
午前１０時５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２１番 北出寧啓君、２

２番 林 治君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、付託議案第１９号 平成９年

度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定につい

てから日程第２１、付託議案第３８号 平成９年

度大阪府泉南市水道事業会計決算認定についてま

での以上２０件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました平成９年度泉南

市各会計決算認定２０件に関し、委員長の報告を

求めます。決算審査特別委員会委員長 真砂 満

君。

○決算審査特別委員長（真砂 満君） おはようご

ざいます。議長から指名を受けましたので、過日

の定例会におきまして決算特別委員会に付託を受

けました平成９年度大阪府泉南市一般会計決算を

初めとする各会計決算の合計２０件につきまして、

その決算審査の結果報告を申し上げます。

本決算特別委員会は２月１日から２月４日まで

の４日間の日程で開催され、不肖私が委員長に、

そして副委員長に松本雪美委員が互選され、その

任につかせていただきました。どういうわけか本

特別委員会の正副委員長の就任には、各委員の奥

ゆかしさかどうかはわかりませんが、積極的な就

任がございませんでして、運営に協力をいただく

ことをお願いをし、就任をいたしたわけでござい

ます。議長選の際にもぜひそうしたスタンスで各

議員が臨まれることを切に期待をいたすところで

あります。

さて、その中身でございますが、まず一般会計

分の歳入から審査を行い、歳出部門に移りました。

続いて、樽井地区財産区会計から水道事業会計ま

での各財産区会計及び特別会計決算１９件につき
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まして、順次審査を行いました。全会計に対する

個々の審査を終了し、その後に市長の出席を求め

て総括質問を行い、順次討論、採決に入りました。

そのうち討論のあった会計は、一般会計、国民

健康保険事業特別会計及び下水道事業特別会計で

あり、それぞれ採決をした結果はお手元に御配付

をさせていただいておりますとおり、賛成多数を

もって原案どおり認定可決されました。

以上が結果についての報告でございますが、決

算審査の経過概要並びにその結果の報告は、さき

にお配りさせていただきました委員長報告書のと

おりでございますので、その点御了承いただきた

いと思います。

本特別委員会では、各委員とも慎重かつ精力的

に審査をいただいたこと、そして委員会運営に御

協力を賜ったことをあわせて御報告申し上げたい

と思います。

今回の委員長報告が従前にない形での報告とな

りましたが、議会事務局の皆さんに御迷惑をかけ

ないという前提での報告でございますので、この

報告のあり方についても御意見を賜りたいと思い

ます。

議員各位には委員会同様御理解を賜り、御賛同

いただきますようお願い申し上げ、御報告とさせ

ていただきます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） ただいまの委員長の報告に

対し質疑を行います。質疑はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 私、議員にならしていただ

いて初めて決算委員会の報告が事前に文書で配ら

れたということは、大変意味のあることだと思い

ます。議員が事前にそういう資料が配られて、そ

して十分に議論ができるということで、委員長の

リーダーシップに大変感謝を申し上げます。

ざっと読ましていただきまして、そういう議論

があったというだけの報告……（林 治君「議事

運営について」と呼ぶ）報告があるわけなんです

けども、もう少し中身を書いた報告書にしてもら

わないと、そういう議論があったというだけでは

市民が後で議事録を読んでも、一体どういう中身

なのかということがなかなかわからない内容では



ないかなと思うので、もう少し委員会での質疑の

中身をやはりここに書いていただく必要があるん

じゃないかなということを１つ思いました。

そういう点で、委員長、初めてのこういう提案

の仕方というんか報告の仕方でありますから、い

ろいろ気を使われたこともあるし、また配慮され

たところもあると思うんですが、そういう点で委

員長もこの報告書を提出するに当たって、中身に

ついてどういう指示をされ、どういう課題なり問

題点があるのかをちょっと御報告いただきたいと

思います。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 委員長からは９年度の決

算審査をしたという報告で、あとこの文書で、こ

れ何ですか、１ページのことはそのままで、２ペ

ージからのことを省略をしたということなんです

か。ちょっとその点がはっきりしないんですね。

ここは議場ですから、今のこの発言は議事録に

とどめ置かれておると思うんですが、結局決算審

査の中身というのは、確かに事前に文書では配ら

れておりますが、議場での報告は全くないわけで

すね。このままではね。ないというのと一緒なん

ですよ。そういうことで果たして、議長、いいの

かどうか。ないものを質疑するということになる

んですよね。これは事前に何らかの対応措置をき

ちっとしておいた上で、その上でこういうことが

実際可能であればそうすると。本会議場でそのこ

とについて問わなければならないということ自体、

議長の運営が問題なんですよ。

○議長（薮野 勤君） 議会の運営は議長にござい

ますけれども、委員長の審査につきましては特別

審査委員会の方へ付託いたしまして、委員長の権

限でもちましての報告でございます。会議規則３

９条によりましてそのことの規定がございます。

それにつきましては、ただいま申し上げたとおり

でございまして、内容につきましての問題がある

とすれば、委員長に対しての御質問をいただいた

ら結構かと思います。林君。

○２２番（林 治君） いや、内容に問題があれ

ばじゃなしに、その内容が議場では正規に報告を

されていませんよと言うてるんです。それで問題

があれば質疑せえというのは、議長自身そんなこ
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とを言えば、これはやっぱり問題です。内容が報

告されておらないのに何を質疑するんですか。議

長、決算委員会に付託審査お願いしてることはそ

ら事実ですよ。そのことはだれも、そんなもの今

ごろしていないなんて言うてるんじゃないんです。

その報告のあり方を問題にしてるんですよ。

だから今、本会議場で、それをひもといてごら

んなさい。それは何も出てないんですから。だか

ら、そのことも何もなしのままで、これ質疑はや

れったって、やる方もおかしくなるし、報告して

ないんですから、中身は。そらそういう議事の運

営というのはあり得ないですよ。

これまでにも、この議場がここで使われてから

も、この決算の審査についての報告について認め

るか認めないかということから含めて、大変なこ

とがあったんですよ、過去には。それはきちっと

そこのところは議長、ちゃんと事前にですね。こ

れは余り会議録に載るような形でいつまでも議論

してるわけにいかん問題ですよ。

○議長（薮野 勤君） ただいま林君の方から、委

員長の報告の内容の読み上げがないということで

の運営についての問題でございますけれども、先

ほど申し上げましたように、委員長の方でさきに

その内容につきましては詳しく記載の上、１つの

参考内容としてのお配りをしてあるという措置を

しております。それにつきましては、ここで議事

録に載る載らないの問題ではないと、このように

も考えます。

それと同時に、委員長の方からそのような取り

扱いをひとつ願いたいということでもございます

ので、その報告の内容につきましては委員長の権

限でもございますので、そのような運営をひとつ

図ったわけでございます。

今、過去には重要な問題が提起したこともあっ

たと。私の記憶しておる限りでは、本会議の中で

決算の報告をただいまのような形で、内容も配付

されないままに省略されたという経過もございま

すので、私の方でそのような運営の中で判断をさ

せていただいたと、こういうことでございます。

林君。

○２２番（林 治君） いや、議長のお考えで進

めるとやっぱりぐあい悪いですよ。だから、報告



書があるんですから、その報告を読めば議事録に

載るわけですから、その上でそれに対する質疑と

いうのが普通の話です。ここは議場なんですよ。

載ってないものを報告があったというふうに認め

よというのは、それは議長がそういうふうに考え

てやること自身がおかしいんですよ。これは事実

載ってないんですから、きょうの議事録に載って

ないんですから。これが報告書だというんなら、

きちっと読み上げてやるというのが普通の話です。

過去の話で議長がおっしゃいますが、例えば代

理でだれかが読むとかいうことは私も記憶してま

す。委員長が読めないんなら、その理由を明らか

にして代理で読んでいただいたらどうですか。

○議長（薮野 勤君） ただいまも議事録の掲載が

ないということで、議長の方で判断して、それを

審査できないというふうな発言でございますが、

先ほどから申し上げますとおりに、日程の変更で

はございません。委員長の報告に関する問題でご

ざいますので、委員長の扱いの方で、私の方でそ

のような１つの議場の中で運営を図らしていただ

いておることでございますので、よろしく御了解

のほどお願いいたします。

〔和気 豊君「議長、議事運営」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 極めてこれは議長の議会

運営にかかわる問題だというふうに私は思います。

通常、付託案件については、その付託の中身をい

わゆる当該の付託された委員会の代表者が報告を

して、そして質疑に供する、討論、採決、こうい

う議会運営のルールですね。これを今回も議長が

お守りになるのかどうか。これは極めて議長の議

会運営にかかわる問題だと、私はそういうふうに

思います。簡単なことです。

それで、真砂さんも以前に百条調査委員会の中

間取りまとめの報告をされました。そのときには

文書も出されておりましたし、その文書に基づく

詳細な報告が口頭でなされました。そして、質疑

を保障されたわけであります。そういう審議の場

である本会議、質疑を最大限に保障しなければな

らない本会議の場で、質疑に供するその前段のこ

とを省略されるというのは、これは極めて問題が

多いことではないかと、こういうことで、議長の
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本案件に対する取り扱い、これを私はお願いをし、

発言を求めたいと思います。

○議長（薮野 勤君） このままで暫時休憩いたし

ます。

午前１０時２０分 休憩

午前１０時２１分 再開

○議長（薮野 勤君） 会議を開きます。

ただいまの議事進行につきまして、委員長の見

解を問います。真砂君。

○決算審査特別委員長（真砂 満君） 今回、異例

な形での報告に対しましてさまざまな御意見をい

ただきまして、貴重な時間をいただいてるところ

でございます。その点についてはおわびを申し上

げたいというふうに思います。

ただ、今林議員、和気議員の方から発言があっ

た趣旨については十分理解をいたすところでござ

いますけれども、現実問題としてどうでしょう、

皆さん、ここで委員長報告として早口で１時間半

もしくは２時間ぐらいざあっと読み上げて、一体

ほんとの中身がわかるでしょうか。

私は、事前にその委員長報告書を提出すること

によって、その中身を十分に各議員さんにお示し

をし、御理解をいただき、そのことをもって議論

していただく方がいいんじゃないのかなというふ

うに考えまして、今回そのような形での報告をさ

していただいたわけでございます。その辺の趣旨

については皆さんで御検討いただきたいというふ

うに思います。

以上でございます。

〔林 治君「議長、議事運営について」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 今委員長が言われた事前

に報告書を出したというのは、これは決算委員会

にこれからこういう真砂委員長のやられた方向に

ついては、私はよいことだと思いますよ。だから

といって、それがこの本会議場できちっと報告し

ないということとのかかわりは、全く違う問題な

んです。そこをごっちゃにして、さきに出したか

らいいんではないかというような理屈は、これは

私は通らんことだと。

だから、きちっと委員長はここで報告して、そ

れを受けて質疑があれば質疑すると、こういうふ



うにするのが普通の話です。でないと、これから

議場で、市長が市政運営方針も早くから出してま

すから、それも市長も出してあるから一言言うて、

もう出してますのでよろしくというような話にな

ってくると、全部そうなんですよ。同じことなん

ですよ。議場というのはそんなもんです。市長は

早くから家まで送ってくれますよ、市政運営方針

については。

議長、こういう問題はきちっと事前によく議論

をして、どう扱うかということはやるべきです。

でないと、本会議場でこういう議論をしなきゃな

らないということ自身もおかしいんです。きちっ

とやるべきです。

〔南 良徳君「議長、議事運営」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 今いろんな御意見もある

ところでございますけども、休憩をとっていただ

いて議会運営委員会を開催していただきたいとい

うふうに要望いたしますので、よろしく御配慮お

願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 暫時休憩いたします。

午前１０時２５分 休憩

午前１１時 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの委員長報告につきましてでございます

が、議会運営委員会の協議の結果といたしまして、

今回の委員長報告につきましては慣例どおり内容

の報告を受けたいということに決定を見ていただ

きましたので、そのように計らってまいります。

真砂君。

○決算審査特別委員長（真砂 満君） 大変貴重な

お時間を拝借いたしまして申しわけございません。

意図と違う方向に進みまして、かえって迷惑かけ

たようでございます。申しわけございません。早

速報告をさしていただきたいと思います。

過日の定例会において本決算特別委員会に付託

を受けました平成９年度大阪府泉南市一般会計決

算を初めとする各会計決算の合計２０件につきま

して、その決算審査の経過概要並びにその結果の

御報告を申し上げます。

初めに、本決算に当たりましては、４日間にわ
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たる日程のもと慎重かつ精力的に審査をいたしま

したが、報告に当たり多少報告漏れがあろうかと

存じますが、その点よろしく御了承賜りますよう

お願い申し上げます。

なお、審査の結果につきましては、皆様方のお

手元に御配付いたしております委員会審査報告書

のとおりでございますので、御参照賜りたいと思

います。

さて、本決算特別委員会に審査を付託されてお

ります平成９年度各会計決算につきましては、過

日、２月１日から２月４日までの４日間にわたり、

委員及び市長以下関係理事者の出席のもとに開催

し、各会計決算の各分野において慎重なる審査を

行いました。

それでは、これより順次各会計ごとに区切って

御報告を申し上げますが、主要施策の成果説明の

説明部分と重複する質疑においては、一定省略さ

せていただきますので、その点御了承賜りたいと

思います。

それでは、まず一般会計分の歳入から審査の概

要を申し上げます。

初めに、平成９年度における市税の徴収率、及

びその中で関空関係分を除いた徴収率、並びに特

別徴収、普通徴収分の徴収率は幾らか示されたい

との問いに、徴収率については８３．６２％、関空

関係分を除く徴収率については７８．０２％であり、

市民税現年度分については特別徴収分９９．７１％、

普通徴収分では７９．７４％であり、あわせて法人

税現年度分の徴税率９７．９４％であるとのことで

した。また、徴収率については、対前年度比で２．

６３％の減であるとのことでした。

なお、徴収率については、以前から事あるごと

に指摘されてきているところであるが、今年度の

徴収率８３．６２％は府下でも低位であり、その原

因はどのように考えているのかとの問いに、主た

る原因については正確に出ないが、考えられる要

因としてはバブル経済の崩壊により長期にわたる

景気の低迷が継続し、その回復が不透明であり、

特にその中にあって企業の倒産、リストラ等が消

費の拡大を抑えることにより、市税を取り巻く環

境に影響していると考えており、あわせてその中

で特に本市では中小零細企業が多く、地場産業で



ある繊維産業の衰退が、昭和６０年当時で工場３

６２社が平成７年統計では１８０社となり、従業

員数でも４，３２７人が１，７７３人に減少しており、

出荷額等においてもその落ち込みが顕著にあらわ

れており、さらに納税方法についても全納から分

納にと変わり、その上、企業の縮小、リストラ、

閉鎖等による退職により、納税者に対する納税形

態が特別徴収から普通徴収に変わった点等々が徴

収率に悪影響しているのが大きな原因であると考

えているとのことでしたが、この答弁を聞くとき、

何もそのことだけが徴収率を低くしているもので

はなく、バブル経済の崩壊、経済不況は承知して

おり、他市においても条件は同じであり、さらに

一歩進んだ努力が必要と思うので、今後の対応と

して市民のコンセンサスが得られるよう種々研究

して徴収率向上に努力してほしいとの意見があり

ました。

また、収入未済額にあっては前年度決算より３

億６，０００万円程度増加し、不納欠損については

倍増しているが、何も手段を講じないままほうっ

ておけばおのずと５年で時効の対象になり、今後

バブル期の滞納分が時効の対象となってくると思

うが、本決算によれば市税の収入未済額が総額で

２０億円となり、近隣市との予算規模及び収入未

済額と比較すれば、本市の場合、予算規模に対し

収入未済額が多く、その原因は経済の長引く不況

との説明であるが、現在の経済不況は本市のみで

なく、この問題を放置すれば数値的にさらに悪化

し、このままでは徴収率８０％も確保できないの

ではないか、その点どのように考えているのかと

の問いに、これについては、一般的にバブル経済

崩壊だけでは済まされないと思慮しており、特に

滞納処理に当たっては工夫を凝らし対応に努める

べく、その一策として夜間に幹部職員の臨戸徴収

を実施し、一定効果も出ており、不名誉な地位を

できるだけ早く挽回するよう努力していく考えで

あるとのことでした。

また、徴収率の向上については、担当課の日夜

の努力は理解するが、その成果が数値としてあら

われてこない上、臨時徴収として管理職による臨

戸徴収を行っているが、年間を通じて実施しない

と効果は出ないと思うが、それには特別なチーム
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をつくるなど職員体制の見直しを行う考えはない

かとの問いに、現在限られた人数で職員が臨戸徴

収に当たっているが、職員の増については今後検

討していく必要があると思うが、現状では特別チ

ームをつくるというような大幅な人員増は困難で

あると考えているとのことでした。

さらに、平成１０年度において法的措置をとら

れた件数は３２２件ということで、納税者に厳し

い対応をしていることは一定理解できるが、それ

にかかわって他市における法的措置の状況を把握

しているのかとの問いに、これについては個人プ

ライバシーに係る関係上、情報交換等はできない

のが実情であり、把握していないとのことでした。

さらに、泉南市に行けば市民としての義務から

逃げられるというようなことが言われないよう、

理事者のモラルの向上と意識改革が絶対必要との

強い意見がありました。

次に、地方譲与税の減収となった主たる内容を

具体的に示せとの問いに、地方譲与税の消費譲与

税については平成８年度までの制度であって、平

成９年度より地方消費税交付金制度が創設された

関係上、減となっているものであり、その内容と

しては、消費譲与税については平成８年度は約２

億６，０００万円、平成９年度は約９，０００万円と

なっており、その差額約１億７，０００万円が減収

となるが、その減額分については、地方消費税交

付金として臨時税収補てん債３億４，２６０万円を

発行し、一般財源として執行されたとのことでし

た。

次に、本市の経常収支比率が平成９年度におい

て１０３．５％という現状から見て、既に投資的経

費に一般財源を充当できない厳しい状況になって

いると思うが、その状況を示せとの問いに、市債

の状況としては平成９年度末で約２４７億３，５０

０万円となり、経常的収入でもって人件費等の義

務的経費を賄わなければならない状況であり、こ

れまで起債、基金の取り崩しで対応してきたのが

現状であるとのことでした。

次に、使用料全般に係る問題として、住宅使用

料等の収入未済に対する対応はどのようにしてい

るのか。また、同和住宅使用料で、現年度分が既

に収入未済が出ていると聞くが、市はどのような



対応をしているのか示せとの問いに、平成９年度

における同和住宅の滞納件数は５７件であり、平

成９年度決算以降に過年度分の徴収を行ったとこ

ろ、一定の成果が出ているところであるが、今後

とも集金人に対する指導監督を十分行い、滞納額

並びに件数が減少するよう鋭意努力していく考え

であるとのことでした。

なお、家賃が未払いとなっている方については、

法に基づき毅然たる態度で取り組んでいきたいと

のことでした。

また、総務使用料のうち庁内食堂使用料につい

ては、平成９年度末で滞納額が１５５万円となり、

現在まで再三にわたる話し合いを行うとともに、

あわせて各市の食堂の状況を調査しており、早期

に円満解決が図れるよう努力していくとのことで

した。

さらに、保育所保育料で滞納額がふえているが、

その内容について示せとの問いに、保育料につい

ては、今決算において４２３万８，０００円の収入

未済があり、前年に比し１８０万円増加している

のが現状であり、収入未済の現年度分については、

保護者に対して保育料の納入文書を通知し、鋭意

徴収に努力しているとのことでした。

以上が、歳入部門における質疑の主たる概要で

ございます。

続いて、歳出部門について御報告申し上げます。

まず、議会費について申し上げます。初めにＣ

ＡＴＶで本市議会の会議風景を放映することにつ

いては検討しているのかとの問いに、現在ＣＡＴ

Ｖ事業については、貝塚市、泉佐野市、熊取町、

田尻町、泉南市の３市２町で放映しており、平成

１１年の４月から阪南市、岬町についても放映を

予定しているところであり、御指摘のＣＡＴＶで

の本会議の会議風景の放映の件でありますが、今

のところ３市２町では同じ番組を放映している関

係上、個々の市に個々の番組を放映することがで

きない状態にあるとのことでした。

次に、旅費のうち費用弁償の内容を示せとの問

いに、その内容については、各会派、常任委員会、

及び特別委員会の行政視察に係る旅費、並びに議

長会関係旅費であるとのことでした。

次に、負担金及び補助金について、その内容を

－２２４－

示せとの問いに、まず負担金については全国市議

会議長会を初めとする各種議長会及び協議会加盟

による負担金であり、その積算についてはいずれ

も人口割、均等割等により負担配分された金額で

あり、補助金については市政調査研究費補助金、

及び市議会運営費補助金であるとのことでした。

このほかに、食糧費、議会図書購入費について

若干の質疑がありました。

次に、総務費について申し上げます。まず初め

に、空港連絡南ルートに関する調査に係る調査委

託料について、調査の成果を具体的に示せとの問

いに、この調査については、南近畿の発展、繁栄

と災害時の安全性の確保のため、平成７年度から

大阪府との共同で行っているものであり、平成７

年度は４つの視点で分析をし、平成８年度はその

視点に基づいていろいろな指標、具体的事例を加

味して調査を行い、平成９年度は、平成７年度及

び平成８年度の調査を踏まえて、地域側の受け入

れ条件と空港側の受け入れ条件といった２つの大

きな観点から調査を行っているとのことでした。

これに対し、この調査委託に１００万円を要し

ているが、将来的に空港連絡南ルートが実現する

可能性についてどう考えているのかとの問いに、

南近畿の発展、繁栄と災害時の安全性の確保、地

域整備計画、空港全体構想の実現等、そういった

もろもろの点から考えると、代替機能としての連

絡ルートが必要であると考えているところであり、

大阪府もこのような認識のもとに、大阪湾臨海整

備計画に南ルートを取り入れるとともに、国への

要望事項にも盛り込み、さらに昨年秋には、泉州

９市４町で構成する関西国際空港連絡協議会の国

への要望事項にも初めて盛り込まれたとのことで

した。

ちなみに、平成７年度から大阪府と共同で行っ

てきた南ルートの調査については平成１０年度で

終了するが、今後はこの成果をもとに、さらに一

歩踏み出した形で南ルートアクセスの早期実現を

目指し、さらに積極的に要望活動に取り組んでい

く考えであるとのことでした。

次に、ワードプロセッサー借上料及びパソコン

借上料について、各款にわたって記載されており、

合算するとかなりの金額になるが、全体的に把握



をしているのかとの問いに、各部課単独で借り上

げているもの、また個人で持ち込んでいるものな

どがある関係上、全庁的には把握できていないが、

今後ワープロ及びパソコンについては全庁的に把

握していく考えであるとのことでした。

これに対し、全庁的に行財政改革に取り組んで

いる中で、全体的に把握していないということは

問題であり、今後の効率的な財政運営の点からも、

ワープロ及びパソコンの借上料の総合計金額を把

握しておくべきであるとの意見がありました。

次に、財産管理費の中の備品購入費について、

その内容を示せとの問いに、これについては老朽

化が著しい公用車の廃車を行い、新車を購入した

ものであるとのことでした。

これに対し、本市はかなりの台数の公用車を所

有しているが、排出抑制等の観点から市として低

公害車を積極的に推進していくべきであると思う

が、一定購入計画についてはどうなっているのか

との問いに、現在低公害車としては、電気、天然

ガス、メタノール、ハイブリッド等の各自動車が

あり、排出抑制等の観点から、生活環境及び地球

環境の保全、並びに健康の保護を図る目的として、

行政が率先して低公害車の推進を図っていくべき

であるという認識を持っているが、これらの各自

動車については価格及び改造費等においてコスト

が高く、さらに燃料補給施設等のインフラの未整

備等がある関係上、低公害車の推進が図られてい

ないのが現状であるが、市としては財政状況等を

勘案した中で、軽四輪車の購入を計画していると

ころであり、今後ともコスト面、及びインフラ整

備の実情を見ながら低公害車の購入を図っていく

考えであるとのことでした。

次に、人権啓発費の中の報償費について、その

内容を示せとの問いに、これについては人権啓発

課で所管している同和問題、障害者問題、在日外

国人問題、女性問題の啓発に係る講演会等の講師

に対する謝礼であるとのことでした。

また関連して、女性政策の実施計画について、

その進捗状況を示せとの問いに、本市の女性プラ

ンは女性政策の目標あるいは重点方針等々を体系

化したものであり、現況としては厳しい財政事情

の中ではあるが、施策の把握、体系化を通して実
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施に向けて計画しているとのことでした。

これに対して、大阪府下のどの市においてもし

っかりとした位置づけをもって女性政策を進めら

れており、本市においても他市におくれをとらな

いよう、女性政策の実施計画については早急に行

うべきであるとの意見がありました。

次に、駐車場管理業務委託料について、その内

容を示せとの問いに、これについては泉南市駐車

場条例第１５条に基づき、平成８年７月より泉南

市同和事業促進協議会に地区内市立駐車場管理業

務を委託しており、具体的な内容は駐車場使用料

の収納業務、駐車場の巡回監視業務、駐車場の清

掃業務、軽微な補修であり、管理業務委託前と現

況を比較すると、適正な使用状況が確保され、良

好な環境保全がなされており、ちなみに使用料に

ついても常時完納されているとのことでした。

次に、民生費、衛生費について、一括して申し

上げます。

まず、民生費の中で傷痍軍人会、軍恩連盟、遺

族会運営補助金について、過去の戦争については

いろいろ議論のされているところではあるが、平

和な社会を築くためにどのような事業がなされて

いるのか、また予算執行に当たっての考え方を示

せとの問いに、恩給受給、改定時の説明及びその

取り扱いの説明並びに研修会への参加の呼びかけ

や追悼式の実施等が主な内容であり、考え方につ

いては、さきの大戦で不幸にして傷を受けた方、

死亡した人たち、またその家族に対して一定の補

助をしているものであるとのことでした。

次に、寝たきり老人無料調髪委託について、そ

の実態を示せとの問いに、寝たきり老人１名につ

き年３回を限度とし、市内の理髪組合に加盟され

ている方に訪問していただき実施しており、ちな

みに平成９年度は対象者１１５名のうち１７名の

利用があったとのことでした。この事業について

は、もっと利用率が高くなるよう努力を願いたい

との意見がありました。

次に、扶助費の在日外国人給付金について実態

を示せとの問いに、昭和５７年１月１日に国民年

金が改正され、外国人に国民年金が支給されるよ

うになったが、適用されなかった方１５名に対し、

月額１万円を支給したとのことでした。



次に、施設入浴サービス事業について状況を示

せとの問いに、在宅で入浴困難な方を対象として、

送迎にて入浴サービスを７月までの３カ月間実施

していたが、総合福祉センターがオープンしたこ

とに伴い、同センターでのデイサービス事業とし

て入浴サービスが受けられるようになったとのこ

とでした。

次に、老人クラブ運営補助金について、１クラ

ブ５０人未満であれば補助金が支給されないと聞

くが、その実態と考え方を示せとの問いに、現在

６５クラブで３，６４４名が加入されており、その

活動費として５５９万５，０００円を老人クラブ連

合会に補助しているもので、このことについては、

行政だけでなく、連合会の中でも検討していただ

かねばと思っているところであるとのことでした。

なお、現実に５０名未満のクラブもある中で、

人頭割の検討を願いたいとの意見がありました。

次に、衛生費については、市内における公害の

実態件数と苦情等の現況に対する市の対応を示さ

れたいとの問いに、公害に対する苦情の実態とし

て、前年未解決５件を含め８２件のうち、本年度

解決した苦情等は７２件となっており、その苦情

等の内訳については、大気汚染２２件、水質汚濁

３件、騒音問題３件、悪臭問題２件、その他とし

て５２件となっております。

また、公害問題に対する市の対策として、窒素

酸化物に伴う光化学スモッグ対策、河川汚濁に対

しては、水質検査を市内７河川、８地点で毎年河

川水質検査を実施しており、騒音問題については、

その関連会社に立入検査により指導を行っている

とのことでした。

次に、し尿処理場関係について、放流水の水質

とその対応について示されたいとの問いに、し尿

処理場の放流水の水質検査については月２回実施

し、その結果については基準値以下となっており、

今後もよりきれいな水を放流できるよう努めたい

とのことでした。

さらに、し尿処理場の稼働率について示された

いとの問いに、現在の稼働率については、施設の

計画処理量は、汚水処理、日量１００キロリット

ルで現在の処理量が平均８６キロリットルである

ことから、処理場の稼働率は８６％程度となって
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いるとのことでした。

次に、市内の排水を中央ポンプ場１カ所に集中

放流することは非常に汚い。現在排水規制は５０

立方メートル以上であるが、一般においては規制

がない状況で、将来の環境保全から市において自

主的に規制を行ってはとの意見がありました。

次に、不法投棄の現況について示されたいとの

問いに、不法投棄の件数としては３４件であるが、

その投棄場所として山間部及び市内の空き地が中

心であり、その対応として清掃をシルバー人材セ

ンターに委託し、処理しているとのことでした。

次に、清掃事務組合負担金について関連として、

清掃事務組合において公害対策としてバックフィ

ルター等の設置を考えているとのことであるが、

近隣市町において、清掃工場の移転を計画されて

いることに関連し、本市も広域行政の一環として

その計画に参画できないのか、その考え方を示さ

れたいとの問いに、移転計画は聞いているが、現

在のところ計画当時よりごみの減量化により、既

設での運営を考えているとのことでした。

また、ダイオキシン対策としてバックフィルタ

ーを設置し対応を考えており、近隣の計画等を待

っておれない状況であるが、今後検討し、内容等

を勉強していきたいとのことでした。

次に、有価物集団回収奨励金について、現在の

状況を示せとの問いに、有価物の回収については、

資源の有効利用の観点から市内の各種団体に対し、

新聞、雑誌、缶・瓶類の有価物の回収を願い、そ

の補助として１キロ当り４円の奨励金の支給を行

っており、ちなみに平成９年度有価物の回収量と

して１，１０７トンあったとのことでした。

その中で、財政問題として困難な面はわかるが、

ごみの減量化、有効利用の観点から、その価格差

が大きく、今後検討を願うとの意見がありました。

次に、泉南聖苑の委託料についての内容を示さ

れたいとの問いに、泉南聖苑の基本計画について

は、候補地として４カ所選定し、アセス等、種々

検討を行い、地元同意に向け、現在地元説明会の

開催及び他市の施設見学等を予定し、地元に具体

的案の説明に努め、早期に具体化できるよう努め

ているとのことでした。

続いて、農林水産、商工、土木費について申し



上げます。

まず、（仮称）農業公園整備事業についてであ

りますが、本市の財政状況から考えて縮小、削減

すべき時期に来ていると思うが、その点どのよう

に考えているのか、また泉南南部地区（９）工区

工事委託料、並びに（財）大阪府農とみどり環境

公社補助金について、それぞれ内容を示せとの問

いに、平成９年度末においては工事費の事業費べ

ースでの進捗率は２０％、また用地買収について

はおおむね１００％完了し、全体の進捗率として

５７％となり、ちなみに、平成１０年度の進捗率

は全体で６１％となる見通しであり、事業面積に

ついても当初の１９ヘクタールからことし１４ヘ

クタールに見直し、市の農業公園エリアにおいて

も、施設を取りやめるということではなく、例え

ば総合管理センター等の事業費を見直す中で、そ

の施設の内容について精査していく考えであると

のことでした。

また、泉南南部地区（９）工区工事委託料の内

容については、平成８年度に引き続き、事業の円

滑化及び経費削減の観点から、（財）大阪府農と

みどり環境の整備公社と本市との工事施工場所の

重複部分については当該公社に委託しているとの

ことでした。

さらに、（財）大阪府農とみどり環境の整備公

社補助金の内容としては、花卉団地部分の造成工

事に対し、単年度の事業費の１割を補助している

とのことでした。ちなみに、現在９軒の農家が農

業公園への入植を希望しているとのことでした。

次に、農業振興費の報償費で立毛品評会賞品代

とあるが、その内容を示せとの問いに、これにつ

いては市の農産物の主要１０品目、タマネギ、ミ

ズナス、フキ、里芋、ブロッコリー等の品評会で

の賞品代であるとのことでした。

これに対し、農産物の品評会ということであれ

ば、行政において負担するのではなく、農協の方

でするべきではないかとの問いに、これについて

は、団体育成という観点に立って行っているとの

答弁がありました。

次に、松くい虫被害対策委託料について、毎年

委託という形をとっているが、この委託先及びそ

の事業内容を示せとの問いに、事業の委託先につ

－２２７－

いては、シルバー人材センターであり、事業内容

としては、枯れた松の木を切り出すことにより松

くい虫被害の拡大防止に努めているとのことでし

た。

これに対して、これと同様な事業を林野組合で

も行っていると聞き及んでいるが、その点重複す

るところはないかとの問いに、これについては本

市分の事業区域としては、青少年の森付近であり、

事業区域等において林野組合との重複箇所はない

とのことでした。

次に、海岸美化清掃作業委託料について、この

内容を示せとの問いに、これについては樽井漁港、

岡田漁港周辺の清掃作業であり、月４回から６回

程度実施しており、その委託先については、シル

バー人材センターであるとのことでした。

これに対し、ごみの清掃や草刈り等にあっては、

本市の財政状況からして何も公金ばかり支出する

のではなく、やはり市民の皆様方にも応分の負担

をしてもらう時代が来ていると思う。受益者負担

ということも十分頭に入れるとともに、今後はそ

の方向に切りかえていくべきであるとの意見があ

りました。

次に、ため池改修事業について、今後の計画を

示せとの問いに、これについては順次整備を進め

ているところであるが、この事業の進捗状況とし

ては、本田池、座頭池、イヤカサ池については既

に完了し、君が池については平成１０年度で完了

予定であり、また双子池、鬼木池については現在

工事を継続中で、道光寺池については平成１１年

度より事業を実施する予定であるとのことでした。

また、関連事項として、ため池防災テレメータ

負担金とあるが、この設置数及び設置基準を示せ

との問いに、これについては市内に１００余りあ

るため池のうちで７基設置しているところであり、

その設置基準については、ため池の貯水量等によ

るとのことでした。

次に、中小企業経営安定資金融資利子補給金の

内容及び実績を示せとの問いに、これについては

市内中小企業者で府融資制度の経営安定資金融資、

緊急経営対策特別融資、緊急支援特別融資を受け

ている者に対し、５００万円を限度として、１％

相当の利息額を補給するものであり、平成９年度



の実績としては１２８件であるとのことでした。

次に、商工振興費で産業振興センター機能研究

調査委託料とあるが、本市の地場産業である繊維

業が衰退している状況から見て、果たしてこれか

ら現状に即した調査であるのかとの問いに、これ

については平成３年度より整備のため調査検討を

行っているが、当初の計画策定時と現在では社会

経済状況等に大きな変化が出ており、今後につい

てはセンターを取り巻く諸状況を勘案し、設立に

向けて引き続き関連機能調査を行っていく考えで

あり、平成９年度については、業務支援サービス

の観点から、りんくうタウンの最近の動向等を踏

まえた上で、必要とされる導入機能の検討を行い、

現時点での考えとしては、各事業主体、事業方式、

事業規模など全体構想を実現するための段階的な

事業の組み立て等の概略検討を行っていく考えで

あるが、以前より整備の必要性が高まっており、

なおかつ数億程度でできる商工会館等の整備を考

えているとのことでした。

次に、商工会補助金について、商工会に対し補

助を行うことにより、どのような効果があると考

えているのか示せとの問いに、商工会については

商工会の組織等に関する法律に基づき設立されて

いる団体であり、地域の総合的経済団体として、

地域商工業全体の改善、発達を図ることを主たる

目的として事業活動を行い、特に効果という点で

は経営改善普及事業や地域総合振興事業等を実施

し、経営相談サービス、講演会等の開催、情報の

収集・提供、調査研究や商工業振興対策等を行い、

一定事業の充実が図られていると認識していると

のことでした。

また、関連事項として、商工会への加盟率が５

０％程度と聞き及ぶが、加盟率向上に向けてどの

ような指導を行っているのかとの問いに、これに

ついては御指摘のとおり、平成８年度における工

業統計調査によると、市内に２，３１０社ある中で

商工会に加盟しているのは１，１６６社であり、そ

の加盟率については５０％程度という状況であり、

今後の指導については、経営が厳しく脱会する会

員もある中で、市内の大手スーパー内の小売店に

対し新規加盟の指導を行っていく考えであるとの

ことでした。

－２２８－

次に、道路維持費の工事請負費の中での防犯灯

工事と負担金補助及び交付金での防犯灯新設工事

とあるが、同様の防犯灯工事であるにもかかわら

ずなぜ２つに分かれているのかとの問いに、工事

請負費分については、ＮＴＴへの添架及び防犯灯

新設工事に伴うポールの支柱の工事であり、負担

金補助及び交付金分については、関電柱への防犯

灯新設工事に伴う関西電力への負担金であるが、

予算費目が２つに分かれている理由については、

関西電力分は受託工事の形態をとっているためで

あるとのことでした。

ちなみに、防犯灯設置に伴う要望件数及び実績

については、ＮＴＴ分で要望１３件に対し１０件

の対応をしており、また関電柱分については要望

４５件に対し３９件の対応をしているとのことで

した。

また、関連事項として道路上での車両の不法投

棄をよく目にするが、その点どのような対応をし

ているのかとの問いに、本件については道路管理

上、見つければ対応しているところであるが、そ

の手続上、所有者がわかれば問題はないが、所有

者が判明しない場合には複雑な手続を要するため

対応がおくれているのが現状であり、今後は所管

の警察とも連携をとって、適正な道路管理に努力

していく考えであるとのことでした。

次に、交通安全対策費の中で、地方バス路線維

持対策補助金とあるが、これについては市内のバ

ス路線である金熊寺線、鳴滝線、一丘団地線に対

する補助金であると思慮するが、そのうち鳴滝線

については、休止の方向で協議されていると聞き

及ぶが、その点行政としてはどのように考えてい

るのかとの問いに、これについては南海側の企業

努力として大型バスから小型バスへの転換、事業

所での職員の削減等がされた中にあって、乗車密

度が金熊寺線２．５人、鳴滝線１．０人、一丘団地線

６．１人という現状から、当初全路線を休止したい

との申し出があり、行政としては全バス路線の存

続をお願いしたが、一定鳴滝線については乗車密

度が１．０人であり、一日の乗降客の平均が１１人

と、行政としても休止はやむを得ないと考えてい

るとのことでした。

これに対し、例えばＪＲでは廃止した路線につ



いては第三セクターで運用しており、行政として

も一定そのような代替措置を考えるべきではない

のかとの問いに、市としては市民福祉の向上とい

う立場で南海と協議を行ってきたが、現時点での

代替措置ということについては、福祉センターの

循環バス、保健センターの循環バスがある中にあ

って、トータル的な検討が必要であると考えてお

り、庁内で組織するバス問題検討委員会において

鋭意よい方法を模索していく考えであるとのこと

でした。

次に、都市計画費の中に緑化基金への積立金と

あるが、この基金運用の内容を示せとの問いに、

これについては緑豊かな生活環境を創造するため、

（財）泉州都市環境創造センターよりの分配金を

泉南市緑化基金条例に基づき積み立てを行ってい

るところであるが、当面の間はポケットパークの

整備等を行っていく考えであるとのことでした。

これに対し、ポケットパークの維持管理の面で

余りにも放置されたままで、全然設置効果が上が

っていないと思うが、その点どのように考えてい

るのかとの問いに、これについては定期的に除草

等は行っているが、雑草の成長等が速く、作業が

追いつかないのが現状であり、今後は適正管理に

努めていく考えであるとのことでした。

次に、住宅費の報償費で、市営住宅管理人手当

並びに市営住宅家賃集金人手当とあるが、なぜ２

つに分ける必要があるのかとの問いに、業務内容

による区分けについては必要と考えているが、管

理業務の中でできる場合もあればできない場合も

あると思慮するものであり、ちなみに、平成１０

年度より市営住宅管理人手当並びに市営住宅家賃

集金人手当については廃止しており、市の方で直

接集金を行っているとのことでした。

また、関連事項として、集金という形ではなく

銀行振り込みを導入する考えはないのかとの問い

に、これについては平成１０年度より導入に着手

したところ、一定の成果も上がっているとのこと

でした。

これに対し、家賃の未収があるという現状にか

んがみ、行政が主導権を持って全員銀行振り込み

にするというぐらいの強い姿勢で臨むべきではな

いのかとの活発な意見がありました。

－２２９－

次に、消防費について申し上げます。まず、耐

震性防火貯水槽の現在までの設置数と今後の設置

計画を示されたいとの問いに、耐震性の防火貯水

槽につきましては毎年２基の割合で予算要求をし

ている中にあって、現在までに３基設置しており、

今後とも計画的に設置を進めていく考えであるが、

財政的な面もあり、財政当局と相談しながら進め

ていきたいとのことでした。

また、質疑の中にあって、耐震性防火水槽にあ

っては、阪神・淡路大震災での教訓を生かし、防

災、初期消化の面で必要であり、年次計画を立て

て設置に努力されたいとの意見と、また耐震性防

火水槽の設置場所の選定については、利便性に配

慮して設置してほしいとの意見もありました。

次に、昨今の携帯電話の普及により、携帯電話

からの通報がふえていると思うが、トラブルは起

こっていないのかとの問いに、携帯電話からの通

報は、現在府下を１０区分に分割しその対応がな

されており、泉南地区については泉佐野消防を経

由して市消防本部に通報が入る通報形態となって

おり、トラブル等としては携帯電話からの通報に

ついては場所の把握が困難な場合が多いとのこと

でした。

次に、消防団の団員数は何名か。また、地域

で仕事をされている方が対象となると思うが、そ

の団員の方々の待遇はどうかとの問いに、現在消

防団員については、女性隊員２０名を含め１７２

名体制で運用しており、その待遇については報酬

及び火災現場等での災害時の公務災害補償となっ

ているとのことでした。

その中にあって消防団については、民間の力を

活用したもので常勤消防を補完するものであり、

その貢献度から見れば安過ぎるのではないか。貢

献度に対しもう少し見合うような内容にしないと、

今後この体制が維持できなくなるとの意見があり

ました。

次に、高規格救急車が導入されたことにより、

鋭意人命尊重に努力されていることは評価するも

のであるが、その車両については従前より大きく

なり、今まで進入できたところが進入できないこ

とが起きていると聞くが、その点どのような対応

をしているのか示せとの問いに、高規格車両は御



指摘のように大きくなり、道路等の狭隘なところ

では担架により対応しているが、今回の東出張所

に配備された高規格車両についてはコンパクトな

車両となり、その対応はかなりできるとのことで

した。

これに対し、市内の狭隘地区等の防災、救急対

応については十分配慮し、今後の行政に努力して

ほしいとの意見がありました。

次に、教育費について申し上げます。まず指導

費の賃金で、スクールカウンセラー賃金並びに報

償費の中で登校拒否問題対策事業講師謝礼とある

が、それぞれの内容を示せとの問いに、スクール

カウンセラーについては週１回、１日８時間、一

丘中学校に措置しているものであり、その内容と

しては不登校気味の児童・生徒の学校復帰につい

て対処しているもので、児童・生徒と直接会って、

絵画検査、心理検査を行うとともに、保護者の相

談にも応じているとのことでした。

また、登校拒否問題対策事業については、平成

９年度で３０日以上の登校拒否の長期欠席者が市

内の中学校で３０名、小学校で１２名ある中で、

スーパーバイザーとして追手門学院の先生１名に

月１回各学校を訪問していただき、校長、担任、

保護者の相談を受け、問題に対して助言をいただ

いているとのことでした。

これに対し、昨今の登校拒否の実態から見て、

この制度については継続を考えているのかとの問

いに、例えばスーパーバイザーについては平成９

年度で２年目であり、登校拒否の児童・生徒につ

いては横ばい状況である関係上、継続していく考

えであるとのことでした。

次に、同和教育費の報償費で講師謝礼とあるが、

その目的及び内容を示せとの問いに、これについ

ては研修会を開催することにより、教職員の同和

問題を初めとする人権問題に対する認識を深め、

指導技術を高めることにより、市内の各学校園で

の同和教育を初めとする人権教育の充実を図るこ

とを目的として、同和保育・教育担当者研修会、

就学前保護者研修会、管理職研修会、人権教育指

導者育成講座等を行った際の講師謝礼であるとの

ことでした。

次に、学校給食センター費の中で、委託料とし

－２３０－

て汚水処理施設維持管理委託料とあるが、給食セ

ンターが位置する地域については既に公共下水道

が完備され接続可能地域であると思うが、その点

内容を示せとの問いに、これについては予算上の

関係で公共下水道への接続切りかえができていな

いのが現状であるとのことでした。

これに対し、公共施設については率先して公共

下水道への接続切りかえをすべきではないのかと

の問いに、給食センターについては現在までの経

過を把握した上で対応していく考えであり、給食

センター以外の公共施設で公共下水道が整備され

ている地域で接続切りかえが完了されていない公

共施設については、年次的に整備していく考えで

あるとのことでした。

次に、公民館費の中で、公民館運営審議会委員

報酬とあるが、この審議会委員の定数については

条例では２５人以内となっているが、一定現在の

委員数並びに委員の選出方法を示せとの問いに、

委員数については１３名であり、うち１名欠員と

いう状況であり、委員の選出については市内に設

置された各学校の長、学識経験者、市内に事務所、

または事業所を有する教育、学術、文化、社会事

業等に関する団体の代表で構成されているとのこ

とでした。

これに対し、利用者の意見を反映するためにも、

委員定数が２５人以内ということからも、増員を

考えるべきではないかとの問いに、これについて

は生涯学習の観点から利用者の声も重要であり、

一部の利用している団体の代表者にも入っていた

だいている現状の中で、委員数の増については今

後の検討課題であるとのことでした。

次に、成人記念祭の運営のあり方について、種

々物議を醸し出しているところであるが、一向に

改善されていないように思うが、その点どのよう

に考えているのかとの問いに、これについては新

成人の明るく正しい情熱をはぐくみ、健全で豊か

な人間性の醸成を目指して開催しているところで

あり、一定式典については簡素化を行うとともに、

新成人の方々の意見を取り入れた運営に努めてい

るとのことでした。

これに対して、式典が開催されているにもかか

わらず会場に入らないということもよく耳にする



が、また毎年同じような記念品を渡すよりも、パ

ーティー形式等、発想の転換も必要ではないのか

との問いに、御指摘の件については十分認識して

いるところであり、パーティー形式等への転換と

いうことでありますが、会場での経費及び新成人

の意見を聞きつつ、鋭意よい方法を模索していく

考えであるとのことでした。

次に、青少年センター活動全般にかかわる問題

として、年間を通しての活動内容を示せとの問い

に、年間で１万５，０００人程度の利用で、開館日

数２９５日、１日平均３０人程度の利用状況であ

り、市内同和教育推進校の児童・生徒を対象に、

月曜日から土曜日までの放課後、基本的な生活習

慣を身につけるとともに、能力を十分生かし切れ

ない者に基礎学力の補充や体力の向上を目指した

実践活動や、特別活動として、休日、夏休み等を

利用したキャンプ、野外活動を実施しているとの

ことでした。

また、今後の青少年センターのあり方としては、

高齢化、生活様式の変化等により、子供たちから

のニーズも変化しており、大きな節目に来ている

ものと思慮しているとのことでした。

次に、公債費関係について申し上げます。まず、

本市の平成９年度における経常収支比率が１０３．

５％という厳しい状況の中で、平成５年の経常収

支比率で９７．５％からすれば、この５年間で経常

収支比率が１００％の警戒ラインを超え、財政的

に大変厳しい状況であるが、その中で特に基金の

現況を示されたいとの問いに、基金の残高につい

ては平成９年度末で２８億２，９００万円、平成１

０年度１２月補正時で２４億３，８００万円であり、

ちなみに平成１１年度の公共施設整備基金と公債

費管理基金の残高の予測としては１０億円弱程度

になるのではないかとのことでした。

さらに、地方債の元利償還金が平成９年度では

２１億円となり、年々ふえる傾向の中で、その関

係基金が１０億円弱程度となれば、今後投資的経

費に一切一般財源が使えない状況になると考える

が、市としてどのような対応を考えているのか、

見通しを示されたいとの問いに、御指摘のとおり

今まで先行投資を行ってきた中で、ここしばらく

は地方債の償還金は緩増傾向であり、市の財政運

－２３１－

営は大変厳しい状況となるが、歳入関係では税の

徴収率のアップ等基本的な面を、また、それにあ

わせて歳出関係では義務的経費を含めた見直しを

精力的に進めていきたいとのことでした。

また、関連事項として、単年度収支を見れば公

債費比率が１６．３％、地方債が２１４億円という

現状から見て、市が赤字再建団体となる基準がど

の程度となるのか示せとの問いに、基準としては

２つあり、１つは財政指数の中で標準財政規模が

あり、これは地方交付税基準財政収入額をもとに

国の定める算式により算出するもので、本市の場

合平成１０年度で１２３億円程度で、標準財政規

模の２０％を超える２５億円の累積赤字になれば、

財政再建計画書を国に提出しなければ起債が認め

られなくなり、もう１つは起債制限比率があり、

２０％を超えると一定の事業について起債制限が

かかることになるが、本市の場合には平成９年度

決算において赤字が生じていないので、今のとこ

ろその適用がないとのことであり、今後の公共事

業のあり方については議論をし、主要計画につい

てももう一度精査し、整備手法等精密な見直しを

図る中でその実施速度を一定おくらす等、種々の

手法を考えていくとのことでした。

以上申し上げました点が、一般会計歳出部門の

主なる審査の概要であります。

引き続きまして、樽井地区財産区会計から水道

事業会計までの各財産区会計及び特別会計決算１

９件につきまして、順次審査に入りました。

この中では、樽井地区財産区会計、国民健康保

険事業特別会計、及び下水道事業特別会計、並び

に水道事業会計にあっては若干の質疑がございま

したが、他の会計につきましては質疑はございま

せんでした。

その中で、まず樽井地区財産区会計では、個人

に対する土地貸し付けのあり方の見直しをすると

聞いているが、その点進捗状況について示された

いとの問いに、これについては境界の明示の問題

と貸付料が長い間据え置かれてきた問題等々があ

る中にあって、平成９年度において土地の確定測

量を行ったところであり、現在問題解決に向け努

力しているとのことでした。

これに対し、公平性の確保に心がけてほしいと



の意見がありました。

さらに関連して、中央土地株式会社に対する土

地貸し付けについては、どのような内容となって

いるのか示せとの問いに、樽井財産区において毎

年契約に基づき、中央土地株式会社と土地賃借に

関し契約をしており、使用目的については、自動

車教習所用地と明記されている関係上、他の用途

に使用できない契約内容になっているとのことで

した。なお今後、契約等については、教習所との

関連を調査し、問題が生じないよう対応していき

たいとのことでした。

次に、国民健康保険事業特別会計では、一般会

計から多額の繰り入れが行われているが、保険料

が高く、また徴収率が低いが、その原因を示され

たいとの問いに、徴収率では大阪府下４４団体中

２６位であり、平成９年度の徴収率の内訳として、

一般被保険者で現年度分８９．４３％、退職者分で

９８．３１％であり、全体として９０．７９％である

とのことでした。その滞納原因については、税負

担の厳しい方が多く、分納誓約をとっているにも

かかわらず、履行されていないことが主要な滞納

原因となっているとのことでした。

これに対し、国保加入者はある意味においては

弱者でもあり、他の保険と同様の医療費負担で済

むような体制づくりを願いたいとの意見がありま

した。

また、国保税の未払い分について、市として対

策を考えているのかとの問いに、本市の国保料は

税ということで市税と同様の扱いをしており、滞

納整理については、市税においては昨今臨戸徴収

を実施し対応を行っている状況であり、今後は一

定その中に国保税も含めるような対策も検討して

いかなければと思慮しているとのことでした。

一方、低所得者層への減免については、制度の

照会を行うとともに、鋭意ＰＲに努められたいと

の意見がありました。

次に、下水道事業特別会計では、特に下水道の

供用開始後３年を経過している地域内での公共施

設の下水道へのつなぎ込み状況を示せとの問いに、

平成５年７月より下水道が供用開始されているが、

現在その区域内の公共施設の約半数のつなぎ込み

が完了していない状況であり、今後供用開始区域

－２３２－

内の公共施設については、早い時期に下水道への

つなぎ込みができるよう、担当部局と協議してま

いりたいとのことでした。

ちなみに、下水道供用開始区域内の公共施設へ

のつなぎ込みについては、平成１１年度に３カ所

予定しており、平成１２年度以降は精査した上で

年次計画を立て対応していきたいとのことでした。

次に、水道事業会計では、殺菌剤と鋳鉄管のや

みカルテルで公正取引委員会より告発された問題

について、本市としてどのような対応をしている

のかとの問いに、本市の水道で使用する薬品につ

いては、製造元より直接購入するのではなく、購

入に当たっては契約検査課に登録されている登録

業者全社による入札を実施し、年間契約に基づき

薬品を購入しており、また鋳鉄管についても基準

単価による請負工事として発注するものであり、

単価計算をして工事発注をしており、直接の影響

はないとのことでした。

また、水道料金に消費税を転嫁していないが、

その点どのような取り扱いをしているのか示せと

の問いに、例えば平成９年度は年税額２，４８７万

３，５００円を四半期ごとに分けて納税し、その取

り扱いについては内税の形をとっているとのこと

でした。また、他市での消費税の取り扱い状況に

ついては外税になりつつあり、水道料金について

は公共性を伴うため十分検討して対処すべきと考

えており、本市としてもかなりの納税額になって

きている関係上、今後の検討課題としていきたい

と考えているとのことでした。

かくして全会計に対する個々の審査を終了し、

最後に市長の出席を求めて総括質問を行いました。

ここでは、まず一般会計歳入面にあって、今年

度の税収入率を見ると、大阪府下の中でも下位に

甘んじているが、一定税収率向上に向けて市長と

してどのように考えているのかとの問いに、昨今

の経済不況の中にあって、本市の財政は税収の悪

化により大変厳しい状況であることは十分認識し

ているところであり、担当課にあっては職員の増

員を行うとともに、部長級に兼務辞令を出し臨戸

徴収を実施するなど、全職員一丸となって取り組

んでいるところであり、ことしの２月には部長級

だけでなく次長級も加えた臨戸徴収の実施を考え



ており、市民の方々に協力をいただくとともに、

あらゆる方法を講じ、本市財政の向上に努力して

いく考えであるとのことでした。

これに対し、税収向上については数字目標をつ

くり頑張っていただきたいとの意見がありました。

次に、今年度は行革実施要綱を策定された年度

であるが、現況としては市税にあっては収入未済

額約１９億円と、平成９年度の市税収入約１００

億円のうちの２割を占めている。また、経常収支

比率にあっては１０３．５％と、大変厳しい財政で

あり市民に不安を与えていると思慮するが、市長

としてはどのように考えているのか基本的な考え

を示せとの問いに、本市の財政状況の窮迫化は否

めない事実であると認識しており、経常収支比率

の軽減を柱にしていたが、今日の厳しい税収の状

況、償還金の増加、特別減税の実施等により悪化

傾向にあるのは事実であるが、行革の中では１０

０件近い内容を検討した中にあって、実施できた

もの及び方向づけができたものが平成９年度では

５７件あり、また歳出の抑制等については一定の

成果をおさめつつあると考えているとのことでし

た。

次に、歳出面での質問では、空港関連整備事業

にかかわって地方債の発行等により本市財政は大

変厳しいということは周知の事実であり、今後も

空港優先の事業を展開することが本市財政の向上

に一翼を担うことになるのか、特に農業公園整備

事業及びつばさのまちフェスタについては縮小等

考えるべきではないのか、市長の考え方を示せと

の問いに、農業公園整備事業については、土取り

の問題も加味した上で、国及び府の助成ができる

ようお願いする考えであり、一方、事業の進捗に

ついては数年間おくらせることにより、市財政に

大きな負担とならないようにする考えであり、ま

たつばさのまちフェスタについては、平成９年度

は２，０００万円であったのを平成１０年度は１，５

００万円と負担金についても縮減しているところ

であり、平成１１年度についても少しでも縮減で

きるよう努力していく考えであるとのことでした。

さらに、空港問題全般にかかわっては、陸上飛

行ルート、土取り、南ルートと課題が山積してい

るが、その点市長としての考え方を示せとの問い

－２３３－

に、空港問題については全体構想推進という立場

であり、陸上飛行ルート導入ということについて

は、当初計画の中では努めて海上を飛行するとい

う約束からすれば反するということは認識してい

るが、三次元での立体シミュレーションや学識経

験者で構成されている専門家会議での結論を踏ま

えた上で、条件を付した中での容認ということで

あり、また土取り問題については所管の特別委員

会の中でも議論をいただいておりますが、当時の

約束はピーク時に法の一定の範囲内においてとい

うことで、その後の経過として府の方から土取り

ができないということであれば府の責任で対応を

してもらう考えであり、南ルートについては平成

３年のベイエリア整備のグランドデザインに位置

づけられ、将来的には必要であると考えているが、

何分１，０００億、２，０００億という多額の事業で

あり、すぐにということは難しいと考えていると

のことでした。

次に、恒久平和という観点から、遺族会を初め

さきの大戦での犠牲者に対して施策の中で補助を

行っているが、その補助のあり方について市長と

してはどのように考えているのかとの問いに、第

２次世界大戦を初めとする日本の悲しい経験、そ

して戦後五十数年を経過した現在の平和な時代の

あり方について行政として訴えてきたと認識して

おり、今後とも戦争は二度と起こしてはならない

という考えであり、その立場で行政としての役割

を果たしていく考えであるとのことでした。

次に、入札の談合防止ということで抽せん型指

名競争入札が導入され、その実績として落札率が

平均約７０％という成果を上げているにもかかわ

らず、その制度を廃止するとのことであるが、市

長としてはどのように考えているのかとの問いに、

抽せん型指名競争入札については、１年間の試行

ということで導入したものであり、一定の談合防

止の抑止力となったと考えているが、反面、受注

意欲のある業者でも抽せんに外れ入札に参加でき

ないなど、入札本来の競争性が損なわれるととも

に、連続的に外れる業者もあり、公平性でも問題

があることから、抽せん型指名競争入札について

は原則的に廃止する考えであるが、今後は談合情

報が寄せられた場合にはこの入札方法を行うとい



うことに修正をしたとのことでした。

次に、市内に３つあるバス路線の１つである鳴

滝線が南海電気鉄道株式会社側より休止したいと

の意向を示している中にあって、企業の観点から

では少数者しか利用しない路線については休止と

いう考えは理解できるが、行政としての住民福祉

の立場から少数者を切り捨てるということはどう

かと思うが、何らかの救済措置を市長として考え

ていないのかとの問いに、今回の鳴滝線について

は、できるだけ存続ということでお願いをしてき

た中にあって、一丘発着については樽井駅行きと

泉佐野駅行きの２系統があり、そのうち泉佐野駅

行きについては存続ができたところである。また、

企業倫理から考えれば一定やむを得ないと思慮し

ており、代替ということについては、１つのバス

路線だけに限っては投資と効果という観点から対

応策を考えるのが難しい状況であり、御理解をお

願いしたいとのことでした。

次に、砂川樫井線新設事業については、平成８

年度に出された事業計画書では、平成１２年には

１００％完成するということになっているが、現

状から見てどうかと思うが、新家駅前の交通混雑

を一刻も早く解決するためにも今後の事業に対す

る市長の考え方を示せとの問いに、砂川樫井線新

設事業にかかわって計画区域の中に大きな物件が

あり、一定基本的な工法についての話が現在まと

まりつつある中にあって、平成１１年、１２年で

移転するということになれば、中の池砂川線まで

の道路用地が確保され、事業の進捗も進むものと

考えており、また新家駅前の交通混雑緩和につい

ては空港の第２期工事にかかわる地域整備の中に

位置づけをし、進捗を早めていく考えであるとの

ことでした。

次に、市営住宅払い下げ問題で、先ごろ入居者

の方々が提訴という法的手段をとっており、一定

行政としての立場も理解できるが、市長としての

政治判断が必要な時期に来ていると思うが、その

点どのように考えているのかとの問いに、市営住

宅払い下げについては、平成９年に円満に解決に

向けての話し合いをしたにもかかわらず、提訴と

いうことになっているが、当初は双方が壁から離

れてという約束の中での話し合いであったが、残

－２３４－

念ながら入居者の方々は払い下げに固執されてい

る関係上、提訴された以上は堂々と論戦をしてい

く考えであるとのことでした。

また、関連事項として平成９年度において約９

億円の事業費で市営住宅の整備事業を行っている

が、今決算を見るとき、使用料の収入未済件数が

同和向けで５７件という状況について市長として

はどのように考えているのかとの問いに、住宅使

用料の滞納については、一般向け、同和向けであ

れ許されるものではないと考えており、全力で回

収に努力していく考えであるとのことでした。

次に、学校施設整備にあって、例えば学校内の

トイレのドアが破損したままで修繕がされていな

い、また冷暖房の施設整備がされている学校とさ

れていない学校がある。これについて市長として

はどのように考えているのかとの問いに、学校施

設の維持管理については必要に応じて行っている

が、残念ながら破損という現状にかんがみ、現場

と教育行政、そして我々行政が連携をとって、予

算も限られておりますが、貴重な財源をむだにす

ることのないよう、鋭意整備に向け頑張っていき

たいとのことであり、行っておりましたが、現在

は中断しており、今後は財政状況を見ながら対応

していきたいとのことでした。

次に、同和行政全般にかかわる問題として、同

和事業を行っていく上で市民の理解がないと成果

は上がらないと思うが、その点市長としてどのよ

うに考えているのか示せとの問いに、同和行政に

ついては同対審答申に示されているように、同和

問題の解決は国の責務であり、国民的課題という

観点からハード、ソフトの両面を行ってきたが、

ハード面については道路、下水道等、一定の改善

ができ、市民に対してもＰＲは行ってきたつもり

であるが、不足しているとのことであれば、さら

に理解していただけるよう頑張りたいとのことで

した。なお、同和問題については現実面として今

も残っているものと考えており、市民の方々とと

もに解消に向け努力していく考えであるとのこと

でした。

次に、公共下水道事業にかかわって既に供用開

始区域にある公共施設の中で下水道へのつなぎ込

みがされていない施設があると聞くが、市民の立



場からすれば納得できないと考えるが、その点市

長としての考え方を示せとの問いに、公共下水道

事業については流域幹線の延長により普及率は上

がっているが、何分下水道事業については事業費

がかさむものである関係上、今後は投資と効果を

念頭に置き、効率的な事業展開を行うとともに、

一定投資的経費の抑制ということで事業のスロー

ダウンを考えており、御指摘の公共施設への下水

道のつなぎ込みについては、年次的に進捗を高め

ていく考えであるとのことでした。

以上で、各会計決算２０件に対する質疑をすべ

て終了し、順次討論、採決に入りました。

そのうち討論のあった会計については、一般会

計及び国民健康保険事業特別会計、下水道事業特

別会計であり、一般会計については本決算審査特

別委員会の審査でも明らかであるように、市税滞

納問題、地方債の償還計画等、議会に対して明確

な展望を示さない。抽せん型指名競争入札につい

ては、一定の成果があるにもかかわらず廃止する。

陸上飛行問題については、当初反対とのことであ

ったが、全体構想推進ということで容認する。土

取り問題についても厳しい状況であり、市内のバ

ス路線の鳴滝線の休止の件についても納得できな

い。市営住宅改修事業に多額の事業費をつぎ込ん

でいるが、膨大な使用料未収額の現状には納得で

きない。学校施設整備については、公共事業の優

先によりしわ寄せが子供たちに来ている等々、不

満な点が多々あり反対であるとの討論があり、片

や近年の財政収支状況を見るとき、平成９年度に

おいては財政構造の弾力性を示す指標を見ると、

消費税制度の改正に伴う消費税交付金の減や公債

費の増等により、経常収支比率は１０３．５％、ま

た公債費比率は１６．２％といずれも高い指数を示

しており、市債の現在高においては２４７億円余

りと、前年度よりやや減少しているものの依然と

して多額に上っており、財政状況は極めて厳しい

状況にあるが、福祉関係ではこれからの市民福祉

の総括的な活動拠点として平成９年７月にオープ

ンした総合福祉センター、身近な保健サービスの

提供としての胃がん検診や乳がん検診等の無料実

施、地域における子育て支援の充実のため、子ど

も支援センターの創設、砂川樫井線、信達樽井線

－２３５－

等の道路の新設及び改良事業、樽井駅前周辺整備

や新家駅前交通広場整備等については評価するも

のであり、現在取り組まれている行財政改革の推

進により努められ、健全財政の確立を願うとの意

見を付して賛成であるとの討論があった中で、採

決の結果、一般会計決算については賛成多数でも

って原案どおり認定可決されました。

次に、国民健康保険事業特別会計にあっては、

平成９年度は老人医療費の一部負担金の増額や消

費税の増税等、国民の暮らしは大変厳しい状況で

あり、本市では応益割が応能割を上回り、弱者の

負担が大きい会計であり、反対であるとの討論が

あり、採決の結果、賛成多数をもって原案のとお

り認定可決されました。

次に、下水道事業特別会計にあっては、２００

億の一般会計に対して４０億という特別会計であ

り、市債にあっても１５０億という状況である中

にあって、使用料の収入については、５，０００万

台と、今はいいとしても、将来的に大変厳しい財

政運営になることは明白である。一定、他市では

できないが、泉南市ではできるというような全体

のバランスのとれた下水道事業をとるべきであり、

反対であるとの討論があり、採決の結果、賛成多

数でもって原案どおり認定可決されました。

なお、そのほか１７件の会計については、いず

れも全会一致で原案どおり認定可決されました。

以上、報告漏れの部分も多々あろうと思います

が、平成９年度泉南市各会計決算２０件に対する

本特別委員会の審査及び結果の報告といたします。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 真砂委員長、御苦労さまで

ございました。

ただいまから午後１時１０分まで休憩いたしま

す。

午後０時 ５分 休憩

午後１時１２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの決算委員長の報告に対し、質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 和気君。

○１３番（和気 豊君） まず、委員長の御努力に

対して、１つの議会の画期をなす御努力だという



ふうに思います。今後かかる形で委員以外の私ど

もにもこういうものが出されると、ほんとに審議

の内容がよくわかります。

それで、せっかくのこういう文書に基づく報告

でありますから少し、この文書でもそうなんです

が、１つは文書で９ページになるわけですけれど、

「バックフィルター」という表現のところが、こ

こにもこう書かれてますし、口頭で登壇の部分で

言われたときにも「バックフィルター」というふ

うに、これは「バグ」ではないだろうかというふ

うに思います。その点、違っておるようでしたら

御訂正をお願いをしたいというふうに思います。

それから、１８ページの下から４行目のところ

でありますが、「年間で２万５，０００人程度の利

用で、開館日数２９５日、１日平均３０人程度」

と、こういうことになりますと、これ９，０００ぐ

らいにしかならないので、この点も少し、数字的

なものでありますから正確を期していただきたい

というふうに思います。

それから、１９ページなんですが、下から数え

た方が早いと思うんですが、９行目から「また、

関連事項として単年度収支を見れば公債費比率が

１６．３％」、決算カードでは確かに１６．３％にな

っておりますし、ただ地方債が２１４億という、

この数字が単年度であれば多過ぎるんではないか

と、また累積であれば２４７億何がしかになると

いうふうに思いますので、この辺はさきのところ

で２４７億５，０００万ですか、そういう数字が出

てきますから、それとの関係でここはどういうふ

うに理解をさしていただいたらいいのかですね。

それから、２２ページの水道会計のところなん

ですが、「平成９年度は年税額２，４８７万３，５０

０円を四半期ごとに分けて納税し」と、こういう

ことになってるわけですが、確かに営業ですから

消費税がかかってくるわけでありますけれど、消

費税の問題については、何かこれがこのまま市の

負担になっているというふうに聞こえてくるわけ

ですが、しかし、平成７年にいわゆる水道料金の

改定による料金引き上げをやっているわけですね。

そういうことになりますと、総費用から水道料

金を逆算して計算しているわけでありますけれど、

その総費用の中には公租公課、消費税、この額も

－２３６－

入っているわけですから、少なくとも平成７年、

いわゆる３％の時点の消費税は新たに住民の皆さ

んには水道料金の中に包含した形で御負担をいた

だいてるわけですから、その辺はもう少し正確を

期した表現をしていただきたいなというふうに思

うんです。

「水道料金については公共性を伴うため、十分

検討して対処すべきと考えており、本市としてか

なりの納税額になってきている」と。これは５％

ではなくて２％と、こういうところははっきりと

しておいていただいた方がいいんではないかと、

こういうふうに思います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 真砂君。

○決算審査特別委員長（真砂 満君） 和気議員さ

んから４点にわたって質問があったというふうに

思いますので、順次お答えしたいと思います。

まず最初に、泉南清掃事務組合の施設の件でご

ざいますけども、「バックフィルター」と、私確

かにそう表現いたしまして、そう発言させていた

だきました。理解をしてませんでして御迷惑かけ

ました。「バグフィルター」でございますので、

訂正をさせていただきたいというふうに思います。

それと、青少年センターの人数の部分でござい

ますけれども、確かに計算するとおかしいなとい

うふうには思いますけれども、当決算委員会の中

で教育委員会の方からそのような御説明がござい

まして、そのような報告をさしていただいたとい

うことでございますので、改めまして私の方から

教育委員会に確認をさせていただいて、教育委員

会の方から議員の方に報告さすようにしたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いします。

それと、公債費比率と地方債の関係でございま

すけれども、これも同じことでございまして、決

算委員会の中では私どもは当局からそのように御

報告を受けたということでございます。指摘のと

おり単年度で見れば地方債の金額は確かに大き過

ぎるというふうに思いますし、その辺の訂正につ

いても先ほどと同様な扱いにさせていただきたい

というふうに思います。

それと、水道の部分でございます。今御指摘を

受けました点については、委員会の中でもそうい



った議論があったのは事実でございます。ただ、

この報告書の中ですべてを書けなかったというこ

とで、一定このような書き方をさせていただいて

おりますけども、答弁としましては市がお答えを

いただいた答弁はここに記載さしていただいてる

とおりでございますので、その辺もあわせて御理

解を賜りたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今委員長が言われました

取り扱い、それしか仕方がないだろうというふう

に思います。委員会でなかったことをここに報告

すると、こういうことはあり得ないことですから。

ひとつあと事後処理の方は、今登壇して申し述べ

られましたように、よろしくお願いをしたいと、

こういうふうに思います。結構です。

○議長（薮野 勤君） 以上で委員長の報告に対す

る質疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 成田君。

○１４番（成田政彦君） 日本共産党泉南市会議員

団を代表し、付託議案１９号、平成９年度一般会

計決算に対して反対討論を行います。

平成９年度の年は国民にとってどんな年であっ

たでしょうか。消費税５％の増税、特別減税廃止、

年金・医療費の改悪などで国民に９兆円もの負担

を強いた厳しい年でありました。ちなみに、国民

の平均的サラリーマン１世帯当たりの負担は１８

万円となっております。このような中にあって、

地方自治体が市民の暮らしと命を守ることを一層

求められる年でもありました。

それでは、平成９年の決算はどうであったでし

ょうか。まず第１に、財政状況です。財政の健全

さを示す経常収支比率は１０３．５％と、厳しい状

況です。さらに、長年続いた空港関連、同和事業

優先の大型公共事業が市の財政に与えた影響は、

平成９年度現在で地方債２４７億円、債務負担行

為１１７億円、下水道などにかかわる市債１１３

億円と、借金累計額が４７９億円と膨大なものと

し、市民１人当たり約８０万円となっています。

ちなみに、当てにしたりんくうタウンからの収

入は、平成９年度で３，７２４万円と当初の期待か
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ら大きく外れ、市の財政赤字の大きな原因ともな

っています。さらに、市税徴収率は８３．２％、前

年度比２．６３％減、府下ワーストワンです。しか

も、市税収入予定額１２６億円に対して、滞納は

１９億円という多額になっています。今や市政に

とって市税滞納額を解決しないと、ますます財政

赤字を悪い方向に強く引っ張りかねません。

この大きな原因は、不況も挙げられますが、し

かし他市も同じ条件であり、泉南市だけが極端に

悪いという理由は、やはり市政に対する不信もあ

ると言わざるを得ません。もしでたらめな同和行

政、市民生活向上に効果の薄い空港関連大型公共

事業に対する市民の批判が納税意欲を後退させて

いるとしたら大変なことです。そうなれば、市政

を市民にとってよりよい市政に改めなければなら

ないでしょう。そのことは、朝となく夜となく臨

戸徴収で頑張っておられる市職員の皆さんの努力

にこたえることにもなるでしょう。

第２に、むだを省き住民本位のまちづくりはど

うだったでしょうか。依然として不況のときでも、

つばさのまちフェスタ、全く展望のない空港南側

ルートにむだな調査費の支出、泉南聖苑、農業公

園、砂川駅前開発など、大型公共工事向けの調査、

事業が行われています。すぐにも凍結もしくは縮

小すべきではないでしょうか。

第３に、でたらめな同和事業と、必要のない解

放教育イコール同和教育は廃止されたでしょうか。

この年は国の特別法が廃止され、一般施策の移行

の時期になったにもかかわらず、同和住宅を９億

円かけ建設、改修しましたが、この年に新たに５

７件、１５０万円、同和住宅は３７６戸の滞納が

あり、さらに同和住宅駐車場８０台に対して、駐

車場周辺のフラワーボックスに毎日水をかけるな

ど全く理解できない理由で１カ月１５万円の駐車

場管理費を支払うなど、でたらめな同和事業が行

われています。

また、差別される者、差別する者と部落解放同

盟が主張する解放教育イコール同和教育なるもの

を教育委員会に廃止を求めましたが、拒否しまし

た。

第４に、清潔で明るい公正民主の市政確立はど

うであったでしょうか。この年に起きた下水道談



合防止のために導入された抽せん入札制度は、従

来の指名入札制度と比較して２０％低い７０％の

落札率となり、３億円近くも税金のむだ遣いを省

き、談合防止にも役立ってきました。しかるに市

は、すべての業者に仕事が回ってこないなど、全

く不可解な理由で１年限り、９９年度から廃止し

ました。清潔で明るい公正民主の市政とはほど遠

いものとなっています。

第５に、市民に優しい福祉・医療の充実はどう

であったでしょうか。総合福祉センターが建設さ

れたことで、障害者・高齢者に対するデイサービ

スなどは一定の前進が見られましたが、運営経費、

施設の改善については課題となっています。２０

００年実施に向けての介護保険のサービス状況は、

ことし目標を達すべき市老人保健福祉計画はホー

ムヘルパー、訪問看護制度では達成不可能であり、

特別養護老人ホームでは９９年現在５０名の待機

者があるなど、困難な状況です。医療の充実につ

いては、市民の要望の強い脳、心臓、がんなど、

高度医療施設を持った市民病院建設のための医療

施設整備基金に３年積み立てを据え置き、全くや

る気を示しておりません。

第６に、教育の充実はどうだったでしょうか。

市の財政改革における１０％の経常経費のカット

の影響をもろにかぶったのは子供たちでした。幼

・小・中学校の中まで、特に小学校では学校整備

費５０％、消耗品費２７％カットなど、教室の雨

漏りなど授業を受けるに困難になったり、トイレ

ットペーパーをＰＴＡの会費で賄わなければなら

ない状況であります。あすの泉南や日本の未来を

つくる子供たちにこんな仕打ちをしていいでしょ

うか。胸が詰まる気持ちです。力を入れるところ

をどこか間違っているのではないでしょうか。

以上、市民こそ主人公の立場から、決算につい

ての反対討論を終わります。

○議長（薮野 勤君） 全会計に対する討論でござ

いますので、この場で討論のある会計につきまし

ては討論を行ってください。松本君。

○６番（松本雪美君） 御指名を受けましたので、

国民健康保険事業特別会計について反対の立場で

討論いたします。

医療保険が改悪され、受診ごとに薬代の負担が

－２３８－

ふえ、老人医療費の一部負担金の増額と、そして

消費税の増税、年金改悪など、暮らしを脅かす国

の悪政のもとで国民の暮らしが大変厳しい状況に

追いやられています。応益割が応能割を上回り、

弱者の負担が大きい国保体系となっています。

生活ボーダーライン層の国保税負担は、財産の

ない場合で４人家族で総収入の２８４万円の家庭

が３３万８，０００円と、１１．９％の国保税の負担

となります。これ以上引き上げられれば、もう支

払いができない家庭がますますふえるでしょう。

平成９年度は５億円もの滞納額になっています。

滞納処理にも大きな努力が求められています。

また、同和減免は３，１００万円と減額免除が実

施されていますが、同和地域だけの特別な国保税

の減免をやるべきではありません。せめて低所得

者、非課税世帯は減免をしていける温かい制度を

実施するべきことを強く述べて、反対の討論とい

たします。

○議長（薮野 勤君） 一般会計で討論ございませ

んか。 市道君。

○４番（市道浩高君） 清和会の市道です。付託議

案１９号、平成９年度一般会計決算について、賛

成の立場から討論いたします。

財政収支状況を見ますと、ここ数年は黒字決算

で推移しており、普通会計ベースでは単年度収支

１，３１９万円余りの黒字となっているが、一般会

計ベースでは７３４万９，０００円余りの赤字とな

っております。

財政構造の弾力性を示す指標を見るに、財源の

確保や事務事業の見直しなど一定の努力をされて

おりますが、消費税制度の改正に伴う地方消費税

交付金の減１億３，５００万円や、公債費の増２億

５，９００万円等により、経常収支比率は１０３．５

％と前年度より３％増加し、また公債費比率は１

６．３％といずれも高い指数を示しており、市債の

現在高においては２４７億円余りと前年度よりや

や減少しているものの、依然として多額に上って

おり、財政状況は極めて厳しい状況に置かれてお

ります。

歳入におかれましては、空港関連税収の減１億

２００万円や、景気の低迷等もあり、法人税６，２

００万円の減などの市税収入が伸び悩んだ原因も



ありますが、論議されましたように、府下の自治

体と比べて数ポイント低い徴収率のアップについ

て、創意工夫を凝らし、なお一層の努力を重ね、

より組織的な取り組みを継続的に行い、税負担の

公平性を損なうことのないよう努力されたい。

一方、歳出面におきましては、下水道特別会計

への繰り出し１億１，９００万円、前年比２３％の

増。公債費元利償還２億５，９００万円、前年比１

４％の増。物件費の新規発生、人件費を中心とし

た義務的経費の増加により、財政の硬直化が進み、

かつてない厳しい局面を迎えているところであり

ます。

このような状況下、まず福祉関係ではこれから

の市民福祉の総括的な活動拠点として、平成９年

７月にオープンした高齢者福祉、障害者福祉、母

子福祉やデイサービスなどの総合的な福祉機能を

兼ね備えた総合福祉センターに２億４，７００万円、

中でも福祉バス運行の実施は極めて細やかな市民

サービスとして評価するものであります。

また、市民により身近な保健サービスの提供と

して、胃がん検診や乳がん検診等の無料実施、地

域における子育て支援の充実のため、子ども支援

センターの創設に８，９００万円等、並びに朝夕の

延長保育や３歳以上乳児の尿検査等の昨年度から

の継続は、昨今の少子化対策が社会的に課題とな

っている中、評価するものであり、民生費におい

ては昨年度より６．８％、額にして３億７，６００万

円の増加となっているところであります。

次に、生活環境の整備では、砂川樫井線、信達

樽井線などの新設及び改良事業等で２億１，３００

万円、拠点地区の整備としての樽井駅前周辺整備

や新家駅前交通広場整備に３億１，６００万円、さ

らに住宅対策として、高齢者向け住宅建設や改修

等の住宅整備事業に８億４，４００万円、農地と住

宅地との調和のとれたまちづくりを継続して促進

のため地元農住組合に３，０００万円を補助し、生

活環境の整備に取り組んできているところである。

この年は、大阪府下において第５２回国民体育

大会、なみはや国体が開催された年であり、当泉

南市においてはソフトボール競技がサザンスタジ

アムとなみはやグラウンドにおいて開催、成功裏

に終了し、周辺一帯は人工海浜の海水浴場及び防

－２３９－

災拠点の有効利用とあわせ、市民のレクリエーシ

ョンゾーンとして定着されてきているのは喜ばし

いことであります。

昨今の景気の長期低迷化による社会経済情勢は

依然として厳しい状況であり、地方分権が叫ばれ

ている折、多様な市民ニーズに対する施策の充実

等、限られた予算の中でますます各自治体の独自

性、主体的力量が問われてきております。

現在取り組まれている行財政改革の推進により

努められ、健全財政の確立を願い、平成９年度一

般会計決算に賛成するものであります。平成９年

度一般会計決算は、真砂委員長の御報告のとおり

原案認定可決であります。議員各位におかれまし

ては、御賛同のほどよろしくお願い申し上げ、賛

成討論といたします。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） それでは、１９９７年度決

算の一般会計の分に反対の立場で意見を申し上げ

ますので、よろしく御賛同いただきたいと思いま

す。

まず、付託議案第１９号、９７年度大阪府泉南

市一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立

場で意見を申し上げます。

先ほどの意見の中にもありましたけども、徴収

率が大変低いということは、行政そのものの姿勢

が大きく批判されるべきことだろうと思います。

２０億円近い税が期限内に入ってないということ

は、本当にこのことについて議会に対しても市民

に対しても、もう少しその中身についてもきちっ

とした状況を報告すべきでありますが、決算委員

会の中でもそのような具体的な未収内容について

は報告されませんでした。

また、このような基本的な問題が欠けておる中

で、特別なチーム、組織をつくって取り組むべき

であると。そして、そこには当然責任も付加した

中での目標数値をきちっと掲げて約束し、議会に

も示すべきだという意見を申し上げたわけであり

ますけれども、特別なチームをつくるつもりはな

いということを明確に反論しておるわけでありま

す。じゃこの金額をどのように上げていくのかと

いうのは、単に努力をするという精神論に近いよ



うなものであって、目標数値を掲げないそういう

あり方は、無責任と言わざるを得ないと思うわけ

であります。

今回の決算の中でも不納欠損が９，２００万円、

１億近い形の不納欠損処理をしておるわけであり

ます。また、全体の中で６億３，１４７万円が不用

額として上げておるわけでありますけれども、こ

のようなものがもし予算どおり執行されておると

すれば、膨大な赤字になるわけであります。その

ような一たん予算を組みながら不用額として落と

し、学校の整備がおくれてる問題などが指摘され

ておりますけれども、そういう中で、せっかく議

会の中で予算を組みながら、その予算を使い切ら

ない中でどうにか黒字にしておるという、そうい

う市政のあり方も大いに私は問題であると思いま

す。

わずか１１４万円の黒と数字的には出しておる

わけでありますけれども、先ほど言ったように、

本来予算化しておるものを使わずに不用額にして、

そして黒字にしておるというあり方は、議会に対

する予算の説明の仕方からいっても私は問題であ

ると思います。

先ほども学校現場の整備の問題を言いましたが、

中学校の予算の中でも４１０万円という予算を不

用額にしておりますし、小学校の整備でも５８３

万円の不用額を計上しております。これだけの金

額があれば、やかましく言われております便所の

ドアの修理などは簡単にできるわけでありますか

ら、もう少し予算を組んだ中でやはり責任のある

執行をする必要があるわけでありますが、そうい

う予算を組みながら税収がないという中で、せっ

かく組んだ予算を使わないようにしておる、そう

いう雰囲気が行政全体の中にあるのではないかと

思います。

次に、関西新空港の問題では、この年、新ガイ

ドラインの問題が言われておりまして、市長も軍

事利用は反対であるということを明確に言ったわ

けでありますけれども、この議会の中でも、では

具体的に新ガイドラインについてどういう姿勢を

とるのかについては、国会の審議を見守るという

ようなあいまいな姿勢にあるのは、やはり言葉で

言ったことと実際やっておることに大きな乖離が
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ある。それは余計、言葉が明確なだけに、実際に

やってることがそれと相反するようなことであれ

ば、それは大きな問題があると言わざるを得ませ

ん。

また、２期事業に対しても市長は推進の立場と

言っておるわけでありますけれども、財政問題１

つとっても、この１期事業の中で泉南市は大きく

産業界も衰退をしておりますし、雇用関係も大き

く落ち込んでおります。これが２期というより財

政的にも厳しい条件がある中で、１期の問題より

ももっとよくなるという見通しは全くないわけで

ありますから、内容のない２期事業推進というの

は、市民に対しても無責任なことであります。

また、陸上飛行の問題は、言うまでもなく陸上

を飛ばないということで市民にも約束した問題が

破られて、現在、昨年の１２月３日から貝塚市の

上空や大阪市の上空を飛んどるわけでありますけ

れども、国、運輸省、また大阪府や関空会社が約

束したことを守らせるというのが市長の大きな責

任でありますけれども、結果的にそれを破られて

しまって、有効な手を打ってこなかったのは大変

問題であります。

また、住宅問題は、この年の１２月に決断をし

て建てかえをするということをしたわけでありま

すけれども、今日に至ってもその実行はなされて

おりませんし、これは当然にやはり市がこれまで

約束してきた住民への約束を守るというのは、市

の最低限しなければならない問題であります。そ

ういうようなことも実行されておりません。

また、同和事業の問題で、先ほどの討論の中に

もありましたけれども、赤字の原因や市の問題が

なぜ同和事業が問題だと言わなければならないの

でしょうか。これこそ問題をそういう同和問題に

転嫁するあり方は、まさしく差別をつくり出して

きた構造と同じ論理であると思うわけであります。

私は決して市の同和行政が十分であるとは思って

おりませんし、批判があるからあたかもやってお

るように映りますけれども、本当に同和事業が市

民のために、本当に市民の責任としてやってくる

というのであれば、同和事業でなされた事業のレ

ベルを全市域的に広げていくことこそが同和事業

の本質だろうと私は思うわけであります。



決算委員会の議論の中にもありましたけれども、

例えば鳴滝第二小学校が同和事業の中で整備され

ました。しかし、そのことから全学校地域に同じ

ような学校施設の整備をしていくのは当然であり

ます。しかし、そのような同和事業によってつく

られた学校校舎の整備がそこだけに終わって、ほ

かの学校に整備されておらないところに、私は同

和事業に取り組む市の姿勢の問題性があると思う

わけであります。

また、下水道事業についても、これだけ空き地

のある、山もあり農地もあり、また海もあるとい

う、このような自然に恵まれたところにおける下

水道事業というのは、現在やっておる流域下水道、

集中的な大型の処理形態ではなしに、もっと自然

の浄化力を生かした、そういう下水道処理が私は

必要だろうと思いますし、そのことがコスト的に

も大変安くつくわけであります。

しかし、現在の下水道処理の方式は、岬町から

阪南市も含めて、この泉南市にその汚水を集中さ

せて処理をしていくということでありますが、こ

ういうことで環境がよくなったことはないわけで

ありまして、やはり汚れは小さなところから分散

をして処理をしていく、そして人間の力だけで処

理をするというのではなしに、自然の力も使いな

がら処理をしていくというのが汚水処理の基本だ

ろうと私は思います。

そういう点で、自然に恵まれた泉南市において

は、市も今やっておりますけれども、小型合併処

理浄化槽の補助をもっと拡充し、すみ分けをやっ

た下水道処理のあり方を私はすべきだと思います。

一丘団地に下水道が接続されましたが、それが

今、樽井の浜に汚れをそのままで流していく方式

であります。しかし、現実に一丘団地には処理施

設があるわけであります。また、山間部の住宅地

にはすべて汚水処理施設があって、これが十分に

機能すれば、前の川にきれいな水が流されて、そ

して私たちの自然を潤していく。ただ、管理の問

題として民間や私的に任しておくのはいろいろ問

題があるとしても、やはり市が責任を持ってそれ

をやれば、もう既に大きな大規模団地は処理施設

があるわけでありますから、そういうものを生か

した下水処理をすべきであります。

－２４１－

この下水道処理は、泉南市の２００億円ほどの

一般会計予算の中で４０億円もの特別会計を組ん

で、この先、財政負担に耐えられるはずはありま

せん。４０億円近い予算の中で、使用料というの

はわずか５，０００万円足らずであります。そして、

そのほとんどが一般会計からの繰り入れや市債と

いう、そしてゆくゆくは市民が返していかなけれ

ばならない大きな借金であります。こういうよう

な財政を無視した下水処理のあり方は大いに問題

であります。

また、最後に入札問題でありますけれども、市

が全国に発信をした抽せん型の入札方式が、１年

間で基本的には取りやめになりました。この理由

といえば、わずか１年間の実施の中で１回も当た

らない業者がおるのは問題であると、そういう業

者からの申し入れに対して、わずか１年間でこの

制度を撤回するという姿勢は、行政に対する信頼

を失わせるものだと私は思います。行政が一たん

決めてやったことについては、十分な調査能力と

ノウハウを持っておるわけでありますから、そう

いうものを精査した上で施策が導入されるべきで

あります。しかし、１年でそういうようなものを

撤回するというあり方については、行政に対する

信頼を大いに失わせたものだろうと私は思います。

そういうことが問題であります。

行政が施策をやる上において余りにも姿勢が甘

い。そして、市民に対して約束したことを守らな

い。そして、実際やったことも撤回をする。この

ような姿勢を続けるようでは、徴収率が上がるこ

とはあり得ませんし、もっと行政の姿勢を厳しく

反省をして、市民に信頼される行政運営をするこ

とを求めて反対の討論にさしていただきます。

続いて、付託議案第３４号、大阪府国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対

の立場で討論いたします。

このことは、最も不安定な状況にある市民が定

年後、国民健康保険に入ってくるわけであります

し、また病気になる率も高くなるわけであります。

こういうものについては、やはり公務員の健康保

険や一般の企業に勤めている人たちの保険料と大

きな格差があってはならないと思いますが、この

国民健康保険の保険料というのは大変割高であり



ます。もっと社会的にも公平な面から、このこと

は大いに国に対しても手当の大幅アップを求め、

また市においてもそのことをしていくべきであり

ます。それで反対であります。

次に、付託議案第３６号の下水道事業について

も反対の立場で討論いたしますが、これは一般会

計の中でも先ほど申し上げましたので、詳しい理

由はここで述べません。そういうことで、この下

水道の認定についても反対でありますので、よろ

しくお願いします。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本２０件に対する討論を終結いたしま

す。

これよりただいま一括上程いたしております平

成９年度各会計決算認定２０件に関し、順次採決

いたします。

まず初めに、付託議案第１９号 平成９年度大

阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてを

採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第１９号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、付託議案第３４号 平成９年度大阪府泉

南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第３４号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、付託議案第３６号 平成９年度大阪府泉

南市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

－２４２－

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て付託議案第３６号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、ただいま採決いたしました３件を除く他

の会計１７件について、これより一括して採決い

たします。

本１７件に対する委員長の報告は、いずれも原

案認定可決であります。

お諮りいたします。本１７件につきましては、

いずれも委員長の報告のとおり決することに御異

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

って付託議案第１９号及び付託議案第３４号及び

付託議案第３６号を除く他の付託議案１７件の各

会計決算認定については、いずれも委員長の報告

のとおり原案どおり認定可決することに決しまし

た。

次に、日程第２２、泉南監報告第１８号 例月

現金出納検査結果報告から日程第２４、泉南監報

告第２号 例月現金出納検査結果報告までの以上

３件を一括議題といたします。

本３件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 谷 外嗣君。

○監査委員（谷 外嗣君） 議長のお許しを得まし

たので、ただいまから平成１０年１１月、１２月

分及び平成１１年１月分の例月現金出納検査を執

行いたしました結果を報告いたします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１０年１１月分は平成１０年１２月２４

日に、平成１０年１２月分は平成１１年２月８日

に、また平成１１年１月分は２月２６日に黒須監

査委員と私が検査をいたしました。これにつきま

しては、一般会計、特別会計等収入役扱い分並び

に水道事業会計分の関係資料を中心に、出納関係

諸帳簿及び証拠書類、預金現在高について収支内

容を照合しましたところ、いずれも符合しており、

出納は適正に行われていたと認定いたします。



以上、甚だ簡単でありますが、検査報告といた

します。

○議長（薮野 勤君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 現在の赤字財政の状況の

中で、かつて地方財政再建促進特別措置法という

のがございまして、その適用がございましたけれ

ども、現在の状況において本市が財政再建の準用

団体になるような要因があるのかどうかについて、

お示しいただきたいと思います。

実質収支比率とか経常収支比率、投資余力とか

財政力指数、公債費比率等が診断の材料を提供し

ておりますけれども、その点をかんがみて監査委

員として本市の財政状況の流れの中で、再建準用

団体等にかかわってくるのかどうか、その辺の御

判断をお示し願いたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 谷君。

○監査委員（谷 外嗣君） 北出議員の御質問です

が、当然いろんな数字をわかっての質問だと思い

ます。先ほどからずっと今議会でも論議をされて

おりますけれども、非常に厳しい状況だというの

はもう御存じのとおりだと思います。

それに対して監査委員はどうするんかというこ

とかと思いますけど、私、執行権ありませんので

当然そこまで踏み込んだ話はできませんけれども、

それに対する意見は述べております。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 監査事務局長にお聞きさ

していただいてよろしいでしょうか。 わかり

ました。

財政健全化債について、今後そのような形にな

るのかどうか。ならないで、いわゆる財政健全化

債の発行等に至るまでにきちっとした財政再建が

できるのかどうか、その辺の判断をお示し願いた

いと思います。

○議長（薮野 勤君） 谷君。

○監査委員（谷 外嗣君） 再度の質問ですけど、

現段階ではその件に対しては、監査委員としては

お答えできません。

○議長（薮野 勤君） 以上で監査委員の報告に対

する質疑を終結いたします。

－２４３－

以上で監査報告３件の報告を終わります。

この際、お諮りいたします。本日これより上程

予定の報告及び議案のうち、平成１１年度各会計

予算１７件を除く他の報告及び議案につきまして

は、いずれも会議規則第３７条第２項の規定によ

り委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の報告及び議案のう

ち、平成１１年度各会計予算１７件を除く他の報

告及び議案につきましては、いずれも委員会の付

託を省略することに決しました。

次に、日程第２５、報告第１号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１０年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第８号））を議題といたしま

す。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１０年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８

号））につきまして御説明を申し上げます。

専決理由につきましては、平成１１年１月２９

日、泉南市信達葛畑におきまして発生いたしまし

た山林火災の消火活動に伴い、緊急に経費の予算

措置が必要となったため専決処分をしたものでご

ざいます。

３ページをお開きを願います。歳入歳出の総額

にそれぞれ６５２万円を追加いたしまして、歳入

歳出の総額をそれぞれ１９７億４８２万３，０００

円とするものでございます。

内容につきましては、消火活動に伴います職員

手当を初め、ホース等の破損による備品の購入や

器具の修繕及び被服等の補充が必要となったため

補正をしたものでございます。一方、歳入につき

ましては、５ページに記載をいたしているとおり

でございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた



だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 泉南市は山間部を多く抱え

るまちでありますから、山林火災が時々起こるわ

けなんですけども、予算的には当初予算ではそう

いうものは一応組み込んで、その中でやっておる

と思うんですが、今回は特別にこういうことで補

正予算を組むわけなんですが、この予算の組み方

についてちょっと御説明いただきたいと思います。

それから、消防団の費用は全然上がってないん

ですが、これは全然かからなかったということな

のか、それは先ほどの当初予算の中で賄えたとい

うことなのか、この辺を御説明いただきたい。

それから、超勤手当とか食糧費、器具購入費の

中身について、もう少し御説明をいただきたいと

思います。

それから、火災の原因もひとつよろしくお願い

します。

○議長（薮野 勤君） 小川消防長。

○消防長兼署長（小川眞弘君） 議員御質問の件に

ついてお答えいたします。

まず、これらに対する当初予算の組み込みでご

ざいますけれども、こういう大火災のことでござ

いますので、当初の予算の中には組み込んでおり

ません。これは、発生した時点で補正もしくは専

決ということで処理いたしている分でございます。

それから、消防団の費用でございますけれども、

これは２の方で非常備消防費ということで、需用

費が９２万８，０００円、それから備品購入費で５

１万４，０００円を計上さしていただいております

けれども、これがその山火事において必要になっ

た消防団の費用でございます。

それから、最後にあります職員の手当でござい

ますけれども、これは時間外勤務手当として超勤

手当ということで２７７万２，０００円計上させて

いただいております。これは職員約６０名分でご

ざいます。

それから、特殊勤務手当でございますけれども、

これは水・火災等の出動手当でございまして、職

員７０名分でございます。

－２４４－

それから、需用費の中の食糧費でございますけ

れども、これにつきましては夜食、それから翌日

の朝食と、それから昼食の費用でございまして、

これは消防職員と消防団員用でございます。

それから、需用費の被服でございますけれども、

これにつきましては消防職員の防寒衣、それから

救助靴等の購入費用でございます。これにおきま

しても、現場におきまして破損または汚れました

ので、これに対する充当でございます。

それから、火災の原因につきましては、現在の

ところまだ調査時点でございますけれども、推定

といたしまして入山者のたばこの不始末ではない

かと、こういう推定をいたしております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、消防団と言わ

れる、そういう方も出動されているということで

すね。そういう方についてのいわゆる超勤手当に

当たるような、そういうものは要らなかったとい

うことなんでしょうか。そこの御説明をちょっと

いただきたいと思います。

それと、原因が大事だと思うんですが、これは

どのような調査を具体的にされるのか。それから、

それに対してやっぱり予防策というのは当然ある

と思うので、予防策についてどういうように取り

組まれるのか、その辺をお願いをしたいと思いま

す。

それから、じゃ当初予算ではこういう山火事に

対して想定をして予算を組むということはしてな

いということなんですか、説明的には。かなりこ

れは大規模というけど、今回はそんな大きな火災

でなかったと思うんですね、結果から見れば。前

の金熊寺で起こった山火事はもっと大規模だった

と思うんですが。財政がかなり逼迫した中で、お

金がないからお金が出せないということはないの

かもわかりませんが、実際は底をついてくればそ

ういう問題も生じてくるんで、やはり初めから予

算取りをしといてするのが私は正規なあり方では

ないかと思うんですね。

そういう点で、やはり山があるわけですから、

統計的に１つの基準で予算組みをしとくと。結果

的に火災がなければそれでいいわけですから、そ



ういう点でやっぱり何ぼお金がなくてもどんどん

出てくるような錯覚というんか印象を、僕ら予算

を議会で議論しとって思うんですね。金がないと

いう割にどんどん予算組まれてくると。それはど

んどん借金がふえていくということだと思うんで

すが、そういう点ではやはり初めからちゃんと予

算組みをしとかないと、非常事態にスムーズに対

応できないんじゃないかなと、支障が出てくるん

じゃないかなと思うんですが、そういう予算の組

み方でいいんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 小川消防長。

○消防長兼署長（小川眞弘君） まず、第１点目の

消防団員に対する報酬というんですか、それにつ

きましては今回計上させていただいておりません。

年間の報酬で一応出動手当等は消防団員の方には

お支払いしておりますので、その中で賄っていた

だくということでございます。

それから、山火事の予防策でございますけれど

も、毎年春と秋に火災予防運動がございます。そ

の火災予防運動中に、ことしも３月１日から７日

までございましたけども、その期間中に職員が入

山して立て看板をつけるとか、そういう予防、そ

れからまた大阪市の航空隊によるヘリコプターか

らの火災予防、それからまたことしは信達の林野

組合の職員の方にお願いいたしまして、立て看板

を入山したときに設置していただきました。

それから次に、こういう山火事を想定した段階

での予算的措置でございますけれども、大規模火

災とか長時間に及ぶ火災等につきましては、当初

の予算では想定いたしておりませんので、こうい

う補正とか、また専決というような処分になって

くるものでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 団の中で賄ってもらってい

ると。団もかなりこれは出ていただいたわけです

ね、ある意味でたくさんね。この間の議論では団

は一般の方で年間４万円でしたか、手当が。だか

ら、これは実際それを担っとるのは地域で働いと

る方だと思うんですね、消防団というのは。大阪

へ勤めてる方はなかなか消防団といっても対応で

きないわけですから、そういう点では火事だとい

－２４５－

えば、恐らく仕事をされておると思うんですが、

仕事をほってすぐ駆けつけるという、こういう立

場だと思うんですね。

これはやはりそういう方の補償というんか、立

場に対してはきちっと対応してあげないと、消防

団になる方もだんだん減ってくるだろうし、そう

いう点では常設の消防職員の問題と、火事があれ

ばいざ駆けつけるというのは、常に待機をしとる

みたいなものですわな。そういう点で責任も当然

伴ってくると思うので、こういう火災で大変なと

きに年間の手当だけで、特別な手当を出さないと

いうあり方はね、職員には出しとるわけですね、

もちろんこうやって。だからそういう点ではやは

り考えてあげないと実際的な消防活動に支障があ

るんじゃないかな、こう思います。これは意見に

しときますから、またその辺は予算を組む場合で

も、きちっとやはり常識的な、その人たちがそれ

にかかわって正当な対応をするようにぜひお願い

をしたいと思います。

それから、火災の問題で、どんな大きな火災が

起こるかわかりません。そういう点でお金がない

からというわけにはいかんわけですから、そうい

う点ではちゃんとそれは予算化をして、余った金

は基金にでもするとか、何かそういう即応態勢、

財政的にもちゃんと対応できるような、性格がそ

ういう性格ですから、なければないでいいわけで

すから、あったときにはやはり財政問題で支障が

起こらないようにするためには、お金を常にそれ

は特別にプールしとかないと対応できないわけで

すからね。

一般会計の中で常に必要なお金をどんどん使っ

てる中で、大きな火災ができれば当然お金要るわ

けですからね。そういう点ではそういうお金の手

当というのをきちっとすることも市民が安心する

ことの１つだと思うので、これもぜひ予算の組み

方の中身がいろいろ、技術的なテクニックもある

と思いますけども、本質的に私はそういうお金の

用意の仕方というのを我々議会にも市民にも示し

ていただきたいと、そのように思うのですが、財

政当局もこのことはいろんなところを研究して、

物の性格に合わした行政の対応をぜひしてもらい

たいと思うんですが、最後に財政の方からそのこ



とについての考え方について御意見をいただいて、

僕の質問は終わっときます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 先ほど小山議員から、

不用額でなぜ残したのかというふうな御質問もご

ざいましたが、この火災につきましては先ほど消

防署長も御答弁させていただきましたように、基

本は火災予防というのを重点に置いて各施策をや

っていただいてるとこでございまして、不測のも

のについてはそのときに対応するというのが基本

ではないかと思っております。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 論議を聞いておりまして、

ちょっと腑に落ちない点が二、三ありましたので、

改めてお聞かせをいただきたいと思うんですが、

台風とかそれに伴う浸水、あるいは風の被害、地

震、こういうものに対しては一定、不十分ではあ

りますけれども、不意の出来事故に対しては予備

費というものがありますし、同一款内流用という

形で他の予算を款内で処理をすると、こういうこ

ともできますし、そういう点ではそれなりに、一

般会計全体で見れば具体に処理できる対応策とい

うのは、財政上あるだろうというふうに思います

が、それでも不十分だと。

やはり不意の出来事故に対して、歴年の統計等

をとって対応しなければならないということであ

れば別ですけれど、一定一般会計ではそういう幅

というのが、大変財政不如意のときですから大変

でしょうけれども、一定財政上はそういう幅を持

っているというふうに思うんですが、そういうふ

うに考えておくのは間違いなんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 確かに臨時的にという

んですか、災害等を予備費で対応するというとき

もございますが、今回はいわゆる一般的な補正に

よって対応さしていただいたということでござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

－２４６－

これより報告第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。

よって報告第１号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第２９、議案第１号 泉南市助役の

選任についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市助役の選任について提案理由を

御説明申し上げます。

泉南市助役の上林郁夫氏は、平成１１年３月３

１日付をもって任期満了となりますが、同氏を泉

南市助役として最適任者と認め再任いたしたく、

地方自治法第１６２条の規定により議会の御同意

を賜りたく、御提案申し上げるものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書１５

ページにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単ではございますが、本議案の説明にか

えさせていただきます。何とぞよろしく御同意賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 本件につきましては、助役

上林郁夫君の一身上に関する事件でありますので、

上林郁夫君の除斥を求めます。

〔上林郁夫君、退場〕

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、助役の選任したいとい

う議案が出たわけなんですが、行政改革の中でや

はり組織のスリム化というのは、これは当然のや

らなければならないことだと思いますが、実際一

番市民に直接接触して実務をする職員というのは

仕事を持っとるわけですから、これは減らしよう

が基本的にないと思うんです、機構改革すれば別

として。

そういう中で、管理職、管理に当たる方をスリ



ムにすることは、決裁も早くなりますし、いろん

な意味で私はこれは大変いいことだと思うんです

が、そういう中で泉南市は今２人の助役制をしい

ていらっしゃるわけなんですが、これは大阪府下

の他の自治体を見ても、人口の割合また職員数の

問題からいっても、助役の２人はこれはぜひ１人

にしてもらいたいという声がありますし、これは

私は当然の声だと思うんですね。

そういう点で、こういう実際の人物を挙げて提

案してくる中で、なかなかこれはその人そのもの

がどうだという議論ではなしに、やっぱり助役の

今の２人制についてはどうかというのを、市長に

基本的にはそのお考えを聞いておきたいと思うん

ですね。それがこの議案の提案の判断材料になる

わけですから、市長の行革の中でのこの助役の２

人制について、どういう考え方を持って今回提案

されたのかということをぜひお答えいただきたい

と思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 本市におきましては、平成

５年４月１日から２人制を導入いたしております。

最近の行政需要の多種多様化、また高度化、また

市民ニーズの大変な高まりの中で的確に処理して

いくという中で、やはり２人制にして的確、迅速

に事務処理を行うということが市民サービスにつ

ながるという考えから、平成５年４月１日から２

人制を導入いたしております。

大阪府下を見ましても、ほとんど現在複数制に

なっております。基本的にはそういう形が望まし

いというふうに私自身も思っておりますし、今回

もそういう形で御提案を申し上げているところで

ございます。

ただ、いろいろ御意見もちょうだいいたしてお

りますし、いろんな御意見もあろうかというふう

に思いますので、２人制を継続していくのか、あ

るいは変更するのかということにつきましては、

いろんな御意見もお聞きする中で、次の助役の任

期までに一定考え方を申し述べたいと、このよう

に考えております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 市長の考え方が今示された

わけなんですが、そら助役だけをなぶるというわ

－２４７－

けにいかないと思うんで、やっぱり管理職全体の

中で助役をどう位置づけるかという問題だろうと

思いますし、当然今の組織のままで２人を１人に

するというのは、それは市長が言われる市民に対

するサービスの影響が出てくると思うんですね。

そういう点では、市長もこれまで考えを示され

とるように、やはり各部署で考え方を持って判断

を仰ぎなさいということを指示しとるというよう

に、やはりその責任をどんどん現場におろして、

現場が判断をするのが一番早いわけですから、そ

ういうような１つの物の決定のあり方をする中で、

そら１人より２人おる方が当然いいのはいいんで

すが、一方では経費という問題もあるわけですか

ら、そういう点では各部署、課なり、実務的な基

本的な考えは市長が示された中で、そこにのっと

って各現場が判断をして迅速にやっていくと、そ

ういうことをやらないと、助役だけ２人を１人に

するというわけに僕もいかないと思いますので、

そういうこれまでの上で決裁をするというあり方

をどんどん現場におろしていく中で、管理職のウ

エートを下げていくと、そういうことでないとい

かんと思いますので、次の助役を議会に提案する

までにそういう考え方を示してするということで

すから、その御答弁は了としたいと思います。

そういう点で、私が今言ったようなことで、役

所の組織全体をそういう形で考える中で、ぜひ一

日も早くそういう考え方を示して、直前になって

やられると、やはりそれは人の問題ですから気分

的な問題もありますから、早い段階で早く示して

いただきたいと思います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 行革の枠組みの中で助役

という問題、２人制、１人制ということが今指摘

されてるわけですけども、私は基本的には今の地

方行政、都道府県、市町村という枠組みの中で、

府出向の助役というのはまだ今の段階では必要で

あると。そのことによって本市の合理化とか効率

化とか、あるいはいろんな予算配分を含めて一番

効果的にやっていけるのではないかと思いますし、

遠藤助役や福田助役、吉川助役等が果たした役割

も極めて高かったというふうに考えさしていただ



いております。

ただ問題は、この辺ちょっと市長にお聞きした

いんですけれども、実際問題、府の出向の職員の

方も漸次的に減少してきてるというふうに理解し

ております。その辺の御説明をいただきたいと。

その中で現行の助役制度。それと、２人制の場合

にどういう分担をされてるのか、そういう形の職

務任務をどのようにして提供されてるのかという

ことですね。

それと、今さっき小山議員おっしゃいましたけ

ども、市長も今、本議会は部長、委員会は課長、

そして当該原課による自己裁定権云々という問題

で今推し進められているということです。しかし、

なおかつそれで助役は要らないというわけではな

いと思いますので、その辺の指揮体制に触れて、

考えていることがございましたらお示し願いたい

と。よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、大阪府からの出向職

員の件でございますけども、関西国際空港の整備

ということもございまして、本市にも過去から大

阪府から職員を派遣していただきまして、そして

いろんな意味で活躍をしていただいてるわけでご

ざいます。

ただ、一時かなりふえたという経過がございま

すけれども、現在は漸減、少しずつ減っていって

るというか、減らしております。また、この１１

年度から若干減らす予定をいたしております。そ

れは、当然市の内部職員が育ってきたということ

もございますし、またいろいろ今まで出向してい

ただいて若い職員の指導もいただいたという部分

の成果もございます。したがって、それらについ

てはできるだけプロパーの職員で頑張っていただ

くという考え方を持っております。

その中で、助役２人制につきましては、先ほど

も御答弁申し上げましたように、平成５年４月か

ら２人制にしているわけでございます。その中で

大きな役割を果たしてるというふうには思ってお

りますが、いろいろ御意見もお聞きもしておりま

すので、これらについては次の機会までに再度い

ろんな御意見を賜りながら一定の判断をしたいと、

このように考えているところでございます。

－２４８－

それから、助役の分担につきましては、泉南市

の助役事務分担規則によりまして、最近では平成

７年の３月３１日に改定をいたしまして、第２助

役につきましては総務部、それから市長公室の空

港対策室、市民生活部、消防本部、会計課及び教

育委員会の事務、並びに健康福祉部の事務のうち

特に市長が命じた事務を担当しておりまして、第

１助役については第２助役以外の事務すべてと、

こういう分担といたしているところでございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 簡単に。第１助役はどち

らなのか、ちょっと私わからないんで、その辺だ

けお示し願いたい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 第１助役は上林郁夫でござ

いまして、第２助役が遠藤でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長はかなり抽象的にそ

の必要論についてお述べになりました。行政が過

般の情勢の中で非常に複雑多岐にわたってきてい

ると、こういう意味のことを述べられたんですが、

もう１つ抽象的で私理解できないんですが、それ

でちょっと具体にお聞きをしていきたいと思うん

ですが、平生の行政事務についてはほとんどこれ

は部長クラスで、各部必要な行政事務については

各部がそれぞれ担当するというライン、スタッフ

の構成ができているわけですから、問題はいわゆ

る政策的な判断ですね。これをどうしていくのか

と、こういうことにかかわって極めて必要な部署

だろうと、こういうふうに思うんですが、しかし、

それも２年先、３年先、５年先、こういうふうな

スタンスで見れば、大体年度当初にそれぞれ毎月

部長会なんかもやっておられるわけですから、そ

ういうところで部長なんかの意見を聞きながら、

執行部、理事、当局といいますか、そういうとこ

ろで政策的にゆがみない、間違いない判断もでき

ていくんではなかろうかと。

ただ、年度途中に不意にそういう政策判断が必

要になった場合に、なかなか事務レベルでは対応

できない。そういうときにはそういう行政に精通

した有能な政策判断ができる人材が必要になって

くる、こういうふうに思うんですが、そういうこ



とは過去市長もずうっと理事、それから助役、公

室長もやっておられましたし、それから今は市長

ですし、もう５年目ですから、そういう不意に政

策的な判断が求められるというような事件という

のは、どういうことが具体的にあるんでしょうか

ね。

私は平生のそういう体制の中で十分に処理して

いけると、こういうふうに思うんです。これは財

政が非常に厳しいという前提もあった上でのこと

ですね。余裕があればそれにこしたことはないわ

けですが、非常に厳しいと。ざっと計算しまして

も１，３００万から４００万ぐらいの間でのお金が

要るわけですから。人物論は私いっこも言うてな

いんです。いわゆる２人制という制度上の問題と

してこれだけ出費が要ると、そのことの必要性が

果たして政策的な判断を求める人材が必要なのか

どうかと。こういうことを、ちょっとくどいです

が申し上げているわけで、その辺の具体的な事例、

ちょっと抽象的に言われましたので、何かこうい

う場合があったんだと、こういう場合に非常に有

効適切に２人助役が機能して成果を上げたんだと、

こういうことが具体にあればお示しをいただきた

い。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 平成５年４月から２人制に

して、私、初めてその任を受けたわけでございま

して、その当時、前市長、ここでも御答弁された

かというふうに思うんですが、特に泉南市の場合、

関西国際空港という問題もございましたし、その

地域整備あるいは周辺整備、そしてこれからのり

んくう都市圏として大きな課題もたくさんござい

ました。その中で特に市民ニーズの高まりと、そ

れとやはり行政需要、これらに迅速的確に対応し

ていくというためには、やはり所管を分担して、

そしてそれらに的確に対応するというのが重要だ

というふうに御答弁されたということを私自身も

記憶をいたしております。

その具体的事例というのは、それはなかなか、

たくさん現実にはあるわけでございますが、この

場で一々それを申し上げるのもどうかなというふ

うに思いますけれども、まず部なり課なりの当然

事務レベルの判断なり、それから対応というのが

－２４９－

当然あるわけでありますが、なかなかそれだけで

は十分でない部分というのがやはり相当ございま

す、年間を通じましてですね。そういう場合に所

管の助役の指導なり判断、それから決裁等を行う

ということに対して、有効に機能しているのは事

実でございます。

先ほど分担も申し上げましたように、主にその

役割分担もきちっと決めまして、特に泉南市の場

合は関西空港という問題もございましたから、そ

ういう部分は府の方から来ていただいてる助役に

主に対応をさしておるという形、それから権限的

には財政と人事を一応分けてあるという形で、余

り集中しないようにということにも配慮して分担

をさしております。そういうことで２人制という

ことで機能を発揮しているというふうに考えてい

るところでございます。

ただ、今和気議員もおっしゃいましたように、

あるいはさきの方も言われましたように、いろん

な御意見もあろうかというふうに思いますし、ま

た泉南市の置かれている立場もやはり考えていく

必要があるというふうに思いますので、今後その

複数制ということについては一定の範囲内の中で

いろいろ御意見も聞いた中で判断をしたいと、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） 私は、泉南市の行政も、

いつも一定のところにとどまって試行錯誤を繰り

返しているんではなくて、それなりにやはり発展

をしているように思うんです。前市長のお話が出

ましたけれども、その当時は、確かにあの方が市

長になられたときには、いわゆる従来部長をやっ

ておられた方と課長クラスといいますか、その辺

との間にかなり年齢に断層がありまして、新しく

部長としてという、４０代前半ぐらいの若い方が

おられまして、なかなか年齢的にも部長はどうな

のかなと、こういうふうな方も確かにかなりの層

ありました。これは年齢層を見ればわかるわけで

すが、そういう点で一定大阪府からそういう専門

職の出向を仰ぐと、こういう手だてをおとりにな

りまして、やむを得ない仕儀であっただろうとい

うふうに思います。

それから１０年以上たつわけですね。今いわゆ



る部を統括されておられる部長さんというのは、

ほとんどが５０代の前半から後半にと、こういう

年齢層になってまいりました。十分部長として、

そういう事務的な問題だけではなくて、いわゆる

不意に出来した政策的な判断にもたえ得るような、

そういうような人材に、私はいろいろ試行錯誤を

繰り返しながら成長してきておられる、こういう

ふうに思いますよ。

ですから、それは判断の問題だというふうに思

うんですが、私はそういう６１年から１４年間の

はざまの中で、十分にそれだけの能力を具備され

てきている、こういうふうに思います。そして、

なおかつこういう方を育てていくために一定の政

策判断をしていただく、このことがまさに今泉南

市の行政を飛躍させていく上で求められているん

ではないか、こういうふうに思います。

むしろそれが２人助役で、上に階上階を重ねる、

あるいはむしろその階上階のこれが上支えという

かおもしになって、そういう政策判断をどんどん

していくような、そういう機会がむしろこっちに

置かれてしまってる、こういうことになっていく

んではないかというふうにも思います。

ですから、どうしてもやむを得ないときにはそ

ういう迅速な対応をするためにも必要だろうけれ

ども、今のここまで来ている行政のあり方からい

えば、今の体制で十分ではないか、平時の体制で。

新たにそういう、例えば関西国際空港が軍事利用

されるとか、そういう大変な出来事で国にどんど

ん物を言うていかないかんと、大阪府のいわゆる

５４年の岸知事の答弁をもう一度再燃して、府に

もしっかりとした姿勢を求めていかないかん、こ

ういうことが具体に起これば、そういう政策判断

が本当に揺るぎなく間違いなくやっていく、そう

いう立場の人が必要だろうけれども、今私は、本

当に財政は危機ですけれども、平時の状態だとい

うふうに思いますよ。財政危機のあり方というの

は、むしろ今まで２人助役の中でやってきた５年

以降に大変な大型開発のこの事業が、それから駆

け込みの同和事業が、むしろ今日の財政危機を生

み出しているわけですから、そういう点ではこれ

は私は今の体制で十分ではないか、こういうふう

に思うんですが、その点どうでしょうか。

－２５０－

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今の体制というのはちょっ

とわかりにくいんですけれども（和気 豊君「今

の体制というのは部の体制です」と呼ぶ）部の体

制ということですか。（和気 豊君「はい」と呼

ぶ）

御指摘ありましたように、各部で責任を持って

処理するという体制ですね。これについては常々

言ってまいりましたけども、これについてもなお

いろいろ御批判もちょうだいもいたしております

ので、先般も改めて指示をしたということでござ

いますから、まず各部の足腰をきっちりと鍛えさ

せるということが何よりも大切だというふうに思

っておりますので、そういう意味で先般もそうい

う指示をいたしたところでございますので、その

行政体制、執行体制、これをきちっとするという

ことについては、全く同じ意見でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君に申し上げます。今、

人事の案件でございますので、２回の質疑でござ

いますので、その点御配慮願います。和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長、もう一度それじゃ

これからのあり方の問題について、今私が前段述

べた部分については同意見だというふうに言われ

ました。今の体制というのがちょっとわかりにく

かったと思いますが、いわゆる今の助役を除くふ

だんの執行体制で十分ではないかというふうに思

うんですが、そういう点で２人制度の見直しにつ

いては、もう一度お聞きをしたいんですが、今度

府から出向の方は任期２年なんですが、そのいわ

ゆる任期明けのときには一定具体な方向づけを議

会に示すと、提案をしたいと、こういうことで承

っていいですね。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そのとおりでございます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして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

って議案第１号は、原案のとおり同意することに

決しました。

上林郁夫君の入場を求めます。

〔上林郁夫君、入場〕

○議長（薮野 勤君） ただいま助役に再任されま

した上林郁夫君からあいさつのため発言を求めて

おりますので、これを許可いたします。上林郁夫

君。

○助役（上林郁夫君） 議長のお許しをいただきま

したので、一言お礼のごあいさつを申し上げます。

ただいま助役就任に御同意を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。何分にも至らぬ私で

はございますが、１期４年間の経験を生かしまし

て、微力ながら市長を側面から補佐し、また議会

の御意見を十分にお聞きしながら泉南市発展のた

めに全力で取り組んでまいりたいと思います。

どうか１期４年間同様、温かい御指導、御鞭撻

を賜りますことを心よりお願いを申し上げまして、

甚だ簡単ではございますが、お礼のあいさつとさ

せていただきます。どうもありがとうございまし

た。

○議長（薮野 勤君） ３時１５分まで休憩いたし

ます。

午後２時４６分 休憩

午後３時１６分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第２７、議案第２号 泉南市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第２号、泉南市教育委員会委員の任命について

提案理由の御説明を申し上げます。

平成１１年１月３１日をもって退任された赤井

悟氏の後任として、亀田章道氏を泉南市教育委員

会委員として最適任者と認め任命いたしたいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

－２５１－

第１項の規定により、議会の御同意を賜りたく、

お願いするものでございます。

なお、亀田章道氏の経歴につきましては、議案

書１９ページにお示ししているとおりでございま

す。

甚だ簡単ではございますが、本議案の説明にか

えさせていただきます。よろしく御同意賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２号は、原案のとおり同意することに

決しました。

次に、日程第２８、議案第３号 人権擁護委員

を推薦するための意見を求めるについてを議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第３号、人権擁護委員を推薦するための意見を

求めるについての提案理由の御説明を申し上げま

す。

本市の人権擁護委員真鍋正子氏は、平成１１年

４月１４日付をもって任期満了となります。同氏

を泉南市人権擁護委員として最適任者と認め再推

薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定によりまして議会の御意見を賜りたく、お願い

するものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書２３

ページにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単ではございますが、本議案の説明にか

えさせていただきます。何とぞよろしくお願い申



し上げます。

○議長（薮野 勤君） 本件に関し、御意見等あり

ませんか。 御意見等なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、これを了承するこ

と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

って議案第３号は、原案のとおり了承することに

決しました。

次に、日程第２９、議案第４号 阪南市外一市

一町隔離病舎組合の解散に関する協議について、

及び日程第３０、議案第５号 阪南市外一市一町

隔離病舎組合の解散に伴う財産処分に関する協議

について、以上２件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました議案２件につき

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま一括上程されまし

た議案第４号及び議案第５号について、順次御説

明を申し上げます。

まず、議案第４号、阪南市外一市一町隔離病舎

組合の解散に関する協議について、その概要を御

説明申し上げます。２５ページでございます。な

お、お手元に議案第４号参考といたしまして、施

設の状況並びに沿革につきまして参考の資料を配

付しておりますので、御参照いただきますようお

願いを申し上げます。

提案理由についてでございますが、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が

平成１１年４月１日から施行され、伝染病予防法

が廃止されることにより、阪南市外一市一町隔離

病舎組合を平成１１年３月３１日をもって解散す

る必要が生じましたため、地方自治法第２８８条

の規定により阪南市及び岬町と協議するにつき、

同法第２９０条の規定により議会の議決を求める

必要から提案をさせていただくものでございます。

なお、阪南市外一市一町隔離病舎組合の沿革で

ございますが、昭和２６年８月７日に尾崎町外７

カ町村伝染病院組合として設立されまして、その

後、昭和４０年７月１日に泉南町が加入し、昭和

４０年１２月２５日に現在地に建物が建設され、

現在に至っているところでございます。

－２５２－

次に、議案第５号、阪南市外一市一町隔離病舎

組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、

その概要を御説明申し上げます。２７ページでご

ざいます。

提案理由についてでございますが、阪南市外一

市一町隔離病舎組合の解散に伴い、組合財産の解

散後の帰属について定める必要から、地方自治法

第２８９条の規定により阪南市及び岬町と協議を

するにつき、同法第２９０条の規定により議会の

議決を求める必要から提案するものでございます。

また、隔離病舎組合の解散に伴います財産につき

ましては、議案第５号参考として土地、建物、位

置関係を議案書２９ページにお示しをしておりま

す。

以上、甚だ簡単でございますが、どうかよろし

く御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。 質疑なし

と認めます。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 討論なしと認めます。

これより本２件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。本２件につきましては、い

ずれも原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第４号及び議案第５号につきましては、

いずれも原案のとおり可とすることに決しました。

次に、日程第３１、議案第６号 泉南市議会議

員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車

の使用の公営に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてから、日程第３３、議案第８号

泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙

公報発行に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてまでの以上３件を一括議題といたしま

す。

ただいま一括上程いたしました議案３件につき

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま一括上程されまし

た議案第６号、議案第７号及び議案第８号につい



て、順次御説明を申し上げます。

まず、議案第６号でございますが、泉南市議会

議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用の公営に関する条例の一部を改正する条

例の制定について御説明を申し上げます。３１ペ

ージでございます。

まず、提案理由でございますが、公職選挙法施

行令の一部を改正する政令が平成１０年３月３１

日に公布、同日施行されたことに伴い、本市の市

議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車

の使用の公営に関する公費負担の限度額を改正す

るものでございます。

改正の内容といたしましては、第４条の一般運

送契約、タクシー等の借り上げにつきましては、

日額「５７，８００円」を「６０，２００円」に、一

般運送契約以外の契約であります自動車の借り入

れにつきましては、日額「１５，０００円」を「１

５，３００円」に、燃料代につきましては、日額

「７，２１０円」を「７，３５０円」に、運転手を雇

用した場合の報酬につきましては、日額「１１，２

００円」を「１１，７００円」に改め、第６条の公

費負担の限度額を「５７，８００円」から「６０，２

００円」に改正するものでございます。

次に、議案第７号、泉南市議会議員及び泉南市

長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公

営に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明を申し上げます。３５ページでござい

ます。

まず、提案理由でございますが、公職選挙法施

行令の一部を改正する政令が平成１０年３月３１

日に公布、同日施行されたことに伴い、本市の市

議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスタ

ーの作成の公営に要する公費負担の限度額を改正

するものでございます。

改正の内容といたしましては、第４条のポスタ

ー掲示場の数に乗じる金額「４８９円５０銭」を

「５０１円９９銭」に、また、それに加える金額

「２７２，４３５円」を「３０１，８７５円」に改正

するものでございます。

次に、議案第８号、泉南市議会議員及び泉南市

長の選挙における選挙公報発行に関する条例の一

部を改正する条例の制定について御説明を申し上

－２５３－

げます。３９ページでございます。

まず、提案理由でございますが、公職選挙法の

一部を改正する法律が平成９年１２月１９日に公

布され、平成１０年６月１日に施行されました。

今回の改正におきまして、選挙公報の掲載文の字

数制限が廃止されたことに伴い、本市の市議会議

員及び長の選挙における選挙公報につきましても

同様の改正をするものでございます。

改正の内容といたしましては、選挙公報の掲載

文の字数制限を規定しております第３条第２項及

び第４条のただし書きを削り、その他所要の規定

の整備を行うものでございます。

以上、簡単ではございますが、それぞれ条例の

改正についての説明とさせていただきます。よろ

しく御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。 質疑なし

と認めます。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 討論なしと認めます。

これより本３件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。本３件につきましては、い

ずれも原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第６号から議案第８号までの議案３件に

つきましては、いずれも原案のとおり可とするこ

とに決しました。

次に、日程第３４、議案第９号 報酬及び費用

弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第９号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明を申し上げます。議

案書の４３ページでございます。

提案理由でございますが、本年４月１日より樽



井火葬場及び西信達火葬場において、御希望の御

遺族の方につきましては、原則として即日お骨揚

げを実施することとなりましたが、これに伴う火

葬従事職員の処遇改善のため、別表中の区分に火

葬従事職員として新たに設定し、当該職員に係る

報酬額を市長が定める額として追加するものでご

ざいます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第９号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第３５、議案第１０号 特別職の職

員の給与に関する条例及び泉南市教育委員会の教

育長の給料及び旅費条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１０号、特別職の職員の給与に関する条例及

び泉南市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例

の一部を改正する条例の制定について御説明を申

し上げます。４７ページでございます。

現在、本市の厳しい財政状況に対処するため、

行財政改革を積極的に推進し、健全財政に向け鋭

意取り組んでいるところでございます。その中に

は職員の痛みを伴うものもあり、市の組織のトッ

プ層も痛みを分かち合い、行財政改革を今後も強

力に進めていく必要がありますことから、経費節

－２５４－

減の一助とするために特別職等の給料の一部を減

額することとし、本条例案を提案するものでござ

います。

改正内容につきましては、特別職等の給与を１

０％減額するものであり、市長につきましては９

１万円を８１万９，０００円に、助役につきまして

は７８万円を７０万２，０００円に、収入役及び教

育長につきましては７１万円を６３万９，０００円

に減額するものでございます。

減額措置の期間につきましては、平成１１年４

月１日から平成１２年３月３１日までの１年間と

なっております。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１０号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１０号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第３６、議案第１１号 泉南市教育

委員会の教育長の退職手当に関する臨時措置条例

の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１１号、泉南市教育委員会の教育長の退職手

当に関する臨時措置条例の制定について御説明を

申し上げます。５１ページでございます。

教育長の在任期間中、本市の市政発展に寄与し

た赤井 悟前教育長に対する退職手当を加給する

ため、本条例案を提案するものでございます。



条例案の内容につきましては５３ページにお示

しをしておりますが、特別職の職員の給与に関す

る条例第８条の規定を準用し、平成１１年１月３

１日付で退職した赤井 悟前教育長に支給する退

職手当については、泉南市教育委員会の教育長の

給与及び旅費条例第３条第２項中、「一般職の職

員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例に

よる」とあるところを「職員の退職手当に関する

条例第３条の規定により算定して得た額に８，８３

９，５００円を加えた額とする」と読みかえるもの

でございます。

その算出根拠でございますが、教育長の報酬額

に在職月数及び本市における前例を踏まえた率を

乗じて得た額とするものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 成田君。

○１４番（成田政彦君） 前教育長の退職金の問題

ですけど、まず第１に、８８３万９，５００円を加

えた理由をもう一度詳しくお願いしたい。

それから、第３条１項に伴う退職手当は幾らも

らっているのか、それもお伺いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 成田議員さんの御質

問でございますけれども、まず２点目の第３条１

項に基づきます退職金でございますけれども、赤

井教育長につきましては、平成４年の３月から平

成１１年の１月までということで、通算６年１１

カ月ですか、ですから計算方法としては給料掛け

る６年ですね。それと、その掛け率１００分の７

５を掛けまして、３１９万５，０００円を支給いた

しております。

次に、８８３万９，５００円の算出の根拠でござ

いますけれども、今回のこの金額につきましては

加給金という形で積算いたしております。従来か

ら特別職等につきましてはこの形で計算をして提

案させていただいているものでございますが、こ

れも給料７１万円掛ける在職月数８３カ月掛ける、

教育長、収入役につきましては１００分の１５と

いう計算式でございますので、これを掛けますと

－２５５－

８８３万９，５００円ということになります。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） そうしますと、前教育長

は平成４年から平成１１年の間に、３条の１項に

基づく退職手当が３１９万５，０００円、それから

この加給金が８８３万９，５００円で、１，２００万

何がしのお金を、７年間働いたということでもら

えるということですね。一般の労働者から見て、

７年間で１，２００万と。

私、お伺いしとるんですけど、もう少しね、計

算式 ８８３万にした計算式は言われたんです

けど、それではちょっと納得できない理由なんで

すわ。加給金ですからね。いわゆる一般職の場合

の３１９万、これは納得できます。これは一般職

の職員の方も当然もらえるんですから。この８８

３万９，５００円というのは、この教育長にはいか

なる理由があってこういう加給金を渡すことがで

きるのかね。それでは全然わかりませんわ、その

理由では、計算式では。もう少し具体的にどんな

功労があった、どんなそういう市に尽くしたか、

具体的にね。

そうでしょう。先ほど特別職の給与に関する条

例及び、これで、議案１０号で助役がどう言った

か知ってますか。本市の厳しい財政状況、それか

ら経費が厳しい、職員のトップも痛みを伴わなき

ゃならない、よって１０％。それから、さらにこ

としは市長は一般職の定昇まで、これも痛みをせ

なあかんと言うて、これは何ですか、全く天につ

ばを吐くようなことをやるんですか、ここで。

この議案第１０号の理由でいったら、８８３万

というのは、現在の泉南市の経常収支１０３．５％、

人件費六十数億円、年間５，０００万円の伸びです

わ。この厳しい中でこういう議案第１０号を出さ

れて、みずからやったんでしょう、減給１０％ま

で。この理由からいったら当然８８３万というの

は、市民感情から見たら、財政事情から見ても、

これを払うかどうかは考えなけりゃならないんと

違いますか。そこをちょっと、非常に厳しい財政

規模で、市民も非常な状況、施策を打ち切る、そ

れで職員も定期昇給ストップ、それで三役も１０

％カット、しかし、やめる教育長に対しては８８



３万のお金を出すと、これはどういうことですか。

ちょっと納得する理由を。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 成田議員の御指摘、

財政状況が悪い中でということでございますけれ

ども、この加給金につきましては、従来からも特

別職等につきましては、市長につきましては１０

０分の２５、それと助役につきましては１００分

の２０、収入役と教育長につきましては１００分

の１５という形で、一般職の職員の計算した分プ

ラスこういう計算式で従来から提案をさしていた

だいて、それに基づいて支給をしているという過

去からの例がございますので、今回もそういう形

で上げさせていただいたものでございます。

それと、各市の特別職等との比較をいたしまし

ても、各市はほとんどが特別職等につきましては

退職金の条例を制定してるわけでございますけれ

ども、本市の場合は制定していないということの

中で、退職されたその都度こういう形で提案をさ

していただいているものでございます。

各市の例を見ますと、大体教育長、収入役あた

りで１００分の２５から２０、その辺が一般的な

ものだというふうに考えております。各市と比較

してもそうべらぼうに高額になるということでは

ないというふうに考えております。

ちなみに、人口１０万未満の同規模の市で８３

カ月勤続した場合、それと比較いたしましても阪

南ブロックでも１，１００万円から１，２００万程度

の退職金は支出しているというのが通例でござい

ますので、御理解を賜りますようにお願い申し上

げます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 私は今さっきの市長公室

長の、各市と比べてべらぼうに高くないと。あな

たね、今泉南市の財政状況どないなってるか知っ

てますの。あすにも赤字再建団体になるかわから

んような厳しい状況なんでしょう。べらぼうに高

くないって、７年間で８８３万一民間会社でくれ

ますか。４０年間働いても１，０００万円ぐらいし

か退職金くれないんですよ。今厳しいリストラを

やる。今物すごいリストラに遭っとるんですわ。

僕らの世代もそうだけど、退職金も半分、片道切

－２５６－

符、これが民間の状況でしょう。それをたった７

年間で８８３万円、こんなん市民が聞いたらどう

思いますか。

それと、各市の状況て、こんな今の時代、議員

もリストラに遭っとるけど、今の時代そんな、例

えば条例をつくってお手盛りの特別功労金を出す、

こんな時代ではないですよ。そら財政が豊かだっ

たらわかりますけどね。例えば兵庫県の市町村で

この功労金制度というのは、自治省なんかと話し

合って、こういうのはもうなじまないと、兵庫県

なんかではもう功労金制度はないんですわ、こう

いうのは。

それから、泉南市は助役にせんべつ金を渡して

ないと思うんですけど、この間新聞報道に載っと

ったでしょう。熊取か泉佐野の助役に対してせん

べつ金を渡しとったと。これも府民感情になじま

ないということで、返さなあかんということが最

近の新聞に載っとったでしょう。大阪府ですらそ

んな、たった２年行くだけの助役に対してそんな

せんべつ金はおかしいということで、これは渡さ

ないと、こういう時代ですわ。

それなのに、こんなに厳しい財政状況の中で、

そして市長は言っとるんです、行政改革やと、一

般経費は１０％削減しなきゃならないと。それな

のにこの８８３万円だけは捻出するんですか、７

年間の仕事に。どうなんですか。もう一度、泉南

市の行財政改革、赤字の今の非常に厳しい財政の

中と、この８８３に対するつり合いある答弁をお

願いしますわ。納得できる答弁を。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 納得できる答弁と言

われましても、これは従来から特別職等につきま

してはこういう形で支給をさしていただいており

ますので、今回も同じ形で提案をさせていただい

たものでございます。ですから、ひとつそういう

過去の状況を踏まえた中で御理解を賜りたいとい

うふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 従来からだったらね、例

えば議案１０号なんていう議案は出てこないんで

すわ。従来だったらこの議案第１０号みたいな、

特別職が１０％カットするとか、さらに一般職員



の皆さんにも定期昇給までさせないという、これ

は非常時、日常ではないんですわ、今。非日常で

しょう、財政は。こういう時期での非常時、財政

的には完全に非常時なんですが、こういう収入も

少なく、こういう事態のときのいわゆる三役はど

うあるべきかと。今回は１０％カットされて、助

役の言うとおりですわ。本市の厳しい財政状況、

職員のトップ層も痛みを分かち合わなあかん、経

費が厳しいと、行政改革やと、こういうことを言

うとるんでしょう。その舌の根も乾かないうちに

これでしょう、今度。

８８３万というから、三百幾ら加えたら１，２０

０万ですわ。１，２００万というたらね、知ってま

すか。泉南市の紡績工場に働く一般の労働者の退

職金は幾らもらってるか知ってますか、三十数年

間働いて。４０年間働いて幾らもらってますか。

ちょっとそれ知ってますか、商工課の方。それか

ら、ここにも大企業がありますわな。その人たち

の給料が３５年働いて１，２００万円もらえますか。

７年間で１，２００万でっせ、これ。商工課では、

この地域の労働者の働いてる退職金は、統計的に

は幾らぐらいもらってますか。３５年でいいです

わ。どの程度ですか。市民生活部、統計出しとる

でしょう。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 申しわけございませ

んが、数字的にはつかんでおりません。

○議長（薮野 勤君） 成田君、簡潔に願います。

成田君。

○１４番（成田政彦君） そらもう世間の常識……、

今非常時ですわ。非常に厳しい、仕事もない中で、

ちょっとそのぐらい調べて答えてもらわんと、１，

２００万ですよ、７年間で。泉南市の人件費は大

体６０億ですから、大体５，０００万ずつ伸びると

しても、比較してもそのうちの３分の１ぐらいや

ね、１，２００万というたらそのぐらいの額の分が

これだけ取っていくんだけどね。ちょっと答えな

さいよ、それ。

この１，２００万を我々議員に、確かにこういう

お金というのは泉南市で働いてる多くの中小企業

の労働者とか、大企業の皆さんの退職金にまあ理

解できる、かみ合った退職手当やということの説

－２５７－

明をちょっとしてくださいよ。７年間ですよ、こ

れ。たった７年間。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 確かに一概に民間の企業の

方の統計データは、先ほどお答えしましたように

持ち合わせておりませんが、単に今の経済状況も

含めて大変厳しいというのは承知をいたしており

ます。ただ、今７年間で千数百万というふうなお

話もございましたけども、提案理由でも御説明を

いたしましたように、今教育環境は大変厳しい中、

泉南市教育委員会のトップとして大変御苦労いた

だいたということと、今までの例によるというこ

とで、こういう金額を算定をいたしたものでござ

います。

ただ、我々として、今現職にある者につきまし

ては、先ほど提案させていただきましたように１

０％減額して鋭意取り組むということでございま

すが、退職された方でございますので、なお従前

による例とさせていただいたということで御理解

をお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 成田君、まとめを願います。

○１４番（成田政彦君） いやいや、またおかしな

こと言われたんですけどね、教育委員会のトップ

として頑張っておられたと。何も教育委員会のト

ップが頑張っとるんじゃなくて、市の職員の皆さ

ん、例えば臨戸徴収しとる市の職員の皆さん、ご

っつい頑張っとるわね。あの人らは功労金要るぐ

らいに僕は思うけどね。物すごい頑張っとる人、

そういう一般職の人は功労金ないでしょう、一銭

も。ちょっと聞きたい。どこで何を頑張っとるの

や。ちょっと比較してくれや。何で頑張ったの、

ちょっと答えてよ。

〔成田政彦君「何頑張ったんや、一体教育長は。

非行でも減ったのか。何頑張ったんや、ちょ

っと答えてみ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 臨戸徴収については我々も

やっとるわけですけれども、そういうものと教育

長の仕事と一概に比較できるものではございませ

ん。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） そんなものは答えになっ



てないよ。そんなもので納得できますか。あなた

方は議案第１０号では、三役たる者はみずから減

給し、市民感情、それから職員のトップ層も痛み

を、本市の厳しい財政状況、経費節減厳しいと、

まさにこのことを言うとるんじゃないですか。こ

れと１，２００万をどう説明するかと僕は聞いとる

んですよ。

だから、今非常時でしょう。普通の時期だった

ら、まあそれでもごまかされるかわかりませんけ

ど、今我々はそんなことは絶対納得できませんわ。

（巴里英一君「ごまかすというのは」と呼ぶ）い

やそれは例えのことであって、今の現状で職員の

定期昇給もカットされる状況で、同じことにでき

ますか。ただ、１０年前加給金もらいましたと、

今度も行きます そんなことはあきまへんで、

今状況が違うんだから。前回のことと全く財政状

況違うんですよ。加給金は出しませんと言うなら

確かにわかりますわな。もっと説明してください

よ。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 先ほどもお答えをいたしま

したように、いろんなお仕事の内容によってそれ

ぞれ退職金というのはそれぞれの決められた方法

で出されているというふうに思っております。

今回の前教育長の退職金につきましては、なお

従前の例によってやると。その理由につきまして

は、先ほども申し上げましたけども、教育環境が

大変厳しい中、非常に重い責任を持っていただき

ながら７年間勤めていただいたということでござ

いますので、それに対応する額として従前の規則

というか、決まりどおりの形で出させていただい

てるということでございます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。成田君に申し上げ

ます。もう何度にもなり、時間が経過しておりま

すので、まとめてください。

○１４番（成田政彦君） 社会的常識から見て、こ

れだけ不況の中で一般の人がリストラに遭って、

退職金もまともにもらえないと、こういう社会情

勢の中で、従来どおりのこういう加給金を渡すと

いう市の助役の感覚を疑うんですわ、僕は。そう

ですよ、あなたの感覚を疑うんですよ、こういう

ことを平気で説明するの。

－２５８－

それと、先ほど議案第１０号で厳しい節減を平

気で言うて、今度はさらに何ですか、教育長は仕

事の中身が違うとかいうことで、そんなもんだれ

が納得しますか、そんな理由で。

だから、議案第１０号の中身と今度の功労金の

８８０万の整合性ある理由を示しなさいよ。全く

これ整合性がないでしょう、あなた方。片方では

削っといて、片方ではこれを出そうということで

しょう。

〔成田政彦君「子供でもわかるで、こんなこと、

聞いとったら」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 確かに今本市の財政状況厳

しい中で、先ほど私どもの１０％の減額、あるい

は今議会でも再三お示しをしてますように、職員

の方々にも一定、定期昇給の取り扱いについて申

し入れをさせていただいておるのは事実でござい

ます。そういう感覚で我々現在行財政改革に取り

組むという点で積極的にやっておるところでござ

います。

ただ、本１１号議案の件につきましては、既に

退職をされた教育長さんの退職金ということでご

ざいますので、従前の例によって支給をさせてい

ただいておるということでございますので、引き

続き私どもといたしましても、現職でといいます

か、市で働く者が一丸となって市財政の健全化に

向けて取り組むというのはこれまでどおりでござ

いますので、御理解をよろしくお願いいたしたい

と。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

成田君。

○１４番（成田政彦君） 私は、その１，２００万と

いう金額については、泉南市で働く多くの障害者

の方、母子家庭の方、それから民間の紡績工場で

働く方、それから多くの 大きな企業もあるん

ですけど、３５年間働いたって１，２００万という

お金は決して手に入ることはできませんよ。それ

を教育長の仕事の中身だとか従来からだという、

その思想なんや。行政改革、それでやれますか。

最後に言いますけど、従来のままで渡すのやと、

加給金を。それなら従来のままの思想で今の行政

改革できますか。金は出すということですからね。



言葉で言うだけや、そんなことは。従来のままで

こういうことはするんでしょう。やっとることと

言うことが全く反しとる。以上のことを強く言い

ます。

○議長（薮野 勤君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） 今、成田議員の方から、

財政の事情と比較してかなり厳しい御意見が出た

ように思います。ただ１つ、今の答弁を聞いてい

て残念だったのは、民間との状況を市として把握

していないという点については、非常に残念でな

りません。これは１つの仕事としてきちっとして

いただきたいなというふうにまずもって申し上げ

たいというふうに思います。

今回の臨時措置条例でございますけれども、ど

うもやっぱり一般市民から考えますと、退職金を

２つもらうというような感覚でとらわれてしまう

ということでございます。１つは条例に基づいて

３１９万５，０００円、これは既に退職金として支

払われておるわけでありまして、その金額と加給

金ですね。この加給金の性格の問題もあるんでし

ょうけども、功労金としてとらえるのか、第２退

職金としてとらえるのか、これによってまた評価

も変わってこようかと思いますが、正規の退職金

と比較してもかなり高額であると、そういった点

もあろうかというふうに思います。

以前にもこのような議論があったかというふう

に思うんですけども、退職金一本として統合する

といいますか、考え方として整理をしようとした

ことはないのか、そういったことが可能ではない

のかどうか、その辺についてお伺いしたいという

ふうに思うんですが、いかがなんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 議員おっしゃるとおり、以

前にも当市議会でそういう意見は当然出ておりま

す。それを受けまして、私どもはいろいろ協議も

しておる最中でございます。やはりこういう二本

立てと申しましょうか、どうも理解が得にくいと

いうのは私ども十分認識をしておりますので、早

い時期に条例の一本化をしたいなと、かように思

っております。よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（薮野 勤君） 真砂君。

－２５９－

○１２番（真砂 満君） 上林助役の方から御答弁

をいただきましたので、前回のときも多分同じよ

うな答弁だったというふうに思いますので、ぜひ

とも早急にしていただきたいなというふうに考え

ます。

それと、やはり二本立てのとらえ方ですけど、

非常に微妙だというふうに思うんです。今御説明

があったように、従前からそのような形でしてる

ということも十分に理解をしますし、今財政の関

係でこの赤井さんの分だけ議会として否決をして

しまえば、形として何か赤井さんが問題があった

ようにとらわれてしまうというのは、自分として

も非常に残念な思いを結果としてしてしまうおそ

れがありますんで、そのあたりは提案するまでに

きちっとその辺を整理をして提案をぜひしていた

だきたかったなというふうに思います。それは意

見として質問を終わらせていただきます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 本来の退職金の額に対して

加給するという概念ですが、それが本来の退職金

よりも倍以上出すという、そのことですね。それ

はやっぱり僕は全然納得できないと思いますし、

今も言ったように、当面具体的にもらう方の名前

を挙げて出してきて、この議論を今どうするんか

というのは大変やりにくい問題があるので、今日

までにこの問題はやっぱり行革の中の重要な柱だ

ったと思うんですね。従来普通にもらうものを下

げるということまでやっとるわけですから、その

上に今度加給するというんですから、全然逆なこ

とをやるわけですね。

やっぱりこれ、一般の公務員と比べても本給そ

のものが高いわけやから、３１９万にしても多い

わけでしょう、年数からいえば。この方は当然公

務員であったわけですから、教育長になるときも

退職金を受けとるわけですね。そういう点で、や

はりこれは明らかに世の中ではお手盛りという部

分ですよ。

そういう点で、行政の方でちゃんといい方法を

考えて、やっぱり加給するということは今回はや

めるということで、しかし、今日までその整備を

してこなかったことについてどうするかというの

は、これは行政の側で考えてもらわんと、議会の



方にしんどい 個人のそういう名前のかかわる

中での判断をさすというのは議会も大変しんどい

わけですから、しかしこれは議会に責任あるわけ

じゃないわけですね。

これは平島さんのときにも、本来の退職金に対

して加算するものがはるかに多いというのは問題

だと、どれだけ多くても本来の退職金の範囲内で

するのが、もし出すとしてもそうするべきじゃな

いかという議論は十分されてきたわけですから、

今回こういう形でそういう整備をせずに今日まで

放置してきて、そしてこの赤井さんという具体的

な名前を挙げてここで議論せないかんというのは

大変残念なんですが、これはしかしこっちの方に

責任あるわけじゃないわけですから、そういうこ

との矛盾、それから慣習的な問題については行政

の方でちゃんと考えていただいて、やっぱり市民

の側に立って、この加給の問題についてはやはり

市民の理解が得られるような出し方をしてもらわ

ないと、私はこれなかなか納得しにくいと思うん

ですが、そういう点で今までの議論を踏まえて行

政の方の考え方を聞いておきたいと思います。

これは至ってやっぱり市長の政治姿勢にかかわ

る問題ですから、市長が全体の行革の中でこの特

別職のお手盛り的な部分についてどうメスを入れ

るか。これは一番先にメスを入れないかんことで

すよね。市長は本来の本給にも手を入れとるわけ

ですから、そういう点では一番先に手を入れない

かんこのお手盛り的な部分、市民から見れば当然

そう思うわけですから、そのことはすぐに考えて

いただかないといけない部分だと思うんですが、

市長、ほんとにこれは市民にこれから行革のしん

どいことを求める立場ですから、そういうところ

をちゃんと市民がわかるような御説明なりをして

いただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 退職金については、一般職

と特別職と本来やはり分けて考えるべきだという

ふうに思っております。ただ、本市の場合、特別

職の退職金条例というものがございませんので、

特別に制定しておらないわけです。この付近では

熊取町と泉南市だけが残ってるというような状況

でございます。これは先般の協議会でもいろいろ

－２６０－

御意見をいただいておりますので、早晩また御提

案もしてまいりたいというふうに考えております。

その中で、一般職の退職金と同様の計算の部分

と、それから特別職としての従前からの支給の１

つのモデルがございますので、それを合わせた形

でお支払いをするということといたしております。

ですから、本来は一本に、先ほど真砂議員からも

御提案ありましたように、一本にまとめてきちっ

と条例化するというのが一番いいかというふうに

存じますが、今回それにまだ至らなかったという

こともございまして、一般職の部分と同様に計算

した部分と、それから特別職としての加える部分

という形で上程をさしていただいておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。近いうちに整理を

したいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 何か今の答弁聞いとると、

こうして特別に加給する部分を条例化して、一々

議会での審議なしでも出せるようにすると、そう

いうふうにしか聞こえないんですけどね。そら一

般職と同じといったって、それは出し方の１つの

基本は同じでしょうけども、基本給そのものが違

うわけですから、当然多くなるわけですね。そこ

で特別に多い給料というんか報酬をいただいてお

って、その上になお率を上げるというのはやっぱ

りこれはお手盛りですよ。そんなことはもう許さ

れないでしょう、特別に。

そういうことで、特別職の報酬というのは給料

じゃないわけやから、それは自由にその額は決め

とるわけですよ。市長かてそうです。我々議員で

もそうですよ。それは、政治的なとか、市民の感

情を入れて我々が決めていくべき問題であって、

その上になおまた退職金を、一般の職員の計算の

数字を使いながら、そこになおまた加算をしてい

くという、加算に加算を重ねるようなあり方とい

うのは、とても私は理解できないと思うんですが

ね。

市長、何か今の議論をしとると、逆にこういう

ように一々加給することがいいかどうかというの

を議会で諮ってきたこのことが、変則的で余りよ

くないと。初めからもう条例に、特別職は特別に

退職金出すことも多く出せるようにしとくんだと、



こういう姿勢なんですか、あなたの。それは行革

と全然違うんじゃないですか。何で特別なんです

か、特別職というのは。それは報酬の中でちゃん

と網羅されるべきであって、当然一般の職員より

も多くなりますよ、それだけでも。

だからそういう点で、特別というのは待遇が特

別というんじゃなしに、責任の重さ、仕事の持っ

ている意味が特別であって、何もそれが特別にそ

の給料を決める上において、退職金までまた加算

をしていくと、こういうあり方はとても私は市長

の行革姿勢というのは理解できないし、市民の多

くも理解できないと思いますよ。市民は余りよく

知らんから黙っとると思いますが、こんなことが

知れて、３１９万の正規の退職金が出た上になお

８００万以上のお金を加算して出すんだ、そんな

ことだれも理解できないと思うんですが、市長、

何かこの議論を通して、それをもう自動的に出す

ようにしたいと、そういう姿勢なんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 自動的に出すというよりも、

特別職の退職金の条例として制定をするというこ

とでございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） だから、それは基本姿勢と

しては、現在一般職に倣うということで条例化し

とるわけですから、これも条例ですよね。それで

は、それよりもいわゆる多く出すようにしたいと

いう、基本的にはそういうことなんですか。それ

やったら全然違うんじゃないですか。

だから、そういうように改正をするということ

を明確に述べられて、何かテクニック的に出し方

が問題だと、答え的な結論は別に間違ってないん

だという、そういう姿勢というのはやっぱり問題

じゃないでしょうかね。それで行革できるんでし

ょうか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 特別職の退職金条例の制定

に際しましては、大阪府下の各市の状況等、我々

の方でも把握いたしておりますので、その最低レ

ベル程度で検討をしたいというふうに思います。

〔巴里英一君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

－２６１－

○２５番（巴里英一君） この問題で大体行ったり

来たりという感じがありますので、若干休憩をと

っていただいて、諮れるものなら調整いただいた

らなというふうに、休憩ということで議事運営を

諮っていただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 暫時休憩いたします。

午後４時１６分 休憩

午後５時 流会

（了）
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