
午前１０時５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回泉南市議会定例会を開

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、２６番嶋本五男君から欠席の届けが出て

おりますので、報告いたしておきます。

本定例会には、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

１１番 南 良徳君、１２番 真砂 満君の両君

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。今期定例会の会期は、本日

３月８日から３月２９日までの２２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３月８日から３月２９日までの

２２日間と決定いたしました。

次に、日程第３、市長の市政運営方針について

を議題といたします。

市長から市政運営方針について発言を求めてお

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。平成

１１年第１回泉南市議会の開会に当たり、市政運

営に対する基本的な考え方と主要施策の推進につ

きまして、私の所信の一端を申し上げ、議会議員

各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りた

いと存じます。

今、世界に目を向けますと、ヨーロッパ地域に

おきまして、本年１月１日より共通通貨ユーロ導

入を核とする欧州連合（ＥＵ）の経済通貨同盟

（ＥＭＵ）が始動し、ユーロ加盟国１１カ国の正

式通貨となり、ユーロ圏では銀行間決済がすべて

ユーロ建てとなり、「通貨の壁」を取り払った新

－７－

しい経済圏が誕生しました。この事実は、冷戦体

制の終結に続く２１世紀に向けての新たな世界秩

序を創設していく歴史的大事業であるとともに、

アメリカ、アジアなどとの一層の競争、共存のあ

り方が今後問われてくるものと認識しております。

そうした中で、本来アジアの旗手となるべき日

本は、２年連続のマイナス成長という戦後最悪の

不況に陥り、国際化の中での規制緩和の一層の推

進と相まって、金融機関の金融システムの再生に

向けた産みの苦しみとも言うべき状態が続いてお

ります。また、中小企業の倒産、失業率も高い水

準にあり、政府における効果的な緊急経済対策が

強く望まれるとともに、経済の活性化を図り、ヨ

ーロッパ、アメリカなどとともに良好な国際協調

体制の構築を期待するところであります。

さて、平成６年９月に開港した関西国際空港も

本年９月ではや５年目を迎えようとしており、こ

の間、２４時間空港の特質をフルに発揮し、文字

どおり世界の都市と日本を結ぶハブ空港として大

きく飛躍し、単に人や物の輸送だけでなく、経済

や文化・情報などさまざまな分野において、より

一層交流が進むものと考えております。

また、一昨年から懸案でございました飛行経路

問題につきましては、既に昨年の１２月より導入

されておりますが、現在のところ、市民からの苦

情もなく、本市域への影響はないものと判断して

おります。なお、飛行機騒音につきましては、リ

アルタイムで測定できるように体制整備もなされ

たところでございまして、今後とも市民生活に影

響の出ないよう注視してまいりたいと存じます。

さらに、平成１１年度より２期事業の着工が予

定されており、これまで空港関連として位置づけ

して進めてまいりました都市基盤整備も２期事業

着工により、社会的資本としての価値が今以上に

高くなるものと考えております。

また、２期事業着工に当たっても、引き続き本

市の地域整備につきましては、重要な課題である

と認識しているところでございまして、今後とも

関係機関に強く働きかけてまいる所存であります。

ところで、現在の地方自治体を取り巻く情勢は、

国からの本格的な地方分権へとの流れが加速され

つつあり、地方自治体の果たすべき役割は、非常



に大きなものとなっております。本市におきまし

ても、地方主導の分権を基本に権限委譲と財源の

あり方など、国と地方との新たな枠組みの構築に

向け、自己決定・自己責任の原則に立ち、将来を

見据えた地方自治のあり方について検討してまい

りたいと考えております。

このような時期にあって、本市におきましては、

道路や下水道などを中心とした都市基盤整備や福

祉、環境、人権などの各種事業、施策を積極的に

実施してまいりました。

しかしながら、バブル経済崩壊を発端とする日

本経済の長期にわたる低迷は、本市においても例

外ではなく、市民ニーズが多様化する中で、市財

政もなお一層逼迫度が増し、非常に厳しい状況に

直面しております。

私といたしましては、この事態を真摯に受けと

め、財政再建が最優先課題であるとの強い認識の

もと、平成７年には行財政改革推進本部を設置し、

平成９年度より実施計画に基づき、これまで具体

の項目について実施、検討を加えてまいりました。

さらに、平成１１年度も引き続き行財政改革を

断行し、泉南市の将来に禍根を残すことのないよ

う全力を傾注してまいりたいと考えております。

私は、「水・緑・夢あふれる生活創造都市」を

スローガンに、行政各般にわたり生活に密着した

個性と魅力あるまちづくりを進めてまいります。

また、直接市民の皆様との「対話」を通じ生の

声を拝聴することにより、市民参加による市政の

推進を図ってまいりたいと考えております。その

ため、「おはよう対話」の継続を初めとし、機会

あるごとに市民の皆様との対話の姿勢を堅持して

まいります。

今後とも恵まれた自然や文化を大切にしながら、

「臨空都市」にふさわしいまちづくり、本市の独

自性を生かした個性と魅力あるまちづくりを目指

し、６万市民の心を心とし、将来に明るい希望を

持てるように行政改革に取り組みながら創意と工

夫を凝らし、来る２１世紀を「夢世紀」と位置づ

け、希望と夢のある２１世紀を展望してまいる決

意であります。

以上申し上げました観点に基づき、平成１１年

度当初予算案につきまして、非常に厳しい財政状
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況ではございますが、限られた財源の中で、市民

生活にとってより大切なものからきめ細かく編成

したものであります。

予算案の総額は、一般会計で２００億６，０８０

万円、特別会計で１６１億６，１８９万９，０００円、

合計いたしますと３６２億２，２６９万９，０００円

でございます。

以下、主要な項目について、予算案を中心に御

説明申し上げます。

総合計画の体系に沿い、「安心して住めるゆと

りとやすらぎのあるまち」に関する施策から御説

明申し上げます。

まず、住環境の整備についてでございますが、

本市の特色である水と緑など恵まれた自然を生か

し、大切にしながら、生活と自然との調和のとれ

たまちづくりを進めてまいりました。今後も自然

との調和を基本に、地球環境を視野に入れ、自然

との共存共生の精神でまちづくりを進める必要が

あるものと考えております。

また、良好な市街地の形成を図るため、全国に

先駆けて実施してまいりました樽井東地区及び樽

井八反地区の農住組合事業が本年３月で完了する

とともに、都市環境の整備と公共用水域の水質保

全を目的とした下水道整備事業につきましては、

平成９年度の下水道普及率が大阪府内でも最大の

伸び率を示し、２８．１％と大幅に向上いたしまし

た。今後とも下水道整備事業の効率的な整備を進

めるとともに、公共下水道の整備対象となってい

ない地域には小型合併処理浄化槽の設置を推進し、

海や河川の水質の改善と保全に努めてまいります。

上水道につきましては、平成１０年度に第７次

上水道拡張事業の変更認可を申請しておりまして、

今後の水需要も見据えながら水資源の確保と経営

の健全化に努めてまいります。

また、近年ダイオキシン問題が社会問題として

大きくクローズアップされている中、本市におき

ましても、平成９年度に大気中のダイオキシン濃

度が高い数値を示し、市民の皆様には大変御心配

をおかけしたところであります。

その後、市や府が測定した結果、環境庁の指針

値を大きく下回る結果となっております。新年度

より清掃工場におきましては、ダイオキシン発生



防止対策を実施してまいります。また、今後も市

独自の実態調査を実施するとともに、関係機関へ

も対応策の強化を要望してまいります。

また、市民の生活環境と公衆衛生の向上を図る

ため、一般廃棄物の減量化や再利用を含めた有価

資源化等、総合的なごみの適正処理を図るととも

に、環境モニター制度導入の一環として、環境家

計簿の配布を行ってまいります。

一方、一昨年より堀河ダム周辺地域において、

金剛生駒紀泉国定公園の利用拠点となる「紀泉ふ

れあい自然塾」の整備が環境庁の新規事業として

順調に進められております。新年度につきまして

も、本地域にある豊かな森林資源の保全と有効活

用にふさわしいふれあい体験型の拠点施設となる

よう「紀泉ふれあい自然塾地区協議会」を設置し、

具体的な整備内容を検討するとともに、大阪府等

関係機関と協議し、実施してまいりたいと考えて

おります。

また、りんくうタウンを初め各地域に整備され

た公園やちびっこ広場等の活達な利用を促進する

ため、公園施設の適正な維持管理を行ってまいり

ます。

次に、安全で便利なまちづくりについてでござ

いますが、あらゆる災害から市域並びに市民の生

命・財産を保護し、安全な市民生活を確保するこ

とは、行政における最も基本的な課題であり、地

方行政の原点であります。

この認識のもと、平成１０年度には本市防災体

制の確立に向け、地震、風水害等による大規模災

害を想定した地域防災計画を策定したところであ

りまして、この新防災計画をもとに、全職員は言

うまでもなく、市民の皆様を初め関係機関等が常

に危機管理の向上に努め、あらゆる災害に対応で

きる安全なまちづくりを進めてまいりたいと考え

ております。

そのため、万一の災害発生に備え、浸水被害の

おそれのある河川等につきましては、出水時の安

全を確保するため、新年度においても河川維持改

良事業や改修事業を引き続き実施してまいります。

さらに、消防活動の充実を図るため、消火栓の

新設や防火水槽の改修等、消防水利の整備や消防

資機材の整備に努めるとともに、災害に備え必要
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な物資等を備蓄してまいります。

道路網の整備につきましては、りんくうタウン

を縦断する泉佐野田尻泉南線の４車線化が平成１

０年度より着手されるとともに、りんくうタウン

と市街地とを結ぶ樫井西・岡田吉見線や樽井男里

線、泉南岩出線などの主要幹線道路が整備され、

市内の広域幹線道路網の充実が一層図られたとこ

ろであります。

新年度には、都市交通の混雑緩和を図るととも

に、周辺地域との調和のとれた道路空間を創出す

るため、信達樽井線の改良整備を初め、市内の通

過交通を円滑にするとともに、地域住民の利便性

の向上を図るため、砂川樫井線の新設整備を進め、

幹線道路網の充実に努めてまいります。

特に、砂川樫井線につきましては、懸案となっ

ておりました物件補償の解決が見込まれるなど、

今後大きな進捗が図られるものと考えております。

また、市民生活と密接なつながりのある道路の

改良整備に努めてまいります。

情報網の整備につきましては、本市を含む４市

３町が取り組んでまいりましたＣＡＴＶ事業が昨

年４月に開局され、それと同時に職員のオープン

参加による番組制作チームの手により作成された

行政番組が放映され、市民の皆様からの撮影依頼

も届くようになり、新年度には事業エリアの順次

拡大を図るとともに、より細やかな情報を市民に

提供してまいります。

次に、「豊かな人間性をはぐくむ教育と文化の

まち」につきまして施策の御説明を申し上げます。

生涯学習体制の整備についてでございますが、

我が国の社会経済の発展と成熟化は、生活水準を

向上し、自由時間を増大させて、人々の生活意識

や価値観の多様化をもたらし、物の豊かさから心

の豊かさへと市民の意識は移りつつあり、生涯に

わたって学習意欲を持つ人々が増加し、個々の年

齢層やニーズに対応した生涯学習体制の確立が必

要であると認識しております。

地域住民のニーズに即した教育と文化に関する

事業や教養の向上と健康の増進、情操の純化を図

るための公民館事業を初め、市民の読書及び図書

館資料に対する要望に応じ、教養・文化の発展に

寄与するための図書館事業や成人教育事業、青少



年の健全育成事業等充実してまいりますとともに、

市民の自主的な文化活動の場を積極的に提供して

まいります。

学校教育につきましては、次世代を担う人材を

育成する場として、子供たち一人一人の個性や能

力を伸ばし、自主性や創造性を培うことのできる

教育環境をつくり出し、ゆとりと魅力のある教育

を行うことが求められていると認識いたしており

ます。

その一環といたしまして、新年度は、幼稚園・

小学校・中学校におきまして、施設の維持修繕、

改修を実施することにより教育環境を整備し、児

童の健全な育成と教育の充実に努めます。特に老

朽化の著しい信達小学校体育館につきましては、

今年度中に建てかえを行い、来年４月には利用し

ていただける運びとなっております。また、懸案

でありました東小学校の屋上防水工事も実施して

まいります。

社会教育につきましては、市民ニーズに対応し

た生涯学習活動を支援するため、公民館や図書館

・文化ホール等において、教養や趣味等の講座や

講演会などの開催を実施してまいります。

また、市民のスポーツ活動の場として、市民体

育館・テニスコート、さらにはりんくうタウンに

整備しました市民球場等の施設利用を図るととも

に、昨年より供用が開始されました大阪府南部広

域防災拠点の体育館や芝生広場も、今後十分利活

用してまいりたいと考えております。

次に、市民文化の創造についてでございますが、

本市は、古代から近世にいたる歴史的な遺産に多

く恵まれ、これらの貴重な歴史的遺産・文化財を

後世に継承していくことは、本市を初め市民の一

人一人の責務であり、誇りでもあります。これま

で本市域で発掘された埋蔵文化財の保全、研究及

び展示の場として、一昨年、埋蔵文化財センター

がオープンいたしました。

その後、重要文化財の展示環境も整い、昨年７

月には、本市の歴史文化の情報発信基地として常

設展示も行い、「古代史博物館」として公開し、

市民に親しまれているところであります。また、

昨年１１月には「古代史博物館フォーラム」を実

施するとともに、今後も内容を充実して実施して
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まいりたいと考えております。

新年度におきましては、「海会寺跡広場」とあ

わせ、市民が歴史に親しみながら散策のできる歴

史ゾーンとして維持管理に努めてまいります。

また、青少年の海外研修事業も本市の中心的な

国際化事業として定着してまいりましたが、新年

度には内容等に検討を加え、国際社会において活

躍できる人材教育に努めたいと考えております。

次に、差別のない社会の実現についてでござい

ますが、日本国憲法において、すべての国民は法

のもとに平等であり、その基本的人権は、何人に

も侵すことのできない権利として保障されていま

す。すべての人々が真に人間として尊重され、さ

らに人権が守られ、差別のない公正な社会の実現

が強く望まれていると認識しております。

このような認識のもと、平成７年には「泉南市

部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関

する条例」を制定し、一昨年には、あらゆる人権

問題に総合的に対処するため人権推進部を設置し、

新たな時代に対応した施策の充実に今日まで取り

組んでまいりました。

新年度につきましては、人権啓発推進協議会の

活動支援や憲法週間・人権週間など広く市民を対

象とした講演会の開催や啓発活動を積極的に推進

してまいります。

一方、同和問題に対する正しい理解と認識を深

めるため、啓発事業を積極的に推進するとともに、

個人給付的事業につきましては、国・府の方針に

基づき、泉南市同和事業推進協議会の御意見を拝

聴しながら、平成１０年度におきまして、地区住

民の自立促進や人材育成のための事業につきまし

ては継続実施し、その他の事業につきましては、

順次一般対策に移行しているところでございます。

今後、高齢化による生活実態の変化などに対応し

ながら、継続した事業の効果など総合的な対策を

推進していく必要があると考えております。

女性施策につきましては、女性のあらゆる分野

への社会進出が進んでいる今日、社会の変化に対

応できる新しい生き方が女性にも男性にも求めら

れています。男女共同参画社会を形成するために

も、女性施策を積極的に進めていく必要があると

認識いたしております。



そのため、女性相談の継続充実を初め、女性フ

ォーラム等の講座や講演会を開催し、男女共同参

画社会の実現に努めてまいります。

一方、今世界に目を向けたとき、武力紛争が各

地で起こっており、多くの女性や子供たちが犠牲

となっていることに、私たちは痛ましさとともに

大きな憤りを感ぜずにはいられません。

本市は、非核平和宣言都市として恒久平和の実

現を目指し、新年度も平和施策の充実に努め、

「非核平和の集い」を開催し、「戦争体験談」や

「愛と平和の一筆啓上」などの募集を通し、戦争

の悲惨さ、平和のとうとさを平和を心から願う市

民のメッセージとして広く世界へ、また後世に語

り継いでまいります。

次に、「健康と思いやりでいきいきと暮らせる

まち」について施策の御説明を申し上げます。

まず、市民の健康づくりについてでございます

が、市民の皆様が健やかでいきいきとした生活を

送るには、日常的な健康づくりを進めるとともに、

疾病の予防から早期発見・早期治療・リハビリテ

ーション・社会復帰に至る健康・医療・福祉の総

合的な施策を推進していくことが不可欠であると

考えております。

そのため、「自分の健康は自分でつくる」とい

う市民の自覚と認識を深め、正しい保健知識の普

及と自主的な健康づくりの推進のため、広報・パ

ンフレットなどにより啓発活動を推進し、社会教

育と連携しながら健康教育の充実を図る必要を強

く感じております。

そこで、新年度からは、基本健康診査と各種が

ん検診や骨密度測定などを総合的に診査する「セ

ット検診」を実施するとともに、従来から実施し

てまいりました定期的な健康診断や各種の検診を

引き続き実施し、健康相談・健康教室などの機会

を設け、市民の主体的な健康維持を支援してまい

ります。

また、市民が生涯を通じて健康を維持・増進し、

健やかに老いていくために、地域の医療機関との

連携も非常に重要であり、その一環として、従前

より済生会泉南病院の早期整備を大阪府にも要望

し、その具体化の一歩としてりんくうタウンに移

転し、福祉・医療・保健ゾーンとして整備されよ
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うとしており、市といたしましても、この済生会

泉南病院が早期に整備充実されるよう全力を傾注

して取り組んでまいりたいと考えております。

また、今後も乳幼児や母子、障害者（児）など

の医療ニーズの高い市民に対して過度の負担を負

うことなく、的確な治療を受けることができるよ

う、それぞれのニーズに合わせた医療費の助成を

実施してまいりますが、若干、一定の収入のある

高齢者の方々には、新年度より応分の負担をお願

いしているところであります。

国民健康保険事業につきましては、依然として

多額の累積赤字を抱える状況にあり、新年度にお

きましても一般会計からの繰り出しを行い、被保

険者の負担軽減を図るとともに、引き続き国や府

に対して負担の見直しを働きかけてまいります。

次に、福祉都市の実現についてでございますが、

平均寿命の伸びにより我が国は世界有数の長寿国

になり、人口構造の高齢化は確実に進んでおり、

比較的若い層の多い本市においても、高齢者人口

の比率が徐々に増し、長寿社会となることが見込

まれております。この長寿社会は、多くの市民が

暮らしの場面で地域社会と環境に不安と障害を意

識しつつ、その障害を乗り越えて互いに助け合い、

社会に参加することが求められる社会ではないか

と考えております。

都市の発展は、市民の安心した暮らしが基礎に

なり、安心は個人の豊かさだけでなく、地域社会

の触れ合い、助け合いのなかで得られるものであ

ると考えております。

その地域福祉の中核施設として一昨年７月にオ

ープンいたしました総合福祉センターは、総合的

な福祉活動の拠点として、高齢者福祉・障害者福

祉・母子福祉やデイサービスなどの多種の福祉機

能に加え、ＡＶコーナーや図書・展示コーナー等

を初めとして、多目的な活動の場として市民に御

活用いただいているところであります。

新年度も福祉機能のより一層の強化を推進する

とともに、より多くの市民の皆様が気軽に利用で

きる施設として、福祉メニューの向上に努めてま

いります。

また、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議

会など関係団体との連携を強化するとともに、身



近な地域での組織や体制の整備などに対する支援

も充実してまいりたいと考えております。

さらに、近くサービスが実施される介護保険制

度の対応につきましては、新年度より担当課の位

置づけを強化し、保健・医療と福祉が密接に連携

する行政サービスの提供が受けられるよう、福祉

情報処理の体制の強化や、また極力身近な地域で

福祉サービスが受けられるよう、市民ボランティ

アや市民参加を含め、さまざまな福祉施策、さら

に施設を活用した多様なニーズにこたえる地域福

祉の体制を整えてまいります。

また、ひとり暮らしの老人を対象とする給食サ

ービスの実施につきましては、栄養のバランスと

安否確認を目的とし、今後、週３回実施してまい

ります。

さらに、障害者（児）の日常生活を改善すると

ともに家族の負担軽減を図るため、さまざまな事

業を実施すると同時に、居宅において療養及び授

産の困難な身体障害者に対してもこれまで同様に

事業を実施してまいります。また、知的障害者の

グループホームにつきましても、今後より一層充

実を図ってまいりたいと考えております。

児童福祉につきましては、朝夕の延長保育を引

き続き行うとともに、「子ども支援センター」に

おいて、乳幼児期の発達過程に応じた相談や子育

て支援のための情報提供など、保育需要の多様化

に対応したサービスの実施と、その内容充実に努

めてまいります。

母子福祉につきましては、母子家庭に対する健

康管理事務事業の実施や医療費等の助成を引き続

き行ってまいります。

また、生活保護制度の適正な運用を図りながら、

真の生活困窮者の最低限度の生活を保障し、その

自立を助長してまいります。

次に、「空港とともに産業が栄える活力のある

まち」に関して施策の御説明を申し上げます。

まず、農林水産業の振興についてでございます

が、農業は食糧の供給という重要な役割を担って

いる一方、農地は都市における貴重な緑の空間と

して自然と触れ合いの場としても非常に重要な役

割を果たしている反面、農業従事者の高齢化や後

継者不足、農産物の自由化など農業を取り巻く環
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境は極めて厳しくなっており、一方では安全で安

心して食べられる農産物に対する需要が増大して

いる中、大都市近郊としての本市地理的条件を有

効に生かした高収益型の農業生産体制の確立が急

務であり、農業従事者の育成を図りつつ、経営基

盤の安定化に対する助成を行ってまいります。

農業公園事業につきましては、平成１０年、国

の地域戦略プランに登録申請し、より一層有利に

財源を確保する手法をとり入れ、新年度も引き続

き整備に努めてまいります。

また、林業につきましても、森林の有効な活用

に向け、引き続き林道の維持・管理に努めてまい

ります。さらに、漁業につきましても、引き続き

岡田浦・樽井の両漁業協同組合に対する助成を行

うとともに、漁業環境整備の一環として海岸の美

化に努めてまいります。

自然保護の観点から、環境庁において、絶滅の

おそれのある野生生物の生息状況の把握や保護を

進めていくための基礎資料を作成しておりますが、

本市においても、自然・環境保全に配慮した生態

系の調査を実施してまいりたいと考えております。

次に、商工業の振興についてでございますが、

我が国の経済基調は、冒頭にも申し上げましたと

おり２年連続のマイナス成長という戦後最悪の不

況に陥り、本市の各企業にとっても非常に厳しい

状況下にあり、さらに追い打ちするように、今も

なお金融機関の破綻の不安が強く、中小企業等に

対する貸し渋りの問題が解消されておらず、金融

システムの再生政策としての法的整備や予算措置

が急がれるところでございます。

このような現状から、資金繰りや不況に苦しむ

中小企業の経営安定を図ることが重要であり、公

的資金融資制度を積極的に活用していただくとと

もに、市が制度化しております融資資金の利子補

給についても引き続き実施してまいります。

また、商工業の育成を図るため、商工会や商店

会連合会などへも引き続き助成するとともに、魅

力ある商店や商業地を形成するため、関係機関と

の連携の強化や市場情報の収集や経営相談・指導

などの支援を行ってまいります。

さらに、新年度では企業誘致促進条例を制定施

行することといたしました。これは、本市の産業



振興及び経済の活性化を図り、もって市民福祉の

向上に資することを目的として、りんくうタウン

に事業場を新設しようとする企業に対して奨励措

置を講じ、同地区への企業立地を促進するもので

あります。

本市の観光資源の一つでありますサザンビーチ

は、関西国際空港の開港に伴う交通アクセスの整

備と眼前に空港というロケーションのもと、年々

人出が増加し、都市近郊の夏のオアシスとしてさ

らなるにぎわいを期待しているところであり、夏

だけではなく四季にわたった観光資源の発展を期

待しております。

また、本市を含む泉南地域の５市３町と大阪府

観光連盟で組織する「華やいで大阪南大阪泉州観

光キャンペーン推進協議会」活動に、今後も積極

的に参加してまいります。

さらに、関西国際空港の地元２市１町で開催し

ています「つばさのまちフェスタ」につきまして

は、本市及びりんくうタウンを広く全国にアピー

ルすると同時に、他地域の方々の交流もますます

盛んとなり、多くの人々から好評を得るイベント

として着実に定着しつつあり、本年も引き続き開

催したいと考えております。

また、緊急経済対策の一つの柱として位置づけ

されました地域振興券交付事業は、若い親の層や

所得の低い高齢者層など比較的可処分所得の少な

い方々の購買力の増加を目的として実施し、本事

業を通じ個人消費の喚起と地元商店など地域経済

の活性化に一定の役割を果たすものと考えており

ます。なお、３月２５日より地域振興券の交付を

予定いたしております。

次に、健全な産業活動の展開についてでござい

ますが、近年の産業活動は、急激な技術更新、さ

らには経済のソフト化・サービス化の進展などに

より、工業、特に中小・零細企業を取り巻く状況

は非常に厳しくなってきております。

また、勤労者についてもさまざまな分野でのリ

ストラクチャリングや終身雇用制度の崩壊などが

急激に進んで雇用不安などが大きな社会問題とな

ってきております。誰もが働きやすい職場環境、

勤労条件の改善、福利厚生の充実などの向上を期

待している中、本市もこれまで同様、中小企業経
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営者が加入する中小企業退職金共済の掛金の一部

を助成することにより、労働環境の改善を進め、

豊かで安定した生活の確立に努めてまいります。

また、消費者保護につきましては、消費者とし

ての知識の充実を図るため、情報の提供を行うと

ともに、有資格者による消費者相談を実施し、健

全な消費生活の推進を目指します。

次に、「市民参加で未来に生きるよろこびのま

ち」について施策の御説明を申し上げます。

まず、市民参加のまちづくりについてでござい

ますが、市民が主体的に市政へのさまざまな分野

に参加・参画し、まちづくりを進めていくことが

地方自治の本旨であり、市民自治の実現への第一

歩であると理解しております。

市民の意識・要望を取り入れながら、ともに手

を携えてまちづくりを行っていくためには、市民

と行政の日ごろからの意思疎通が重要であります。

そのため、本市では毎月１回「広報せんなん」

を発行しておりますが、今後内容のさらなる充実

に努めるとともに、昨年開局いたしましたＣＡＴ

Ｖも活用し、映像番組と文字放送を通して、行政

各セクションの情報の提供のほか、市内の情報の

提供にも努めておりまして、新年度には市民の直

接参加も検討してまいりたいと考えております。

また、直接市民の声をお聞きするため月２回実

施しています「おはよう対話」を継続し、市民の

皆様との積極的な対話を進めてまいります。

昨年設置いたしました「泉南市情報公開制度検

討プロジェクトチーム」で検討してまいりました

条例素案につきましてもほぼでき上がり、新年度

早々に議会に上程させていただきたいと考えてお

ります。

法律に関する市民のさまざまな疑問や悩みを解

消するため実施しております「法律相談」は、平

成１０年度から月２回を３回にふやし、より効率

的に利用していただき、新年度も月３回で継続実

施いたします。

市内の各種団体により構成され、自主的な運営

を進めるＡＢＣ委員会には、これまでの活動を高

く評価するとともに、今後のさらなる発展と活動

を期待し、引き続き助成してまいります。

また、本市を取り巻く社会情勢の変化に対応し、



新たな視点のもとに、将来の総合的なまちづくり

の方向性を定め、豊かで活力ある都市形成を図る

ため、昨年より総合計画の見直しに着手いたして

おります。策定に当たりましては、庁内の体制づ

くりを初め、まちづくりの主体であります市民各

層の意見を幅広く反映し、最大限尊重しながら策

定したいと考えております。

新年度は、基本フレームや将来像、目標水準を

設定し、基本構想と基本計画の素案の作成を行っ

てまいります。

次に、計画的な行財政運営の推進についてでご

ざいますが、行財政の健全化にこれまで鋭意工夫

して一定の成果を果たしてきましたが、何分にも

厳しい経済情勢の折、財政の健全化には時間が必

要であると判断いたしております。

そのため、これまで行財政全般にわたる見直し

を行い、むだをなくし、より効果的な行財政運営

に取り組み、ＯＡ化を推進するとともに、自動交

付機の活用を図り、閉庁時における行政サービス

の提供を行い、市民サービスの低下を極力押さえ

るよう努力してまいりました。

また、省資源、省エネルギー、地球温暖化防止

に対応するため、「せんなんエコオフィス行動計

画」を策定したり、南大阪湾岸南部流域下水道組

合におきましては、昨年１２月、下水道では日本

で初のＩＳＯ１４０００シリーズ（環境マネジメ

ントシステム）の認証を受けるなど、身近なとこ

ろから環境に配慮した行動を進め、新年度もその

輪をより広げてまいりたいと考えております。

一方、平成８年度に策定いたしました行財政改

革大綱に基づき、事務事業を初め、組織・機構の

見直しや人件費の抑制、行政運営体制の簡素化・

効率化、財源の確保など思い切った改革を新年度

も実施してまいります。

以上、平成１１年度当初予算案を中心に所信を

申し述べました。

先ほど来御説明いたしましたように、本予算案

は、私にとりまして２期目の最初の本格的な予算

案でありますが、先ほど来御説明申し上げました

ように、本市の財政基調は非常に厳しい状況下に

あり、今後の泉南市の発展と６万市民の幸せを考

えますと、大胆な行財政改革を断行し、財政再建
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を１年も早く果たす以外に、２１世紀の道はない

と考えております。

このため、私が全職員の先頭に立ち、事の重大

さやその責任の重さを十分認識し、ありとあらゆ

る手法を駆使し、この改革に積極的に取り組み、

将来に禍根を残すことのないよう、一丸となって

この難局を乗り切る決意であります。

終わりに当たりまして、市政を運営する上で何

より大切なことは、市民一人一人の視点に立ち、

物事を考えることであると常に認識いたしており

ます。

私は、新年度を迎えるに当たり、いま一度初心

に立ち返り、市民の皆様との積極的な対話を通じ、

市民ニーズを的確に把握し、市民本位の清潔で公

正・公平な市政運営を心がけてまいる所存でござ

いますので、議会議員各位並びに市民の皆様方の

より一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。

ありがとうございました。

○議長（薮野 勤君） 次に、日程第４、代表質問

を議題といたします。

この際申し上げます。本定例会における代表質

問につきましては、先ほどの市長の市政運営方針

に対する質問に限りますので、その点よろしくお

願い申し上げますとともに、質問者の持ち時間に

つきましては、その答弁も含め１人１時間といた

します。なお、発言順序につきましては、議会運

営委員会における抽せん順位といたします。

それでは、これより順次代表質問を許可いたし

ます。

まず、初めに２２番 林 治君の質問を許可い

たします。

〔向井通彦君「議長」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほどの市政運営方針の中

で、ちょっと申しわけございませんが、訂正させ

ていただきたいんですが、９ページだったと思う

んですが、中ほどに泉南市同和事業促進協議会と

あるところを推進協議会というふうに誤って申し

述べましたので、正しくは泉南市同和事業促進協

議会でございますので、おわびして訂正をさせて

いただきます。

○議長（薮野 勤君） 林君。



○２２番（林 治君） おはようございます。日

本共産党の林でございます。１９９９年第１回定

例会に当たりまして、日本共産党泉南市会議員団

を代表して、市長の市政運営方針と政治姿勢など

市政上の幾つかの当面する問題について質問をい

たします。

今、国と地方自治体に寄せられている国民の期

待は、来るべき２１世紀に向けて、何よりも国民

こそ主人公の平和で民主的な新しい日本であり、

また住民の暮らし、福祉、教育などを大切にする

住民こそ主人公の新しい政治であります。

ところで、朝日新聞の毎年行っている定期世論

調査の今年１月１日付を見ますと、自民党小渕内

閣船長の日本丸は、航海中の船に例えると、順調

に航海していると答えた人はわずか２％でありま

す。方向転換を迫られていると答えた方は３７％、

漂流しているは３５％、合わせると７割を超える

人々が、今のままでは危ういとの意識があらわれ

ているところであります。さらに、最悪に近い状

態の沈没しかかっているというのは２３％で、９

５％の人々が政治、経済に不安と不満をも持って

いる異常な事態に陥っているのが、今日の日本の

姿だということであります。

また、こんな設問もあります。国や自治体はあ

なたが払っている税金を公共の目的のために、ど

の程度有効に使っていると思いますかという問い

に、余り有効に使っていない５４％、全く有効に

使っていない１２％、合わせると６６％です。９

４年調査の５５％から大きくその不満は高まって

いるようであります。さらに、減税についての方

法は何かとの問いには、消費税率の引き下げが６

８％と圧倒的であります。今この世論にこたえて

開かれている国会で、参議院におきまして日本共

産党と有志議員共同で、消費税率の引き下げの減

税法案が提案され、審議に入っています。

さて、もう１つ政治家や官僚などについてのそ

の信用度についての問いには、余り信用していな

いのトップは政治家で５３％、信用していない２

５％を合わせると７８％です。これは市長も我々

議員も深く心にとめなければならないことだと思

います。こうした世論からも、私は今国民の皆さ

んの、住民の皆さんの思いにこたえた政治をこそ、

－１５－

それぞれの立場から真正面に受けとめて対応して

いくことが求められているものと思います。

さて、市長も市政運営方針で、「２年連続のマ

イナス成長という戦後最悪の不況に陥り」と述べ

られておりましたが、この不況に手をこまねいて

何の有効な対策も打ち出せず、見通しもないまま

巨額の借金を積み重ね、一方憲法９条をじゅうり

んしてアメリカの戦争に参加するガイドライン法、

いわゆる戦争法案の強行にひた走る、内政でも外

交でも行き詰まった今の自民党の政治を打ち破っ

て、２１世紀に平和で豊かな新しい日本の国づく

りを進めることが今求められています。私は、こ

うした立場から大綱４点について市長に質問をい

たします。

市政上の課題の大綱第１は、関西国際空港の第

２期事業に関してであります。

既に２月２４日から第２期事業の埋立工事につ

いての埋立免許申請の一般縦覧が市役所でも行わ

れていますが、１９８２年夏、関西国際空港建設

の是非が大きな論議を呼んでいるさなか、田中角

栄元首相が大阪で、新空港は軍用と併用しようと

思えばすぐできると演説したことがあります。

この発言は、当時府民の大きな不安と怒りを呼

びました。その後の９月定例府議会でその見解を

問われた岸大阪府知事は、運輸省に確認したが、

軍事併用するという考えは全くない、大阪を世界

に開かれた平和な国際都市として発展させていく

ために、関西国際空港が必要であるという考え方

に立っており、軍事飛行場との併用ということは

一切ない、との明確な見解を示しました。

関西国際空港の原点、国際的な平和の交流の場

として軍事利用はさせない、軍事利用には反対だ

という市長のこれまでの見解と、公害のない空港、

地元と共存共栄を図る空港ということについて、

改めて市長の見解を求めるものであります。

また、府への要望書の中で、泉州港南港整備構

想の早期実現の具体化を掲げていますが、神戸市

や高知県などとともに、国是である非核三原則に

基づき、また市の非核平和都市宣言に基づき、大

阪湾を非核平和の海として、平和を愛する市民の

思いにこたえて、住民の安全と健康、福祉を守る

上で大切な役割を持つ地方自治体として、この問



題でも明確な立場が今求められていると思います。

市長、高知県の橋本大二郎知事らとともに、大阪

湾を非核の平和な海にするという、これこそすて

きな、そして壮大なロマンある政治であると思い

ますが、市長のこの問題についての見解を求めま

す。

さて、第２期事業そのものについてであります。

第１期事業にも増して、今地方自治体の負担が大

きくなっています。今この不況のとき、大型の公

共投資は、景気の回復に逆行するだけでなく、府

民の暮らしを一層圧迫し、既に深刻な事態に落ち

込んでいる地方自治体、府、市の財政を極度に悪

化させ、破綻に追い込むことになります。我が党

は第１期事業の総括をきちんと行い、第２期事業

については一時凍結し、計画の見直しを行うこと

が、現下の情勢からも関西空港問題への正しい対

応だと思いますが、市長の見解を求めます。

大綱第２の問題は、市の同和行政についての問

題であります。

既に１９９７年３月をもって国の法律地対財特

法は終了し、同和行政の終結は、全国の流れとな

っています。私は、市が、行政が同和地区指定と

いう行政上の垣根をつくり、一般地区と同和地区

を分け隔てした行政を行うこと自体、重大な差別

行為だと言わざるを得ません。市長、あなたはい

つまでこのようなことを続けようと思っておられ

るのでしょうか、お答えをいただきたい。

また、ことし１月、市は独自に同和地区生活実

態調査という個人のプライバシーを侵害する、必

要性のない調査を強行しましたが、このような不

当な調査は、直ちに中止することを要求します。

市長の見解を求めます。

大綱第３は、情報公開制度についてであります。

既に今国会では野党の共同要求を一定取り入れ、

衆議院で修正の上通過、現在、参議院でもさらに

野党の共同修正要求も出され、審議に入っていま

す。それだけに、泉南市でも一日も早く情報公開

条例の策定が急がれています。市民に開かれた公

正な市政を進めるという市長の市政運営方針に照

らしても、そのことがきちんと反映されたもので

あることが大切だと思います。

その点、第１に市民にわかりやすい条例、利用

－１６－

しやすい条例であること。第２に、何よりも住民

の知る権利と市の説明責任が明記されているかど

うかが問われていますが、市長の見解を求めます。

大綱第４は、市政運営方針にあるように、清潔

で公正な市政を進める上で、入札制度のあり方は

重要な問題であります。

私は、これまで入札制度の改善について、幾つ

かの積極的な提案も行ってまいりました。市の膨

大な事業費もすべて市民の税金によるものです。

冒頭に紹介した世論調査でも、この市民の税金の

使われ方について、大変厳しい指摘がされていま

した。この使われ方とは何か。１、市民の願いに

こたえたものに使われているかどうか。２、それ

をまたむだに使われていないかどうか。３、公正

に使われているのかどうかなど問われるものと思

いますが、入札制度のあり方の問題は、２と３に

主にかかわる問題と思います。

隣の阪南市では、大阪地検特捜部の摘発による

談合事件が明らかになりましたが、平成７年度だ

けで６社による談合で約２億円も談合金がつくら

れ、裁判所はこれが市民の税金だから許せないと

有罪判決が下されました。残念なことに我が泉南

市でもここ数年来談合疑惑が取りざたされ、昨年

は約１３億円に上る公共下水道が９９．１４５％と

いう予定価格にピッタリと寄り添った落札率で事

前の情報どおり落札、しかもこの業者が市長の法

人企業による後援会清樟会７年度会員であったこ

とは、大きな問題を残したものとなっています。

さて、これまで９８年度中の抽せん型入札が９

件行われましたが、この入札の予定価格の総額は

１０億３，７６２万７，０００円です。その平均落札

率は７７．３４％、この予定価格と落札価格との差

額２億３，５１７万９，０００円、これだけの市民の

税金がこの抽せん型入札によって、さらに他の事

業に振り向けることができるようになっています。

ところが、市はこの抽せん型を廃止し、問題の

起こったときだけにするというのは、市民の理解

の得られるものでありません。市長、わずか１年

で業者にやめよと言われてやめていて、主体性の

ある市政はできないのではありませんか。抽せん

型入札制度をさらに工夫して継続すべきだと思い

ますが、いかがでありましょうか。



また、もともと市外業者中心の法人企業による

後援会としてつくられた前市長の鳳凰会をそのま

ま受け継いだ清樟会です。市民に対し、政治的に

も道義的にも社会的にも、それは背信行為となら

ざるを得ません。清樟会は速やかに解散すべきで

あります。市長の見解を改めて求めます。

以上であります。なお、市長の御答弁次第で自

席から再度質問をいたしますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの林議員の質問に

対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 順次お答えをいたします。

まず、関西国際空港に関することでございます

が、１点目、軍事利用という問題についてでござ

いますけども、これは過去４回ほどこの本会議で

も御質問があり、お答えをいたしておりますが、

現在もそのとおりでございます。すなわち、本市

は非核平和宣言都市であり、積極的に平和を探求

していくことを広く高らかに内外に訴えた上、地

道ではありますが、毎年毎年、具体的な施策も実

施しているところでございます。

関西国際空港は地元合意のもと、かつ民間活力

の導入によって、地域とともに共存共栄していく

空港としてつくられたものでございます。したが

いまして、空港の軍事利用というのはもともと想

定をしておらないわけでございまして、そのよう

なことに対しては反対の立場でございますので、

改めて申し上げたいと存じます。

それから、地域との共存共栄ということについ

てでございますけども、関西国際空港の原点、３

点セットの１つでございますけれども、地域と共

存共栄できる空港づくりというのが基本でござい

ます。その効果がどの程度あらわれているかとい

うことについては、もう少し長いスパンで見ない

といけないというふうに思いますけれども、この

対岸都市につきましては、臨空都市圏としての一

定の都市基盤整備が進みましたし、また雇用の効

果あるいは企業の進出等、一定の進捗が図られて

るというふうに考えております。

ただ、連絡橋で結ばれていると。しかも、非常

に高い金額であるということが、なかなか空港と

この対岸とが気軽に行き来できるという状況では
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ないことは御承知のとおりでございまして、これ

らの点については、関空会社にも改善を求めてい

るところでございますし、また、なお今後ともこ

の共存共栄という精神が現実のものとなりますよ

うに、あらゆる機会を通じまして空港会社並びに

近隣とも力を合わせながら努めてまいりたいと考

えております。

公害のない空港というのは、これももちろん３

点セットの１つでございまして、そのために５キ

ロ沖合ということになっているわけでございます。

その中で、特に航空機騒音等の心配がございまし

たけれども、開港後一応、かなり７０ＷＥＣＰＮ

Ｌを下回って運航もされております。

ただ、残念なことは、御指摘あったかというふ

うに思いますが、陸上飛行ルートが当初の約束か

ら陸上を飛ばざるを得なくなったということに対

しましては、当初努めて海上を飛行しということ

に対して約束を破ったということでございますの

で、この点については、厳しく運輸省にも抗議を

いたしたところでございます。

ただ、全体構想を考える中では、飛行経路問題

あるいはその安全性ということを考えた場合に避

けて通れないものでございますので、昨年、陸上

ルートについては、一定の条件をつけた中で容認

をいたしたところでございます。今後とも、環境

監視には万全の体制で望んでいきたいというふう

に考えております。

それから、大阪湾全体を非核の海にしてはどう

かということでございますけれども、御承知のよ

うに我が国は非核三原則を持っております。した

がって、当然核の持ち込みというものもないとい

うふうに考えております。

先般、高知県がそういう証明書の提示を求める

ような条例案を上程されておられますけれども、

府県、特に港湾の管理者としての立場もおありか

というふうに思います。ですから、こういう問題

は、やはり少なくとも府県レベルで考えるべき性

質のものだというふうに考えております。私とい

たしましては、国が非核三原則を堅持していると

いうことでございますので、それは日本国として

持ち込まないということでございますから、それ

を確実に守っていただくということが何よりも大



切だというふうに思っております。

それから、２期事業を一時凍結して、計画の見

直しあるいは１期事業の総括をすべきではないか

ということでございますけれども、世界に目を転

じますと、２４時間空港あるいは非常に大規模な

空港が順次でき上がってきております。このアジ

アにおいても、韓国あるいはシンガポール等を見

てもそのとおりでございまして、いわゆるハブ空

港としてこの関西国際空港が成り立っていくため

には、できるだけ早期に複数の滑走路を持つ、そ

して離着陸回数の多く確保できる２期事業という

ものは、大切だというふうに思っております。で

すから、私は２期事業、全体構想を推進する立場

でございますので、林議員の御意見とは異なりま

すけれども、できるだけ早く２期事業あるいは全

体事業をやっていかなければいけないというふう

に考えております。

その中で１期事業の総括等、特に我々地域整備

の中での総括もやっておりますし、特別委員会で

も議論をいただいたところでございます。これら

については率直に総括をし、なお未達成の部分あ

るいは未着手の部分については、引き続き要求、

要望をしていかなければいけないというふうに考

えているところでございます。

次に、同和問題についてでございますけれども、

本市におきましては、同和問題の早期解決を市政

の重要課題の１つとして位置づけまして、必要施

策の積極的な推進に努めてまいりました。その結

果、同和地区の生活環境等の改善は大きく進みま

して、登録事業も既に完遂を見ているところでご

ざいます。しかしながら、差別意識の解消、内外

交流の促進、みずからの選択に基づく自立の促進、

教育の格差、不安定就労等、なお解決を図るべき

諸課題が残されております。

こうした状況を踏まえまして国におきましては、

１５事業に限定をして経過的に法的措置が平成９

年３月になされております。また、平成８年、地

対協意見具申並びに同年府答申におきまして、同

和問題は解決に向かって進んでいるものの、依然

として日本社会の重要な課題であり、その早期解

決は国際的な責務であり、また同和問題は過去の

問題ではなく、この問題の解決に向けた取り組み

－１８－

を人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげて

いくという広がりを持った現実の課題であるとの

見解が示されております。したがって、今後とも

なお残っている課題については、積極的に対応し

ていく考えを持っております。

それから、同和地区生活実態調査について中止

をされたいということでございますけれども、平

成１０年度で生活実態調査、意識調査等予算もち

ょうだいいたしまして、この１月に行いました。

現在、集計中でございますので、その結果はまだ

出ておりませんけども、これは前回やってから７

年を経過して、その推移を見るために、また今後

の同和施策をどういう方向でやればいいかという

ために行っているものでございます。したがって、

定期的なこういう実態調査については、必要であ

るという考えを持っております。

次に、情報公開制度についてでございますけれ

ども、市民にわかりやすく利用しやすいものにす

べきであるという御指摘でございます。

市政への市民参加を推進していくためには、市

と市民が情報を共有することにより市政を身近な

ものに感じ、市が行う施策に対する理解を深める

ことによりまして、積極的に市政に参加し、市民

の意志に基づく市政を実現していくことが必要と

いうふうに考えております。

市と市民が情報を共有するためには、情報公開

制度が必要不可欠であると認識しております。市

が保有する情報を公開することにより、多様な意

味で語られる知る権利の中の行政情報の公開を求

める権利を保障し、市の諸活動を市民に説明する

責務を全うし、開かれた市政を実現することにな

るものと考えております。

情報を公開するに当たっては、個人に関する情

報については最大限保護しつつ、情報公開制度を

運用できるように努めてまいりたいというふうに

考えております。現在、素案を策定いたしており

ますので、近い時期に所管の委員会にもお示しを

し、そして十分議論も賜りたいというふうに考え

ているところでございます。

それから、知る権利と市の説明責任ということ

でございますけども、国の情報公開法におきまし

ても、この知る権利を書くか書かないかというこ



とで大変議論があったわけでございますけども、

国の方は、現在の案では盛り込まれない方向にな

りつつあるというふうに考えております。我々は、

府下各市いろんなところで先発して情報公開条例

を制定されておられるところもございますし、そ

ういうところの内容も十分把握しながら、今後素

案から成案に至るまでの間に議論をしてまいりた

いと考えております。

それから、入札制度のあり方でございますけれ

ども、抽せん型指名入札を導入しましたのは、御

承知のようにその最大の目的は、談合の防止でご

ざいます。１年間試行いたしまして、それなりの

成果はあったというふうに考えております。

しかしながら、抽せん型に属する入札数そのも

のが非常に少ないという中で、事前の抽せんによ

りまして、除外される業者さんが非常に何という

んですか、いつも入札で除外されてしまう。要す

るに抽せんで残る企業と除外される企業、約５割

程度の確率であればいいんですが、非常に偏った

結果として出てまいっております。

そういうことになりますと、ランク制をしいて

おりますから、比較的大きな事業をこの抽せん型

でやっております関係上、年にそう数多くないわ

けですね。そうしますと、本指名に入らない、要

するに指名されないということになることがわか

ってまいりました。それは、やはり公平の原則か

らしますと極めて遺憾なことでございまして、当

初は、確率５割ですから、もう少しそれに近づく

結果が出るのではないかというふうに考えたわけ

でございますが、ちょっと予想外にそうでない結

果が出てまいりましたので、これはやはり改めな

ければいけないなというふうに思ったところでご

ざいます。

ことしの１月から抽せん型については一定改善

をいたしまして、従来の指名数をふやして、そし

てより競争性を高めるということに変えました。

その中でなお談合情報があれば、その中で直前抽

せんを行うと。従前の抽せん型と同様のことを行

いまして、その可能性を消すということにいたし

た次第でございます。何件か行っておりますが、

ことしから現在まで談合情報は１件もございませ

ん。したがって、効果を発揮しているのではない

－１９－

かというふうに考えております。

それから、政治団体に関する御指摘でございま

すけれども、御承知のように政治資金規正法が改

正をされまして強化をされたわけであります。こ

れは平成７年でございますけれども、この中で政

治活動の公明と公正を確保するために、企業その

他の団体のする政治活動に関する寄附の制限の強

化、またその企業からの同一の資金管理団体に対

してされる寄附については大幅に縮小されまして、

そしてある一定限度以上は公開をされるというこ

とになって、透明性を増しているところでござい

ます。私といたしましても、十分その趣旨を踏ま

えまして運用をしているところでございますので、

御理解をいただきたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） それでは、自席から再質

問さしていただきます。

関西国際空港の問題について、市長、その原点

にかかわる国際的に平和な交流の場としての空港

ということを、これは市長は明確にこの問題につ

いても 市長自身はこの当初から、当時市の職

員としても知っておられましたから、岸知事の言

明も、これは府民への約束事でもありますし、よ

く御存じであったかというふうに思うんですよ。

ところが、残念なことに、９年度には滋賀県の

饗庭での日米軍事共同演習ですか、これのときに

は米軍のいわゆる演習に行かれる人がフリーパス

で通られているわけです。一般の民間の飛行機に

乗って、別に軍服は着ておらなくてもね。そうい

う特別サービスがここでやられているわけですね。

そういう点なんかも含めて、やはりこの問題は

ずっとそういうふうにしてつくられた約束にもか

かわらずそういうことがやられたし、それから今、

国会でガイドラインという名の戦争法案、アメリ

カの戦争にストレートに参加を国会の承認も何も

なしにやると。国会が承認をするかせんかとかい

うのはまた別の問題ですが、憲法を侵してこのこ

とがやられようとしている。

こういう時期ですから、今このことに、二度と

戦争しないということを明確に世界にも約束して

いる日本の国が、憲法でそれをうたっている国が、

国連がどうしようかということで協議しているさ



なかに、例えばこの間のあのアメリカの攻撃です

ね。ああいう諸外国への攻撃に黙ってついていく

ようなことであっては大変なんで、それにこの間、

朝日新聞を見ますと、全国の、千歳の空港から全

空港があの朝鮮有事と言われたときにも使われか

ねなかったと、使いたいという要求が出されてい

たというようなことが暴露されていましたけども、

そんなことになると、目の前で軍事行動がやられ

るということになると大変な事態ですから、私は

この点はやっぱり政府がやること、アメリカがや

ることは何でもよいんだというような考え方に立

っては大変だというふうに思うんです。

そういう点で、今の市長の軍事利用には反対だ

という立場を、これはできたら大阪的に大きくき

ちっと広げて、市長らの関空協とかそういう場も

含めて、ひとつぜひともそのことを全体がそうい

う立場でとらえるように努力をしていただきたい

というふうに思うんです。

この問題との関連で、今政府が非核三原則を堅

持しているなら、政府がそのことをきちっと守っ

ていく上でも、関係する地方自治体がきちっとそ

のことについての意思表示もやっていくことが大

事ではないかなと。例えば、先ほども申し上げま

したように、市の今回の大阪府への要望書の中に

も、泉州港南港ですか、まだこれはつくられてい

ないんですが、これからつくると。そうすると、

これは市もいろいろかかわりを直接持っていくわ

けですから、そういう点でこのこととも兼ね合っ

て、私ははっきりと市長もこのことについて、市

の意志として明確にしていただきたいというふう

に思います。

それから、今ちょっと私、ここへ数字を持って

こなかったんですが、大阪府を初め関係府県の第

１期事業に対する出資と今度の第２期事業への出

資は、１．５倍ぐらいなってるんですね。しかも、

今度は埋め立てについては、この間あいぴあで説

明会もいただきましたけれど、この埋め立てにつ

いては、別な会社が、埋立造成会社というのをつ

くられてやるとか、いろいろしてますけれど、結

局は地方自治体、いわゆる大阪府などの出資がさ

れる。

ところが、１期で１兆円のものが建物も含めて

－２０－

ですが、第１期事業では１兆５，０００億。簡単に

１．５倍といっても大変な額ですね。さらに、今度

は当初から１兆５，６００億円の全工事ですから、

これへの出資も大阪府としてやっていく。そして、

またその関連の事業もやられると。そうすると、

この大型の公共事業、これをどんどんやると、こ

れがやっぱり府の他の事業に影響を与えて、いわ

ゆる財政再建プログラムなどといって、高校の入

学金を最初は１０倍、低めて８倍でしたけども、

これは議会の反対を受けてできませんでしたが、

しかし、こういう全国の都道府県でないようなむ

ちゃくちゃなことが今のノック知事によって提案

をされる。それと同じような形で、老人医療費は

昨年の１１月から、これももうつぶされてしまい

ました。

こういうふうに全部、教育や福祉、こういった

ものにそれが影響を与えて、一方空港だけはつく

られている。これでは府民の暮らしを、まあいえ

ば、また市民の暮らしを豊かにすることが行政の

役割だと思うんですが、それに反するような形で、

大型の公共事業をどんどん進めていくようなこと

ではぐあい悪いわけですよ。

第１期事業についても、いろいろ反省したり考

えなくてはならない問題がいっぱいあります。り

んくうタウンを１つとってもそうでしょう。また、

地域整備についてもそうでしょう。環境上の問題

でも、公共下水道の普及率は、もう本来第１期事

業が始まる前に一定できてないかんのが、飛行機

が飛んでいるにもかかわらず、いまだに泉南市だ

って下水道の普及率は低い状況のままで、こうい

ったことも当初の約束とは全部違うんですね。そ

れは国が本来１種空港として責任を持たなければ

ならないものを民活型にしたために起こっている

わけですから、そういうことも含めて第１期事業

について、既に破綻した民活型をどうするかとい

うことも含めて、本当はよく検討してこの空港問

題に取り組まなければならないというふうに思う

んですが、そういった点から、私どもは第１期事

業についての総括をきちんと行って、その間第２

期事業を一時凍結して、計画の見直し等も含めて

やるべきだということを言っているわけです。

まず、空港問題でそうした点について、再度市



長の答弁を求めたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 関西国際空港の平和利用と

いうのは当然のことでございまして、私は以前か

らそういう軍事的な利用ということについては、

反対という立場で明確にいたしております。

御指摘ありました今後２期のときに要望として

出しております泉州港南港ですね、これはまだ事

業主体が決まっておりませんが、この目的なり調

査は大阪府の方でされておりますが、それにより

ますと、もちろん平和利用ということで物流拠点

という位置づけがされております。すなわち、飛

行機で運んできた貨物等を今度は大型の貨物船に

積みかえて主要な港へ移動する、あるいはその逆

ですね、こういうこと。それから、大型クルーズ

船等の観光船の寄港、こういうようなことを念頭

に置いてされておられまして、当然その泉州港南

港につきましても、そういう軍事的な利用という

ことは、毛頭考えておられないところだというふ

うに思っております。

関連して、先ほどの大阪湾全体ということにつ

いては、やはり国がしっかりと非核平和のこの三

原則を守っていただいて核を持ち込まないと。も

ちろん、つくらないはあるんですけれども、そう

いうことを守っていただくというのが大前提でご

ざいます。本市の非核平和都市宣言の趣旨にもそ

ういうことがありますので、泉南市としては明確

にアピールをしているものだというふうに思って

おります。

それと、１期の空港は１兆円でスタートして１

兆５，０００億かかったと、５割増しということで

ございます。今回は１兆５，６００億円でスタート

するわけでございますが、この間の関空並びに造

成会社の説明では、その１兆５，６００億円が大き

く変わるということはないということを言われま

したけれども、１期のときは確かに沈下の問題で、

かなり沈下速度が速まったというようなこともあ

って大幅に増加したというふうに思いますが、２

期の場合は１回そういう学習をいたしております

ので、学習効果によってある程度織り込んでいる

のではないかなというふうには思います。

ただ、地方の財政も入っているわけでございま

－２１－

すから、できるだけ安く、しかもそういう変更の

ないように求めていくというのは当然でございま

すから、今後２期を進めるに当たりましては、つ

くるということはもちろんでありますけども、そ

ういう工法あるいは財政負担がさらにふえないよ

うに、十分監視をしていく必要があるというふう

に考えております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○１８番（林 治君） 空港問題について、私は

それとの絡みで今国会でやられてる戦争法案、新

ガイドライン、これで民間の空港も含めて、地方

自治体も含めて、動員させるというようなことに

対しては、市長、やっぱり明確な態度を、市民の

安全を守っていくという立場からも、私は市長に

そのことについての見解も改めて求めておきたい

と思うんです。

そして、次に同和行政のことについてもお尋ね

をしておきたいと思うんです。

市長は、先ほどの御答弁を聞いていると、同和

地区指定をいつまでも置いておく。どういうふう

にこれを考えておるんですか。これは同和地区と

一般地区というふうに地区指定をして分け隔てす

るということ自身が、そこでいつまでも、そして

同和行政をしていること自身が、もう今では差別

を温存する、そのことにつながっていることにな

るんですよ。政府も既に９７年の３月をもって法

律を終結している。市長は１５事業と言いますが、

市として１５事業というのは直接関係ありますか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、ガイドラインのこと

につきましては、地方自治体にも協力を求めると

いうふうになっているようでございますが、具体

に大阪府には国から一定そういう見解が示されて

いるようでありますけども、市町村の方にはそう

いう話は現在のところございません。国防という

ことに関しましては、やはり国が基本的に考える

ことだというふうに思っております。

それから、同和事業についての地区指定の問題

でありますけども、ハード面の整備については、

我々の方は今まで積極的に対応してまいっており

まして、ほぼ完遂できたというふうに考えており

ます。



なお、まだ特にソフト面について、特に差別問

題あるいは就労、教育等、これらについては大き

く課題も抱えておるということでございますので、

それらの施策を推進していく上で一定の地区指定

というものは、やはり必要だというふうに考えて

いるところでございます。

それから、国の方では１５事業に限りまして、

経過的な法的措置ということで平成９年３月に制

度化されております。このことについても、我々

市行政の果たすべき部分というのはあるというふ

うに考えております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○１８番（林 治君） 国の暫定的に５年間残し

た１５事業の中には、直接市の事業としてのもの

はないんですよ。あるならあると答えてくれたら

結構ですけども、私の知る限りはない。

ですから、いつまでこういうものを同和地区指

定として置いておくのか。やっぱりこのことは、

市長自身の考え方の問題なんです。早くこういう

ことをやめて、一般施策に全面的に移行してやら

なければ、例えば今老人向け住宅も、既にこれは

もう何年かたっておりますが、いわゆる残事業な

どと言って駆け込みで建設をして、いまだに１０

戸近くが入居していないでしょ、３２戸のうち。

地区はどうも８８０世帯のうち３４４戸の市営住

宅があり、しかもさらに３２戸プラス、そんなん

５割近い公営住宅、そんなことは社会的にあり得

ないんですよ。それは埋まらないのが当たり前な

んですよ。

だから、こういうことじゃなしに、今泉南市民

の中には、住むところもまともになくて困ってる

方もたくさんおられるんです。これを開放すれば

いいんですよ、全体に。何にも閉鎖的なことをや

らなくてもいいんです。しかも、ちなみに言えば、

この住宅の使用料の滞納も大変たくさんあります。

私はそういう点で、市が早くこの同和地区指定を

廃止する、そして同和行政そのものの終結を宣言

する、そのことが大事だと思います。

そして、実態調査について、いろんな推移を見

るために必要だと言って、何の推移を見るんです

か。行政上必要な調査というのは、こんな個人の

プライバシーにかかわることについての調査なん

－２２－

かは必要ではないんですよ。そんなことを調査す

べきじゃないんですよ。書いてあることは、大変

なことがいっぱい書いてますよ、この調査は。

私はまた別な機会にこの問題については行いた

いと思いますが、この調査は本当に結婚のことだ

とか、それから生まれだとか収入、もう個人のプ

ライバシーにかかわることを平気で、しかも市の

幹部職員を使ってこれを調査したでしょう。その

こと自身、住民から大変抗議の声が出されていま

す。私はそういうことからも、今の調査を直ちに

集計もせずやめるべきだということについて、改

めて市長の見解をお尋ねします。

ちょっと時間の関係があるので、あと情報公開

と入札制度のことについても改めてお尋ねをして

おきたいと思うんですが、市長、私の方からの情

報公開についての質問は、結局、市長はいろいろ

言われたんですが、ちょっとお答えいただいてな

いというように思うんです。事は簡単なんです。

市民にわかりやすい条例にするのか、利用しやす

いものにするのか、そうすべきではないか、こう

言うてるんです。単純に言うてるんです。

そのことについて というのは、市民が使う

んでしょう。市長と我々議員で条例を見てある程

度こうやる条例じゃなしに、市民全体に、一般的

なここにある条例は、なかなか見れないものと言

ったらおかしいですが、今度この条例がつくられ

たら、市民に条例文そのものもいわゆる市の広報

か何かで流して、市民にお知らせして、見てもら

うべき条例になるでしょう。そうでない条例もあ

りますね。まあ言うたら全部出せばいいわけです

が、しかし恐らくそういう条例になると。やっぱ

り読めば、あ、こんな条例なのかと。ああ市長の

言うように我々も市政に参加できるんだなと、こ

う理解できる、優しいわかりやすいものにすると

いうことが何よりも大事だと思うんです。

しかも、利用するのに、えっ、金要るんかと、

これは話にならんです。だから、そういうことも

含めて利用しやすいもの、そのことについてどう

するかと言ってるんです。今具体的にどうこう言

ってるんやないんです。そういう方向をきちっと

市長として明確にここでお答えいただきたい。

それから、住民の知る権利、これはこの条例の



命なんですよ。だから、そのことについては議論

してまいりたいということでありますので、また

いろんな場で、きょうこれからも議会でいろいろ

皆さんから御意見あると思うんです。

それと、これは国の制度がそうなってないから

議論してまいりたいというように言われたんです

が、それじゃ説明責任というのは、もう国の制度

の中でも、政府案でも、はっきりとそのことはも

う述べられておるんです。だから、このことにつ

いては市長は答えなかったんですが、文書できち

っとそのことは 私の今言うてるのは、住民の

知る権利、市の説明責任というのは、文書の中に

その言葉そのものが明確に条文として出すべきだ

というふうに言ってるんです。だから、どちらも

簡潔に言ってるつもりです。

さて、入札制度の問題であります。入札制度の

問題では、先ほども申しましたように、これは抽

せん型でやった場合に、９件で１０億３，７００万

円なんですよ、トータルでは。これで７７．３４％

になったと。しかし、それでも、最低制限価格よ

り上なんです。十分仕事ができるんですよ、業者

は。

だから、これだけでその差額が２億３，５００万

出たわけですから、この２億３，５００万円がまた

他の事業にやられる。関係の職員なんかもうれし

い悲鳴を上げてますよ、忙しいいうて。職員も喜

んで勇んで仕事をしてるし、市民の税金もむだな

く、本当に公正にやられた抽せん型入札制度、何

でやめるんでしょうか、わずか１年で。もっと少

なくとも、あれこれ言うんなら、せめて３年でも

やったらどうですか。本当に談合をなくしてて、

阪南市を見てみなさい。７年度だけで１６億幾ば

くかで２億円も談合金つくって、これ裁判にかか

ってるんです。今も損害賠償請求訴訟をやってる

んですよ。そんなことを考えたら、それと同じよ

うな金額で、片一方１０－１工区は１３億４，００

０万のこの予定価格からいうとわずか１，１５０万

円、差額はね。だから、そういうことも含めて市

長、この抽せん型、やっぱり今ごろやめるという

のは市民の理解が得られません。

それから、清樟会の問題については、市長は透

明性を確保する云々と言いましたけども、私はそ

－２３－

こで言いましたように、政治的にも社会的にも道

義的にも、市民に対して、法律上通っているから

いいというもんじゃないんですよ。世の中、法律

上通ってるからいいと言うてたら、これはやっぱ

り泉南の市長としてのそういう責任はありますよ

と。法律上通っているからいいんですよというん

じゃないんです。そういう責任をあなたは持つ必

要があるし、持たないようなことで、この問題は、

ほかの行政上のことは法律上必要なことであって、

法律上大事でしょうけども。

以上の点についてお答えいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。簡潔にお願いし

ます。

○市長（向井通彦君） 継続として認められている

１５事業ですね。これについては、本市もかかわ

る事業がございます。

それから、高齢者向け住宅の入居状況ですが、

３２戸中２２戸が入居中でございまして、入居承

認をしたものが２件既にございます。また、申し

込み審査中が４件ございます。したがって、間も

なくほぼ全戸入居していただけるのではないかと

いうふうに考えております。

それから、実態調査につきましては、先ほども

お答えしましたように、我々は同和行政初めその

施策をやっていく中で、やはり一定の皆さんの実

態あるいはその考え方等をお聞きしないと的確に

行政判断ができていかないということで７年ぶり

に実施をしたものでございますので、またその結

果が出ますれば報告をさせていただきたいという

ふうに思っております。

それから情報公開、細かい部分は別にいたしま

して、おっしゃるように、せっかくつくるわけで

ございますので、市民の皆さんに利用しやすいよ

うに、そして文言も、条例ですからなかなかどこ

までわかりやすく書けるかわかりませんけれども、

御指摘のようにできるだけ平易な文章でわかりや

すく表現できるように考えてまいりたいと。また、

素案をお示ししますので、御意見を賜ればという

ふうに考えております。

知る権利あるいは説明責任も、先ほど御答弁申

し上げたとおりでございます。

それから、抽せん型入札をなぜ導入したかとい



うその目的ですね。これはあくまでも談合排除が

目的でありまして、高い安いというのは、また別

の議論だというふうに私は思っております。そう

いう意味では一定の成果をおさめましたし、こと

し１月から導入しております新たな部分について

も、現在までそういう情報は１件もございません。

また、それが多発するということであれば、いろ

んな方策を考えていきたいというふうに思ってい

るところでございます。これもいろいろ先進的に

どんどん新しい開示の仕方が各市町行われてまい

っておりますので、我々も情報収集に努めながら、

改善すべきところは改善をしていきたいというふ

うに考えております。

それから、政治団体の件でございますが、要す

るに、資金管理団体がだめだとおっしゃっている

のかどうなのか、ちょっとわからないですけれど

も、制度上、その資金管理団体というのは、１つ

の団体に限って認められているわけでございます。

したがって、それを有するということは、政治家

としてある意味で必要かというふうに考えており

ます。運用の面についていろいろ配慮しなさいと

いう御意見だろうというふうに思いますが、一定

の改善をしてきているところでございます。

○議長（薮野 勤君） 以上で林議員の質問を終結

いたします。

１時まで休憩いたします。

午前１１時５６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。

次に、１１番 南 良徳君の質問を許可いたし

ます。南君。

○１１番（南 良徳君） 清和会の南 良徳でござ

います。平成１１年第１回定例会に臨み、清和会

を代表して市長の市政運営方針について質問をい

たします。久しぶりの代表質問でございますので、

どうかよろしくお願い申し上げます。

我が国経済は、金融機関の経営に対する信頼の

低下、雇用不安などが重なって、家計や企業のマ

インドが冷え込み、消費、設備投資、住宅投資と

いった最終需要が減少するなど、極めて厳しい状

況にあります。

－２４－

これに対し、政府は平成１０年４月に総事業規

模１６兆円超の総合経済対策を、１１月には総事

業規模にして２７兆円を超える緊急経済対策を取

りまとめました。今後これらの効果があらわれて

くるものの、平成１０年度の我が国経済は、国内

総生産の実質成長率がマイナス２．２％程度になる

と見込まれています。

また、我が国経済を取り巻く国際経済情勢を見

ると、世界経済の現状は、新興市場諸国における

通貨、経済の混乱を初めとして、欧米においても

先行きに対する不透明感が見られるなど、依然と

して厳しい状況にあります。

一方、地方財政も恒久的な減税の影響も含めて、

かつてない巨額の財政不足の状況にあり、地方財

政の借入金残高は、平成１１年度末には１７６兆

円に達する見込みとなっています。本市において

も例外ではなく、非常に厳しい財政状況の中、都

市基盤整備や福祉事業、環境事業等施策を実施さ

れていることにつきましては、評価をするところ

であります。

また、行財政改革の取り組みについては、平成

８年に行財政改革大綱を策定され、平成９年度か

ら実施されています。

そこで市長にお伺いいたします。平成９年度、

１０年度の成果の総括と、それを踏まえ、本年度

はどういった行財政改革を中心に考えておられる

のか、お聞きをいたします。

次に、まちづくりについてお伺いいたします。

まちづくりについては、第４次総合計画を策定

中であり、これができ上がりますと、将来に向け

ての指針となります。そのコンセプトとなる決意

として、市長は「「臨空都市」にふさわしいまち

づくり、本市の独自性を生かした個性と魅力ある

まちづくり」を目指すとありますが、もう少し具

体的にお聞きをいたします。

まちづくり２点目は、防災対策についてお伺い

をいたします。

さきの阪神・淡路大震災から早くも４年が経過

いたしました。この大震災を教訓とし、あらゆる

災害から市民の生命、財産を保護するため、平成

１０年度に新防災計画を策定されました。それに

従って危機管理の向上に努められていると思いま



すが、財政事情によりこの計画を遂行していくに

当たり影響がないのか、懸念を持っております。

災害は忘れたころにやってくるの例えどおり、い

つ起こるかわかりません。この防災対策について

は、のど元過ぎれば熱さ忘れるではなく、万全を

期さなければならないと思いますが、市長の考え

をお聞きいたします。

まちづくり３点目は、道路網の整備の中で泉南

岩出線の４車線化と京奈和自動車道、いわゆる太

平洋新国土軸との関係はどうなるのか、お聞きを

したいと思います。また、近辺にインターチェン

ジ等ができるのかどうかについてもお聞きをいた

します。

次に、生涯学習体制についてお伺いいたします。

生涯学習については、範囲が非常に広く、中身

においてもさまざまな学習があります。欧米を初

めとする外国と我が国とでも内容的に違いますし、

我が国においても各地で若干のばらつきがありま

すが、ここでは高齢者を対象にしてお聞きをいた

します。

近年の長寿化により、若いときに受けた教育だ

けでは豊かな人生を過ごすことができないと思い

ます。長い高齢期を充実させるにはそれなりの学

習をしなければならない。そういった観点から、

学校教育中心から生涯全体に教育を再配分、再構

築をしていこうというのが生涯学習の考え方であ

り、言い方を変えれば、従来の教育を改革するこ

とだと思います。

本市においては、公民館事業や図書館事業、成

人教育事業等の各事業を実施されていますが、こ

れらの事業をさらに充実させることも重要ですが、

高齢者を対象に生きがいを持って生活をしていけ

るような学習施策、市独自の生きがいプラン的な

ものを考えられないのか、お聞きをいたします。

次に、農業公園についてお伺いいたします。

この事業につきましては、今後１６億以上の事

業費を投入する大きな事業であり、平成１０年度

の補正予算で実施設計委託料として１，７３１万計

上されています。この基本計画での整備コンセプ

トは、自然との共生体験となっています。一方、

環境庁で整備を進めている紀泉ふれあい自然塾事

業の目的も、自然との共生となっています。位置

－２５－

的に見ても近い場所であり、どちらも山間部とい

った状況から、施設内容も類似してくると思いま

す。私はこの農業公園については、思い切った変

更をする必要があると思いますが、現状を踏まえ

てこの２つの事業の整合性についてと、農業公園

事業への投資効果について、どういった予測をさ

れているのか、市長のお考えをお聞きいたします。

さらに、基本計画書の収支の検討によりますと、

管理運営費と使用料収入との差額について、１億

円の経費補てんが必要であると想定されています

が、施設内容いかんでは入場者が大幅に減少し、

さらに経費補てんが多くなると思いますが、どう

でしょうか。

最後に、りんくうタウンについてお伺いいたし

ます。

冒頭申し上げたように、経済情勢の悪化により

りんくうタウンへの企業の進出意欲が低下し、現

在６社が進出するにとどまっています。そういっ

た状況を踏まえ、市においては今般、新規企業の

進出を促進するため企業誘致促進条例を上程され

ますが、この条例のみならず他の施策も考え、本

市の産業振興と経済の活性化に寄与していただけ

るよう頑張らなければならないと思います。

この地域では観光資源の１つであるサザンビー

チがあり、夏場はにぎわっています。市長は、夏

だけではなく四季にわたった発展を考えられてい

ますが、私も同感でありまして、昨年１２月開催

の都市計画審議会でも申し上げました。このサザ

ンビーチを中心にレクリエーションゾーンとして

ビジョンづくりをしていかなければならないと考

えますが、市長のお考えをお聞きいたします。

以上、大綱５点にわたり質問をさせていただき

ました。御答弁よろしくお願い申し上げ、壇上か

らの質問を終わります。

○議長（薮野 勤君） ただいまの南議員の質問に

対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 順次御答弁を申し上げます。

まず、個性と魅力あるまちづくりということに

ついてから申し上げたいというふうに思います。

地域にはそれぞれ先人から引き継いだ文化、伝

統、歴史遺産があり、これら貴重な財産がその地

域の顔であり、個性であると考えております。本



市におきましても、先人たちのはかり知れない努

力のおかげで、他市にまさるとも劣らない文化、

伝統が継承され、本市の個性と魅力の１つになっ

ております。また、本市には山、海、豊かな緑と

いった自然環境に恵まれておりまして、この自然

が本市の個性と魅力であり、観光資源ともなって

おります。

一方、関西国際空港の開港を大きな契機とし、

道路や下水道を初めとする都市基盤整備が大幅に

進捗し、福祉や歴史、スポーツ、防災の各拠点と

なる施設も完成を見るに至りました。さらに、本

市の山間部では、森林の保全と活用を図りながら、

国内外の多くの人々に森や緑との触れ合いの場を

提供するべく、ふれあい自然塾や農業公園事業を

進めております。これからの多交流・低経済成長

社会においては、人々や企業を引きつけ、定着さ

せるための都市間競争の激化が予想され、そのた

めにも個性と魅力のあるまちづくりが最重要にな

ってまいっております。

私といたしましても、先人たちから継承された

文化や歴史に加え、本市の持つ歴史的・文化的・

自然的資源の利活用を図り、憩いとにぎわいのあ

るまちの魅力を新たに創出し、我々の未来の世代

へ伝えていけるよう、魅力ある都市空間づくりを

進めてまいりたいと考えております。

次に、防災対策についてでございますけれども、

本市では平成１０年度に地域防災計画を全面改定

をいたしました。その中で、予防計画を新たに盛

り込みますとともに、阪神・淡路大震災の教訓を

生かした内容に改正をいたしました。そしてまた、

職員につきましては、年１回、阪神・淡路大震災

を教訓といたしまして、早朝の参集、本部設置訓

練を行っております。そして迅速に対応できる心

構え、また能力を養っていただくということで啓

発をいたしております。その旨、全職員に庁内放

送を通じて啓発をいたしますとともに、広報等を

通じまして各市民にもお伝えをしているところで

ございます。区長会の皆さんもこの防災対策につ

いては大変御熱心でございますので、今後は地域

のそれぞれにあった初期立ち上がりの訓練あるい

は体制づくりをまずきっちりと行っていきたいと

いうふうに考えております。

－２６－

ハード面の整備につきましては、一定予算上の

制約もございますけれども、建築物、また貯水槽

等消火施設等の充実に順次取り組んでまいりたい

というふうに考えているところでございます。

３点目の泉南岩出線の４車線化と京奈和自動車

道との関係でございますけれども、４車線につき

ましては、順調に今事業をやっていただいており

まして、当初暫定２車線ではございますが、金熊

寺トンネルにつきましては本格的な掘進にも入っ

ておりまして、１２年度中に開通できる見込みと

お聞きをいたしております。それ以外の地域につ

いても、地元での説明会、用地買収等をこなして

おりまして、順次４車線化が整備されるものとい

うふうに思っております。

一方、和歌山県側につきましても鋭意事業を行

っていただいておりまして、一部開通したところ

もございますし、事業中のところもございます。

府県間道路の整備ということで、阪和間協議のテ

ーブル上に乗っている事業でございますので、お

互いに協力しながら事業進捗を早めていきたいと

いうふうに思っております。

御指摘の京奈和自動車道につきましては、紀の

川沿いに京都、奈良、和歌山へ通ずる高速道路で

ございますけれども、ちょうど風吹峠を越えた岩

出から橋本に至っております広域農道がございま

すが、その道路よりも少し山手側、いわゆる大阪

府側に紀の川に並行して入ってくるということに

なっておりまして、既に打田町まで都市計画決定

がなされております。今年度、１１年度に岩出町、

和歌山市までの間の都市計画決定がなされるとい

うふうにお聞きをいたしております。

その京奈和自動車道と泉南岩出線とが交差をい

たします付近に、フルインターチェンジの設置を

岩出町長とともに各省、各団体にお願いをしてま

いっておりますけれども、ほぼ確実に設置される

見込みと相なっております。

したがいまして、岩出線と有機的に結合しなが

ら、京奈和自動車道へのアクセスが可能というこ

とになっております。また、京奈和自動車道と近

畿自動車道とは紀伊付近でドッキングをいたしま

すけれども、高速道路間の乗りかえのジャンクシ

ョン、すなわち近畿道から京奈和道への、京奈和



道から近畿道への乗りかえができるジャンクショ

ンが設定されると聞いております。将来、また分

岐をいたしまして紀淡海峡の方に行くものという

ふうに思われますので、今後は紀淡海峡方面への

できるだけ早い計画に向けて、府県間を越えて努

力をしてまいりたいと考えております。

それから、４点目の生涯学習の件でございます

けれども、南議員も非常に生涯学習に御熱心でご

ざいまして、最近生涯学習のいろんな講座にも御

出席をされているというふうに伺っておりまして、

心から敬意を表するところでございます。私もこ

の生涯学習は非常に大切だというふうに考えてお

りまして、本市におきましても今後さらに充実を

してまいりたいというふうに考えております。

生涯学習活動に参加することは、生きがいのあ

る充実した人生を送ることに大切なことだと存じ

ております。また、学びとともに、学びの成果を

生かすためのものであるという視座を持つ必要が

あるかというふうに思います。

住民の生涯学習の成果は、自然保護活動の高ま

り、高齢者を支える地域活動、健康づくり活動に

とどまらず、産業の振興、創出にまで大きな影響

をもたらすものであり、まさにまちづくりは人づ

くりという時代になっております。多くの住民が

自由に生涯学習活動ができる機会が増大すれば、

その機会において習得した学習の成果を生かして、

さまざまな地域活動が始められ、学習サークルを

つくることになり、そうした研究会やサークル仲

間たちは、他の人たちに指導したりするようにな

り、行政はまたそのことを支援する諸方策を実施

する必要があると認識をいたしているところでご

ざいます。

現在、活動の拠点としまして、公民館を中心に

その役割を果たしているところでありますが、今

後公民館、図書館、古代史博物館、スポーツ施設

などの活用を図ることを念頭に考えているところ

でございます。

また、生涯学習の基盤整備につきましては、そ

の推進体制づくりが重要であり、推進体制には生

涯学習推進本部というような整備が必須となって

きます。その生涯学習推進本部は、その中心的役

割として生涯学習計画を立案し、その実施に当た
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るための各部局の参加を必要とするものであるも

のと思っております。

御指摘ありました高齢者を中心としたものにつ

きましては、既に実施をいたしております千寿大

学、これは海側と山側と２チームに分かれており

ますが、さらにこれを継続いたしますとともに、

新年度におきましては新たに、歴史散歩というの

は規模が非常に大きくなり過ぎましていろんな課

題を抱えておりますので、遠くへ出かけるという

のは自主的にやっていただくといたしまして、私

どもはＹＯＵ遊ウォークふれあい健康促進講座と

いうものを新たに設けてまいりたいと。定数につ

いては５０名程度で年６回程度、約５キロぐらい

の行程で参加できる６０歳以上の方を対象にいた

しまして、泉南地区を中心にウオーキングをしま

すとともに、勉強になるような対応も考えてまい

りたいというふうに思っているところでございま

す。

御指摘ありましたように、生涯学習は極めて大

切なものというふうに思っております。行政は、

そういう準備をすることはもちろんでございます

けれども、個々人におかれても、生涯学習の精神

のもとに今いろんな講座なり、あるいはテレビ、

ラジオを通じたようなそういう新しいものも出て

まいっておりますので、ぜひ御活用いただいて有

意義な生活が送れますように努めてまいりたいと

いうふうに思っております。

次に、５点目の農業公園に関係することでござ

いますけれども、現在、泉南市の山間部におきま

しては、農業公園とそれから紀泉ふれあい自然塾

の２つの事業を中心に行っているところでござい

ます。

まず、農業公園につきましては、併設する花卉

団地、いわゆるかるがも計画農地造成との関係か

ら、花に彩られた公園整備を行いますとともに、

花卉を中心とした農園芸作業の体験等を通じたレ

クリエーションの場を提供し、あわせて泉南市花

卉産業の振興に寄与するために事業を実施してお

ります。また、農業分野におきましても、果樹等

を中心としたものを一定の想定をいたしていると

ころでございます。

一方、紀泉ふれあい自然塾につきましては、里



の風景をつくり出す実践の場であり、里山の再生

活動や自然の中での遊びや冒険を通じて、山の恵

みのありがたさ、豊かさを感じつつ、地域の環境

や資源について体験を通じて学んでいただき、人

と人との交流を深めるふれあいの里をコンセプト

といたしております。特に林業、農業のうちの耕

作等の体験も含めて計画をいたしておりますので、

一定のすみ分けといいますか役割分担については、

考えているところでございます。

また、管理運営についての御質問でございます

けれども、管理運営につきましては、公共施設等

の維持管理に関する本市行財政改革大綱の趣旨を

踏まえつつ、魅力ある運営に努め、四季を通じた

入場者の確保を図るとともに、運営コストが抑制

できる管理運営手法について調査検討をいたして

おります。また、今後は行政だけではなく、その

他の参画も含めて考えていく必要があるのではな

いかというふうに考えております。

次に、行財政改革の評価ということでございま

すが、まず平成９年度におきましては、実施計画

項目あるいは検討項目として約１００件を挙げま

したけれども、このうち方向づけあるいは実施が

できたものは５７件ということでございます。こ

れらについては、既に実施もいたしているところ

でございます。

また、１０年度で行うもの４１件、検討するも

の４０件のうち、実施及び方向づけができた項目

については４１件でございます。これらについて

は既に実施をいたしているところでございますし、

また引き続いて平成１１年度につきましても新た

な項目を設定いたしまして、実施並びに方向づけ

をしていきたいというふうに考えているところで

ございます。

また、思い切った行財政改革ということにつき

ましては、非常に厳しい行財政運営の中でござい

ますので、当然、行政自身が身を削って耐えなけ

ればいけない部分が出てこようかというふうに思

っておりますので、私ども特別職の部分も含めま

して、一般職員についても、職員の生活にかかわ

る部分についても私どもとしては提案をし、また

協議をしてまいりたいと。身を削ってでも行わな

ければいけない部分は、率直に対応をしていきた
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いというふうに考えているところでございます。

それから、りんくうタウンの活性化についてで

ございますけれども、りんくうタウンについては、

用途変更を含めいろんな提案を大阪府の方に行っ

ております。その中で、マーブルビーチ、サザン

ビーチの活性化についても、同様のことを御提案

も申し上げております。今般、大阪府の方に示し

ました要望の中にも、その部分も組み込んでいる

ことは御承知のことかというふうに存じます。

その中で新たな提案といたしまして、これから

行政でなかなか建設あるいは実行できない部分に

ついては、ＰＦＩの活用等既に提案もさしていた

だいているところでございます。大阪府におかれ

ましてもその提案を受けられて、現在、企業局を

中心にいろいろ検討をしていただいておりますの

で、近い将来、大阪府からも何らかの御提案があ

るものというふうに期待をいたしているところで

ございます。

いずれにいたしましても、非常に厳しい中での

行財政運営、しかも市民のニーズというのは多種

多様化、高度化をいたしてまいっておりますので、

我々といたしましても、今後それらの調和を図り

ながら、できる限り市民の生活の向上のために資

する事業を中心に行ってまいりたいというふうに

考えているところでございますので、よろしく御

支援と御理解を賜りたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 一通り御答弁をいただき

ましたが、まだ時間もございますので再質問をさ

せていただきたいと思います。

先ほどの行財政改革の中で、平成１０年度４１

件が実施されたと。検討課題としては４０件とい

うことで、検討の課題については、どれだけとい

うことは数字的になかったと思いますし、平成１

１年に取り組む項目の主なものも御答弁なかった

かと思います。以前の平成８年にできました大綱

でいきますと、まだ全然取り組まれていない項目

もあろうかなと思います。例えば市有地の売却で

あるとか、そういったこともまだ実施されていな

いというふうに思います。

それから、その中で機構改革について、私はト

ータルで行財政改革ということで質問させていた



だいたんですが、機構改革についても具体に何か

考えておられるんであれば、その辺も含めて御答

弁を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） 平成１１年度はまだ本部会

議で決定をいたしておりませんので、まだ案の段

階でございますけれども、平成１１年で実施を行

う予定ものとして４５件を想定いたしております。

また、検討するものとして１３件、合計５８件を

予定いたしているところでございます。その中に、

御指摘いただきました遊休市有地の売却というこ

とも、当然組み込むことといたしているところで

ございます。

また、機構改革につきましては、１課１係につ

いては原則統合という形で行ってまいっておりま

して、既に実施をいたしておりますけれども、さ

らにこの新年度、一部のところでそういうことも

今最終的な段階に入っております。全体的な見直

しにつきましては、平成１１年度で機構をすべて

再度総点検をいたしたいというふうに考えている

ところでございます。したがいまして、御指摘い

ただきました事柄についても、我々の方で鋭意今

策定をいたしているところでございますので、御

理解を賜りたいというふうに存じます。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 平成１１年度で全体的な

見直しを総点検ということでございますが、私の

方から見てて非常に気になるところがございまし

て、いろんな政策も含めてですが、今回例えばり

んくうの企業誘致促進条例についても、４部とい

いますか、４課といいますか、所管がまたがって

いるわけですね。その所管で対応できることはそ

れなりに対応していただいてると思いますが、今

後もそういった市民ニーズの多様化等で、いろん

な形でその各所管にまたがってくること、今現在

でしたらそのときには検討委員会なり、あるいは

プロジェクトチームといった形で、その都度そう

いう形で取り組まれてるというふうに思うんです

けどね。

だから、そうではなしに、やはり企画調整部的

な形で部をつくられて、市長が言われるように、

いつもスクラップ・アンド・ビルドというような
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形で言われますから、どこかの部をそういった形

にして各所管との調整に当たっていくと。今まで

よく国初め行政でのいわゆる縦割りという中での

いろんな弊害も指摘をされてますけども、その辺

も含めて、名前は別にして、要するにそういった

所管横断的な部署ということも本年見直しという

ことですけども、今の段階で市長はお考えになっ

てるのかどうか、その辺をお聞きをしたいと思い

ます。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井 通彦君） 従来の現在の部課制につ

きましては、最近の住民の多様なニーズあるいは

行政の高度化ということにつきましては、確かに

それぞれの部だけで処理し得ないような事案が相

当ふえてまいっております。その都度それぞれ関

係する部署でプロジェクトチームを作成いたしま

して事に当たっているわけでございますけれども、

なかなかスピーディーに対応できない部分、確か

にあろうかというふうに思います。

御指摘いただいたように、私も南議員考えてお

られるようなことは常々考えているわけでありま

すけれども、要するに政策決定といいますか、政

策立案、決定ですね。この辺のある一定の機能強

化、集約するなりして、機能強化をしてスピーデ

ィー化を図る。そして、それを実行する部署は当

然出てくるわけでございますから、そちらの方に

移すという形での一定のそういう機能が必要では

ないかというふうに考えております。特にコーデ

ィネートといいますか、調整の仕事というのは非

常に多くなってこようかというふうに思いますか

ら、ある一定の権限もあり、しかもその能力もあ

りというものの設置というものが必要ではないか

というふうに考えております。

したがって、先ほど申し上げましたように、そ

ういうことも含めて、１１年度で将来のそういう

組織行動のあり方ということについて、全面的に

検討をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。当面、統廃合を中心にことしもちょっと考え

ておりますけれども、そういう形でスタートして

いきたいというふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） ひとつよろしくお願いい



たします。

次に、まちづくりについてでございますが、先

ほど御答弁いただきまして、歴史的資源とか、い

わゆる独特の文化、あるいは海、山といった泉南

の地形等の中で、独特のまちをつくっていくんだ

と、こういうことであったと思います。

そういうことも当然わかるんですけども、まち

づくり全般についていえば、ハード面とソフト面

と大きく２つに分かれようかなと思いますけども、

私のお聞きしたかったのは、やはり施設をつくっ

ていく中で、埋蔵文化財センターのような形であ

ればそういったこともわかるんですが、例えば一

般的なそういう施設についてという意味で私はお

聞きしたわけなんですが、市長の御答弁は、都市

計画全体的な形で御答弁いただいたんかなという

ふうに思うんです。

だから、後ほど申し上げます農業公園であると

か、あるいはりんくうというものは、例えばりん

くうなんかは新規に埋め立てをして、これからい

ろんなその辺のビジョンというか、施設も含めて

考えていくということになってきますと、ある意

味では歴史とかいうことは余り地域的には関係な

いのかなと。当然、今言われた歴史、文化の関連

のしてくる施設もありますけども、少なくともそ

ういうところにいわゆる泉南市独自の、他の地域

から見たら、やはり泉南発といいますか、泉南市

にこういうものがあるよという形で、そういった

魅力というものが必要なんじゃないかなと。そう

いうことも含めて私としてはお聞きをしたかった

んですが、そこらあたり、ちょっと私の質問の仕

方も悪かったんかもわかりませんけども、その辺

について、改めて市長の御答弁をいただきたいと

思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 個性と魅力あるまちづくり

について、特に具体的に例えばりんくうタウン等

でそういうものをつくっていってはどうかという

ことだというふうに思います。先ほども申し上げ

ましたように、りんくうタウンについては、我々

府の方にも幾つかの提案をいたしております。特

に要望の中にも入っておりますが、いわゆる集客

的な施設ですね。これはもちろんいろんなものが
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あるというふうには思うんですけれども、これも

具体に幾つか提案をいたしております。

ただ、それはだれがつくるのかということと、

それから経営上成り立っていくのかということだ

というふうに思います。経営上成り立つというこ

とであれば、ＰＦＩでやればいいと私は思ってお

ります。ただ、用地の問題もありますので大阪府

を抜きにはできませんので、大阪府に対しても強

くそのあたりの計画を一度つくってくれというこ

とを申し上げております。それとあわせて、海岸

部の緑地公園のところにも同じことを申し上げて

おりまして、これも府の方で基本構想を今つくっ

ていただいておりますので、近い時期にお示しも

いただけるかなというふうに思っております。

いずれにいたしましても、今後は、泉南市と言

ってまず一番イメージのわくものを何か立地をさ

せたいなというふうに思っております。内陸部は

海から山までありますので、当然自然環境に即し

たものでいいというふうに思っております。です

から、農業公園なんかも今後の活用次第になりま

すけれども、１つの名所にしていければと、また、

ふれあい自然塾も滞在型ということでありますか

ら、そういう活用で多くの皆さんに来ていただけ

ればありがたいというふうに思っております。

御指摘いただきましたりんくうタウンについて

は、考えは同じだというふうに思いますから、今

後とも大阪府とともに、何かいい案を探ってまい

りたいというふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） まちづくりの中で、先ほ

ど申し上げた防災対策、私、懸念しておりますも

のというのは、具体的に言えば耐震型の防火水槽

なんかも非常に心配しておりまして、市長の方針

の中では、消火栓の新設というのは載っておりま

したけども、防火水槽については改修ということ

で、樽井なんかでも非常に古い防火水槽があるよ

うにも聞いておりますし、つい最近まで鉄筋では

なしにかわりに竹が入っていたというような施設

もあったというふうにも伺ってますので、今まで

御答弁の中でもあったと思いますが、耐震型防火

水槽についても、年間２カ所ぐらいは年次的にや

っていくというふうにお聞きをしておりますが、



そういった点で非常に厳しい財政の中で、そうい

うものは後回しということになっては困りますの

で、その辺を私としては心配をしております。ま

ず、その防火水槽についてどういったお考えか、

お聞きをしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 消防水利の充実強化のため

に、ため池、河川、海水等の自然水利の確保を図

りますとともに、平成８年度から耐震性貯水槽６

０トンを新家下村、信達岡中、樽井公園地内に各

１カ所設置をいたしました。３基以外にはりんく

う南浜の岡田地区に、大阪府の企業局が貯水槽６

０トン４基と４０トン１基を設置していただいて

おります。また、新家市民の里に貯水槽１００ト

ン２基を設置いたしているところでございます。

これにつきましては、大阪府の方も国庫補助と

いう中で、年１カ所ではなかなか採択が難しいと、

最低２カ所セットで考えるようにという指導もあ

るようでございます。この前はちょっと前倒しで

２基ほど先にやっていただきましたので、今年度、

１１年度は予定いたしておりませんけれども、御

指摘ありますように、現在市内で１９３カ所あり

ます貯水槽の充実を図ってまいりたいというふう

に考えております。

ただ、阪神・淡路でもそうだったんですが、耐

震性と改まって言わなくても、現在の貯水槽も極

めて耐震性に強いものでございまして、土木工学

的に言いますと、地下構造物でありますし、地震

とともに挙動すると、いわゆる動くという性質の

ものでありますから、阪神・淡路でも実際にはこ

の防火水槽そのものが壊滅的打撃を受けたという

ことにはなっておりません。したがって、今後そ

ういうものの古いものは改修、そして新しいもの

は新たな耐震性という形で充実をしてまいりたい

というふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） どうぞよろしくお願いし

たいと思います。

先ほどの道路網の整備の中でお聞きをしたとき

に、岩出にフルのインターチェンジができると、

なおかつ紀伊でしたか、ジャンクションができる

ということをお聞きしたんですが、泉南の岡中イ

－３１－

ンターですね。これの現在のハーフインターをフ

ルインターにということについて、都計審で私も

申し上げたんですけど、書き入れていただいてな

いようにも思うんですね。今後、やはり南ルート

なりそういった道路網の幹線道路の整備において

は、どうしてもそういったフルインターというこ

とも必要じゃないんかな。

特に、ふれあい自然塾あるいは農業公園という

のは、大阪なりあるいは京都、神戸の方からこち

らの方へ来る場合には、どういうふうに言うてい

いんですか、ここだけに来るんではなしに、通過

点としてお昼の休憩とか、あるいは和歌山へ行く

途中にということになってこようかなと。大阪か

らここに遊びにきてそのまま帰る場合でしたら今

のインターでも対応できるんですけども、先ほど

から申されております岩出との関連、そういった

ことを考えていくときに、どうしてもこのフルイ

ンター化というのが必要かなというふうに思いま

すので、その辺のところを今後関係部署にどうい

った働きをされていくのか、あるいは現在もそう

いった形で働きかけをされているのか、その辺に

ついてお聞きをしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井 通彦君） 泉南インターにつきまし

ては、御承知のようにあそこができるまでに阪南

－海南間が開通をいたしておりまして、既に和歌

山方面インターについては阪南市にあったという

中で、大阪方面のインターチェンジを設置するに

つけて、金熊寺男里線という受け皿道路を計画決

定したという経緯がございます。そういう経過が

ございますので、そのときには既に阪南インター

があったということも含めて、現在ハーフインタ

ーになっているところでございます。

当時の道路公団の考えといたしましては、阪南

インターの能力を超えるということになれば、当

然フルインター化をいたしますと、こういうこと

でありますけれども、現実的に阪南インターがキ

ャパシティーを超えるということは、実質上考え

にくいことだというふうに思いますから、そうい

うことでなかなか実現はできないだろうというふ

うに思います。

したがいまして、御指摘いただいたように今後



違う観点から、例えば関空の全体構想化とか、あ

るいはさっき話しありました京奈和道の関係とか、

あるいは岩出線も４車線化が完成していくと、こ

ういう中での位置づけとしてお願いをしていく必

要があるというふうに考えておりますので、これ

は建設省あるいは道路公団等への要望ということ

になろうかというふうに思いますが、今後とも積

極的に対応をしてまいりたいというふうに存じて

おります。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） わかりました。よろしく

お願いします。

次に、生涯学習体制について、再度質問をさせ

ていただきたいと思います。

先ほどちょっと私、聞き逃したんですが、推進

本部が必須であり、その中の推進計画の策定云々

という中で、現在本市にあるのかどうかちょっと

聞き逃したんですが、必須であるということは市

長も認識されておりますし、いろいろ市長自身も

勉強されてますから、その考え方はわかるんです

が、具体にもう既にあるのかないのか、その辺を

お聞きしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 現在はまだございませんが、

教育委員会の方で、私の希望といたしまして、生

涯学習というのは非常に大切だという中で、その

組織的なものも含めて今検討をいただいておりま

す。市長部局であれば私がやると言うたらいいん

ですが、教育委員会に属する部分でございますか

ら、教育委員会を開いていただいて、その組織改

定も含めて御検討をいただいているところでござ

います。その辺が整理できますと、今後生涯学習

の体系的なものをつくっていくようにいたしたい

というふうに考えております。

それは教育委員会だけではなしに、諸部局でも

いろんな高齢者の講座とか総福も含めたいろんな

形での生涯学習的なものもございますので、そう

いう年代別にライフステージに応じた生涯学習の

体系づくり、このあたりをまずつくっていきたい

なというふうに思っているところでございます。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 確かに、そういう教委と
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市長の関連というのもよくわかるんですが、やは

り日本の中で先進地というんですか、静岡掛川と

か、あるいは埼玉の八潮市とか、近辺では京都亀

岡あるいは兵庫明石といったところが、かなり積

極的に取り組まれているようでございます。

そういうところは、そういった意味で市長が旗

振って先頭に立ってやってるような感じの市が、

やはりどうしても進んでくるのかなと。大阪府に

ついても岸和田であるとか、この近辺泉佐野市も

そうですが、生涯学習センターも建っております

し、将来的には本市においても、そういったハー

ド面での整備も必要かなと思いますが、いずれに

しても今申し上げたように教委の中で云々という

よりは、できましたら市長が先頭に立って取り組

んでいくと。それだけ重要な御認識をされてるわ

けですから、やはりそういった意味で、いろんな

形でまず推進本部なり、あるいは発展的に住民と

の関連となる協議会の設置とか、そういったとこ

ろまでやはり行政で対応してあげないと、市民レ

ベルでは恐らくいろいろ皆さんもお考えなり何な

りはあると思うんですけどもね。

今でも例えば公民館事業にしても、各４公民館

でそれぞれに事業なり何なりもされてますし、そ

こらあたりのネットワークといいますか、そこを

行政がある意味では立ち上げについては主導権を

持っている。そこまでやっていって、住民に任せ

る部分については、今後はそういったことで一律

的にやっていただくという形にしないと、なかな

か今の段階から市民に勝手にせえというような方

向では、ちょっとしんどいんかなというふうに思

います。

言われているように、私もそういった意味では

生きがいを持ったり、あるいはまた人づくりをす

ることによって、地域が活性してくるというふう

に思います。先ほどから言われてるまちづくりに

ついても、ハード面、ソフト面ということで言わ

していただいたのは、そういった意味でやはりこ

の生涯学習を通じて、ハード面に大きな役割をす

るんではないかなというふうに思いますので、で

きましたら近々にそういった推進本部を設置して

いただいて、そこで推進策定、今後のいわゆるプ

ログラムをつくっていただけたらなと思うんです



が、再度御答弁をいただけたらありがたいです。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 全国的には御指摘ありまし

たように掛川市とか埼玉の八潮ですね、そのあた

りの資料も私持っておりますし、東京都では府中

市とか、非常に活発に活動されておられます。先

ほども申し上げましたように、生涯学習の体系化

づくりということについて、私の考えも含めて積

極的に対応するようにいたしたいというふうに存

じます。

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） もう時間も余りないと思

いますので、農業公園に移らせていただきます。

花卉団地との関係もあるということ、これは私

も承知をしておりますが、今後実施設計ですね、

予算が可決されて、以前いただいてる計画書とふ

れあい自然塾との計画書、その辺を今の現段階で

照合しますと、例えば農業公園に森林ゾーンがあ

るとか、あるいはいわゆる遊歩道ですね。そうい

ったものとかも設置されてますし、果たして先ほ

ど市長も採算云々ということであれば、そういっ

たＰＦＩ云々ということもありましたが、同一、

泉南市において同じような方向、岡中と堀河です

ね。また山間部、そしてまた農業と違うといえば

違うんですが、ふれあい自然塾ができていってる

ということになりますと、当然採算ラインもかな

りきつくなってくるんじゃないかなというふうに

も思います。

そういったところで大きな変更が要るんではな

いかなというのは、例えばお花畑というふうなこ

とも市長言われましたが、もう全部、花卉以外は

すべてお花畑にしてしまって、先ほどから申し上

げてるいわゆる個性ある、泉南にこういうものが

あるというふうな施設にしたり、私も個人的にブ

ドウを栽培して、その辺農業というか、果樹ある

いは花というふうな形に絞って、ふれあい自然塾

と整合性のとれた形で考えられないもんかなと。

もう既にそういった実施設計云々ということで今

議会にも上程されるわけですけども、今のままで

計画にあるような形で実施設計をされるというこ

とについては、少しぐあいが悪いなというふうに

私は思ってるわけです。

－３３－

市長のお考えの中で、花というのは何か別の考

え方もあるのかなというふうにも思いますが、私

はそういった形で当然土壌であり、気侯であり、

あるいは水でありと、いろんな調査は必要だとは

思いますが、あるいはまた面積的な問題もあろう

かと思いますが、そういったブドウであればブド

ウという形にして、できるだけ投入する金額も下

げて、なおかつ投資効果の得られるような形にか

なり大幅な変更をした方がいいんではないかなと

いうふうに思っております。あと時間もございま

せんので、その辺簡単に御答弁をいただいて終わ

りたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほども言いましたように、

山手にふれあい自然塾と農業公園ができるという

ことで、そのコンセプトを明確にしなきゃいけな

いというのは御指摘のとおりでございまして、先

ほども申し上げましたように、ふれあいの方は里

山構想の中の一環ということと、それから林業と

農業 農業でも、何と言うんですか、水田の体

験とか、そういうものを中心に考えようというこ

とにいたしております。

一方、農業公園の方は、御承知のように花卉団

地との関係もございますから、花というのが１つ

のテーマになると。もう１つは、農業の分野では

果樹を中心に考えてはどうかという考えを持って

おります。我々がやるのは、基盤整備と基本的な

施設ということになろうかというふうに思います。

今後、それだけではなかなかリピートも含めて

お越しになっていただけない可能性もありますの

で、何か特徴を出した集客できるようなものを考

えていかなければいけないんじゃないかと。これ

は、もちろん官がやってもいいんですけれども、

一方では民の力もおかりして考えると、あるいは

参入していただくということも大切かというふう

に思っておりますので、これからあっちの農業公

園は有料化で入場いただくということを前提にい

たしておりますので、やはりそれなりの施設にし

なければいけないというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 以上で南議員の質問を終結

いたします。

次に、１８番 上山 忠君の質問を許可いたし



ます。上山君。

○１８番（上山 忠君） 新進市民連合の上山です。

平成１１年度第１回定例議会において、議長のお

許しを得ましたので、市長の市政運営方針につい

てお尋ねいたします。

向井市長はどのような考え方のもとで、今後１

年間、６万４，０００市民のための市政をどのよう

に行おうとしておられるのか、この市政運営方針

を読む限り見えてこないのは私一人だけでしょう

か。世間は未曾有の不景気で、先ほど発表された

１月の労働力調査では、完全失業者２９８万人、

失業率４．４％、特にリストラなどによる非自発的

離職者が増加しており、また若年層でも就職浪人

が増加しています。当市においても衰退の激しい

繊維産業を抱えており、行政による振興策が期待

されているところでありますが、具体策が見えて

きません。寂しい限りです。

それでは通告に従い、市長にお伺いいたします。

まず、行財政改革についてお尋ねします。

自治省は、地方自治新時代に対応した地方公共

団体の行政改革推進のための指針に沿って、事務

事業の見直し、組織機構の簡素効率化、外郭団体

の統廃合等、定員給与の適正化、民間委託などの

推進など行財政運営全般にわたる改革を求めてお

ります。

我が泉南市においては、今後財政の硬直化が予

想されるとして平成７年度に行財政改革推進本部

を設置し、平成９年度より３年計画で経常収支比

率１０２％を１０％減少させ９２％とする目標を

掲げてきましたが、その結果はどのようになろう

としているのか、お示しください。

平成１１年度も引き続き行財政改革を断行し、

泉南市の将来に禍根を残すことのないように全力

を傾けてまいりますと述べられていますが、平成

９年度決算で見ますと、目標値の経常収支比率は

１０３．５％となっております。最終年度は平成１

１年度です。目標は達せられるのでしょうか。私

はだめだと思いますが、いかがでしょうか。義務

的経費の増加がそれを拒んでいるのではないでし

ょうか。原因がわかっているのになぜ的確な対策

ができないのですか。すぐに迫ってきている介護

保険の実施では、億に達する費用が必要になるの
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ではないですか。その財源はどこに求められるの

ですか。

市長は、２１世紀は福祉の時代だと述べられて

いますが、福祉を充実させるためには費用がかか

りますが、いかが考えておられるのですか。出を

抑え入りをふやし、むだを省き、組織をスリム化

させることがより重要だと考えますが、市長の考

え方をお示しください。

続きまして、ごみ問題についてお尋ねします。

燃やす、埋めるという従来のごみ行政では限界

があるとして、当泉南市も分別回収し、資源とし

て再利用できるものは利用しておられ、それなり

の効果を上げておられるが、家庭、業者から出さ

れる生ごみについては、大半が焼却処分されてい

るのが現状だと思いますが、今生ごみを減量し肥

料などに利用する家庭用生ごみ処理器が市販され

ており、ごみ減量策として生ごみ処理器に補助金

を交付している自治体が、この１年で３００弱か

ら６５０程度に倍増しております。当市として、

市内の業者からの購入に限り補助金を出されるお

考えはありませんか。また、学校給食センターな

どから大量に出る生ごみを堆肥化する考え方はあ

りませんか。

京都のある自治体では、町内で集めた雑誌等を

原料に独自ブランドの再生トイレットペーパーを

生産し、町内で再使用、循環させる試みを取り入

れられようとしておられるが、市長としてこのよ

うな活動に対してどのように感じておられるか、

お示しください。

次に、泉南エコオフィス行動計画についてお尋

ねします。

地球温暖化防止に対応するため、いろんな施策

を決め実行されてこられていますが、効果のほど

はいかがですか。ＣＯ
２

二酸化炭素を減少さ

せることが義務づけられますが、効果のある対策

は省エネ、つまり火力発電所から排出されるガス

を減らすこと、及び車からの排出ガスを抑えるこ

とと言われています。泉州のある自治体では、地

球温暖化防止対策の一環として、ＣＯ２ などの排

出量が少なく環境に負担をかけない天然ガス自動

車の公用車の導入をなされました。また、お隣の

阪南市では軽の電気自動車等を購入されています



が、我が泉南市には１３０台を超す公用車があり

ますが、環境に優しい車はどの程度あるのか、お

示しください。

最後に、合併浄化槽についてお尋ねします。

浄化槽の約９割を生産する浄化槽工業会は、こと

し４月以降、トイレの単独浄化槽の製造を中止す

ることを決められました。下水道普及率が大阪府

内で最大の伸びを示し、２８．１％と大幅に向上し

た。公共下水道の整備対象となっていない地域に

は、合併浄化槽の設置を推進すると述べられてい

ますが、合併浄化槽の設置は、国、府、市から補

助金が出されています。

そこで、お聞きいたします。公共下水道の整備

対象地域で、いつまでにと工事年度が決まってい

ないところでトイレの水洗化をしようとしたら、

合併浄化槽しか設置できません。そのとき補助金

の取り扱いはどのようになるのか、お示しくださ

い。

壇上での質問は、これで終わらしていただきま

す。答弁次第では自席で再質問をさしていただき

ます。よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの上山議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 行財政改革について御答弁

を申し上げます。

平成９年度から１１年度までの３カ年を実施期

間といたしまして、効率的な行政システムの確立

や市民サービスの向上を図るため、行財政全般に

わたる総点検に取り組んでおります。そのため、

定期的に推進本部を開催し、その進捗を図ってい

るところでございます。

現在までに平成９年度分実施を含めまして、特

別職等の給与及び管理職手当の削減、市民の里、

俵池公園の整備事業の凍結、市民相談の充実、昼

休憩時の窓口開放部の拡大、公社保有地の有効活

用、経常経費の縮減、窓口従事手当の廃止や市税

の前納報奨金の見直しなど、計画しておりました

項目を実施または方向づけをしてきているところ

でございます。

今後も引き続き計画しております項目を早期に

実施することで、財政構造を改善し、市民生活に

不便を来さないようにしながら、最大限の努力を

－３５－

してまいるつもりでございます。

それから、経常収支の問題でございますけれど

も、平成６年度以降１００％を超えるという状況

が続いておりまして、平成９年度決算におきまし

ては、市税収支の伸び悩みや公債費等の義務的経

費の増加に伴いまして、１０３．５％と対前年比約

３ポイント悪化し、極めて厳しい状況に直面して

いるのが現状でございます。平成１０年度におき

ましても、長引く景気の低迷による地方消費税交

付金の落ち込みや、特別減税の恒久化等の実施に

よりまして、依然として厳しい状況にあるという

ふうに言えるかというふうに思っております。ま

だ具体の数字は出ておりませんけれども、厳しい

ものがあるものというふうに考えているところで

ございます。

それから、福祉にはお金がかかるが、どのよう

に考えているかということでございますけれども、

当然、福祉施策というのは費用を伴います。しか

し、一定見直すべきは見直して、そして行うべき

は行うという姿勢を示さなければいけないという

ふうに思っております。

老人医療助成については、非常に大阪府が削減

ということもございましたけれども、新年度より

改正をさせていただいたところでございます。

なお、平成１２年度より行います介護保険制度

につきましては、今その準備に一生懸命取り組ん

でいるわけでございますけれども、まずその運営

の基盤ですね、軌道に乗せる必要があるというこ

とでございますので、ハードな施設についてはほ

ぼ達成できるかというふうに思いますが、ソフト

面の問題、それから条例の制定、そして保険金の

額の問題等、これから１年間でクリアしなければ

ならない課題というのがたくさんございます。当

面、この１２年度から順調に推移できますように、

最大限の努力をしてまいりたいというふうに思っ

ております。

我々全国市長会といたしましても、この介護保

険制度に対する各市町村へのしわ寄せということ

については、国に大変厳しい申し入れもいたして

おりますので、今後制度が運営されるにつれて、

その実態なりあるいは課題点が浮かび上がってこ

ようかというふうに思いますので、その都度、積



極的な対応をしていく必要があるというふうに考

えております。

それから、ごみの問題でございますけども、電

動処理機の購入に対して補助金を出す気はないか

ということでございますが、府内でも幾つかの市

が既にある一定限度にした上で補助金を出してい

るところもございます。

ただ、もう少しその推移を見極めたいというふ

うに思っております。といいますのは、その処理

器自体、いろんな方式はありますけれども、一方

では電気需要を使うという問題がございますし、

それから堆肥化したとしてもその受け皿ですね。

これの問題もございます。したがって、先進地の

推移については研究をさせておりますので、いま

しばらくその動向と効果を見きわめたいというふ

うに考えております。

それから、自家製のトイレットペーパーを生産

しているところがあるけれども、ということでご

ざいますけれども、我々の方は今そういう考えは

持っておりません。

それから、エコオフィスのことでございますが、

ことし４月から実施をいたしておりまして、まだ

１年経過をいたしておりません。ですから、まだ

十分その効果について申し上げるところまでは至

っておりませんが、請求等の来ている１月末現在

で申し上げますと、電気関係については新たに自

己コンピューター等を導入したこと、それから防

災無線等を導入したこともありまして、この分が

新たに増の部分として入ってきております。です

から、絶対量としては若干の増加になっておりま

す。ただ、先ほど言いました要因を除きますと、

おおむね１０％程度のダウンが見込まれていると

ころでございます。これは、昼休みの節電等十分

図っている効果かなというふうに思っております。

それから、水道料金等に関しましては、昨年夏

のいろんな気候的なものもございまして、現在で

は若干増加をいたしております。これは、植栽と

か新たな公園施設等ができたということもあるん

ですけれども、絶対量としては増加をいたしてお

ります。

それから、燃料関係、ガソリン等については、

金額的には約２０％ダウン、量的には約６％ダウ

－３６－

ンということでございまして、効率的な運用とい

う効果が出ているのではないかというふうに思っ

ております。また、ＬＰガスにつきましても、約

１０％のダウンということでございます。電話に

つきましても、約１０．４％の節減ということでご

ざいます。これは、防災行政無線等をできるだけ

活用するということで、その効果が出ているもの

というふうに思っております。

それから、天然ガス車等の問題でございますが、

大阪ガスさんからもいろいろお話をお聞きしたり、

勉強会を現在いたしております。問題は、供給ス

テーションがないということが最大のネックであ

ろうかというふうに思っておりますので、今後適

切な場所あるいはその構造等勘案した中で、でき

るだけ設置をしていただくように働きかけをして

まいりたいというふうに思っております。この辺

では一番近いところで泉佐野の井原ノ里周辺と、

こういうことでございますので、なかなかそこま

で燃料供給にというのはいろいろ課題もございま

すので、できるだけ市内で対応できるような方策

をお願いをもしていきたいというふうに考えてお

ります。

それから、公用車につきましては、このエコオ

フィスにもあるんですけれども、京阪神の６府県

市で構成しております低ＮＯＸ 車普及促進協議会

の指定をされた低ＮＯＸ 車を、最近導入するもの

はすべて導入をいたしているところでございます

ので、今後新たな燃料体等の導入ということにつ

いては、先ほどの供給の問題も含めて検討をして

まいりたいと考えております。

それから、下水道に関連をいたしまして合併浄

化槽の問題でございますけれども、合併浄化槽と

の調整につきましては、今後の下水道整備がどの

くらいの範囲、スピードで実施できるかが重要と

なっているというふうに思っております。現在、

下水道法の認可を受けた区域については、補助を

しないということになっております。それは近い

将来、公共下水道が整備されるということと、公

費で補助をするということは、一定期間使ってい

ただくという補助の精神、適化法等ございますけ

れども、その精神にのっとって考えているところ

でございます。



おおむねどの程度の期間かということでござい

ますけれども、おおむね７年程度を１つの目安に

して考えてまいりたいというふうに思っておりま

す。したがって、認可を受けておりますけれども、

比較的まだ多少時間のかかる区域、特に大苗代、

新家地域の一部については、充当できるようにい

ろいろ調整をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

それから、市政運営方針の中でございますけれ

ども、１１年度予算も含めて申し上げますと、２

１世紀のキーワードと言われる人権、福祉、教育、

環境ということに力点を置いて予算を編成したつ

もりでありますから、コンセプトはきっちりと反

映しているというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） それでは、再質問をさし

ていただきます。

まず、税収のことですけども、決算委員会等で

も収税率が悪いという指摘をされた中で、先月末、

特別臨戸徴収をやられたという報告がなされてる

んですが、その結果どのようになったのか、報告

をお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 代表質問ということでござ

いますので、市長の考え方、方針、方向性という

ことを原則にひとつよろしくお願い申し上げたい

というふうに思います。

細かい数字につきましては、御質問でございま

すから、アバウト、大体どの程度かというのは御

説明申し上げたいというふうに思いますが、２月

１６日から２６日までの９日間、助役、収入役、

部長級を初め各部の部長、次長級まで動員をいた

しまして、４３６件のうち２５２件で対応いたし

まして、その結果、即納付額は４３件で約４８０

万ぐらいということでございます。それからまた、

１１年３月までの納付額については、１０６件で

約８９０万程度を見込んでおります。４月以降の

納付見込み、１０３件で約２，４００万程度を見込

んでおりますので、短期間ではございましたけど

も、一定の効果が確認できたというふうに思って

おります。今後ともさらに努力をいたしまして、

徴収率の向上に努めたいと存じます。

－３７－

○議長（薮野 勤君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 先ほど市長が個別のこと

については聞いてくれるなと、代表質問だからと

いうふうなことを言われたんですけども、代表質

問の中で、市長の考え方の中で、こういうふうな

ことを聞きたいということについて聞いただけで

なんで、そういうふうな何も細かいこととか何と

か、要は収税率を上げる、当然ながら税金を納め

るのは国民の義務であると。その義務である税金

を納めてないところに、通常の仕事の中で取れな

いからということで、特別徴収という形で担当さ

れた方は御足労されとるわけですから、そういう

中で先ほどみたいなことは、行財政改革の中の入

りをいかにしてふやすかということに関連してる

と思うんで、そういうふうな発言については、私

はちょっとあれしますけども、それではこの行財

政改革についてお尋ねします。

いろんな指標があるんで、市長はこの方針演説

の中で、いろんなことをやりながらそれなりの効

果を上げてきたと言っておられるんですけども、

効果が上がったということは、基本的には、目標

にされてる経常収支比率が下がって初めて効果が

あったと言えるんだと私は思うんですけども、そ

の辺はどうですか。精神理論的にあれもやりこれ

もやりました、しかし結果は上がりませんでした

というのであれば、それはちょっと施策がなさ過

ぎるんかなと思うんですけど、その辺のお考え方

はどうですか。

○議長（薮野 勤君君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 行財政改革は、たくさんの

項目について検討いたしました。その中でさきの

質問者にもお答えしましたように、平成９年度、

１０年度で一定の見直しあるいは縮減、あるいは

凍結等できた分が相当ございます。また、引き続

いて１１年度でも５０数件にわたる内容の項目を

予定いたしておりますので、やはり一定の効果が

出ているというふうに判断をいたしております。

ただ、数字的に経常収支比率への反映というこ

とについては、残念ながら当初見込んでおりまし

たような成果が上がっておらないということがご

ざいます。これはいろんな要素があろうかという

ふうに思いますけれども、税収の伸び悩み、ある



いは減税が当初特別減税ということでスタートい

たしましたけども、これがずっと引き続いて行わ

れているということで、これがまた減税補てん債

という形でかかわってまいりますので、逆カウン

トされてまいるということもございます。

それと、完全に当初の項目が１００％計画した

ものができていないという部分もあろうかという

ふうに思いますが、９、１０ということでやって

まいった成果というのは、着実にあらわれている

というふうに認識をいたしておるところでござい

ます。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 市長は、着実に効果が上

がっているというふうに認識しておられるらしい

ですけども、私はそのように認識してないのでご

ざいます。なぜならばということでいろんな数値

を見てみますと、今からちょっと数字を述べてみ

ますけども、泉南市、阪南市、摂津市、四條畷市、

これらの４市でいろんな指標のもとで比較してみ

ますと、義務的経費比率は泉南市が５６．４、阪南

市が５５．６、摂津市が４３．３、四條畷市が５３．２。

人件費の比率で見ますと、泉南市が３２．９、阪南

市が３４、摂津市が２３．７、四條畷市が３０。そ

れで経常収支比率でいきますと、泉南市が先ほど

申しました１０３．５、阪南市が１００、摂津市が

１０１．１８、四條畷が１０２．８というふうな形の

数字を示しているわけです。

私は何を言おうとしてるかといいますと、いろ

んな施策をされておられますけども、先ほど言い

ましたように義務的経費が相当増大しているよと。

特に、収入に占める比率５６．４ですわね。そうい

う中で、義務的経費の中で人件費、公債費、それ

から扶助費があるんですけども、努力をやって認

められるというのは人件費だと思うんですけども、

その辺どういうふうな人件費の推移をお考えです

か。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 経常経費率を押し上げる要

因といたしまして、御指摘ありましたように人件

費の問題もございますし、それから公債費もござ

います。公債費の償還というのは、ある一定事業

をやった結果として当然それが上がってくるとい

－３８－

うことでございますので、本市の場合、昭和６１

年ごろから空港関連事業を含めまして都市基盤整

備に随分と力を入れてまいりました。それだけの

成果が上がっているというふうに思います。それ

の償還が始まっておるということに対する一定の

公債費率の上昇ということでございますので、こ

れは一概にそれがよくないということではないか

というふうに思います。

ただ、抑制は当然していかなければいけません

ので、今後数年間でピークを迎えますけども、そ

の後は徐々に低下していくというふうに考えてお

りますが、今後はできるだけ平準化するような形

での財政運営ということを考えていきたいという

ふうに思っております。

それから、人件費の問題でございますけれども、

これも比率的に見ますと非常に高い数字となって

おります。我々の方は、できるだけそれを抑制し

ていく必要があるという認識に立っております。

したがって、今までも幾つかの項目について行

ってまいりましたけども、１１年度につきまして

は、抜本的にそういう人件費に対応する方策を既

に関係団体とも協議をいたしているところでござ

いまして、市民の皆さんに御負担をお願いすると、

あるいは御辛抱をお願いするという中で、職員一

同もそういう身を削ってでも対応する心構え、覚

悟がぜひ必要だというふうに思っておりますので、

既にそういう行動は開始をいたしているところで

ございます。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 具体的に行動に移ってい

るということですけども、私が先ほど述べました

泉南市と阪南、摂津、四條畷をなぜ比較したかと

申しますと、これは新聞報道等を通じてだけです

けども、阪南市は組織機構改革で２年計画で庁内

の２部９課を削減し、初年度ということですから

平成１１年度は１部６課を削減するという具体策

が出てきております。

また、摂津市、四條畷市においては、定期昇給

を凍結するというふうなかなり厳しいあれが出て

きておるんです。定期昇給の凍結ということは、

最後にとるべき手段であると思うんですけども、

この４市を比較した中で泉南市がある程度上位ラ



ンクで経済状態が悪いと、そういう中で、なぜも

っと早く効率的な対策が打てないのかと。

私たちは議会のたびにいろんなことを言ってま

すけども、そのたびにやります、やりますという

ことで、そしたら何を具体的にやるのかというこ

と。１２月あたりは、窓口手当等々、それと手当

の見直しも含めて、調整手当等々の見直しを図っ

ていくというふうな答弁がございましたけども、

最終的に定期昇給を凍結するよりまだ先にやるこ

とがあるんじゃないかというふうに考えますが、

その辺のところはどのようにお考えですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 言っておられるのが四條畷、

摂津では１年間凍結したと、泉南市はやってない

と、しかしそれよりも先にやることがあるんでは

ないか。やれとおっしゃっているのか、やるなと

おっしゃっているのか、よくわからないんですが、

私も人件費に手をつけるというのは、できるだけ

後にしたいというふうに考えておりました。それ

は当然、多くの職員の皆さんの生活があるわけで

ありますから、それはできるだけ後にしようとい

うことでやってまいりました。

しかし、最終的にやはりこの厳しい状況、まだ

数年続くと思います。ですから、それらに対応す

るためには、やはり職員の皆さんにも一定の理解

をいただいて、そして我慢をしていただくという

ことが必要だというふうに思いまして、既に協議

を始めております。ですから、今後そういう市町

というのはふえてくるんではないかなという気は

しております。

それと、それに関連していろんな、もちろんそ

の手当の問題もありますね。１つだけやりました

が、全体としてやらなければいけませんから、こ

れらの問題も提起をいたしておりますし、それか

ら出張旅費の手当の問題等も、それらも一括して

やはりこの際協議を開始するという方針でござい

ますので、それがおっしゃるように早いのか遅い

のかという議論はあろうかというふうに思います

けれども、私はこの１１年度でそのあたりの結論

を出していきたいと、このように考えております。

それから、それより以前にというのは、もちろ

んいろいろ行政組織の改善ということもあろうか

－３９－

というふうに思いますが、確かに阪南市さんもそ

ういうことを計画されているのは、我々十分承知

もいたしております。ただ、職員がそれで減るか

といいますと、なかなかそうならないわけで確か

にライン職は減るとは思うんですが、逆に例えば

スタッフ職がふえるとか、そういうこともあり得

るわけでありますので、十分我々も参考にはさし

ていただきたいとは思いますが、泉南市におきま

しても、さきの質問者にもお答え申し上げました

ように、１１年度で今後のあるべき組織のあり方

について取りまとめをしたいと、このように考え

ているところでございます。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） いろんな取りまとめをや

って検討をしておられるという形で御答弁された

んですけども、考えるに、やることがちょっとス

ピードが落ちてるし、トークダウンしてるんと違

うかなというふうな気がするんですけどね。議会

が１２月議会で議員を３名減らしましたわね。そ

れが来年の通常選挙からということで、それに合

わしたような形でやっていったらええんじゃない

かと、そういうような考え方はないわけですか。

私としてはそういうふうに、どうもスピードが遅

いからとれて仕方ないんですけども。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そういう連動した考え方は

全くございません。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） そういう気迫、今後とも

生かしていただきたいと思います。

続きまして、ごみ問題ですけども、これはいろ

んな減量で再資源化していくということで、ダイ

オキシン問題等々についても、物を燃やすことに

よってダイオキシンが発生すると、たばこの煙か

らでもダイオキシンは出てるよという中で、先ほ

ど言いましたように、燃やす、埋め立てるという

ふうな考え方の発想の転換をやっていかなければ、

今後ごみ行政は行き詰まっていくんじゃなかろう

かという形の中で、いろんな施策をとっておられ

ます。

そういう中で、生ごみの問題を今回取り上げた

んですけども、生ごみ、これはごみの中でも一番



厄介なものだと。水分を多分に含んでおりますし、

それらを燃やすことによって、炉の温度を上げな

ければならないというふうな問題も抱えていると

思うんですけども、そういう中で他市がある程度

検討しておられる中で、１つぐらいはこういうこ

とも検討して、総量規制した中で生ごみを減らし

ていくという考え方を僕はもう少しやってもらい

たいと思いますし、市長としては、もう少し推移

を見きわめたいというふうな答弁でしたけども、

こういうことをすることによって、市民のニーズ

が地球温暖化のためにちょっとでも貢献している

というふうな気持ちを持たせるのも、１つは行政

の仕事かと思うんですけども、その辺については

どうお考えですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ごみトータルで考えていた

だきたいというふうに思うんですけれども、泉南

市は容器包装リサイクル法によりますペットボト

ルの分別回収も大阪府下で一番先にやっているわ

けですね。まだやってないところもありますね。

ですから、非常に先駆的だというふうに私は思っ

ております。それから、その他プラスチックの分

別もきっちりと１２年度からやろうという心構え

で、今いろいろ検討をいたしております。したが

って、ごみ問題については、まずそういうことを

きっちりとやっているまちだということを御理解

いただきたいというふうに思います。

それと、生ごみの方は、おっしゃるように家庭

でそういう電気的な製品で処理をして、堆肥にす

るということもあろうかというふうに思いますけ

れども、本市におきましては、そういうＥＭ菌等

を利用した地域ぐるみの堆肥化というのもやって

いただいております。樽井区あるいは男里浜区の

方でもやっていただいておりまして、これをでき

るだけ広げていこうということにいたしておりま

すので、そういう電気的処理とはまた違いますけ

れども、有益菌によって処理をするということを

まず広げていきたいというふうに考えております。

その中で、そういう家庭での電気製品の一環と

してのごみ処理装置が発売されておりますけれど

も、これの導入についてどう対応していくかとい

うことだというふうに思います。

－４０－

これについても、その効果の部分と、それから

後の堆肥の活用の問題もあろうかというふうに思

いますので、需要と供給のバランスがありますか

ら、もう少し時間をちょうだいして、例えば河内

長野とかやっておられますが、そういうところの

成果も含めて研究をしたいと。なお一層の効果が

あるということであれば、検討をいたしたいとい

うふうに考えているところでございます。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 環境に優しい行政を目指

しておられる市長の答弁としては、ちょっとトー

クダウンしてるんかなという感じがするわけです

けども、なぜこういうことを言うかといいますと、

やはりごみ、これはもう人間が生活をする上でつ

いてくる問題ですわね。そういう中で、行政とし

て今何をすべきか、どういうことを率先してやる

べきかと。先ほど市長言われましたように、ペッ

トボトルの問題も率先してやられておりますし、

その辺のところは評価するわけですけども、しか

し世間の動きがこういうふうな動きの中でいろん

な啓発をやっておられる中で、ある程度の結果を

見ながらとか、効果を見ながらある程度考えてい

くと。もう少し前向き的な考え方の中で、私はや

ってもらいたいと思います。

生ごみの堆肥化についても、受け入れ先が今の

とこ定かでないからというふうな答弁では、受け

入れ先については、近辺の農協 寂しいことに

ＪＡ泉南市という名前がなくなりましたけども、

等々そういうところと協議しながら、地球に優し

い、やはり土から出たものは土に戻す、そういう

ふうな基本的な理念のもとにやっていただきたい

と思うんですけども、その辺の考え方はどういう

ふうにお持ちですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、そのエコの考え

方だというふうに思います。ですから、さっき言

いましたように有益菌による処理というのはやっ

ているわけですね。それはつくる側と、それから

それを使う側、要するにエコ農園というのをセッ

トでやっているわけですね。ですから、つくった

ものはそこで使えますよということできちっと収

支バランスがとれてるわけです。それと、区や婦



人団体協議会も協力をいただいているわけですね。

ですから、それはどんどんふやしていきましょう

と、こういう考えでおるわけです。

おっしゃってるのは、ちょっとまた別の処理シ

ステムですね。それはまた新たなエネルギーも使

うということでありますから、そのあたりのプラ

スとマイナスの部分を見極めたいと、あるいは効

果のほどを確かめた上でより有効であるというん

であれば検討をしたいと思いますが、まだ歴史的

にも浅いもんですから、少し時間をいただいて研

究をしたいと、こういうことでございますから、

基本的にはそんなに変わらないと思います。

泉南市はやってるわけですよ。違う形ではあり

ますけどね。（松本雪美君「わずか１００件やけ

どな」と呼ぶ）いやいや、わずか１００件て大し

たもんですよ。ですから、まずそういうところか

らふやしていかないといかんわけですから、千里

の道も一歩からですから、十分御理解を賜りたい

と存じます。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 当然、何事も千里の道も

一歩からでございますから一歩が二歩、二歩が三

歩になるように努力いただきたいと思っておりま

す。

続きまして、エコオフィスの関係で、環境に優

しい公用車ということで質問したわけですけども、

市長の御答弁の中では、漸次車を切りかえていく

という中に、更新していく中に、低ＮＯ
Ｘ
車とい

う形の考え方で更新していってるとおっしゃって

ますけども、これは当然更新するときにやらなけ

ればならない施策だというふうに私は理解してい

るわけです。

そういう中に、議会のたびにばかのひとつ覚え

みたいな質問をしておるわけですけども、行政が

環境に対してどういうふうな取り組み方をしてい

るかという１つのデモンストレーションになるか

と思うんですけども、天然ガスでいいますと、先

ほどおっしゃられましたように、ガスの供給ステ

ーションがないというふうな答弁がございました。

このガスの供給については、今家庭用の配管から

ガスを供給できるようなシステムもできておりま

す。

－４１－

それから、要は天然ガスだけにこだわらずＬＰ

Ｇ、それから何度も申しておりますような廃てん

ぷら油から出るバイオ燃料等、いろんな方策があ

ると思うんですけども、やはり他市にあってこの

泉南市にそういうふうな低公害車等の車両がない

というのは、本当にこの環境を重視される市長の

施策に反するんじゃないかと思うんですけども、

その辺についてはどのようにお考えですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これについては、基本的に

その機会をとらえて導入をしていきたいというふ

うに考えております。ただ、１１年度については、

パッカー車の買いかえというのがほとんどでござ

いまして、これは確かに公害の部分があるんです

けれども、ひんぱんに非常によく市内を巡回する

ものですから、そういうものに対して市外まで、

かなり遠くまで燃料供給に行くというのはいかが

かということで、低ＮＯｘ 車ということでやって

おります。

今後、普通のといいますか、市の方で使うよう

な車の更新がある場合には、そういうことも含め

て検討するようにもう既に指示もいたしておりま

すので、順次あるいは試験的にも含めて導入を考

えていきたいというふうに考えているところでご

ざいますから、１１年度はたまたまそういう予算

措置も、普通の車両の買いかえということで予算

化はほとんどしておりませんので、今後そういう

買いかえの時期が来たときに、対応を考えたいと

いうふうに思っております。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 買いかえの時期というこ

とで検討していきたいという御答弁でございます。

それについては、そういうふうな形で天然ガスに

こだわらずに、いろんなところで、先ほどから僕

が何遍も言ってるように、バイオ燃料等はもう京

都の清掃組合で実績が出ておりますし、それを循

環する設備についても、大津市のメーカーが２百

数十万円で変換できる装置等も既に開発されてる

わけですから、そういうところに積極的に１つの

施策として試行、やってその結果、地球に優しい

車両等を採用していくべきじゃないかと思ってお

ります。



次年度も清掃組合でパッカー車３台の更新を計

画されてますけども、それは低ＮＯＸ 車という形

の答弁等も聞いておるわけです。こういう問題が

起きてきて一番スムーズにできるのは、やっぱり

行政だと思うわけなんですけども、先ほど言いま

した天然ガスのやつでも、これは泉大津ですけど

も、導入されるガス車は、公害監視車１台と同市

から一般廃棄物の収集業務を委託されている業者

のパッカー車など４台というふうに新聞報道され

てるわけですから、やり方はいろんなやり方があ

ると思うんですけども、他市はいろんな施策、方

策をもって地球の環境に優しいように、優しいよ

うに率先してやっておられるんですから、当泉南

市としても、ある程度１つぐらいのところでやっ

て、泉南市も他市に負けんようにやってるよとひ

とつアピールするためにも、来年度は無理だとし

ても、やはり計画していただきたいと思います。

その辺のところの考えについて、どうですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉大津も臨海地域に供給ス

テーションをつくって、それに合わせて導入をさ

れているわけでございます。ですから、その辺の

設置の話を大阪ガスにもいたしたいというふうに

思いますし、この本庁で使う車ですと、簡易型の

やつもございますので、そういうことの設置も含

めて考えていきたいと。ですから、たまたま１１

年度は余り市サイドの車はございませんけれども、

先ほども申し上げましたように、その買いかえの

時期等に合わせてぜひ導入をしていきたいと、こ

のように思っておりますから、よろしく御理解を

賜りたいと存じます。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） よろしくお願いいたしま

す。

次に、合併浄化槽の問題についてお聞きします

けども、下水道計画が推進される中で、計画決定

を打ち、その中で計画年度が明らかになってると

ころはいいんですけども、計画決定の網を打たれ、

いつまでにという期限が定まってないところで、

やはり水洗化をしたい、文化的な生活をしたいと

いう要望は、市民の中にあると思うんですけども、

そうしたとこに、この計画決定外のところでの合

－４２－

併浄化槽に対しては補助金が出るよと、計画決定

の網を打たれてないところでの合併浄化槽につい

ては補助金が出ると。網を打たれてる中では、計

画 ７年程度というふうな形の答弁があったん

ですけども、そしたら７年間待てよと、くみ取り

便所で待てよと、そうでなかったら単独浄化槽の

３倍から４倍するような合併浄化槽を個人でもっ

て設置せよと、そういうような形になるわけです

か。その辺のところを。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 計画決定のところではない

んですね。事業認可 計画決定は広い面積で打

っておりますが、そのうち近々事業をやります、

水洗化ができますというところを事業認可区域と

して取得するわけですね。ですから、その区域に

ついては、近い将来公共下水道が整備できますと

いう区域ですから、それは例えばおおむね７年ぐ

らいということを申し上げましたが、そういうス

パンででき得るところについて事業認可を取ると

いうことでございますから、近い時期にそういう

ことが公共下水道として対応できるという区域に

ついては、補助制度の活用はできないと。

これは、下水道は建設省の所管になりますし、

合併浄化槽は厚生省ということで、一定のすみ分

けをされているわけであります。当然、補助をち

ょうだいするということは、ある一定期間 普

通、公共事業適化法では１０年が最低の基準であ

りますけども、そのくらい活用いただかないと、

せっかく補助を出したものがまた変えなきゃいけ

ないということになりますので、補助金の適正化

に関する法律等もございますけれども、そういう

意味で若干お待ちいただかなければいけないとは

思いますけれども、その事業認可を取った区域に

ついては補助はできないと、都市計画決定を打っ

ておってもそれよりもかなり遅れるというところ

については、補助をさしていただくと、こういう

基本的なライン引き、線引きをいたしております。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 下水にそういうような計

画をもって、７年程度のめどで設置して面整備を

行っていくというような答弁がございましたけど

も、市長としては、この下水道については建設費



がだんだんアップしていくと。そういう中で起債

もたまっていくという中で、下水道工事の進捗に

ついては、ある程度ダウンさした中でいかなけれ

ばならないというふうな答弁がございました。

そういう中で、うちは今度何年ごろに来るんや

ろかというふうな市民が そしたら、先ほども

言いましたようにくみ取り式のトイレではやはり

文化的な生活が営めない。なおかつ、今の小さい

子供等についても、学校のトイレ等についてはく

み取りいうんですか、ポッチャンで学校の便所で

は子供がトイレに行かないとかいう問題等々もあ

りますけども、浄化槽を据えるに当たって、本当

に２年以内とか３年以内とか、はっきりした期間

が定められておればいいんですけども、７年程度、

うちは何年待ったら入ってくるんやろう、水洗化

したいんやけどもというふうな気持ちが市民の中

にあるんですわ。

そういう中で、片や補助金が出される、片や補

助金ないなと。市長が答弁されるのはわかってお

りますし、なおかつ法律等々で決まっておるとい

うのも承知しておりますけども、その辺のところ、

府・国が３分の１ぐらい補助をしておられるんで

すけども、多少とも市独自で補助金を出そうかと、

そういうふうな考え方はお持ちでないですか。

○副議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 下水道事業費の抑制をして

いくというのは、基本的に雨水と汚水があります

ね。泉南市の場合、今両方やってるわけですね。

ですから、非常に大きな投資額になっているわけ

なんですが、雨水については平成１１年度で概成

をいたしますので一段落をすると。ですから、今

後は汚水に特化できるということを前から申し上

げております。

ですから、雨水の事業そのものをダウンすると

か、そういう意味的なことを言ってるんではなく

て、下水道事業費全体を少なくしていくというこ

とでございますので、それは主に雨水ができ上が

ってきたということに対して投資額が減ってくる

と、こういうことでございます。雨水というのは

非常に断面も大きいし、お金もたくさんかかりま

すから、比率的には大きいわけなんですが、そう

いう意味でございますので、御理解をいただきた
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いと思います。

それから、やはりこれは国・府とか市町村セッ

トの事業でございます。ですから、国・府は一定

のそういう分別をいたしておりますけども、それ

を補完して市がその分も合わせて補助できるのか

ということになりますと、これは泉南市としては

できないと。この間の老人医療助成ではございま

せんけれども、それにかわって全部持つというこ

とについては、今の状況ではできかねるというこ

とでございますので、できるだけ早くその下水道

を引けるように面整備等を図っていくということ

の方が大事かというふうに存じます。

○副議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 最後に一言。いろいろ多

岐にわたって質問さしていただきました。市長に

おかれましては、平成１１年度、市民のための政

治をやっていただきたいと思っております。いろ

んな困難な点はあると思うんですけども、やはり

困難に立ち向かってこそ前が見えてくると思いま

すんで、よろしくお願いいたします。終わります。

○副議長（奥和田好吉君） 以上で上山議員の質問

を終結いたします。

３時３０分まで休憩いたします。

午後３時 ０分 休憩

午後３時３３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、７番 東 重弘君の質問を許可いたしま

す。東君。

○７番（東 重弘君） ただいま議長より御指名い

ただきましたので、第２翔政会を代表して質問を

さしていただきます。本日も４番目となりますと、

お聞きする点の半分が重複をしております。少し

観点を変えて質問をさしていただくところもあり

ますので、理事者におかれましてはよろしくお願

いをいたします。

かつてない大型減税も、この不景気にはまだそ

の効果顕著にあらわれず、国民の我慢もいましば

らく続きそうであります。我が泉南市も財政が逼

迫し、事業の進捗もままならぬ状態であります。

行政に携わる者すべてがその英知を出し合って、

地方行政に取り組むときではないでしょうか。



それでは、市長の市政運営方針について質問を

させていただきます。

市長は、前段でスローガンに「水・緑・夢あふ

れる生活創造都市」を挙げ、行政各般にわたり生

活に密着した個性と魅力あるまちづくりを進める

と述べられ、また住環境の整備の項では、「自然

との調和を基本に、地球環境を視野に入れ、自然

との共栄共生の精神でまちづくりを進める」とあ

ります。その姿勢と近畿圏整備法の中の昭和４２

年法１０３号、近畿圏の保全区域の整備に関する

法律における近郊緑地保全区域の存在、特に泉南

市においては、市域の約６割がこの区域に編入さ

れ、施行後３０数年見直しがされていません。ま

た、昭和６２年の第４回定例会において、この区

域の線引きの見直しの意見書が出され、賛成多数

をもって可決されております。この点について、

市長の所信をお伺いします。

次に、ごみ問題であります。

高度成長経済の中にあって大型投棄型スタイル

を続け、廃棄物処理は焼却を原則としてきた我が

国にあって、今回のダイオキシン問題は、避けて

通れぬ大きな問題であります。

このダイオキシンはごみ焼却時に大量に発生す

ると言われ、世界の焼却場の７割が日本にあると

言われております。欧米では２０数年も前にその

危険性が社会問題となり、現在ごみの先進国ドイ

ツにおいては、リサイクルが最善との考えが定着

していると言われます。市長のごみ問題の中で、

環境モニター制度の導入と環境家計簿の配布につ

いて述べておられますが、この件について御説明

をお願いいたします。

次に、農業問題であります。

現在の泉南市においては、大消費地を近くに持

つという好条件にありながら、専業農家の数は非

常に少なく、大多数が兼業農家であります。ある

面では零細農業と言えます。また、専業農家にあ

っても、後継者不足は大きな問題であります。主

たる原因の１つは、市場価格に頼る不安定な収入

にあると考えております。一度作付をすると３カ

月から６カ月の後に収穫があり、その収穫が一時

期に固まるという傾向であります。すなわち、作

付後の生産調整はできないということで、この面
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では他の第一次産業と大きな違いがあると思いま

す。

このような農業の置かれている現状のもと、市

長は経営基盤の安定化の助成をどのようにとり行

われるのか、お聞きをしたいと思います。

続きまして、行財政改革でありますが、この件

については、既にお２人の方が非常に細部にまで

わたって御質問をされております。結びで市長は

不退転の決意で臨むと書かれておりますが、この

件については、平成９年の行財政改革実施計画の

中にうたわれる職員定数の適正管理に努める定員

管理の基本方針を策定する件についてと、同じく

教育委員会関係の検討課題である、幼稚園につい

ては児童数の動向を勘案して施設等の扱いについ

て検討するとある、この２点に限り御答弁をいた

だきたいと思います。

以上で壇上の質問を終わりまして、自席から改

めて所信を伺いたいと思います。

○議長（薮野 勤君） ただいまの東議員の質問に

対し、市長の答弁を求めます。

向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、近郊緑地保全区域に

ついて御答弁を申し上げます。

近郊緑地保全区域の指定につきましては、緑地

を保全することにより無秩序な市街地化の防止、

地域住民の健全な心身の保持・増進、公害・災害

の防止を目的としまして、関係地方公共団体及び

国土審議会の意見聴取、関係行政機関の長との協

議を踏まえ、内閣総理大臣が指定することが近畿

圏の保全区域の整備に関する法律第５条にうたわ

れております。

また、保全区域の変更を行うためには、明らか

な変更の必要性に基づき、大阪府や国土庁等との

調整を経て法律改正の手続が必要となり、大阪府

内で見ましても、法制定直後の微修正及び他法律

との整合を図るための微修正以外の変更は行われ

ておりません。

本議会におきましても、昭和６２年に区域内に

おける届け出を要する行為に関する要望決議がな

された経緯がございますが、この問題は、法の趣

旨から近畿圏全体の緑地保全に大きく関連するこ

とであり、変更については非常に厳しい状況下に



あると考えます。

しかし、区域制定後２８年が経過し、都市圏を

取り巻く社会・経済情勢は大きく変化し、国の全

国総合開発計画や近畿圏基本整備計画等も数度改

定されておりますことをかんがみても、中長期的

観点から点検することは、必要であると認識して

おります。今後、協議の場をとらえて著しく法の

精神と現実と適合しないような箇所等についての

変更については、要望をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。（小山広明君「矛盾し

ないか」と呼ぶ）しませんね。

次に、ごみの問題の関係で環境モニターの関係

でございますけれども、この問題につきましては、

平成１１年度で環境庁の地球環境部が発行してお

ります環境家計簿、ウイークリー これでござ

いますが、こういうものを約３００世帯ぐらいに

配布をいたしまして記帳をしていただきまして、

その結果をまた我々にお示しをいただき、注意す

ることによってどのようなエネルギー節減、ある

いはそれを換算いたしまして、ＣＯ２ の排出量の

削減につながったかということを報告いただくと

いう形で、環境モニター制度を活用してまいりた

いというふうに考えております。

したがいまして、なかなかこれも大変だという

ふうに思いますけれども、定期的におつけいただ

くことによって、より環境に対する配慮あるいは

地球温暖化に対する配慮に資していただけるので

はないかというふうに期待をしております。また、

その結果によりまして全市民にも広報等でお知ら

せしますとともに、環境面での配慮をお願いもし

てまいりたいと考えているところでございます。

次に、高収益型農業との関係でございますけれ

ども、個々の経営体につきましては、栽培作物と

して高収入を見込める花卉、ミズナス、軟弱野菜

等の地場野菜を中心とし、農業機械の導入、農地

の集約化、また簿記記帳の推進、農業経営の分業

化等により省力化、経営の合理化を行うことで、

農業経営の安定化を図ってまいりたいと考えてお

ります。

また、農業が職業として選択し得る魅力とやり

がいのあるものとなるように、効率的、安定的な

農業経営体を育成することとし、他産業従事者と
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均衡する年間労働時間、農業所得を確保し得る経

営体の育成を図り、これら経営体が本市農業生産

の相当部分を担う農業構造の確立を目指してまい

りたいと考えております。この趣旨は、認定農家

制度の趣旨でもございまして、現在、本市では６

０数名の方が認定農家として認定をされておられ

まして、懸命に農作業に励んでおられるところで

ございます。

次に、行財政改革の中の定員管理の問題につい

てでございますけれども、我々の方でも定数の管

理ということで一定の目標を定めまして運用をし

ておりまして、行財政改革大綱以降約２０人の人

員削減を見ております。

今後につきましては、定員管理の範囲の問題は

あります。それを遵守いたしますとともに、一方

では行政需要に対応できるような新たな人材の確

保も必要になってこようかというふうに思ってお

りますので、その均衡を図りながら職員の定数管

理を行ってまいりたいと存じております。

それから、幼稚園の統廃合等の問題については、

行財政改革の中ではその１つの項目として掲げて

おります。本来的には教育委員会で議論をお願い

すべき問題ではございますけれども、幼稚園児数

の問題、それから立地の問題、そして幼稚園で働

く職員の問題等バランスの問題もありますので、

なお一層この問題について議論をいただいて一定

の方向性を出していただくように、教育委員会に

もお願いをしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○議長（薮野 勤君） 東君。

○７番（東 重弘君） それでは、順次少しお聞き

したいと思います。まず、順番にいかしていただ

きます。

この近畿圏整備法の近郊緑地保全区域 近緑

区と言わしていただきますが、この線引きが私、

３０数年と言いましたが、実際には線引きは２８

年というお答えが出ました。この辺は施行即線引

きかと思っておりまして、この辺が勘違いしてた

んで、訂正をさせていただきます。

まず、市長も必要あらば不合理が出れば要請を

しなくてはいけない、そういうふうにおっしゃっ

ていただきました。私はいろんな観点から、ひと



つ市長に所信をまた改めてお伺いしたいと思うん

ですが、まず、この法律は近畿圏整備法の中にあ

るということ。それと、他市はゼロからせいぜい

３０％なのに泉南市は約６０％、それから泉佐野

が５０％。何も私は緑が多いから悪いとか、そう

いうことを言ってるのではございません。ただ、

緑があるということは大変いいことで、私も空港

特別委員会でも申し上げたとおり、一番緑に親し

んでいる議員である、それは自負をしております。

それで、この法が施行された昭和４２年、近畿

圏の保全区域の整備に関する法律のたしか２条だ

ったと思うんですが、そこに連接する既成都市区

域という項がございます。連接は続いて接すると

いうこと、既成都市は既にできた都市ということ

でございまして、これは大阪、京都、神戸、３大

都市に連接するというふうに読みかえるんだと書

いておりますが、この中で岬町がゼロということ

は、この連接する都市の市街化区域の、市長もお

っしゃいました無秩序な開発を抑制する法として

できた。当時、岬町がゼロということになります

と、岬町はまだまだ先だろう、開発はまだ遅れる

だろうというふうな思いもあったと思います。

そして、今年関西新空港の２期工事の着工、ま

た２期の埋立免許の申請がございます。その中で

大変な公文書がほごになったというか、むだにな

った。これは知事と市長の交わした土取りであり

ます。

その理由は、泉南市は近郊緑地である。ただ、

近郊緑地からは少ししか取れない。少ししか取れ

ないから大型プラントは入れられない。トラック

輸送であって、公害が大変で単価が高い、こうい

う説明だったと思うんですね。その結果が開発を

許される岬町に移った。

当然、岬町でも緑地がないのがいいわけではな

くて、私もその緑を保全する立場にある議員さん

も、岬町に住んでおりますと、当然緑地を残せと、

こういう立場になるわけですから、この法自体、

線引きを減らすんじゃなくて、ふやすという方向

の線引きがされてないんじゃないか。なぜ岬町は

あれだけ緑が多いところがゼロなのか、それは線

引きの見直しをしないからじゃないんかな、こう

いうふうに思っております。
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この件について、既に見直しが遅いんではない

かなと私は思うんですが、市長、その辺はいかが

お考えでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この近郊緑地保全区域につ

きましては、御指摘ありましたようにずっと和泉

市の方から岸和田、貝塚、泉佐野、泉南、阪南ま

で近郊緑地になっております。面積の大小は別に

いたしましてですね。御指摘ありましたように、

岬町は全然入っておりません。なぜ入らなかった

かという経緯は私も存じませんけれども、和泉山

脈ということであれば、当然岬も含んで同じ考え

ではなかったのかなというふうに思うんですけれ

ども、なぜ入らなかったかということについては

定かでございませんので、コメントはできない立

場にございます。

ただ、この中で近畿圏の保全区域の整備に関す

る法律の第２条の第３項におきまして、この法律

で近郊緑地とはというのがありますけれども、既

成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地、

これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を

形成しているもの及びこれに隣接する池、沼を含

むというものであって、いわゆる樹林地であって

相当規模の広さを有しているものを言うと、こう

いうことになっております。

現在、泉南市の場合を見てみますと、もちろん

この樹林地もほとんどすべて入っておりますが、

それ以外に田畑も入ってるところもございますし、

集落が入ってるところもございますし、それから

新たに開発された第一種住居専用地域である場所

も入っておるということで、いささかこの法律の

いわゆる樹林地というものとは、実際上は異なっ

た運用になっているのではないかというふうに思

っております。

ですから、そのあたりはこの法の趣旨に照らし

て少し違うのではないかという気もいたしました

ので、先ほどお答え申し上げましたように、機会

があればそのあたりの矛盾点等について指摘をし

てまいりたいというふうに考えております。です

から、この近郊緑地保全区域、もちろん緑を保全

するということは非常に大切でございますけども、

実態と若干違う部分が現に存在するということも



確かでございますので、そのあたりについては、

今後の見直しの課題だというふうに考えておりま

す。

○議長（薮野 勤君） 東君。

○７番（東 重弘君） ２条３項の御説明をいただ

きまして、ありがとうございました。私も次にそ

れをお願いしようと思っていたんですが、本市に

おきまして、今市長から披瀝のありました家、農

地、それは両行政界、こういう線引きというのは、

隣の市町との関係がありますからその辺が多いん

ですね。岡中は阪南市とつながる、別所は泉佐野

市とつながる、これの連接、連結がその市道ない

し府道、そういうような形になっている。私も何

回もその２条３項を読んだんですが、近郊緑地の

規定で、樹林地もしくは括弧内で緑地であること

ということを書かれているんですね。そういうこ

とは、何回読みかえても家や田んぼは緑地なのか

なと、こういう疑問は市長と同じように思ってお

ります。泉南市の内部を見ますと、直線界があっ

たり、泉佐野岩出線なんかは、上の方へ行くと地

目界、明らかに地目は田畑を外しておりますね。

だから線引きが非常に大まかな法なんです。

それと市長、今これ問題が起こってるんです、

事実。どういうことかといいますと、線引きが２

８年前ですから４４年ですか。４６年から減反制

度が始まりましたね。この減反制度の中でカキ、

クリ、梅、柑橘、これが永年作物として認められ

た。その扱いをいわゆる田んぼ これはどうい

う扱いになるのか知りませんが、いわゆる１筆ず

つ届け出をせよということなんで届けるんですけ

ども、これが既に樹林地であったのか後でなった

のか、今は辛うじてわかる、何人か証明があって。

もう１０年もすれば、２年やそこらのことはどっ

ちが先かわからん。ということになると、大変な

制約を受けるわけです。

その樹林地の扱い、その問題と、その区域内の

家を建てかえるときに、いわゆる届け出をしなけ

ればいけない。区域内ですから届け出をしなけれ

ばならないんですが、家に何本の緑の木があって

どうするか。同じ本数を植えろとか、減らしたら

いかんとか固めたらいかんとか、線内にある家に

ついてもものすごい制約があるわけですね。これ
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が今は１筆ずつの届け出ということなんで、この

辺でいわゆる減反でしたものが知らん間に近郊緑

地にほうり込まれるというようなこともありまし

て、この辺の矛盾を何とか解決せないけないんじ

ゃないかなと。

それと、今も申しましたように、地目界が存在

するのに粗っぽい引き方をされてる。この件につ

いて先ほど少し述べられましたが、行政の中にあ

って２つのやり方をしてると。この件については

どういうふうに 近郊緑地にカウントされるん

じゃないかという危険もあるのを含めて、もう一

度お答えいただけますか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） こういうものは制定した時

期、法律の施行日が１つの基準になるというふう

に思います。ですから、市街化区域、市街化調整

区域の区域区分も、当時のいわゆる既存宅地であ

るか否かも、航空写真とか登記簿とか、そういう

もので一定 断をしているということでございま

すので、そういう扱いじゃなかろうかというふう

に思っております。

それと、御指摘ありました線引きの基本的な考

え方というのは、例えば、岩出線の谷筋は山すそ

で大体おさめられているようにも思いますが、先

ほど言いましたように、もう少し市街化寄りでは、

現に市街化されている部分もそういう形で入って

おるのも事実でございます。

これはどちらが先かというのもあるんですけれ

ども、本来こういうものは地形地物で切ると。例

えば道路とか河川とか水路とか、そういうわかり

やすいもので、変わることのないもので切るとい

うのが一般的な線引きの手法だというふうに思う

んですが、当時はそういうところで切られている

部分もございますし、ある点と点を結んだ直線、

先ほど指摘ありましたように、直線で結んだとい

うようなところもございます。

ですから、その当時どういう思想でやられたの

かというのは、ちょっとはっきりとわかりません

けれども、ただ、現状からしますと、本当に数十

年たって新しいそれに見合う地形地物もできてき

ている部分もございますし、それからそういう現

実には第一種住居専用地域なりになっているとこ



ろもございますので、こういう明らかな矛盾して

いる部分ということについては、やはり修正があ

ってしかるべきかなというふうには考えておりま

す。

ただ、過去これが、さっきも言いましたように

本当に見直されたという事例がもうほとんどない

もんですから、どういう手続、手法でそういうこ

とに至るのかというのは明確でございませんけれ

ども、一定期間ごとにこの辺の精査があるように

も聞いておりますので、その際には本市として、

著しくこの法の趣旨と現実とかけ離れている部分、

また将来、復元が－－復元というのは、その近緑

区としての機能を発揮することができないところ

等については、やはりきちっと線引きを現状に合

わせたような形でやるとか、そういうことの対応

はしていきたいと。結果は必ず認められるかどう

かというのはわかりませんけども、そういう必要

性はあるというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 東君。

○７番（東 重弘君） 大変難しい法律で、やはり

１０年、２０年というスパンがかかろうかと思い

ます。そして、市長にこれはお願いなんですが、

泉南市の現況を申し上げますと、２０分も歩けば

緑豊かな山林、入ってみれば実は枯れ木も山のに

ぎわい、上を見ればいつ倒れてくるかわからない

ような朽ち木が多いんですね。

これはこの線を引くだけで何も見返りがないわ

けで、上が恐いからと歩けば、つまずいてみれば

下は古タイヤ、建築廃材の捨て場と、これが現況

なんです。大阪和泉泉南線にしろ、公団の今度道

路になるような道路にしろ、整備が進んでおりま

すし、その枝が進んで至極交通が便利、そして開

発を認めないから人が入れない、夜はだれもおら

ないと、こういうような状態でごみ捨て場になっ

てるんですね。阪南市とかいろんなところを出す

と７割程度ある。緑地がまだたくさんある中で調

整地域にある。

そう考えますと、そういうとこは緑豊かな住宅

地、いわゆる目覚めれば緑いっぱいというような

状態になっている。このままでいきますと、市長

がおっしゃるように開発ができないとすれば、泉

南市はそこで線を引かれるわけですね。そしたら
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欧米人が言うように、日本の家はウサギ小屋やと、

片一方は緑地と。確実な線引きになって、開発の

できないとこと、できるところは家がこみ合って、

いわゆる都市計画もままならん。都市計画道路も

やろうと思ったら、３年もすれば空き地がなくな

るというような状態になると思いますので、四全

総における近畿圏整備第４次基本計画というもの

が策定されようとしています。この辺において御

努力をお願いしたいと、かように思います。

それから、ごみ問題でございます。いろいろこ

のごみは減量すると言っても、これは市民の方の

協力がなければどうしようもないことで、常に啓

発啓蒙という面で大変結構なことかと思います。

あとの質問については、もうさきの質問者がし

ていただいておりますので、農業政策へ移らして

いただきます。

市長は、高収益物の作付と機械化とそういう収

益を上げやすい体制をつくる助成とおっしゃって

いただきました。まことに心強い限りなんですが、

私は多少とも農業にかかわっている立場から申し

ますと、この農業基盤整備というのは、ひょっと

したらあっと思うようなところでやるんじゃない

かなと、このように思うんですね。

現在の収益の形態といいますのは、何物にもか

かわらず集荷をして市場へ運んで競りにかけて精

算してもらうと、こういうパターンになるんです

が、この収益に対するいわゆる経費というのは、

収穫前は固定資産税、肥料、農薬程度だと思うん

ですが、これがやっぱり１０％に満たないような

額なんですね。大半の経費というのは収穫後の経

費、いわゆる運賃、包装、市場の手数料というふ

うなものになってるわけです。

市長も、りんくうタウンは絶好のロケーション、

人の集まりも期待できるこういうような場所で、

例えば物産、おっしゃいました梅、泉南のミズナ

ス、それから魚もあるでしょうし、この経費を現

地で売ることによってかなり収益が安定するんじ

ゃないか。それと、人が寄って来るということも

あります。

農業というのは、細かい話ですが、例えば単価

的に５００円で市場へ出て、運賃が２００円、こ

ん包が１５０円、市場が５０円、つまり４００円



の経費が要るわけです。手取りが１００円になる

んですよね。売り値３倍といって１，５００円ぐら

いで市場価格になっているわけで、この差という

のは１５倍ぐらいあるんですよ。その辺の何とい

いますか、経費の節約できるような方法も、こう

いう経営基盤、いわゆる高収益につながるし、安

くて新しいものという農業本来のとるべき姿、い

わゆる欧米なんかは包装も何もしてない、いわゆ

る土まみれというふうな物ばっかりということで、

一歩でもそれに近づくんじゃないかなと、私はこ

う思うんですが、この意見についていかがでしょ

うか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 本市では、専業農家で大体

百数十戸の皆さんがまだされておられますし、兼

業を含めますと全部で８００戸近くの方々が農業

にいそしんでいらっしゃいます。

御指摘ありましたように、精算して後の出荷ル

ートが非常にコストがかかる。それによって、な

かなか収益の還元が図れていないのではないかと

いう御指摘かというふうに思います。

確かに、そういう部分はあろうかというふうに

思いますし、また直販体制といいますか、そうい

うものができるようなことも、やはりこれから

これは何も農業に限ったことではございません

で、漁業もそうだというふうに思いますが、そう

いうものを場所的にも、あるいは施設的にも考え

ていかなければいけないというふうに思っており

ます。

ですから、御指摘いただいたようにりんくうタ

ウン内でも、今回も要望いたしましたけども、例

えば道の駅的なああいうような施設をつくること

によって、地元の物販あるいは農業関係の野菜類

とかあるいは魚介類、こういうものを生産者と連

携しながら、直販といいますか、参画をしていた

だいて販売するということも大切かというふうに

思います。

これはりんくうタウンでもそうですし、例えば

農業公園とか、あるいは自然ふれあい塾でも、そ

ういうお店的なものも当然可能かというふうに思

いますので、そういうところに農家直接の物販が

できるような形のものというものを考えていく必
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要があるというふうに思っております。それによ

ってまた生産意欲が高まって、農業が次世代にも

引き継いでいけるということになれば、非常に効

果的だというふうに思っております。

特に泉南は、御承知のように泉州地域でもサト

イモについては１位でございますし、フキも１位、

またタマネギが２位、あるいはキャベツ、ブロッ

コリーも２位３位と極めて高い出荷を示しており

ますし、花に至りましては、アイリスは全国出荷

量のシェア６％、フリージアも全国シェア２％と

非常に盛んになってきているものでございますの

で、こういうものをうまく泉南発という形で需要

につながっていければ非常にいいなというふうに

考えておりますので、考え方は同様だというふう

に思っております。

○議長（薮野 勤君） 東君。

○７番（東 重弘君） 先ほど申しましたように、

そういうシステムになっておりますから、農家と

いうのはいわゆる経費を引いて赤字ということも

あるわけですよね。それは、そういうことで確実

に解除できるんじゃないか。

それと、市長がおっしゃるように、農業公園と

か本市にはいろいろプランもありまして、りんく

うタウンにもいろんな計画もあります。たくさん

の人手が出て絶好のアクセスである。人が集まっ

てこられますと、花は無理でしょうが、花でもポ

ットに植えるとか、鑑賞用にするとか、それと農

作物でも二次製品、浅漬けであるとか梅ジュース

であるとか梅干しであるとか、いろんな考えがあ

ると思います。

そうすると、朝の早くから夜の遅くまで田んぼ

へ出て仕事をして、上げた量で金額が決まるとい

うような、そういう体制ではもう無理だと思うん

ですね。この前どなたかおっしゃった、きれいで

ないとか、嫌われるとか、そういう職業にならな

いように、ひとつそういう短時間できれいといい

ますか、普通の方々、土まみれの時間が少ないと

いうようなものをひとつぜひお考えいただきたい

と、このように思います。よろしくお願いします。

次に、行財政改革でございますが、定数が２０

名既に減らされておる。私は常々少し心配してい

たことがあるんですが、このペースでいくと若干、



数十年後、行政を執行するのに数が足らないかな

と。新規採用の面もありますが、市長は今、支障

がない人員の確保とおっしゃっていただきました

んで、その辺には留意していただくようにお願い

をしておきます。

それから、幼稚園はたしか統廃合を見据えてと

いうお話があったんですが、私ちょっと聞き間違

うてますか。そういうことですね。

実は、本市には御承知のように幼稚園は、私立

が２園ございます。公立が９園。現況は、やはり

私学がいっぱい、公立幼稚園はかなり生徒数が少

ない。１人当たりの経費は、やっぱり３倍ないし

４倍についてるという話を聞き及んでます。幼児

教育には、やはり情緒教育というのが非常に必要

だという話をよく聞くんですが、公立幼稚園とい

うのは、ある程度その枠組みの中でばらつきのな

いような、いわゆる個性を出さない教育といいま

すか、教える側がユニークな先生てなかなかない。

その面で私学というのは、持ち味といいますか、

特色を全面に出す。保護者がそれを望む傾向が顕

著だと思うんですね、この数字を見ますと。

だから、統廃合というのは職員さんのことがま

ず第一に出てきますから、行財政改革ばっかりで

はいかないと思うんです。そして、幼稚園が統廃

合されますと、ある地区では手狭になった公民館

をコミュニティーセンターに使いたいなと、現に

そういう話も出てるわけなんですね。

そういうことでひとつこの統廃合、非常に難し

いと思うんですが、数年、１０年かかってもそう

いうスパンでひとつぜひお考えいただきたいと思

うんですが、その幼稚園の関係の私の言ったこと

でひとつお答え願いたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 幼児教育を行う中で、集団

的な多くの同世代の子供さんが一定おられて、そ

していろんな友人、友だちをつくったり交流を深

めるというのが、きわめて大切ではないかという

ふうに思っております。したがって、余り極端に

数が少ないとかそういう機会が少ないというのは、

必ずしもいいことかどうかというのは、議論のあ

るところだというふうに思います。

我々行財政改革を行う中では、聖域はないとい
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う立場からいろんな角度から議論をすべきである

というふうに考えております。ですから、幼稚園

あるいは保育所の問題もあろうかというふうに思

いますけれども、これらについては、まず所管で

十分議論をいただいて、また地域あるいは御父兄

の皆さんの御意見もお聞きした中で、考えていく

必要があろうかというふうに思っております。

したがって、幼稚園という御指摘でございまし

たので、これについては教育委員会の所管に入る

ことでございますので、教育委員会でも十分議論

をしていただきたいということは、申し上げてい

るところでございます。

○議長（薮野 勤君） 東君。

○７番（東 重弘君） 以上、時間がありますが、

これで終わります。

○議長（薮野 勤君） 以上で東議員の質問を終結

いたします。

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９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。

これに御異議ございませんか。

〔「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

９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１８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 南 良 徳

大阪府泉南市議会議員 真 砂 満


