたいと

思います。

それから、この条例とは直接関係ございません

けれども、審査会の中で漏れた方、今まで要介護

だということでそれぞれの市町村で認めた方が、

新しい制度ができまして認定が厳しくなりますね。

したがって、現在まで厳しくやらなかったという
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ことではないんですが、今まで受けておった人が、

あんたは必要ないですよと、要介護認定できませ

んよと言われたときの救済措置はあるのかないの

か。これは２市１町の審査会が決めた以上は、今

までかかっておった人でも何であろうとも、一切

そういう場合は救済措置がないということなのか、

あるいは別の方法で各市町村において救済をして

いくということなのか、わかってる範囲でお答え

をいただきたいと思います。

それと、今出されてる議案とは直接関係ないか

もわかりませんが、問題はこうした問題に対する、

介護サービスに対する基盤整備のあり方なんです

が、これは本市の場合は十分確保されているのか

どうか、これが１点です。

それと、もう１つは、法律に定められていない

介護メニューの問題ですね。法律で保証されてな

い介護メニュー問題ですが、それは介護メニュー

の中に法律で対象にならない要件なんですが、こ

れは例えば車いすとか、あるいは在宅介護の場合

の状況はいろいろあると思うんですが、そういう

ふうに手すりをつけるとか、つけないとかという

問題も出てくるでしょうが、そういう法律に定め

られていない、保障されていない場合の対応をど

のように考えているのか、わかっている範囲でお

答えをいただきたい。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、島原議員御質問の第１点目は、審査会の委員

さんの資格要件ということでございます。これに

つきましては、先ほどの御質問にも御答弁したと

思いますけれども、あくまでもやはり介護、要す

るに福祉の問題とか医療の問題、こういった問題

が一番大きな問題になってくる、特に認定業務に

つきましてはですね。ですから、そういった中で

医師でありますとかあるいは福祉、保健、そうい

ったことに関係している方々から、この委員さん

を委嘱するということになっております。

それと、審査会の財政の問題でございますけれ

ども、この問題につきましては、２市１町の負担

金という形で各団体が支出するということになっ

ております。



そして、その出し方につきましては、まずは人

件費とか賃金とか、そういった問題につきまして

は、この各団体どこにも要るということも考えま

して、均等割で考えているというところでござい

ます。そして、報酬でありますとか、あるいは郵

便代とか、こういった認定審査の件数に直接関係

ある経費なんかにつきましては、これは審査件数

割で積算するということになっております。

それと、次の費用弁償の分でございます。これ

につきましては、阪南市、泉南市、それぞれ旅費

条例というのがございます。その単価というのは、

泉南市に比べて阪南市の方が若干低いということ

になっていると思います。ちょっと額は今資料を

持ってないので、申しわけございません。

ただ、そういった中でこの認定業務については、

幹事市が阪南市ということもありまして、一応職

員の旅費とかそういった分については、阪南市の

例によるということで進めたいと、このように思

っております。

次に、各委員さんの身分保証の問題でございま

すけれども、これにつきましては、旅費とそれ以

外に委員報酬というのがございます。それが阪南

市の条例の方で現在１万８，０００円という形で今

回制定されたということになっておりまして、１

回につき委員さん１人につき１万８，０００円の報

酬が支出されるということでございます。

それと、次のはみ出したサービス、特に今まで

受けておられてはみ出した人の救済ということで

ございます。これにつきましては、従来からそう

いった何らかの形で福祉サービスを受けていたと、

そういった方もございますので、今後介護保険事

業計画を作成していくわけでございます。介護報

酬とかあるいは介護の保険料とかを決めていくん

ですけども、その中でこういった方々について、

どういうふうに介護保険のサービスを提供してい

くかということを検討していきたいと、このよう

に思っております。

次に、サービスの基盤整備、この確保について

はどうなってるかという御質問があったと思いま

す。それにつきましては、現在特別養護老人ホー

ムとかこういった分については、もう目標値を既

に達成しております。そして、老人保健施設につ
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きましては、約５０％の達成率ということになっ

ております。あと、デイサービスとかそういった

分につきましては、もう１００％以上の達成率と

いうことになっております。これは平成１１年４

月現在でございますけれども、そういった達成状

況になっているというところでございます。

それと、続きまして介護サービスの特に介護保

険の対象にならないサービス、現在福祉サービス

でやっている分について、どういうふうにこれか

ら考えていくのかということでございます。当然、

この介護保険制度のサービスにつきましては、こ

れはあくまでも老人福祉の中の一環、１つとして

今回介護保険制度ができたというふうに考えてお

ります。ですから、その他の従来からの老人福祉

制度につきましては、これは福祉施策として、我

々としても今後また継続というような形で考えて

いきたいと、このように考えております。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 再度お尋ねをさしていた

だきますが、先ほど谷部長が御答弁で、小山議員

さんか和気さんかちょっと記憶が定かでないんで

すが、月１回で１班５人と、１カ月の中で２０日

とかいうふうにおっしゃったんですが、これはも

っと具体的にどういうことなのか、その審査基準

のあり方について御答弁をいただきたい。これが

１点です。

それから、費用弁償の問題ですけれども、これ

は今阪南市が管理者ですから、阪南市の規則や条

例に従って運用されていると、こういうことです

が、将来的にこれは２市１町回り持ちというよう

なこともあり得るのではないかと。その場合は例

えば阪南市の方に回ってきた場合は、阪南市の報

酬規定なり何なりというものが適用されるのかど

うか。いや、それは別ですよと、これはずっとこ

の２市１町でやる場合は阪南市の基準に順応する

ということなのか、お尋ねをいたします。

それから、あともう一度確認しますが、介護に

対する法律に定められていないメニューサービス

ですね。これは例えば輸送費とか、あるいは福祉

電話とか緊急通報装置とか介護用ベッド、車いす、

手すり等はこれは除くとありますが、住宅等の改

善も含めて、その市町村、泉南市は泉南市の中で



対応していくと、こういう理解でよろしいのかど

うかですね。もう一度お答えをいただきたいと思

います。まず、それから御答弁をいただきます。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず最初に、島原議員御質問の１００人の委員の件

でございます。これにつきましては、今回この設

置規約の第４条の方で認定審査会の委員は１６０

人以内と、定数についてそういうふうに規定して

おります。先ほど申しました１００人といいます

のは、あくまでも一番最初ですね。この委員会を

動かしていくにつけて、各委員さんですね。お医

者さんでありますとか、あるいは各福祉施設の方

々から参加していただくわけでございますが、基

本的に月に１回、要するに委員会に出席していた

だくということを基本に考えております。

そして、その１回に委員さんが５人で介護認定

審査会を構成しておりますので、その５人、そし

てあと月にこの審査会を開催する回数を２０日と

いうふうに 今現在ですけれども 設定して

おります。そういった中で、１００人の委員の数

が必要であるという説明をさしていただきました。

それと、続きましてこの条例関係でございます。

これにつきましては、今回この認定審査会の共同

設置ということで、幹事市については阪南市さん

の方にお願いしているということでございます。

ですから、幹事市が阪南市ということもありまし

て、要するに予算とかそういった分については当

然阪南市で予算を通していくという形、それから

事務分掌につきましても阪南市の条例に基づいて

行っていくということもありまして、阪南市の条

例の中でこの認定審査会を動かしていくというこ

とです。

ただ、幹事市の問題ですけれども、これにつき

ましては当面、当初は阪南市さんにお願いしてい

るという経過があります。ただ、これは当初この

共同設置の協議を行っていきますときに、この幹

事市のことについては問題になりました。そして、

実際には持ち回りということも協議されまして、

そして一番最初、３年間ぐらいはこの幹事市につ

いては阪南市さんの方でお願いして、２年目ぐら

いからですけれども、また再度この幹事市につい
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ては協議し直そうということにもなっております。

そして、その中で、もし幹事市が持ち回りとい

うことになりまして、泉南市が今度もし幹事市に

なったということになったら、当然その条例につ

きましては泉南市の条例がこの規約の中に入って

いくと、このように理解しております。

それと、次に例えば介護保険法外のサービスと

か、あるいは介護保険法に乗ったサービスの中で

その分の例えば不足分、要するに横出しとかそう

いった分の件でございますけれども、これにつき

ましては、もし法外の、完全に以外のサービスと

いうことになりましたら、これは市単独の福祉サ

ービスとして我々は検討していくと、あるいは継

続していくということでございます。

それと、あと横出しとか上積みのサービスにつ

きましては、これは先ほども御答弁さしていただ

きましたが、今介護保険の事業計画の中で、今後

そのサービスの総量とかを考えていかなければな

らないというところにあります。当然、それには

保険料の問題も入ってきますし、そういった中で

この問題については検討していきたいと、こうい

うふうに思っております。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） もうお昼もそろそろ近づ

いておりますし、これで３回目ですから、これで

終わりますが、大体１チーム５人と、こういうこ

との御提案がございまして、トータル１００人と、

こういうことで今御答弁いただいたんですが、そ

の５人のチームの中には、例えば看護婦さんがい

てるとか、介護士がいてるとか、医師がいてると

か、そういうことになるのかならないのか。１０

０人の総枠の中に一定の医師とか看護婦とか、あ

るいは介護に精通した資格要件を持った者が参加

してるとか、いろいろあると思うんですが、もっ

と細かくこのことについての詰めができているん

でしたら、お示しをいただきたいというふうに思

います。

もう１つは、これは大変な事業でございまして、

民間企業にしても、この受け入れで何兆円事業だ

ということでいろいろ考えられておる企業もある

ようですが、問題は行政として、公的機関として



どれだけ住民にサービスできるか。市民が主人公

ということがありますが、私は泉南市の主人公は

市長ではないかというふうに思います。これから

の高齢化社会に向かって、市長の政治決断なり、

また介護のあり方もいろんな工夫をしていただい

て、介護保険を納めている方々について、あるい

は高齢者に対して十分なサービスができるような

介護サービスの基盤整備をもうそれは具体的にや

っておかないと、いろいろ問題が出てくるんでは

ないかと思いますが、そういう意味も含めて、そ

うした施設の確保に十分万全を期しているのかど

うか、御答弁をいただいて終わります。

○議長（薮野 勤君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 認定審

査会の委員構成につきましては現在調整中でござ

いますが、ドクター、医師の方が一応１２名もう

推薦していただいております。そのほかにも訪問

看護ステーションの看護婦が２名、そのほか老人

保健施設の職員とか、いろいろお願いには回って

おりますけども、まだ具体的には出ておりません。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ２

点目の島原議員御質問の介護サービスを提供する

上について、施設の確保であるとか、そういうも

のが十分であるかとか、そういったことであった

と思います。

我々介護保険制度を開始するにつけて、現在ま

でどういった形で施設等のサービスの目標量を立

ててきたかといいますと、これにつきましては、

ゴールドプランで実際に目標量を設定してきまし

た。そして、それにできるだけ近づけると、ある

いはそれを追い越すという形で、これは民間の企

業の方も含め、我々としては最善の努力をしてき

たというところでございます。ただ、ホームヘル

プサービスですけども、若干の部分につきまして

は、ゴールドプランの目標量等をまだ達成してい

ないところもございます。

ただ、これから我々としましては、当然この介

護保険導入に向けて今までこのゴールドプランを

推進してきたということもありますので、まずこ

ういった目標達成について、我々としては努力し

ていきたいと。そして、そういった中で今度は介
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護保険制度でサービスについて皆さんに御利用し

ていただくというような、そういったサービスの

確保を行っていきたいと、このように考えており

ます。

○議長（薮野 勤君） 午後１時まで休憩いたしま

す。

午後０時３分 休憩

午後１時２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

質疑を続行いたします。 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） ちょっと一、二点教えて

いただきたいんですけども、今回の制度が４月か

ら始まるわけですけども、例えば４０歳から６４

歳までの保険料を払っても保険サービスを利用で

きない第２号被保険者ですね。この方は、これか

ら理解を求めていくのに非常に難しい方向に来る

と思うんですね。例えば、保険料の納付について

どう理解させていくかという難しさも出てくると

思うんですね。この部分をどうとらえているのか。

あるいは、介護保険の適用部分と医療保険の適

用部分の役割ですね。これをどうしていくのか。

例えば、現在６５歳以上の方でも非常に長期の入

院をされている方がいらっしゃいます。この方が

そういう長期療養のところを希望してるんですけ

ど、医者の方があかんと言われてると。こういう

場合に、この介護保険の適用がどういう形でやら

れるのか。ちょっとここらの情報がわかりにくい

部分もありますので、その２点を教えていただき

たいと思います。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、奥和田議員御質問の第１点目、第２号被保険

者に対する制度のＰＲの方法ということでござい

ますけれども、この介護保険制度につきましては、

来年の４月から実施されるわけでございます。こ

の制度につきましては、新聞紙上あるいはマスコ

ミ等で連日のようにＰＲされております。そして、

市といたしましても、当然市内の方々に対してど

ういうふうな形でＰＲしていくかということも実

際に現在考えているところでございます。

以前でしたら、泉南市の広報でありますとかそ



ういった中で、この介護保険制度についてどうい

うものかということをＰＲしてきたというところ

であります。ただ、本年度につきましては、また

８月ごろに実は我々この介護保険の制度について、

一般市民の方を対象にこの制度の説明をしようと

いう企画もやっております。そういった形で、こ

の介護保険制度についてどういうものであるかと

いうＰＲをしていきたいと思っております。

それと、そのほか地域の方で、例えばこの介護

保険制度についてどういうものやというような形

で説明を求められるというような機会がもしあり

ましたら、そういうときには我々は進んで説明の

機会を持ちたいと、このように考えております。

それと、介護保険の部分と医療保険の部分、今

後どういった形になっていくかということでござ

います。医療保険につきましては、我々医療的な

措置を伴うときにこの保険を使っておるわけでご

ざいます。その中で、現在、老人保健施設であり

ますとかあるいは療養型病床群、これにつきまし

ても今は医療の保険の中で適用されております。

ただ、この部分については、今後老人保健施設と

この病床群については、介護保険の方で適用され

るということになります。

ただ、これについて現在我々の試算の中で、今

後この介護保険の適用者につきましては、この部

分はまだ医療部分が残っているやろうというとこ

ろもありまして、特にこれからの適用者の数とか

いうものにつきましては、もう少し精査しなけれ

ばならないところがあると思うんですけれども、

これについてもまだ国の方からも新たな指針とい

うのは出てきておりませんけれども、基本的には

老人保健と療養型病床群、この医療保険で現在見

られている分については、すべて介護保険の方に

移っていくということでございます。

○議長（薮野 勤君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 通り一遍の御答弁で非常

にわかりにくい部分もあるんですけども、これは

非常にいろんなものが含まれてると思うんです。

６５歳以上、例えば７０歳、８０歳になってきた

ら、自分が思ってることと医者が思ってることと

全然違う部分があるんですね。介護の方に、例え

ば特別養護老人ホームに入りたいとか、本人がそ

－２５－

ういう要望のある場合、どうしていくのか。ここ

らをちょっとお聞きしたかったんですけども、わ

かってる範囲で結構ですので。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 介

護保険が導入されまして、その施設に入りたい方

がどういうふうに今後対応していくのかという問

題でございます。

現在、特別養護老人ホームに入所されている方

々につきましては、基本的には当然介護認定とい

うことも入ってくるわけでございますけれども、

例えばもしそれに外れたような方につきましては

５年間の経過措置があると。そして、その５年間

については、入所はオーケーですよということが

１つ決められてるわけでございます。

ただ、新しく介護認定されまして、そしてこれ

は当然最終的には個人さんがどういった形のサー

ビスを受けたいかということが基本になってくる

と思います。ただ、そのときに施設介護を希望さ

れるというときには、担当としましては、やはり

施設介護ということをメーンに考えていかなけれ

ばならないと思いますけれども、ただ施設の方に

は当然そういった入所の能力というんですか、そ

ういったものもありまして、特にそのときに入所

状況が満床であるといった場合、そういった場合

には当然我々としましては、まずそれ以外の在宅

サービス、介護サービスの方を推薦しなければな

らないと、このように思ってます。

ただ、その後、経過として、それと同時にその

本人さんにしましたら、施設の方でサービスを受

けたいというような意向というのはずっと持って

おられると思いますし、それにつきましては、そ

の介護サービスを提供していく上について、我々

としましては、その本人さんの意向をやっぱりで

きるだけ尊重した形でこの制度を進めていかなけ

ればならないと、このように考えております。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 今までの論議を聞かしても

らった上で、私は今泉南市で実施されているホー

ムヘルパー事業についてお聞きしたいんです。

といいますのも、この介護保険制度が実施され

ますと、例えば認定審査委員に選ばれた方が当然



介護保険を受けたいという方の審査をするわけで

すけれども、市の方から出された資料を見てみま

すと、ホームヘルパーの派遣、ショートステイ、

デイサービス、訪問入浴サービス事業、それから

特別養護老人ホーム、ケアハウス老人保健施設、

老人訪問看護ステーション、訪問入浴サービス、

これらが全部介護保険へ移行すると、こういうふ

うに資料ではなっています。

泉南市で実施されているホームヘルパーの派遣

事業は、現在は生活支援ということで、ひとり暮

らしのお年寄りの皆さんにサービスをされていま

す。この人たちの状況は、今の介護保険の内容、

どういうサービスをするのかということを見たと

き、全部移行すると、こうなってますからね。し

かも、ひとり暮らし、寝たきり、痴呆ということ

をきちっと枠にはめてホームヘルパーの派遣も全

部移行する方に入っているというふうになってる

ので、ちょっとその辺を市としてはどういうふう

に対応されていくのか、お示しを願いたいと思い

ます。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 松

本議員御質問のホームヘルプサービス事業につき

ましてでございますが、これにつきましては、当

然介護保険制度の中でこのホームヘルプサービス

というのは規定されております。ですから、市と

しましては、現在行っているホームヘルパーの派

遣事業については、我々としては介護保険の方に

移行していきたいと、このように考えております。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） そうしますと、今在宅の６

５歳以上のお年寄りで、体も健康でない、それこ

そ一人で買い物にも行けない、買い物に行ったと

しても御近所のお店でやっとこさやと。医者に行

くのもタクシーを呼んで行くと。生活の支援をす

るということで、そういう虚弱のお年寄りには、

ヘルパーさんを派遣しています。話し相手も欲し

いということで、ヘルパーさんが来てくださった

ときは、ひとり暮らしのお年寄りが大変喜んでま

すけれども、そういうお年寄りはこの介護を必要

とするお年寄りか、それとも要支援なのか、そう

いうとこら辺については、現在はまだ全員がどう

－２６－

なるかということの調査、それはされてるんでし

ょうか。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、この介護保険制度につきましては、議員も御

存じのように、一番最初のスタートは介護認定か

ら始まります。ですから、まず個人さんが自分が

どういった形の介護度かということについて認定

審査の方に申請していただくわけでございます。

そして、その中で例えば要支援でありますとか、

あるいは要介護というんですか、その区分に入る

わけでございますけれども、この介護保険はあく

までも、例えばホームヘルパーの派遣事業単独と

か、そういった形では設定されていないというふ

うに我々は理解しております。

といいますのは、例えば要介護度１、２になり

ましたら、当然在宅介護をどういうふうにするか

ということが一番重要になってくるわけでござい

ます。その中での１つとして、ホームヘルプサー

ビスが本人さんに提供されると。そのほかにも例

えば訪問看護でありますとか、要するに１週間の

ケアプランというのが設定されまして、そのプラ

ンに基づいてその老人の介護をしていくというの

がこの制度であると思います。ですから、在宅介

護の１つのサービスとして我々はこのホームヘル

プサービスを実施していくと、このように考えて

おります。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） １０月には介護審査ができ

るそういう組織ができるということで、この議案

が提案されてるわけですが、私は今聞かしてもら

った問題は、当然今すぐ答えられるもんではない

とは思ってますが、しかし今現在ヘルパーさんが

サービスされているそういうひとり暮らしのお年

寄りの御家庭は一体どういう状況にあるのかとい

うことも、十分つかんでおられると思うんですよ

ね。つかんでおられるのに、今この介護保険制度

に全部移行するということになれば、この生活支

援型のヘルパーサービス事業のヘルパーサービス

を受けているお年寄りは、実際には介護保険制度

に乗っていく御家庭ではないということですわ。

御本人も皆元気で 元気な人もあれば、虚弱の



人もおれば、両足で歩くこともできるし、お医者

さんに行くこともできる、そういう人はこの介護

保険の要支援や要介護、軽度、中度、重度、こう

いう人ではないわけですから、介護保険制度をそ

のまま適用して移行さしていくという考え方は、

それは事務所ができてそういう中で横出しや上乗

せとかいうものが実際に実施されれば言うことは

ないんですよ。そういうふうに私は解釈していい

のかどうか。横出しやら上乗せで、現在のヘルパ

ーサービスを受けていらっしゃる高齢者の方が、

一体この後介護保険制度が実施されたらどうなる

のかということが随分心配なんです。

市のヘルパーさんは１１人と、それから登録ヘ

ルパーさん４２人、派遣ヘルパーさんは今何人い

らっしゃるのか数字では出してくださってません

が、全部合わせて３５７人がサービスを受けてい

るというふうに資料ではいただきました。この３

５７人で回数にすれば１万回ぐらいになるんです

よ。週に１回のサービスの方もあれば、２回ぐら

い行ってくださる方もある。大体、平均して１回

サービスをされるときには、お掃除のお手伝いや

ら、それから病院にお薬をもらいに行ってあげる

ことやら、お買い物に行ってあげられる、そうい

うお手伝いをしている人のサービスの１回の時間

が１時間半前後ぐらいですね。そして、３５７人

の人がヘルパーさんのサービスを受けてるわけで

すから、介護保険が実施されると、こういう人た

ちがその中で制度に乗っかれるような状況は、横

出しやら上乗せで絶対大丈夫、今までとは変わら

ないサービスをしますよ、こういうふうに私は受

けとめてよろしいでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 松

本議員御質問の趣旨といいますのは、多分このヘ

ルプサービスを受けておられる方、その方は

介護保険につきましては、あくまでも認定された

方がサービスの提供を受けられると。それ以外の

要するに自立ですね。自立という形で認定された

というんですか、そういった方々については、当

然サービスは提供されないと、こういうことにな

ると思います。

ただ、そのときに実際に介護認定がされなけれ

－２７－

ば、実際にそういうことが生じるかどうかという

のは、我々もまだわからない段階なんですけども、

もしそういった場合が起きたときに、要するに現

在はサービスが提供されてますけれども、その方

が自立ということで認定された。そういった方々

に対してどういうふうに、従来どおりサービスが

提供されるかということだと思います。

この問題につきましては、これから何度も私ど

も御答弁さしていただいてるとおり、今現在、介

護保険事業計画というのをつくっております。そ

の中で、例えばこういった問題について今後また

検討していきたいと、こういうように思ってるわ

けでございます。

ただ、この自立と認定された方で現在サービス

を受けられてる方について、どういうふうに考え

てるかということになりましたら、我々としまし

ては、当然福祉をできるだけ低下させないという

んですか、そういった形で考えなければならない

と思うんですけども、ただ、一方では保険制度で

はこのサービスを受けますと１割負担をしなけれ

ばならないと。これは個人負担ですけども、そう

いった問題があります。じゃ、今度は自立として

認定された方については、当然保険制度から外れ

るわけでございますので、これは税の方の負担に

なってくるというようなこともありまして、その

辺の１割負担とかそういった問題もあるわけでご

ざいますので、こういった問題については、その

辺も今後検討していきたいと、このように考えて

おります。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 自立と判定された方は、サ

ービスは受けれないわけでしょう。受けれないわ

けですから、実際には家事援助型のヘルパーサー

ビスを今やってるわけですよ。このやってるサー

ビスを全部保険制度や自己負担で賄っていくよう

な介護保険になると、この今のサービスを低下さ

せるようなことは、今受けている皆さんの状況を

思うと、これは絶対あってはならないことですわ。

介護保険を受けられる人は、例えば虚弱の方で

要支援の人を見てみますと、日常生活能力は基本

的にあるけれど、入浴、衣服の着脱などで週数回

の介護が必要、この人でサービス費が月額６万円



で自己負担が６，０００円ですわ、１割負担ですか

らね。

そうすると、この虚弱の人たちは、例えば私の

知っているひとり暮らしのお年寄りの方をひとつ

頭にイメージに置いて、数人おるんですけれど、

その人を見てみますと、例えば衣服の着脱は自分

でできますし、それからお買い物も行けますし、

それから家のお掃除をするのは、掃除機をしたり

とか、腰を曲げて拭き掃除をしたりとかできない

から、どうしても体が不自由だから、やっぱり老

衰で大変だからお掃除も滞ってダニがわいてるよ

うな状況になっていると。重いものも担げないと

か、そんなものもあって、しかし衣食住は十分で

きるわけですわ。こういう人は、この虚弱の中に

は、この表現からいいますと要支援の人となるの

かどうか。

この家事援助型のヘルパーサービスを受けてい

らっしゃる方が、例えば自己負担はあったにせよ

今は自己負担はありませんわ。無料でサービ

スを受けられてます。それが自己負担をして、そ

してその人が受けれた。受けれた人はまだいいと

しても、受けれない人も生まれてくるわけですよ。

その辺の今の現状のサービスが一体どうなるのか

ということが、今ヘルパーサービスを受けている

人たちにとっては悲壮なんですよ、受けれるかど

うか。一人で生活するのが大変だから、今お世話

をしてもらってるわけですからね。

これがはっきりしないと、まだそこは検討中、

今のサービスは後退させない、これぐらいの答弁

では私は納得できません。その辺はちゃんと答え

てください。

それから、横出しやら上乗せというのは、あく

までも介護保険制度があって、その制度の枠の中

から少しはみ出して、もうちょっと減免しようや

ないかとか、こういうサービスやったらまだでき

るやないかとかいう部分であって、この介護保険

の中に入らないヘルパーサービスを受けてる人が

山ほどいてるわけですよ。これは何人いるんです、

３５７人おるんですよ。どうするんでしょうか、

この泉南市の３５７人の人を。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

－２８－

ず、具体的にヘルプサービスを受けるにつきまし

て、自立と認定される方々についてどういうふう

にしていくかという問題につきましては、先ほど

も言いましたように、自立と認定された方につい

ては、これは介護保険制度の対象者からは外れる

ということになります。

ですから、そういった方々が、実際に現在ヘル

プサービスを受けられている方がどういった状態

かというのは、私もちょっと今理解というんです

か、把握しておりませんけれども、ただ、その中

には介護というんですか、認定審査を受けられた

ときには、当然そういった要支援でありますとか、

あるいは要介護、この判定を受けられる、そうい

った方も出てくると思います。

ただ、先ほども申しましたように、自立という

方で認定された人については、現在実際にホーム

ヘルプサービスを受けられてるという現実もござ

います。ですから、この分については、ただ介護

保険制度では１割負担とか、要するに保険制度の

中で１割負担とかいう議論もあります。ですから、

そういったところも当然、例えばホームヘルプサ

ービスを市単独でやるということになりますと、

そういった問題も介護保険制度の分も比較しなが

ら、我々は検討していかなければならないと思い

ます。それと、あと実際に単独でやる場合には、

それを介護保険の保険料に上積みするんかどうか

といった、そういった議論も当然なされるであろ

うと、そういうように思います。

ですから、今後介護保険事業計画を策定してい

く中で、特に介護サービスの総量を決めていくと

いうところもありますし、そういった中で我々と

してはこの分については検討していきたいと、こ

のように思います。ただ、先ほども申しましたよ

うに、福祉の低下を来さないということもあわせ

て検討してまいりたいと、このように考えており

ます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 今、谷部長の方から福祉の

低下は来さないようにしたいと、こういうふうな

お答えはありましたが、しかし本当にその言葉ど

おりになるかどうかというのは、随分心配なんで

すよ。



当然、介護認定を受けるときに自立というよう

な形での認定の出る方が、私は３５７人中かなり

いると思うんですよね。そういう人たちが実際に

は全くそういうヘルパーサービスが受けれなくな

ってしまうようなことは、今までの生活の基本を

崩してしまうことになりますよね。だから、絶対

そういうことはさせないように私は確約が欲しい

んですよ。

市長、この辺、私の今の論議の中で、市長さん

にはこの辺の状況をよく理解していただいて、今

までの福祉は低下させないというお立場できちっ

とお約束していただけるでしょうか。現在はサー

ビスを受けていても、週に２回ぐらいて来てほし

くても、週に１回来ていただいて、まあ何とかや

っとこさ生活していらっしゃるお年寄りであった

としても、お家の中では歩けますし、それから火

をつけてお風呂にも自分で入れるし、それから隣

のお店へお買い物にも行ける、そういう人が３５

７人の中にどれぐらいいるかということは、聞い

たらすぐわかると思うんですが、そういう人のた

めに、市長さんは今のサービス事業を絶対に守っ

ていくということでお答えを私はお願いしたいん

ですが、いかがでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 松本議員のただいまの質問

に対しましては、介護保険制度の内容の問題の審

議でもございます。ただ、午前中のこの件に関し

ましての審議の中で、認定審査会の共同設置に関

する検討事項という資料も提出されておりますの

で、そこに質問を絞っていただきたいと思います。

〔松本雪美君「それはちょっとぐあい悪いです

よ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先々の質問かというふうに

思いますが、介護保険制度が新たに制定されて来

年４月から施行されるということでございますの

で、まだまだ不透明な部分もございますし、まだ

国の方でも最終の保険料その他も決まっておらな

い状態でございますから、今の御質問について、

将来起こり得るであろうことに対して、はっきり

と確約するということはいたしかねるというふう

に思います。

ただ、いろんなケースが出てくるというふうに

－２９－

思います。さっきおっしゃったような、現在そう

いうホームヘルプサービスを受けておられる方で、

介護保険制度に乗れる方と乗れない方が当然出て

こようかというように思います。そういう方に対

して、今度は保険制度以外のいわゆる福祉の行政

サービスとして、どこまでどういう形でやってい

くかということについては、並行してこれから施

行までの間、介護認定も始まるわけですから、具

体の数字として出てくるというように思いますの

で、これについては先ほど部長が答弁しましたよ

うに、できるだけ今のサービスを低下しない方向

で我々としてはフォローをしていきたいと、こう

いうふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 市長は前に起こり得ること

は今の時点では答えかねると、こういうふうにお

っしゃいましたけど、この介護保険制度が実施さ

れる、そのための審査委員の組織をきちっとつく

るわけですから、現在こういう状況があって、将

来こういうことが起こり得るんだということがは

っきりわかってる以上、私はそういうお答えはま

ずいと思いますよ。

そういう人たちが、今ヘルプサービスが切り捨

てられるかもしれないという不安を抱いていらっ

しゃるわけですよ。そうすると私たちは生きてい

けないと、何とか私たちの命を守ってほしい、生

活を守ってほしいという声があるわけでしょう。

そこをそういう軽い言葉でいなされたら、やっぱ

りこの人たちにはこたえられませんわ。

そうしたら、この介護審査委員の人が実際にこ

の３５７人に認定をするわけですから、どういう

状況が起こり得るかということは、ヘルパーさん

を派遣している以上、ヘルパーさんがよくつかん

でいらっしゃるわけですわ。だから、その辺につ

いてはあなたたちはどういう状況になるかという

のは、谷さんつかんでおられますか。そこをきち

っとつかんだ上で、きょうのこの議案に臨んでい

ただきたかったんですよ、どうなるかということ

を。どういう数字で出てるのか、つかんでおられ

ますよね。つかんでおられるんだったら、お答え

ください。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。



○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 現

在、ホームヘルプサービスに行っておられる世帯

について、どういう状況かという議論でございま

すけれども、我々としましては、この介護保険制

度を導入していくについて、基本的には例えばど

ういうふうな議論をしていくかといいますと、こ

のサービスを提供する上について、例えば横出し

の事業をどういうふうにしていくんだとか、ある

いは上乗せの事業をどうしていく、それからあと、

もし自立という形で認定されたという方々につい

ては、総体的にどういった形で対応していくのか、

そういったことを現在我々としては検討している

ところでございます。

ですから、この介護保険といいますのは、あく

までも認定がどういうふうにされるかということ

が基本になってきますので、それから外れる人に

ついては、基本的な考え方としては、先ほど答弁

しましたように、できるだけ低下しないようにと

いうことで考えております。ただ、具体的にこれ

をどういうふうにしていくかというのは、まだま

だこれからの検討課題ということで御理解のほど

をお願いしたいと、このように思います。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） まだまだこれからだと、こ

ういうふうにおっしゃいますが、来年の４月実施

ですわ。だから、１０月からスタートするこの審

査委員の皆さんがどういうふうに結果を出すか。

そして、そこへ送り込む件数ですよね。送り込む

件数の中に、今泉南市がヘルプサービスをしてい

る人で、そしてひょっとしたら自立というような

結果が出る人がいるんじゃないかということがち

ゃんとわかってるわけなのに、そこをこれからの

ことや、ずっと先のことや、まだ起こり得ること

は想像では答えは出されへんと、こういうふうに

市長もおっしゃいますし、谷さんもそういう言い

方でしょう。これではちょっとぐあい悪いですよ。

今の状況では、現在サービス事業を受けていら

っしゃる方の状況で推定のパーセントを出してる

んと違いますか。これだけの人は受けれなくなる

と。それは老人ホームやとかいろいろ、何人です

か、２００人か３００人か調べられたんと違うん

ですか。その受けれなくなる 家事援助型の人

－３０－

は、それよりももっと割合は高いと思いますよ。

でも、その数字だけでも示してください。

○議長（薮野 勤君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） モデル

事業で自立となった方が、１００名の方について

認定審査を行いました結果、９名出ておりました。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） モデル事業では１００人で

９人、１割ですね、受けれない人が。ざっと１割

でしょう。そうすると、３５７人では３５人は絶

対出るということですわ。しかし、生活援助の方

は、多分もっと割合が高いと思いますよ。半数ぐ

らいは出るんじゃないかなと私は思います。半数

以上出るんじゃないかなと思います。そういう人

たちをどういうふうに救っていくかというのは、

これからの泉南市の課題ですから、市長、もう一

度お答えください。こういう人たちをどういうふ

うに、ヘルパー事業をこれから泉南市で存続さし

ていくか。こういう今の高齢者施策を切り下げて、

自立の人を切り捨ててしまうようなことは、絶対

あってはならないと私は思うんですが、その部分

について、市長はまだ先のことだからお答えでき

ないとか言いましたけど、この人たちをどういう

ふうに守っていくかということについて、もう一

度お答えください。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほどもお答えしたとおり、

介護保険でそのサービスを受けられる方とそうで

ない方、そうでない方のうち現に市の福祉として

受けておられる方、いろんなケースが出てこよう

かというふうに思います。ですから、それはそれ

ぞれの内容によって、市の方はどうケアしていく

かというのは課題でございますから、現在の福祉、

我々で行っているサービスを低下しないようにで

きるだけ頑張りたいと、こういうことでございま

す。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 失礼いたしまして、報告

第２号の専決甲第１５号、阪南市泉南市岬町介護

認定審査会共同設置規約（案）の中身を少しお聞

きをしたいと思います。午前中から皆さん方がい

ろいろとお尋ねしておりますので、あまり多岐に



わたって重なるようなことはやめておきたいと思

いますので、できるだけ理事者の皆さんも的確に

お答えいただければなというふうに思います。

条例のことでございますから、規約でございま

すから、２条ですね。１条は、なぜ阪南市泉南市

岬町になったのかなというのをまず疑問に感じま

した。２条は、審査会を阪南市に置いたその理由

ですね。３条は、審査会の執務は介護認定だけな

のか、あるいはそれ以外の介護サービス業者の参

入の許可権限まで及ぶのか。あるいは、及ぶとす

れば、その場合の基準というものは何なのか。当

然のごとく、１０月１日がもう既に開始受け付け

ですから、来年の４月１日から開始されるわけで、

その点は急いでるということでわかるんですが、

非常に国の方も拙速じゃないかというような感は

否めないんです、私は。

それで、各全国の自治体の皆さん方が、それだ

け人間があってできるならそれはいけると思うん

ですが、なかなか市町村によってはできない。そ

ういう意味では２市１町ということで、市長が判

断されてなされてることで、私はこれは当然広域

的な行政の中ではいいんじゃないかなと。これは

理解します。

４条の審査委員の選出基準ですね。いろいろお

っしゃってるんですが、本当の選出基準はどうい

う意味で、もともと泉南市がこれを持っておって

出されたのか、いや大体これとこれとこれとなっ

てもらったらよかったんだという形の方法で今回

出されたのかと。

そして、いわゆる介護サービス計画をなされる

方がいるわけですね。この場合はどなたがなさる

のか、また現在の介護支援専門員の状況はどのよ

うになっておるのか。

６条にあります審査会を発足後の財政について、

年次財政負担額は泉南市としてはどのような形に

なっていくのか。

そして、その中で２号被保険者であります

これはちょっと中身に踏み込んでるかなと思うん

ですが、いわゆる２号彼保険者の４０歳から６４

歳までの保険料は、どのように試算されているの

か、泉南市で。それは年収額による保険料という

ことも含めて、いわゆる算定が何段階に分かれて

－３１－

いくのかどうか、ちょっと私わかりませんので、

そういう点でお答えいただければなと。

泉南市の１号被保険者の保険料は平均どのくら

いで、大体最低これだと、あるいは最高額はこれ

だと。大体、全国では平均３，０００円弱だと言わ

れてます。それで、２号被保険者が大体１，２００

円から７００円と、こういう形で平均したらなっ

てるんじゃないかと言われてますけども、その点

ちょっとわかりかねますので、お答えいただけれ

ばと思います。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、巴里議員御質問の第１点目、この２市１町の

共同設置の分でなぜ阪南市なのかという御質問で

ございます。

これにつきましては、午前中の議論の中で、こ

の共同設置についてどういった形でなったかとい

う経過は説明さしていただきました。その中で、

１つは岬町さんのスタッフの方々が余り足りない

ということもあって、この共同設置の議論が始ま

ったというところ、それからあと、できるだけ広

域でやる方が認定審査についても公平性を期せる

のではないかという形で、２市１町が協議を進め

てきたというところでございます。

そして、基本的に阪南市に幹事市をお願いした

というところにつきましては、１つはいわゆる地

理的な面で阪南市さんが一番中間的な位置にある

ということです。それについての利便性というと

ころ、そして審査会委員の委員さんに来ていただ

く、あるいは認定事務作業を行うというところで、

利便性から地理的に中間的な位置にある阪南市さ

んにお願いするということになったわけでござい

ます。

それと、また一方、この３月末に実は隔離病舎

組合が解散、廃止ということもありまして、その

ときには阪南市さんが これは組合ですけども、

阪南市の方にあったということもあります。その

辺も含みながら、今回この分については阪南市さ

んにお願いしたというところであります。

ただ、この幹事市については、一定３年間ほど

事務の動きを見まして、またその後に一遍この分

については見直しというんですか、検討しようと



いうことになっておりますので、その辺でまたこ

の幹事市の問題については見直しをしていきたい

と、このように考えております。

次に、この審査会の共同設置の事務でございま

すけれども、これが介護認定審査事務のみなのか

という御質問だったと思いますが、この共同設置

の審査会については、あくまでも認定審査のみの

事務となっております。

それと、続きまして委員の選出基準ということ

でございますが、これにつきましては、保健・福

祉・医療のそういった関係者についてお願いする

という形になっております。そして、やはり医療

の医師の方々については、一応一番多い、重責と

いうんですか、そういったものを担っていただき

たいと、このように考えております。

それと、介護の計画を今現在これからつくって

いこうとしているところでございますが、スタッ

フにやはり一番意見を出していただくという形で、

医師の方々をメーンにこの事業計画をつくってい

るところでございます。それとあと、当然学識経

験者という形で大学の教授なりを招聘いたしまし

て、この事業計画をつくっているところでござい

ます。

続きまして負担金の分でございますけれども、

この積算につきましては、人件費とかという部分

で２市１町が均等割で負担する部分、それと介護

審査の件数でもって計算する部分と、その２つで

負担金を積算して計算していくということになっ

ております。

それと、続きまして２号被保険者の保険料の問

題でございます。これにつきましても、具体的に

どれぐらいにするかという数字はまだ示されてお

りません。今後示されるであろうということでご

ざいますが、まだこの分について幾らになるかと

いうことについてはつかんでいないということで、

御理解のほどをお願いしたいと思います。

それと、１号被保険者につきましては、６月の

定例会にもお示ししました今現在つかんでいる数

字ですけれども、３，５００円程度になるのではな

いかと、このように考えております。１号被保険

者は、今のところ３，５００円程度ということで積

算いたしております。

－３２－

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 数字が出てないものがあ

ったんですけども、試算はやっぱりしとかなあか

んの違うかなと思うんですよ。そういう時間がな

かったのかどうか。いわゆる２号被保険者の保険

料はどれぐらいになるのか。例えば私が３，５００

円だとしたら これはそれぞれ所得によって変

わってくると思うんですが、それは変わらなきゃ

平均なんですかね、これは平均を出してる部分と

いうのが非常に多いですから。

例えば３，５００円としたら、夫婦で４０歳を超

えてれば６４歳まで７，０００円要るわけで、これ

で年間に１２掛けたら８万４，０００円ですか、と

いう単純計算になるんですが、その点はまだ試算

されてないんだったらされてない、ある程度概算

はできてますというんだったら、できてる数字を

出していただければなと思います。

既に部長も御承知だと思いますけども、平成１

２年で６５歳以上は２，２００万人を超えると言わ

れてますよね。そして、高齢者が３７年になった

ら３，２００万人、これがまさに４人に１人という、

こういう意味合いで高齢者問題が今大きく取り上

げられて、こういう介護保険の問題もつくられて

きてるというか、設置していこうと、こういう問

題であろうと思います。

現実に、そしたら数字はどないなるねんという

たら、要介護が必要な人は１２年で２８０万人、

この２，２００万人に占める比率は１２．８％、同じ

く３，２００万人に対して５２０万人、１６．３％だ

と。これに対する相互負担をお互いしていこうと。

いわゆる応能ですね。応能、応益ということにな

ってきますが、そういう点では非常に収入のある

人とない人との差額の問題が、それぞれ問題が出

てくるんじゃないかと。

認定にしても、現実には部長、これは国がマニ

ュアルを出したのはマーク方式じゃないですか。

その１００人の方々が認定するという、これは何

ぼ、これは何ぼということになるんですか。それ

とも国が方式を出して、マークでピーピーとはじ

いた、これの方式じゃないですか。認定する人は、

それを承認するのみなのか。認定の内容というの



は、一体どういう内容になるんですかね。認定の

業務というか、執務の内容というのは。ただ、協

議、会議してそれでいいんだということじゃない

でしょう、１人３０分かかると言われてましたか

ら。中身的に少しわかりかねるんですよ。どうい

う形でどう認定されて、そしてどこへ要介護とし

ていくのか。これは１から１２まで在宅介護の問

題がありますから、１２種類というんですか、種

目というんですか、ありますが、先ほど質問者に

もあったあれがずっといろいろとありますから、

そういう点ではどのようなシステムでいわゆる認

定業務を行うのかなと。

もう１つありました４条の問題で、医師がとい

うことで、当然そうだと思うし、実は国の方針、

方向も、やっぱり医師が認定については重要な位

置を占めると。医師がやっぱり最大の認定の、い

わゆる患者の状況をようわかってるわけですから、

そういうことがそうなるであろうという、こうい

う予測といいますか、そういう方向も出てるよう

でございますから、医師をメーンにというのも私

当然だと思うし、泉南市は泉南市でどのような形

で、また違う形でそういうものを考えられるのか

という問題。

もう一度申し上げますが、いわゆる介護サービ

ス業者の参入については、これはあくまでも泉南

市は泉南市へ来るわけですね、間違いなく。これ

は今後阪南市へ情報が全部入っていきますから、

今おたくが答えてはるところの内容から見たら。

３年間の動きで見直すというというのは、そうい

う契約をなされてるんですか。口頭ですか。

○議長（薮野 勤君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） ２号被

保険者の保険料につきましては、全国の１号被保

険者の保険料の平均値から、社会保険診療報酬支

払基金というところで人数により割り振ったもの

が、各組合管掌保険なり政府管掌保険なり国民健

康保険の方に示されてくるものでございます。

認定審査会の業者参入ということでございます

が、業者参入という部分はございません。介護サ

ービス提供事業者の方の受け付けにつきましては、

大阪府の方で行います。一応予定としましては、

８月の中旬から９月の中旬までの間にそういう事

－３３－

業者の方々が大阪府の方に届け出を出すことにな

っております。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、この要介護認定の方法でございますけれども、

この認定方法につきましては、まず介護認定申請

について、個人さんの方から市の方に申請をして

いただくと。そして、あとその申請を受けまして、

今度は市の方が訪問調査を行います。そして、そ

の訪問調査の中で、これは国がマニュアルをつく

ってるんですけども、そのマニュアルに沿ってま

ず聞き取りを行いまして、その分を均一にコンピ

ューターの方に入れます。それと、あとその申請

者の方のもしかかりつけ医がおられましたら、そ

のかかりつけ医の意見書というのを添付していた

だきまして、それをもって第２次、要するに介護

認定審査の方でその書類と意見書で審査をしてい

ただくという形になっております。

ですから、一番最初の１次判定というんですか、

要するに訪問調査をいたしましてチェックする項

目については、これは全国一律という形の認定方

法だと。方法論ですけども、そういった方法がと

られるということでございます。そして、あとこ

の介護認定を行うについては、お医者さんが座長

というんですか、そういった形でこの認定審査委

員会を進めていただくということになっておりま

す。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） ３回でございますので、

一応守らしていただきたいと思います。

ある資料によりますと、いわゆる６５以上の高

齢者の介護保険料が、市長は御承知だと思うんで

すが、全国市長会調べで、一番高いところはやっ

ぱり５，０００円以上のところがある。安いところ

で２，０００円から２，４００円とか、２，０００円未

満のところ、１，７００円ぐらいかな、多分そのぐ

らいかと思うんです。

私は、これは市に文句とか、だれに文句とか違

うんです。これはまさに政治における行政的差別

やと私は思ってますよ。こういう体質、こういう

ものに対して、同じように生きて、同じように働



き、同じように税金払ってる人に対して、そのサ

ービスがそれによってまた違ってくるという、い

わゆる余計払えという形になってるという考え方

そのものが、これは間違ってるんと違うかなとい

うのが私の感じてるところなんです。これは、市

長会もそのことに対して、大変いろいろ決議なり

要望なりを出されてるんで、これは承知しており

ます。

先ほど、わかりました。第１次はやっぱり先ほ

ど私が言うた形になる。介護認定業者については

大阪府が一括して全部受けて、それぞれの 東

北４県でしたか。ある会社が全部引き受けたとい

う形がありますよね。この前出てましたね、ちょ

っと名前はど忘れしましたが。そういう形で、大

阪府が認定を出したところに対して、サービスに

対して適正な、いわゆる基準に応じて金銭の支払

いをするというシステムの理解でいいわけですね。

その理解でよければ、最後そうですということを

お答えいただければ結構なんです。

そうすると、結局皆さんが答えなあかん問題も

含めて、しんどいことだけ持たされて、おいしい

ところはどっかへ行くということにならないよう

な介護のあり方を、我々はやっぱりこれから真剣

に、理事者もそうですが、私たちも考えていかな

ければならないかなというふうに思います。

先ほどの質問にもありましたけど、余り割の食

わない方向で、もう一度福祉というもののあり方

そのものを問い直す必要があるんじゃないかと、

これをきっかけに。というように思いますので、

私の理解が間違ってなかったらそれでいいんです

が、間違ってたら訂正いただいて結構です。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、介護保険のサービスの提供事業者でございま

すけれども、これは大阪府が指定いたします。そ

して、その指定された事業者が各市町村の方に入

っていって、そしてサービスを提供するというこ

とになっております。この介護認定審査会は、あ

くまでも認定業務だということになりまして、そ

してあと、このサービスの提供を受ける側にしま

しては、あくまでもこれは個人さんの選択という
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ことになります。その中で、提供事業者がどうい

った形でサービスを提供するかというのは各市町

村で行われると、こういうことでございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 私の方から、いろんな形

で今各議員さんから質疑がありましたので、意見

にとどめるところも出てきたんですけれども、今

回この介護保険は、１つは、認定の際に１つ間違

うといわゆる連鎖反応を起こすように、異議申し

立てであるとか不服申し立て、こういうふうなこ

とになると、非常に厄介な問題になるなというふ

うに私は感じております。

そういった意味で、ただいまも巴里議員の質問

に答えられておりましたように、訪問調査あるい

はかかりつけ医の意見書、また座長を医師が行う

というようなことで、ここら辺の制度をきちっと

上げてもらわないと、えらい泉南市の方、あるい

は阪南、岬において異議申し立てが多いと、ある

いは不服申し立てが多くて困っておるというよう

なことがいわゆるマスコミ等で報じられたという

ようなことになると、非常につまらんなと思いま

す。

あわせて、半強制的にお金を支払うというよう

なシステムからして、かなり物申す方がおられる

んじゃないかと。そういった意味で、この審査の

段階でひとつしっかりした審査をお願いしたいと

思います。そうでないといかんなというふうに思

います。この点に関して、部長も心得られておる

と思うんですけども、ここら辺を間違うと大混乱

を起こしかねないなというふうに思います。その

点、もし御答弁があればお願いしたいのが１点で

す。

それから、もう１点、保険あって介護なし、あ

るいは第二の国保になるんじゃないかというよう

なことで、早くからこの介護保険が危惧されてお

ったような形で今日に至っておるんですけども、

その中で先ほど奥和田議員も質問されておりまし

たけども、第２号被保険者の保険料の徴収の仕方、

これはいろんな分担率、負担率でもって、泉南市

であれば泉南市に在住する４０歳から６４歳まで

の層というんですか、この年代層の多い少ないに



よっても非常に変わってくると思うんです。

ここら辺はしっかり啓発して徴収に努めたいと

いうふうな形で答弁されたおりましたけども、こ

こら辺の特別徴収の仕方、もちろん会社へ勤めて

おられる方は多分御主人が奥さんの分もかわって

納めていくという形をとられると思うんですけど

も、ここら辺はもうちょっと具体的にどのように

されようとしておるのか、もう１回示してもらい

たいと思います。

その２点です。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、この介護保険認定における不服ですね。認定

された方に不服が出てくるんじゃないかという御

質問だったと思います。

もし不服申し立てが出てきた場合、第一義的に

我々が、市町村が窓口となって、この不服につい

ては対応していかなければならないだろうなと、

このように感じております。

ただ、法律的にいいますと、これは介護保険審

査会というのが都道府県に設置されて、そちらの

方でということになるわけでございますけれども、

要介護認定につきましては、我々は今回２市１町

という形である程度広域的に行うわけでございま

すけれども、そういった中で、広域になればなる

ほど、先ほども言いましたように、介護認定の公

平性というのは保てるのではないかなということ

は感じております。

ただ、これから実際の介護認定が始まるまでに、

これは委員さんの方ですけれども、委員さんの方

の中で研修会等も開催されると、このように聞い

ております。そういった中でこの統一性というん

ですか、それは保たれるのではないかなと、この

ように感じております。

それと次に、特に保険料の分でございます。２

号被保険者、特に国保会計の分でございますけれ

ども、この２号被保険者の保険料につきましては、

基本的には各医療保険の加入者の数によって一応

保険料が決まってくると。そして、その分を納付

金という形で納付するということになっておりま

す。

ただ、国保会計につきましては、当然徴収率等
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も低うございますので、第二の国保という問題も

以前から議論されておるところでございますが、

この納付金につきましては、あくまでも保険に加

入されてる方が基本で納付金が請求されておりま

すので、その納付金を各医療保険者が支払うとい

うことになります。ですから、その辺で問題とな

る徴収率というんですか、それについてはある程

度は解消されるんと違うかなと、このように考え

ております。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） わかりました。ただ、僕

もう１回確認したいのは、例えば企業等へ勤めて

おられる第２号の方ですね。この方の場合は、先

ほど僕がちょっと口にしましたように、御主人が

奥さんの分まで払っていくというふうな計算で成

り立つと思うんですが、この辺は問題ないんです

か。これでよろしいんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 井原議

員おっしゃるとおり、被扶養者の方が４０歳以上

でありましたら、その分が加算されて天引きされ

ます。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） ちょっと心配になるのが、

４０歳から６４歳までというふうな範囲で今会社

勤めの方、例えば姉さん女房みたいなケースがあ

りますよね。私は３８歳ですと、家内が４１です

とか、こういうふうな場合はどない考えたらよろ

いんですか。

○議長（薮野 勤君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 奥さん

は健康保険法上の被保険者ではありませんので

被扶養者ですが、被保険者から保険料を天引き

するということになっておりますので、奥さんは

該当しないかと思います。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） もう最後にしようと思っ

たんですけど、今の答弁やったらちょっとおかし

なことになりはしませんかと。非常に姉さん女房

をもろとった場合は、例えば極端な場合、私は３

０で家内が４０になったということになると、今

の課長の説明であると、家内が５０まで納めなく



ていいというふうな解釈になりませんか。３回来

てますけども、そこだけちょっとはっきりしても

らえませんか。ちょっとおかしいですよね。

○議長（薮野 勤君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 大変失

礼しました。そこの事業所の４０歳以上の方、被

扶養者、被保険者を含めて計算上はカウントいた

しますので、天引きされます。済みません。

〔井原正太郎君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 我が党の議員からも先ほ

どの議員からも、保険あって介護なしとか、それ

から第二の国保だといったこと、今全国的にもこ

の介護保険がどうなるかということは、国民の注

視の的だと思うんです。もちろん、泉南でもこの

介護保険がどうなるかということについて、市当

局の方にもいろんな質問なんかも市民からも出て

るんではないかなというふうに思います。

先ほど部長の方から、８月には市民向けのパン

フレットを作成すると。パンフレットを早くから

出している市町村もあるようですが、８月に泉南

市も全面的にこの問題について、市民にわかりや

すいものを出すということてすから、これはいい

ことだと思うんです。

それに当たっては、例えばきょう議会で議論さ

れたことなんかも含めて、議員ですら持っている

いろんな、いえば不安だとか、それからまたわか

らない点ですね。将来のことを含めていろいろ出

ている点を、私は厚生省のこういうパンフレット

ではなしに、ほんとに市民向けにわかりやすいパ

ンフレットをやっぱり出して、このことについて

市民の理解を得られるようにすべきだと、まず１

つそういうように思うんです。

その点で、きょうの議論の中でも私どもの方か

ら事前に資料提供を求めておったんですが、阪南

市の条例集の関係部分だけをコピーして出されて、

あと民生常任委員会等で出されてきた資料につい

ては提示なかったんです。だから、その民生常任

委員会では既に数字が具体的に出たものをこの中

で改めて質問をしなければわからないと、こうい

う事態になってるんですね。

だから、私は市民向けのパンフレットを発行す
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る上でもそうなんですが、やはり担当常任委員会

に発表したものは、議員全員にもすぐに担当部局

としても、これはほんとに全市的な、また全国的

な課題でもあるだけに、私は担当の部局はそうい

うことについて周知徹底もやっぱりしてほしい。

これは今それで言っておきますが、市民向けパ

ンフレットを出したときに議会でも議論をしてい

ない、知らされてなかったことが、突然この市民

向けに発表されておると。そういうこともないよ

うに、できるだけ議会には市当局として、これは

別に悪いことをするんじゃないんでしょう。市民

のためによりよいものをというふうに 市長、

そうですね。考えておられるわけでしょう。だか

ら、余りいろんな 情報公開条例じゃないです

が、情報というのはできるだけ共有して、共通の

場で我々議員も 理事者もこれは大変な悩み事

やと思うんですよ。

いろいろ議論の中で、市長会が、市長も市長会

の一員として、厚生省に、政府にいろいろと注文

もつけてやってるわけです。だから、そういうも

のも例えば市長会でやったら、実はこんなもんも

市長会として出しましたよと、また何か議員の方

で意見があったら言うてくださいよと、僕は介護

保険の問題は、こういう議論をすべきそういうテ

ーマの問題だと思うんですよ。

だから、そういう点で私は資料について、どん

な批判があろうと、意見があろうと、積極的に議

会にもまず提供していただく。そして、できるだ

け活発な議論ができるように、また、その中で理

事者だけで考えていたことよりも、議会との議論

によってよりよい制度として発足できるように、

来年の４月１日にはね。そういうふうになってい

くような議論を私はここで深められるようにして

ほしいと。

この点はまず市長にもお願いですし、８月に市

民向けにやるパンフレットについても、市民の皆

さんからこういうふうに今市が考えてると。まだ、

いろいろとこういう問題が残されているけれども、

来年４月までにはこういう問題も解決していきた

い、議論もしていきたい。松本議員からもありま

した今あるホームヘルプサービスの問題にしても、

こういう問題をやってるけれども、一体これは、



我々としては今考え方としてはこうやれるんなら

こうやりたいとかいうことも含めて、そういうも

のを「介護保険制度について」というようなパン

フレットの中で私ははっきりさしていってほしい

なと。

今２つ、両方言いましたけれど、私はその点で

まず最初に、市長にそういう点で直接議会とのか

かわりでは、情報についてオープンにして、率直

な議論がしやすいようにぜひともしていただきた

いということを改めてお願いもしたいし、市長の

積極的な答弁をまずお聞かせ願いたい。

８月のパンフレットについての内容についても、

もう８月に出すんですから、相当骨格が決まって

ないとできないんじゃないかなと思ってるんです

が、あれば本来こういう趣旨のことを発表すると

いうんなら発表するということで、ひとつ明らか

にしていただきたい、そう思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この介護保険制度そのもの

につきましても、我々市長会も、披瀝ありました

ように６月９日に全国市長会において、厚生大臣

等々に決議という形で出しました。そのときにも

内部的にはいろんな議論はあったんですけれども、

取りまとめて出しております。これは市長会の資

料という形でございますから、また、ちょっと今

は準備しておりませんが、主に制度上の問題とか

財政上の問題とか運用上の問題について注文をつ

けております。

そういったこと、それから御指摘いただきまし

たいろんな資料ですね。我々も別に何も出さない

という性質のものでもございませんし、出せるも

のは出して議論もいただきたいというふうに思い

ます。

まだまだ、これは国自体も決まってないことが

多いものですから、逐一いろいろ決まれば流れて

くる文書もこれからあるというふうに思います。

ですから、それらについては、今後その中の極め

て重要なものについては、議会の議員の皆さん方

にもお示しをするようにしたいというふうに思い

ます。

ですから、基本的な考えでいいますと、できる

だけ我々の持っている資料その他ですね。当然オ
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ープンにしていきたいというふうに思いますし、

今まで若干そうでないという部分があれば非常に

申しわけないというふうに思いますが、今後はい

ろんなものがこれから順次決まってくるというふ

うに思いますので、速やかに御配付できるように

していきたいというふうに考えております。

○副議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 林

議員御質問のパンフレットの件でございますけれ

ども、先ほど答弁さしていただきましたのは、８

月に一般市民向けの説明会、講演会を実施すると

いうふうに私は答弁さしていただきました。その

中で我々としては、この介護保険制度について一

般市民向けに説明会を持ってＰＲをやっていきた

いと、このように答弁さしていただきました。

それと、そのほかに広報を利用して、例えば制

度がこういうもんでありますよというような形で、

今までもやってきましたけども、そういったもの

も継続して行っていきたいということでございま

す。

以上です。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 部長ね、質問をしたとき

にちょっと質問の趣旨をよく聞いていただいて、

２回同じことを言わないでもいいようにしておい

てほしいんですが、どういう内容のものをやろう

というふうにしているのかということも一緒にお

尋ねしてるんですが、それについてお答えなかっ

たんですが、私はさっき市民向けにこの介護保険

についての説明できるものを発表したいというふ

うに聞いたんです。今、講演会ですか、説明会で

すか。今、講演会と言ったでしょう。説明会なん

ですか。

それじゃ、例えば説明会と言うんなら、市内で

１カ所でやるのか、例えばどんな規模でやるのか、

そういうことね。小学校では１１小学校区もある

んですよ。４中学校区という形もあるんですよ。

３３区があるんですよ。だから、今具体的なこと

なんですから、御答弁もひとつ１度の質問できち

っとそういう点も含めて、ただ一般的に言わずに

お答えをいただきたい。もしくは、そういうふう

に答弁ができないんなら、事前にメモのような形



でもいいですから、本来きちっと出すべきですよ。

例えば、審査会の問題でもそうですよ。聞いて

たら、いろいろと疑問が深まるんですよ。私は例

えばあなた方が出してる参考資料の中に、１１年、

ことしの６月には認定審査会のメンバーについて

も大体決まるというふうに日程上なってるんです

よね。ずっと議論を聞いてたら、メンバーについ

ては、医師とそれから訪問看護ステーションの看

護婦２名とか、医師１２名とか、その他は未定だ

ということですが、例えばこういう答弁なんです

ね。この答弁が悪いという意味じゃないんですよ。

それじゃ、今度の条例に沿って考えてみても、

認定審査会のメンバーが日程上でいえばこの６月

には、そら名前を公表するかせんかは別としても、

少なくともきちっとしたものが対応として出され

ないかん。これが１００名なんですか。全部で１

６０のところを１００名で、当面はね。だから、

１６０名決まってなかったとしても、例えばこれ

についても、２市１町共同でやるということは、

岬町の方の言う話をこれは２回ほど聞いてます。

でもね、岬町の云々という話も聞いておるんです

が、それじゃ、泉南市で結局はどういう人たちを

どの程度出さなければならなくなっておるのか、

阪南市ではどの程度出すのか、岬町はそういう体

制がないからといっても、そしたら一人も出さん

ということはないわけでしょう。例えば、今当面

１００名のうち、岬町の方でもこれだけは用意す

ると言うてるんですよと、あと阪南市ではこれだ

けのメンバーを出す、泉南市ではこれだけのメン

バーを出すことになってるんですとか、少しはも

う１０月１日に迫ってる問題で、この６月のこれ

は臨時議会なんですよね。この時点ではやっぱり

もう少し具体的なことを、そしてこんな細かいこ

とまで一々質問せんでもわかるようにしていただ

くことが必要だと思うんです。こんなことで私、

余り質問をしたくないわけなんです。

だからほんとに、例えばそのことも答えられな

いんなら答えられない、今はそういう現状やった

ら現状で、今の現状がわかるように説明をしてほ

しいんです。そういうことで、まあいうたら岬町

まで抱えないかんという意味のことですが、何で

泉南市がその責任も持たないかんのかということ

－３８－

についてもわかりませんし、大阪府の援助はない

のか、いろんなこともあります。それが１つ。

それから、もう１つは、審査会のその前の段階

の訪問の調査のことについてですが、ちゃんとこ

ういうことも一応は本来いえば、こういう条例規

約を出してくるんでしたら、審査会に入る前の訪

問調査についても、どういうスタッフでどういう

形でやるんかと。いわゆる市の職員だけで持つん

かどうかとか、調査を受ける側から見れば、不安

にならないようにすることが大事だと思うんです

よ。

そういう点で、例えば訪問調査をする方を泉南

市では何名ぐらい、そしてどういうスタッフで持

つようになっていますとか、やっぱりこの介護保

険制度についてのまずイロハからきちっと本来は

説明すべきだというふうに思いますよ。どうでし

ょうか。

それと、あと１点、ついでですが、高齢者の福

祉事業のことについてもいろいろ意見が出ました。

既存の事業についても出ました。介護保険事業で

の１６事業以外に、泉南市では一体どういうふう

な事業が今実施されているか。例えばそういうこ

とも、私は先ほど市民向けのパンフレット云々と

いうときには、ひとつ発表をきちっとして出して

あげてほしいなというふうに思いますが、そうい

うことも含めてひとつ報告してください。

○副議長（奥和田好吉君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 認定審

査会のメンバーでございます。まだ具体には決ま

っておりませんが、泉南市で４２名、阪南市で３

８名、岬町で２０名、それぞれ委員を出すことに

なっております。

それと、訪問調査につきましては、市内の福祉

事業者に委託をする考えであります。ただ、その

事業者の方が行けない場合とか、不安を感じてお

られる方の場合には、市の職員でも対応してまい

りたいと思っております。

〔林 治君「答弁」と呼ぶ〕

○副議長（奥和田好吉君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 介護保

険の講演会を８月２１日に開催する予定でござい

ます。その講演会に引き続きまして、認定申請等



手続上の説明会を引き続いて持ちたいと考えてお

ります。それ以外の説明会につきましては、社会

福祉の団体等、いろんなところで会合がある分に

ついては、積極的に説明に努めてまいりたいと考

えております。（林 治君「場所は」と呼ぶ）場

所は、あいぴあ泉南です。

○副議長（奥和田好吉君） 答弁漏れないですか。

林君。

○２２番（林 治君） 会議を進めるために……。

ちょっとパンフレットの内容についてどうかとい

う話もお聞きしておるんですが、パンフレットは、

これはもう発行する気はないんですか、それとも。

するんでしょう。

○副議長（奥和田好吉君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 介護保

険事業計画の素案ができ次第、介護保険事業計画

の概要版につきましては出してまいりたいと考え

ております。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 大体、それもいつごろに

は市としてつくれるのか。これは、この問題につ

いての体制がどうなのか、十分なのか、いろんな

こともあると思うんです。担当としては大変だと

思いますが、これはもう焦眉の課題になっておる

ので、市民向けにもぜひとも早くこういうものを

発表していただきたいなと。

今、そういうものについても出したいというこ

となんですが、できるだけいつごろには出したい

とかということも含めて、もう一度お尋ねしてお

きたい。

同時に、先ほど訪問調査については、うちの場

合、市の職員ではなしに、市内の福祉事業者に委

託というふうに言われてしまって、これは一体福

祉事業者というふうに言われると、ちょっとわか

りにくいんですよね。どの程度の 一般的な職

員ですね。例えば職員やとどの程度の人数が必要

なのか。そして、これほど人数が要るから職員で

は対応できないから市内の福祉事業者、そちらに

は具体的に頭の中にどういう団体ということはは

っきりあると思うんで、私はそれをきちっと示し

てほしいなと、こういうふうに思いますよ。

○副議長（奥和田好吉君） 岩本介護保険課長。

－３９－

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 先ほど

の概要版につきましては、１０月までには出した

いと思っておりますが、ただ作業等でちょっと未

定です。

それと、訪問調査につきましては、市内の特養、

在宅介護支援センター等に在籍される介護支援専

門員の方、もしくは訪問看護ステーション等にお

られる介護支援専門員の方等にお願いしてまいる

予定です。一応１３名程度を見込んでおります。

○副議長（奥和田好吉君） よろしいですか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第２号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第６、議案第１号 工事請負契約の

締結について（信達小学校屋内運動場改築工事

（建築））を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並

びに内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１号、工事請負契約の締結について（信達小

学校屋内運動場改築工事（建築）について御説明

を申し上げます。

議案書は１５ページでございます。議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条に規定する予定価格１億５，０００万

円以上の工事請負契約の締結につきまして、地方

自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。

契約の目的は、信達小学校屋内運動場改築工事

でございます。工事請負業者は大阪府泉南市新家

３３７４番地の２、松和建設株式会社でございま

す。



請負金額は２億２，３６５万円でございます。仮

契約日は平成１１年６月４日で、入札方法は指名

競争入札でございます。

なお、工事の詳細な概要、工事期間、入札に関

する事項等につきましては、１７ページから２３

ページに参考資料を添付いたしております。

甚だ簡単でございますが、説明とさせていただ

きます。よろしく御審議の上、御承認賜りますよ

うお願いを申し上げます。

○副議長（奥和田好吉君） これより質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 林君。

○２２番（林 治君） 今回、この入札が抽せん

になってますね。この点について一応御説明をし

ておいていただきたいというふうに思います。

それと、もう１つは、いつも思うことなんです

が、年間平均実績、これはたしかここに書いてる

ように、直前２期または３期の年間ということに

なってるんですが、ちょっとこの辺を直前２期ま

たは３期ということを含めて説明をしておいてい

ただきたいというふうに思います。

今なかなか不況のときですが、年間平均で建築

一式で実績を上げるということは、それぞれの企

業にとって大変だと思うんですが、この実績内容

についての点検もそれなりにきちっとやっておる

のかどうか、それもあわせてお答えいただきたい

と思います。

さきの直前２期または３期ということについて

ですが、日にちでちょっと言っていただいて、そ

ういうふうに違うものを出して、それで同じよう

に考えるというのは、いいのかどうかということ

もありますので、その点あわせてお願いしておき

ます。

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） １点目の抽せんを行っ

た経過という御質問でございますが、この入札に

つきましては、６月６日１０時を予定してござい

ました。それが当日の９時４０分ごろに、いわゆ

る談合情報ということで情報提供が電話でござい

ました。それで中身といたしまして、具体的な業

者名を挙げまして、また落札する額もおおむねと

いうことで１億９，０００万で落札するという内容

の通報がございました。

－４０－

そういうことがございましたので、本市ではい

わゆる談合情報の処理マニュアルに基づきまして、

抽せんにて入札参加者を減数いたしまして入札執

行を行ったということでございます。

なお、最初の抽せんの結果、その指名してきて

ました業者が入札に参加できなかったということ

でございました。

また、入札を行った結果、その落札しました金

額についても予定価格調書で確認いたしましたが、

上記金額では失格となるという内容でございまし

て、この情報については信憑性に欠けると判断い

たしまして、契約の締結に向けまして事務処理を

行ってきたという内容がございます。

以上でございます。

○副議長（奥和田好吉君） よろしいですか。

〔林 治君「いやいや、まだ答弁残ってますよ」

と呼ぶ〕

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） ２点目の直前２期また

は３期の年間平均の完工高の件でございますけど

も、今確認してございますので、ちょっとしばら

くお待ち願いたいと思います。

○副議長（奥和田好吉君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 遅くなりま

して申しわけございません。

年の平均工事の額でございますけども、これに

つきましては、各業者さんが大阪府あるいは建設

大臣に通知いたしまして承認を得ている経営事項

審査結果通知書の中にございます完成工事高の金

額を提示さしていただいておるものでございます。

申しわけございません。経営事項が昨年の７月

から見直しがございまして、その中で経営審査を

受ける基準日によりまして、過去の３年間の平均

の載っておる経審の結果通知書と、それから２カ

年の平均を出しているのと変更がございまして、

それらにつきましては、事業所側さんの申し出に

よりまして認定されておるということでございま

すので、御理解よろしくお願いいたします。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 私が年間平均実績につい

てきちっと調べてるかと。大阪府と、それからも

う１つは何ですか、建設省ですか、建設大臣の許



可を得てると。そういうふうに許可を得てるから

いいというものではない場合もあるんですね。そ

のことについては、課長もよく御存じだと思うん

ですよ。泉南市で具体的に私、指摘したこともあ

るんですよ。そうでしょう。南都建設のがあった

でしょう。平成４年に樽井区民センターの工事を

やったと。発注もしてないものをやったという実

績を出してたでしょう、１，８８０万ですか。だか

ら、そういうのはやっぱりぐあい悪いんですよ。

市は市できちっと審査をせないかんわけです。そ

ういう審査をしましたかと、私先ほど質問をした

んです。

そういう点について、今の答弁であれば、そこ

に責任があって自分の方には責任がないという答

弁なんですよ。だから、問題は市が出す限り、そ

ういう点もちゃんと点検をして、そして全部確認

をしてると、市として責任を持ってこれは見てあ

るということでないといかんと思うんですよ。そ

ういう点はどうですか。

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） この内容につきまして

は、一応一定の手続と申しますか、基準に基づき

まして積算しているわけでございまして、私ども

といたしましてはそれを信頼しておるということ

で、御指摘のように私どもが全指名業者につきま

して確認をしているわけではございません。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） そうすると、書き放題だ

というわけですか。それじゃおかしいでしょう。

やっぱりそこのところを行政上、あなた方はきち

っとした答弁をしておかないと、現実にそういう

問題があったでしょう。それはあなた方も確認し

てるわけです。それで、やっぱり今後はこういう

ことがないようにいたしますというて答弁してあ

るんですよ。だから、きちっと見ましたかと言う

てるんですよ。

○副議長（奥和田好吉君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 何度も申し

わけございません。私どもといたしましては、市

内の事業所さんも含めまして、基本的には先ほど

から申し上げておりますように、経営事項審査結

果通知書につきまして、私どもの方でもその数値

－４１－

を使わしていただいているというのが現状でござ

いますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） そういう数値を使わして

もらってるというのは、だから使わしてもらって

るから、その数値の方に問題があったとしても責

任はないという言い方なんですよ。これは、市が

発注してるんですからね。だから、私は市がそう

いう大阪府へ出したものであれ、国へ出したもの

であれ、市として点検もきちっとしておかないと

いけないんじゃないですかと。そのことについて

は、資料 ここで出すのは、全部で抽せん漏れ

の人も含めて１８社ですか、点検するぐらい何で

もないことだと思うんですよ。

そういうことと、それからこれは例えば建築の

市長もさっきからいろいろと思うてるんか知

らんけども、市長が助役になるときのあの助役室

だってそうだったんですよ。建築業の許可のない、

持ってないものにやらしてたんですよ。だから、

きちっとそういうものを一通り目を通してきちっ

としておれば、そういう不始末はないわけですよ。

そうでしょう。その点、あなた方にも責任があっ

たんですよ。だから、私はそういうことも含めて

きちっとしておりますかという確認の質問をして

るんですよ。それに答えられないんです、さっき

からね。

そういう上で、仕事を請け負うた業者がきちっ

と契約に基づいた仕事をしてもらわないかんわけ

ですから、それで確認のための質問をしてるんで

すよ。どうなんですか。

〔林 治君「請け負うた業者は、ちゃんと仕事

を自分でせなあかんのやで。わかってるのか」

と呼ぶ〕

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 一定の法律に基づきま

す経営事項審査ということで、所定の手続をやっ

ているという解釈の上で我々といたしましては対

応しているわけでございます。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） だから、そういうことに

ついてちゃんと確認作業というのはやる気はない



と、こういうことですか。泉南市自身で問題起こ

したでしょう。だから言うてるんですよ。請け負

うた仕事を今度は丸投げしてもぐあい悪いし、や

っぱりその業者についてはきちっとその仕事がで

きるということで、あなた方は確認も全部せない

かんわけですよ。今、この入札の落札した云々の

話じゃなしに、まず入札で談合情報があったとい

うようなこともあったから、一応そういうことに

ついて全部検討したんですかということで確認を

してるわけです。

それを今のような答弁では、過去に具体的な事

例があったにもかかわらず、なおそういう点検に

ついてやる気がないと言うてるんと一緒ですよ。

大事な契約問題で、そんな態度はないでしょう。

事件があったときには、今後はちゃんときちっと

調べますとか、見ますとか、対応しますというて

答弁してきてるんですよ。

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 私どもといたしまして

は、一定の入札に参加する業者の資格ですね。い

ろんな事務関係書類等を含めまして、一応その確

認をさしていただいてるという中で対応している

ということでございます。

議員御指摘の完工高とかという点につきまして

は、今回そこまでの点検というのは実施してない

ということでございます。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） 書類で確認をしてきてる

と。確認をしてきてるから、これほどのものです

から、いわゆる丸投げだとか、そういうようなこ

とは契約上、約束どおり一切ないと、そういうこ

とも信頼していいと。ただし、この事業実績につ

いては、今回これは確認しておらないということ

ですが、これはぜひとも確認をきちっと、やっぱ

り業者を現説や何かで決めるときにしていただき

たいと思うんですよ。一般競争入札でどこが来る

かわからんときやったら、それはそうかわかりま

せんが、しかしここへ来るまでの間にはまたそう

いうこともできると思うんですよ。それはぜひと

も具体的に検討していただきたいと思いますが、

どうですか。契約を守れるんやなということも含

めてな。

－４２－

○副議長（奥和田好吉君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） たび重なるお尋ねでござい

ますけれども、とりわけ年間の平均実績等につい

ては、先ほど来お答えを申しておりますように、

経審の事項の中から我々取り上げておるというこ

とでございます。

これだけの事業でございますので、この各社に

つきまして、この平均の実績が上がったものにつ

いて、すべてを１つ１つチェックをしていくとい

うのは物理的に不可能なことでございます。そう

いう意味では、我々とすれば、それはやれること

がベストかと思いますけれども、現実的に作業の

問題としては不可能なことであります。

ただ、これにつきましては、従前からも大阪府

の方で経営審査事項あるいはその結果をオープン

にしていくというふうなところで、非常に透明性

を確保していくという中でこれの真実性といいま

すか、担保をしておるというふうに理解をしてお

りますので、そういう流れの中で経営審査事項の

信頼性というものが高められる努力もされている

ということでございます。それを我々は利用さし

ていただくということが現状であろうかというふ

うに思っております。

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと私も先ほどの質

問で終わりにしたかったんですが、助役さん、せ

っかく答弁に出てきたのに、なぜ全部きちっと答

弁してくれないのか。契約どおり守れるんですか

と聞いたでしょう。

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 契約のとおり遂行して

いくということでございます。

〔林 治君「私は結構です」と呼ぶ〕

○副議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） １９９５年から震災以降、

耐震構造が義務づけられたというふうに思うんで

すが、あれ以降これが最初の学校関係の工事だと

いうふうに思うんです。新しく耐震構想を加味さ

れた、非常に技術的には難しくなったと思うんで

すが、これで例えば技術的にはどういうふうな有

資格が必要なのか。例えば、それにかかわるどう

いう資格の人を配置しなければならないのか。ち



ょっと４年間ありましたから、その辺お教えをい

ただきたい、こういうように思います。

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 現場におきましては、

一定の資格と申しますか、現場管理者ないしは１

級の資格を持つ者を配置することが義務づけられ

てるということでございます。

○副議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 通常のものでもそれぐら

いの有資格者は必要だというふうに思うんですが、

私が質問したのは、耐震構造が加味されたことに

よってより技術基準が強化された。それにかかわ

って特別な技能者ですね、技術者ですね。そうい

う配置は必要ないのか。必要であればどういう有

資格者なのかと、こういうことを聞いたわけです

から、その辺はちょっと、もうさっきからたびた

び同じことを２度、３度繰り返してるわけですか

ら、先ほどの質問者からね。その辺は教えてくだ

さいよ。ちゃんと答えてくださいよ。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 耐震設計は以前から、昔か

らあるわけなんですが、いろんな事例のもとに改

善といいますか、改定されてきているわけでござ

います、頻度によってですね。現場の施工につい

ても、設計についても、耐震設計の変更はありま

すけれども、資格そのものは従前と変わりません。

特に耐震が今度新たに改定されたから特別な資格

と、そういうことではございませんので、御理解

いただきたいと思います。

○副議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 完工能力というのは１つ

の指名の基準だろうというふうに思うんですが、

実績からいいますと、非常に極端に低い、１住宅

を建てればほぼこれぐらいになるんではないかな

というふうな業者の方もおられる。松和さんも非

常に低い額だと、こういうふうに思うんですが、

その辺の完工能力ですね。先ほど言われました一

級建築士、あるいは過般来の鳴滝の住宅のときに

も問題になりましたいわゆる主任技術者、こうい

うものはここには配備されてるのか。この２つに

ついて、これは配置されてるのかどうか。

それと、現在のいわゆる労働者名簿等の保有、

－４３－

それに基づく各種健康保険、こういうものに加入

しているのかどうか、その辺もお示しをいただき

たい。

私、それを聞きますのは、１１年の５月に不良

不適格業者の排除を、真摯に技術力の向上を考え

ておられる業者を伸ばす意味で、そういうものを

排除していきたいんだと、こういうふうな文書を

各業者さんにお出しになっている。そういうこと

もありますので、あえて聞いているわけですが、

その辺のお示しをいただきたい。

○副議長（奥和田好吉君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） お答えいた

します。

本工事に関しましては、議会の方で御承認いた

だきましたら、速やかに技術者等の配置をしてい

ただくということでございまして、私どもの方で

は、今現在おおむね建築工事でございますけども、

４，５００万円以上の工事については、請負者の方

で技術者の配置をしていただくということで、名

簿につきましては、後日議会の方で承認をいただ

けましたら、本契約を締結さしていただく段階で

通知をいただくというふうに考えてございます。

それから、雇用保険関係、それから健康保険関

係の加入状態という御質問だったかと思いますが、

この件に関しましては、当業者につきましては、

すべて加入されておられます。

以上でございます。

○副議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 私は、この事業を遂行す

る上で完工能力を持ってるのかどうかと。例えば

現場ごとに配置をしなければならないわけですか

ら、そういうのはわかりますので、他にまた別件

を持っておって、そこへ責任技術者を振り向けて

いる。だから今はないんだと、こういうことであ

ればわかるんですが、いわゆる常時ですね、そう

いう責任技術者というのは、この事業所として保

有しておらなければならないというふうに思うん

です。

それから、従業員についても、これだけの事業

をやり得る能力を持っているんだということで、

それに見合う従業員、常雇いの配置をしていると、

こういうことになるというふうに思うんですが、



当然健康保険等に加入しているということで、５

人以上の強制適用事業所になるというふうに思う

んですが、それはそういうふうに常時常雇いを５

人以上配置していると、こういうふうに承ってい

いんでしょうか。

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 当然、この事業を発注

する場合には、各業者ともそれだけの能力と技術

者を有するということを確認した上で発注してい

るわけでございますので、その点は大丈夫だと思

います。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） それは、ちゃんと何らか

の公的文書なりで見られたのかどうか。さらに、

その公的文書を裏づけるような確認行動を市とし

てとられたのかどうか、その点お示しをいただき

たい。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） いわゆる指名願を出し

た時点で必要書類等を確認した上で、また市の発

注する業種の内容について、一定の各業者の基準

を設けた段階でそれは確認しているわけでござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 多分、建設大臣の認可あ

るいは大阪府の経審、こういうものを見た、こう

いうことだろうというふうに思うんですが、例え

ば常雇いが５人以上おらなければ強制適用事業所

にならない、これは健康保険法なんかにも明記さ

れているわけですが、３，３００万何がしかの事業

が実績だと、１年間でね。利益率は高く見てもせ

いぜい１５％ぐらいだろうというふうに思うんで

すが、２０％としても、これ計算しますと、利益

率がこういう状態なんで非常に少ない。それで５

人の常雇いを常時持って経営に当たっておられる

ということもちょっと合点がいかないんですが、

だからこそちゃんと書類に基づく実績を市で確認

しなければいけない。やっぱりそういう経審をう

のみにしている、そういうところの不備がここに

も出てきているんではないかと、こういうふうに

思うんですよ。

そういう点で、私は技術者の問題とあわせて、

－４４－

本当に常時そういう技術者を保有しているのかど

うかということも、やはり裏をとる必要があるん

じゃないか。それがこの５月の各事業所へ出され

た文書の実践じゃないんですか。そういうように

思うんですよ。そんなもん、来年からやるという

んではなくて、もうこれだけ入札問題については

問題になっているわけですから、もう直近のやつ

からやるべきだというふうに思うんですよ。そう

でしょう。ほんとに問題があって、指摘をされて、

それからでないと動かない。一体、ほんまに行政

の主体性、公平、公正な入札をやるという主体性

は、一体どこへ行ってるのかと、こういうふうに

思うんですが、その辺はどうですか。これからの

問題も含めてお答えください。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） １つ、完工高の件では、

３，３００万でなしに２億３，３００万ということで

ございますので……（和気 豊君「いやいや、違

うがな。もう１つの業者や」と呼ぶ）その点ご了

解ください。

それと、今業者の業務内容等のことで御指摘ご

ざいましたが、今のこの業界の置かれている状況

というのが、不況を含めて大変厳しいという中、

また１つは地元雇用とかいうふうなこともござい

ます。そういうふうな中で、本市の中でいわゆる

中小、零細業者なわけですね。そういうような業

者のためにどういうふうな育成というんですか、

保護があるのかということもやっぱり慎重に考え

ていく必要があると。

そういう中で、今回の審査方法の見直しにつき

ましては、１１年度を周知期間とするというよう

な中で、業者のなお一層の努力も喚起する中で、

１２年度からその受け付けなりでそういうことを

実施していくということをあらかじめ連絡さして

いただいたということでございますので、よろし

く御理解をお願いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 私は、零細な業者を切り

捨てろということはいささかも言ったことはない

わけで、市内業者優先と、坂田建設のときなんか

にもそういう論議を心して拝聴した一人として、

かねがねそういうふうに主張もこの場でやってま



いりました。それは当たり前のことなんですよ。

要は入札にかかわって、いささかの不正や公正

に欠けることがあってならないという立場でいろ

いろお尋ねをしているわけで、指名をした限りこ

の業者すべてでだれかが落札する可能性があるわ

けですよ。そしたら、２年、３年前までさかのぼ

って、一番高い実績を上げておられるんでしょう

けども、中には３，７００万というふうな業者もあ

るわけですよね。そしたら、利益率からいっても、

丸々これが利益率にならないわけですから、せい

ぜい１５％から２０％であっても、これは日本の

１つのあり方として大体それぐらいの線ですよ、

最高。そしたら、どうやって従業員を養っていけ

るのか、給料を払うのか、こういう疑問さえ出て

くる業者がありますよと、こういうことを言って

るわけです。

だからこそ、裏づけをとる必要が、公の書類、

これをうのみにするんではなくて、それの裏をと

る必要があるんではないですかということを言っ

ているわけで、その辺をどう聞き違えたのか、お

かしな答弁をされるわけやから、もう終わろうと

思ったんですが、再度聞かざるを得ない、こうい

うことになるわけです。これの実践については、

もうやれるところから今まさにやっていかないか

んじゃないですか。それが市民の声ですよ、公正

な入札というのは。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 建築の場合、特に二、

三年の実績と申しますか、過去に実績があっても

この間になかなか発注ができないとか、そういう

ような若干の特殊事情もございますけども、我々

といたしましては、今回指名さしていただいた業

者につきましては、それだけの対応はできると。

過去の実績等を踏まえまして、また平均の実績だ

けでなしに、資本金等を含めまして規模等を確認

した上でさしていただいてございますので、その

点は間違いないものと思っております。

また、今後の業者の指導を含めました、経営内

容等を含めました見直し等につきましては、今後

より深く検討してまいりたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

－４５－

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） これは談合情報があって、

それに基づいて抽せんをされて入札をされたと、

こういう案件でございますが、結果的には入札情

報とは業者名も金額も 金額は約とか概算とい

う、そういう書き方ですから、一概に違ってると

は言えないかもわかりませんが、業者名も違って

おるという報告がなされておるんですが、こうい

うことになりますと、金額が違うことがあるので、

業者から大変な不満が出る結果ではないかなと思

うんで、情報があった場合に抽せんにするという

市の方針ですけども、こういう方針はいたずらに

いろんな問題を持ってくるんじゃないかなと。

聞くところによりますと、入札情報はなかなか

中身はわからない、しかし情報があったというこ

とで、一定のそういう要件がそろえば、それで情

報ありということで抽せんに切りかえるというこ

とですから、その制度上の問題もあって、情報が

あった場合に抽せんするというあり方は、やはり

いろいろ問題を持つんじゃないかなと。

そういうことで、全国にも泉南市の抽せんにし

てやるということが、大きな世論もありまして評

価されておるわけですから、私は基本的にはすべ

てそうした方がいいと思うんですが、ある一定の

金額を超えたものについては、やはり原則抽せん

にするということをやらないとだめなんじゃない

かなというのが、この入札結果だと思うんですね。

そういう点で、現在この情報に基づいて行った

行為を踏まえて、今泉南市がやっております情報

があったら抽せんにしますよという問題をまだ堅

持していくのかですね。私はもとに戻すべきだと、

そのような意見を持っておるんですが、いかがで

すかと。

それから、これは失格した業者と落札した業者

とが５２０万の差があるので、どの辺が最低価格

かなというのはちょっときちっとは読めないんで

すけども、この面について、もういいかげんに最

低価格、それから予定の上限価格ということを議

会の提案のときに示したらどうかなと、そう思う

んですが、その点でのお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

それと、この指名の業者の中に、私も中の業者



を全部知りませんが、土木工事にかなりウエート

のある業者と、建築を一本にやっておるような、

近い業者とが混在しておるんじゃないかなと思う

ので、今下水工事で土木工事は案外たくさん発注

されておりますが、こういう建築と土木とは、土

木建築業と言うけど、やっぱり専門的には違うと

思うんで、こういう指名に当たって、やはり建築

にウエートを持っている業者にこういう仕事が回

るように配慮するのが私はきめ細かな対応ではな

いかなと思うんで、この中にほとんど下水ばっか

りやっとる業者がこういう建築の指名に入っとる

となれば、指名の段階であなた方が指名をするわ

けですから、そういう点の整理ができないかどう

かですね。そういうことも含めてちょっと御答弁

いただきたい。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） １点目の入札のあり方

ですね。この点についてはいろいろと御論議あり

ますし、今全国でもいろんな方法が試行といいま

すか、模索されている段階だと思っております。

本市におきましても、いろんな取り組みをやって

きておるわけでございまして、その中で一定時期、

抽せん型指名競争入札を行ったということがござ

いましたが、この件については、談合情報があっ

た時点でそれに対応するという形で、現在は一応

施行しているわけでございます。

今回の件につきましては、一定その対応が何と

申しますか、スムーズにできた１つの典型だと私

自身は思っておるんでございますけども、一定今

のところは、談合情報が寄せられた場合にはこの

形をとっていきたいということでございます。

それと、最低制限価格ですか、これの事前公表

の件だと思うんですけども、この件も含めまして

どういうふうな対応ができるのか、これもこの前

の議会の中でもいろいろと御論議があったところ

でございます。現在、私どもといたしましても、

いろんな先進事例もございますし、その点を今後

検討する中で、市長も答弁いたしましたように、

１２年度実施に向けて事務的には作業を進めてま

いりたいと思っておるところでございます。

それと、いわゆる指名業者の業種の問題でござ

います。この件につきましては、確かに建築、土

－４６－

木だけなしに、それは経営努力だと思うんですけ

ども、ほかにもいろんな業種を取られている業者

の方もございます。その中で、もともとは建築、

土木が一本で来たというふうなその業態というん

ですか、業種の流れもありまして、その辺の区別

をどこでするかということもなかなか難しい。こ

の２業種につきましては、各業者の発生してきて

いる経過とかいうこともございまして、なかなか

その辺は難しい面もあるとは思いますが、業種が

多業種にわたってる場合に、どういうふうな一定

の１つの線引きを行うかということは、議員御指

摘のとおりいろいろ課題だと思っておりますので、

今後の１つの検討課題とさしていただきたいと思

っております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今回の入札のこの反省点は

余り語られなかったんですが、いわゆる情報があ

ればそれに基づいて抽せんしますわね。しかし、

その結果、終わった後で中身を全部 中に入っ

ておるのはわからんわけでしょう。例えば１億円

ですよと言ったって、開けたときに１億円かどう

かが照合できるわけやから、もう抽せんは終わっ

とるわけですね。本来であれば、談合情報がなけ

れば入札した方が入札に参加しないわけでしょう。

取り返しがつかなくなるんですね、これ。今回は

おおむね１億９，０００万、落札したのが２億１，３

００万ですから、近いといえば近いし、違っとる

といえば違っとるわけですね。

そうしたら、これは開いてしまってから、もう

それは抽せんは終わっとるんだと。この場合にこ

の情報に信憑性がなければ、これは大変なんじゃ

ないんですか。業者はやはり死活問題で、一生懸

命、命かけてこういう行為に取り組むわけでしょ

う。これはやはり僕は大きな反省点で、取り返し

つかないと思うんですね。金額が合うかどうかは、

終わってからでないと合わないんじゃないですか、

システム上は。そこのメカニズムと、こういうこ

とで起こり得る問題性をきちっと報告してくださ

い。中身は僕らはどういう形になるんかわかりせ

んからね、あなた方が執行しとるわけですから。

そこはちょっと説明なかったので、きちっとして

もらいたいと思います。



それから、この中に、やっぱり今度のは大規模

な２億を超える建築事業ですから、できれば

これは土木技術者と建築技術者とは全然違うでし

ょう。市長もそういうことは詳しいと思いますが、

それは全然違いますよね。だから、そういうもの

はやはりきちっときめ細かく分けて、これは建築

ですから、建築にウエートを 建築の仕事があ

るところは建築の技術者を雇いましょうけども、

ないのにいつも建築のそういう技術者を雇ってる

ということはあり得ないと思うんでね、やっぱり

業種にはおのずから専門分野があるので、この中

に 私は業者の中は余りわかりませんが、工事

しとるのはよく見えますからね。そういう点では

何でこの土木ばっかりやっとる業者がここに入っ

とるんかなという懸念を持つんでね。それは、指

名の段階でやはりちゃんとするべきじゃないでし

ょうか。でないと、丸投げとか、自分のところで

しないということは、これは必然的に起こるでし

ょう、自分のところでできないのをとった場合に

は。

そういうことを防ぐためにも、もう少しそうい

うことはあなた方は だれを指名するかはあな

た方の責任でするわけやから、指名したことにつ

いては文句言われないわけでしょう、法的には。

だれを指名しょうとね、それはあんた方の裁量権

でやるわけやから。そんなもん違法だと言うたら、

何であそこを指名してこっちを指名しないんだと、

そんな法律論争をしたって負けますよ、訴えた方

がね。それぐらいあなた方は権限を持ち、あなた

方が全部の情報を持って指名しとるわけですから、

私はそういうきめ細かな指名のあり方をしてもら

いたいと、こう思うんです。

この２つの点について、お答えをいただきたい

と思います。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 小山議員の

御質問につきまして、お答えさしていただきます。

２点目のランク、格付でございますけども、業

者さんにおきましては、各許可をお持ちでござい

ますけども、建築、土木につきましては、１つの

業者さんでありましても、極端な言い方をいたし

ますと、建築がＡで土木がＣというふうな場合も

－４７－

ございます。ですから、今回の件に関しましては、

今回資料で提示さしていただいております業者に

つきましては、あくまでも建築の格付による業者

ということでございます。

それから、談合情報云々で業者さんからも、名

指しをされた業者さんの方も私どもの方に来られ

まして、大変迷惑しているということで、一定被

害者的な要素がたくさんございます。

これらにつきましても、先ほど部長が申しまし

たように、談合情報の規定が正直申しまして明確

にされたものはございません。ただ、通報者ある

いは工事名、落札業者、落札金額、これらを明記

されてまいりますと、必然的に談合情報という理

解をさしていただかざるを得ないというふうに理

解してございます。

ただ、先ほどから御答弁さしていただいてます

ように、事前公表等を導入をしたといたしまして

も、必ず談合情報がなくなるというふうなもので

もございませんので、一定市民の皆さん方の目も

監視の目だというふうに理解してございますので、

談合情報のマニュアル等につきましては、将来も

残していかざるを得ないと。ただ、今回の業者さ

んにつきましては、大変お気の毒だったというお

答えしかできないんじゃないかなというように理

解しております。よろしくお願いいたします。

〔小山広明君「いやいや、金額はわからんでし

ょう、入札をあけるまで。そこのシステムを

言うてくださいよ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） いや、これは再質問じゃな

しに、さっき言った、いわゆる談合情報があって

も、入れとる金額というのは絶対だれも知らない

という状態でしょう。で、入札が終わって初めて、

落札した金額と談合の金額とが照合できるわけで

しょう。談合情報があっても、中に入っとるのは

わからんわけやから、それが正しい情報かどうか

わからないわけでしょう。わからんまま、談合情

報があったという前提でくじ引きするわけでしょ

う。だから、終わった後に違うことがはっきりし

たときに、これはだれも納得できないですよ。

それで、また今もちらっと言ったので、僕が心

配になるのは、業者が担当部課にそういう意見を



言ってくるシステムは、市長、これはしないよう

にしないといけないですよ、それは。それは担当

者はたまりませんよ。今のシステムの中でやっと

るときに、担当者に何でやと。聞きに行きたい気

持ちはわかりますよ。しかし、それは行政の方で

そういう窓口の受け方については整理しとかない

と、大変ですよ、こんなことをされたら担当者も。

この点も含めて、もう少しきちっと整備してくだ

さい。でないと、これは担当者がかないませんわ。

それで、今の言うシステムね、どうなっとるの

か。金額は、いつの段階で談合情報があった金額

と照合できるんかですわ。恐らく私はくじが終わ

った後じゃないかなと思うんですが、どうですか。

○議長（薮野 勤君） 前川契約検査課長。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 私どもの方

といたしましては、議員御指摘のように予定調書

関係を開封いたしませんとわからないという面も、

確かに御指摘のとおりだと思います。

ただ、今回新聞社の方から私の方に直接電話が

あった際にも、通知がおおむね１億９，０００万と

いうことでございまして、そのおおむねというの

が実際どのような数字を書いてこられるのか、１

億９，９００万なのか、あるいは１億９，０００ジャ

ストなのか、正直見えないという面もございます

ので、従来から導入さしていただいております抽

せんによる取り除きを実施さしていただいたとい

うことでございますので、よろしく御理解のほど

をお願いいたします。

〔小山広明君「ちょっとはっきりしないんだけ

どね。そこのとこ、意見じゃなしに……」と

呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） おおむね１億９，０００万と

いう情報があったのは事実ですね。それはわかり

ますわな、あったんだから。しかし、そこに入っ

ている最低金額とか上限金額というのはだれもわ

からないわけでしょう、入札が終わるまで。だか

ら、それを談合情報としてやった場合に、それが

ものすごく違っとった場合に、もう抽せんは終わ

っとると、そして入札も終わっとると。もうバッ

クできませんわね。だから、そういうものすごい

大きくはらんどる場合に、私は談合情報があった

－４８－

場合に抽せんしますよというのは、私はものすご

く危険じゃないかなという意見を言っとるんです

よ、システム的に。

だから、このやり方は、私はだめだと思うんで

すね、情報があったらやりますよというのは。そ

れが正しい情報かどうかは検証できないんですか

ら、全部終わらないと。そこを言っとるんですよ。

だから、あなた方が今やっておる談合情報があっ

た場合に抽せんしますよというやり方は、だめな

んじゃないんですかと。だから、もう全部抽せん

しますと言えばすっきりしとるんですわ、初めか

らそのつもりで行くわけですから。そういうこと

を提起しとるんですが、そのことはどうですか。

ほんとこれは大きな問題ですよ、こんなことにな

ったら。そこを言っとるんですよ。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 以前に談合がいろいろ

とあったという中で、どういうふうな方策が今後

対応できるのかということで、１つの方策として

今回これを選んだということで、当然このマニュ

アルにつきましては、事前に各市内の業者には周

知してございまして、談合情報があった場合にこ

ういう対応をするということは、各業者さん周知

の上で対応してきていることでございます。

また、どの程度内容に信憑性があるのかという

ことになりますけども、これの判断というんです

か、それは大変難しいと思います。特に、今回も

新聞等からの情報によるわけでございますけども、

今の現在のマスコミの報道が我々の社会生活に深

くかかわってる中で、それを無視するということ

は全くできないわけですし、そういう中で、今の

我々いたしましては、一定のマニュアルに基づき

まして対応していくということでございますので、

その点御了解をお願いしたいと思います。

先ほどの私の発言の中で、過去に談合というん

ではなしに、談合情報があったという中で、今回

こういう対応を考えたということでございますの

で、前の言葉を訂正さしていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。

〔小山広明君「担当者に業者が言ってくるのを

整理しとかんとあかんで、質問しとるんだか

ら。そんなもん担当者のところに一々業者が



言うてきたらかなわんで。あそこに入るなと

書いてあるけど、入るわけやから」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 当然、業者と市職員で

すね。とりわけ契約検査課とか各事業に関係する

職員との対応は、１つの節度を持ってやるのが当

然ですし、そういうふうに指導してございます。

明らかに契約検査課におきましては、業者との対

応は、窓口と申しますか、カウンターでもってや

ると。また、事業関係におきまして、特定の場所

を指定いたしましてそこでやるということを徹底

してございますので、今後ともそういうような疑

念のないように周知してまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

〔小山広明君「意見にしておきますわ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 大変大きな問題をこのやり

方については私は持っていると思うので、あなた

方もくじ引きというのを１年間試行した結果、１

つの方針を変えたわけですから、変えたのがむし

ろ僕はもっと悪い状況になったというように思っ

とるんでね。今もその問題点を指摘しましたが、

早急にこの入札については、やはりより進んだ制

度をきちっと考えていただきたい。

それから、入札課は特に、課の担当に結果につ

いていろいろ苦情を言ったり、いろいろすること

については、市長の方できちっと整理をして、そ

ういう意見を聞かんというわけにはいかんわけで

すからね、そういうものを聞くのは直接の担当で

はなしに、もう少し政治的な判断のできるところ

で受けるように、担当者にも言って、そういう問

題が来たら、うちは助役が受けるようにしてます

とか、何かそういうきちっとした整理をしてあげ

ないと、やっぱり原課の担当責任者としては対応

できないと思うんですね。そういうシステムは市

長が責任を持って決めたわけですから、その点は

ちゃんと対応していただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

－４９－

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

４時１０分まで休憩いたします。

午後３時３３分 休憩

午後４時１２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第７、議案第２号 特別職等の職員

の退職手当に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第２号、特別職等の職員の退職手当に関する条

例の制定について御説明を申し上げます。

２５ページでございます。提案の理由でござい

ますが、特別職等の退職手当の支給方法について

明確化を図るため、本条例案を提案するものでご

ざいます。

これまで特別職等の退職手当の支給につきまし

ては、特別職の給与に関する条例第８条の規定に

基づき、一般職の職員の例による分と、議会の議

決を経て増額することができる分とをあわせて支

給してまいりましたが、支給率の根拠が不明確な

ため、今回明確化を図るろうとするものでござい

まして、退職手当の額は、退職日における市長、

助役、収入役または教育長の給料月額にその者の

在職月数を乗じて得た額に、それぞれ市長につい

ては１００分の３０を、助役については１００分

の２０を、収入役については１００分の１５を、

教育長については１００分の１５を乗じて得た額

とするものでございます。

また、本条例案の適用日は１月３１日に遡及す

るものとし、支給の方法につきましても、今後は

任期ごとに行うものでございます。



以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 大森君。

○５番（大森和夫君） 大変不況が長引いて市民生

活もほんとに大変になってる中、また市の財政も

緊迫してる中、なぜこんな高額な退職金を出すの

かというのが疑問にあるわけですけども、まず第

１に、なぜ一般職よりも高い退職金を出すのかと。

２つ目に、以前の３月の議会で否決された条例

をまた新たに退職金という形で出すのか。

それから、３つ目に、これまでの支給実績にお

ける算定式と、今回の条例によって支給される金

額との差額は、どのようになってるか。

それから４つ目に、退職金を通年から任期ごと

に変えた理由。

そして５つ目に、以前にこのような加給金をい

ただかなかった方がいらっしゃるのか、そういう

例がないのか、お答えください。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 大森議員からの質問

でございますけれども、一般職よりなぜ高いのか、

否決された条例をなぜまた出すのかということと、

従来の支給実績と今度の条例での金額ということ、

それと任期毎に変えたのはなぜかということと、

以前加給金をもらわなかった特別職がおるかどう

かという質問に答えさしていただきます。

特別職の方々につきましては、従来からも職務

の複雑性や困難性、また責任の重大性等、非常に

厳しい中で職務を遂行されておられます。従来か

らも一定の考え方にのっとりまして、その労に報

いる形で対応をしてきたわけでございますけれど

も、前議会におきましても議論がいろいろあった

わけでございますけども、その議論を踏まえまし

て、各市の状況等を調査いたしました。その中で

判断した中で、今回の考え方を一定整理した中で、

特別職等の退職金条例として提案をしているもの

でございます。

そして、さらに今の経済状況の中でございます

から、各市の状況を調査した中では、やはり高い

額では理解を得られないであろうということの中

－５０－

で、各市の状況を見ますと、市長では大阪府下の

市の中で一番低いところで泉大津市が１００分の

３５でございます。それと、助役につきましても、

泉大津、岸和田が１００分の２５、収入役、教育

長につきましても、岸和田市が１００分の１６．７

ということになっております。それよりもさらに

低い額で我々今回提案さしてもらっているわけで

ございます。ちなみに、大阪府下一番低いところ

は、田尻町が一番低い率ということで、今回提案

をいたしております市長が１００分の３０、助役

が１００分の２０、収入役、教育長が１００分の

１５という率で提案をさしていただいておるもの

でございます。

それと、一般職よりなぜ高いのかということで

ございますけれども、一般職におきます退職金に

つきましても、国家公務員の支給実態に即して府

下各市町村につきましても、多少のばらつきはあ

りますけれども、ほぼ一定のルールといいますか、

職員の退職手当に関する条例に基づきましてその

制度化が図られている状況であります。

特別職につきましても、先ほど申しましたよう

に職務の関係等の中で、府下各市町村も一定のル

ールによりまして条例化している団体が大部分で

ございます。条例化していないのは、熊取町だけ

ということでございます。本市も今回この考え方

で制度化を図ってまいりたいということで提案を

さしていただいているものでございますが、先ほ

ど申し上げましたように、今回の提案につきまし

ては、府下最低の線での提案ということで御理解

を賜りたいというふうに考えております。

それと、これまでの支給実績における算式と今

回の条例における算式の差ということでございま

すけれども、まず市長につきましては、従来から

支給していたものが一般職の例による分と加給金

ということでございまして、４８カ月で計算をい

たしますと約１，３００万、今回条例を提案してい

る分につきましては、給料掛ける４８カ月掛ける

１００分の３０ということで、ほぼ同じ額の１，３

００万でございます。

ただ、今の向井市長につきましては、今回改正

提案さしていただいております条例附則にも載っ

ておりますように、１期分が支給されておりませ



んので、２期目に１期分と２期目を合わせて支給

という形になろうかと思います。そうなりますと、

前回までの状況からいきますと、一般職の例によ

る分については支給率が高くなってまいりますの

で、２期で合わしますと、やはり今回の条例では

１０９万ほど低くなるんではないかというふうに

積算をいたしております。

それと、助役につきましては、従来の分につき

ましては９３６万ぐらいの計算になるわけでござ

いますけれども、今回の計算でいきますと７４８

万程度と。収入役、教育長につきましては、従来

の計算でいきますと６８０万程度でございますが、

今回の提案では５１１万という形になります。

それと、任期毎に変えたということにつきまし

ては、各市の条例を制定しているところの先進団

体等を調査した中では、ほとんどが任期毎に支給

をしているというところばかりでございますので、

今回泉南市もその形で任期毎、任期毎で清算をし

ていくという考え方で提案をさしていただいてい

るものでございます。

それと、以前に加給金をもらわなかった人はい

ないのかということでございますが、かなり以前

のところまでは調査いたしておりませんけども、

直近では現向井市長が助役から市長になって助役

の退職金のときに、一般職の例による分のみとい

うことで加給金の支給はいたしておりません。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 支給の基準というのがはっ

きり出なかったんですけども、どのような支給率

率の根拠、先ほどの答弁の中で出てきたのは、

一応市民感情も考慮に入れて低い目と、府的にも

低い目と。その例に泉大津市の率が出されました

けども、率は確かに泉南市は低いんですけども、

例えば給料はどうなのか。例えば、泉大津市と泉

南市の給料、市長はどちらが多いかといいますと、

これは泉大津市の方が給料は少ないわけですわね。

だから、率が低くてもそういうことを考えなけれ

ばならないと。助役にしましても、泉大津の場合

は助役の数は１人です。泉南市は２人であります。

それから、収入役におきましては、教育長も泉大

津の方が１カ月の給料は安いです。

－５１－

ですから、率でいいますと、そういうような形

で低いかもしれませんけども、例えばそういう今

もらってる給料の金額、それから助役の数、それ

から泉大津と泉南市と比べますと、皆さん御存じ

のように、泉大津の方が市民の数は多いんですよ

ね。これは、市民の数と市長の給料と大体比例し

て構わないと思うんですよ。

そういうことを考えますと、決して低い額では

ないと。府的に見てそんなに低いと一概に言えな

いと思います。そういう点を、率、率と言います

けども、その辺をもうちょっとよく考えてこの率

を決められたのか、そういう状況になってること

をどうお考えか、お聞きしたい。

それから、市長に関しては、これは変わってな

いですよね。だから、市民感情のこととかいろん

な市の状況を考えますと、これは市長みずから金

額を下げるというのが、いいか悪いかわかりませ

んけども、そういう姿勢を見せていただきたかっ

たなと。助役さんらはごっつい減るわけですけど

ね、市長に関していえば、従前のやつと変わらな

いということです。

それから、これは言われましたように、任期ご

とが大阪府的には一般的ですけども、これは東大

阪の例でありましたように、退職金を返してくれ

という今返還の裁判を起こしてますわね。これは

なぜかというと、これも退職金を東大阪市は通年

ごとにもうてたんですけども、あの捕まった元市

長は、任期ごとにしてその分は先にもらってたか

ら、刑事事件か何かの場合には返還せなあかんや

つが、先にもらってるから元市長は返さないと。

ですから、裁判になってると。そやから、今の流

れでいうと、これは任期ごとにから通年に変えて

いくのがいいんじゃないかと思います。

それから、任期ごとにするというのは、これは

今まで、市長の例を出されましたけども、２期す

れば２，６００万の退職金がもらえる、１期したら

１，３００万と。これは金額は１期ごとでしたら少

ないですからね、市民感情も和らげられると、そ

ういう意図があるんではないかと思うんですよね。

通年でもらったらやっぱり多いなと。１期でも多

いですよ。１，３００万でも多いですよ。そやけど、

通年じゃもっと多いと、そういう市民感情を考え



たんじゃないかと思うんです。

ですから、そういう意味でもう一度率の問題、

それから市長の金額が変わってない問題、それか

ら以前市長が助役から市長になられたときに加給

金は要らないとおっしゃった、そういう理由を教

えていただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御承知のように、私、助役

をしておりまして、その後市長になったわけです

が、助役在任中の退職金については、一般職の例

の部分と加給金の部分とあるわけなんですが、こ

の加給金については、私が助役からたまたま市長

になったということもございましたし、直近でも

ありましたので、私としては、そのときも御質問

があって答えておりますが、向井個人としては辞

退をしたということと、市長の向井としては上程

しないという判断をしたところでございます。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 率の根拠が明確でな

いということでございますけれども、先ほども申

し上げましたように、また３月の議会でも低い率

で提案をしたいというふうに答えておると思いま

すが、そういう中で、従来から支給してきたもの

よりも上げないという考え方で今回提案をさして

いただいておるつもりでございます。

それと、各市とも比較しても、市の中では支給

している市よりも低いということでございますか

ら、泉大津の例を出されましたけども、給料の額

が市長の方が低いんではないかということでござ

いますけれども、特別職の報酬というのは、何年

間に一遍見直しをしているわけでございますから、

その辺で変わってきたりするわけでございますの

で、率できちっと整理しておいた方が後々いいん

ではないかということで、率で整理をしたという

ことでございます。

それと、任期毎の関係でございますけれども、

実際には特別職の報酬につきましても、何年かに

一遍、従来から金額が上がってきているわけでご

ざいますから、任期毎にした方が今の考え方から

いきますと支給額が少なくて済むんではないかな

というふうに考えておるところでございます。

以上でございますので、よろしくお願いいたし

－５２－

ます。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 率でいえば、泉大津の例は

私が出したんじゃなくて、その泉大津の例を出さ

れてきたから、実際のそういう助役の数とか、そ

れから給料の金額とかいえば、決して率だけで見

るものではないということを指摘さしていただい

たわけです。

それから、前回の退職金のときに否決されまし

たけどもね、やっぱりこれ、そういう市民感情が

受け入れられるかということが大事な問題だと思

うんですよね。今、夏になってますけども、泉南

市民の少なくない方は、ボーナスも出ない、仕事

もないと、そういう大変な状況で今おられるわけ

ですわ。

そういう中で、やっぱり４年間大変な仕事、御

苦労なされたかもしれませんけども、こういう一

般職員に出してる退職金以上のものをいただくと

いうのは、非常に市民感情に受け入れられないも

のがあるんではないかと思うんですよ。市長が助

役のときに退職金を受け取らなかったというのも、

同じ理由ではないかと思うんです。だから、そう

いうところをもうちょっと尊重していただいて、

考えていただきたいと思います。

それから、財政の問題でいいますと、全部退職

金が一度に出ることはありませんけども、４年ご

とで市長から助役、教育長、収入役らを入れます

と３，７００万ぐらいの退職金が出るわけですよね。

これは非常に大きな額で、泉南市の財政が大変な

ときに、これはほんまに見直す必要があるんでは

ないかと思います。

この中期的財政展望が出てますけども、この中

で言うてるのは、人件費が特に大変やということ

を盛んに言われてます。そういう意味でいえば、

市長みずからやっぱり退職金問題、この財政問題

を考えてもっと減らしていくと。泉大津の例を引

きましたけども、決して安くなってないと。率だ

けは安いように見えますけどもね。いろんな条件

から見ると、まだまだ削減できるんではないかと

思います。

この中で言うてますけど、自主性を発揮するよ

うにと書いてますわ。他市、他市と言うて他市を



比較するんじゃなくて、他市も比較する場合に率

でごまかすんじゃなくて、もうちょっと削減、こ

ういう財政面からも、それから市民の置かれてる

状況から考え直すことができないんか、お答えを

お願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 大森議員から再度の

質問でございますけれども、当然今の経済情勢の

中でございますから、やはり民間も非常に厳しい

わけでございます。そういうことも我々頭の中に

入れた中で、他市と比べても批判を受けることの

ないように、また従来から支給していた分よりも

低い額で決めるという考え方で今回提案をさして

いただいておりますので、御理解を賜りたいとい

うふうに考えております。

それと、財政問題にも触れられたわけでござい

ますけれども、当然特別職みずからも報酬につい

ては条例をつくった中で減額して対応しているわ

けでございますから、今後ともやはりその辺につ

いても当然精査した中で対応していかなければな

らないというふうに考えておりますけれども、こ

れは退職金でございますから、従来からも一定の

考え方で支給さしていただいておりますので、そ

の中でやはり理解を得るということで、一番低い

考え方で提案をさしてもらったということでござ

いますので、御理解をお願いしたいというように

思います。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 市長みずからとおっしゃら

れましたけども、市長の場合には従前の条例の金

額と同じ金額ですね。今度の条例でする分でいえ

ば、退職金の額は変わってないんです。これは市

長みずからとは言えないと思いますよ。それをも

うちょっと、市長みずからと言うならそれにふさ

わしい率にすべきではないんですか。

それと、前回の批判と、前回の加給金が否決さ

れたのは、やっぱりお手盛りやという批判が強く

あったからだと思うんですよね。今の市民の状況

もお話ししましたけど、もっともっと市民の方の

意見を聞くような形で、市民の意見を実際聞かれ

たのか。今言うたように、夏になればほんまにボ

ーナスもない、仕事もないという市民がたくさん

－５３－

おられるわけですよ。そういう方の意見が耳に入

ってるのか、そういう意見を聞かれたのか、その

辺をお聞きしたい。

それから、この中期財政展望の中にでも、幾つ

が財政難を乗り越える財政難の緊急対応策という

のを書いてますけども、その中には例えば人件費、

旅費の抑制という欄がありますけど、この中に例

えば特別職の退職金制度を見直すとか削減すると

か、やっぱり入れるべきやと思うんですよね。そ

やなかったら、ほんまにこういう市の財政が大変

なときに、財政危機を何や市民サービスを切り捨

てて乗り越えるんかと。市長ら退職金はいっこも

変わってない、減らす減らすと言うてるけども、

従来どおりの金額もうてるやないかと。基準額が

低いと言うけども、市民の数が多い泉大津と比べ

てみても、率は低いかもしれんけども、給料は多

い、助役の数は多い、これじゃやっぱり市民の納

得は得られないと思いますよ。これ、もう一度お

答えください。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回提案さしていた

だいておりますのは、先ほども申しましたように、

市長、助役、収入役、教育長を含めた中で、総額

では従来から加給金的な形と一般職の職員の例に

よるという形と比較いたしましても、額としたら

我々としては下げてきているというふうに考えて

おります。

それと、１回目の答弁でさしていただきました

ように、各市の支給状況等を見た中で、やはり市

の中では市長につきましても支給率は一番低い率

を採用さしていただいたということでございます

から、その辺で御理解をいただきたいというふう

に考えております。

○議長（薮野 勤君） 大森君。まとめてください。

○５番（大森和夫君） これで最後にいたしますけ

ども、率では前回に比べて低いというのは、前回

が高かっただけの話であって、これでは市民は納

得しませんて。

泉大津の例を出されますけどね、泉大津は泉南

市よりも市民の数も多いんですよ。そこと率だけ

で比べてみて、何度も言いますけど、給料も多い

んですよ。そういうのは比較にならないと思いま



す。

それから、ほんとに中期の、こういう財政難の

折に財政再建をするならば、そういう資格として、

やっぱりみずからが身を削って財政問題に取り組

むということがなければ、そんな市民サービスを

削除、そんな形での財政再建には市民は納得でき

ないということを言いまして、私の質問を終わり

たいと思います。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 十分中身の濃い質疑が行わ

れましたので、ダブる部分は避けておきたいと思

うんですが、この退職金というのは、一般サラリ

ーマン、労働者にある制度でありまして、これは

御存じのように入社して最後まで勤めた人に恩典、

メリットがあるような制度になっとるわけですね。

だから、当然途中でやめれば、会社都合でやめる

よりははるかに低い金額しかもらえないという制

度で、いわゆる長く働く人をその企業にとどめて

おきたいという、私はそういう性格を持っとるん

ではないかなと思いますね。

そして、今回の他市に倣って率は多少低い部分

に合わしたようでありますけれども、こういう退

職金を市長とか助役、教育長、収入役といういわ

ゆる政治家という立場の方に払うというのは、い

かがなものかと。根拠は他市でも出しておると、

そういうことだと思うんですが、しかしどんどん

こういうことが市民の前に明らかになってくると、

とても理解の得られない部分の最重要部分じゃな

いかなと私は思います。

特に、財政問題で市長の責任というのは重大な

んですね、こういう財政状況を生み出したという

のは。だから、これがもし加給的に加算的に出さ

れるんだったら、逆に報酬を下げろという、そう

いうように発展する内容を持っとるんですね、い

いとき御苦労さんでしたというんで払うんであれ

ばですね。

そういうことは、市長もある意味でやはり給料

生活者ですから、それは自分の生活が成り立たな

いわけですけども、こういう不安定な退職金とい

うようなお金をやはり高額に出すというのは、私

は絶対にこれは続いていく制度じゃないと思いま

す。だから、報酬という形で市民の前に市長は９
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１万という、それが少なければそこで勝負をする

という、明確にやっぱり市民の前に額がわかるこ

とで、市長の立場が常に市民から監視され、市民

から見守られておらなければならない。そういう

ことが私は報酬制度だと思うんですね。

そういう点で、私は理念的にこの退職金という

のは廃止をする方向にあるのは間違いないと思う

んですね。しかし、急に廃止できないということ

で、今こういう形になっとりますけども、そうい

う点で市長の退職金、そういう４年しか任期のな

い市長に対して、この退職金制度が今なお残って

おるということについて、将来こういうものはど

ういう形をとることが必要かという市長の考え方

をひとつ聞いておきたいと思います。

市長は市長になったときに、明確に加給金は自

分も請求しなかったし、市長としても提案しなか

ったということを明確に言ったわけですから、政

治家は一貫性、自分の信念に基づいて行動すると

思いますんで、そういう点で市長の退職金に対す

る考え方をまず聞いておきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 特別職についても、当然退

職金というものが必要だというふうに考えており

ます。ただ、御指摘いただきましたように、府内

一覧を見ていただきましたらわかるように、一番

多いのは東大阪ですか、１７０という非常に大き

な額になっております。かなりばらつきもあるか

というふうに思います。ですから、私どもはやは

り今の時代、あるいはこれからの時代を見据えて、

できるだけ低く抑えるのがいいというふうに判断

をいたしまして、１００分の３０ということの府

下で最低ということでいっております。

ですから、高額のところについては、今後やは

り一定見直しというものはあり得るかもわかりま

せんけれども、制度そのものについては、必要だ

というふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 市長の結論は必要であると

いう、そういう結論だと思うんですね。だから、

報酬があって期末手当があって退職金という、こ

ういう３つの出し方があるわけなんですけども、

我々も議員ですけども、払った報酬については、



生活にもちろん使いますけども、その中で十分に

務めを果たしてもらいたいということでお金が払

われるわけですね。

退職金というのは、基本的には今度は任期ごと

に払いますけども、退職して終わった後に払うわ

けですから、それは御苦労さんという性格の金だ

と思うんですね。そういう御苦労さんということ

があるんであれば、その市長が今回も事件を起こ

せば当然退職金の返還運動が起こっとるように、

そういう動きがあるように、そういう功労金とい

うことであれば、その市長のやったことについて、

マイナス評価もあり得るということなんですよ。

それはちょっと実際、お金を払ってしまってから

金を返せというのは、なかなか大変な問題だと思

いますね。

そういう点では、そういう功労的なもの、務め

て当然であって、そのために報酬を払い、４年に

１回市民の審判を受けるわけですから、功労とい

うのはあって当たり前なんですよ、それは。じゃ、

一体なんのためにこのお金を払うかということで

す。先ほども言ったように、一般の労働者であれ

ば、やはり日本は終身雇用制ということで、そう

会社に入ったりやめたりしてもらったら会社とし

てもぐあい悪いという中で、政策的なこととして

退職金というのを企業が持ったと思うんですね。

それを我々どんどん議会にいろんな人が入ってき

て、市長がこういう高額な退職金をもらってると

いうことは、一般市民は余り知らないですよ。

そういう点で、どんどん市民の前に市長という

政治家の金銭的な待遇が明らかになればなるほど、

おかしなものについてはやっぱり許さないという、

そういう雰囲気が上がってくると思うんで、市長

の退職金は必要であるという、そういう基本的認

識を持っておるんであれば、私は市長がかつて加

給金を請求しなかったということは、一体どうい

うためにやったのかなと、そういうことを思わざ

るを得ません。そういうことをほんとに思っとる

んであればね。

しかし、そういう必要だということの根拠づけ

は全くないわけですから、私にはそれは納得でき

ません。金額が低けりゃいいという問題じゃなし

に、それは報酬という形で決めれるわけですね、

－５５－

議会の議決を得て。これは何もちゃんと議論して

やるわけですから。しかし、そういう退職金とい

う勤めた年月に月額を掛けてやるというのは、何

にも市民の前にはすぐには返ってこないわけです

から、私は退職金というのは払うべき性格でない

だろうと。４年しか勤めないわけですからね、そ

ういう人に退職金というあり方は、私は矛盾があ

ると思います。だから、市長の考えはとても納得

できません。

それと、中身に入っては、市長は現在、報酬は

９１万円ですね。助役は７８万円、教育長と収入

役は７１万円という、ここにも報酬の格差がある

上に、今度出す率においても格差をつけると。こ

れは絶対額にするとすごく差ができるわけですね。

だから、報酬が同じであれば、僕はある意味では

わかると思いますが、報酬にも差がある限り、私

は率を同じにするという、そういう整合性が要る

と思うんですね、整合性の問題として。それはど

う考えとるんですか。報酬に差があって、しかも

また率でも差をつけるという、こういうあり方は

どういうように納得したらいいんですか。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 従来からもそういう

提案の仕方で提案をさしてきていただいたわけで

ございますけれども、各市も全部差がございます。

条例を制定しているところについても、全部差が

ございます。これは考え方としては、職務の複雑

性、困難性、責任の重大性等によっての差という

ふうに我々は認識をいたしておるところでござい

ます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 全くこれは納得できないで

すね、そういう説明では。先ほどの議論にもあり

ましたけども、どんどんこれが地方分権、地方が

独自に自主的に物を考えていかないといけないと

きに、すぐ他市並びで物を発想される。市長、ほ

んとに自主性というのはうちの市にはあるんです

か。こんなことぐらいは市長で決めれるわけです

から、他市がどうだというんじゃなしに、これが

いいんであればちゃんとした説明をしてください

よ。もう少しやっぱり市独自でこのことをきちっ



と考えて出していただきたいと思うんですね。今

の中谷市長公室長の説明では、全然納得しないで

すよ。議会に対する答弁がまずいと思うんですよ、

そういう答弁では。議長、ちゃんとやってくださ

い。なぜ、そういう報酬に差があって、出す率に

も差をつけるのかということですわ。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど申しましたよ

うに、そういう責任の度合いというんですかね、

責任の重大性、職務の困難性、複雑性等がやはり

加味されるべきだというふうに考えておりますし、

市としても自主性があるんかどうかということで

ございますけれども、各市横並びでこういう条例

をつくってる中でございますけれども、泉南市と

しても各市よりも低い額で提案すべきだと。今の

情勢からいくと、退職金は必要だというふうに考

えておりますけれども、やはり今の経済情勢から

いくと低い額でないといけないという考え方でご

ざいますから、各市横並びというわけではないと

いうことで御理解を賜りたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 説明になってないんですね。

僕、何回も質問して平行線という話じゃない。質

問にちゃんと答弁してくださいよ。報酬にも差を

つけとるんですよ。なぜそこにダブルで退職金を

出すのにも差をつけないかんのか。すっきりわか

りやすいようにすべきだと思うんですね、それは。

だから、あなたは抽象的に職務のいろいろ責任

の度合いも違うからと。それで報酬に差をつけと

るんじゃないんですか。また、退職金でも差をつ

けると。こういうあり方は、私はみんな一体感と

か連帯感を持てないと思うんですよ、こういうあ

り方では。

このことはちゃんと御答弁いただきたいのと、

それから府から助役で来ていらっしゃる方には、

助役であって４年の任期しかない中で半分勤める

わけですね。その助役には全然出さないと。じゃ、

あなたは職務としていろいろ大変だということを

言いながら、府からせっかく来て助役として一生

懸命頑張っとる方ですよ。その方には今度はそれ

を出さないと。やっぱりそういう矛盾が起きてく

るわけですよね。

－５６－

だから、そういう退職金ということでやるんじ

ゃなしに報酬でやれば、府から来ている助役でも、

泉南市の職員さんから上がった助役さんでも、同

じ報酬をもらっとるわけですよ。何にも差はない

でしょう。

そういうようにすっきりと、現在の業務に働く

に足るちゃんと報酬を払うということですきっと

するのが、私はこの特別職に対する対応の仕方だ

と思いますよ。退職金なんていうのは、やめてか

ら基本的には払うわけですから。もう少し市民が

納得できるような、そういう提案の仕方をぜひし

てもらいたい。

もう答弁をきちっとしてもらったらそれでいい

ですから、後で意見で言いますけども、今の言う

なぜそういう２つのことに差をつけるのかについ

てはきちっとやってください。そんなこと深く考

えんと、とにかく他市がやっとるからやりました

んやというならそれでもいいからね、正直にちゃ

んと答えてくださいよ。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） なぜ差をつけるのか

ということでございますけれども、先ほど申し上

げましたように、当然報酬についても市長、助役、

収入役、教育長等では金額的に違います。一般職

につきましても、管理職になる人とならない人も

ありますけども、給料によって号級が違いますか

ら、退職時には給料が違うということが事実ある

わけですね。

ですから、そういう中で、私先ほど申しました

ように、やはり責任の重大性等、非常に厳しい仕

事をしている中で、その度合いに応じて給料も変

わってきてるということでございますから、退職

金につきましても、一般的に各市もそういう形で

取り扱っておりますけれども、我々としてもそう

いう考え方でその取り扱いをさしていただいたと

いうことでございます。

それと、大阪府から来られておる助役に退職金

がないんかということでございますけれども、今

回のこの条例の中で、今回大阪府から来ていただ

いております助役さんにつきましても一部入って

おりますけれども、これは泉南市の方で退職した

と。来ている間に退職された場合の支給の関係で



ございます。大阪府へ帰られたときには、大阪府

で職員でおった期間と向こうであと勤務した期間

について、通算で他の団体の方で支給されるとい

う規定がございますので、支給する根拠が出ない

ということでございますので、御理解をお願いし

たいと思います。

○議長（薮野 勤君） 質疑途中でございますが、

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いたし

ておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ

延会とし、明１３日午前１０時から本会議を継続

開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

１３日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日は、これをもって延会といたします。御苦

労さんでした。

午後４時５２分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 薮 野 勤

大阪府泉南市議会議員 真 砂 満

大阪府泉南市議会議員 和 気 豊
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