
午前１０時３分 開議

○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継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。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。

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１９番 角谷英男君、２

０番 西浦 修君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、１３番 和気 豊君の質問を許可

いたします。和気君。

○１３番（和気 豊君） おはようございます。日

本共産党泉南市会議員の和気 豊でございます。

私は、市が市財政危機を市民の立場に立ってど

う打開していくのか、不況にあえぐ地場産業の皆

さんの立場に立ってどう不況打開、振興策を確立

していくのか、この立場から大綱３点にわたり質

問してまいります。

今、我が国の経済は文字どおり大不況でありま

す。大阪はとりわけ深刻、その中でも泉南市はさ

らに厳しい状況に追い込まれています。市民は何

よりも今、不況からの脱却と暮らしの安定を求め

ています。この全国的不況の原因は、一昨年来の

消費税の５％への増税や特別減税の廃止、医療費

の引き上げなどで国民の新たな負担を９兆円もふ

やし、国民から消費購買力を奪ったことにありま

す。これは明らかに政府の失政です。

ところが、昨年末、政府が景気対策として決め

たことは、従来どおりのゼネコン浪費型の開発事

業を公共事業として１６兆円も積み増し、銀行に

６０兆円の税金を投入することでした。鳴り物入

りで宣伝した所得税減税案も、実は標準世帯で年

収７９４万円以下、納税者の８割が逆に増税とな

る金持ち減税、大企業減税であることが明らかに

なっています。これでは国民の消費購買力はます

ます落ち込む一方です。

私は、このような経済状況を踏まえ、第１に市
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財政健全化に向けての方策について質問してまい

ります。財政危機の原因と現状及び課題について

であります。

深刻な不況に加え、泉南市政の大問題は、１２

年に及ぶ空港関連の開発優先政治の結果として起

こっている市の財政危機であります。市の借金残

高は９９年度末には一般会計で２４０億を超え、

特別会計などでは下水道会計だけで１６３億円を

超えます。経常収支比率は、全国ワーストから数

えた方が早い１０３．５％であります。自治体の財

政が健全かどうかを判断する目安となる公債費負

担比率は、警戒ラインを超えて１５．１２％となっ

ています。どの指標をとってみても市の財政危機

は際立っています。

例えば、市はこの１２年間、府に追随協力して

りんくうタウンへの進入道路、樫井西岡田吉見線、

市場岡田線に５２億円を投入し、先端産業中心の

大企業向け産業団地づくりを手伝ってまいりまし

た。しかし、今日の事態はわずか３社しか進出せ

ず、その破綻は明らかとなり、市税収入でも９７

年度でわずか３，６００万円余であります。ところ

が、市はバブル崩壊後も国・府の相次ぐ景気対策

に無批判に追随し、公共事業を増大させ、しかも

その財源の５０％以上を借金に頼ってまいりまし

た。これが今日の財政悪化の原因ではありません

か。一般会計のいわゆる表にあらわれただけでも

このような状態です。

それに加えて、借金の先取りと言われる債務負

担行為、すなわち開発公社による制限のない土地

の先行取得による膨大な借金がつけ加わります。

同和施策で買い入れ、三十数年たった今もいまだ

事業化できず、借金の源になっている土地、そし

てさらに、バブル期前後に購入し、今東地区に限

定されてきた和泉砂川駅前再開発事業によって、

当初の購入目的はほとんどなくなった５，０００平

米余の土地、これだけでも取得時には１９億円余

であったものが今や２３億５，０００万円を超える

額となり、数度にわたる変更、見直しにより、い

よいよ見通しのないままいたずらに放置されるこ

とによって、将来市民に大きなツケとしてはね返

ってくることは明らかであります。大手ゼネコン

ハザマを抱き込んだ大型開発事業の破綻をこれほ



ど象徴的に見せてくれるものはありません。

また、議会にも諮らず、国に登録した同和残事

業は、バブル崩壊前後から７年間、起債と一般財

源合わせて市の負担分は約４０億円、率にして５

５％、総額で約７３億円を注ぎ込んでまいりまし

た。完工後１年余を経過する今も約１０戸の空き

家がある老人向け住宅に見られるように、むだと

浪費の多い事業であり、財政危機の原因そのもの

ではありませんか。市長初め市当局の見解を求め

るものであります。

次に、財政健全化に向けての方策と取り組みに

ついてであります。まず第１に、ゼネコン型開発

の元凶となってきた６３０兆円のいわゆる公共投

資基本計画の押しつけをきっぱりと今こそ拒否し、

むだと浪費が明瞭な市街地再開発法による和泉砂

川駅前再開発を抜本的に見直し、まず和泉砂川駅

から砂川中央派出所までの府道の拡幅、歩道設置

による交通渋滞の解消、安全対策を府に緊急に要

望する必要があると思います。一刻もゆるがせに

できない状況であります。見解を求めます。

途中でやめればこれまでかけたお金がむだにな

るなどとして、事業を継続する声も聞こえてまい

りますが、しかし見通しのない事業を続けても、

お隣の泉佐野のコスモポリスのように累積赤字を

膨らませるだけではありませんか。そのほか農業

公園や泉南聖苑計画についても抜本的な縮小が必

要ではないでしょうか。見解を求めます。

さらに、最近各市で入札制度を改善し、談合を

防止する一方、透明性、競争性を高めながら、建

設事業費の節約で財源を生み出しています。この

点での市の具体的な対応を求めます。

大綱第２は、行政改革についてであります。

政府・自治省は、地方行革の名のもとに、上か

らの地方自治体リストラを押しつけてきておりま

す。具体的には９７年７月８日の行革審第２次勧

告を受け、住民犠牲の地方行革計画の新たな指針

策定を迫ってきています。

市は、私の質問に対し、自治省事務次官通達な

どに一切拘束されずに独自の行財政改革を策定し

たことを強調されていますが、内容は市職員への

リストラの押しつけ、市民犠牲以外の何物でもな

いことが時間の経過の中で鮮明になってまいりま
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した。数年にわたって続けられてきた福祉や教育

の需用費の１０％カットに加え、９９年度では市

補助金のカットや不況下に苦しむ商工業者への振

興費２５％カットにまで及び、ついには職員組合

へ定昇１２カ月分の延伸まで通告されるに至って

は、政府・自治省の上からのリストラ方針の忠実

な実行者ではありませんか。

市民こそ主人公の立場に立って、市民への補助

金カットの撤回、これ以上の需用費削減を中止す

ること、市民サービスの低下につながる市職員へ

の定昇ストップについても撤回を強く求めるもの

であります。市の見解をお伺いをいたします。

大綱第３は、市地場産業活性化に向けての方策

についてであります。

９０年代に入って日本経済はかつてない長期不

況に突入しています。そして、一昨年４月の消費

税増税以降、大不況と言われるように戦後初めて

２年連続でマイナス成長を記録し、極めて憂慮さ

れる状況です。とりわけ泉南市の特紡繊維を中心

にした地場産業は、未曾有の深刻な事態に立ち至

っています。

ある泉南市内の特紡業者の方は、仕事がない上、

製造単価は１０年前よりさらに切り下げられ、赤

字経営、それでも借金と従業員とその家族のこと

を考えると廃業できず、そのうちそのうちと言っ

ている間に家も土地も全部担保に入ってしまった。

もうぎりぎりのところまで来てしまったと言われ

ています。

大阪の倒産は、昨年１１月の時点で２，２１０件

で前年度比２８．３％の増加であります。雇用状況

は、完全失業率、有効求人倍率とも戦後最悪です。

事業主の都合で離職する人は、昨年は９万４，７２

４人で毎月３，０００人以上も増加しています。大

阪府に限っての統計であります。泉佐野の職安管

内の状況は、府下最悪の厳しさです。

大阪商工団体連合会が昨年１２月に行ったアン

ケート調査でも、昨年同時期と比べて売り上げ、

利益とも減少したが８０％以上を占めています。

ある建設労働者の方は、１月は３日に１日しか仕

事がなかった。２月になっても全く仕事がない。

申告で昨年１年間の水揚げを出してみたが、一昨

年と比べてうそのような大変な数字が並んでびっ



くりしていると窮状を訴えられています。それも

そのはず、大阪の住宅新築着工戸数は約２０％も

落ち込んでいます。

このような中で商工業者の自殺も急増し、９８

年中の大阪の自殺者は２，３９８人で、前年と比べ

て４割も増加しています。その中で一番増加して

いるのが経営、生活問題が原因の自殺で、対前年

度比で１．７倍にもなっています。

さて、泉南市の地場産業の中心を担ってきた繊

維でありますが、１９７０年代半ばに綿紡績がオ

イルショックを契機に倒産・廃業で激減、その後

８５年ごろまで事業所数、生産出荷高で最盛であ

った太糸特紡も下降気味となり、廃業、自主閉鎖

がふえ出し、バブル崩壊後の９５年には約２分の

１近い１８０に、従業員数は４，３２７人から１，７

３３人へと４割に、工業出荷高は６４６億円から

１９４億円と３割に激減しています。もともと商

社管理の下請小零細企業の多かった泉南市の繊維

で、３０人以上の従業員を持つ事業所は、９６年

３月現在で１６になってしまいました。バブル期

直前に省力化に成功した軍手軍足産業だけが、わ

ずかな見通しを持って生産に当たっているといっ

た厳しい状況であります。

また、米を初め、タマネギ、里芋、フキ、そし

て花卉の主産地として、大消費地京阪神を初め全

国市場に農作物を供給している泉南市の農業も、

ＷＴＯ、世界貿易機構協定の強行による農作物の

自由化、食管制度を廃止し、米の下支え価格を取

り去った新食糧法、１０ヘクタール以上の大農家

中心の農業政策を打ち出した新農政、そして今ま

た農業に市場原理を持ち込む商社、企業の農業へ

の参入に道を開く農業基本法の抜本的改悪と、相

次ぐ自民党農政によってここ５年間、９４年から

９８年で耕作田畑は４０ヘクタール余、タマネギ

の作付は３８ヘクタールも減少しています。私ど

もが調べただけでも、これが泉南市の地場産業の

極めて厳しい、いわば惨状とも言うべき実態であ

ります。

にもかかわらず、市の財政危機を口実に９９年

度に商工振興関係予算をなで切り、もともと少な

い予算を２，５４３万円から１，８００万円台へ、率

にして３割近くも激減させてしまいました。１事
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業所当たり７万円という他市に比べても極端に低

い予算が、これで５万円余となってしまいました。

不況下にあえぐ地場産業に追い打ちをかけるよう

な市の仕打ちであります。市が掌握されている地

場産業の現状を含めて、予算激減の根拠について

お示しを願います。

さて、打ち続く不況の中で、各市では商工業の

振興のために知恵を絞り、財政補てんをしていま

す。泉大津市では地域振興券による売り上げが地

元商店に落ちるように、１０％還元セールに対し

５％分の補助を緊急に実施しています。商工業の

置かれている状況が即行政に反映され、対応がな

されていくための保障として、墨田区では昭和５

４年に、それ以降、関東圏から中部・東海圏にか

けて各自治体で制定され、商工業振興の柱となっ

ている地場産業振興条例の制定について見解を求

めます。

次に、市の融資制度です。現行制度は現状を反

映しない１５０万円という低額の上、書式が難し

いなど、実施当初から悪評の高いものでありまし

た。地元業者の皆さんの声をくみ上げ、利用しや

すい内容、府並みに１，０００万円とはいかなくて

も、即応性、緊急性のあるものに改善を考えられ

ないのかどうか。また、利子補給率をふやすこと

についても見解をお示しを願います。

さらに、建設、土木の関係者の仕事の少なさは、

とりわけひどい状況にあります。公共事業を市内

業者に優先的に発注していくことについて、見解

を求めます。

最後に、農作物の価格保障制度についてであり

ます。今年度の予算を見ても農業経営に直結する

予算はほとんどありません。外国からの農作物の

自由化の中で安心して農業が続けられるようにす

るためには、価格保障制度は極めて大切な施策で

あります。国・府でもその制度がありますが、手

続的にいろいろ条件が難しく、実情を反映しない

中身になっています。地元農業者の実情を最もよ

く把握している市としての価格保障制度が今日ど

れほど求められているでしょうか。見解をお伺い

いたします。

以上で前段の質問を終わらせていただきます。

御答弁よろしくお願いを申し上げます。以上であ



ります。

○議長（薮野 勤君） ただいまの和気議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 財政問題の中の財政が悪化

してきた原因についてということでございます。

本市におきましては、厳しい財政状況のもとに

行政需要が年々増大していく中にありまして、近

年、都市基盤整備を中心に市民に密着した、そし

てまた福祉対応の事業を積極的に推進をしてまい

りました。特に空港関連に伴う地域整備が進む中

で、将来の都市基盤整備等を見越した投資事業を

進めてまいりました。この結果いわゆるシビルミ

ニマムと言われる道路、公園、あるいは下水道等

々の施設が大幅に進捗いたしまして、市民生活に

大きな役割を果たしていることは、御承知のとお

りかというふうに存じます。

その中にありまして、限られた一般財源を活用

しながら、起債あるいは補助金、そして府貸付金

等を活用いたしまして事業を進めてまいったとこ

ろでございます。また、一方では、事業実施に伴

いましての人件費あるいは公債費等を中心といた

しました義務的経費が増加してきたのも事実でご

ざいます。

歳入におきましては、関西国際空港からの税収

が見込まれました反面、地方交付税の削減、ある

いは景気の低迷によります税収入の伸び悩み、収

税率の悪化等がございました。また、期待をいた

しておりましたりんくうタウンの分譲につきまし

ては、今なお非常に厳しい状況にあるところでご

ざいます。

そういう中にありまして、現在財政的にも非常

に厳しい状況にあるというふうには考えておりま

すが、今進めております事業そのものは、特に先

ほども強調いたしましたように、すべて道路とか

下水道とか市民生活の根幹にかかわる事業を中心

に行っておりますので、これはやはり積極的に今

後も推進をしなければいけないというふうに考え

ておりますので、今後の中長期的な財政運営の中

で十分その状況を見きわめながら、その範囲内で

最大限の努力をして、なお充実をしていく必要が

あるというふうに考えているところであります。

また、個別の内容等につきましては、担当部よ
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り御答弁を申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） まず、第１点目の市財

政の関係でございます。そのうちの１つは、方策

ということで入札制度の御質問があったと思いま

す。

御指摘の抽せん型入札制度についてでございま

すが、この目的は、前日市長が答弁いたしており

ますように、目的といたしまして談合防止という

のが第一義的であったということで理解してござ

いまして、１年間の試行の後、現在の形になって

ございます。そういうふうな事態になればその制

度を活用するという形になってございますので、

よろしくお願いいたします。（和気 豊君「入札

制度のあり方なんか聞いてないがな」と呼ぶ）

それと、１１年度の商工費削減の根拠でござい

ます。確かに平成１０年度当初６，７４３万２，００

０円から、今回１１年度当初５，９７９万というこ

とで８００万ばかりの削減になってございます。

内容でございますが、１つは御論議いただいてご

ざいました産業振興センターの調査委託費、これ

の１００万の減、それともう１つはりんくう南浜

の海水浴場の運営委託金、これが３００万、そう

いうふうな減で、そういう中での削減をやったと

いう内容になってございます。

それと、いわゆる地場産業の振興の中での土木

の市内発注の関係でございますが、昨年末に入札

制度の改正を行いまして、市内業者への発注基準

額は、土木一式工事を２億５，０００万未満から３

億円未満に引き上げるなど、市内業者への発注機

会をふやしたところでございます。今後とも市内

業者育成、公正入札確保に努めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 和気議員さんの御質

問のうち、行財政改革について御答弁をさせてい

ただきたいと思います。

和気議員さんも既に御承知のように、本市では

行財政改革大綱のもとに、平成９年度から３カ年

を第１次の目標年度といたしまして行財政改革を

実施してきているわけでございますが、その中で

２年間の行革としての評価としては、各年度で実



施並びに方向づけができたものもかなりございま

して、その中では一定予算についても当初予算に

反映できているものもございます。

ただ、現状としては、当時の行革の中では経常

収支比率の引き下げという目標のもとに進んでき

たわけでございますけれども、現状としては現在

のところまだ引き下げまでには至っていないとい

う状況でございます。ですから、まだ行革の中で

はあと１年実施期間が残っておりますので、改め

て過去２年間に位置づけ等できなかったものを含

めまして、１１年度でさらに踏み込んだ中で行財

政改革に取り組んでまいる所存でございます。一

日も早くこの財政危機を乗り越えて、市民サービ

スの向上に寄与したいというふうに考えておると

ころでございます。

それと、人件費のことにも触れられたわけでご

ざいますけれども、人件費につきましても本市の

財政状況がかなり悪化をいたしまして、市民サー

ビスへの影響も及ぼしかねない状況でございます。

本市といたしましても、行革の中で事務事業の見

直しや行政の簡素・効率化を進めて歳出削減に努

めておるところでございます。一般財源の半分が

人件費に使われている状況で、人件費の縮減も一

定やむを得ないんではないかというふうに考えて

おるところでございます。

これまでも人件費の削減策といたしまして、特

別職の給料の減額、管理職手当の減額、特別職の

期末手当の引き上げの見送り等を実施しておりま

すけれども、額的には余り大きなものではないと

いうふうに考えております。今後も職員の退職者

数もかなりふえてくるという状況の中では、ます

ます人件費が財政を圧迫していくということにも

なりかねないわけでございます。

このような厳しい状況のもとで、市民の行政に

対する理解と協力を得るべく、人件費財源の一部

を市財政の一助として、市長以下、職員全体が財

政再建に取り組む姿勢を示すということもありま

して、不本意でございますけれども、やむなく定

期昇給の１年間見送りということで関係団体に協

議を申し入れているところでございます。今後、

精力的に協議を行った中で一定の結論を出してい

きたいというふうに考えておりますので、よろし

－１８９－

くお願いいたします。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 和気議員の御質問

のうち、地場産業振興について御答弁申し上げま

す。

議員御指摘のとおり、本市の地場産業でありま

す繊維業はもとより、商工業を取り巻く環境は一

段と厳しい状況にあります。地元中小企業の経営

安定を図ることが重要課題であり、商工業振興の

ための各種事業を現在実施しているところでござ

います。

また、地場産業振興条例の制定についての御質

問もあったわけでございますが、現在大阪府下市

町村におきましても条例制定にまで至っておらな

いと聞き及んでおりますので、本市といたしまし

ては、現時点では条例の制定についての方針は出

ておりません。しかしながら、近隣各市町村の状

況を調査した上、社会環境の変化や商工業者のニ

ーズなど、条例制定についての必要性、効果等に

つきましても慎重に検討していきたいと考えてお

るところでございます。

また、市の融資制度の改善についてであります

が、大阪府におきましては、府内中小企業の活性

化、経営の安定を図るため、昨年１０月より制度

融資であります一般事業資金の無担保融資の限度

額が５，０００万円に引き上げられ、また国の緊急

経済対策として、金融機関の貸し渋りに対し、中

小企業者の資金調達環境の改善策として、昨年１

０月より中小企業金融安定化特別保証制度が実施

されたところであります。本年２月末で、本市に

おきましては３３５の事業所より申請があったと

ころでございます。

このような状況の中、本市といたしましても鮮

魚商対策資金融資、中小企業資金あっせん融資、

府の経営安定対策資金融資、緊急経営対策特別融

資、緊急支援特別融資に対して利子補給を、また

国の制度である中小企業従事者の労働福祉の向上

を目的としている中小企業退職金共済制度に対す

る補助を行っているところでございますが、市内

中小企業が構造変革の波を乗り越え、事業発展を

遂げていけるよう適切な融資制度の運営に努めて



まいりたいと考えております。

また、市の融資制度の改善についてはどうなの

かという質問もあったわけでございますが、これ

につきましては先日市長が答弁いたしましたが、

利子補給金の見直しについて具体的に言いますと、

国民金融公庫の貸し付け分等についても支給でき

ないものか、それらも含めまして商工会等関係機

関と十分協議し、前向きに検討を行っていきたい

と、このように考えておるところでございますの

で、よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 農作物の価格保障制度

について、事業部の方からお答えをさせていただ

きます。

野菜の価格安定事業といたしまして、野菜の指

定産地からあらかじめ選定された卸売市場へ出荷

した野菜の値段が一定の価格より安くなった場合、

生産者に対して野菜供給安定基金等から価格の差

額の補給交付金を交付する事業を実施しておると

ころでございます。この事業につきましては、国

庫の補助事業として、また大阪府費の単独事業も

ございます。

まず、国庫の補助事業として対象になっている

野菜につきましては、本市ではタマネギ、冬キャ

ベツ、里芋、フキ、ブロッコリーで、平成１０年

度からは春カンランが対象となっております。ま

た、ナスにつきましても平成１１年度より対象と

なるよう事務手続を進めておるところでございま

す。

大阪府の単独事業といたしましては、ベニズイ

キが平成８年度より対象となっており、平成１１

年度にもこまわり産地野菜価格安定事業として実

施することになっております。なお、国庫補助事

業につきましては、市の負担はございません。

以上が現在の制度の概要でございますが、今後

本市において新しい野菜が生産される予測もでき

ますので、これらの農作物の価格が安定し、また

永続的に作付できることによって、農が業として

成り立つ制度として充実していきたいというふう

に思っております。

また、議員御指摘のとおり、食糧生産と農業と

－１９０－

のかかわりについて基本的に位置づける農業基本

法の制定、これがさきの火曜日に閣議決定された

ということも聞いております。国家の農業政策、

これについても十分注視を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） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 私の質問に対して、市長

は都市基盤整備で実際的な効果を上げているんだ

と、そのためには一定の今の財政状況の悪化、こ

れはやむを得ないと、こうとれるような発言をさ

れているわけですが、私はやはり過去の負の遺産

はそれなりにしっかりと見直して、これからも行

政はずっと長いわけですし、あなたはまさにこれ

から２期目の２年目に入られるわけですから、そ

の辺を十分に総括して、そして事に当たる、この

必要があると思うんですね。

これだけ大変な負債を抱えてきて、そしてその

負債の原因が一体どこから来てるのか。そして、

そのことが財政危機とどうかかわり合いがあるの

か。このことを抜きにして、財政危機は何か外的

な要因に この大事な９９年度の市政運営方針

でも、バブル崩壊後の景気の低迷、ここに主要な

原因があるかのように、あさっての方を向いたよ

うな、極めて本当に泉南市の財政事情を直視して、

その原因が那辺にあるかということを見ていない、

そのような市政運営方針です。私はまず、市政運

営方針に係る市長の第一の問題点がここにある、

こういうふうに思いますよ。

例えば、昭和６２年からいわゆる地方財政計画

が大幅に変わった。この年というのは、３分の２

あった補助金が２分の１に減らされるとか、公共

下水道なんかがその最たるものでありますが、そ

して９０年度に入りますと、例のアメリカに押し

つけられた４０兆円の投資、大変な天文学的な数

字の公共事業が、内需拡大のもとにアメリカの押

しつけによってそれを受け入れた、これによって

やられた。あと２年後にはそれが６３０兆円にな

った。これが公共事業、財政計画の名のもとによ

って地元に押しつけられる、市町村に押しつけら

れる、府県に押しつけられる。そして、その見返

りに単独事業をどんどんふやしなさい、それには

一定の交付税によってその起債返還は見てあげま



しょうということであったわけです。それに、泉

南市はまさに空港関連事業をやってるときですか

ら、うまうまと乗っかってしまった。

そういうことで、多くを言いませんが、例えば

市長が最も誇らしく都市基盤の整備、道路整備と

言われたいわゆる３路線ですね。完成してるもの

で市場岡田線新設事業費、樫井西岡田吉見線新設

事業費というのがありますが、これ総額で正確に

言いますと５４億円ほどになります。それから、

信樽線がまだ途中であります。先遠い仕事であり

ますが、これが約１７億円。ちょっと数字を言い

ますが、端数は切り捨てて、どちらかに切り上げ、

切り下げしてお話し申し上げます。それの方がわ

かりやすいというふうに思います。

それから、市民の里なんかも既に完遂した事業

ですが、これで７６億４，０００万ほどのお金が出

てるんですね。そのうち国の補助はわずか９億７，

６００万、１３％弱なんですよ。ほかは府費と、

圧倒的多くは泉南市にかかわる財源なんです。こ

のうち府費は、府貸し、いわゆる借金は３１億ち

ょっと、４０．８％、これが借金です。これが後年

度に公債費という格好で元利償還が大きな負担に

なってくる。

こういう財政事情を無視した、将来の見通しの

ない、あえて言えば必要性、緊急性にももとるよ

うな事業をどんどんやってこられた。例えば、市

場岡田線なんかは、それに隣接してすぐ、ほんと

に１００メートルか２００メートルのところに中

小路岡田樽井線という道があります。あれなんか

を利用してもよかったんではないか、こういうよ

うに思います。ましてや樫井西岡田吉見線なんて

いうのは、樫井川を越えた向こうにあるわけです

から、一体必要性からいって、その辺は あれ

ばいいですよ、それは。財政事情が豊かであれば

ね。しかし、財政の見通し、借金財政でこれをつ

くっていくという、そういう点からいえばどうで

あったのか。

そういう総括はやはりきっちりとおやりになっ

て、財政事情が職員に定昇までストップを求めて

いるわけです。そして、需用費は７年からずうっ

と教育や福祉にかかわる重要な、子供たちの教育

にかかわるような重要なそういう点は、ずうっと

－１９１－

軒並み１０％から１３％削減されてこられた。平

成８年にはトイレットペーパーが学校のトイレか

ら消える、こういうふうな具体的な影響まで出た

わけですから、そういう点では一体市民の責任や

市民が余りにも過大な要求を市にし、そして市が

それを受けたから財政危機になったのか。

職員がいわゆる行政のそういう指示命令系統を

逸脱して大変なことをやった、そこに財政の危機

の起因がある。だから１つ、私はペナルティーに

しかとれないんですが、こういう定昇ストップと

いうふうな厳しい措置をおとりになる。スタッフ

の一員で、上からの指示命令系統で一生懸命毎日

の仕事に励んでおられるわけですよ、職員の方は

ね。

そういうところへ影響を与えてきているという

その原因が、まさにこういう大型開発事業、空港

関連のああいうような仕事、堺阪南線という府道

から府がやるりんくうに通ずる道路ですよ。大阪

府に全部お願いしてやってもろたらよかったんで

す。必要性の点からいっても、大阪府がまさに必

要としているりんくう関連道路ですよ、これはね。

そういうことをしっかりと見据えてやってもら

わないと、都市基盤整備は効果があったんだと、

こういうふうに開き直るような答弁では、私はど

うかと思います。ほんとに一顧だに反省がない。

こういう姿勢では、今後の市政運営がほんとに思

いやられます。どうですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まちをつくっていくという

のは、今を見てるわけではないわけですね。１０

年、２０年、５０年、１００年という将来を見て、

特に道路はそういう性質のものでありますから、

今のおっしゃってる道路、泉南市は大阪・和歌山

方面の道路はたくさんございます。しかし、海・

山方面の道路というのはほとんど貫通してる部分

がなかったわけでありますが、今回それが府道も

合わせまして非常に多くの道路ができたわけであ

ります。しかも、それは碁盤の目のようにきちっ

とメッシュを組んでやっているわけですから、こ

れは当然必要な事業であるわけですね。

それは、きょうできて、じゃあしたからその効

果がどれだけあるかということじゃなくて、道路



というのはやはり根幹の施設でありますから、そ

れが将来のまちづくり、あるいは防災も含めて大

きく寄与してくるわけですね、沿道土地利用も含

めて。ですから、やはり都市計画というのはそう

いう考え方でごらんいただきたいというふうに思

います。都市計画審議会委員に対しまして非常に

失礼なことを申し上げますけれども、ひとつよろ

しくお願いを申し上げます。

それから、一度に事業が集中したというのは確

かにあるとは思います。これはいろんなそのとき

の情勢もありましたし、また地域整備という中で、

一定の国の補助以外にも大阪府からも負担させた

り、あるいは府の貸付制度を活用したりというこ

ともございましたので、集中したという部分につ

いては、確かにそういう部分はあろうかというふ

うに思います。

ですから、今一般会計の起債残高が約２４０億

程度だというふうに思いますけれども、あと一、

二年がピークかなというふうに思っております。

ですから、それ以降若干減ってくるという見通し

を持っておりますけれども、それ以上に余りふえ

ないように、今後財政運営というのはやはり気を

つけてやっ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。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長はもう少し将来的な

スタンスで幅を広く見てほしいと、こういうふう

に言われましたけれども、私はこのスタンスで見

てるんです。将来に禍根を残すような大変な借金

財政、後住者に、若い世代にどんどんツケを押し

つけていくと。現にこれが市民に犠牲としわ寄せ

を強いる行革になってあらわれているわけですか

ら、その点に反省がないということについては、

私は非常に問題だというふうに思います。

大阪府も９６年にいわゆる府財政健全化方策案

というのを出しまして、公共事業を増大させ、そ

の財源の６割以上を借金に頼ってきた。今日９６

年単独の投資的経費がそのことによって高い伸び

になっている。これは数次にわたる景気対策や関

西国際空港関連整備によるものが大きな原因

大阪府もきっちりとこういう公の将来に対する、

長いスタンスで将来計画をつくり上げるための財
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政計画の中へ、はっきりとこういうふうに位置づ

けてるんです。

それから、学者の方々も、大阪市立大学の遠藤

宏一さんという先生ですが、国に管理された財政

危機、あるいは国家財政危機の地方への債務振り

かえによる緩和政策から来ているんだと、こうい

うふうに財政危機の原因を言っておられますし、

それから滋賀大学の先生で経済学部の成瀬先生で

ありますが、地方財政危機の構造的原因は、みず

からの財政危機を地方に転嫁した国にあるが、個

々の原因は中央追随をしてきた自治体の側にある。

こういう財政計画をとってきた国に無批判にこれ

を受け入れ、膨大な借金をつくり出し、公債費を

生み出した自治体にある。今、自治体が求められ

ているのは、本来の自治体の仕事は、福祉、教育、

健康、そして市民の安全、こういうことを図るこ

とができる、そういう将来に向かってのスタンス

づくりが今求められているんだ、こういうふうに

おっしゃってるんですね。

市長、これはもはやこの財政危機の原因が、い

わゆる膨張した市の投資、これにある。また、和

泉砂川駅前再開発でも、今むしろこれが数度の変

更、見直しを迫られて、なかなか先へ行けない。

これ行ってたらどないなりますか。６４０億円と

いうふうな当初の計画、見直しても６８億という

大変な計画、今は２０億円台になっておりますが、

当初の計画どおり、あるいは６８億という事業を

やってたらどないなりますか。ほとんど市の財源

ない中で、またこれ借金ですよ。

今でさえ危機ラインである、警戒ラインである

１５％を突破してるんですよ。そういう財政事情

を十分把握した上で事施策に当たっていく、こう

いうことをやらずして都市基盤整備必要やったか

らやってきたんやと、その結果は知らんのやと、

こういうことではこれは余りにも市民に対して無

責任のそしりを免れませんが、どうですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、行財政運営を行

う場合、先ほども言いましたように、我々の方も

大阪府下のいろんな市や町の起債残高等も研究し

ながら、本市はどういう位置にあるのかというこ

とも含めて、また今後の収支のバランスあるいは



公債費比率、そういうものも含めて検討いたして

おりまして、先ほども言いましたように、今後は

またそう大きく増加していくということのないよ

うに平準化をして、そしてピークを越えたものも

ございますので、そういう中での財政運営をして

いきたいというふうに考えております。

また、砂川の再開発の話も出ましたけども、こ

れはむしろおくれているといいますか、今の時点

にとりましては逆に賢明な方向に行ってると。要

するに規模を縮小して４０億台の計画に落として

るというふうに思いますけれども、そういう中で、

なおかつ慎重にいろんな対案を示しながら地元と

協議をいたしております。

いずれにいたしましても、御指摘いただきまし

た点も含めて今後の行財政運営というのをより慎

重にしていかなければいけないというふうに思っ

ているところでございます。よろしくお願いいた

します。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長の存念のほど、決意

のほどについてはよくわかりましたが、問題はそ

れをどう具体化するか。行政は日々動いてるわけ

ですから、そういう点では、例えば実際に起債を

発行したその穴埋めとしての交付税の補てん、ど

の程度国から入ってきてるんでしょうか。これは

そういうことの約束で事業が進んだわけでしょう。

３０％から８０％の地方交付税算入をしてくれる、

こういうことでやってきたわけでしょう。実際は

どうですか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 地方交付税の推移でご

ざいますが、事業とも関連あると思うんですけど

も、平成３、４年ですね。このあたりは、３年で

いいますと２７億、４年でいきますと２８億でご

ざいましたが、８年では１２億、９年では１５．６

億というような状況でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） いや、交付税の額を聞い

てるんじゃないんですよ。いわゆる起債の穴埋め

に、交付税をその分３割から８割見てあげますよ

というふうな、国の絵にかいたもちを頼って事業

をやったわけでしょう。交付税が実際に入ってき

－１９３－

たんですか。ちょっとよう質問を聞いてね、先ほ

どからあなた、とんちんかんな答弁ばっかりして

るのよ。人の話をよく聞いて答弁しなさい。

議長、ちょっと答弁をもっとちゃんと質問者の

意に、質問していることに答えて 時間もった

いないですよ。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。的確に答弁

をお願いいたします。

○総務部長（細野圭一君） 議会でもいろいろと論

議されてございます、特に空港の税収とのかかわ

りとかいう形で申しますと、確かにギャンブル収

入等は臨時的な収入ということで算入されないわ

けでございますけども、空港の税収については恒

常的な収入ということで加算される中で、交付税

の算入といたしまして空港関連は加算されており

まして、その部分が削減されるという中で、空港

税収がある中で、純増としてはかなり大幅な削減

がなされるということでございます。

例えて申しますと、平成８年では空港税収が３

３億あるわけでございますけれども、増収分とし

ては約９億程度という形になるわけでございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ２回同じことを質問した

んですが、答弁がない。むしろ交付税は減額され

ているんだと。市はどれだけ起債の発行に見合う

交付税算入を見ているか、つかんでおられない。

これは私の調べたところでは、大阪府ですが、

ほとんど入ってきていない。むしろ交付税につい

ては、この平成１１年は１３兆円の財源不足にな

る。この１３兆円の不足をほとんど交付税、特別

会計からの借入金に頼る。

本来、交付税というのは、国が歳入した分をい

わゆる交付税で地方に回す、こういうものですが、

この借金分の１３兆円の財源不足分を８兆１，２０

０億円国は地方に面倒を見さす。自治大臣と大蔵

大臣がトップ交渉してそういう取り決めをしてし

まったわけですが、そういうことで、ほとんど当

初の約束というのは守られていないどころか、ま

すます今後借金がふえてくる。こういう地方に大

きな負担が強いられてくる。これがあのいわゆる

単独事業をふやして、どんどん借金をふやさした、

あのときに約束をした交付税算入の結末がこれな



んですよ。国に対してはっきり物を言う、こうい

うことが今緊急にこの地方財政危機の点でも求め

られております。

そういう点では、ここで今日ふえた起債ですね。

これの借りかえなりあるいは繰り上げ償還、これ

を求めていかれる気はないのかどうか。具体的に

抗議するだけではなくて、交付税で面倒見てくれ

なかったわけですから、それでこれだけの今日の

大変な借金がふえてきたわけですから、高利息の

起債については借りかえを求めていく、もしくは

繰り上げ償還を求めていく、こういう即手を打つ

お気持ちはないのかどうか、この点についてお伺

いをいたします。もう簡単に。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 起債の低利借りかえ等

についても、いろいろと議会におきましても御指

摘いただいてるわけでございますが、この件も割

と検討はしておるわけでございますが、現在のと

ころ具体にそれに要件等、今年度、平成１１年度

におきましても、政府におきまして１つの対応を

行うわけでございますが、その要件に本市として

は該当しないという中で、１つは見送らざるを得

ないという状況がございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 確かに、例えば起債制限

比率３カ年平均が１４％以上いってないといけな

いとか、いわゆる制約があります。しかし、もう

ほんのそこまで来ているわけですし、あと数年間

はピークを迎えていくわけですから、いつ１４％

を超えるか、こういう状況かわからない。もうほ

んとに紙一重のところまで来ているわけですから、

この国の条件にとらわれずにきっちりと国にやる

べきことを求めていく。約束を守ってないわけで

すから、そういう点ではしっかりした国への対応

を求めたいと思うんです。地方自治の本旨は、そ

こにあるというふうに思うんですよ。中央集権国

家と違うんですからね、日本は。

富山県がこの借りかえ問題で全会一致で県議会

が繰り上げ償還、それから借りかえ問題で決議を

国に対して行った、こういうこともあって、そう

いう反映もあって、富山市を初め１市８町、こう

いうところでは銀行に対する縁故債の借りかえ、

－１９４－

これが実現しておりますし、それから繰り上げ償

還についても一定国に条件緩和をさせながら、当

初は１５％、それが働きかけによって１４％に下

がった、こういう中でいわゆる繰り上げ償還をや

らして、市財政、町財政に大きな影響を与えてい

る、こういう例もあります。

ちなみに泉南市では、今どっちかいうたらお蔵

入りしているような基金が、その目的に即して使

われていないような基金が、利用しようと思えば

２０億円ぐらいあるわけですから、せめて借りか

えができなくても、いわゆる繰り上げ償還にこの

２０億円を充てる。このことによってどれだけ影

響が出てくるか。５％以上の高利のやつが４０％

近くあるわけですから、そういう点ではその辺の

具体的な対応を私は求めたい。ただ、やります、

やりますというきれいごとだけでは、具体的にや

っぱりそのことに産みの苦しみをしてほしい、こ

ういうふうに思います。そういう点ではどうでし

ょうか。

それからもう１つ、例のよく名前が出てくると

ころなんですが、神奈川県の座間市ですね。ここ

では最低制限価格を事前公表することによって、

入札の透明性や競争性が発揮されて、わずかこの

間 去年の９月から実施しているわけです。そ

れで、このわずか６カ月足らずの間に何と２０件、

７億８，０００万の 従来であればもう天ぎりぎ

りで落札がされている。ところが、いわゆる上限

価格からいえば平均８１％ぐらいになったと、落

札価格が。そういうことによって７億８，０００万

の新たな財源を生み出してる。

こういう今専ら言われている談合問題、特にう

ちでは談合の情報が後を絶たないわけですから、

その辺の見直しが一定やられています。そういう

ことで、この点では期待を込めて言うわけであり

ますが、いわゆる最低制限価格を披瀝することに

よって、なお入札制度を改善し、そのことによっ

ての新たな財源を生み出していく、こういうこと

も必要ではないだろうかと。とりわけ大手の１４

億に及ぶようなこういう事業については、その必

要性を特に ２億７，０００万の金、３億近い金

がそのことによって生み出されてくるわけですか

ら、その点ではいわゆる抽せん競争入札でいけば



７８というふうな、パーセントでいけばそれだけ

の金が生み出されてくるわけですから、この点も

大きいというふうに思います。そういう点での具

体的な対応 きれいごとの答弁、一片の答弁だ

けでは困りますので、私は具体にこの２点につい

て答弁を求めたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 銀行縁故債の関係でご

ざいますが、これは１０年ごとにその借りかえと

いうふうな形の制度を利用いたしまして、例えば

昭和５４年に借り入れたものをその期間ごとに借

りかえをやってきてると。当初９％であったのが、

現行利率の２．１％でもっての借りかえということ

も実施してございます。

それと、あわせまして指定行ですね、現在３行、

住友、泉州、大和があるわけでございますが、そ

れ以外からの低金利での借り入れと。これはいろ

いろと今までのおつき合い等ございまして、なか

なか難しいことがあるわけでございますが、本市

の財政状況もございますし、例えば全信連、そこ

から借り入れるとか、日本生命から借り入れると

か、そういうふうなことの努力もしているところ

でございます。

それと、入札制度の関係でございますが、これ

は現在全国的にいろんな入札の方法を試行してる

という段階ではないかと思っております。その中

で、基本的には公明正大ということが入札には第

一義でございまして、それでもって私どもといた

しましては１年間の抽せん型入札制度を試行して

きたという中で、現在それをやっているところで

ございます。今後いろいろと入札制度のあり方に

つきましては検討課題として研究してまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） せっかく透明性や競争性

が大いに発揮されたそういう制度を逆の方向に見

直していくという、今回の議会でもかなり批判部

分としてやりとりがありましたけれども、そうい

うことじゃなくて、私はむしろ今全国的に模索さ

れ、中央建築審議会等でも明らかになっているよ

うな、そういう制度見直しをやるべきではないか。

－１９５－

私はこの問題は余り 財源問題として提起をし

ているわけで、この中身については触れませんけ

れども、そういう工夫も必要ではないかというふ

うに思います。

それからもう１つ、やはり泉南市で大きな問題

は同和行政についてであります。これもやはり困

窮度、必要度、緊急度、３つの条件から施策を考

えておれば、相当のむだが処理できたんではない

か。いわゆる七十数億の事業の中で１９億の起債

があると。この間の利息も聞きたいわけですが、

相当な利息になっておりますし、にもかかわらず

これだけの借金をしてやった事業が、今もって特

に老人向けＡ棟、Ｂ棟については１０戸の空き家

になっている。この辺は、まさに見通しのなさか

ら来るむだ遣い、こういうふうに言わざるを得な

いと思います。こういうことが財政危機の１つの

原因として、市民や職員に厳しいしわ寄せをする

行革になってあらわれている、このことはもう１

つ心していただかなければいけないと思います。

それで、行財政改革で何か人件費がどうも問題

であって、財政危機の１つの主たる原因であって、

ここにメスを入れなければということで定期昇給

のストップなんかも出てきているわけですが、例

えば平成９年の決算で見ますと、いわゆる人件費

のうちの職員給、これが４６億５，７００万ぐらい

なんですね。それで、対平成８年度から比べて８，

２６９万９，０００円アップしている。ところが、

定期昇給分は９，９３５万１，０００円、これだけ定

期昇給はあると。定期昇給分をむしろ抑えるぐら

いしかアップしていない、こういうことになって

るんですね。

一方、公債費は前年度からの伸びが２億５，９０

０万 ２億６，０００万です。これを見ても、問

題はどこにあるか明らかじゃないですか。一体人

件費のどこにある。定期昇給やあるいは人勧の勧

告によるアップというのは、職員の皆さんが生活

している限り当然のこととしてやらなければなら

ない点だというふうに思うんですが、そういうこ

とよりも、むしろ年々伸びを示している市財政の

中の借金返還、これが圧倒的に多いじゃないです

か。他市の構成比からいうても、うちはここにこ

そ大きな問題がある。はっきりしているじゃない



ですか。それをいわゆる人減らしを平気でする。

今もってあれでしょう。何か昨日からの教育委

員会の答弁でしたけれども、教育問題で荒れる、

キレると。これは３歳児の教育のあり方から起因

してきてるんだという、そういう乳幼児の教育論

からこの問題を説かれましたけれど、まさに子供

たちを親がわりとして育てている保育行政が、い

わゆる嘱託でやられている。保育を受ける権利、

児童福祉法でちゃんとそのことが権利として証明

されているわけですが、にもかかわらず嘱託で間

に合わせる。人権が２１世紀のキーワードだと言

われる市長、この保育を受ける権利を嘱託でお茶

を濁す、こういうことでいいんだろうか。

また、需用費の削減ですね。もう４年目、５年

目になりますが、１１年、今年度もまたやると、

こういうことですから、もう５年になるわけです

が、これも現に子供たちが学習を受ける権利、義

務教育ですから厳然としてあるわけですね。これ

が奪われているわけですよ。日々奪われていって

るわけです、需用費の減によって。一体、人権を

保障すると言われている市長のそのあり方からい

っても、この点はどうなるのか、お伺いしたいと

思います。

私はこの点からも定昇ストップ、そして需用費

をもとに戻す、そういう点で市が積極的に予算を

組み直す。市民の立場に立って、市民こそ主人公、

この立場に立って予算を組み直すことを求めたい

と思います。人を減らす。これほど今不況の中で

実態調査が求められ、市民の生の声、生活と営業

の実態をくみ上げなければならないときに、何た

ることですか、これ。その辺の答弁を求めたいと

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） 和気議員さんからの

御指摘でございますけれども、行財政改革の中で

は、計画の中で一定職員数の削減ということも入

っております。そのような中で一部削減も図って

きてるわけでございますが、具体的に保育につい

て嘱託で対応してるではないかという御指摘でご

ざいます。

長期的に見ますと、児童数、子供の数というの

は減ってくる状況でございますけど、現実には泉

－１９６－

南市の場合は、空港関連ということで人口も増を

見ておりますので、現在は希望者がふえてきてお

りますが、現在のところ行革の中でございますか

ら、長期的なものを見据えた中で採用補充をせず

に、しばらくの間、資格のある嘱託ということで

対応させていただいてるところでございます。多

少不便はおかけしてると思いますけれども、その

辺は当然児童課等とも十分調整した中で対応して

まいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしく御理解をお願いしたいというふうに思いま

す。

それと、人件費につきましても、先ほど御答弁

いたしましたように、金額的には１年間の昇給ス

トップでございますから、１億程度でございます。

少ない金額でありますけれども、当然市全体とし

て行革に取り組んでこの危機を乗り越えるという

決意のもとに、我々としては関係団体と協議して

まいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長にお伺いをいたしま

す。市長は市政運営方針の中で、「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」と。

市民に対して呼びかけているこの言葉、市民は、

不況にあえぐ商工業者、そして保育所に子供を預

ける多くの保護者の皆さん、また６，５００になん

なんとする児童を預ける保護者の皆さん、これで

は夢も希望もあったもんではない。トイレットペ

ーパーがトイレから消えるような需用費の削減で

すね。これを相も変わらず続けていこうというん

ですから、どこに夢が持てるんですか、市長。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 苦しいときはみんなで我慢

しなければいけないわけでありまして、私は市民

の皆さんにも我慢をしていただくところはしてく

ださいということを申し上げております。

それから、我々行政も可能な限り経費節減に努

めるというのは当然でございます。したがって、

光熱水費も含めて、需用費あるいは消耗品を含め



て可能な限り節減をすると。しかも、その中でか

なり大きなウエートを占める人件費についても、

やはり市全体として我慢をするという中で、それ

の節減、削減を図るということでございます。

いましばらくここ数年、非常に厳しい財政運営

だというふうに思っております。ですから、それ

をまず乗り越えると、その向こうに非常に明るい

未来の展望があると。すなわち２１世紀に入って

いくわけでありますから、そういう展望を持って

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長の決意を市民の皆さ

んに押しつけたらだめですよ。我慢できない世代、

子供たち、これに大人の、それも財政事情もよく

おわかりになった市長が押しつけるというのはど

ういうことですか。人権とのかかわり合いでどう

いうふうになるんですか、これは。そんなむちゃ

くちゃな答弁をしたら問題があります。保証はな

いですよ、借金もふえると言うとるんだから。そ

して空港からの税収はどうですか、どんどん減っ

てきてますやんか。３０億以上あったやつが平成

１１年には２８億になるでしょう。３億減じゃな

いですか。りんくうからは相も変わらず６，０００

万ぐらいしか入ってこない。

そして一方では、そのことによって多くの借金

を返さざるを得ない、公債費は待ってくれません

から。ここに財政危機の原因があると先ほど認め

たところじゃないですか。そこにメスを入れんと

どうやって処理できるんですか。こんなわずかな

お金をけちって、問題は大規模開発、開発会社化

した泉南市の姿勢を根本的に改めていく、ここに

本来の行政が福祉、教育 あなたのスローガン

ですよ。福祉、教育に力を入れて、本来の自治体

の仕事を取り戻す大きなかぎがある、私はそうい

うふうに思います。

それでは、時間もありませんので、地場産業振

興について続けてまいりますが、市長ね、先ほど

商工予算について８８０万の減額だと。特に今求

められている商工振興費については２６％の減額。

そして、先ほどからいわゆる利子補給の点につい

ては、今後国金にまで範疇を広げていくんだと、

こういうふうに言われました。今まで１つだけし

－１９７－

かやっておりませんが、佐野は４つですが、それ

を１つだけふやして国金にまで対象を広げていこ

うと考えてる。これも検討課題だと。そして、現

実には果たしてそうかなと思って予算を見ますと、

７７．８％、２３％は実際減額になっている。９０

万が減額になって、３００万近くになっている。

これ、佐野では従来から４つの制度に適用して、

２．４％なんですよね。さらにこれも改善をして、

１１年度では 覚えておいてくださいよ。うち

は約３００万切れるんですよ。佐野はこれだけで

も１億４，８６２万４，０００円、１億５，０００万近

いんですよ。５０倍なんですよ、泉南の。これで

こそ今の不況に対する、不況下であえぐ商工業者

に対する施策があると言えるんじゃないですか。

どうやってこの３００万で……。

市長の市政運営方針 これも市長にお伺いを

いたします。「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」。具体的には国金にまでその範疇を

広げる、こういうことなんですが、どこに財源的

な裏づけがあるんですか、これに。ほんとに絵に

かいたもちみたいなような、具体性のない市政運

営方針やったらつくりなさんな。今の泉南市の商

工業者の実態をどういうふうに考えてる。こうい

うことを本当につぶさにつかむためにも、まさに

職員を減らすんではなくて、こういう必要な部分

に、緊急な部分にこそ人をふやしていく、これが

行政が本来の仕事をやるそのかなめじゃないです

か、市長。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この間の代表質問にもお答

えしましたように、今私ども検討しておりますの

は、先ほど部長も答えましたけれども、市融資制

度がございますが、実際の利用が非常に少ないと

いうことであります。ずっと経年的に統計をとっ

ても少ないということでありますから、それはあ

る一定縮小するなら実用に合う形で縮小して、そ

の預託金を活用して新たな利子補給にスライドし

ていこうということを考えているわけでございま

す。

したがって、今その場合どうかというのを商工



会と一緒に検討いたしておりまして、もちろん銀

行との交渉もございますので、若干時間は要りま

すけれども、できるだけ早くそういう例えば国民

金融公庫でお借りいただいてる皆さんに対して、

一定利子補給をしていくという方法が考えられる

のではないかということで今検討いたしておりま

すから、相手方もありますけども、できるだけ早

い時期にそういう形で実行していきたいと、この

ように考えております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長が今答弁されました

ので、その点では早期にそういうノウハウ、知恵

を持っておられる団体との話し合いを進めて、予

算の裏づけ、６月補正ででも佐野にすぐるとも劣

らないような、そういう予算配分もお願いをした

いというふうに思います。

それから、先ほど、ほんとにこれでは、部長も

こんな予算ではやる気がなくなるというのもよく

わかるんですが、それにしても私の質問に対して

余りにも不親切な答弁をされているというふうに

思うんですよ。中小企業、いわゆる地場産業の振

興策については条例でもってこたえてほしいとか

ねがねお願いをしているわけですが、それについ

て今回は、今の状況ではやれない。しかし、他市

の状況等を踏まえて何とか考えていきたいという

ことなんですが、あなたはこの１０年度の泉南市

の行財政改革実施計画、この中の６ページに中小

企業産業振興ビジョン、条例のかわりにビジョン

となってますから、市の基本的な姿勢というふう

にとりたいと思うんですが、それでもみずからに

縛りをかける条例にならなくても、ビジョン、抱

負、将来の方向づけ、この策定については検討を

行うと、こういうふうになってるんですよ。

既に１０年度過ぎて、もうあとわずかですから、

当然これは検討しておらなければならないんです

ね。検討しましたか。検討したような答弁と違い

ますがな。今としては無理やと、他市の動向を見

てやっていくと、こういう答弁です。検討してな

あかんことになってますがな、これ。予算が少な

い、出番がない、やる気がないということでは、

余りにも困りますよ、一番今求められてる施策で

すから。一番厳しい状況に立たされて、あすの経

－１９８－

営をどうしようかと思っておられる皆さんへの対

応としては、余りにも不親切ではないかと思いま

す。どうでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 和気議員の産業振

興ビジョンの件でございますが、私どもといたし

ましては早急にビジョンの策定をせねばならない

とは認識いたしてございます。何分、長年産業振

興センターの調査を行ってまいりましたが、まず

１１年度におきましては実施可能なような計画の

見直しをしたいと、このように考えておりまして、

これらの関連も大いにあることでございますので、

その辺もリンクした上で今後ビジョンの作成に当

たってまいりたいと、このように考えておるとこ

ろでございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） この点では、先ほども答

弁の中で大阪府下ではまだやろうとしてるところ

がないということでしたけれども、岸和田市では

１１年度中に策定に向けての検討に入る、こうい

うことになっておりますので、その点はここに強

調しておきたい、他市でもやり始めてるわけです

から。

特に市長は、いわゆる定昇ストップのことにつ

いては、やるべきことは他市に先駆けてもやって

いくんだと、こういう決意をお述べになりました。

今の現状からいえば、まさに先駆性を発揮する、

こういう課題ではないかというふうに思うんです

よ。私から言うまでもなく、既に過去の質問者な

んかの意見を反映してこうやって書いてるわけで

すから、これは市長の方からも存念、決意のほど

を申し述べていただきたいというふうに思います。

私は、条例やビジョンをつくる、それから後そ

れを踏まえてどう具体化していくかと、その中に

振興委員会等をつくって、具体的にそういうノウ

ハウを持っている商工会の皆さん、実際に繊維関

係の各産別部門でそういうことで御苦労いただい

て、ノウハウを持っておられる皆さんに参画をい

ただいて、地場産業の繊維の問題でいえば、それ

で具体的に日々実践に向けていろいろ知恵をちょ

うだいする、こういうことが今求められているわ

けです。



人数が少なければ少ないだけ、そういういろん

な方策を知恵を絞ってやっていく、そのことがま

さに市民のための民主的な行革、こういうことに

つながっていくというふうに思うんです。行革は

やるけれども、市民に冷たい行革。しかし、市民

のためになるような行革については、これはなか

なか知恵を働かされない。知恵を働かすところが

どこか間違ってるんじゃないか、逆立ちしてるん

じゃないか、そういうふうにこの運営方針やこれ

に基づく予算書を見る限りにおいては、私は思わ

ざるを得ない。

市長、最後に地場産業振興ビジョンの策定につ

いての決意、存念のほどを御披瀝いただきたい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、以前から御提案をい

ただいております地場産業振興条例でございます

けども、これは私どもの方も平成９年２月に墨田

区の方に担当者を派遣して、その実効性なり成果

なり意義なりということを聞きに行かしたわけで

ありますが、そのときは残念ながら向こうの御担

当の方からは、余り効果的な実効性についての御

発言がなかったように報告を受けております。

したがって、もう少しこの辺の効果等について

は、意義もあるんでしょうけども、精神条例でご

ざいますので、なかなかその実態まで実効性とい

うものがあるかというふうに思いますが、もう少

し研究をしたいというふうに思っております。

それから、振興ビジョンにつきましては、一定

りんくうで考えておりました産業振興センターも

ちょっと小ぢんまりとして何とか立ち上げたいな

というふうに思っております。それとの関連もご

ざいますので、この行革の実施計画の１１年度

これはまだ本部会議で決定しておりませんが、

その中にも中小企業産業振興ビジョンの策定を行

うということも盛り込んでおりますので、引き続

いて検討させたいというふうに存じます。

〔和気 豊君「終わります」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 以上で和気議員の質問を終

結いたします。

午後１時まで休憩いたします。

午前１１時３４分 休憩

午後 １時 ２分 再開

－１９９－

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、６番 松本雪美君の質問を許可いたしま

す。松本君。

○６番（松本雪美君） 皆さんこんにちは。きょう

は代表質問、一般質問の最後の日で、私が最後の

質問者に当たります。お昼からでちょっとお疲れ

もあるでしょうけれど、最後までよろしくお願い

いたします。

日本共産党の松本雪美でございます。１９９９

年第１回定例会に当たり一般質問を行います。

「命を生み出す母親は、命を育て、命を守りま

す」、これは毎年全国各地で開かれている母親大

会のスローガンです。核戦争は許さない、核戦争

に反対し、平和と子供の幸せ、男女平等、そして

日本の独立と民主主義を守りたいと、今日まで我

が国の女性、母親たちのエネルギーは、歴史を動

かし、新しい展望を切り開く大きな役割を果たし

てきました。このような女性、母親たちは、子供

たちのためにいい世の中を残してあげたいとの切

ないまでもの一生懸命の運動を進めてきたのです。

私もその１人として、これからもともに運動に参

加していきたいと思っています。

さて、３月議会の質問に当たり、このような立

場から質問をしていきたいと思っています。

質問に入る前に一言お願いをしたいと思います。

一昨日、給食のパンに針が混入されていたとのニ

ュースに大変驚きました。針入りのパンを口にし

た当事者の子供さんも大したけがもなく一安心で

すが、どうしてこんなことが起こったのか、その

原因は不明ということですけれども、関係者、皆

さんにおいては徹底した調査を実施してほしいと

思います。毎日４，２００人以上もの子供たちが食

べている給食です。今後同じようなことが繰り返

されないように、安心して子供たちを学校に送り

出せるように、慎重の上にも慎重を期して、子供

たちの給食の指導や業者から配膳までの検閲など

も厳しく対応してくださるようお願いをしておき

たいと思います。

さて、質問に入らせていただきます。大綱第１

点目は、教育行政です。

昨年、１９９８年６月に国連子どもの権利委員



会から、日本の競争的な教育制度、子供を取り巻

く暴力、ポルノのはんらんの懸念など、その改善

について日本政府は勧告を受けました。こんな厳

しい勧告を受けたということは世界でも例がない

ということで、それぐらい日本の子供の問題、教

育の問題は、世界でも異常な状態になっているの

です。本気でこれに取り組む政治が、日本の将来

のためにも求められているのではないでしょうか。

国連子どもの権利委員会は、子どもの権利条約

を批准した国から批准後２年以内に、その後は５

年ごとに報告を求めています。国連子どもの権利

委員会は、日本政府の報告を受け、それに対して

積極的側面は３項目、主たる懸念事項が２１項目、

提案、勧告が２２項目にもわたっていたというの

です。さらに、委員会は日本政府代表に対して９

０項目もの質疑が行われたそうであります。

例えば、子どもの権利条約が目指している子供

の最善の利益がどのように保障されているのか。

高度な競争社会において、子供が体験しているス

トレスについてどのように評価をしているのか。

システムの中で余りにも抑圧されていることは、

子供の最善の利益ではない。競争的な高校入試制

度が、それと子供の最善の利益とのバランスをと

るという観点から取り扱われてきたのか。学校嫌

いという現象、つまり登校を拒否する子供の数が

ふえている。子供の最善の利益という観点から論

議されてきたのかなどの質問。

さらに、教育制度についても、子供を教育委員

会に参加させること、校則をつくっていくことに

生徒を参加させることを政府は検討したか。体罰

の問題を取り上げて、教師の生徒に対する暴力は、

日本の教育制度の厳格さ、カリキュラムや校則が

硬直化していること、そして子供の参加が欠けて

いることに関係があると思うが、政府の代表の意

見をお聞きしたいと、このようなものです。

また、家庭や施設においては子供のプライバシ

ーがどのように守られているのか、子供のための

テレビ番組に関するガイドラインは存在している

のか、交通事故を防止するためにいかなる措置が

とられたのかなどなど、質疑は子どもの権利条約

のあらゆる項目に及びました。

このような審議を経て、印刷、電子、視聴覚メ

－２００－

ディアの有害な影響、特に暴力及びポルノグラフ

ィーから児童を保護するため、法的なものを含め

てすべての必要な措置をとること。高度に競争的

な教育制度、並びにそれが結果的に児童の身体的

及び精神的健康に与える否定的な影響にかんがみ、

委員会は締約国に対して、条約第３条、第６条、

第１２条、第２９条、第３１条に照らし、過度な

ストレス及び登校拒否を予防し、これと戦うため

適切な措置をとる。体罰及びいじめを除去する目

的で、学校における暴力を防止するために包括的

なプログラムが考案され、その実施が綿密に監視

されるよう、などの勧告が出されたのです。

これまで発達した資本主義国の１つである日本

で、ルールなき資本主義と言われるような異常さ

が、労働条件や中小企業、農業などの分野にまで

も横行している問題が指摘されてきましたが、同

様に子供と教育の問題でも日本がいかに異常な状

況であるか、主権者である国民をないがしろにす

る政治が、子供の権利を尊重し、人間として発達

する権利を保障するという民主主義的人権思想を

いかに持ち合わせていなかった政治であるかを改

めて知らされました。

今回の勧告に対して日本政府自身が反省をし、

何としてもその責任を果たさねばならないことで

あり、そのためにも親も教育に携わる先生方も、

そして地域の皆さんも一致協力をしてもらいなが

ら、行政として国も府も市も早急に必要な対応を

迫られているのではないでしょうか。

さて今、まさに国連の子ども権利委員会で指摘

されたとおりの状況が、子供たちの中に起こって

います。長引く不況は親の生活を圧迫し、授業料

も支払われない、給食費や教材費なども納められ

ないなど、こういう家庭もふえています。高校、

大学を卒業したのに就職もできないなど、不況は

ますます子供たちに深刻な影響を与え、将来の夢

も希望も奪っています。こんな若者たちの悲痛な

声が聞こえてきます。

一方、学校でも親や先生たちの努力にもかかわ

らず、登校拒否、不登校は全国で１０万人を超え

て、当泉南市でも平成１０年度末を迎えての不登

校の生徒は、中学校で２５人、小学校で７人にも

なっています。さらに、高校の中途退学者は全国



で９万８，０００人にも上っているということです。

そして今、教育の現場でも子供の心は、むかつく、

キレるで自己表現をうまくできない子供たちは苦

しみ抜いて、荒れを引き起こし、学級崩壊へとま

すます激化し、これが全国の小・中学校に広がっ

て、低年齢化をしてきているというのです。

私は、この２月中ごろに泉南地域の先生たちが

集まって開かれたあいぴあでの教育研究集会に参

加させていただきました。本当に毎日の先生たち

の御苦労に胸が痛みました。先生たちは、一人一

人の子供たちともっと話をしたい。問題を引き起

こした子供たちほど教師との接触を求めている。

子供たちが反発して荒れても、すぐに感情的にな

って怒らず、一たん受けとめて話を聞いてあげる

こと、問題生徒を排除したり権力で押さえつける

のでは解決にはならない。ゆっくり対応できるよ

うな時間が欲しい。１クラス４０人では対応でき

ないと、こんな切実な声でありました。文部省の

進めてきた受験競争と詰め込み教育を押しつけら

れた子供たちは、消化し切れずに苦しんでいます。

きめ細かく子供たちに接したい、これが先生たち

の本音であります。

こんな状況を何とかせねばならないとだれもが

思っているのに、大阪府は財政改革という名のも

とに来年度も教育予算を大幅に削減しようとして

います。昨年１２月には府立高校の入学金５，５０

０円を一挙に８倍化、４万５，０００円にしようと

提案されたけれど、余りのひどさであったため、

府民の怒りが議会に届いて全会一致で否決に追い

込みました。日本じゅうから物笑いになりました。

さらに今後１０年間、府立高校２０校廃校の計画

や４，８００人もの教職員を削減していこうと打ち

出しています。私学の授業料の助成事業も大幅に

削減の予定、１１年度から幼稚園の就学助成も打

ち切りにするというのです。

横山知事は財政難だから辛抱してくれと教育費

を削減する一方、大企業やゼネコンの大型公共事

業には一切手をつけていません。将来の日本の国

を支える人を育てるための教育費に最低限必要な

予算です。使い過ぎはありません。効果はすぐに

出ませんが、必ず使ったお金が生かされ、日本の

将来を保障してくれます。今、子供たちを犠牲に

－２０１－

するようなこんな政治の進め方は、やめるべきで

あります。教育費を切り捨てしようとする府の財

政再建プログラムについて、市長はどう考えてお

られますか。

２つ目には、子供たちを何としても守らねばな

らない、受験競争をあおられてきた傷ついた子供

たちの心の痛みをキャッチして、人間を育てるき

め細かい教育が進められるよう教育環境の整備を、

一日も早く３０人学級の実施についてどのように

考えられていますか。

３つ目は、泉南市でも教育予算が減らされ、現

場では大変な状況になってきています。教育施設

の老朽化のための大規模改修や学校の需用費が大

きく減額されましたけれども、現場で今何が起こ

っているのか、確認されていることをお答えくだ

さい。

４つ目には、音楽鑑賞や映画鑑賞など感性に訴

える文化や芸術など、心を耕してくれる体験は生

きた教育です。学校生活に潤いを持たせる創造力

を養う読書も、また大切なことであります。あふ

れるような映像文化を受けて育った子供たちの読

書離れを食いとめるための読書教育に重点をかけ

るということで、平成１５年まで学校図書館の整

備をしていこう、司書の配置をしていこうという

方針も示されています。学校での文化行事開催の

ための予算の増額や学校図書館の司書の配置につ

いてお答えください。

５つ目は、公民館の運営について、活動を充実

させていくための専門職の配置が待たれています。

各公民館は貸し館にならず、きっちりと正職員を

配置して事業を行うことを実践するよう、また高

齢者歴史散歩から発展させた企画についてどうさ

れましたか。参加者募集数は新しい企画では５０

名と聞きましたけれども、応募者が多かったらど

うするのですか。

大綱２点目は、女性問題であります。

その１は、１９９１年１０月に女性問題に関す

る意識調査が実施され、１９９２年には女性問題

懇話会を設置し、１９９３年には女性政策推進の

ための基本的な考え方が提言され女性政策推進本

部が設置され、１９９４年度末にはせんなん女性

プランが策定されました。目標年度は２００１年



と定め、教育、労働、社会、健康、福祉など社会

情勢の変化に応じて計画内容の見直しも含めて、

多くの領域で問題解決のためにと実施計画を策定

し、具体的な施策に取り組むことが示されました。

にもかかわらず、プラン策定後、一向に実施計画

も示されていません。２００１年目標にしたこと

も絵にかいたもちで終わってしまいそうでありま

す。どうされるおつもりでしょうか。

その２は、当市において市職員への意識調査に

取り組まれ、その結果も出てるようですが、市は

回答された皆さんのお答えをまとめてどのような

観点で受けとめられたのか、幾つかの問題点が指

摘されたように思うのですが、今後泉南市におい

てどう生かされていくのでしょうか。

その３は、女性の再就職のための研修や技術会

得のための教室、女性たちの学習や交流の場とし

ても女性センターはどうしても必要だと考えます

が、いかがでしょうか。

大綱第３点目は、和泉砂川駅前再開発事業につ

いてであります。

今回の見直し案はケース４の修正版で、６回目

の修正というような形で進められてきましたが、

Ａ調査やＢ調査も含めると幾つかの図面がかかれ

ました。計画当初から見ると、天と地ほど違うも

のになりました。住民は、生命の次に大切な自分

の財産が一体どうなるのか、自分たちの暮らしと

営業が成り立つのかと、そのたびに不安が襲いか

かってくる、こんな住民の心をあなたたちは知っ

ていますか。無責任に組合施行で、その責任を最

後には住民に押しつけていくやり方は余りにも無

責任ではありませんか。本当に和泉砂川駅前をど

うするのか、道路をどうするのか、駅前広場をど

うするのか、車の往来と車の駐車など交通混雑を

どうするのか、住民の立場に立って考えるのなら、

市が責任を持って最初から最後まで市施行で住民

合意のとれる事業を計画していくべきであります。

再開発ビルに入った後はどうなっても知らない

というような、こんな住民の営業や暮らしを無視

した計画だから、だれ一人ついてこれないのでし

ょう。こんなことをいつまで続けるのか。何度図

面を書き直しても住民は首を縦に振らないでしょ

う。

－２０２－

もしあのＢ調査のとき、６４０億円もの総額、

この計画をそのまま強行されていたらと思うと、

今ごろどうなっていたか、ぞっとする思いであり

ます。住民の多くの意見で超過大再開発がスムー

ズに進められなかったから、今住民も泉南市も借

金まみれにならずに済んだのだと私は思っていま

す。市は住民に感謝こそすれ、すぐ賛成できない

関係者を責めるべきではありません。今日まで多

額の市民の税金をつぎ込んで物にならなかったの

は、本当に市民の皆さんの納めてくれた税金のむ

だ遣いと言えるのではないでしょうか。今すぐ見

直し案を引き下げて一たん白紙に戻して、もう一

度和泉砂川駅前周辺のまちづくりを考え直してみ

ようではありませんか。

質問は以上です。水道行政については、質問の

項目から取り下げさせていただきます。あとはま

た議席より質問させていただきます。

○議長（薮野 勤君） ただいまの松本議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、冒頭御質問の

ありました大阪府の財政再建プログラムに対する

考え方についてお答えを申し上げたいというふう

に思います。

昨年夏ごろに突如として大阪府の方から私ども

市長会あるいは町村会に対しまして、財政再建プ

ログラム素案なるものが示されまして、昨年中に

取りまとめをしたいというお話でございまして、

我々余りにも唐突なことと、それからその内容に

つきましては、相当部分市町村に影響する事項が

たくさんございました。それもほとんど削減なり

カットなり、あるいは廃止、そういうような内容

でございました。したがいまして、すぐさま昨年

の夏過ぎに知事の方に市長会としての申し入れを

いたしたところでございます。そして、今まで培

ってきた府市協調という立場から、こういうこと

は絶対にあってはならないと、事前にやはり市町

村の意見を聞いて策定するなら策定すべきである

ということを申し入れました。

その結果、大阪府と我々市長会あるいは町村会

の代表とで懇話会が設置されました。現在まで２

回ほどその懇話会が行われておりまして、どうい

う状況にあるかといいますと、特に１１年度予算



との関係で申し上げますと、大阪府の当初予算に

従来からありました振興補助金、これはだんだん

減らしていくというのがこの財政再建プログラム

の素案でございましたけども、当初予算にこれが

計上されておらないという中身でございましたの

で、早速大阪府に対しまして、なぜ盛り込まれな

かったのかということも含めてただしたところで

ございます。

その中での回答といたしましては、知事選挙も

あるという中での骨格予算ということで編成をし

たと。したがって、９月議会補正で必要経費につ

いては補正をする予定だという回答をいただいて

おるようにお聞きをいたしております。しかしな

がら、財政再建プログラムが市町村に投げかける

財政負担の強化というものは、非常に大きいもの

があるというふうに考えておりますので、大阪府

にしろ我々にしろ、財政の改革というのはやって

いかなければいけないんですけれども、やっぱり

その中には今まで培ってきた府市協調というその

考え方に基づいて、お互いの意見を聞いて、そし

てある程度納得できる部分については削減なり廃

止なりと、ぜひこれは残してくれという部分につ

いては継続するなりと、そういう機会があってし

かるべきだったということで強く抗議をいたして

おります。基本的に市長会全体としても私といた

しましても、現在の大阪府の財政再建プログラム

というものについては、反対の立場でございます。

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） ただいま御質問の

うち、教育行政の中の学校教育関係について御答

弁申し上げます。

財政再建プログラムの中での学校教育への影響

と申しますのは、一番大きいのは教員の削減とい

うことでございます。議員御指摘のように、今学

校ではいろんな問題が起こっている中で、生徒指

導主事あるいは進路指導主事が削減されると。１

００％ではございませんけども、削減されるとい

うことにつきましては、私どもも大変遺憾に思っ

ておりますし、このことにつきましては府の教育

長協議会の方からも、あるいはいろんな角度から

反対をしてきたところでございます。

それから、３０人学級の問題が出ましたが、今

－２０３－

現在文部省は４０人学級ということでございます。

大阪の同和教育推進校につきましては３５人学級、

ちなみに福岡では３０人学級だということも聞い

ております。今３０人学級の御提案のような意見

がありましたけども、どの数字が一番いいのかと

いうあたりについては、まだ私どもも考えてると

ころです。例えば３０人学級にしますと、３１人

になると１クラス１５人と１６人の学級になる。

これが果たして集団としての生活が営めるんだろ

うかというようなあたりもありまして、私自身は

必ずしも何人学級というよりも、その課題に応じ

たクラス編制ができたらなと、すごく飛躍してる

かもしれませんけども、そんなことも考えており

ます。

それから、文化鑑賞の予算のことですけども、

幼稚園につきましては９園で約１００万円ぐらい

の予算をつけ実行しております。小・中学校につ

きましては、必要性は感じるところなんですけれ

ども、今現在のところは予算化できない状況で、

今後また検討してまいりたいというように思いま

す。

それから、図書館の司書教諭のことでございま

すけども、このことにつきましては、今中学校で

は資格をお持ちの先生が４校で６名ございます。

また、小学校では１１校のうち約３０人の方々が

そういう司書教諭の資格を手にされておりますし、

されようとしてる途中の人でございますので、配

置について遺漏のなきようやっていきたいと、こ

のように思っております。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

私の方から、教育の施設の関係について御答弁

申し上げます。

教育につきまして、学校の施設に非常に課題が

ございます。教育の環境整備が本当に重要である

と考えております。

教育施設の改修と今後の整備についてでありま

すけれども、学校施設の改修は、緊急性のあるも

のについては従前から最優先で改修を行っており

ます。修繕箇所をまとめて行った方が予算、事業

効果面で効率的であるものは、改修工事の予算を



獲得し、改修を行っております。

また、財政事情の厳しい中、改修経費が少しで

もかからないよう工夫したり、効率的な工事計画

を立てたりして改修を行っておりますが、各学校

施設とも老朽化が進み、大規模改修を必要として

いることは認識いたしております。今後も可能な

限り学校施設整備の充実を図ってまいりたいと考

えております。

次に、公民館活動につきましてですが、公民館

活動につきましては、現在各地区公民館ではそれ

ぞれ特色のある活動を行っております。２１世紀、

急速な高齢社会に向けて生涯学習のニーズがます

ます高まってまいります中で、公民館の果たす役

割が大きくなってまいります。公民館は、長期に

わたって地域住民の身近な学習、交流の拠点とし

てあるわけですが、さらに今この目まぐるしい時

代の変化と急激な社会情勢の進展の中で、子供も

大人も、また高齢者も、人間性の回復を目指して

情緒豊かな市民となるため、生涯を通じて学べる

学習環境と人間性を磨く生涯学習の出発点として

の役割を果たす場であり、それで得た知識と人間

関係でより豊かな成果を実らせていくのが公民館

活動ではないかと思っております。

公民館活動は、身近な学習の場としてさまざま

な活動を行っています。公民館活動の２本柱は、

公民館主催の各種事業と自主的な活動である公民

館クラブ活動であります。公民館主催の各種事業

として、平成１１年度はより多くの住民に参加し

ていただけるように、幼児から高齢者までを対象

としたプログラムを企画いたしております。

今はますます少子化が進んでいますが、子育て

は楽しいものだと若いお母さん方に喜びを感じて

いただける、またそれを支援する講座を初め、小

学生とその親を対象に親子で物づくりができるも

の、また高齢者を対象とした泉寿講座を初め、１

１年度に新しく、ふれあい健康促進講座としまし

てＹＯＵ遊ウォーク等を企画いたしております。

年間を通して、春季講座を初め、夏季、秋季とそ

の時々で住民の方々の反応や要望を受けながら、

公民館へ行けば何かおもしろいことをやっている

と言われるようなステーションみたいな、広報等

を通じてそういうような情報の提供をしていきた

－２０４－

いと考えております。

今回その新しい企画なんですが、ＹＯＵ遊ウォ

ークにつきましては年６回ぐらい開催したい。規

模は５０名程度で、約５キロ程度の行程で参加可

能な６０歳以上の方に参加していただくというこ

とでやってみたい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） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 松本議員の女性問

題について御答弁をさせていただきます。

まず、女性プランに係る実施計画の策定でござ

いますが、御承知のように女性プランは、女性政

策推進上の基本構想、基本計画、重要課題・施策

の方向を示したものであり、女性総合相談、市民

参画型の女性問題アドバイザー育成講座、ステッ

プフォーラムの実施等、関係部課においてプラン

を踏まえ実施の推進に努めてきております。

今後、女性政策をより組織的、系統的に進める

には実施計画の策定が必要であり、財政事情を勘

案しつつ、現行施策の体系化を図ることにより、

実施計画の策定に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、女性問題に係る本市職員意識調査につい

て御答弁を申し上げます。現在、性別・年齢別の

集計、分析が完了し、分野別に今後の課題に関す

る文章校正を行っております。３月末をめどに報

告書として取りまとめる予定であります。

今後、女性政策推進本部におきまして、調査結

果並びに課題別について議論を深め、固定的性別

役割分担意識の解消、女性問題に係る研修の充実、

女性の職業能力の開発、女性職員の登用、職場環

境の改善等、今後の女性政策推進に資してまいり

たいと考えております。

次に、女性センターの設置についてお答えさせ

ていただきます。女性の積極的な参加、参画を促

進するためには、市民の意識啓発、各種団体、グ

ループの育成、ネットワークづくりが必要であり

ます。その一環として、市民参画型の女性問題ア

ドバイザー育成講座やステップフォーラムを実施

しております。

また、女性問題の解決は、ともに学び、考え、

活動や交流が進められる活動拠点が必要であり、



既存施設の効果的な活用、必要機能の検討など、

今後の課題として受けとめさせていただきますの

で、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 砂川駅前の再開発事業

について、事業部の方からお答え申し上げます。

和泉砂川駅前の整備計画でございますが、事業

を取り巻く経済環境が非常に厳しい状況の中で、

駅周辺の交通混雑を解消し、安全で便利なまちづ

くりを実現するため、駅前広場及び都市計画道路

等の公共施設を主に整備をすることとしています。

区域内の権利者が再開発ビルへの早期入居を強く

希望されていることもあり、想定していた３．３ヘ

クタールの事業区域を分割して、府道の和泉砂川

停車場線より東側の街区から段階的に整備をして

いくという事業方針が、平成９年度の準備組合総

会で承認されております。

昨年の６月に開催いたしました準備組合の総会

に、西街区の一部も事業区域に取り込んだケース

スタディ（その５）の案を提示いたしましたとこ

ろ、一部権利者の方から区域設定に対し問題提起

もありました。事業区域内の権利者の意向調査を

実施するためのたたき台としての区域設定でござ

いまして、意向調査の結果によっては区域の見直

しもあり得るという条件のもとに、計画が承認を

されておるところでございます。

その計画に基づきまして、昨年の７月から８月

にかけて権利者の意向調査を実施し、その結果を

もとに１０月と１１月に準備組合理事会を開催し

ました。今後の事業の方向づけについて協議をい

たしましたところ、理事会としては、ケーススタ

ディ（その５）の計画案の区域設定では、権利者

の同意を得るには困難ではないかとの意見もあり

ました。また、保留床を処分することがかなり難

しいという２つの理由によりまして、事業区域を

東街区のみとし、かつ保留床の処分が可能な価格

設定ができる建物計画にしてほしいという御意見

が出されました。

また、多くの権利者が事業に対する不安を持っ

ておられることでもございますので、まず権利変

換のモデル的なものを作成し、それを権利者へ説

－２０５－

明することによってその不安を取り除く必要があ

ると、多数の理事からの御意見がございました。

こういった理事会での意見を受けて修正案を作

成して、つい先日、２月の２６日に開催いたしま

した理事会に提示し、説明を行ったところ、多数

の理事の賛同が得られました。また、区域内の権

利者に対して、修正案及び権利変換モデルについ

ての説明をしてほしいとの意見が出されておりま

して、順次説明を実施していきたいと考えておる

ところでございます。

なお、事業を取り巻く環境はますます厳しいも

のでございまして、準備組合理事及び権利者とも

十分に議論を行い、慎重の上にも慎重に検討を行

った上で結論を導き出す必要があると考えており

ます。御理解賜りますようお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） それでは、議席から質問さ

せていただきたいと思います。

まず、教育問題ですけれども、横山知事の出し

た財政再建プログラムは本当にひどいもので、教

育費の削減ということで子供たちの置かれている

状況をますますひどいものにしていくということ

で、私はこういうひどい財政再建プログラムは認

められないと、これははっきりと言っておきたい

と思います。これは、市長もそういう意思表示を

されていると聞いたんで安心をいたしました。

それから、３０人学級の問題ですけれども、全

国で３０人学級に もちろんこれを決めるのは

文部省がきちっとした形で決めていかれる、そし

て地方での教育行政もそういう方向で進めていく

ということですけれど、国はともあれ地方自治体

で３０人学級をつくってきたというようなところ

が幾つかもう出てまして、やっぱり今のこの状況

は、子供たちの人数が減ってきている、空き教室

がふえてきているので、子供たちの１クラスの単

位を小さくできるのではないかと。今は本当に子

供たちの心が大変な荒れた状況、これをきちっと

先生たちが一人一人対応できるように１クラスの

人数を減らしていく、そういう学級編制が大事で

はないかということで取り組まれたのが、例えば

茨城県の総和町という人口４万７，０００人の町で、

３つの中学校で２８人の学級編制をされたそうで



あります。

こういうふうに泉南市よりも小さな町でこうい

うことが取り組まれたと。そのために必要な教育

予算なら惜しみはしないということで、この茨城

県の総和町の町長さんもお金を教育費に投資をさ

れた、財源を投資されたと、こういうことですが、

このような方向づけというのは、私は文部省はし

てくれなくても、文部省を越えて地方自治体でや

っていく方向がある以上、やっぱりこの泉南市で

の子供たちの状況を見たときに大事ではないかと、

こう思うんですが、その点についてはどうお考え

になられていますか。

先ほど福岡県の話も言いましたね。それから、

長野県でも小海町、それから山口県や長野県の高

校でも３５人学級ができたとか、島根県の高校で

も３０人から３５人学級ができた。佐賀県の北波

多村でも３５人学級が実現したと。これは小学校

ですけれども、こういうふうに全国で取り組まれ

てきています。

先ほど答えてくれはったんですが、３０人学級

ですから、もし３１人、３２人になったら１クラ

スが１５人や１６人というふうに２クラスに分け

なくてはならないというふうな、そういうことを

おっしゃって、それが教育にどう影響するのかと

いうようなことをおっしゃいましたけれども、そ

れはちょっと言い過ぎではないかなと思うんです

よ。

私は先日、泉南中学校の先生とお話しさしてい

ただいて、「まあ３０人学級、３５人学級ができ

たらどんなに先生たちも楽になるでしょうね」と、

こう言ったら、「いやいや、今の状況では私は２

０人でもいいと思ってます。２０人まで下げてく

れてもちょうどいいぐらい。子供たちに一人一人

きめ細かく接しられる状況は、３５人でもまだで

きません」と、こういうふうにおっしゃってまし

たよ。だから、そういう現場の先生の声はあらわ

に聞こえてくるわけです。

そういうように人口の少ない地域では、子供た

ちの数が少なくて１学級編制行われてるところも

ありますし、やっぱり子供たちの立場に立って考

えていかなくてはならないんじゃないかなと。こ

の学級編制についてお答えくださいますか。

－２０６－

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） 今、文部省規定で

４０人学級になっておりまして、その４０人学級

でできたクラス数に伴って教員の配置があるとい

うことでございます。例えば、先ほど２８人学級

に決めたというところにつきましては、文部省か

らすると４０人学級でいくと、２８人学級で計算

したときと４０人学級で計算したときとでクラス

数が変わってくるわけですけども、そのときの財

源負担等々についてまたいろんな問題があろうか

と思うんですけども、文部省では４０人学級とい

うことで規定をされて教員が配置されてるという

ことです。

なるほど少人数にして効果の上がる授業もござ

います。ただ、すべてを少人数にすると、そうな

ると文部省からの規定された教員の数でいっぱい

になったり足らなくなったりということで困るわ

けですけども、各市町で独自に教員を採用すると

いうことはできない状況にございます。そういう

絡みの中で、あるいは都道府県別の単位でいろい

ろ加配を考えてる、単費で考えてるというところ

もありまして、大阪も一部そういう形をとってる

わけですけども、そういう状況にあります。

それから、先ほど私言わしていただいた分で、

私も現場におりましたので、なるほど子供の数が

少ないほど先生がかかわる時間が長くなると、こ

れは当然でございます。ただ、扱う教科、例えば

私は体育専門ですので、体育の授業にやはりある

程度の人数が必要です。ですから、先ほども私言

いましたが、課題によってグループ分けができる、

そんな形が何人にするという画一的なものよりも

いいんではないかな。ただ、そうするためにはど

ないしたらいいんだろうかという具体なところま

ではいってないんですけども、私はそういうふう

に考えております。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） むだな財源を削れば、子供

たちの今置かれている教育の環境をよくすること

ができるということで、先ほど文部省では１クラ

ス単位の生徒数も決められているから、直接地方

自治体では教師は採用できないとか、そういうふ

うなことをおっしゃいましたけれども、しかし実



際にこうしてやっているとこがあるわけですよ。

それは特別にやっぱり必要だと、議会の全員協議

会で町長さんが１１年の４月から町内３つの中学

校で２８人のクラスをつくるんだということをき

ちっと表明されて、そのために費やす費用は、本

当に大事なこととしてやっていくんだということ

をちゃんと述べられておりますし、子供たちもま

たそうした中でいろいろ心のケアも十分にできる

ような状況というのは当然生まれてくるというこ

とで、こういうふうに地方自治体では本当にお母

さんたち、ＰＴＡの皆さんたち、地域の皆さんた

ちが一緒になって、どうすれば子供たちの置かれ

ている環境をよくできるのかということで一緒に

取り組まれた結果、町長さんもこういうふうに結

論を出された。そのために必要な費用を泉南市も

考えていくべきだと思うんですよ。

それと、体操の授業のことをおっしゃいました

けれども、それはそれでまた考えたらいいじゃあ

りませんか。そんなもん２クラス一緒に体操した

らいい話で、簡単なことですわ。

もちろんヨーロッパでは１クラスが２８人や２

５人や１８人やと。オーストラリアでは１８人、

イタリアでは１５人、それからクリントンでさえ

１クラス１８人にするんやと、こういうふうに言

ってるじゃないですか。それぐらい今の子供たち、

世界的にも子供を教育していくときに、先生が１

人で見れる子供の数というのは低学年で３０人以

下、それから４年生ぐらいの年代になれば３０人

を少し超えてもいけるというようなことがちゃん

と結果的に出ていますね。

だからそういう方向 できないということで

結論を出すんじゃなくて、泉南市でも今子供たち

の置かれている状況は大変だということをしっか

りと腹に据えて取り組んでいただきたい。こうい

う方向を私は要望しときます。（成田政彦君「そ

のとおり。同和加配やめたらええんや」と呼ぶ）

むだなお金を削れば十分できますね。同和事業に

は来年度も２億８，０００万もお金をつぎ込んでお

られる。そういうむだをやめてください。同和教

育には教育委員会で３人の先生たちが配置されて

ますね。十分できるんではないですか。

それから、学校の教育の環境をよくするという

－２０７－

ことで、もう１つ大事なことがあります。それは

教育施設ですね。先ほどおっしゃられた中身は、

信達小学校は体育館が建設される。それから、東

小学校は雨漏りがするということもあって、屋根

の防水、それをされるということで３億８，０００

万ほど１１年度は組まれてるんですけれど、私は

この東小学校を見せていただいてびっくりしまし

た。よくも今日まで辛抱してきたなと。バケツで

雨漏りを受けてました。それで、上から降ってき

た雨が、その降ったときから何日たってでも雨漏

りがとまらない。雨がやんでるのに雨漏りがとま

らない。バケツで受けて授業せねばならない。特

別教室でしたけれど、そうでしょう。

もちろん天井はもう腐って、それこそ抜け落ち

てました。中のパイプが見えてました。それから、

体育館もひどい雨漏りで、それは大変な状況です

よね。そういう現状です。それから、壁ね。蛇の

うろこみたいにしみができ上がってましたよ。そ

ういう状況は、本当にこれは雨漏りを防水しただ

けでは済まないことだと、私はそういうふうに思

いました。一時の雨はとまっても、全体をきちっ

とやらなくては解決にはならないですね。

それから、もう１つ、新家小学校も見せてもら

いました。体育館はちょうど真ん中に吹き抜けみ

たいなとこがあるんですが、そこから雨が降って

床はぼとぼとですね。雨が降ると雨が落ち込んで、

ぞうきんとバケツを体育館のど真ん中に並べて、

欠陥体育館と言っても言い過ぎではないような、

そういう構造になってましたね。それから、雨漏

りも当然してました。これは一応７年に大規模改

修が終わって、それでああやれやれと思ってもそ

こは直ってないわけですよ、新家小学校は。

それから、雄信幼稚園。雄信幼稚園に限っては、

これはひどいものでしたよ。私、写真撮ってきま

した。まず、幼稚園にとって一番大切な、これは

必須条件としてちゃんとしなくてはならない遊具

ね。滑り台やシーソー、これぼろぼろですわ。危

険だから使ってはいけませんと張り紙されて、縄

を張ってました。あなた、それよく知ってるでし

ょう。それから、台所の床がめくれてましたし、

それから天井は雨漏りでぐちゃぐちゃになってま

したね。



それから、これはひどいですわ。サンルーム、

１１カ所もガラスが割れて サンルームですか

ら３面がガラスです。１１カ所、ガラスのひびが

入ってるんですよ。これ、子供たちが外で遊んで

て割れたらどうなるんですか。基礎は基礎でコン

クリートがはがれてメリメリですわ。壁はもう大

きなひび割れが何カ所も入ってました、あちらこ

ちらにね。それから、運動場は水はけがないから、

雨が降ると水が出ないから砂場がびちょびちょに

なって、乾いたらそこへコケが生えてくる。ちょ

うど雨季になるとコケが生えてきて、それこそ海

綿みたいなコケが生えてきてひどいことになると。

それから、使ってはいけないお便所。これは使

ってはいけない、禁止と書いたお便所、閉鎖され

たお便所。それから、２階のお便所に水を流して

掃除をしようと思ったら、その水が１階のお便所

の屋根からぽとぽと落ちてくると。これ一体どう

いうことですか。ひどい中身ですね。それから、

子供たちが作業するテーブル。テーブルはぼろぼ

ろ。こういうところが反って、そしてガムテープ

で張りつけてましたよ。子供の家と言われるのが

屋根が飛んでしもて、それをまたガムテープでひ

っつけてるとか、そういうひどい状況になってま

した。私はびっくりしました。

これは、再三教育委員会には言いましたと。平

成７年の阪神大震災以後、ひどい建物のゆがみが

出て、それが今日までの丸４年の間に建物がゆが

んだり、いろんな状況が出てきて、こういうひど

い状況になったと。こういう状況を今でも直す気

は ことしの大規模改修を期待してたけれども、

全く出てない、こういうことですわ。ほんとにひ

どい状況ですね。そういう状況です。

信達中学校もそうですわ。信達中学校もＬＬ教

室があって、機器を、ヘッドホンをつけて発音の

練習をする、こういうものがクラスの４０人分全

部壊れてしまって使いようないと。あっても使え

ない、こんな状況ですね。それだけではないです。

また、もっとほかにもいっぱいあります。私は泉

南市内でこれだけしか見に行ってないですけど

西信も行きましたね。西信も雨漏りでひどいで

すわ。これをどういうふうにあなたたちは解決す

るつもりですか。

－２０８－

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

議員御指摘の教育施設の問題でありますけれど

も、これらにつきましては、ただいま御指摘のあ

ったとおり、かなり傷んだところ、雨漏り、ひび

割れ、非常に傷んでおります。そんな事実は認識

しております。そんな中で、学校・園には非常に

御迷惑をおかけし、申しわけなく思っております。

それで、これにつきましては、常日ごろから緊

急性とか非常に危ないところから、まず優先的に

改修をやっております。限られた予算の中でやっ

ておりますけれども、少しでもそれを幅広くやっ

ていきたいという考えのもと、各現場からはどう

いうところがということで要望を聞いた上で、非

常にたくさんありますので１００％やるわけには

いきませんが、そういうあたりでは苦しい中でも

その箇所を優先的なところを選んでやっている状

況であります。今後ともそのあたりはもっと予算

獲得をいたしまして、努力していきたいというふ

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） もちろん教育委員会はこう

いう状況を確認した上で、予算をきちっと要求を

しておられると思うんですが、どうですか、財政

の方。そういう要求を受けて、そのためにあなた

たちは必要な予算化することをどうしてしなかっ

たのか、そのことについてお答えください。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今、教育委員会の方か

ら答えていただきましたように、限られた予算で

ございますので、その中で調査を十分しながら継

続的に行っ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「学習を受ける権利、どないする

んや」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 松本君。お静かに願います。

○６番（松本雪美君） 財政がないと、だから継続

的にやっていくということですが、市長いかがで

すか。こういう形で子供たちを放置しとくわけで

すか。これ、まあ見てきてください。サンルーム

の１１カ所のひび割れ、これ割れたらどんなこと

起こりますか。市長、どうですか。



○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 教育施設もかなり老朽化し

てるところもあると思います。毎年、教育委員会

から各学校の要望等をお聞きになられて、予算要

求があるわけでございますが、その中で優先順位

をつけていただいております。その中で一番緊急

というのが信達の体育館、これはもう建てかえざ

るを得ないということでございましたので、今年

度単年度で三億数千万で建てかえをいたします。

それと、さっき披瀝のありました東小学校の防水

の問題ですね。これも緊急度が非常に高いという

ことで、それらを組み込んで予算計上をいたした

ところでございます。

ですから、年度ごとにそのあたり十分精査を教

育委員会でもしていただいて、そして当然緊急度

の高いところから可能な限り予算配分していくと、

そういう立場でおりますので、御理解賜りたいと

存じます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 優先順位でやっていくとお

っしゃいましたけれど、そしたら私が今きめ細か

く本当に 写真見てください、市長。あなた知

ってますか。現場行きましたか。これ、優先順位

どころの問題じゃありませんよ。今すぐやらない

けない改修ですわ。もろちん教育施設の大規模改

修をやっていこう、空調施設もちゃんと整備をし

よう、そういうことで７年度に計画されたでしょ

う。それがもともとやっていこうと方針を出され

たのに、全く守ってやられてない。しかも、７年

度に地震が起きて、こうして学校施設もゆがんだ。

文部省は、こういうことがあってはならない、危

険で命にかかわってはならない、だからどの学校

の状況も全部調査しなさい、そして改修計画出し

なさい、こういうことをちゃんと指導されてるん

でしょう、教育委員会。それにあなたたちやりま

したか。やらずにここまで来てるんじゃないんで

すか。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

大規模改修につきましては、今回２カ所、信達

小学校の体育館、それから東小の屋根ということ

で、これは懸案でやっと改修に至るようになりま

－２０９－

した。その他、毎年各学校・園から要望を聞き、

それを掌握した上で、これはその改修メニューが

非常に多いという中身がありますけれども、完全

に１００％できていないというのが現状でありま

して、できるだけ予算を獲得した上でその改修に

当たっていきたいということでありますので、ど

うかよろしく御理解をお願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） これでは雄信幼稚園に子供

たちを親は安心して送り出せませんよ。私は雄信

幼稚園だけでなくて、ほかのとこももっと大変だ

と思いますよ。しかし、今私がこの写真に撮って

きてますけれども、これを見た限りでは安心して

やれないですわ。きちっとこれは改修できる方向

に予算を組みなさい。必要な予算を組みなさい。

削ったらできるところ幾らでもあるでしょう。削

れる予算あるでしょう。

例えば、これは古い話であったとしても、市民

の里なんて何にも使われてなくても、あなたたち

４億円も投資したじゃありませんか。りんくうタ

ウンへの道路２本で、先ほども和気議員からの質

問でもはっきりしたように、五十数億円のお金が

投入されたでしょう。同和地区には７３億円、残

事業やり上げたではありませんか。やらねばなら

ないことをほうっておいて、必要なやらねばなら

ないぼろぼろ校舎、園舎をあなたたちはほうって

きたんですよ。今すぐにやらないと、子供たちを

この園にやれないですよ。一番にやるべきことで

すよ。今すぐにでも対応しなさい。市長、答えて

ください。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 最初にこやかに質問すると

いうお話もあったんですが、かなり厳しい表情で

ございまして、確かに教育施設も随分古くなって

きてるというのは私も承知をいたしております。

ですから、今回も含めて教育の面にも力を入れて

いこうというふうにしているわけでございます。

ただ、市全体でいろんな施策をやっていかなけ

ればなりませんので、おのずと配分にも限界があ

るわけでございますので、その中でも特に問題の

あったこの２校について、今年度、要するに単年

度で仕上げてしまうと。次はまた次で緊急度の高



いところへ移ろうと、こういうことで思い切って

予算措置もいたしておりますので、御指摘の点は

いろいろあろうかというふうに思いますけれども、

考え方として、言いましたように福祉あるいは教

育、環境、人権もそうですが、これから大切な分

野であるということは十分認識をいたしておりま

すので、できるだけ近い時期にできますように努

力をしてまいりたいというふうに存じます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） そういう答弁では、私は下

がれないんですよ。子供たちの命にかかわるんで

すよ。このサンルームのガラスのひびをどういう

ふうにあなたたちはお考えですか。それから遊具。

遊具もロープを張って使えないんですよ。すぐに

やらねばならないでしょう。幼稚園には必須の条

件でしょう。そして、みんなが毎日使っているテ

ーブル、食事をするテーブル、弁当を食べたり、

それから作業するテーブル、これも買いかえてく

ださいと何度もお願いしたのに買いかえてくれな

い。ガムテープを張って、反り立った部分を防い

で、子供たちにそげが刺さらないようにしてるん

じゃありませんか。こんなことをあなたたちほっ

とくんですか。

それと、こういう状況があるということは皆さ

んにもわかっていただけました。それから、震災

後の学校施設、教育施設の調査をやりなさい。や

ってください。全学校でやってください。今実態

がどうなってるか、これはきちっとやってくださ

い。それで、とりあえずこの緊急課題は今年度に

おいてちゃんと予算つけて、現場の先生たちと話

し合ってやってください。やろうと思えば何ぼで

もやれるお金は出てくる。生み出せるでしょう。

（発言する者あり）答えてください。

○議長（薮野 勤君） お静かに。向井市長。

○市長（向井通彦君） 教育委員会で調査をしてい

るというふうに思いますので、内容はお聞きをし

たいというふうに存じます。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

各学校・園の施設につきましては、職員が一応

あちこち、全部で園も入れまして２５ほどありま

すので、それは一応じかに見て回っておるという

－２１０－

状況はございます。ただ、その後でやはり震災後

ひどい状況が、議員御指摘のとおり雄信におきま

しても雨漏り、ひび割れとか、そういうような状

況が確認はできております。

そういうようなことで、先ほども申しましたよ

うに、そのあたりは改修メニューが非常に多いと

いうことで、限りある予算を生かした中で、その

あたりを緊急性のあるものとか、そういうような

あたりの中でやっていきたい。絶えずそういう施

設の確認はさせていただいております。

○議長（薮野 勤君） 松本議員。

○６番（松本雪美君） 施設は確認してるというこ

とですから、そのために必要な緊急性を要するも

の、すぐにやらねばならないことはやってくれる

んですね、雄信幼稚園については。やってくれま

すね。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

いつも申し上げてることなんですが、緊急性と

か危険性あるところ、そういうのを最優先でやら

していただいてるところであります。

以上です。

〔松本雪美君「そういうことを聞いてるんと違

う」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） やらしてもらってると言う

んですが、やってないでしょう。だから、やって

くれるんですかと聞いてるんですよ。そういうこ

とですよ。今、緊急性があって危険があると、こ

ういうところがあるからやるんですねと。

それと、地震後、全教育施設の調査を文部省か

らきちっとやりなさいと、耐震強化もせねばなら

ないし、今後の計画を出しなさいと、こういうふ

うに言われてるはずですが、それはやってるんで

すか、やってないのか返事下さい。やってるんで

あるならば、きちっとした報告書を出してくださ

い。もしそれができてないとしても、あなたたち

のつかんでいる学校施設の状況をちゃんとまとめ

て一覧表をつくってください。３点言いましたよ。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

平成７年度まで、これは大規模改修についてで



ありますけれども、小・中学校及び幼稚園で毎年

二、三校、大規模改修及びその改修を行ってまい

りましたけれども、平成８年度からは１校程度の

改修しか実施できておりません。

それで、今後耐震補強とあわせて大規模改修を

行うというような内容となっておりますけれども、

予算の事情もありまして、やっぱり厳しい財政事

情の中、限られた改修にとどまっているのが現状

であります。

それで、小さいそういうあらゆる箇所での改修

の必要なところ、これにつきましても、先ほども

申しましたように非常に危険なところ、こういう

あたりは一応見て回っておりますので確認してお

るということで、やはり限られた予算の中でその

あたりは工夫をして今現在やらしていただいてる

というのが現状でございます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） きちっと報告書を出してく

ださいとお願いしてます。

それから、市長、両方答えてください。緊急度

のこのひどい状況を改善する予算をきちっとつけ

てくれますか。それから、きちっと報告書出して

くださいということを私は聞いてるんですよ。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今議会でも、予算の執

行についてはいろいろと御議論いただいてるとこ

ろでございます。この件については、各分野にお

いて絞り込みを行っていただいて、御協力いただ

いておるところでございまして、教育委員会の執

行につきましてもその点御協力を願ってるところ

でございます。再度、教育委員会の中でその辺の

優先順位等、絞り込みを行っていただく中で、私

どもと協議する中で努力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。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 各教育施設の状況を全部出

していただけますね。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

当然、調査は常日ごろからやっておるわけなん

ですが、それの報告はまとめたいと考えておりま

す。

－２１１－

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 予算委員会までにお願いし

ますね。

それと、教育委員会と調整して、教育委員会の

状況をよく聞いてということで、努力するという

ふうに総務部長のお答えでしたね。緊急を要する

緊急を要するというよりも、絶対にすぐにや

らないけないことができていないと、そのための

必要な経費はあの３億８，０００万に含まれてる

これは含まれてないでしょう。だから私は言っ

てるわけですよ。信達小学校と東小学校の屋根を

修理したら、防水したらもう終わりですわ。だか

ら、特別にこれは金の要ることだからやらないけ

ませんよと言ってるんですよ。もう一度そこをち

ゃんと答えてください。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 教育施設につきまして

は、担当所管でございます教育委員会が一番よく

掌握してると思いますし、その中で今年度の一定

の科目等で予算を組んでいるところでございます

ので、その範囲の中で対応を基本的にはお願いし

たいと思ってるところでございます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） ことしの予算の範囲内とい

うお答えから出ないんですね。ないということと

同じですね、今の答弁でしたらね。それじゃ子供

たちの命は守れませんよ。市長、最後に答えてく

ださい。きちっとむだな予算を削って、教育施設、

子供たちの環境を守ると、そのことでの市長の決

意を答えてください。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今年度予算、これから御審

議をいただくわけでございますので、まずそれを

御承認いただいて、そして教育予算、ことしは全

体では相当増額になってるということでございま

すので、その運用の中でこなせるものは当然こな

していただくということも考えたいというふうに

思います。今の時点ではまだその程度しか申し上

げられませんが、御指摘ありました各校の実情等

については、十分私も報告を受けたいというふう

に存じます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。



○６番（松本雪美君） 教育というのは、すぐに答

えは出ません。子供たちを守っていくという点で

は、すぐに答えは出ません。

もう１つ、これだけは言っときますわ。トイレ

をきれいにしたら子供たちの荒れがなくなったと。

トイレをきれいに改修すれば荒れた学校が立ち直

る、うそのような話だが、本当のことらしいと。

滋賀県の栗東町で６，０００万円かけてホテル並み

のトイレをつくったと。生徒の非行行為がぴたり

とやみ、ごみまで減ったそうです。トイレには魔

力があると。

トイレというのは、やっぱり一番の人権を守る

場所ですわ。この人権を守る場所が、例えばドア

が壊れていたり穴があいていたり汚れていたんで

は、子供たちの心がそれだけ荒れるということで

すわ。トイレをきれいにしたら、おトイレへ行く

のが楽しい。トイレへ行って、子供たちがそのト

イレの居心地のよさで何人かが談話をしていたり

とか、そういうことが実際に起こった話を ３

月６日、土曜日の産経新聞です。これをぜひ読ん

でください。

それで、施設をきれいにすれば、子供たちの心

の荒れが、まあ全部ではないでしょうが、いい方

向に進むのではないかと、そういうことを私は言

いたいので、これを１つ紹介さしていただきまし

た。

それから、あと時間がわずかですけれど、和泉

砂川駅前再開発事業、これを進めていく上で、例

えばあのライフのあった建物がありますね。あの

建物の取り壊しを当然せねばあきませんでしょう

が、この取り壊しにかかる費用というのはどれぐ

らいかかるか、答えていただけますか。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 現在検討中のケースス

タディ（その４）の変形と申しますか、２の４の

改定でございますけども、これによりますと例の

旧ビル、これは取り壊す予定になっております。

取り壊しの費用とかの積算までは、今現在やって

おらないところでございます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） そうすると、再開発事業の

会計の中にそれが組み込まれていると、そういう
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ふうにとらえてよろしいですね。組み込まれた数

字合わせをするわけですね。事業そのものにそれ

が入ってるということですね。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 取り壊しの費用は入っ

ておりません。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 取り壊しの費用が入ってな

いといいますと、そうすると建物の権利者である

方が取り壊して、更地にして事業を進めるという

ことですか。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 更地にしてという話で

はございませんので、現在ある価値のある建築物

でございますので、それぞれ旧ライフの跡の建物、

それ以外にもそれぞれの区域内の財産としての建

築物があると。それの評価を行うということでご

ざいますので、その費用が入ってくるということ

でございます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） ちょっとよくわからないん

ですけれども、評価をするということは、例えば

私があそこで住んでて、あそこで商売をしてれば、

その家とお店は評価されて権利変換ですね。そう

すると、あのライフの建物そのものは今使われて

ないわけでしょう。だから、権利変換の中に入る

んですか。権利として入るんですか。入るという

ことは総額の中に入るということでしょう。その

取り壊す費用は、別にその方が取り壊してくれる

わけじゃないんでしょう。ということは含まれて

いるということでしょう。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 砂川駅前の準備組合の役員

をやっている関係上で、私の方からお答えをいた

したいと思います。

まず、議員おっしゃるとおり、この再開発事業

につきましては権利変換事業でございます。当然、

ただいまおっしゃったライフの建物も一応権利と

して積算をいたします。そうなってくると、当然

これから事業を進めていくビルの中へ変換すると

いう形にまずなります。

もう１つ、事業をするについては、当然今現在



の建物を解体しなくてはいけない。その解体費用

につきましては、今のところまだ新しいケースス

タディ（その４）の要するに変則型というんです

か、修正案というか、その面で今積算中でござい

ます。まだ経費自体も完全に積算もしておりませ

んので、それをどうするか、そして幾らかかるか

ということは、今現在はちょっと答弁はできませ

ん。それで、経費の計算も逐次今現在かかってる

んですけども、近いうちに理事会へ諮ってまいり

たいということで、その準備組合へ諮った後、駅

前特別委員会にもお示しをしてまいりたい、かよ

うに思います。よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 私がなぜそういうことを言

ったかといいますと、あの建物は運用されてない

わけだから補償はしないんだと、こういうふうに

駅前特別委員会ではおっしゃったと思うんです。

そういうふうにたしかおっしゃられたと思うんで

す。そうすると、補償されないということである

なら、その取り壊しの費用についても本人が出す

んかなと、単純にこう思ったんですよ。それで、

もし権利変換で権利として認められるなら、その

費用は全部再開発事業の会計の計画の中に含まれ

ていくんだと、そういうふうに解釈したらちょっ

と話がおかしくなってくる。

もう１つ、その取り壊し費用はとても多額のお

金がかかるんじゃないかなということで、そうい

う権利ということで認めれば、事業そのものが大

変な額がその中に加算されるだろうと、そういう

ふうに思ったんです。私も八尾に１８坪の家があ

ったんですけど、これ取り壊すのに１３０万ほど

かかったんです。わずかそれだけでね。それだけ

１つ、大変なことやから言うときます。

時間何分までですか。

○議長（薮野 勤君） ３３分まで。

○６番（松本雪美君） ３３分までですね。

それで、そのことはひとつこの再開発の計画が

図面が書かれて、今皆さんの中に提示されてるわ

けですから、住民の皆さんの意見を絶対に無視し

ないと、勝手に都市計画決定をしたり、そういう

ことは絶対しないと、住民の合意がまず前提にあ

るべきですし、この計画を強硬に推し進めないと
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いうことだけは声をかけておきます。

それから、女性問題では、プランがつくられて

も実施計画がなければ何一つ進めません。そして、

きちっと２００１年までにやるんだと、こういう

ふうに堂々と書いておられるわけですわ、プラン

の中に。そのことが実践されていないからこそこ

れを言ってるわけです。ほんとに女性問題を解決

しようと思えば、この泉南市で今何が起こってる

のかということをきちっと把握していただきたい。

そのために必要なことです。

それから、職員の方の意識調査によりますと、

その中で問題として私は答えていただきたかった

んですが、女性の職員の方は育児や介護、このこ

とをできるような状況がほんとに欲しいんだとい

うことが多数の意見でありました。それから、女

性プランそのものについて知らないと答えた人が

たくさんおりました。これは市の職員の方ですら

女性プランのことを知らない結果が出てるでしょ

う。時間がありませんからゆっくり論議する時間

はありませんけれども、そういうことでは困るわ

けですわ。働く人たちが子供を預けてる保育所の

保母さんが、女性プランを知らないというような

人の数が多かったですね。これはもう本当にショ

ックでした。

それから男女雇用機会均等法、この法律も知ら

ないという方がたくさんおりました。これは現業

の職員の方もそうですし、これはアンケートの結

果が出たらわかることですから。

それから、もう１つ、泉南市の職員の中でセク

ハラの問題がやっぱりアンケートの中には結果と

して、抗議もできないで、もうそのままに済まし

たという女性職員の方の声もありました。やっぱ

りそういうことが起こると、本当に自分のやりた

い仕事、楽しく仕事をしたい、市民のいろんな要

望にこたえていろんなことをやりたいと思っても、

その仕事に熱を入れられないような状況が起こっ

ては困りますからね。アンケートの結果をしっか

りと分析していただいて、問題点を解決していく

という方向でお願いします。

セクハラの問題で１つ言いましたら、きちっと

そういうことが一切泉南市の職場で起こらないよ

うに、セクハラ防止対策委員会でも推進委員会で



も、いろいろ名前をつけてくれたら結構ですけど、

そういうものもつくったらどうかなとか、いろい

ろ女性政策推進委員会というのができてるわけで

すから、それが全然機能していない状況では困り

ますので、ぜひ今のこの時点でしっかりと問題意

識を持って取り組んでいただけるようにお願いし

ます。

まだ１分ほどありますので、お答えくれますか。

一言言うてください。

○議長（薮野 勤君） 大浦人権推進部長。簡潔に

お願いしておきます。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 先ほど松本議員か

ら申されました件につきましては、人権推進部女

性政策担当といたしまして、十分にその意図を踏

まえまして処理をしてまいりたい、検討してまい

りたいと、このように考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 以上で松本議員の質問を終

結いたします。

これにて一般質問を終結いたします。

以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。なお、次回本会議は来る１５日午前１０時か

ら継続開議いたしますので、よろしくお願い申し

上げます。

本日はこれにて散会といたします。御苦労さま

でした。

午後２時３３分 散会

（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 角 谷 英 男

大阪府泉南市議会議員 西 浦 修
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