
午前１０時１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２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１０番 谷 外嗣君、１

１番 南 良徳君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、報告第３号 専決処分の承認

を求めるについて（泉南市市税賦課徴収条例の一

部を改正する条例の制定について）及び日程第３、

報告第４号 専決処分の承認を求めるについて

（泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について）の以上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報告２件につき

ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、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

た報告第３号、専決処分の承認を求めるについて

（泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例）

並びに報告第４号、専決処分の承認を求めるにつ

いて（泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改

正する条例の制定）について御説明を申し上げま

す。

専決の理由につきましては、地方税法等の一部

を改正する法律及び関係法令が、平成１１年４月

１日にそれぞれ施行されたことに伴いまして、本

市市税賦課徴収条例並びに都市計画税賦課徴収条

例の一部を改正する必要から、専決処分を行った

ものでございます。

改正の内容につきまして、その主なものにつき

まして御説明を申し上げます。議案書の２８ペー

ジでございます。

市税賦課徴収条例第６５条の改正でございます

けれども、固定資産税に関する不服の申し立てに

関するもので、申し立ての内容が、台帳登録事項

から台帳登録価格に変更されたものでございます。

－１９４－

続きまして、第６８条の改正は、固定資産評価

審査委員会会議の開催時期に係る期間の特例の廃

止がなされたものでございまして、これは従来、

審査委員会会議の開催時期は、固定資産税課税台

帳の縦覧が３月１日から３月２０日に行われた場

合、縦覧開始の初日から６０日以内とされていた

もので、改正後は開催時期の限定が解除されたも

のでございます。

次に、２９ページでございます。附則第３条の

２の改正ですが、これは延滞金について定めたも

ので、現行の延滞金は、納付期限後１カ月までの

期間は年７．３％、それ以降の期間につきましては

年１４．６％と規定されているところでございます

が、年７．３％の部分につきまして、前年の１１月

３０日時点の公定歩合に４．０％を加算した額とす

るもので、その合計の限度額は年７．３％とするも

のでございます。

次に、３０ページでございます。附則第４条の

１項の改正は、個人の市民税の所得割の非課税の

範囲を定めたもので、扶養親族のある納税者につ

いて行われる加算金の額が、現行「３０万円」か

ら「３１万円」に引き上げられるものでございま

す。

次に、附則第５条の２第１項ですが、これは居

住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の繰越控

除について定めたもので、新たに制度化されたも

のでございます。その内容は、所有期間５年を超

える居住用資産の買いかえで譲渡損が出た場合、

翌年から３年間の繰り越しが可能となったもので

ございます。

次に、３３ページの下段から３４ページにかけ

てでございますが、附則第９条の改正でございま

すが、これはたばこ税の税率の改正について定め

たもので、１，０００本当たりの市たばこ税が、普

通品で「２，４３４円」から「２，６６８円」に２３

４円の増、旧の３級品が「１，１５５円」から「１，

２６６円」に１１１円の増税となったものであり

ますが、市・府のたばこ税の増加した額分が国の

たばこ税で減額となっておりまして、納税者の負

担に変動はないものでございます。

３５ページでございます。次に、附則第９条の

３ですが、これは長期譲渡所得に係る個人の市民



税の課税の特例について定められたものでありま

す。その内容は、平成１１年１月１日から平成１

２年１２月３１日までの間に、５年を超える長期

所有の土地等を譲渡した場合の特別控除後の譲渡

益について、市民税を一律４％とするものでござ

います。

次に、４１ページをお開き願います。附則第１

２条の改正ですが、これは個人の市民税の負担軽

減に関する特例について定められたものでありま

す。第２項の改正は、特定扶養親族に係る扶養控

除額の加算措置を定めたもので、特定扶養親族と

規定されている１６歳から２２歳までの扶養につ

いては、控除額４３万円に２万円を加算するもの

でございます。

第３項の改正は、最高税率の引き下げについて

規定したもので、課税所得金額が、現行７００万

円を超えるものに適用している１２％を１０％に

引き下げるものであります。

第４項の改正は、定率による税額控除について

規定をしたもので、市民税・府民税所得割額の１

５％、４万円を限度として税額の控除を行うもの

であり、附則第１２条は、個人の市民税の負担の

軽減を定めたものであります。

次に、泉南市都市計画税賦課徴収条例について

でございますが、これは本条例の規定中に地方税

法の条及び項番号を引用している部分につきまし

て、地方税法の改正による条及び項番号の変更に

伴い改めたものでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御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承認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

－１９５－

って報告第３号及び報告第４号につきましては、

いずれも原案のとおり承認することに決しました。

次に、日程第４、報告第５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１１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５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１

１号））につきまして御説明を申し上げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分いたしました平成１０年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第１１号）について、同条第３

項の規定により議会に報告をし、承認を求めるも

のでございます。

専決理由につきましては、平成１０年度実施事

業に充当される起債が融通決定されたことに伴い

まして、起債の限度額に変更が生じたもの及び決

算見込みによる経費の執行残の減額など、歳入歳

出予算について補正措置及び繰越明許費を専決処

分したものでございます。

５５ページでございます。内容につきまして簡

単に御説明を申し上げます。

まず、歳入歳出にそれぞれ２，０５０万１，０００

円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ２００億

１，２２８万８，０００円とするものでございます。

歳出の主なものについて簡単に御説明を申し上

げます。恐れ入りますが、６９ページをお開き願

います。

賦課費の委託料６１４万円の減額でございます

が、これは平成１２年度固定資産税の評価がえに

伴います標準地の鑑定ポイントの減少並びに入札

減によるものでございます。

次に、７１ページをお開き願います。災害救助

費の扶助費７１２万円の減額でございますが、こ

れは災害弔慰金の支給に関する条例に基づき、自

然災害による被害者等に対し支給される弔慰金や



見舞金につきまして、当年度は該当者がなかった

ため減額をするものでございます。

次に、７４ページの新家駅宮線改良事業費の工

事請負費の２，１７０万円の減額でございますが、

これは当初見込みより事業内容を精査したことに

よる支出減によるものでございます。

次に、７６ページの公共下水道の繰出金２，５０

０万６，０００円でございますが、これは下水道事

業特別会計の事業確定に伴う繰出金でございます。

次に、７８ページの常備消防費の委託料６１９

万４，０００円の減額でございますが、これは空港

本島消防業務委託料が当初見込みより少なかった

ことにより減額をするものでございます。

次に、７９ページの指導費の賃金４５０万２，０

００円の減額でございますが、これは障害児介助

につきまして、当初見込みより介助時間数の減少

によります支出減でございます。

次に、８１ページの公債費の償還金利子及び割

引料１，１４７万１，０００円の減額ですが、これは

計画的な資金運用に努めた結果、一時借入金利子

の減少によるものでございます。

次に、同ページの公債費管理基金費、積立金１

億３，２８９万４，０００円でございますが、これは

中部ポンプ場の移管に伴います企業局負担を初め

財産運用収入などを積み立てるものでございます。

また、地方債の追加及び変更につきましては６

１ページから６３ページに、また６４ページの第

３表では繰越明許費につきましてそれぞれ記載を

いたしておりますので、よろしくお願いを申し上

げます。

なお、歳入の明細につきましては、６５ページ

から６７ページに記載の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。 角谷君。

○１９番（角谷英男君） 今回の一般質問で私は、

この新家駅宮線の改良事業費について質問をいた

しました。私の能力不足のために、なかなかかみ

合わないといいますか、私も理解できないことが

ございましたので、改めて質問をしたいと思うん

－１９６－

ですが、要は私が言いたかったことは、３２条協

議の重みがどうなのか。皆さんは３２条について

は、いわゆる開発会社に対してお願い、協力をし

たんだと、だからいわゆる開発地域内と別の事業

だから問題はないんだというようなことを言われ

たと思うんです。しかし、なかなか理解ができな

い。

要は、３２条協議というのはやっぱり重みがあ

ると思うんですね。これ、府・市が当然了解して

る問題ですから、これがなければ当然開発がだめ

なんです。しかも、全体的に言えば新家駅宮線の

改良工事が、向田橋のかけかえが今回行われると

聞いておりますが、それが完了して初めてオーケ

ーなんだと。いわゆる新星和の完了までにこれを

完了しなさいということもあるかもわかりません

が、要は完全にこれはリンクしてる問題だと、一

緒なんだと。

そうなりますと、国庫補助の問題が出てくると

思うんですね。もし皆さんが言われるように、泉

南市が地区外であろうが、地区計画であろうが何

であろうが、この際開発業者に協力してください

とお願いをしたということになって、それで済む

ならいいですけども、要はもしお願いをするんで

あれば、なぜ国庫補助も含めてお願いをしないの

か、これが１点です。

それと、もう１つは、寄附をしてもらった。い

わゆる雑入ですね。一般会計に寄附された。この

金額は幾らなのか。まず、とりあえずこれからお

願いをしたい。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） ただいまの

角谷議員の御質問にお答えさせていただきます。

都市計画法３２条の協議のことでございますけ

ども、本来都市計画法３２条協議の法定規制の制

限としては、あくまで区域内の協議でありますが、

今回３２条協議の整備計画としているのは、開発

規模のことをかんがみ、ある一定の接続道路に接

する必要があることから、事業を実施するに当た

りまして担保を確保する上から、３２条協議とし

て府の指導も相まって別途位置づけされたもので

ございます。

それと、現に３２条協議の拡幅整備の位置づけ



でございますが、これにつきましては宅地開発指

導要綱の行き過ぎの是正という形で、平成１０年

の９月２５日、建設省経民発第５１号、建設省住

街発第９２号をもちまして通達等がございます。

これにつきまして、従来専ら開発の接続道路につ

きましては開発者で負担するという形で来ており

ましたけども、これは行き過ぎであるという中で、

公共施設につきましては一応市町村の方で、自治

体の方でやりなさいと、それにつきましては国庫

補助を十分活用する制度もありますという通達が

出されております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 新家駅宮線

の歳入関係について御質問がございましたので、

お答えをいたします。

まず、平成１０年度のベースでいきますと、補

助対象事業費が９，０００万でございまして、補助

率が４割でございますので、３，６００万が国費と

して入っておりまして、あといわゆる補助裏関係

でございますけども、これにつきましては、細か

い数万の関係につきましては事務費の関係とかあ

りまして、決算ベースがまだ出ておりませんので、

３月末締め切り額でいきますと六千七百五十数万

という数字になります。

〔角谷英男君「これ、寄附やね」と呼ぶ〕

○事業部道路公園課長（池上安夫君） そうでござ

います。ですから、いわゆる補助裏につきまして

は雑入で収入を得ておるということですから、単

独費相当分は雑入で入っておるということでござ

います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○１９番（角谷英男君） 結論づけて言いますと、

３２条協議については開発規模とか担保を取らな

ければいけないとか、要はこの３２条協議は間違

いなく開発に絡む３２条であるということがはっ

きり言われてるわけですね。これは事実だと思う

んです。これが了解しなければ要は開発がおりな

かった。次の、何条かわかりませんが、２９条か

な、そういうところにはいかないと、これは事実

だと思うんですね。

－１９７－

そうなりますと、要はなぜ国費も含めて協力要

請をしなかったのか。これはうわさですよ。うわ

さですけども、要は泉南市が開発業者に、こうい

うような事業計画がありますからどうでしょうか

と御案内をしたというか、そういうふうな う

わさですよ、これ。うわさで何の証拠も今、そら

だれが言うただとか確認はしてますけども、そう

いう話もある。

要は一番心配するのは、単純に言ったら寄附し

てもらって泉南市が楽ですわと。それだけならい

いんですけども、問題は国費は別ですよというこ

とになると、これはちょっと問題になるんではな

いかなと思うんですね。

例えば、国側から見たら、泉南市、あんただけ

がええ目して、なぜ国の補助をそこへつけるんで

すか。まるで見方によっては、素人目で見れば国

が開発業者の援助をしてるように見えるんですね、

これ。見方、間違うてますか。全体から見ればそ

うなってくる。

だから私は、だれが悪いとかいいとかいうんじ

ゃなく、我々の仕事はいわゆるチェック機能を持

ってます機関ですから、わからないもの、不思議

なものはやっぱり聞く必要、責任があるわけです

からお聞きをしてるんです。ぜひお答えを願いた

い。私が、そして皆さんが理解されるようにお答

えを願いたい。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えをい

たします。

まず、国費の関係でございますけども、先ほど

都市計画課長の方からも若干、いわゆる地域外整

備の関係で答弁があったと思いますけども、国の

指導等からいきましても、いわゆる大規模開発等

における区域外の整備につきましては、すべて開

発者側で整備ということじゃなくて、やはり地域

整備の必要なものについては積極的に地域整備事

業を起こしていって、地元としてもやっていかな

ければいけないというふうな通達も出ております。

それに当たりましては、関連の補助制度も積極的

に活用しなさいというふうな通達につきましても

出ております。

それはそれといたしまして、なぜ国費が入って



おるのかという話ですけども、前の一般質問のと

きも出ましたけども、いわゆる地区計画との絡み

の中で、新家駅宮線につきましては、近畿自動車

道の工事用道路として、大阪府の補助とそれから

道路公団補助によりまして幅員７メーターで整備

に入ったと。その中で新家上村地区の一部の区間

におきまして権利者の理解が得られずに狭隘部分

が残ってしまったということで、道路事業者側と

いたしましては長年の懸案事項であったというの

も事実でございます。

その後、新家駅南地区の地区計画が平成２年に

都市計画決定をされまして、区域内に入っておる

と、整備をしなければいけない道路区間であると

いうふうな位置づけがあったわけです。それから

いたしまして、道路事業者としましては通常こう

いう事業を起こす場合は、補助事業等の事業手法

を用いるわけですけども、一回ポシャった事業で

ございましたので、なかなか適当なそういう事業

がなかったという中で、タイミング的にもそうい

う、いわゆる住宅総合支援事業という形で事業採

択を受けるということに整合するということで、

今回の事業に至ったということでございます。

それからもう１点、向田橋のつけかえ、河川の

橋梁のかけかえの問題でございます。通常、河川

法の考え方からいきますと、橋梁のつけかえにつ

きましては、やはり道路管理者での法的手続並び

に改修工事等をやらなければいけないというふう

な縛りもあります。等々から勘案いたしまして、

やはりこれは都市計画の地区計画の中の道路事業

とした形で整備するのが一番妥当であるという判

断のもとに事業化をしたということでございます。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○１９番（角谷英男君） 地区計画はすばらしいこ

とだと思うんですよ。ですから、地区計画をやら

れるのは大いに結構ですし、泉南市が地区計画を

打って事業をする。それに国庫補助がつく。これ

はすばらしいことだと思いますし、やっていただ

いて結構なんです。ところが、今回は、もう一度

繰り返しますが、それだけではなしに、開発業者

に対して３２条協議がありますから、それに関係

をしてるということなんですよ、何度も言います

けども。

－１９８－

だから、国庫補助との絡みなんです。国庫補助、

３２条協議、地区内計画、３２条協議イコール新

星和の開発ですな、この関係がどう考えたってわ

からないし、皆さんいろんなこと言われますけど、

だったらなぜ泉南市が単独でやらないのか。寄附

を受けたんならいろんなとこに使えるわけなんで

すよ、まだ。新家の中でいろんな道、狭いとこも

あるでしょう。要望も区からいろんなんがあるで

しょう。寄附を受けたんならそれに使えばいい。

しかし、この寄附はあくまで目的があって、あの

バイパスをつくることを目的としておると。それ

ならなぜ国庫補助も一緒にいただかないんですか。

お願いしないんですか。そういうことになってき

ますよね、当然。寄附をしていただくならそこま

で広げなさいよと。地区計画をやるなら単独でや

ったらいいじゃないですか。なぜ寄附を受けてそ

れをやるんですか。それが３２条協議の中になぜ

うたわれるんですか。

いや、池上課長、あなたもわかると思いますけ

ど、これ一個ずつ見たらなるほどなあという部分

あるんですよ。しかし、全体から見たらどう考え

たって不思議で、あなたもわかってるはずなんで

す。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 再度の御質

問にお答えをいたします。

まず、いわゆる大規模開発の都市計画法第３２

条協議の条件とリンクしている問題につきまして

は、一般質問の中でもお答えいたしましたけども、

当然課題であった区間でございますので、指摘事

項がリンクすることについては当然だというふう

に思っております。

そして、寄附 雑入で入ってる歳入の関係と

国費の関係でございますけども、先ほども御答弁

申し上げましたように、積極的に関係事業を活用

して地域整備を図りなさいというふうな行政指導

がいろいろある中で、そういう観点からいきます

と、一番整合した事業採択ではないんかなという

ふうに我々としては思っております。

ちなみに、建設省の住宅局の方から通達が来て

おります分をちょっと読ましていただきますと、

関係の部分だけですけども、公共公益施設は専ら



開発区域内の住民が利用する区画道路、公園、ご

み置き場等、事業者の負担で設置することについ

ての法令上の位置づけまたは社会通念上の合意が

あるものを除き、その性質上、公共側において設

置、管理することが本来であり、住宅宅地開発事

業関連のものといえども地方公共団体において設

置、また住宅宅地関連の公共公益施設整備にあっ

ては、近年着実に拡充されてきている国の助成措

置 いわゆる補助事業等のことでございます

の積極的な活用を図ることというふうな指導も

出ております中で、こういう地区計画内の事業採

択に至ったということでございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○１９番（角谷英男君） 今言われたのは、いわゆ

る住宅宅地供給総合支援事業の説明だと思うんで

すね。今言われたのはこういうことなんですか。

簡単に言えば、民間の開発業者がいわゆる接道そ

の他に、公共施設も含めて、そういう支援を国の

補助でやってよろしいという解釈でよろしいんで

すか。

これはあくまで私の解釈ですけど、国庫補助は

確かにそれはありますけども、要は行政がやるこ

とについて支援をしますと、補助を出しますと、

そう私は解釈しようとしてるんですけどね。でな

きゃおかしくなるんですね。民間会社の開発に、

極端なことを言えば国が補助する、そんなことを

すればいっぱいあるわけですから、私はおかしい

と思う。要は、何度も言いますけど、そういうこ

と、そういう手法が通るんかどうかという疑問が

あるんですよ。

それと、これの開発業者、新星和さんとの関係

でいえば、３２条ではっきりとこうしなさい、そ

うしますということになってるんですけども、そ

れ以上に星和さんがこれに非常に積極的に支援を

されてるという情報というか、うわさもある。こ

れはバイパスですよ。

市のやろうとする、例えば用地買収なんか市が

やりましたわね、当然。どうも聞きますといろん

な問題があったみたいですけども、道路課は非常

に頑張ったと。当然地権者というのは少しでも高

く買ってほしいと、これは当たり前のことなんで

－１９９－

す。しかし、鑑定価格が出ればそれ以上出せない。

これも市も当たり前のこと。道路課は大変頑張っ

た。勇気を持って頑張った。

しかし、うわさとか情報によれば、鑑定価格を

少しでも上げよと、その上げてほしい部分をいわ

ゆる開発業者が私どもで負担しましょうというふ

うなうわさもある。そうなってきたら民民の話で

なくなってくるわけですよ。まさに星和さんにし

てみれば、これは絶対やらなければいけない条件

だったということになるわけですよ。

住宅支援事業を説明されましたけども、それは

理解はできます。住宅支援事業の考え方というの

は十分わかりますよ。しかし、私が何度も言うの

は、そうではなしに、全体から見たらおかしいん

ですよ、これは。だから理解できるように説明し

てくださいと言うてるわけです。そこまで星和さ

んも、開発業者も真剣にそのバイパスについて考

えておる。３２条協議は証明されてるわけですか

ら、それなら要はなぜ国家補助がつくのか。

それと、寄附を受けることはいいと思うんです

よ、協力してくださいと。泉南市も大変なんです

から、お願いします 寄附はあるわけですけど

も、そのときに、じゃ一緒に 国も助かります

わなあ、当然。２年間で約６，０００万でしたかね、

国庫補助出てるのは。平成１０年の６月補正と平

成１１年当初予算で見れば、そういうことになり

ますな。国も見方によっては助かるし、こういう

支出の仕方をしたら国がどういう判断するのかな

あと。いろんな説明されましたよ。されましたけ

ど、まだ理解できない。

○議長（薮野 勤君） 角谷君に申し上げます。ま

とめて質問をしてください。

○１９番（角谷英男君） これは国の税金まで絡ん

だ問題ですから、私が理解することも大事ですし、

皆さんが理解しなければいけない問題でもあろう

と思います。そういう意味では非常に大事なこと

で、できるだけまとめて言ってるつもりなんです。

例えば、国の補助がなぜついたんですか。３２

条協議の寄附受けてますけども、そのとき一緒に

なぜそのことも含めてお願いしなかったのか。そ

の間いろんな話がありますよ、情報は飛び回って

ますよという話もしてるわけですから、まとめて



るつもりなんです。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず１点目に、街路事

業で国の補助事業を受けたということでございま

すが、これは先ほども都市計画課長、また道路公

園課長が申してますように、国の通達に沿った措

置でございまして、適正なものであるということ

でございます。

まず、前段に、公共施設は専ら開発区域内の住

民が利用される街路と、そういう部分については

開発者の負担ということでございますが、それ以

上の過度の負担をさせるということは、これは行

き過ぎであるという国の通達の趣旨でございまし

て、住宅・宅地関連の公共公益施設の整備につい

ては国の助成制度、建設省による国庫補助制度で

ございますが、これらの積極的な活用を図れとい

う通達でございますので、これに基づいて補助制

度を利用したということでございます。

それから、もう１点の開発者の協力の問題でご

ざいますけども、住宅の供給については、国民の

生活の質の向上のために、健全な都市の形成にお

いても重要な役割であるという通達の趣旨のもと

に、適正かつ明確なルールのもとに地方公共団体

と住宅・宅地開発事業者が連携、協力しつつ、魅

力ある地域づくりを推進することが求められてい

ると。このような観点に立って、良好なまちづく

りに資するため、住宅・宅地開発事業が円滑に進

められるよう地方公共団体として適切な取り組み

を行えというような通達でございますので、それ

に基づいて今後とも事業者と必要かつ合理的な範

囲内のもとに協力を求め、連携してまちづくりに

取り組んでいくということでございます。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○１９番（角谷英男君） もうかなりの回数になっ

てますから極力やめたいと思いますけども、言わ

んとすることはよくわかりますが、私が言わんと

することはなかなか理解されようとしない。この

前の一般質問でも言いましたけども、この問題は

いろんな話もありますし、私はこれから調査し続

けていきたい。先ほど言いました情報も確かなも

のかどうか、私は確かであると聞いておりますが、

そういうことも含めてこれはやはりおかしいなと

－２００－

いうふうに思ってます。

例えば住宅支援事業も、それはそのとおりなん

ですよ。そのとおりですし、地方自治体が開発業

者と一緒になってという部分もわかります。ただ

し、それは一定の寄附もいただいておるわけです

から、一緒になってやることはいい。しかし、そ

の中になぜ国を含めないのか。国費の問題も含め

ないのか。それがまだ疑問残ってますよ、正直言

いまして。だから私は、これは幾らどうのこうの

言われたって、会計検査があれば問題になるんで

はないかなというふうに思いますよ。

これぐらいでとめますけども、要はこの問題に

ついては以後引き続き調査し、質問をし続けてい

きたいというふうに思います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 御質問の中

で国費と雑入の話がございましたので、若干説明

させていただきます。

まず、補助事業でございますので、国費導入を

図るということは当然のことでございます。あと

のいわゆる事業費関係でございますけども、これ

は目的を持って、確かに当該年度内の雑入の中で

処理されておるわけですから、入っておるプール

の中では一緒ですけども、直接的に連動してるも

のでないというふうに理解をいたしておりますの

で、ですから雑入という形で歳入を図っておると

いうことで御理解をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） この新家のことなんですけ

ども、根本的にはやっぱり新家の交通渋滞という

か、駅前の大変さがあると思います。これに新星

和ができて大規模開発で、これがより一層交通渋

滞が引き起こされるというのは何度も質問の中で

出てますし、明らかなことなんですね。

このときに市と新星和不動産の間で、新家駅周

辺の整備事業に対してどのような指導というか、

こういういろんな開発が実際に新家駅の渋滞解消

につながっていくような方策ができてるかどうか

というのは、市民が、新家の周辺に住んではる人

がごっつい心配してはることなんですけども、そ

の辺でいうと、指導の内容といいますか、その中



でも新家の駅前の解消につながっていく事業にな

ってるかどうか、お答えください。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えいた

します。

駅前の変則五差路に起因する滞留長等発生して

る渋滞問題のことでございますけども、確かに一

部の問題につきましては、いわゆる新家駅宮線バ

イパス事業によって一定の軽減は図れるものとい

うふうには思っておりますけども、抜本的にはや

はり府道の通過交通の問題がございます。一番大

きな原因はやはり通過交通と、それから市道各路

線から集中してきます交通の問題、それから遮断

機のおりてるときの問題等で、抜本的にはやはり

通過交通を迂回さすような措置が一番効果的な方

法ではないかなというふうに思っております。

これはいわゆる砂川樫井線の認可区間の完了と、

それから市道樽井大苗代新家線へのタッチ、この

間の都計道路、いわゆる砂川樫井線の延伸部分、

それから市場岡田線、尋春橋並びに府道大阪和泉

泉南線へのタッチ、この事業がすべて完成いたし

まして供用開始いたしますと大幅に通過交通が軽

減されるというふうに思っております。

ただ、事業期間の問題もございまして、ある程

度一定時間もかかります。ですから、それまでの

間は、管理者とかいろいろ関係機関とも協議をし

まして、それから地元の関係の方々とも相談をい

たした上で、理解を得ながらということですけど

も、我々道路サイドで思っておりますのは、例え

ば新家駅のクリーク側の左岸と右岸を、できるか

できないかはこれからその辺の関係機関と相談と

か協議とかさしていただいた上での話ですけども、

できれば朝夕のラッシュ時の時間帯のみの時間帯

規制で一方通行化を図って迂回さすような暫定的

な措置も、やはり並行して考えていかんといかん

のではないかなというふうに思っております。

その中で、平成１１年度予算の中でもいわゆる

新家川左岸の待避所的なところの改修につきまし

ても、事業費として予算を計上いたしております。

用地買収の問題もございますので、権利者の理解

も得なければいけないわけですけども、着実に一

歩一歩そういう方向で進めていきたいと思ってお

－２０１－

りますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 今、新星和不動産が工事し

てまして、トラックがたくさん通るけども、これ

はバランス工法というんですか、トラックが余り

出たり入ったりしないと。開発地で土が出た場合

は、その開発地の中で土を少ないとこから多いと

こへ回すと、そういうバランス工法といいますか、

そういうのを利用しとって、ダンプの通行が少な

いから、今はあそこは学校なんかありまして子供

たちが通ってますが、そんなに心配要らないとい

うふうな話がありましたけども、ここに３０８戸

の家が建ったら、今大体１軒の家に１台以上の車

があるわけでしょう。これはバランス工法も何も

ありませんわね。これが毎日通勤、通学で新家の

駅まで人を送っていくわけですよ。これは明らか

に、今工事中でさえこんな、そういうバランス工

法でしとっても交通渋滞が大変やという中で、こ

ういう大規模開発が進む。これに対して池上課長

はいろいろ答弁されましたけども、もっともっと

新星和不動産に対して厳しい指導というか、対策

をやっていかなあかんのと違いますか。

それで、池上さんはいろいろ自分の考えてはる

こと、これからせなあかんことを述べはったけど

も、そこまで市が考えることも必要かと思うけど

も、もっと新星和にささすということが大事では

ないかと思うんですよ。

この間ごっつい雨が降って大変な状況で、私、

日曜日も新星和へ行ってきましたよ。あそこで土

砂とか流れてないか、９時過ぎに行きましたけど

も、入れ違いに課長代理の方、課長さんも来てま

した。電話も入ってると。市が挙げて何でここま

で市の職員がせなあかんのかと。月曜日の日、僕

また行きまして状況を聞いて、すぐ都計の方が対

応してはったけども、言うてはりましたよ。「何

でここまで新星和のためにやらなあかんのや」と。

この台風の期間大変やったけども、池上さんがる

る述べられたことは、もっともっと新星和にさし

ていかなあかんことと違いますか。

もっともっと、ここの宮のバイパスなんていう

のは、ただ通過が二重になるのをちょっと平行に

並ぶところがすくというぐらいのことで、全然交



通渋滞解消にはつながってないと思うんです。そ

の辺どうですか。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 先ほどの事

業費の関係で、負担さすべきではないかという御

質問のところがありましたので、お答えをいたし

ます。

まず、新年度予算で新家川左岸の待避所等の部

分の事業費につきましては、当然歳入の部分で、

いわゆる雑入として入れていただくというふうな

約束ということになっております。したがいまし

て、我々の一般の道路事業の改修予算でもって対

応するということではなくて、関係のほかの部分

につきましてはそういうことで、用地買収費も含

めて改良事業費も含めまして予算に計上いたして

おりますということで、御理解をいただきたいと

思います。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 私、議員になって３カ月目

ぐらいに新星和の方がお菓子を持ってこられまし

て、それで送り返して、竹中土木の方ですかね、

ちゃんと返していただきましたというあれももら

ってるんですけども、新星和もそういうことも問

題ですし、気を使うところが間違ってるんじゃな

いかと思うんですね。それで私、郵送料を自分持

ちで払いまして、したんですけどね。

市の指導も、指導案というのをいただいてるん

ですけど、この中には例えば交通量を調査し、そ

れから交通の軽減により緩和について検討するこ

とと。ここは交通の量を減らさなあかんわけです

よ。道路をもっと拡幅できへん限りは、交通量を

減らさな新家の駅前の渋滞というのは解消できな

い。

それで、また新星和に住まれる方もこの渋滞に

巻き込まれるわけですよ。その苦情がどこに来る

かというと、市政に来るわけですね。これまた新

家の駅前渋滞やと言うて、市に何とかしてくれと

いうことになってくるわけですよ。それまでに手

を打つようにね。これは大体、和泉砂川線、市場

岡田線ですかね、はいつできるか。中長期のあれ

ですけども、いつごろという見通しが、新星和が

できるまでに、開発、家が建つまでにできる予定

－２０２－

はあるんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 先ほどの大

森議員の御質問の中で、なぜ新星和ばっかりにそ

ういう形をとるのかということでございましたけ

ども、雨の日のパトロールにつきましては、やは

り市民の安全が第一でございますので、行ったも

のでございます。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 大森議員の

御質問にお答えをいたします。

まず、砂川樫井線の供用開始の問題、これは先

ほどちょっと言いましたけども、いわゆる尋春橋

のつけかえの問題と関連がございます。ですから、

市場岡田線の改良事業とあわせましてやらなけれ

ば効果がないということで、事業的にはこれはい

わゆる都市計画事業、都市計画の街路事業並びに

道路事業という事業化を図っていくということで

ございますので、開発とは直接連動したものでな

いと、一般のいわゆる街路・道路事業ということ

で御理解をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） やっぱり関係ないわけです

よね。関係ないということは、新星和の開発によ

って交通渋滞、状況が悪化することと、砂川樫井

線ができることとは関係ないわけですよ。関係な

いということですね、結局は。関連ないと。そや

から新星和のために、あそこに家ができるから砂

川樫井線をつくるわけでもないわけですよ。だか

ら新星和の開発によって巻き起こる新家駅の渋滞

は、新星和に責任をとらすという立場で、もっと

もっとやっていただかないと、新家の駅前はもう

大変ですよ。

新家の皆さんみんな怒ってますよ。これ、どな

いなるんやてね。「３０８戸もできて新家の駅前

の渋滞どない考えてるんや」というふうに言うて

ますよ。そういうのが市にどんどんこれからまた

苦情が来ますよ。そういうことを考えて、もっと

もっと新星和に厳しい指導といいますか、ほんと

に地元の住民の方と協力、共存の関係ができるよ

うにぜひ市として対応していただきたいというこ

とを、お答えがあればお答えしていただきまして、



終わりたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 前質問者にもお答えい

たしましたように、両論ございまして、開発者に

過度の負担をさせという部分も受け取れました、

私。だけど、必要かつ合理的な範囲内のもとで我

々は努力をするということでございますので、程

度の問題であると思っております。

今後ともやはり新しく造成された住宅地にお住

まいになる住民の方々と、また地域の方々が協調

してまちづくりに取り組めるように、また安全な

生活ができるようにということで我々は努力して

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） 今、さきの議員や我が党

の大森議員とのやりとりを聞いておりますと、今

のバイパスでは１つは今度の開発を受け入れるだ

けの、それに伴う交通渋滞の解消にはならない。

それでまた別途クリークの前を待避地をつくって、

そこを通れるようにし、帰りは、新家の村中に入

るときには右岸側を行って交錯をすると、こうい

うことでしょう。

ということは、バイパスではもう１つ間尺に合

わないと。一定の 一定のという言葉を使われ

たけれども、村の人の認識とは大分違いますがね、

原課では一定の交通渋滞の緩和にはなるけれど、

しかし抜本的というか、当面の策としても心もと

ない。だからそういう待避所をつくるような、左

岸、右岸の利用策を考えてるんだと、こういうこ

とですよね。

そうしますと、この開発によって当然業者が一

定面倒を見なければならない左岸、右岸ですね。

これの工事費のいわゆる業者負担といいますか、

業者の寄附ですね。善意の寄附といいますか協力

寄附、それはどの程度見込みまれているのか。

それと、そういうことを含めて総体でどれぐら

いのこのいわゆる地域外の事業、これを国費、市

費、それから寄附、総体でどういうふうな割合に

なってるのか、その辺がちょっと定かになりませ

んので、先ほどから国費の使い方がおかしいんじ

ゃないかとか、市が持ち出してるんじゃないか、

あるいは寄附が足らんのではないかというふうな、

－２０３－

そういう御意見が出てきているように思うんです

が、その辺はどうなんですか。総体でどれぐらい

の総費用になってるのか、そしてその内訳はどう

なのか、この辺も明らかにしていただきたい。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えをい

たします。

まず、ちょっと２つ区別をしなければいけない

というふうに思います。まず、全体この問題で、

地区計画内の道路事業のいわゆる住宅総合支援事

業での事業化の分と、別途道路管理者といたしま

しても区域外整備をいろいろ条件をつけておりま

す。その辺、実は当然口約束だけではいけません

ので、基本的に何をどういう形で整備していただ

くのかということを覚書というんですか、約束事

項を書類で残しております。

〔和気 豊君「あるんですね」と呼ぶ〕

○事業部道路公園課長（池上安夫君） はい。その

中で、例えば事業費につきましては、積算上の問

題とか用地鑑定の問題とか、シビアな点が出てな

いところもありますので、まず場所の問題を簡単

に説明いたしますと、いわゆる地区計画内の新家

駅宮線バイパス事業、総称でこういうふうに言う

てますけども、路線名としましては新家駅宮線並

びに上村野口線、上村向田線、この３路線でござ

います。それと、河川にかかっております橋梁の

つけかえという事業です。

それからもう１点、先ほど新家川左岸のクリー

クの問題が出ましたけども、これが下村大口線の

いわゆる待避所の用地買収並びに改修事業、いわ

ゆる拡幅改修ということでございます。

それから、もう１点あります。新家駅宮線の側

溝部分のふたかけによる一部拡幅整備。狭隘部分

のふたかけによる拡幅整備ということでございま

す。

それで、その辺のいわゆる上村周辺の事業につ

きましては、支援事業を除きまして別途覚書で事

業費の負担をいただいて市の事業で施工すると。

いわゆる用地買収の問題等ございまして、税の特

例控除の適用の問題もございますので、これはや

はり市の事業で施工するのが一番妥当であるとい

うふうに判断をいたした中で、そういう予定とい



たしておるところでございます。

それからもう１点、これは開発の近接地でござ

いますけども、新家上村線、上村の上野下池のち

ょうど海側の市道でございますけれども、新家駅

宮線と下村大口線とを結んでおる市道新家上村線

の敷地の残余部分の改修整備、いわゆる歩道設置

とか用地 現在の仕様は真ん中だけ舗装してる

というような状況ですので、用地的には余裕がご

ざいますので、いっぱいいっぱい使いまして整備

を図るということでございます。合計このような

事業が入っておると。

それぞれ事業費につきましては、１０年度は先

ほどちょっと言いましたように、全体で出ました

けども、１１年度はこれから積算したりとかいろ

んな形でやりますので、数字、予算ベースでは出

ておりますけども、少しその辺は、的確に今合計

をすぐしろということになりますと、ちょっとで

きない部分もございます。

それから、新家上村線につきましては、道路管

理者の事業じゃなくて、いわゆる道路施工承認に

よる整備ということでございますので、道路法に

よる施工承認制度といいまして、開発者に一定工

事を承認してやらすというやり方でございます。

これは近接地でございますので、普通よくある開

発の中では、近接地の場合はこういう手法をとっ

ておる、一般的なやり方でございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） まだ額は、工事が終了し

ておりませんから定かではないということなんで

すが、当初覚書まで交わしておられるわけですか

ら、当初のいわゆる業者負担、これだけいただき

ますよというふうな、そういう一定の積算の根拠

みたいなものはあるんでしょう。やみくもに一般

的にこの工事について応分の負担をいただきたい、

了承しましたと、こういう覚書ですか。そういう

のも聞かしてくださいと先ほど言ったんですが、

いわゆる事業の中身は言われたけれども、それを

裏づける事業費等の関係、国が何ぼ、寄附が何ぼ、

市が何ぼと、こういうふうな内訳についてもお示

しをいただきたい、総事業費の中のね。こういう

ふうに私質問したはずなんですが、議長ね。一回

－２０４－

でいけるところを。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えいた

します。

まず、新家上村線の部分につきましては、直接

市事業でやるものではございませんので、事業積

算、概算で出せと言われればまた後日でしたら出

せますけども、今のところまだ設計協議が固まっ

ておりませんので出す段階に至ってないと。直接

は今のとこまだつかんでないという状況です。

それから、ほかの部分、それにつきましてはち

ょっと……、ほかの基本的、これはですからあく

まで超概算ということですけども、積算、例えば

用地なんかでも鑑定とか、工事なんかでしたら積

算業務をやらないと出ないとこがありますので、

超概算ですけども、新家駅宮線関係、バイパス関

係でいきますと、事業費的にはこれで２億４，２０

０万の概算事業費をはじいております。

それで、あとクリークの待避所の部分とかにつ

きましては場所指定をしてるだけで、事業費が幾

らかというのはこれからになりますので、これは

もう全額負担ですので、事業費積算した上でやっ

ていくということになりますので、そこまでは、

箇所の指定はしてますけども、出してないという

状況です。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） １回で御答弁いただきた

いと思うんですが、何点か私質問してるんですよ

ね。だから、総事業費は幾らなのかと、そのうち

の寄附は幾らなのかと。そういうものは当初覚書

で 覚書があるということですから一般的に応

分の負担をいたします、受けますと、こういう形

ではなくて、超概算であってもそういう総費用は

積算したうちで、国費までその中に計上されてる

という先ほどからの話ですから、国費までね。そ

したら国費をもらうについては当然その裏づけが

あるはずなんですよ。これぐらいの概算で、だか

ら国費はこれだけやと。国費請求するのにその辺

の費用積算もできずにやれないでしょう。

議長、だからそういうことも先ほどから何回か

聞いてるんですよ。一遍に答弁していただければ、



２回、３回の往復答弁にはなれへんわけやから、

この辺は池上さん、ちょっとメモるか何かしてち

ゃんと答えてよ、１回で。そんなもん時間とるば

っかりやないか。それで３回でストップなんか言

われたらたまったものではない。頼んまっせ、議

長。

○議長（薮野 勤君） 正確な答弁をお願いいたし

ます。池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えいた

します。

まず、基本覚書の中で、先ほど言いましたよう

に、新家駅宮線バイパスとか下村大口線の関係の

入った分で、事業費的に２億４，２００万の覚書を

しております。

その中で、次に事業実施年度の年度協定をいた

しております。これは事業にかかるときにやるも

のでございまして、平成１０年度につきましては、

新家駅宮線バイパスの用地買収と基層までの改良

工事と補償等の事業費ですね。

〔和気 豊君「キソウと言うても、ちょっとそ

ういうのようわかれへん」と呼ぶ〕

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 舗装、２層

ありますけども、一番上の表層の部分を除いた、

ということは次年度で工事用道路として使います

ので、効率的にやるという観点で上の舗装をとめ

てあるという事業ですね。それと拡幅の用地買収

並びに補償費等ですね。それの部分で当初、平成

１０年の７月に協定締結をいたしております。

これは、事業費的には予定といたしまして一億

三千数百万の事業費を予定いたしておりまして、

いわゆる事業費がすべて国費対象となるわけでは

なくて、８，０００万の国庫補助基本額、したがい

まして、補助金額は３，２００万の予定をいたして

おりました。

その後、国の補助金の補正対応等がございまし

て、事業費は変わっておりませんが、国費対象額

が１，０００万アップいたしましたので、したがい

まして国費が３，６００万になったということでご

ざいます。それが平成１０年度の決算ということ

でございます。

あと、最初に言いました漠とした分はそれだけ

の事業費、数字で押さえてますけども、あとの精

－２０５－

算的な額につきましては、先ほど来申し上げてま

すように、実務の作業をさしていただかないと確

定的な数字は出てこないということでございます

ので、よろしくお願いをいたします。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） やっと私の１回目の質問

にすべてお答えをいただいたように思いますが、

結局いろいろ言われました。新家駅宮線から上村

向田線まで、一部橋梁のつけかえも含めて２億４，

２００万の総額を当初覚書で交わしておったと。

そのときには新星和不動産ですね、もう新星和と

言いますが、ここの負担額はどの程度の約束だっ

たんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 負担額

表現的に新家駅宮線のバイパス事業につきまして

は負担額ということでなくて、いわゆる歳入、雑

入で入っておるということで御理解をいただきた

いと思います。計算式でいきますと、雑入で入っ

てる額につきましては、事業費マイナス国費の残

り部分がすべてということでございます。

それから、補助対象事業外の事業につきまして

は、すべて負担いただいて施工するということで

ございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） それじゃ、今お聞かせを

いただいたんですが、当初２億４，２００万と、こ

こから補助金を引いた残額、こういうことになる

わけですね。だから、この事業については 聞

いてんのかいな。あなたちゃんと聞いてくれてる

ときでも３回繰り返して答弁してもらわんと全部

完了せえへんのや。やっぱり聞いといてくれなあ

かん。市長も、ちゃんと質問してるんやから横っ

ちょから呼ぶようなことやめて。

それで、だから市費はこれには算入されない、

全部国費と事業者持ちで処理できるんだと、こう

いうことですね。そして、あとのいわゆる上村地

域の狭隘部の側溝のふたですね。このふたも何で

やられるんかわからへんねけども、グレーチング

になるんか、グレーチングでもかなり音のしない

ような深いグレーチングになるのか、それもわか

りませんが、そのほか新家上村線の一部歩道、こ



れはもう業者に丸々やらせると、これは市が持ち

出すんではなくて業者負担でやられるということ

だと思うんですが、確認してるんですよ。

それと、その側溝の次に、新家上村線のその間

に言われた、何か市の事業でやるという部分があ

ったんですが、上村地域の。これは何か……、こ

れはないんですね。もうそれだけですね。だから

この開発の受け皿として必要な、交通渋滞を含め

た施策については、これは国費と業者の負担です

べて賄われると、こういうふうに理解していいん

ですね。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 財政的には

言われてるとおり、そういう形になります。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） あと向こうから開発申請

が出てきた場合の事前協議ですね。それから、法

にのっとったいわゆる３２条協議、都市計画法に

のっとった３２条協議。その中でいろいろ業者指

導してると思うんですが、その業者指導したこと

を生かして当然こういう事業が私は想定されてい

るというふうに思うんですよ。

ところが、例えば私、ここに事前協議のときの

泉南市の指導内容を持っているわけですが、ここ

に入居計画に伴い これは事業部の都市計画課

が出しているんですが、交通量調査を行った上で

発生交通による影響の検討を行うこと。また、特

に新家駅交差点での滞留の現況調査を行い、こう

あるんですね。現況調査やりなさいよと業者に約

束さしてるわけです。交通の軽減による緩和につ

いて検討すること、また、市及び関係機関と協議

を行い、必要な措置を講じること。この結果はど

うなってるんですか、今。業者からちゃんとそう

いう交通量調査をやらしてるんですか。

そして、それを受けた緩和策、いわゆる新家駅

に通ずる小口のとこですね。開発地からいえば一

番遠いところ、新家駅からいうたら一番小口にな

るところ、当然ここは交通渋滞、だれもが一番心

配してるんです、住民の皆さんはね。ここに対し

てちゃんとそれだけの調査を行いなさいというこ

とで約束さしてるんです。業者もこれ受けてるん

です。だから３２条に行ってるわけでしょう。事

－２０６－

前協議の約束守らして、だから３２条協議という

法にのっとった協議に入ってやってるわけでしょ

う。当然このことがどういうふうに業者の手で遂

行され、この結果を市が交通渋滞解消にどういう

ふうに役立ててるんですか。本当にバイパスが交

通渋滞に役に立つ、こういうふうな結論がこの結

果出てますか。その辺の科学的な判断をお聞かせ

いただきたい。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 交通量調査

についてお答えいたします。

交通量調査につきましては、指導内容に基づき

まして実施しております。その調査時ですけども、

調査した地点の８時台で最大交通が約３００台と、

そして計画の３０８戸が完成した場合においては

３８７という形で、実質８５台程度の増加が見込

まれるという形でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。回を重ねておりま

すので、配慮願います。

○１３番（和気 豊君） いやいや、でも、そんな

調査時点で３００ちょっとで、８５台ほどふえる

という話、これはだれが聞いても３０８戸の

これは丸々信用されとるわけですか、市は。

今こんな大きな一戸建ての宅地が造成されて、

そんなもん１軒に２台の時代ですよ。そんな数字

をそのままうのみにして、そらバイパスでいける

わというふうな結論になりますわ。それやったら

もうほんまにバイパスだけで処理しようかという

話になって、そこへ力を入れられるのわかります

わ。そんなんだれが考えても、自然増ぐらいやっ

たらわかるけれど、３０８戸できるのに、それか

ら研修機関なんかについてもできるというふうに

言われてるのにそんなこと、業者の車も入ってき

まっせ、いろいろとね。だれが聞いてもそんなん

おかしいなあと。当然市としてその裏づけをもう

一回やらなあかんなと。業者指導しながら市とし

ても独自調査やらなあかん。こういう数字ですが

な、今の数字は。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 先ほどの交

通量の関係ですけども、これにつきましては一応



交通量調査を行いまして、交通動線を改良した場

合ですけども、これをまた報告させていただきま

す。

ただいま行っております新家駅宮線の一部を、

バイパス並びに一方通行、そして歩行者の動線等

を考えまして、現在平日の午前７時から９時並び

に昼の１２時から３時を交通規制として歩行者専

用という形でした場合においては、朝夕のピーク

時に下村大口線を５０％利用するとすれば、渋滞

台数は軽減するという形でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） もう聞かさんと、議長ち

ょっと注意してよ、そらあかんわ。

〔林 治君「資料を全部出して、その上で議論

しようよ。そうでないと聞いててもわかれへ

ん」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 業者の調査をやったわ

けでございますけども、行政もそれをうのみにし

てるというわけではございません。出す根拠、こ

れは道路協会の積算根拠、これをもとにして予測

をしておるわけでございますので、適正であると

いうふうに解釈をいたしてるところでございます。

また、ピーク時に８０台余りふえるということ

でございますが、これは３０８戸の住宅が完成し

た時点ということでございますので、一遍にそれ

だけの台数が増加するというようには考えておら

ないところでございます。期間はあることはある

と思いますので、今後とも新家駅前の交通渋滞の

解消、これについてはいろんな方策をとっていき

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） 今の答弁聞いてますと、

一遍にふえるわけではないんだと。当然、完成時

の３０８戸ができた時点での予測をしなければな

りませんし、それから先ほど言うた道路協会です

か、その辺の数値を入れてると。しかし、新家は

新家としての特殊事情があるでしょう、特殊事情

が。駅前へなかなか突っ込んでいけないと、自動

車は。そういう特殊な事情がありますがな。そう

いうことも加味して、具体に交通量がどう惹起す

－２０７－

るのかと、どう予測されていくのかと、そういう

推測値を明確に出さなければ、だれが考えてもこ

んなもん、どうつくろうと３８７台にしかならな

いと、３００ちょっと超してるやつが８５台しか

ふえないと。３０８戸できるのにやね。

それで、今ＪＲがああいう不便になってきて、

車で通うという人がアンケートの中でも多数出て

るんです、車で通うという人が。こんな不便にな

ったあれをやめて、鳳ぐらいまでやったら車で通

う、臨海やったら車で通う、こういう人が圧倒的

にふえてるんです。そういう事情も、それは新た

な問題ですけれど、しかしこれからますます車社

会になっていく。そういうときに８５台しかふえ

ないなんてことは、だれが聞いてもほんとに業者

サイドに立ってるのか住民サイドに立ってるのか。

ここにも業者サイドに立っている行政を私はかい

ま見る気がしますけれども、ＳＡＴＹのときでも

ちゃんと交通量調査出してますやろ。一遍その結

果出してください。こんな不確かな、だれが見て

も首を縦に振れないような、そういうような数字

では納得できない。調査結果を出してください。

これはひとつお願いします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの和気君の質問に

対して、正確な１つの対応ができることであれば、

明確な答弁をお願いしたい。これでもって終結し

ますので。土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 申しわけご

ざいません。先ほどの新家駅周辺の交通対策です

けども、調査いたしましたところ、ピーク時です

けども、最大交通量が約３００台、これは８時台

です。そして、計画後３８７台になるという形で

す。

問題点といたしましては、新家駅宮線の大正小

橋の付近が狭小という形で、道路の断面不足とい

う中で、向田橋から今現在実施しております迂回

路の整備を行うという形でございます。

新家駅前の交差点の渋滞の状況といたしまして

は、現況ですけども、駅前から市営の駐車場まで

ですけども、これで滞留するのが約９台という形

でございます。計画後については１４．４台ぐらい

にふえていくと。これにつきましては一応滞留長

で約８０メーターぐらいになりますということで



ございます。

そして、これを踏まえて、改良案としまして先

ほど申しました新家駅宮線を一部一方通行としま

して、そして歩行者の動線も変更し、下村大口線

を利用して一方通行とすると。こうした場合にお

いては朝夕のピーク時、下村大口線を５０％利用

した場合は、時間のピークが８５台になるという

形でございます。訂正させていただきます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 訂正しますというて、今

聞いた範囲では訂正になってないですよ。同じこ

との繰り返しですがな。どこを訂正されたんです

か。だれが聞いとっても訂正したことになってな

いよね。そんなおかしな答弁して。私は、最後に

明確な答弁していただいて、それで終結やと、こ

ういうことには協力しようと思いますが、私がこ

んなことを承諾したら、後々質問される方も、こ

んな中途半端な答弁を受けて納得したということ

であれば、後顧に憂いを残します。

そういうことで、これはちょっとやめるわけに

はいきませんので、もうちょっとその辺、交通量

調査があるんであれば一遍出して、その辺皆さん

にわかるように御説明をしていただきたい。おま

えだけわかって、おまえだけで納得したやりとり

ではあかん、後でまた皆さんにおしかりを受けま

すので、これはひとつよろしくお願いしたい。

〔林 治君「議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 大変重大な問題でありま

すし、もう少し具体的にわかるように、その変更

内容も含めてわかるように、地図上も含めて関係

資料を出していただけませんか。覚書も。

○議長（薮野 勤君） 林君の議事進行に対しまし

て、資料の提出方対応いたしますので、御了解の

ほどお願いします。

あと整理の都合上、時間も必要でございますの

で、本会議中に提出をいたします。

〔巴里英一君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 今議長の発言ですが、会

期中ということになりますと、またこれを繰り返

してやるのかということに、いろんな質疑が出て

－２０８－

くると思うので、若干の時間があるなら、整えら

れるなら時間内で終わる方向での資料の提出の方

がいいんじゃないですか、というふうに私は思い

ます。それだったらまた同じことを繰り返すよう

な質疑になるかと思われますので、その点御配慮

お願いしたいと思います。

〔島原正嗣君「議長」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 巴里議員さんのおっしゃ

った進行で結構ですが、午前中からの議論を聞い

てますと、我々はこの議案書以外に資料を持って

ないんですわ。資料請求せえと言えばしますけど

も、今議論されてる新星和の開発要綱等、どうい

うふうな要綱になってるのか、どういう約束にな

ってるのかわかりませんので、一定の許可をした

内容の資料も提出をしてほしいと。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 資料の整理をいたして、提

出の準備をいたしますので、１時まで休憩いたし

ます。

午前１１時３５分 休憩

午後 ２時 ８分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

質疑を続行いたします。資料が整いましたので、

理事者から答弁を求めておりますので、これを許

可いたします。山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 昨日に続きまして、今

回も事業部にかかわりまして大変貴重なお時間を

拝借いたしました。ひとえに私の不徳のいたすと

ころでございますので、御容赦いただきたいと思

います。今後とも精進いたしますので、どうぞよ

ろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 資料作成に

長時間かかりまして、まことに申しわけございま

せんでした。それでは、資料の内容につきまして

御説明を申し上げます。

道路公園課所管分です。まず、ホッチキスどめ

にしてない方が１枚と、それからホッチキスどめ

のものが４部ありまして、まず基本覚書、それか

ら２番目に基本覚書の変更覚書、３つ目に年度の



協定書、それから最後に変更協定書ということに

なっております。

最初に説明をいたしましたＡ４の表につきまし

て、まとめておりますので、簡単に説明をさせて

いただきます。

まず、上段の地区計画に基づく整備の関係でご

ざいますけども、これはいわゆる新家駅宮線バイ

パス、プラス、午前中の質疑の中でも出ました新

家川左岸、市道名下村大口線の待避所等の事業費

も含んでおります。まず、地区計画に基づく整備

ということで基本覚書、基本覚書の変更、それか

ら平成１０年協定額、平成１０年変更協定額、平

成１１年協定予定額、それから最後に協定総額と、

これも予定でございます。

順番に、基本覚書の分につきましては２億４，２

００万、ここの時点ではまだ国費の負担額が確定

をいたしておらなかったので、基本覚書締結時で

はゼロという記載にいたしております。

次の基本覚書の変更の段階で、予定国庫補助金

分が決まりましたので、それぞれ国費が７，２８０

万と残りの事業費、開発者の負担分で１億６，９２

０万。

それで覚書を締結いたしまして、平成１０年に

年度協定をいたしております。この時点で国費の

方が、補助基本額が８，０００万ということになり

ましたので、コンマ４で国費が３，２００万、それ

から開発者の負担額は１億５５万。

それから、平成１０年度の最終の額の確定額、

変更協定額でございますけども、これが補助基本

額が９，０００万になりまして、コンマ４で３，６０

０万、それから開発者負担分が６，７７９万７，００

０円となります。

それから、平成１１年協定予定額とありますが、

これは予算ベースでございます。予算ベースで国

庫補助金を２，８００万見込んでおります。それか

ら、開発者負担金を１億１，６８８万見込んでおり

まして、最終総額の協定額が、国庫補助金額が６，

４００万、それから開発者負担分が１億８，４６７

万７，０００円、合計いたしまして地区計画関係で

２億４，８６７万７，０００円の事業費となるという

予定でございます。数字につきましては、工事費

の設計とかの関係で実数が出ておらない分もあり
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ますので、概算ということで御理解をいただきた

いと思います。

それから、他の分ですけども、まず新家駅宮線

の狭隘部分の側溝のふたかけ、整備と書いており

ますけども、これはオープンのところのふたかけ

を予定いたしております。これが約５００万。そ

れから、新家上村線の分が、これは道路の施工承

認で実施いたす予定でございますけども、これが

１億２，０００万、合計いたしまして１億２，５００

万。

全部トータルいたしますと、開発者負担予定額

が３億９６７万７，０００円になるということでご

ざいます。

そこで、最初の地区計画に基づく整備の関係で、

一覧表にしてますけども、それぞれの覚書、協定

等の資料がこの４枚物の資料ということでござい

ます。

資料の説明を終わらせていただきます。以上で

す。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 資料の作成

に貴重な時間を拝借いたしまして、おくれました

ことをおわび申し上げます。

まず、資料の御確認をいただきたいと思います。

都市計画課の分でございます。交通量の発生調査

の資料、そしてこういう交通量発生予測の、一番

上に位置図の書いてる部分、それが一式でござい

ます。そして、あと開発に絡みます３２条協議、

開発許可の写し等でございます。

まず、新家駅前交差点の交通量調査結果ですけ

ども、これにつきまして御説明させていただきま

す。２枚目をめくっていただきたいと思います。

発生交通量の推計といたしまして、これにつき

ましてはちょっと読み上げさせていただきます。

計画団地が完成した時点での発生集中交通量を予

測するため、計画団地の東側にある泉南イトーピ

アにおける交通量調査結果をもとに発生集中原単

位を求めたものでございます。泉南イトーピアは、

計画団地とは団地の位置、開発規模、土地利用の

形態など極めて似通っておる状況でありますので、

ここで調査したものでございます。

交通量の測定は、泉南イトーピアの団地の入り



口三差路、地図で申しますとＢ地点で行ったもの

でございます。同団地内の道路網はすべてこの地

点を経由するため、この地点の団地の発生集中量

が一番妥当ではないかとしたものでございます。

この調査から、泉南イトーピアにおける発生集

中交通量、１２時間でございますけども、これに

つきまして、居住と世帯数の関係です。発生交通

量といたしましては９３８台という形でございま

す。そして、集中交通量といたしましては８１０

台。そして集中交通量、自動二輪２９５台、その

うちまた大型車の混入がございましたので、一応

３２台という形で、計１，７８０台という形になっ

てございます。

このうち、居住世帯にしますと５７６世帯ござ

います。発生交通量を世帯数で割りますと、１世

帯当たり３．０９台保有してるという形でございま

す。これからいきますと、３０８戸を３．０９台に

置きかえますと、１２時間で９５２台でございま

す。そのうち、お手元の資料に９５２台という形

で、そして大型車の混入率といたしましては１２

時間で３２台と非常に少なく、大型車の混入率は

１．８％にすぎないということでございます。そし

て、９５２台プラスすることの、これが往復でご

ざいますので計算しますと、９６９台という形に

なるものでございます。

この９６９台をピークの発生率としまして、時

間比に直しますと１３．６％です。１３．６％にしま

すと、百三十四、五台になると思います。それの

約９０％が新家駅の方面へ流れていったり来たり

するという形でございます。そして、そのうち駅

の方向へ行くのが約７５％という形になってござ

います。したがいまして、新家駅へ行きますのは

約八十五、六台になるという形でございます。

そしてなお、この８５台のピーク時の交通量を

緩和するために、一応新家川左岸、右岸を一方通

行等の交通規制を加えて５０％に軽減を図ろうと

するものでございます。

続きまして、新星和不動産に伴います開発の関

係でございますけども、お手元に資料を配付させ

ていただいております。都市計画法の３２条の協

議につきましては、平成１０年の１月２８日に３

２条協議を泉南市と同意しております。そして、

－２１０－

都市計画法の開発許可の受け付けが平成１０年の

２月３日でございます。そして、これの開発許可

がおりたのが平成１０年の６月２４日となってご

ざいます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気議員。

○１３番（和気 豊君） 資料の作成、非常に御苦

労さまでございました。この事業にかかわる総費

用額、区域内は別にしまして区域外の事業費トー

タルで、それの振り分け、これについては覚書等

をもとに一覧表をつくっていただきまして、非常

によくわかりました。

ただ、この費用が本当に真に住民のために役立

つように使われてるかというと、そうではない。

その点だけは言っておきたい。もっと有効にこの

費用が使われたならば、渋滞緩和にもっと利便性

を発揮できたんではないか、こういうふうに思い

ます。バイパスの点にこの費用総額のうちのかな

りの部分が占められているというのは、非常に残

念でなりません。そのことだけは一言言っておき

たいというふうに思います。

それから、交通渋滞の問題では、非常に貴重な

資料をお出しいただいたんですが、ちょっと今の

説明だけではわかりにくかったんで、また後日勉

強したいと思いますが、一般的に言いますと８５

台は、私思いましたのは、いわゆる道路協会等の

推計数値をそのまま機械的に当てはめて数を出し

たんではないかというふうに思ったんですが、要

はイトーピアから駅まで徒歩で３０分ぐらいかか

るわけですね。ですから、ほとんどが車で送迎を

されていると、ＪＲを利用される通勤者について

は。だから、その辺が１つ算定の基礎に置かれな

ければならないんではないかというふうに従来か

ら思っているわけですね。

今の説明ではそこのところ、いわゆる新家のイ

トーピアの入り口、Ｂ地点ですね、そこで駅へ向

かう交通量調査をやって、そしてそれを３０８戸

に当てはめて８５台という数字を出したというこ

とですね。この８５台というのは、ちょっと確認

だけしておきたいんですが、時間帯は１時間です

か。

それと、もう１つは滞留ですね。これはどの程



度小口で、公民館のあそこのところで滞留するの

か。それと、５０％緩和、これがクリークの前の

道、そしてその右岸側、これを行き来させること

によって５０％の緩和が図られると。今計画して

いるそういう事業で５０％、これは見込めるんか

どうかですね。その可能性の問題。ほんとにこれ

は展望として、土地の所有者の皆さんや、あるい

はそのほか学校関係、今あそこは通学路になって

おりますが、ＰＴＡの関係の皆さん、そういうと

ころと話し合いをして、実現の可能性はあるのか

どうか。その点だけ御説明をいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 和気議員の

御質問ですけども、ピーク時の８時から９時の１

時間を想定して考えております。ピーク時の１時

間を計算したものです。８時から９時の１時間で

す。間違いました。７時から８時でございます。

滞留長ですけども、今現在でいきますと、新家

の駅前から約９台滞留しているという形でござい

ます。これが３０８戸完成した時点で１４．４台、

約１５台ぐらいになるという形です。これを先ほ

ども申しましたような形で、一方通行等、交通の

動線を考えますと、５０％下村大口線へ分散させ

た場合において、渋滞としましては１．５台ぐらい

になります。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） もう簡単にやります。

これ、１２時間交通量で平成３年４月のところ

で、この図面ですね、半裁ではなくてＢ４判、こ

こではピーク時刻は８時台というふうになってる

んですよね。やっぱり最初言われた８時から９時

の間ということになるんじゃないでしょうか。そ

れで、そのすぐ下のとこは、ピーク時刻は１７時

台と。これは夕方のピークを１７時に想定される

のはわかるんですが、上の一番あれは、ピーク時

刻は８時台となってるんですが、今さっきもちょ

っとブーイングがあったように思うんですが、８

時から９時ということでは、実際上ピーク時の想

定としてはやっぱり１時間ずれてるんと違うか。

７時から８時であれば問題ないんですが、この資

料を見る限りそういうふうになってるように思う

－２１１－

んですが、その点はどうなのか。

それからもう１つは、クリークの方に振ること

によって、公民館のあそこから出る、新家駅へ出

るあの小口は滞留台数が１．５台になる、こういう

ふうに理解していいんでしょうか。

それと、質問したんですが、お答えがなかった

んで、再度質問いたしますが、あそこのクリーク

のところ、いわゆる待避所ですね。これは買収せ

なあかん。地権者の問題、それからあそこは現に

公民館の前は通学路になってなくて、むしろあの

道が下村や中村からの通学路になっているわけで

すが、ＰＴＡ等関係者の皆さんの同意は取れる可

能性はあるのかどうか、その辺についてもお示し

いただきたい。ちょうど時間帯はピーク時と重な

りますからね。その辺の見通し等についてもあわ

せてお示しをいただきたいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 新家川左右

岸のことにつきましてお答えをいたします。

まず、見通しということなんですけども、当然

待避所の問題につきましては、任意の用地買収と

いう形でこれから交渉いたしまして、確保せない

かんという問題でございます。通行時間帯規制に

よる一方通行化による円滑に回す方法につきまし

ては、当然左岸は道路認定をいたしておりますけ

ども、右岸側はいわゆる河川堤防というふうな状

況でございます。したがいまして、河川法の範疇

にある施設という形になります。

ですから、もちろんそのような方向に持ってい

くためには、関係の機関といろいろ協議をしたり

理解を得たりとか許可を得たりとか、もろもろい

ろいろ作業をせんといけません。ですから、いわ

ゆる河川法の関係、それから道交法上の問題、そ

れから地元の関係の方々の御理解の問題、それか

ら用地取得の問題等いろいろハードルはたくさん

ありますけども、何とか事業努力をいたしまして、

そういう方向に持っていくために頑張りたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） お答えいた

します。

交通量のピーク時のとり方でございますけども、



一応イトーピアの交通の発生量が、午前７時現在

が大きかったので、それを採用したものでござい

ます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 曽木事業部参事。

○事業部参事（曽木輝二君） 新家駅前の交通量調

査の結果について御答弁申し上げます。

朝のピーク時、最初平成３年、７年、９年の３

つ調査したものがあります。この中で９年の１１

月に調査した分が８時から９時がピーク時になっ

ておりますので、これにイトーピアの方で調査し

た時点では、７時から８時が一番ピークになって

おりますので、その７時から８時に調査したピー

クの一番最大値を平成９年の調査の分に加算した

ということで御理解いただきたいと思います。

言いかえれば、Ａ４の３枚目、２４ページの一

番上の方を見ていただきましたら、イトーピアの

方の時間帯における集中比率が、７時から８時が

０．１３６、８時から９時が０．１０２になっており

ます。それで、イトーピアで一番発生するのが７

時から８時、１３６という係数を使いまして、

ここで出した数字を、先ほど申し上げました平成

９年度に調査しましたピーク時の交通量に付加し

ております。それで一番最大になってると思いま

す。よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） この１５７ｐｃｕ、アワ

ーですね、このアワーというのは時間でしょうけ

れど、ｐｃｕという聞きなれない数字は何でしょ

うか。ここまで説明していただいたんやから、も

うちょっとわかりやすく教えてよ。

○議長（薮野 勤君） 和気君に申し上げます。今

の資料の質問につきましては、また後で確認して

いただくなりしまして、質問をまとめていただき

たいと思います。和気君。

○１３番（和気 豊君） わかりました。非常に時

間をとっております。

それで、結局結論は、この朝の７時から８時の

時間帯で、現在の調査と推計値との間には８５台

の差しか出ないと、イトーピアのそういう調査を

もとにして、そういうふうに確認していいわけで

すね。そして、それを前提にしてクリークの方へ

－２１２－

の振り分けをすれば、一定滞留時間も緩和されて、

渋滞がこれ以上は悪くならない、こういうふうに

理解していいんでしょうか、そのことだけ答弁い

ただいたら結構です。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） そのとおり

でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） いろいろ資料を今出してい

ただきましたから、この件については少し勉強し

てから質問しておきたいと思います。

先ほど御説明いただきました議案に沿ってちょ

っと質問をさしていただきたいと思います。

歳出の方から、議会費の方でもかなりの減額が

あるわけなんですが、この減額の中身について御

説明をいただきたいと思います。旅費の方で１６

７万円、それから交際費の方で１１９万１，０００

円の分ですね、これの御説明をいただきたいと思

います。

それから、徴税費の委託料の６１４万について、

もう少し中身を御説明いただきたいと思います。

それから、衛生費の中での７０万６，０００円、

この分の減額の理由を御説明いただきたい。

それから、土木費の新家の２，１７０万円の分に

ついては、今議論がいろいろありましたからあれ

ですが、これについては私も感じるところ、いわ

ゆるバイパス事業は市の事業だという説明をしと

るんですが、実際的には国の補助金と、起債は一

切ないのかなと。普通は補助金に起債がついとる

るような感じですが、一切ないという説明です。

それと、本来市が負担しないといけないものは

すべて開発業者負担だということで、内容的には

開発業者の責任でこのバイパスの工事をするとい

うことだと思うんですが、問題になるのは国庫補

助金の問題ですね。

そういう点で、国も大変財政赤字の中で、大枠

としては泉南市に対する補助金というのは、事業

を出せば全部補助金がつくということではないと

思うんですね。そういう点では市全体の道路整備

の問題と絡みますと、この問題についてはまだ十

分インフラ整備がなされてないところに大規模団

地がつくわけですから、当然既存の市民にも、ま



たこれから入ってくる方にも迷惑をかけない最低

限の市の責任があるわけですから、そういうもの

の整備と連動しないといけないことは当然ですが、

市の今の財政状況ではそういう整備がすぐ間に合

わないということで、こういう手法をとられると

思うんですが、そういうやはり業者の実質的な責

任、それでもやるというんであれば、業者の責任

でやるということの中でこういう手法をとられる

と思うんですけど、本来的にはもっと市全体の中

で国の補助金を有効に使っていくことからいえば、

もう少しすっきりとした、通達はあってもそれは

全国一律的な通達でしょうけれども、自治体、自

治体の財政事情もあって急にそういうわけにはい

かないと思うんで、その辺はやはりもっと明確な

執行のあり方にしてもらった方がいいんじゃない

かなという感想を持ちました。

これは質問でないので、先ほど議論が十分尽く

されましたから、これは私の意見を示しておきま

すし、ほかの議員はまだこの問題に十分関心を持

って調べて、これからも努力をしていきたいとい

う発言がありましたから、その方にもお任せをし

たいと思います。

それから、排水路の分で工事請負費の１，１００

万円、補正前予算がわずか２，１００万ですから、

かなり大きな減額になっておるんですが、これは

排水路維持改修費ということで、泉南市にはたく

さんの排水路の整備があると思うのになぜこれだ

け大きな減額が出たのか、御説明を詳しくお願い

をしたいと思います。

それから、もう１つ公害対策の中でちょっと減

額があったので、公害問題はこれから大事な施策

ですが、これも減額になって、７１ページ、ごめ

んなさい、さっき言いましたかな、７０万６，００

０円のこの分のちょっと減額の説明をいただきた

い。

それから、最後の方ですが、諸支出金で１億３，

２８９万４，０００円が積み立てられておるんです

が、これはいわゆる公債費管理基金の方に積み立

てられておるんですが、今公共施設整備基金とい

うのがかなり、財源不足から取り崩しの問題でい

ろいろあるんですが、今回かなり減額がずっと続

いておるんですが、予算執行の中でですね。そう

－２１３－

いうものと、この後に議案は出てくると思うんで

すが、財源不足から次年度の歳入で補てんすると

いう問題があるんですが、こういう減額が多いの

は、予算がないから少しでも、せっかく予算を認

めながら余り使わないようにして減額をした分が

あるんじゃないかなという疑いをちょっと私は持

つんですが、そういう部分も含めてひとつ御説明

をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） さきに私の方から、議

会費の減額について説明させていただきます。

費用弁償、交際費の減額でございますが、これ

は委員会の視察、陳情等の不執行に伴うもの、ま

た交際費の減額等につきましては、支出先を吟味

したという結果による減額でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私の方から、賦課費

の委託料の６１４万の減額補正についてお答え申

し上げます。

この委託料は、固定資産の評価がえが１２年度

行われます。そういうことで鑑定評価をいたさな

くてはいけないということで、当初市内全域で３

１０ポイントの標準地を予定しておりましたけれ

ども、実施いたしましたのが２５８ポイントでご

ざいました。そういったことで、この５２ポイン

トの減少が補正の額でございます。よろしくお願

いいたします。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 小山議員の公害対

策費７０万６，０００円の減額でございますが、ま

ず私ども各種測定の委託をやってございます。

まず、１点目といたしまして、一般大気中のダ

イオキシン類の濃度調査、それと一般大気汚染調

査を市内２４カ所で年４回行っております。また、

ゴルフ場関係、農薬汚染調査を２カ所のゴルフ場

で実施いたしてございます。

次に、主要河川の水質調査を年４回、７河川、

８ポイントで行っております。それと、大里川の

底質検査を行っております。

おのおの入札を行いまして業者選定するわけで

ございますが、それらの入札減が累計として７０



万６，０００円残ったということでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 今の小山議員

の御質問に対しまして、排水路の工事の予算額が

２，２００万円から約１，１００万ほど減額した理由

でございますけども、まず１点目は、工事の範囲

の精査及び落札差金でございます。

そのほかに、当然排水路の件ですから、現在下

水道部でも排水路の工事のほかに、雨の対策とい

たしまして公共下水の雨水管の整備をやってござ

います。

今、雨水管の整備につきましては、沿岸部につ

きましては平成１１年度末の春ごろの供用を目的

といたしてますので、例として申し上げますと、

男里地区の排水路の工事を、供用間近に控えてお

ります公共下水道のつなぎ込みの工事等で対応し

たため、その工事に振りかえてやっております。

したがいまして、雨水対策といたしましては、排

水路から公共下水道の雨水の取り込みに振りかえ

ております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） それから、議員の御質

問の減額の内容、理由等につきましては、今それ

ぞれ答弁いたしましたように、それぞれの理由と、

また一般的に事業等におきましては入札減とか、

そういうふうな形もございます。

それと、私どもといたしましては、予算があり

ましてもできるだけ経費を切り詰めるようにとい

う形で、それの各職員に対します呼びかけと申し

ますか、今の財政危機の中でございますので、そ

の点については１０年度途中におきまして御協力

方を呼びかけた文書も流しているところでござい

ます。

それと、８１ページの公債費管理基金費でござ

いますが、この主なものは中部ポンプ場の管理業

務、企業局負担金が１億１，７００万ございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 議会の方の１５０万円のい

わゆる交際費、僕も初め交際費というのは何か２

－２１４－

つの表現があるから、なかなかややこしいんです

が、いわゆる接待というんか、人とのつき合いの

中で使っていくお金で、市民にも大変関心のある

部分でございますね。

この１５０万円の予算を組んで、不執行が１１

９万、１２０万近くあるわけですから、わずか３

０万ぐらいしか使ってないということになるわけ

ですね。これが、やはりちゃんと分析をして、そ

の使い道を明確にして、こういうものはこれから

使わないようにしたんだという、何かそういうき

ちっとした指針が出て、そして予算がこういうふ

うに精査されていくというのはいいと思うんです

が、何となしにとにかく減ったというのではなか

なか議論にもなじまないと思うので、もう少し、

市の交際費も含めて、やはりこれからの交際費の

あり方についてどうしていくのかということが、

１つ議論の材料として欲しいと思うので、この減

額は大きいので、これからの交際費のあり方につ

いて、答弁できる方は答弁いただきたいと思いま

す。

それから、今総務部参与 御説明いただいた

んですが、３１０ポイントが２５８になったから

減りましたと、これはわかるんですが、それはど

ういう理由で、ポイントが粗くなればそれだけ不

利益をこうむることにもなるんじゃないかなと思

うんで、これはなぜこうなったのかという説明を

ぜひもらいたいと思うんですね。

初めからわかっておって、こういうオーバーな

予算を組んだんであれば、お金のないときに予算

の段階からやはりきちっとした正しい数字で予算

を組まないと、とにかく予算は組んだんだけど、

今最後に細野さんから御説明があったように、予

算があっても切り下げるように指示をしておると。

これはちょっと予算審議とは矛盾する考え方では

ないかなと思いますね。予算の段階で切り詰めな

いと、それはどうしてもやはりあるだけの予算を

使おうやないかという心理になるのは当然なんで、

予算を査定する段階でよく精査をしておける部分

があるんじゃないかなと、こういうふうに上がっ

てきますと、そういうふうに感じます。

それから、公害問題を解決する調査ですね。７

０万６，０００円残ったということなんですが、こ



れはまだまだ泉南市はやっぱり、私も議員になっ

てから住民から要求されとる部分で、ずっと言っ

とるんですけど、なかなか解決しない。明確にや

っぱり環境基準は超えておる。住民は何ぼ言うて

も、もうあきらめて、騒音の中で２４時間生活さ

せられておるわけですね。

家を建てかえて、家を売りに出したけども、日

曜日に来ると全然音はしておりませんからね。日

曜以外はずっと２４時間しておりますから、知ら

ずに来て買ったら大変な音で、２４時間工場が隣

で動いとると。これは１カ所や２カ所でないと思

うんですね。しかし、工場からいえば、初めから

ずっと工場を動かしとったんだから、後であなた

方は住んだんだからという、そういう感情的なも

のもわかりますよ。情的なものもね。

しかし、やはり基準を超えとれば、そら辛抱は

なかなかできないわけですから、そういう点でま

だまだ測定はこういう公害問題の基本ですので、

この余ったお金があればもっと、課題の土壌調査

もいろいろ言われとるわけですから、こういうも

のはやはり予算を使うのが僕は当然じゃないかな

と思うんですね。これもやはり初めの予算の組み

方に問題があるんじゃないか。

それから、下水道の課長が言われましたこのタ

イトルが河川の維持管理なんでね。こういうタイ

トルでもし予算の流用というんか、その範囲内で

使えるんであれば、排水路維持改修費ですから、

こういうことであれば、まだまだ改修、課題のあ

るものいっぱいあるわけですね。だから入札減と

かいろんな、これは１１年度に振りかえてやるよ

うになったからこの金は要らなくなったといって

も、せっかくない中で予算を認められてもらっと

るわけですから、それはよく課の中で相談し、財

政とも相談して、課題になっておる懸案の改修に

ついてはきちっとやってもらわないと私は困るん

じゃないかなと。中身は少し違うようですが、予

算が使われとる大きな項目では維持改修費になっ

とるわけですから、そういうことはできないのか

どうかをお尋ねをしておきたいと思います。

あとは、先ほど言いましたが、細野さんの分で、

予算があるけども、切り下げてほしいというのは、

気持ちとしてはわかるんですが、それは予算の段
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階でやはりきちっと正しい数字で予算を組んでい

ただかないと、こういう形で減額が出てくるとい

うのはやはり問題じゃないかな。

職員にもいろいろ言うと、「いや、予算はある

んやけど、なるべく使わんように言われとるんで

すわ」と言って、ほんまに必要なものもなかなか

予算執行できない雰囲気もあるんですよ。それも

二、三聞いておりますが、それは違うでしょうと。

ちゃんと予算を認めたものについては、有効に使

うということはあってもいいけど、予算を決めて

もろたけども、なるべく倹約してと財政から言わ

れとるから買えないんですわと。何か少しでも不

用額が出た方が手柄みたいになっとるのは、やっ

ぱり私は予算を組む全体からいったらまずいんじ

ゃないかなと思うんで、その辺はもう少し整合性

のある指導をしてもらいたいと思うんですね。そ

の辺ちょっと、お答えに対して私の質問、意見と

させていただきましたんで、お答えいただきたい

と思います。

○議長（薮野 勤君） 梶本秘書課長。

○市長公室秘書課長（梶本敏秀君） それでは私の

方から、先ほど小山議員から御質問ございました

交際費についての考え方をお話しさせていただき

たいと思います。

今の時世でございますので、我々の方も極力経

費節減というような形で考えております。ですか

ら、まず量の吟味でございます。それから、金額

の単位を統一化するとか縮小するとか、そのよう

な努力をさしていただいております。

例えば、市におきまして我々の方でやっており

ますのは、香典なんかも市内の場合は原則廃止し

ていくとか、職員に対する香典、これらも全部廃

止するとか、そのような形での対応をやっており

ます。

ですから、この辺のところを徐々に努力しまし

た結果、平成９年では４３０万近くの交際費の支

出になりましたけれども、平成１０年では約２７

０万ぐらい、この辺まで減額しているということ

でございます。

おっしゃられるとおり、いろんなルール化、そ

の辺の統一化をしながら今努力しているというと

ころでございます。



以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 市道課税課長。

○総務部課税課長（市道登美雄君） ただいまの小

山議員さんの御質問でございますけれども、確か

に私ども予算を組む段階では３１０ポイント必要

であろうということで予算化をいたしました。そ

れで、実際にやる段になりまして、そのまま出す

というのではなしに、さらに検討を加えたと。そ

の中で鑑定士とも相談をいたしまして、実際のや

り方といたしましては２５８ポイントの宅地の鑑

定をとっているわけですけれども、これについて

は状況類似地区ということで、状況の似通ってお

る地区について鑑定をとるということでいってお

ります。

そして、予算を組む段階では３１０ポイントほ

どあれば、市内のすべての宅地について路線価、

それを大丈夫であろうということで組んだわけで

ございますけれども、状況の似ているところにつ

いては、これは２つのポイントを計画しておりま

したけれども、１つであってもほぼ正確にでき得

るであろうということで、精査した結果が２５８

ポイントということになってございます。

ですから、議員御指摘のとおり、初めからとい

うことであれば、私もそのとおりであったかなと

思います。今後、予算を組む段階で、その時点で

精査できる限り精査を行い、余分な予算を組むこ

とのないように注意していきたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） ただいま小山

議員さんの方から再質問があった件ですけども、

おっしゃるように下水道部では排水路工事と公共

下水の雨水管工事が並行しております。

そして、排水路維持改修工事なんですけども、

現況は水路でありますとか側溝の大きなもの、も

ろもろございますし、下水の雨の管と違いまして、

用水に使われておったり雑排水が流れておったり

して、流量も一定ではございません。したがいま

して、昨年度につきましては要望のあった箇所を

中心にやらしていただいておりますけども、今回

こういう大雨が降ったときにはいろいろ現況調査、
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現況をパトロールいたしまして、また要望等によ

り今年度も排水路工事は進めていく所存でござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 各項目の減額について

でございますけども、やはりこれは当初は一定の

目的を持って予算化してございます。それが、目

的を達した段階では減額をするというのが当然で

はないかと。また、年度途中で新たに発生する、

実施する事業等につきましては、補正等で行って

いくというのが基本ではないかと思っております。

議員御指摘のように、それぞれの各項目の予算編

成時での精査と申しますか、それの内容の正確を

期するという努力は今後とも続けていく中で、よ

り正確な予算の編成のあり方について努力してま

いりたいと思うところでございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） がんじがらめに、担当部長

もおりますし課長もおるわけですから、もう少し

その課の中で抱えておる仕事を予算の範囲でやる

と。努力して減額になったものはその中でやはり

有効に使うというシステムにしないと、もう一番

最後の使い方の細かいとこまで財政が支配をする

というんか指示をして、部長なり課長なりが余り

自分の力を発揮できないあり方は、これは国の予

算の組み方も含めて、議論されとるところですか

ら、先ほど１つの例を出せば、排水路の維持管理

なんていうのは２，１００万の予算があって、今度

１，１００万減額しとるわけですね。もう排水路は

無数に、いっぱいあるわけですよ。それは細野さ

んが言われたように、目的が達成したらそれは不

用額にして、それで翌年度でやったらいいんだと

いう、それは財政の方からいえば、少しでも金額

の細部まで入ってやる方が気持ちはいいかもわか

りませんが、やっぱりそれは非効率的な行政にな

っちゃうわけですから、やはり枠に大きな予算額

として任したら、そこである程度のことは責任を

持って配分ができるようにしてやれば、こういう

ような不用額、減額補正というのは僕は出てこな

いと思うんですね。それは目的を達したかもわか

りませんが、余りにも大き過ぎますよ。

そういうようなことをこの不用額、減額補正の



中で感ずるんで、もう少しその款、項の中でやは

り自由に使えるようなことを、我々、中身は余り

わかりませんが、そういうことができておらない

んじゃないかなと思うんで、これは市の方針をそ

ういうふうに大胆に変えないかん部分もあるんで、

市長、こういう予算の使われ方については、やは

り各原課が中身をある程度自由にお金を使うこと

ができるような、そういうことも必要なんじゃな

いでしょうか。

これは、国の方も地方に対して補助金で細部ま

で、道の幅はどれだけやとか、そうでないと補助

金出さんとか、そういうことが批判されとるわけ

ですから、こういう行政の中にもやっぱりそうい

う部分があるんじゃないかなということをこの議

論で私感じるんです。市長は特に行政の中で詳し

い方ですから、査定をする側に今おるんですが、

される側にもおった経験もあるわけですから、そ

ういう経験も踏まえて、もう少し職員が伸び伸び

と予算執行できるようなことをするべきだと思う

ので、今の議論を通しての予算執行のあり方につ

いて、ひとつ市長のお考えをお示しいただければ

と思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御指摘いただいた予算執行

上の問題なんですが、予算科目によって款、項、

目で縛ってある事業もございます。それらについ

ては、一定当初の目的が達成されれば、例えば入

札減なんかは残すという形にいたしております。

これは行財政改革で一定の方針を出しております

ので、目的達成した工事等による落札減等につい

ては、それは執行残として残すと、こういう方針

でございます。

御指摘いただいたその他の、要するに一括して、

さっきたまたま御指摘ありました排水路整備とか

道路維持管理とか、こういうものについては当然

当初はある一定見込みますけれども、これが目的

を達した段階でさらに余裕があると、しかも一方

で非常に緊急に対応しなければいけないというよ

うなものについては、当然部の判断なりでそれは

使っていただくということにいたしております。

ですから、原則的には当初、予算で見込んだも

のが成就されれば、その残額については当然残す
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という原則に立っております。そして、緊急やむ

を得ないもの、あるいは１つの大枠で縛ったよう

な事業、例えばさっき言いましたような維持管理

とか、こういう日常に属するものについては、そ

の予算の範囲内で十分活用していただくと、こう

いう方針でいっておりますので、御理解をいただ

きたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 市長は今のやり方に何の矛

盾もないという、結論的にはそういう答弁にしか

私聞こえなかったんですね。なぜやっぱり、国の

方でも地方に対して余り細かいことを言うなと、

大きいお金を出せば自由に地方に使わしたらいい

やないかと、そういう議論が出てくるはずないん

ですよ、今までの市長のやり方がいいんであれば

ですね。

うちの行政の中でも、財政と、それを執行する

部署があるわけですから、もう少しそういう自由

な配慮ができて、入札減が出たにしても、その課

でそのお金を使えるようにしてあげれば、課とし

ての裁量権もふえるわけですから、責任もふえて

くるし、やっぱり弾力的な予算が使われていくわ

けですから、お金を余らして、このお金はどこへ

行くかですわね。そういうことを考えたら全然課

としては魅力なくなるんですよ、もう離さないと

いけないわけですから。

そういう点では市長、私はこの議論を通して市

長のお考えを聞いたわけですけど、全くやっぱり

今までの方針を基本的に変えようとする意見がな

いのは、大変残念ですよ。そういう点でもっとや

はり今の時代に合って、今の世論のいろんな動き

を見ながら、市長は一番詳しいわけで、やろうと

思ったらだれよりもやりやすい性格なり立場とい

うんか、経験を持っていらっしゃるわけですから

ね。しかし、逆に言うならば、よく知っとるから

今までのパターンをなかなか崩せないというマイ

ナス面も同時に持っていらっしゃる方なんですよ。

そういう点で、私はそういう今までのやり方は

間違ってると、もっと改善しようと、前進しよう

と、そういうようないい部分をぜひ市長に出して

もらって、市長の発言が緊張感を持って、お、あ

したから市長の発言で変わるなと、そういうよう



な議論をやっぱりしていただきたい。今の市長の

答弁では、全く変わるという、僕の興奮は生まれ

ません。そういう点で市長、ぜひもう少し、今ま

での現状維持じゃなしに、現状を踏まえて、やっ

ぱり変わるというような議論を議会を通してやっ

ていただきたいと、これは要望にしときます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） ちょっと簡単な質問をさ

していただきます。

市長交際費の中で、市長決断で葬式には参加さ

れないということで、それは英断だと思います。

ただ、今弔電は打たれてるんでしょうか。ちょっ

とその点お聞きしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 梶本秘書課長。

○市長公室秘書課長（梶本敏秀君） 北出議員の弔

電の件でございますけども、現在は市内の場合は

弔電を打っておりません。市外の場合は電報とい

う形で使わしていただいております。市内の場合

は、かわりに市民課の方に埋葬許可とか、そうい

う形で申請に来られます。そのときに弔慰文とい

う形に置きかえさせていただきましてお配りさし

ていただくと、こんな形をとらしていただいてる

のが事実でございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 私も、インターネットの

時代に弔電を形式的に送付するのはどうかという、

費用の問題も含めて、その辺でちょっとお聞かせ

願ったんで、私も考えてるような形になってるん

で、今後ともそういう判断、的確なそういう時代

に合わせた処置をしていただけたらと思います。

あと１つですけど、ちょっと気になったんです

けれども、例えば入札関係で予算減額になります

よね。これはいろんな言い方があるんで、それじ

ゃ当初なぜ正確な予算を組んでなかったのかとい

うふうな言い方があります。しかし、逆に努力し

てそうなったんだという言い方もございますし、

今の流れの中でやっぱり我々は努力して予算減額

に努めたのだというふうに胸を張って反論してい

ただきたい。そういう形で全体が行革を考えてい

くというふうな態度でありたいと思います。その

点、ちょっとどなたか御答弁いただけたらありが

たいと思います。

－２１８－

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 議員お示しのとおり、非常

に厳しい中できちっと仕事はこなしていただくと、

しかし、その中にも職員一人一人知恵と工夫を出

していただいて、できるだけ安いお金でやってい

ただくということは、今泉南市の財政の中で非常

に求められておるというふうに思っております。

例えば、例には出ておりませんでしたけども、

光熱費１つとりましても、各部局で非常に努力し

ていただいて節約もしていただいたと。非常に細

かい話でありますけれども、そういうこと１つ１

つが、１つは環境の問題を含めて効果があると、

ただ金の問題だけではないというふうに思ってお

りますので、そういう小さい努力を積み重ねて節

減をしていくと。せこいようですけれども、それ

も非常に大事な視点だというふうに思っておりま

すので、議員お示しのとおり今後とも節約に努め

てまいりたいというふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 最後にしておきますけれ

ども、我々議員というのは、批判の仕方として、

先ほど申しましたように予算減額があったら、な

ぜ当初正確な予算をしないのかというふうな批判

をいたしますと、行政自体がむだに使うというふ

うな枠組みもありますので、いわゆる監視機構を

担う我々議員といたしましては、そのような批判

は避けて、より減額に対してよくやったという形

で今後とも評価させていただきたいと。今後とも

よろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

島原君。

○１７番（島原正嗣君） この補正予算の問題、大

分時間もたってますが、もう少し御協力をお願い

したいと思います。

先ほど御丁重なる書類をいただいたんですが、

お尋ねしますが、この１枚目の地区計画に基づく

整備なんですが、これは角谷議員さんの質問等に

もございましたが、ここに含まれてる国庫負担金

ですね。これは御答弁の中では補助金の雑入とい

うふうな形の議論もございましたけれども、どう

いう解釈をしたらいいのか、これが１点です。



それと、ここに国庫補助、それぞれ年度別に新

星和の負担の金額も、１１年度の協定額までずっ

と予定額まで書いておるんですが、最終的には２

億４，８６７万７，０００円ですか、こういうふうな

形と、その下にその他の整備、新家宮の側溝の整

備、新家上村線の改修、合計１億２，５００万。そ

の下に新星和予定の金額が３億９６７万７，０００

円と、こう書かれておるんですが、問題は今後こ

れらの事業について市としての負担すべき財源と

いうのは、どのような理解をされておるのか、お

聞かせをいただきたい。

それと、３２条の協議による同意書を今拝見を

いたしたんですが、今もらったばかりで全部目を

通す時間がないわけですが、問題はこの１ページ

目の予定建築物の用途、住宅の関係は３０８とい

うことでよくわかるんですが、研修所１棟と、こ

う書かれておるんですが、この研修所というもの

はどういう意味を持った研修所なのかですね。こ

の団地に居住する方々のために建てる研修所か、

あるいは新星和そのものが会社としての研修所を

建てるのかですね。これ１棟と書いとるんですが、

どういうふうに解釈をしたらいいのか。

それと、２ページ目に人口の推移を書かれてお

るんですが、６番目の上下水道施設の中に消防水

利施設等々ありまして、一番右側に予定戸数と計

画人口と、こうあるわけですね。その中によりま

すと、人口密度は６０人、大体建物に対する住宅

の人口、入居者は１，０７８人とあるわけですね。

これはどういう推定で検討されたのかですね。

将来的にはまだふえてくる可能性もあるんです

が、そこらあたりを含めて御答弁いただきたいの

と、直接３２条の関係ではないと思いますが、関

連して学校児童、いわゆる小学校あるいは中学校

の関係を含めて児童・生徒の判断、推移というの

はどのようにしてるのか。もしこれが完成された

場合はどこの学校区に、新家学校区になるのかあ

るいは別の学校区に考えられておるのか、まずそ

のことから御答弁をいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 提出いたし

ました資料の関係につきまして御説明をいたしま

す。

－２１９－

まず、雑入の件ですけども、これは国費とは直

接関係ございません。国費は例えば平成１０年の

確定額でいきますと、いわゆる事業費が大きいも

のがありまして、その中で補助対象基本額という

のがありまして、それに対する補助率でかかって

くるということですから、例えば平成１０年の協

定額からいきますと、事業費が１億３，２５５万だ

ったものが、補助対象基本額は８，０００万でして、

これの１０分の４でございますので、国費が３，２

００万であるということですね。ですから、国費

はそういうことでございます。

そして、歳入、いわゆる事業費はここの表に書

いてます開発者の負担分です。これにつきまして

は雑入で歳入されておるということでございます。

それから、当該事業、ここに書いてます地区計

画関係の事業、それからその他事業等々の事業の

場合の市負担についてどうかということになりま

すと、トータルで考えますと市負担はございませ

ん。予算的には市の負担分という、雑入の中で入

った分をこちらで使うということですから、トー

タルでいきますと、市としては負担はないという

ことでございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 島原議員の

御質問にお答えいたします。

まず、第１点目の人口の推計でございますけど

も、これにつきましては１戸当たり３．５人で計算

してございます。

そして、研修所のお尋ねでございましたけども、

これにつきましては企業用の研修所という形にな

ってございます。

以上でございます。

○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） 正確なデータは持

っておりませんけれども、小学校では新家小学校

区になるということでございまして、新家小学校

区につきましても、以前からの子供たちの減とい

うことで空き教室もございますので、可能かなと

いうようには思っておりますけども、正確にはデ

ータを持っておりません。申しわけございません。

○議長（薮野 勤君） 島原君。



○１７番（島原正嗣君） １番目の御答弁でござい

ますが、じゃこういう理解でよろしいんですか。

１ページ目のこの資料から推測すると、今おっし

ゃった３，２００万ですか、平成１０年協定額でね。

これは国庫補助と。あと新星和から出る、ここへ

書かれておる１億５５万、これが結局雑入という

判断でよろしいのですか。その雑入という意味を

どのように解釈したらいいのかですね。一般論と

してはわかりますけども、具体的にこういう事業

の場合の取り扱いについての表現。今僕、申し上

げましたような形の解釈でいいのかどうか、これ

が１点です。

それと、全然かからないと、一般、泉南市の負

担は全然ないと、この開発については。その後の

ページを見ますと、これは例えば集会所の用地と

か集会所とか回復緑地とか、管理者が市長になっ

たり用地の帰属が泉南市になってますから、当然

これも泉南市が一切負担をすることはないと思う

んですけども、それぞれまた環境や状況が違って、

例えばこの下にずっと地区外の道路整備、市道新

家駅宮線と、こう書かれとるんですが、いろいろ

上村の場合も入ってるんですが、こういうことも

含めてこの計画については泉南市は一切一般的な

財源の投入はないと、そういう理解でよろしいの

かどうかですね。

それと、学校の配置の問題ですが、まだ相当期

間がありますからどうということないと思います

けれども、もうそろそろ今から推測しておかない

と受け入れ態勢もあるでしょうし、通園、通学路

の問題もある。これは保育園からあれですよ。何

も小・中学校の問題だけと違うんですけれども、

幼児教育から義務教育まで含めてそういう推測な

り推定というものをしておくべきではないだろう

かというふうに、私はそう思いますよ。

ある意味では小・中学校も幼稚園も保育園も全

部、特に保育園なんかは新家の場合は民間保育所

と、こういうことになってるわけですね。したが

って、この３００何軒か入居した場合は、そこに

どういう人口構成になるか、ちょっとわからない

かもわからんけども、一定の推理、推測というも

のを私は教育委員会としても持っておくべきじゃ

ないか、そのように考えますが、その見解につい

－２２０－

て御答弁をいただきたい。

それと、バイパスの問題の議論が相当ありまし

たから、私簡単にお尋ねしますけども、この図面

から見ますと、ずっと迂回して、また一方通行の

とこを逆になってるんですが、これは将来ずっと

こういう形のバイパスになるのか。将来的にまた

一部変更するというふうな話もあるわけですけれ

ども、ここらあたりの技術的な関係について、理

解をしている範囲でお答えをいただきたいなと思

います。これが１点です。

それと、もう１つは、これは具体的には新星和

の開発に伴っての地区計画ですからどうかなと思

いますが、いろいろ過去の議会にも議論がありま

したように、新家全体の駅前の交通状況をどうす

るか、交通事情をどう変えていくかということが

問題だと思うんですね。

私は素人でよくわからないけれども、時々新家

にお邪魔するんですが、土生ストアさんの関係な

り、あれは喫茶店のあったところが今広場になっ

てますが、そういうことの整合性をちゃんと考え

ないと、何も線路から上の人口の判断というより

も、むしろ下村、その下の中村地区の関係も含め

て、あるいは臨海から上がってくる道路の将来の

展望も含めて、もっときちっとした行政判断をす

るべきではないかというふうに私は思います。

今、具体的に積算をして、車の台数等もいろい

ろ積算されて報告がございましたけれども、僕は

もっともっとやっぱりこういう問題についても具

体的な将来展望を持つべきではないかなというふ

うに思いますが、その点について原課の御答弁を

いただきたい。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えいた

します。

まず、雑入の関係の再度の御質問ですけども、

これは歳入科目でございまして、いわゆる開発者

負担分の額がすべて歳入として入るということで

ございます。

２点目、いわゆる負担が、市の予算での負担、

トータルでいきますとないのかあるのかというこ

とですが、ありません。ちょっと開発区域内の道

路、公園緑地等のいわゆる新設公共施設の整備負



担の問題についてもお尋ねございましたので、こ

れは当然、３２条協議にもありますように、開発

者が建設をして、最終的に竣工検査等いたしまし

て引き継ぐということでございますから、我々に

整備の負担等はございません。

それから、地区計画との関連ですけども、いわ

ゆる新家駅宮線バイパス事業につきましては、新

家駅南地区地区計画の住宅総合支援事業の一環と

してやっておるということでございますので、道

路事業的には、いわゆる新家の南地区の地区計画

区域内の施設整備の事業だというふうに御理解を

いただきたいと思います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 議員御質問の新家駅周

辺のトータル的なまちづくりについてでございま

したが、新家駅の南地域、駅より山手になるわけ

でございますけれども、この部分につきましては

平成２年に１３．６ヘクタールの都市計画決定いた

しまして、事業を進めておるわけでございます。

今回の宮線につきましては、それの南端になる部

分の地域整備ということで取り組んでおるわけで

ございます。

それよりほかに、駅前の暫定的な広場の拡張も

やりましたし、整備を進めました。また、今考え

ておりますのは、新家駅よりも兎田に行きます道

路の拡幅、これについて取り組んでおるところで

ございます。

それと、なお、駅よりも海側の、北側になるわ

けでございますけども、この部分については地区

計画等の定めておらない地域になってございまし

て、一部相当大きい部分で農用地なんかございま

して、市街化調整区域となっている部分もござい

ます。将来的な展望を眺めて、新家の駅上下含め

てのまちづくりと、これについては検討していく

必要があるという認識に立っておりますので、今

後ともいろんな市民の意見も聞きながら、どうし

たら住みやすいまちになるのかということで検討

していきたいというふうに思っておるところでご

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） 先ほどは資料を持

－２２１－

たずの答弁でございまして、大変申しわけござい

ませんでした。議員御指摘のとおり、早い機会に

人口推計を把握したい、このように思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 質問回数が４回目ぐらい

になると思うんで、もうこれでやめますけども、

１つは今山内部長がおっしゃった総合的な駅前開

発の交通事業の整合性ですけども、あそこを高架

にするというのは大変難しいんですかな、いずれ

にしても。西に広げようと東に行こうとも、問題

はあの実態をどうするかということが基本的な混

雑の要因ではないかなというふうに僕は思います。

あなたは特に岡中の陸橋の下におられまして、

国鉄とも非常に懇意にしておるわけですから、そ

こらあたりを配慮していただいて、あの新家駅前

を、軌道を上にするか下にするかは別にしても、

やっぱりそういう将来的な展望というものもひと

つ持っていただきたいな、検討してもらいたいな

というふうに思います。

いずれにしても土生さんとこの関係が、土生さ

んとこが悪い、そういうことと違いまっせ。こう

見たところ、兎田の方から来る車、あるいは上村

から来る車、局長の方から来る車、いろいろまた

こっちの砂川団地の方から来る車ですね。３つも

４つも交差するような形になってますから、いろ

んな形の努力をされておると思いますけども、将

来的に私はあそこを高架にすることが１つの改善

方法ではないだろうかというふうに思います。こ

れは希望意見ですから、考える考えないはあんた

の判断ですから、私のような一議員が言うてもど

うかなと思いますけど、とりあえず市民の意見を

聞くということですから、市民の代表はある意味

では議会ですから、よろしく御指導、御鞭撻を賜

りますようお願いを申し上げます。

それと、私のお尋ねをしておるのは、先ほども

らった交通動線と読むんですかな、の改良案で、

都市計画課長が今７５％、８５台と、こういうふ

うな御答弁をいただいたんですが、黒い点線で入

ってるこの迂回するとこ、いわゆるバイパスの関

係ですけれども、これは将来ともにこういう形の

交通形態をたどるのかどうかですね。あるいは一



時的にこういうふうな形にして、また将来的には、

新星和の団地が全部完成した場合には、交通の方

向というか、バイパスの状況というのは変わるの

かどうか、お答えをいただきたいと思います。

それと、もう１つ、今新星和が開発をしようと

いうところには、近郊緑地はございませんか。新

星和の所有してる用地の中にそういうものは一切

ございませんか。あるかどうか、お聞かせをいた

だきたい。

それと、教育委員会の問題ですが、部長ぜひま

た近々文教委員会も、学校がぼろぼろだという御

意見がありますから、文消を開きたいと思います

が、できればそれまでに原課とよく調整をして、

もうあんたこれ開発が始まってるわけですから、

そういう推定なりはきちっとして所管の常任委員

会にも説明できるようにやっていただきたい。こ

れは希望意見として言うときます。

以上です。御答弁をあとお願いします。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 島原議員の

御質問にお答えいたします。

まず、第１点目のお手元にお配りしております

交通量予測の発生交通量の緩和といたしまして、

新家駅宮線のバイパスをこういう形にするのかと

いうお尋ねでございますけども、これについては

一定ある程度この方向ということで、状況を見な

がら検討してまいりたいと思っております。

そして、２点目の新星和の開発地内に近郊緑地

が存在するかということでございますけども、こ

れにつきましては、近郊緑地保全区域がございま

す。あります。したがいまして、その近郊緑地の

面積は、開発面積の約３分の１以上という形にな

ってございます。

失礼しました。お手元の資料の地図をごらんに

なっていただきたいと思います。一番後ろの土地

利用計画図でございます。私の方からいいますと、

これの右端になりますけども、この線で区切って

る、これから右側が近郊緑地保全区域という形に

なってございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） もうこれでやめとこうと

－２２２－

思ったんやけども、近郊緑地、課長さんね、こっ

ちからこっちやって言われたのと、それから３分

の１以上というようなことをおっしゃったんです

けども、僕は余りこういうことは詳しくないんで、

教えてほしいんですが、こういう開発をする場合

は、近郊緑地に指定されたそのものを開発するこ

とは大変困難な部分があると思うんですけれども、

例えば新星和さんが持っておられる用地の中に近

郊緑地があっても、それを除けば結局今提案され

てるような住宅、いわゆる地区計画の中における

住宅は建つわけですか。これはどういう意味です

か。もうちょっと詳しく教えてもらいたい。

今の御答弁ではこの中にあるとおっしゃいます

から、開発する場合は近郊緑地とのかかわり合い

はどうなるんかな。同じ事業者の中、用地を所有

してる新星和さんの中の地域の中に、今御答弁を

聞きますと近郊緑地があると、こういうことです

から、それとの整合性というか、関係ですか。

○議長（薮野 勤君） 土岐都市計画課長。

○事業部都市計画課長（土岐久雄君） 島原議員の

御質問にお答えいたします。

近郊緑地の、先ほど私申しましたけども、ちょ

っと訂正がございます。全体の区域の面積の約２

７％でございます。訂正させていただきます。

なお、近郊緑地につきましては、公園、水道施

設及び研修施設が立地する計画となってございま

す。したがいまして、近郊緑地は一般の場合は開

発区域には含んではならないという形になってご

ざいますけども、中でも公共性があるという形に

つきましては、一定の手続をすれば許可になると、

開発区域に含められるということでございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 二重になる部分もござ

いますが、私の方から再度、近郊緑地の保全区域

内がございますので、その開発についてお答えを

させていただきたいと思います。

近郊緑地保全区域内においては、この開発区域

では公園とか水道施設、配水池でございますけど

も、また先ほど都計の課長がお答えしたような研

修施設、これが立地する計画となってございます。

この計画は近郊緑地内に立地することから、緑地



の保全と無秩序な市街化の抑制、公共性が必要と

なるものと考えておりますので、この計画につい

て、配水池、研修施設、利用面積が約３割弱と低

いということ、周辺には保全緑地や公園等が適正

に配置されておる計画となっておること、緑地率

も７割強と高く、緑地景観も十分配慮した計画で

あること、こういうことから、また公共施設とし

ての役割を果たします研修施設でございますが、

これについてはできるだけ地元に有益な施設とな

るようなことも今後とも指導していくということ

でございまして、利用計画についても市と協議し

ながら当たっていくということでございます。

さらに、大阪府の自然環境保全の保護条例に基

づく協定の締結も行っておりますので、将来とも

十分な環境保全が図れるものと考えております。

○議長（薮野 勤君） 他にございませんか。

島原君。

○１７番（島原正嗣君） いやいや、近郊緑地の問

題が出てきたから、ちょっと確認さしてください

よ。こんなん大事な問題ですね。

最初、近郊緑地の許容範囲、３分の１とかおっ

しゃったですが、それで今２７％という訂正がご

ざいましたですね。これはこれで結構ですけれど

も、それともう１つ、公共性を帯びるものがあれ

ばよろしいと、公共性を意味するということです

けども、何が公共性かなという定義については、

これは新星和株式会社の社員の、目的は今研修施

設とおっしゃったんですが、これはあくまでも一

般的な市民に開放する、あるいは科学とか文化と

かそういうようなものを擁する施設ではない。あ

くまでも新星和自身の企業の研修施設であります

から 違うんかい。だからそれはそのようにま

た言うてください。２人でごちゃごちゃすると問

題がありますから。

それは、そういうことではなくて、この３２条

の中、その中にきちっとこの研修施設の位置づけ

というものをやられてるのかどうかですね。いや、

それはそうじゃないけども、口頭である一定の、

この研修センターは市民にもオープンにしますと

いうことになってるのかどうか、その状況判断を

ちょっと御答弁いただきたい。

○副議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

－２２３－

○事業部長（山内 洋君） 公共性の施設というこ

とでございますので、開発者が所有する施設とい

うことではございません。いろんな施設があると

思います。

例えば、いわゆる公民館にしてもそうですし、

また民間の公民館でございますけども、民間の公

民館もできるようになっておりますので、また博

物館とか、そういういわゆる不特定多数の方々が

利用できるような部分を持った施設ということで、

具体的にはまだどういう施設を建設するかという

ことは、建設者が決まっておりませんので、これ

からのことになると思いますが、それの高い施設

ということで泉南市と覚書も交わしておるところ

でございます。

○副議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 問題は、何回もお尋ねし

て恐縮なんですが、これは一般的な市街化区域の

中でやられれば何もそういうことはないと思うん

ですが、問題はたまたま近郊緑地がそこに入って

るという場合の取り扱いについては、今の行政の

答弁では公共性を帯びておればそういうものが入

っても許可されるんだという、そういう認識をし

てると御答弁をいただいたから、公共性とは一体

何かといいますと、今のとこ明確なものはないん

ですけども、博物館とか、それは新星和がそうい

うようなものをつくるのかつくらんのか別にして、

その区域内にそういうようなものがあればいいと、

こうおっしゃるんですが、本来ですと市が許可す

るまでに、きょうならきょうの時点できちっとし

たそういう協定をして、いやいや、だけど、こう

いうのができますよと約束もしておくことが、僕

は行政としての１つのけじめの問題ではないかな

と思うんですが、いやいや、おまえの言ってるの

は間違うてると、それはおれが後でしり持ってす

ると、こう言えば別ですけれども、本来姿として

はこの開発に絡んでは一切そういうことも含めて

御提案するのが私は筋ではないかと思うんですが、

賢明な部長の御答弁をいただきたい。

○副議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 使用について泉南市と

覚書を交わしております。

○副議長（奥和田好吉君） ほかにございませんか。



島原君。

○１７番（島原正嗣君） その覚書、またちょっと

時間かかると思うんやけども、見せてもらえます

か。一緒に出せばわかるんやけども、ここにない

ですからね。あるんでしたら。

○副議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） お出しできます。

〔林 治君「議事進行で」と呼ぶ〕

○副議長（奥和田好吉君） 林君。

○２２番（林 治君） もう大分長時間になって

るんで、速記のこともあるでしょうし、それで今

の島原議員の質問に部長の方からお出しできると。

また、そんなものがあれば、そらやっぱり近郊緑

地のことで出してくれへんかったらぐあい悪いと

思うんですよ。

それから、ついでに、近郊緑地を解除するには

それだけの市長の意見書というんか上申書という

んか、何か知りませんけども、ひとつそれもぜひ

とも一緒に出してほしいと思いますよ。

○副議長（奥和田好吉君） ４時２０分まで休憩い

たします。

午後３時４８分 休憩

午後４時４３分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

本日の会議時間は、議事の都合により、あらか

じめこれを延長いたします。

暫時休憩いたします。

午後４時４４分 休憩

午後６時３４分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

議員各位に申し上げます。時間の経過もありま

して、議事審議に特段の御配慮を賜りまして、こ

の後の議事の進行に、円滑にまいりますようひと

つ御協力のほどお願い申し上げます。

なお、理事者側におかれましても、答弁は明確

に正確なるを期して答弁をお願いいたします。

山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） お疲れのところ大変恐

縮に存じます。お配りさせていただきました資料

の御説明をさせていただきたいと思います。

－２２４－

まず、近郊緑地内の施設に関する協定というこ

とで、島原議員の方から質問がございました。秩

序ある事業の推進を図るために基本協定書を締結

いたしました。日にちにつきましては平成１０年

の１月の２８日でございます。お配りさせていた

だいております新家地区近郊緑地内施設建設に関

する基本協定書でございます。

続きまして、その近緑の中におきます施設の開

放・利用に関する協定書を結んでおります。これ

につきましては同日付で、利用協定の締結を行っ

ておるところでございます。

それと、もう１つ、当初一枚物でお配りさせて

いただいた資料でございますが、これは泉南市の

近緑の区域内での行為に対する意見書でございま

して、その抜粋でございますが、差しかえていた

だきたいと思います。（仮称）新家団地宅地開発

計画に関する意見書（抜粋）ということでござい

まして、４枚のページ数になっておるものでござ

いますが、そのうち３３ページと打っております

下の部分でございますが、（Ｃ）近郊緑地保全区

域、これに関する意見を以下３４ページ、３４ダ

ッシュページに述べておるところでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 議長御指摘のように時間

も大分経過しておりますので、できるだけ簡潔に

お伺いをしたいと思います。

まず、最初にお聞きしたいのは、こういう極め

て基本的な議論の中で必要なこの資料ですね。こ

れをなぜ指摘されてから出したのか。もともとこ

ういうものは議論の対象にならないというふうな

感じで行政は判断しておったのか。

これが１点と、特に僕の指摘してるのは、近緑

地における問題があるから指摘をしてるんですよ。

一般開発と違うわけですから、これがなきゃ実際

問題として近郊緑地の開発というのはあり得ない

んでしょう、前提として。これが１点です。

それと、もう１つは、所管の産業経済常任委員

会の方にこうした書類が出されたのかどうかです

よ。委員長の方にも含めて。これも同じように、

出したのか出さんのかだけで結構ですから、初め

てきょう産建も含めて各議員に配付されたのかど



うかですね。これが１つです。

もう１つは、ここに示された膨大な、配水施設

区域とか公園地区とか、特に私がお尋ねしたいの

は研修施設地区で、これだけ膨大なエリアを取っ

てるんですけども、これはまだ休憩前の質問では

具体にいろんなことが決まってないと、こうおっ

しゃってるんですけども、本来いろんな規則なら

運用規則とかいうものは載ってますけども、どう

いうものなのかという具体的なことが全然書かれ

ておりませんし、御説明がないんですが、わかっ

てる範囲で、駐車場と研修施設というふうにだけ

しか書いてないんですけども、これは実際一般市

民に公開をして、公共の用に供する施設というこ

との定義をきちっとしておかないといかんのじゃ

ないかなというふうに思います。

集会所まがいであれば、別にまた集会所の設置

場所があるわけですし、研修という意味は、実際

市民に開かれた研修とは何か、公共的機関とは何

かということならば、ここでいうなら公園もそう

ですけども、配水施設しか具体的なものはないの

ではないかなというふうに私は思うんですが、そ

こらあたりの今日までの行政の判断について御答

弁をいただきたい。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 所管の委員会に協定書

までは出しておりませんが、開発についての事業

の説明の中でるる泉南市の意見、また泉南市にお

ける事業というんですか、それの説明はさせてい

ただいておるというところでございます。

〔島原正嗣君「あとのやつも答えてください。

わかってる範囲で結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 答弁を願います。

○１７番（島原正嗣君） 先ほど資料をいただいた

いわゆる新家地区の近郊緑地内施設建設と書いた

中に、僕のお尋ねしてるのは一番最後の 最後

と違うか、何ページか書いてないんですけども、

研修施設の地区の計画図がありますね。この部分

です。これは何平米のものをどうするとかいう具

体的なものはないんですけども、これはこれだけ

の用地の中に、ある意味では僕は具体的にきょう

の時点で新星和と話し合いを詰めて、こういう施

－２２５－

設ですよと、何平米のものであるとか、あるいは

駐車場が何ぼとかいうふうにある一定のものを決

めておかないと、このページには例えば（自然環

境の保全及び緑化の推進）と書いてるし、これは

一応言葉としてはわかります。

５条にしてもそうですし、６条にしても（地域

住民の憩いの場の確保）、第７条（研修施設の地

域住民への開放）、これはいろいろ甲乙書いてお

りますけども、実際問題として考え方として、こ

れを許可する前提は、こういうものも含めてやっ

ぱりきちっとしておかないとちょっとぐあい悪い

んと違うかなと思うんですが、そこらあたりはい

つまでに具体的なものを甲と乙との間に、あるい

は新星和さんと泉南市の間で詰めるんですか。公

共施設としての意味のあるものをつくるんだった

らつくるというふうに検討しとかなあかんのやな

いか。

今のとここの条文だけで、実際にどんなものを

つくるんやら今のとこは全然検討してないのかど

うか、どこらあたりまで詰めてるんかということ

をもう一度答えてください。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 施設の規模とか施設の

位置、またいつから工事にかかるのか、またどこ

が事業主体になるのか、これは全く今のところま

だ未知数の問題でございまして、これから事業者

が検討していくということでございます。それに

当たって行政の縛りを入れておくという意味が必

要でございますので、協定書を結んでおるという

ことでございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） そろそろこれくらいで終

わりますけども、私の解釈が間違っておるんだっ

たら間違っておるで結構ですが、本来何回も御指

摘しておりますように、近郊緑地の開発でしょう、

ある意味では。都市計画に属する地区計画ですか

ら、それはそれとして別に悪いとかいいとか言っ

てないんですが、問題は近郊緑地にかかる場合は、

公共的な施設というものをそこにつくることが前

提ですよという条項があるわけですよね。ですか

ら、本来ならどういうものが公共の用に、あるい

は公共施設なのかということを私はちょっと聞き



たいというふうな形で質問してるわけですけれど

も、本来ですともうこの段階で、議会にこの議案

なりを提出するまでに新星和さんと一定の詰めを

しておくことが、私は当然だと思うんですよ。

前提は、このことが近郊緑地の場合は必要とさ

れてるわけですから、もっと具体的に、それは後

でも悪いということはないですけども、法律に違

反してるということはないでしょうけども、物の

順序としてはこれを先に決めて、どういうものが

公共の用に、この地区の開発においてどんなもの

やということまで含めて御提案をしていただきた

かったなというふうな思いをしてるわけですね。

これは、じゃいつごろになるんですか。それだけ

ちょっと答えていただいて、質問を終わります。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 研修施設といいまして

もいろんな施設があると思います。それらの中身

についても事業主体がどこになるかも決まってお

らないので、まだ時期についても両方とも未定と

いうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 時間も経過はしておるん

ですが、午後からは２時半ぐらいからでしたか、

大体２時間ぐらいしか、そして今１５分足らずで

すから、この長い時間、実質上ほとんど審議がで

きていない。私はこれは大変ゆゆしきことだと。

私はこの点では質疑の十分な保証を議長にお願い

をしておきたいと思います。

それで、議案ですので若干 ６５ページから

ですか、まず総務費のところから入っていきたい

というふうに思います。総務費にかかわっては、

私はまず市長の公用車の使用の問題についてはっ

きりさせておきたい。市長は６月１１日、砂川ゴ

ルフ場へ行くのには公用車を使っていないという

ふうに言われましたね。では、その際どのような

便で行ったのか、これは明確にしていただきたい。

それから、市長公用車はそのとき使っていない

と言うんなら、その使っていないということの証

明をできるのかどうか。できればそのことの証明

をしていただきたい。市長公用車の運転日誌、こ

れが証明の材料になるんですが、それはどのよう

になってるか、それもあわせて出していただきた

－２２６－

いと思います。

次に、これは下水道事業への負担金もあります

し、その関係でもお尋ねをしておきたいんですが、

昨日の坂田建設の契約について議会はこれを、市

長は専決しましたが、承認をしておりません。否

決しました。不承認であります。市長はこの問題

の具体的な事態の重大さをかんがみて、この対応

はきちんとやっていただかなければならない。議

会の意思を尊重した対応をすべきだと思いますが、

この点について市長の見解を改めてお尋ねをして

おきます。

それから次に、新星和のこの開発にかかわって

ですが、今回減額の修正が出ておるんですが、特

に近郊緑地の土地利用の問題で、今研修施設の問

題が出ました。この研修施設ですね。何か公共性

のあるものであれば、いわゆる近緑区域にも建て

られるということで、あと水道の配水池ですか、

そういうものもつくるという計画もあるようです

が、それとこれとは明らかに内容が違うと思うん

です。

今、協定書等を見せていただいて初めてわかっ

たことなんですが、これは急にいろいろいただい

たんでわかりづらいんですが、まずつくる研修所

の施設及びそれに附属する施設とすると。施設の

開放・利用に関する協定書の第１条、第２条です

ね。「施設棟の一部」、これを開放施設とすると

いうことですね。それで、３条では「前条の開放

施設の開放日数は、１カ月につき４回とする」と。

４回のその１回の中身というのはわかりませんが、

１カ月に４回使わせることだけで、それで公共施

設だというふうには絶対にこれはならんと思うん

ですよ。

こんな協定を結んで今日まで議会には１つも知

らさずに、地域住民や委員会にこの資料を配った

のはきょうが初めてでしょう、この資料自身が。

これは既に平成１０年の１月の２８日に協定を市

長が結んでる。何でこんなもん、今までこういう

大規模開発で、しかも近郊緑地における施設を協

定を結びながら示さなかったのか。これ自身大変

重大ですよ。

もちろん研修施設については業者の研修施設で

すから、これは業者の方でつくるんだと思うんで



すが、そんなものを、業者の施設を１カ月４回使

うということだけで公共性を持たすというのは、

まさにこれは業者と市当局の間での、考え方の上

では癒着でしかありませんよ。

それで、基本覚書の問題でありますが、この基

本覚書も、これを見ますと最初は１０年の１月、

いわゆる９年度の末ですね、平成１０年の１月の

２１日に基本覚書をやって、そこでは２億４，２０

０万円の負担。ところが、それが４月の６日、こ

れはちょうど１０年ですから、市長選挙もあった

５月、この後すぐに５月に市長選挙もありますが、

４月の６日に７，３００万ほど国から補助を取って

あげるような仕事になってるわけですが、この事

業は住宅宅地供給総合支援事業というんですね。

こういう事業を使って本来、これは当初角谷議

員が一般質問してるのを私聞いておって、市長が

そら地区外や、地区外のことやと、新星和がわざ

わざお金出してくれてるんだと言わんばっかりの、

そういう印象を私は受けておったんですが、そう

いうことではなしに、この事業の基本覚書から見

てると、この開発では絶対必要不可欠なここの道

路、橋といわゆる迂回線をつくらなければ実際上

この開発ができない。にもかかわらず、私はそう

いう印象を市長の答弁から受けておったんですが、

それを国費の事業を受けると。

この国費の事業を受けるについては、それなり

の説明等であったと思うんですが、当時この問題

で市として職員は建設省等へこの説明に行って、

この支援を受けるのに動いておらないのかどうか、

そしてだれが行ったのか、そのこともあわせて御

答弁をいただきたい。

それから次に、こういうせっかくの事業ですか

ら、当然市としていまだ一番問題なのは、もちろ

んこの新家宮線も大事です。当然このことについ

ては、先ほどもこれまでの同僚議員等からも質問

がありました。あそこには小学校もあります。交

通渋滞が大変です。だからそれなりの道路対策は

必要でしょう。しかし、さらにもう１つ大事なの

は駅前です。大森議員からもこの問題がありまし

た。駅前のやっぱりあそこでの対応策をよっぽど

しっかり組まないかん。

私も、先ほどから説明も計画課長の方がやって

－２２７－

ましたが、仮に真っすぐ宮線をおりて府道に突き

当たって右に曲がって駅へ行って、そこで迂回し

て、またこの道路を上がってくるというような、

上がって、今度つくるバイパスの道路の方に一方

通行で入ってやっていくと、こういうふうに。確

かにルートはそれ見ると、知らんよそのまちの人

が見たら、そらなかなかこれでよくなったと思う

だろうけど、あそこで住んでる人たちから見れば、

第一あそこで迂回できませんよ、簡単に、実際上。

そんなふうに、あそこの四つ角か五つ角かわから

んけども、あの道路の形態はそうなってませんよ。

だから計画完成時までに、今でも即でもやらない

かん仕事ですが、これは大変なことだと思うんで

すよ。

だから、私はむしろこの住宅供給総合支援事業、

そのことでは一番駅前整備が問題なんだというこ

とで、駅前のところの道路問題の解決の事業をき

ちっと組んで、それに国の支援事業をもらうんな

らこれはわかりますが、いわゆる新星和の負担金

を減らしてやるための事業に出してるというのは

一番問題ですよ。７，０００万円近く減らしてもら

ったら、こんな立派な、すばらしい泉南市長さん

はないということになると思うんですよ。

そして同時に、大森議員への贈り物がありまし

た。もちろんこれはきちっと返したことは、郵便

の送りの書状及びまた相手側からのおわびを兼ね

たあいさつ状が来ておりますから明確ですが、こ

れは当選してわずか３カ月の議員に来たんですよ。

これは、このことに関係する者は全部こういうも

のを受けてないかどうか、明確にすべきですよ、

市長も含めてね。

そこで、市長には清樟会という立派な業者の後

援会がありますね。これは清樟会は一切関係して

ないんかどうか。この新星和の事業について関係

する者が、泉南市に交渉で来ている者も含めて、

清樟会に加入しておらないのかどうか。これは市

長から明快な答弁を私は聞いておきたい。もしか

あればこれは大問題。

それから次に、もう１点、同和教育にかかわっ

てお尋ねをしておきたい。先ごろ我が党の松本議

員から、同和教育に関して資料請求しました。６

月３日です。７日までに出していただきたいとし



ました。市の教育委員会が大阪府の教育委員会に

提出した同和加配の資料についてですが、これを

教育長、なぜ出さないんですか。あなたは出さな

い理由を明確にしなけりゃだめですよ、出さない

んなら。

私がこの間あなたとお会いして、そのことを尋

ねたときに、あなたはこの……（巴里英一君「何

の関係あるの」と呼ぶ）関係ありますよ。予算書

見なさい。ちゃんと同和教育に載ってますよ。だ

から。同和教育について載ってます。載ってない

ことを私は質問しません。それで、ページ数言う

てほしかったら言いますよ、あれこれ言うんなら、

よく見てから言うてください。

それから、同和教育の、これは１年間の最終の

補正予算ですからね。教育長、なぜ出さないんで

すか。今情報公開の時代なんですよ。公文書をな

ぜ出さない。出さない理由を明確に言いなさい。

この間、西坂部長等も一緒におられた中で、私お

聞きしたときに、私も昨年市内の小・中学校を施

設の見学で回りました。市内の小・中学校の学校

の門を入ったところに、よく掲示板があります。

子供たちに先生方は、はっきりと正しいことは言

おうと、はっきり物を言わないかんと、正しいこ

とは。うそ言っちゃいかんと。

やっぱり今、市が大阪府に出した公文書すら公

開しないというような、そんなことはないですよ。

このことについては、泉南ではもう十数年来、理

事者と議会の間で、議長を通じて出したものにつ

いては、プライバシーにかかわるもの以外につい

ては提出する。だからきょうはいろんな事情があ

って、いろんなことがあって提出がおくれてた問

題とかいう議論がありましたよ。しかし、事業部

だって全部出してるんですよ、要求に応じて。な

ぜ出さないの。出さない理由を教育長、あなた自

身はっきりここで言いなさい。

以上、御答弁によって、また後で質問したいと

思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点目は、先日も御答弁申

し上げましたように、公用車は使っておりません。

それから、この開発に伴っての絶対条件ではな

いかということでございますが、そうではござい

－２２８－

ません。開発を行う場合、絶対要件と協力要件が

あろうかというふうに思いますが、そのことが成

就されなければ開発許可がおりないというものが

絶対条件で、その場合は許可権者は開発区域に必

ず入れさします。どうしても道路が不備というこ

とであれば、お迎え道路という形で開発区域に入

れさせる。

わかりやすく言いますと、例えば以前ありまし

た市場のハッピータウンですか、あの開発なんか

は府道からの進入路が非常に弱い道路でありまし

たから、そこまでずうっと線上に開発区域内に入

れさして許可をしたということがございます。

それから、協力要件といたしましては、和泉砂

川サンハイツのマンションの協力として、中の池

砂川支線という和泉泉南線に通じます道路、これ

の拡幅整備等を協力要件としてさしたという経過

がございます。ですから、今回の場合は、今おっ

しゃってる協定の中の分は協力要件ということで

ございます。

それから、この開発に伴っての清樟会の加入会

員が関係してるかどうかということの御質問かと

いうことでございますが、全く私はそういうこと

は関知をいたしておりません。

○議長（薮野 勤君） 梶本秘書課長。

○市長公室秘書課長（梶本敏秀君） 私の方から、

先ほど林議員から御指摘の市長公用車の証明とな

る日誌の件でございます。

この件につきましては、お答えから申し上げま

すと、私どもの方では日誌を記載しておりません

でした。本来公用車の管理のために日誌を作成す

るようにという形で、総務課から配付されてるこ

とは事実でございますけれども、ここ数年私ども

の方の不始末で、その辺のことは記載しておりま

せん。

このことにつきましては、私が適切に指導しな

かったということを思いまして責任を痛感してる

ところです。今後このようなことがないように担

当者にも厳重に注意していきたい、こんなふうに

思っております。よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 研修所のことについて、

私の方からお答えをさせていただきたいと思いま



す。

研修所といいましても、先ほどから申しており

ますように、どういう内容の研修所か、どういう

規模か、またどういう事業者が建設するのか、こ

れが全く決まっておらないところでございます。

また、附属の施設につきましてもいろんな施設が

考えられます。例えばテニスコートとかゲートボ

ール場とか、いろいろな施設があると思いますが、

それらの利用についても、近隣の方、また新しく

入居される住宅の方らが利用することができるよ

うにということで、協定を結んで開発者に縛りを

入れておるということでございます。

それから、月に何回というような使用の規定も

いたしておるところでございますが、これによっ

て公共施設というわけではございません。公共的

な意味合いを持たした研修所ということで考えて

おるところでございます。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 住宅総合支

援事業の関係で補助採択の関係ですね。国、建設

省の方に採択につきまして陳情に行ったのかどう

かということでございますけども、それは国に行

ったような事実はございません。地区計画区域内

の施設整備のあり方等につきまして、府の担当課

の方に相談に行った経過はございますけども、国

には行っておりません。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 漏れておりまして申しわけ

ございませんでした。

報告第２号の件でございますが、昨日残念なが

ら承認をいただけなかったということでございま

して、大変残念に思いますとともに、私どもも今

後十分議会の判断という重みを受けとめていかな

ければいけないというふうに考えております。

ただ、この工事につきましては、平成１０年度

の緊急経済対策の一環としての事業でございまし

て、１０年度契約というのが前提でございました。

なおかつ、事業そのものが雨水管の築造工事とい

うことでございますので、今後とも一層この事業

の早期完成に向けて全力で取り組みたいと、そし

てできるだけ早くこの機能が発揮できるようにす

－２２９－

るということが、私どもの務めであるというふう

に思っております。

〔林 治君「契約どうするんかと聞いてるのに

答弁せえへん。議長こんなんしてたら何ぼで

も質問せなあかんのやで、同じことを。市長

すらまともに答えへん。はっきりどっちか言

うたらええ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 林議員さんの御質問にお

答えいたします。

６月の３日、松本議員さんから資料請求をいた

だきました。二度にわたりまして林議員様と一緒

に話し合いの場に立たしていただいたんですが、

各学校から出ております要望書につきましては、

あくまで学校長の判断でまとめたものでございま

す。その資料をそのままお示しするというのはで

きませんということ、それが１点でございます。

それからもう１点は、個人のプライバシーにか

かわるような条項といいますか、そういうものも

ございますので、その２点で資料の提出はお断り

をいたしました。

それで、教育委員会の責任でもって、その要望

書のまとめたものを提出させていただくというこ

とで、その分については資料を提出させていただ

いた、こういう経緯でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 中身のことじゃないんで

ね、市長の政治姿勢の方は。

まず、順番に行きますが、私は、市長が公用車

を使っていないということについて証明できるか

と言うたんですよ。使っていませんというて、そ

れだけじゃあかんのですよ。いわゆる日曜日のお

休みの日に市長が私用で行ったんじゃないんです

よ。その日は、６月１１日、金曜日、午後３時で

しょう。砂川ゴルフ場。３時から５時過ぎまでお

ったんでしょう。いやいや、違うんやったら違う

で、ちゃんとはっきりとその日の日程について、

みんなが理解できるように一度できちっと言うた

らどうですか。

そのときに、あなたは車で行ってるんです、乗

せてもらって。だれに乗せてもろてどう行ったん



か、言いなさいや。やっぱり言うべきですよ。泉

南の市長が行動したんやから。

それから、夕方砂川荘へ行ったのは、これは市

長が公務として行ったんでしょう。そうでしょう。

砂川荘で宴会であろうと何でも公務であったんで

しょう。私はそのことは別にあれこれ言うてるん

と違います。だからその間の行動は、あなたは自

分の足で歩いて行ったんと違うんやから、それを

きちっと言うべきですよ。

それから、秘書課長、あなたは長いこと秘書課

長をしてます。市長の信頼も厚いんでしょう。市

長の信頼が厚かったら、市条例みたいなんどうで

もええというような態度であったらあかんのです

よ。市条例。市条例に何て書いてあるか、あなた

わかってますか。これ、わかってますんか。今答

弁したことについて。どうなんですか。わかって

答弁したんか、市の条例にどう書いてるかという

ことについて。まず、私はこの点から御答弁をお

２人に求めたい。

○議長（薮野 勤君） 梶本秘書課長。

○市長公室秘書課長（梶本敏秀君） まず、６月１

１日の日程につきまして、市長の日程を作成して

るというんですか、管理させていただいておりま

す私の方から御報告申し上げたいと思います。

６月１１日の後援会の行事でございますけれど

も、このことにつきましては６月１１日の３時ご

ろから１時間程度あったかと思います。それで、

このときは公務もございませんでしたので、市長

から指示もありましたし、その辺のところを私用

の行事として私たちの方は扱わしていただきまし

た。そういう形でございましたので、その行事は

私用ということで考えておりましたので、公用車

の用意はしておりませんでした。

それで、事実関係は、そのときに私どもの公用

車を運転している者が午後から、詳しくは２時半

ごろから早退しております。その用事も済んだと

いうことで、あと市長を自分の車で、運転手の車

でそこの後援会の会場へ送っていった。これが事

実関係でございます。

それから、私がその条例を知らないのかという

御意見でございます。先ほどの恐らく運転日誌の

件のことだと思います。泉南市の車両管理規定と
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いうのがございまして、そこの第１０条第５項に、

備えつけの運転日誌に運転時間、走行キロ数、車

両の状況を記入しなければならない、このように

明記されております。ですから、この辺のところ

を私が適切に指導しなかったということについて

は、深く反省しているところでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） これは市長、条例でこの

ように、今課長も認めたようにきちっと書かなけ

ればならないものを、運転時間、走行距離、車両

の状況を記入しなければならないとなってるんで

すよ。ならないものを、ここ数年ですよ、ちゃら

んぽらんでほったらかしてる。私が確認したら１

カ月ごとまとめて書くんやとか。そんなもん書け

ることないんですよ。これは市長、あなたどう思

ってるか知らんけども、市長としての公務上の身

分をきちっと保障できないということなんですよ、

これは、後で事実関係を確認する上でも。

例えば、今このことの運転記録があれば、ちゃ

んと運転記録こうですと簡単に済むんですよ。た

とえ疑われたことがあったとしたら。それすらで

きないんです。そんなん話にならんですよ。しか

も、専用の職員がついてるんですよ、運転手とし

て。一体何をしてたんか。そんなの、担当の職員

も含めてこれは重大な問題ですよ。市長としても

この問題について指導をどうするんか、はっきり

言いなさい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ３時ごろからしばらくおり

ましたけども、それはさっき言いましたように、

私用車を借りて行っております。その後、火災予

防協会の総会がございましたので、そこへ送って

いただきました。それから後は自分で歩いて家ま

で帰ったわけです。そういうことでございます。

ただ、その間の事務処理について、私が直接申

し上げるのがいいんかどうかわかりませんが、十

分対応していなかったということについては、こ

れは決められたことでございますから、きちっと

させなければいけないということでございますか

ら、厳しく対応して、今後かかることのないよう

にいたしたいというふうに思います。



○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） この問題でも、私は市長

の足元からこういうことでは本当にぐあい悪いで

す。身近なところからきちっとやるべきですし、

厳重注意しときなさい。１つも注意しようという

気もない。

それから、坂田建設の契約については、議会の

重みを受けとめて、これは新たに提案をされるん

ですか。新たに入札行為されるんですか。どうで

すか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは既に専決処分いたし

ておりますので、本契約を締結いたしております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） それは、本来専決処分の

できない金額のものを、あなたは補助金の関係で

やったわけでしょう。泉南の行政上の仕事は、大

事な仕事がたくさんあるんです。しかし、それは

法に基づいてやっていかなあかん。

それで、少なくとも１億５，０００万以上ですか

ら、これはきちっと市長としては本来議会に、こ

れが必要なら直ちに臨時議会を開いてでも対応す

べきですよ、契約の前に。それをやってきて、今

議会の多数がこの契約はだめだという結論を出し

たんですよ。改めてですね。

しかも、あなたはさっき何か言いましたね。１

０年度の国内の景気浮揚策といいますか、政府自

身がそういう事業として、そういう意味ですね。

経済対策としてね。経済対策ならなおさら地元の

土木建設業者の皆さんのどなたかに、これは不公

正なこと、談合があったらいけませんよ。そやけ

ど、公正に入札してなら、何で地元の業者に落ち

るようにしてやらないか。それが地元の業者の経

済のための発展につながるんですよ。それはぐあ

い悪いですよ。そんなことは、議会の決定を尊重

するんなら、もう一編契約をやり直すべきですよ。

そのこともあわせてお尋ねしておきます。

それから、もう１つ、先ほど新星和に関連して

お尋ねしたところ、全く関知をしていないと。勝

手で都合のいいこと言うちゃいかんので、関知し

ていないんじゃなしに、私は関知はしていないよ

うなことじゃなしに、よくわかってるんだと思う
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んですが、個人会員は何人ですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 後援会の人数までは、今持

っておりません。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 個人会員も、ゴルフに何

人寄ったんか、それは知りませんけども、何百人

も寄ってないと思うんですよ。大体あなたが把握

できる範囲で、表彰もやったんでしょう。市長の

自分の後援会やから。そこでおったかどうかもわ

かるでしょう。関知してないことないんですよ。

わかってて言わないだけじゃないですか。

私は、そういうことではもしいずれ あなた

は関知してないということは、逆に言えば、これ

は関知してないけれども、おるかもわからないと。

おっても私は関知してないという答弁なんですね。

清樟会の会員が関係して、この開発で動いていな

いとは言わないんですね。そうですね。どうなん

ですか、言えるんですか言えないんですか、どっ

ちですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そういうことは全く、個人

の行動まで把握できるわけがございませんし、そ

れは全く公務とは関係のない話でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 公務と関係ない 大阪

府の選管に出されてるのは、現職の泉南市長の後

援会として登録されておって、政治関係団体、政

党で登録されておって、その会員なんですよね、

市長。何で市外の業者が 泉南の市民ならわか

りますよ。泉南市長は立派な、まじめな人やと、

応援しようかと。市外の業者が泉南の市長に後援

会活動やいうて応援したって意味ないですがな。

あるとすれば、泉南市のお仕事いただくだけです。

利益を得るだけですがな。それから見れば、今公

務とは関係ないなんて言えませんよ。

問題はそういうややこしいことがないんやった

らない、会員の人が一切関係してないんやったら

関係してない。はっきりしたらいいんです。それ

は言えないんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） それは個々人がいろんな生



活をやっているわけですから、あるいは事業をや

ったり、あるいは御商売をされたりしているわけ

ですから、そういう内容まで関知すべきことでは

ないということを申し上げてるわけです。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） あれこれいろいろと市長、

私はそんな勝手に御商売してることを聞いてるん

と違うんです。泉南市のこの開発にかかわって関

係ないかどうかということを聞いてるんですよ。

簡単なんです。それをあれこれ言って、話を紛ら

わして、何度も何度も同じ質問をさせるようなこ

としなさんな。議長もいらだってきますよ。そら

困りますよ、私は。冒頭に議長は、ちゃんと的確

に答弁しなさいと言うたでしょうが。答弁せんか

ったら、何回もやらなしゃあないやないか。はっ

きりしなさい。どうなんですか。関係ないんやっ

たら関係ないってはっきり言うたらいいんです。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 関知もしておりませんし、

私とは全く関係のない話でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 私と言っても、市長とし

てですね。本会議場ですからね。それは清樟会の

会員でうろうろしてたら、これはまた問題です。

それから、そこで言っておきますが、次にこれ

は改めて、またの機会も含めて、あと時間を議長

も早くというふうにさっきからサインを送られて

るので……。

それから、新星和のことについての関係では、

先ほど答弁いただきましたが、肝心なことを１つ

答弁をいただいておらないんですね。この事業に

ついて私はバイパスの これちょっと呼び方を

教えてほしいんですが、Ｌ型の今度やる仕事のこ

とですけども、ここでいわゆる地区外であろうと、

覚書も協定も結んで全額負担をしますという約束

をさせられる内容のものであるわけですよ。この

開発自身がそういうものなんです。そらここに、

あなた方からいただいた基本覚書ですか、その中

に明確にそのことが書かれてあるんですよ。

私は勝手にどこかから文書を持ってきて言うて

るんじゃないんですよ。基本覚書の中に明確に、

この開発に当たって覚書を締結すると。そして、
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各年度に必要な事業のすべては負担すると。明確

に相手も認め得る事業なんです。これが開発の許

可の段階でそのことに応じざるを得なかった内容

があるわけです。これは、そのすべてについてこ

れからいろいろ明らかになっていくでしょう。だ

から、それは単に協力というものじゃなしに、そ

ら言い方としては絶対条件だとか協力条件だとか

言ったところにしろ、この協力条件は絶対やらな

ければならない協力条件なんですよ、いえば。

だから、そういう点でこの協力条件を、６，００

０万円も７，０００万円も国費で助けると。さっき

国へ絶対行ってないということですが、大阪府へ

の申請だけで済ましたと。これは事実がそうであ

ればそれでいいんですが、しかし市の職員もいろ

いろとこのことで動かされてるわけですね。どう

せ動くんなら、私はこの新星和の負担を軽くして

やるために動くんじゃなしに、あそこの駅前の整

備のためにこそ、一番の大問題になるあそこの整

備のためにこそもっと国の予算を、この開発に伴

って起こり得る整備をきちっとやるべきだと思う

んですよ。そして、ここのとこは全額負担しとい

てもろたらいいんですよ。何でそういうことした

んかなと、これは疑問として消えません。そのこ

とについて御意見があればお聞きしたい。

同時に、今突然出てきた資料、議長、たくさん

あるんでね、どの資料か準備もこっちもできてな

いですから間違ったら困るんですが、施設の開放

・利用に関する協定書、ここで先ほども言いまし

たけども、１カ月に４回のことを部長が公共的意

味合いを持たしたものだと。公共的意味合いを持

たしたからといって、近緑区域内での施設建設を

これが了解され得るのかどうか。そして、いまだ

この施設の建設についてはだれがするとも、その

財政的負担はだれがするともわからないし、それ

からどのようなものをつくるかもわからない。

ところが、この中身を見ると、ちょっと資料が

あっちこっちいって申しわけないんです。ほんま

はちょっと時間欲しいんですが、この内容を見る

と、書いてあることから見ると、決してゲートボ

ールだとかテニスコートだとか、そういう性格の

ものではないようにこの文面から明らかになって

おると私は思うんです。



何らかの施設建設 施設建設て広い意味では

そういうものも入るんかもわかりませんが、しか

し、この計画の第１条は「研修所」及びそれに附

属する施設、第２条では「施設棟の一部」及びそ

れに付属する施設（以下「開放施設」という）と。

だから、この施設棟 棟というようなものはゲ

ートボール場じゃないしね。棟というのは、建物

という意味ですよね。棟というのは、屋根もあっ

て受ける木もあって柱もあるんですよ。だからそ

ういう意味では いやいや屋根つきの全天候型

の施設だというんかもわかりませんけども、そう

いうものなのかどうか。

しかも、これ１カ月にわずか４回ですよ。よう

こんな協定結んだですわ。ごまかしですがな。た

ぶらかしですがな。仮にこういう施設に、施設の

内容によっては、例えば駐車場がなかったらあの

新家地域の人たちだって、仮に新家地域というふ

うに いや樽井の僕、林はあきませんと言われ

るかわからへんけど、新家の地域の人だったら文

句ないはずですねん。そしたらそのときでも、車

や何かで仮に行くとしたら、駐車場も必要になる

んですよ、ここで。だから、そういうものは絶対

にあかんのかどうか。もっと明確にしとかな、後

でいろいろ問題が起こるんじゃないですか、これ。

私はそういう意味で、例えばこの施設の中身で

駐車場がどうなってるんかどうかというふうなこ

とも含めて、これははっきりさせていただきたい。

あと教育委員会の問題、その次にお聞きします。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 覚書の件に

つきましてお答えをいたします。

まず、基本覚書、それから基本覚書の変更覚書

と、この２つの関係でございますけども、まず基

本覚書につきましては、締結日が平成１０年の１

月の２１日と、事業的には平成９年度の締結日で

ございます。変更の方は平成１０年の４月の６日

ということでございますので、平成１０年度事業

の執行期間内ということでございます。

ということは、当然補助採択の関係でどうなる

かというようなことにつきましては、府の指導も

受けながら、基本覚書するときには調整作業は継

続中だったわけですけども、いわゆる補助基本額
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等、額の確定見込みが全くついてなかったという

段階でしたので、一応やる箇所につきましてはこ

のような覚書で締結したということで、変更につ

きましてはその後府との調整等ができまして、補

助基本額の見込みがついたということで、覚書の

変更をしたということでございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 研修所の件でございま

すが、先ほどからも何遍も申し上げておりますと

おり、どこが建てるのか、どの位置に建てるのか、

どういう規模になるのか、いつの時期になるのか、

これは全く決まっておらないわけでございまして、

また附属の施設につきましても、ゲートボールを

つくるんやらテニスコートをつくるんやらプール

をつくるのやら、全く決まってないわけでござい

ますので、駐車場も含めまして、それらの利用に

ついての規定をするということはできないわけで

ございます。

〔林 治君「２点ちょっと答弁してくださいよ。

坂田建設のことと」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君に申し上げます。今の

論議が何回か質疑と応答がございまして、それで

平行線をたどっておりますし……。

〔林 治君「違います。ちょっと議長」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 議長、そんなこと言わん

と、まだ答弁してないのに、平行的も平行的でな

いも、答弁出てきてないですよ。例えば、もう一

遍言いましょうか。これ数に入れんといてくださ

いよ。カウントにせんといてくださいよ、議長。

〔「カウントしてあったらとっくに終わってる

わ」の声あり〕

○２２番（林 治君） 議員はな、１２カ月給料

もろてやってるんや、議員は。年に４回の議場や。

そんなもん十分質問さしたらええやないか。要ら

んこと言うな。

きょう、さっきから私が言うてる住宅供給総合

支援事業で、この新星和に負担を軽くするような

もんを事業にせんと、駅前の一番みんなが望んで

るここの問題、新星和の負担がそれ全部最初にあ

ったんやから、それやってもらって、いやこれも



できる、駅前の方もこの住宅開発事業にかかわっ

て整備ができて国庫補助もらえるんだったら、そ

れはそれでいいですよ。それ取ってきなさいよ、

そしたら。その上で新星和にもサービスしてやる

んやったら、それはまたあんた方が考えて議会に

報告してくれたらいいんですよ。

それをせんと、新星和だけにこんな国費で賄っ

てやって、肝心のこれだけの事業であと大変にな

ることについて、対応策もまともになしのままで、

そこだけでお茶を濁してしもたらこれは問題です

よ。そのことをひとつも もうこれ３回言うん

です、議長、同じ質問を。答弁がないんです。答

弁ないことをあれこれ言われても、これは質問と

めようがないですよ。それが１点。

それから、坂田建設の入札問題も、市長、最後

にもう一度明確にこのことについては このこ

とについてのもう一度ですよ。本来、いろんなや

るべきことはたくさんあっても、みんな大事なこ

とばっかりですよ。しかし、不公正なことになっ

たらいかんから私は言ってるんです。これはそう

いう意味で、議会の議決に対応して、改めて入札

すべきではないかと。国の経済支援なら泉南の市

内の業者が優先的に仕事が受注できるようにやる

べきではないか。そのことについての答弁がまだ

ないんで、改めて ２回目です、同じ質問は。

答弁ないことはしようないです。

そして、教育長の方も先にもう一度言うときま

す。教育長、各学校からの要望書だろうと何であ

ろうと、市の公文書として大阪府の府教委に出し

たものですよ。それで、個人のプライバシーとい

うのに、具体的に名前を明記してるんですか。も

のによっては個人名を伏せてでも出してるんです

よ。

例えば、堺の教育委員会では学校の職員会議の

会議録も、裁判所の決定で最終的に出しましたよ、

これは。ただし、個人名のところは伏せてね。こ

れは職員会議ですから、具体的に個人名も上がっ

てますからね。これは一切個人名入ってないでし

ょう。何がプライバシーですか。そういう社会的

現象についてですね。だから同和加配が必要だと

出したんでしょう。そういうあなた方の主観で、

あなた学校の先生でしょう、もともと。何が主観

－２３４－

か客観かわからんのですか。泉南市の教育長です

よ、いやしくも。泉南の市議会でまともな答弁せ

ないけませんよ。

あなた方の書いたものは主観が入ってるじゃな

いか。その中に個人名が入ってるんかどうか、入

ってたらそこを伏せて出したらいいんですよ。ま

ず、入ってるかどうかだけでも答弁しなさい。そ

して、入ってなければ出しなさい。

今、情報公開の時代ですよ。ここに泉南市の情

報公開条例の素案も出てます。基本的には、市と

してはまだこの条例ができておらなかっても、泉

南市としては今理事者提案で出されてるんですか

ら、このことを前提に物事を考えるべきです、一

般的にも。しかし、市民的にはそういう形になる

でしょう、手続上必要だし。議会と理事者の間で

は、早くからこのことは確立されてるんですよ。

それをあなたが打ち破るんですか、議会との信頼

関係を。そんな重大なこと、あなたやるんですか。

議長名で出してるんですよ。許されんですよ、そ

れは。はっきりしなさい。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 先ほど来、坂田建設の報告

の第２号、専決処分の承認を求めるについて重ね

ての御質問でございますが、先ほど市長も申し上

げましたとおり、我々としては公正に入札をした

結果でございますので、議会で御承認賜らなかっ

たという点については、大変我々も力不足、申し

わけないとは存じますが、規定どおり本契約を交

わしておりますので、淡々と工事を進めてまいり

たいと、こういうふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 池上道路公園課長。

〔和気 豊君「今の答弁になってないぞ。何聞

いとるんや、助役は」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） お静かに。

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 新家駅南地

区地区計画区域内の施設整備の関係でございます

けども、地区計画の関係で若干説明させていただ

きますと、先ほど来御答弁申し上げてますように、

新家駅南地区の地区計画として都市計画決定され

ました区域内の道路施設の整備という形で事業化

を進めたものでございます。

その中で、当然地区計画の中の事業でございま



すので、関係の地元の連絡協議会等関係団体にも

説明させていただいて、かつまた事業的には当該

事業の事業説明会等もさしていただいております。

したがいまして、いわゆる新家駅南地区地区計画

内の施設整備の事業という位置づけでもって立ち

上げたということでございます。

ですから、この地区計画の中には、この道路だ

けじゃなくて、過去から例えば新家の駅前広場の

工事とか、当然地区計画内のいろんな施設整備を

進めておるわけですけど、その中の１つの事業と

いうことでございます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 林議員の再度の質問にお

答えいたします。

同和加配と申しますのは、基本的に府・国の施

策であります。したがいまして、同和加配の措置

は市教育委員会に対するヒアリングを通して決定

されるものであります。学校におきましては、年

間の学力あるいは進路の保障に関する取り組みを

総括し、次年度の課題を明らかにする中で、次年

度の同和加配要望を学校長の名により取りまとめ

たものであります。その要望を受けて、市教育委

員会としまして府に要望するものでございますの

で、したがって教育委員会の判断で提出すること

は困難であります。

また、個人名が書かれているかどうかという御

質問がございましたけれども、個人名はアルファ

ベット等を使ったりというようなことで具体的に

特定できないまでも、児童・生徒の生活や学力の

実態が詳細に記述されており、教育活動の中で知

り得たことでありますので、外部に出すことは不

適切であると考えております。したがいまして、

教育委員会の責任におきましてその対応を取りま

とめ、御提出申し上げたということでございます

ので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。

○議長（薮野 勤君） 林君、念のために申し上げ

ます。質問時間は１時間を超えた状況でございま

すので、よろしく御配慮賜りたいと思います。林

君。

○２２番（林 治君） そのつもりで質問をさせ
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ていただきます。

最終の補正予算ですから、それだけに多岐にわ

たっております。また答弁が、何度言っても同じ

ことを、例えば助役がまた今度出てきて、市長の

言うたことをオウム返しだけに言って、私は条例

上の規定との関係を含め、また市内業者を優先さ

してやっていくことも含めて、そういう立場から

この問題に対処せないかんし、ましてや議会の議

決もあったではないかと。そういう議決に沿って、

その意を酌んだ対応をすべきではないかと、その

ことを申し上げてるんですが、そのことは一切無

視、これではね。具体的に提起した問題について

きちっと答弁して、やっぱり法的な問題を含めて

回答をしていただきたいというふうに思うんです。

それから、ちょっと課長から地区計画云々の話

がありました。しかし、地区計画は新家南地区計

画の中にこのことが入ってることはわかってます。

あの向田橋のところも入ってるのはわかってます、

全体としては。そんなことはいっこも聞いてない

んですよ、私は。何でそんな答弁を何度も同じよ

うにされるんか。これ、もしか課長がわかってな

いんなら部長、部長がわかってなかったら助役、

助役がわかってなかったら市長が答弁しなさいや。

そうでしょう。そんなこと私聞いてないでしょう、

中身としては。

市長、この住宅支援事業は国費で負担してくれ

ると。いろんな理由があって国費で負担してくれ

ると。これは国費が出ると、そういう住宅開発を

促進するために。そして、国費で地域整備ができ

るんなら、より一番効果的な地域整備、市民の税

金が少しでも少なくて済むように……。

それで、今の向田橋のとこは、基本覚書にもあ

るように全額負担するということになってるわけ

ですから、これは業者に負担してもらって、業者

を７，０００万円も助けずに、私は駅前整備、もう

みんな口開けば新家の関係のです。私は樽井のこ

としか言えへんかったんやけども、新家のこと言

うのは生まれて初めてやけども、しかし新家の駅

のことはいつも思いますよ、あこへ行ったら。大

変ですがな。あそこの状態をそのままにして３０

８戸ふえてきたら、もうそれこそ先ほど都市計画

課長から言われたような、ピーク時には車が大変



ですし、そのことを考えたらやっぱりそこのこと

をどうするかということにもっと頭を使わなあか

んし、金も使わないかんことなんですよ。私はそ

う思いますよ。そのことについてなぜ考えなかっ

たのかと。

一企業の経済的支援をするよりも、何で公金、

いわゆる国の税金や市民の税金を有効に使った事

業をやらないんか。このことについてはまだほか

にもありますが、この時点ではこれでとどめてお

きますが、これは本当にそう思いますよ。そのこ

とについては何遍言うても、これ今４回目ですか、

同じ質問。全く違う答弁をしてるから、そのこと

についての回答をしていただかないと、そら議長

から厳しく言われても、これは議長、ちゃんと質

疑を聞いててくれてたら、全然トンチンカンな答

弁で済ませてしまうというのはね。

これは今もらったばかりの資料やけど、私も南

地区計画も全部見てますよ。南地区計画の云々と

いうような話じゃなしに、一部に入ってますとか

入ってませんとか、そんなことは聞いてませんよ。

的確に答えてくださいよ、市としてはそんなこと

考えてないと。いや新星和にさえああやっていろ

いろと援助できたらええというんやったら、そら

それでもいいですよ。それはあんたの、そっちの

好きに答弁したらいいんですよ。そのことはどう

かと聞いてるんやから、そのことに答えてくださ

い。

それから、教育長は同和加配についていろんな

具体的な説明、何かえらい説明をしてますが、だ

からというて、公文書ですよ。公開をしない理由

じゃないですよ。公開しない理由。あなたの口か

ら、３回目でようやく個人の名前は入ってないと、

アルファベットで入ってるとか云々の話ですから、

それが理由でしょう。出さない理由はそれだけで

しょう、実際上。

学校長の判断でまとめたものであれ何であれ、

あなた、ここは泉南市議会ですよ。議員にも公開

しないって、行政進められませんよ。あなた方の

判断だけで問題だから議会というのはあるんです

よ。だから議会という仕組みがあるんですよ。議

会も、共通の公文書ですよ。私文書じゃないんで

すよ。それを我々が要求して我々にも、泉南の市
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民の税金を、府民の税金を使ってやる事業ですよ。

おまえらには見せられへん。おれやったら賢うて

偉いけども、おまえらに見せられへんて、そうい

う態度やないか、それやったら。議員をなめてる

んか。

我々議員も市民の、ましてや子供たちの幸せの

ために考える、その責任も権利もありますよ。議

会というとこはそういうところじゃないですか。

そこでお互いに、言うてならないこと、してはな

らないこと、わきまえた議論をやったらいいんじ

ゃないですか。そのためには材料がなかったらで

きないでしょう。そのための材料提供として、ま

してやちゃんと議長を通じて資料請求してるもの

を何で出さんの。民主主義に反するやないか。

地方自治体の議会というのは民主主義の、いや

地方自治体そのものが民主主義の学校とも言われ

てることは、あなたよく知ってるでしょう。我々

も共通の材料でお互いに、これは伏せとこうと言

えば、伏せとこうということで議論はできるじゃ

ないですか。なぜ出さないんです。あなた方だけ

が特別偉いんか。

子供たちに正しいことをはっきり物言おうとか

教えてて、教えてる人がそんなことじゃそら話に

ならんですよ。

○議長（薮野 勤君） 山内部長。

○事業部長（山内 洋君） 新家南地区の地区内の

事業について、私の方から御答弁をさせていただ

きたいと思います。

住宅宅地供給総合支援事業につきましては、こ

れは開発者を支援するためのものではございませ

ん。地区内の住宅についての促進を図る、また周

辺の住民の方たちの交通の利便も図るという目的

をもって、道路の改修事業を実施しておるところ

でございます。また、補助事業でございますので、

そのための補助金でございまして、特段またそれ

を新家駅前の整備に使うというわけにはまいりま

せんので、この点は御了承いただきたいと思いま

す。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する……

〔林 治君「議長、今の質問に答えてくれてな

い」と呼ぶ〕

〔小山広明君「議事進行で、議長」と呼ぶ〕



○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 質疑中にチョンといきなり

切るというふうなことはやめてください。でない

と不安で我々質問したり聞いとられへんわけです

から、もうこれで終わりますよとか、終わるため

には１つのルールなり手続があるでしょう。それ

は今回、この議会で２回目ですよ、そのやり方は。

だから、それは一回議論しとるわけですから、切

る場合には切る手順をちゃんと踏んで、切るなら

切ってくださいよ。切るなとは言わんけどね。そ

んなもんいきなり切られたらどないもなりません

で。頼んまっせ。

○議長（薮野 勤君） ただいまの議事進行に対し

まして、再度議運の中でも申し上げておりますが、

会議規則等によりますところの議員の常識の範囲

の問題でございまして、切る、切らないというよ

うな状況の中で、議長が全般的に議会運営を裁量

するということについては、それなりの配慮を議

長はしております。その点を、小山君の今の議事

進行については、先ほどからそれだけの時間経過

なり回数については申し上げておるわけでござい

ますので、その裁量については議長の方にござい

ますので、そのことを了解願います。

答弁を願います。亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほど資料請求というこ

とで、議会に対して云々の林議員さんからのお話

がありました。

教育委員会といたしまして、すべてその提出を

拒否してると、こういうことではございません。

議会に対しまして信用していないとか、そういう

ことで提出をさせていただかないということでは

なくて、先ほどから何度も申し上げておりますよ

うに、学校長の名によりまして取りまとめたもの

であって、その要望を受けて市の教育委員会が府

に要望するものでありますので、教育委員会の判

断で提出するということが困難であるということ、

それから個人のプライバシーというんですか、特

定ができないまでもいろんなことが詳述されてお

りまして、それは教育活動の中で知り得たことで

ございますので、そのことを取りまとめさせてい

ただいて提出させていただいたと、こういうこと

でございますので、ひとつ御理解のほどよろしく
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お願いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 林君。これで質問を終結し

ますから。

○２２番（林 治君） はい。教育長、そういう

ことは理由にならないんですよ。そういうことは。

そしたら皆それぞれの事業のいろんな分野がある

んですよ、行政の側というのは。その事業の中で

のことですからとか、それを言われたら全部拒否

できるんですよ、議会に対して。

それはあなたの、これはこんな言葉が悪かった

らまた撤回しますけど、へ理屈になるんですよ、

それは、実際上。そんな、あなたのとこだけが聖

域で、出さないで済むというふうなことないんで

すよ。きちっと公文書で出したものですよ。あな

た何を考えておられるんか、私はほんとに不思議

に思いますよ。今出てるこの原案がこのまま通る

かどうかとかいろんなことありますよ。しかし、

少なくとも市長部局で考えて、教育委員会もこの

中に入ってるんですよ。

情報、実施機関が職務上作成し、または取得し

た文書、図面及び写真、磁気テープ云々もあって、

そういうものであって実施機関において決裁また

は供覧の手続が完了し、現に管理しているもの

これを情報といって、実施機関は市長、教育委

員会、選挙管理委員会云々とあるんですよ。あな

た、教育委員会の教育長になったからと思って、

特別なものだというふうに思って言うてるから問

題があるんですよ。

学校教育、今どうなってますか。冒頭の一般質

問の中でもあったでしょう。あなた方だけの力で

今できないんでしょう、対処が。議会も共同して、

この議会の中で学校教育のことについて、一般質

問から今議会が始まりましたけども、教育問題で

質問した議員もおりますよ。だめなんですか。議

論ができないんですか。なぜ出せないんですか。

あなた方、特別なんですか。公文書やないか。な

ぜ出さないんですか。私はそんな答弁で絶対に承

服できませんよ。そんなもんけしからんですよ。

私は、そういうことは議長の名においてもこれ

は許すべきことじゃないと、議長、思いますよ。

出すべきですよ。それは勝手な見解ですがな。再

度提出を求めます。



○議長（薮野 勤君） 以上で林君の質問を終結い

たします。

ほかにございませんか。

〔和気 豊君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 先ほど助役もいわゆる条

例には１億５，０００万以上が議決事項になってる

と。そのことについて聞いてるのに、そのことに

ついては答弁してない。議決事項である、条例で

決められてる議決事項が優先なのか、専決権が優

先するのか、そのことぐらいはやっぱり明確にす

べきですよ。我々聞いててわかれへんわけやから。

それと、先ほどから教育長が答弁しております

が、公文書であれば入らなあかんわけや。言わな

あかんわけよ。

〔嶋本五男君「議事進行と違う」と呼ぶ〕

○１３番（和気 豊君） いやいや、そんなこと何

もない。議事のあり方について言うてるんや。議

事のあり方について言うてるんです。そんなこと

ぐらいわからへんのか。

○議長（薮野 勤君） 和気君に申し上げます。議

事進行についての発言でございますけれども、た

だいまの中で、議決権が先行するか専決権が先行

するのかと。

○１３番（和気 豊君） そのことぐらいは答えな

あかんというふうに議事進行で言うてるわけだか

ら。

○議長（薮野 勤君） それは議事進行ではありま

せん。

〔和気 豊君「そんなことない」と呼ぶ〕

〔東 重弘君「議長の裁量権や」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

〔和気 豊君「答えなさい」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） それは議事進行ではござい

ません。

〔和気 豊君「議事進行じゃ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 議事進行ではございません。

議長の判断でございます。

〔林 治君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 議長ね、せめて質問した

ことに回答があってから、終わるんなら終わるに

－２３８－

してくださいよ。せめてそのぐらいのことを議長

は保証していただかないと、僕は最後に１点しま

すと言うたんですから、その保証は議長、幾ら何

でもしていただかないと、答弁なしで座ったまま

で黙ってて終わられたら、議会というのはありま

せんがな、それだったら。

○議長（薮野 勤君） 教育長も、林君の質問に対

しては誠意をもって答えておるというふうに私の

方で判断いたしております。その中で、林君が十

分に満足される回答でなくとも、それは一定の事

情の問題のあるところでございますので。

〔林 治君「議長、違います。今の答弁終わっ

てない。してないと言うてるんです。質問を

議長が許しておいて、答弁してないと言うて

るんです」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） わかりました。議事進行と

いうことで発言をいただいて、再度その答弁を求

められておるわけでございますので、教育長の答

弁を求めます。教育長。

○教育長（亀田章道君） 再々度の御質問にお答え

いたします。

先ほどから進展がないというふうにおっしゃる

かもわかりませんけれども、先ほどからの２点の

理由からお示しをできないということで御理解を

いただきたいと思います。何も議会を無視してい

るとか、そういうことでは絶対ございません。今

確かに公開条例というような、そういう時代で、

本市議会におきましても追っつけそういう形の提

案がなされますけれども、その辺のところを我々

も十分認識を深めまして、鋭意公開という形で頑

張ってまいりたいと思いますけれども、今の段階

におきましては、先ほどから何度も申し上げてお

りますように、２点の理由からちょっとお示しす

るというのは困難であると、このようにお答えし

たいと思います。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） ほかに質問ございませんか。

成田君。

○１４番（成田政彦君） １点だけお伺いします。

さっきの同和教育の資料の問題なんですけど、私

はこの問題について非常に危惧しております。林

さんが言うた情開、そういう立場から質問を私は



するんじゃなくて、さっきの同和加配の資料の問

題ですね。問題は、同和問題は聖域であるのかと、

１つ、同和に関する資料は聖域問題であるのかと

いう。なぜ同和問題に関する資料は提供できない

のか。

それから、まず同和加配の問題ですから生徒の

ことが書かれてますわね。そうすると、同和地区

の生徒のことが書かれとると。それはどういうこ

とが書かれとるんですか、中身に。それを見たら、

その文書を見たら差別的にとらえられるという、

そういう文書なんですか。でなかったら出したら

いいでしょう、別に恥ずかしくないやん。その文

書を我々が見たら差別的にとられるという、そん

な文書なんですか。文書の中身についてプライバ

シーとあなた方言うたでしょう。プライバシー、

よくわかりますわ、僕。一般的にはプライバシー、

よくわかりますよ。

同和地域の問題について、同和加配についての

プライバシーは一体何ですか、答えてください。

何がプライバシー、中身を言うとどういう問題が

プライバシーになって、こういうことは公表でき

ないと。例えば鳴滝地区の子供たちのことが詳し

く書かれておるからそれは出せない。差別や、そ

れだったら。その文書は差別でっせ、はっきり言

うと。同和のその問題について何がプライバシー

ですか、答えてくださいよ。何がプライバシーで

公表できないんですか。具体的に。それは納得で

きませんよ、そんなこと、情報公開の時代に。

それで、僕の質問に教育長が、それは同和問題

で同和地区のことが詳しく書かれとると、生徒の

学歴、そういうのが低いとか、そう言うたら共産

党にちゃんと解決する問題だと言われるとあかん

ので、そういう問題なのかね。そういう点で具体

的に答えなさいよ。プライバシーの問題、一体何

ですか。一体何がそこに書かれとるんですか。

いや、プライバシーてはっきりあなた言うたん

や、プライバシーということを。だから、そうい

うことは書かれてないなら書かれてないでいいで

すわ。一切差別的なことは書かれてないと。そう

いうふうに受け取られると、そういうことはない

と。なかったら出したらええやない。だから同和

問題が聖域になるんですよ、そうするとこれは。

－２３９－

一切同和問題については公表しないと。同和問題

については一切公表しないということになります

よ、それは。

教育だけがなぜか公表しないんですわ。事業部

は全部公表してますよ。だれが、家賃払ってない

やつ全部わかりますよ。事業部は全部提供してま

すよ。人名で公表しない。事業部は全部公表しま

すよ。家賃の滞納も。いや、家賃の滞納は公表し

てます。家賃の滞納は何件あって、全部公表して

ますよ。個人名は一切公表しないですよ。だから

個人名はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄだったらいい。Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄだったら別にそんなものわかれへんよ、だ

れだということは。

○議長（薮野 勤君） 成田君に申し上げます。た

だいまの質問の趣旨は同和加配の資料の提出の問

題でございまして、それに対する内容は、前質問

者の林君とも異なるところがないと判断いたしま

す。これにつきましては、多少のその表現の中で

問題がございます。それにつきましては、答弁を

求めますが、議長の方から成田君に申し上げます。

答弁を求めます。吉野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼同和教育課長（吉野木男君）

成田議員の御質問に御答弁させていただきます。

先ほど来教育長が申し上げておりますように、

同和加配の要望書の中には、個々の児童・生徒の

学力の実態、あるいは家庭生活の実態等が詳細に

書かれております。書かなければその子の実態が

わからないということです。ただし、当然のこと

として個人が特定できるような内容にはなってお

りませんけども、そういったことが記載されてる

と。

そのことが差別につながるのかということです

けども、当然学校の目的というのはあくまでも子

供たちの学力や進路の保障を目指す１つの手だて

としての同和加配の要望でありますから、そのこ

とがいわゆる差別につながるということは、基本

的にあってはならないことですし、そういった目

的でつくってるものでもございません。

ただし、一般論ですけども、文書になったもの

が不特定多数の中に明らかになっていくというこ

との中で見ると、今の差別のある状況下の中にそ

ういった資料が不特定多数に出回るということに



つきましては、一般論ですが、差別につながるこ

ともあり得るということは、そうであるというふ

うに私は理解いたしております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） そんな差別、そんなもん

つくるなよ、ほんとに。だから同和加配必要ない

ねん。そんなもんつくるなよ、そしたら。外に出

すことができないものをつくるものじゃないです

よ。教育委員会が、正規の論議をする、教育する

とこが、そんな外に出せないものをつくるなよ、

同和加配と称して。それが間違っとるんですよ。

それで終わります。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 日本共産党泉南市会議員

団を代表し、反対の立場から討論をしてまいりま

す。

過般来からの論議で問題になっております下水

道の入札関係、坂田建設への契約の問題でありま

す。これに係る予算、いわゆる下水道事業特別会

計への繰出金ということで計上されております。

また、論議の過程の中で明らかになりましたよう

に、議決条例にのっとった議決が優先されるのか、

それとも専決が優先されるのか、このことについ

て論議があったわけですが、このことについての

討論もありません。議会の議員が質問した、その

ことに対する明確な答弁もない。こういうことで

予算が執行されるということは、これ１つとって

みても許されない問題であります。

他に、新家の新星和不動産の開発に絡む問題も

ありますし、また最終予算でありますから、当然

同和関係の姿勢もこの予算で、同和教育にかかわ

る問題もこの予算で問われるところであります。

以上、数点特徴的な点を申し述べ、反対の討論

といたします。

以上であります。

○議長（薮野 勤君） 他にございませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより報告第５号を採決いたします。

－２４０－

お諮りいたします。本件は原案のとおり承認す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て報告第５号は、原案のとおり承認することに決

しました。

暫時休憩いたします。

午後８時２０分 休憩

午後９時３３分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第５、報告第６号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１０年度大阪府泉南市新

家（大池）財産区会計補正予算（第１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） 報告第６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

新家（大池）財産区会計補正予算（第１号））に

ついて説明をさせていただきます。

新家（大池）財産区会計につきましては、当初

予算で歳入として預金利子３，０００円を計上し、

１９７万９，０００円の予算編成を行い、歳入歳出

予算を定めたところでございます。

平成１０年度におきまして、新家地区土地改良

総合整備事業に地元公共事業補助金として全額執

行するため、新家（大池）財産区が消滅すること

に伴い、歳入予算において預金利子が当初見込み

額より４，０００円多くなり、１９８万３，０００円

となるため、歳入歳出においてそれぞれ補正する

必要が生じたためでございます。

簡単でございますが、御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。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 財産区会計ですが、この

財産区はどういった性格を持つものでしょうか。



そして、これはどの法律に基づいて執行されて

いるか。

もう１点は、今後この形をいつまでこういった

財産区的なものを扱うのか。この３点です。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） この新家（大池）の財

産区でございますが、昭和６１年度に設立されて

ございます。そのときの設立の原因でございます

が、市道にかかります池の池敷が用地買収となっ

たため、その当時の財産売り払い収入として４６

５万９，０００円にて設立されたものでございます。

その後、この財産区に、いわゆる新家大池に係り

ます各農業施設関係に手だてしてきてるものでご

ざいます。

一般的に本市の場合、財産区設立につきまして

は、特に土地処分等、そういう関係で設立されて

おるのが今のところ一般的なものでございまして、

従来のその制度を踏襲していくという形を今のと

ころとってるところでございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 議長も私と一緒で、お体

が丈夫でないので非常にお疲れかと思います。本

来ならこういう問題は、あるいはこういう財産区

という問題は、本来は地方自治法第２９４条に基

づく財産区でなくてはならないはずなんです。そ

れをなぜこういう形にならずに、財産区的財産と

いうような表現なのか。だから、これは予算委員

会で樽井財産区を言われましたけども、どこに根

拠があるのかなと。設立根拠なんですね。これを

１点。

そして、６１年に設立したと。この財産区

これは財産区になってますからね、財産区という

表現は僕は正しくないんではないかというふうに

思うんですが、その点。

そして、先ほど総務部長がお答えなさいました

けども、当分と言うて、当分というのはわかりま

せんので、これは私有財産なら私有財産としてき

ちっと整理をする時期に来てるんじゃないですか

というふうに私は思います。特に当市も財政収支

が非常に悪化してる状況にありますから、そのた

めにはいかに行政の財産管理運営、あるいは歳入

に資するべく方向で論議をされないのかというふ

－２４１－

うに思うんですが、その点いかがでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 議員ただいま御指摘の

件につきましては、この１１年度当初予算の予算

委員会におきまして、いろいろと御指摘なりまた

御論議なりいただいたところでございます。

確かにその点につきましては、いろいろと課題

を持ってると私ども認識しておりますが、現在の

ところ即議員の御質問に対します我々の１つの回

答というものをまだ出すに至ってないところが現

実でございます。

今後、確かに議員御指摘の点につきまして、鋭

意研究してまいりたいと思っておりますので、そ

の点よろしくお願いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） しつこいように聞こえる

かわかりませんが、財産区と聞けば、財産区的財

産という答えをなされるわけですよね。その場合、

ここで表現は財産区となってるんですよ。財産区

的財産ではないんですね。表現は財産区財産とい

うふうに答弁の中でよく出てきますわ。しかし、

財産区というならば、第２９４条に基づく財産管

理の問題が出てくるから、その点の整合性とかそ

ういったものをきちっと整理しなければならない

んではないのかということなんです。そのために

処分も含めて、今後いつをめどにこういうものを

こういうものと言うのは失礼ですね、これは

財産区と言うてますから、この財産区的財産の扱

いを、方針をもう出すべきじゃないのかなという

ふうに思うんです。

それから、もう一度全部集めて、例えばそれぞ

れ区別、大きくは区というのがありますが、そこ

で１つにまとめて財産区管理会をつくるとか、こ

れは議会で承認すればいいという問題も片一方あ

りますが、単独財産にするのか、それとも市とし

てきちんと処理をして、市の歳入に寄与するとい

うことになるのかということをお聞きしてるんで

すが、先ほど聞いてると、逆にいつまでこうやと

かいう考え方を持ってませんので、その点もう少

し明らかにできませんか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 確かに御指摘のように、



現在のところ財産区という形になりますと、その

体をなしておるのは、御承知のとおり樽井財産区

というのが本市内におきましてあるのが唯一でご

ざいます。

そして、市町村の合併当時、その辺の整理がで

きておればよかったと思うんですけども、その財

産区の目録と申しますか、それ自体が完全な形で

整理されてないのが現実だと思っております。

それで、今後議員御指摘のような、どういうふ

うな形にするのかということに入ります前に、１

つのそういうふうな財産区目録と申しますか、そ

ういうものの整理が大事ではないかと思っており

ます。その点につきまして、どういうふうな手法

でその辺を整理をしていくのかというふうなとこ

ろから、私どもといたしましては検討に入らせて

いただきたいと思っておりますので、しばらく時

間の猶予をお願いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 三界に家なして横で言っ

てますけども、これは話が違いますが。

財産区という表現がある限り、樽井財産区のよ

うに特別地方公共団体的扱いを、あるいは扱いと

つくよりも団体にならなきゃならないわけですよ

ね。みなし財産区という言い方の方がまだわかり

やすいんかな、この場合は。そういうことなんで

しょう。

新家の大池の場合６１年から既にあると。そし

たらこれはもう１３年ぐらいたってるわけですね。

これより古いやつはあるんですか。もっと古い、

私が知らない財産区。そういうものも含めて、今

ある、残されてる これは表現しにくい。僕は

財産区として認めませんけどもね。そういうもの

が一括して今後論議されて、処分も含めて、それ

を地権者というか何というか、利用権といいます

かね、そういう方々、それにかかわる方々のこれ

も含めて、そういう扱いはどういう方向で出すの

かなというふうに思うわけなんです。そういう論

議のポイントになる部分があれば、こうこう、こ

うこうだとあればお示しいただければと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 財産区財産ですけども、

その内容となりますと、いわゆるよく今言われま

－２４２－

す、ため池のほかに山林とか、いろんな形態があ

るわけですね。その形態によりまして、それの地

域におきます保全の形態と申しますか、地域でも

っての維持管理の仕方も多様になってると思いま

す。そういうふうなことを今即、市域、泉南市で

すね、旧６カ町村ございますが、それを一括して

一様にして１つの決まりと申しますか、縛るとい

うことはなかなかできにくいことでございまして、

それをやっていくとすれば、従来の各地域にござ

います各多様なその辺の財産についての分類と申

しますか、そういうふうな精査から始めていく必

要がある、かなり作業のかかる問題でございます。

また、それについて、その財産区処理を仮にす

るとした場合、今までの歴史的な経過も多様であ

ると思いますし、それを地域の方々を含めて全市

民的な１つの合意形成をやっていくとなりますと、

かなりのプロセスと申しますか、時間のかかる問

題だと思っております。

そういう問題につきまして、どういうふうなこ

とで具体にその辺の行程があるのかということを、

やはり我々といたしましては、これから他市の先

進的な事例も参考にしながら研究してまいりたい

と思っておりますので、その点よろしくお願いし

たいと思います。

〔巴里英一君「議長、最後に」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 部長、これは先ほど申し

上げた財産区的扱いという理解なんですね。２９

４条に基づく扱いという理解でいいんですかね、

これは。うなずいてくれて結構ですけども。それ

に準ずる扱いだということで理解しなかったら、

これ理解できないんですよ。根拠がなくなってし

まうんですよ。こういう扱いで過去ずっと来たわ

けでしょう。来たわけですね。これずっとふえ続

けてるんですね、財産区的財産が。これ、もうそ

ろそろ皆さん方の事務量も含めて、そういう扱い

は整理すべき時期に来てるんじゃないかなと私は

思います。こういう論議しない限りはいつまでも

続いていくんと違うかなと。

それで、もともとこれを今生きる皆さん方を含

めて、私たちもですけども、これを整理してあげ

ることが、その点すっきりするんと違うかと。す



っきりさすことが、それぞれの関係する住民も含

めてですが、かえって肩の荷がおりる。市もそれ

なりの収入を得るという結果につながる。そのこ

とが民意へ反映させると。もともと財産区財産は

ふえることないんですよね、財産区は。これは減

らして最終的に消滅することが、本来の財産区、

地方公共団体としての扱いなんです。これは言わ

ずもがなの話ですから。それが減らないままずっ

とふえてきてるというのが、私から見てもちょっ

と奇異に感じるんです。

今後、今おっしゃってるように、できるだけ早

急に、これは最終的には市長の判断になるんかな

と思うんですが、出す議案になりますから、そう

いう方向で考えられるのかどうかということが１

つと、それと、財産区として存在さすなら、やっ

ぱり９４条に基づく扱いをきちんと、それは議会

で統括するならするで結構ですが、そういう方向

で整理をし直す必要があるんと違うかと。それぞ

れ全部一括してでいいですよ。それぞれ財産区と

いう、的財産でも結構ですが、出る場合はそれぞ

れ個々に全部違うんですね。その都度、刷ってる

冊数も多くなるし手間もかかるし、それに対し１

人かかり切りになるしとか、むだが非常に多くな

ってくる。

ということから見たら、これは整理する時期に

来てるということも含めて、今後どういう形で整

理していけばいいのかという論議は必要だと思う

し、関係する諸住民にかけては、きちっと説明し

てこうなんだということが必要やと思います。し

かし、ポイントをきちんと押さえて、有効な利用

の方向を見出していただけるかどうかを御答弁い

ただければありがたいかなというふうに思います。

○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、財

産区の定義が、当市といたしましては合併協議書

にも載っておるとおり、樽井財産区だけでござい

ます。その他の財産は、合併当時の町へ帰属する

というのが合併協議書の内容でございます。

しかし、他地域の財産区、特に池関係がまずあ

ります。それなんかの財産を処分した場合、即協

議書に乗っかってやはり市へ帰属するというよう

なことが、まず過去には問題があり、やはり議員

－２４３－

おっしゃるとおり、何とかみなし的な財産区的な、

そういうものの扱いはできないかというのが地域

からの要望もありまして、今現在のやり方をやっ

ておるところでございます。

しかし、やはり考えてみれば、これが一定長い

歴史の中でこういう財産区的財産を財産区会計を

設置しまして管理している状況で、やはりこれか

らも地域との協議も十分必要であります。そして、

総務部長も答弁いたしましたとおり、どういう方

策がまずあるんかなというようなことも、今私た

ちは見通しも立てておりません。しかし、一定見

直す時期があるんじゃないかというのは十分認識

しております。

しかし、これについてはやっぱり地域との協議

も十分必要であり、我々としてもどういう形で会

計を持って管理していくかという方策もやはり十

分に研究する必要もありますので、いましばらく

時間をいただきとうございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 他にございませんか。

林君。

○２２番（林 治君） 今若干の議論が、私も簡

単にしておきたいと思うんですが、本議案ではい

わゆる預金利子が４，０００円あったから、この補

正でこの新家（大池）の財産区会計を消滅させる

と。会計も消滅させるんですか。財産区の消滅と

いうことと、この会計も消滅するのかどうかです

ね。

それで、歳出では１９８万３，０００円というの

があって、あと今回４，０００円追加で、その４，０

００円は地元公共事業補助金という格好で支出す

るんだというふうにあるんですが、じゃこの４，０

００円はどこへ行くのかですね。どういうふうに

使われるのか、それをちょっとはっきりさしてほ

しいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 先ほど申しましたよう

に、この財産区は６１年に池の用地の部分を道路

用地のために処分したための財源をもちまして設

立されたということでございます。そういう経過

がございまして、その財産区の会計は毎年度この

新家大池かかりの地域の農業施設に充当してきた



という経過がございます。

それで、今回それの予算すべてがその農業用施

設に充当されるということに伴いまして、この財

産区も消滅するということになるわけでございま

す。そして、今回の充当先は新家の農業用水のパ

イプラインの事業に充てるものでございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 私の質問でそんなに難し

いこと言うてないんです。どこにこのあと４，００

０円行くんですかと言うたんです。今、事業内容

は言いましたけども、新家の農業用水て、用水の

中へこの４，０００円ほうり込むんですか。違うで

しょう。そんなこと聞いてないんですよ、私。お

金やからどこか渡す先があるんでしょう。そして、

そこがその新家の農業用水の事業をしてる何とか

何とかのとこへ渡すんじゃないんですか。それが

わからんから、ちょっと説明書類に本来書いてお

くべきです。

○議長（薮野 勤君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 説明申し上げま

す。

この１９８万３，０００円につきましては、現在

農林水産課の方で行っております新家地区土地改

良総合整備事業に一般会計の繰出金ということで、

３月３１日に執行しております。一般会計の方へ

繰り出しておるということでございます。

〔林 治君「４，０００円も」と呼ぶ〕

○総務部総務課長（馬野史朗君） その４，０００円

の利子も含めて全部繰り出しておるということで

ございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第６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６号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第６、報告第７号 専決処分の承認

－２４４－

を求めるについて（平成１０年度大阪府泉南市下

水道事業特別会計補正予算（第４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７号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１０年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正

予算（第４号））について御説明を申し上げます。

本予算について変更を加える必要が生じました

ため、補正予算を調製し、地方自治法第１７９条

第１項の規定に基づき専決処分し、同条第３項の

規定により議会へ報告をし、承認を求めるもので

ございます。

専決理由につきましては、平成１０年度実施事

業に充当される起債が融通決定されたことによる

起債限度額の変更、決算見込み額の決定に伴う歳

入歳出予算の減額補正措置及び平成１０年度実施

の下水道建設事業の繰り越しが確定したことによ

り繰越明許費を専決処分したものでございます。

９７ページをお開きを願います。歳入歳出の総

額からそれぞれ９，３７４万４，０００円を減額いた

しまして、歳入歳出総額をそれぞれ４２億１，８０

５万７，０００円とするものでございます。

９９ページをお開きを願います。歳入の主なも

のにつきまして簡単に御説明を申し上げます。分

担金及び負担金１，４６０万円の減額でございます

が、これは受益者負担金の減額でございます。

次に、市債の８，９８０万円の減額でございます

が、これは下水道事業債の確定による減額でござ

います。

続きまして、歳出の主なものにつきまして簡単

に御説明を申し上げます。１００ページでござい

ます。総務管理費は、南大阪湾岸南部流域下水道

組合維持管理負担金等の執行額確定により３，５４

９万円の減額でございます。

また、下水道建設費につきましては、府施行の

流域下水道建設事業負担金等の精算により、４，５

３５万４，０００円の減額となってございます。



次に、公債費でございますが、当初予定してお

りました発行利率が昨今の金利情勢により低金利

で発行しましたことによりまして、１，２９０万円

の減額となったものでございます。

議案書の１０１ページの第２表繰越明許費につ

きましては、３億８，２２１万８，０００円となって

おります。

また、議案書の１０２ページの第３表地方債補

正につきましては、先ほど御説明いたしました下

水道事業債の確定により限度額を８，９８０万円減

額するものでございます。

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。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 繰越明許費が３億８，２０

０万円ほどですか。繰越明許費を除いて、本年度

の事業総額を述べていただきたいんです。

それで、補正後の地方債が今回１８億ですか、

という形でいいんでしょうか。それで、補正後の

起債総額１５３億という形になっていってるわけ

だと思いますけれども、昨年度の答弁で今年度は

大体毎年２２億程度の工事総額、本年度から大体

半額の１１億円ぐらいに減額してくるという方向

だったと思うんですが、間違いがあればちょっと

その点の御説明をお願いいたします。

それと、利子ですけれども、まだ確定してない

わけですけれども、例えば大蔵省の資金運用部で

あるとかなり高利の利率になってまいりますし、

大体今はどの辺で推移してるのかもお示し願いた

い。とりあえずお答えください。

○議長（薮野 勤君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） お答えいたし

ます。

建設費でございますけども、お手元の議案書の

１０５ページからでございますけども、この下水

道建設費は泉南市が施行しております公共下水道

事業と大阪府が施行しております流域下水道事業

費の総額でございます。

繰り越しの費用でございますけども、この繰り

越しの費用につきましては、本市が施行しており

－２４５－

ます公共下水道の事業の方の繰越額でございまし

て、公共下水道事業費といたしましては、平成１

０年度の公共下水道の執行額でございますけども、

３次補正の補正もございましたので、流域負担金

を含めまして総額３２億でございますけども、流

域下水道の負担金が約３億８，８００万でございま

すので、それを引いた値、すなわち約２８億が本

市の公共下水道事業の事業費でございます。

また、平成１１年度の予算でございますけども、

先ほど申しました流域下水道の事業費も含めまし

て、当初予算で約２０億計上しております。

下水道事業の中には汚水と雨水があるんですけ

ども、来年の春に雨水の方の整備を終わる、概成

するという目標を持っておりますので、本年につ

きましては昨年並みの事業費、ただし約１０億減

っておりますのは、補正等で１０年度に前倒しし

た分がございますので減っておりますけども、本

年につきましても公共下水道と流域下水道合わせ

まして約２０億の予算を組んでおります。

〔北出寧啓君「利子」と呼ぶ〕

○下水道部整備課長（岡田敏男君） お待ちくださ

い。

〔北出寧啓君「議長、ちょっともう１つ忘れて

ると思うんで、いいですか。調べてる最中で

すけど」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 利子率と、それとあと平

成１１年度、雨水と汚水を分けて、２０億円をち

ょっと分けて言ってください。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） わかりました。

予算上でございますけども、平成１１年度でござ

いますね。平成１１年度につきましては、事業の

中には国費補助対象の事業と市単独の事業があり

ますけども、今手元には国費対象の事業費の内訳

しかございませんので、国費対象事業費で申しま

すと、市の公共下水の工事請負の割合で申します

と、雨水が約１０億で、汚水が約４億でございま

す。ただ、このほかに先ほど申しました流域下水

道負担金ですとか、各設計委託費等ございますの

で、おおむね同様の割合といたしますと、約３対

１ぐらいの割合で雨水の事業をやっております。

ただし、汚水の整備につきましては、御案内の



とおり面整備につきましては単独費用になってお

りますので、その割合を換算いたしますと、工事

費で申しますと約２対１ぐらいの割合で、雨水が

２、汚水整備が１の割合になっております。

利子につきましては、調べさせていただきます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 今の時間に調べていただ

けるんですね、利子。少し時間を待たせていただ

きます。

助役、前に答弁いただきましたよね。半額減額

ということでお聞きいたしております。ただ、こ

の場合雨水の部分が残っておりますので、これは

市長、年内か来年ぐらいでほぼ完了すると思うん

で、この点はもういいと思いますけれども、汚水

全体で、今後汚水になることによって大体半分の

減額になってくるという方向で考えていらっしゃ

いますか。その辺。

そして、前回減額、半額ぐらいに移行するとい

うことだったんですけれども、その推移の状況は

現時点でもそのような判断をされているのでしょ

うか、ちょっとその辺お聞きいたしたい。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 事業費をどう見るかという

ことで、財政的な視点から下水道ともいろいろと

話し合いを進めております。

さきの北出議員の御質問に、前回でしたか、お

答えを申し上げましたのは、先ほども少し触れて

おりましたけども、１１年度で雨水の方の事業が

大体概成すると。したがって、事業費全体をやは

り半分程度に絞っていくと、汚水中心にやってい

くと。そうしていかないと市の財政、具体的には

一般会計からの繰出金という形で出ていくわけで

すけれども、非常に厳しいということを申し上げ

ております。

したがいまして、事業費についての具体的な数

字といいますか、減る数字が明らかになっていく

のは１２年度以降かなというふうに考えておりま

す。ただ、先日来お配りをしております財政計画

の中期的な展望では、さらに絞り込まないと、今

後の長期的な推移を見ていきますと苦しいなとい

うことでございます。もちろん雨水の方が全然な

くなるというわけではございませんけども、汚水

－２４６－

中心に、しかもかなり絞ってやっていかざるを得

ないというのが、現在の私どもの考え方でござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 簡単に整理させていただ

きますと、今回の汚水、雨水両方合わした下水道

整備が約３０億円として、この分２対１の比率で

雨水の方が２０億円であると。それが１２年度か

らほぼゼロに近い状況になる。ゼロではないでし

ょう。数億円ぐらいかかるんだと思いますけれど

も、総額１０億円前後になって、今後１２年度以

降は推移していくということでしょうか。もう一

回確認さしていただきたいと思います。

それから、利子で今調べていただいてるんです

けれども、ちょっとここに書いてるのを見ますと、

政府その他の金融機関の資金については、その融

通条件による。ただし財政の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還、また

低金利に借りかえることができる、と書いてある

んですけども、こういう条件ができるんですか。

固定金利ではなくて低金利に借りかえができると

いうふうに附帯条件を書いておりますが、それは

可能なのかどうかというのがちょっと私としては

疑問なんです。答弁願います。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） １点目について、私の方か

らお答えをさせていただきます。

先ほど北出議員のおっしゃるとおりだというふ

うに思っております。平成１２年度ぐらいからそ

ういう額で推移をするといいますか、していくべ

きではないかというのが現在の考え方でございま

す。

○議長（薮野 勤君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えいたします。

現在、政府資金で借りておりますのは１．３％で

ございます。

それから、借りかえということでございますけ

ども、うちの下水道で起債を借りてる状況ですか、

その状況の金利については、借りかえられるよう

な高い金利は、今のところ歴史が浅いのでござい

ません。高い金利がもしあれば、いろいろ借りか

えの条件がございますので、その条件をクリアし



たらいけるということでございます。

以上、そういうことでございます。よろしく。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） だから、借りかえ条件が

クリアできたらできるというのは当たり前の話な

んですよね。ここでは借りかえができるというふ

うに日本語で書かれておりまして、これは１００

％借りかえができるというふうに私は読んだんで

すよね。部長の今の御発言だと、できるものはで

きるし、できないものはできないという御発言だ

と思うので、ここの文意といささか意味が異なる

と思うんですけど、その辺もう一回整理してくだ

さい。

○議長（薮野 勤君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。えら

い失礼しました。

金利の高い分についてはいろいろと条件がござ

いますけど、借りかえはできるということでござ

います。うちの今借りておるのは、金利が低うご

ざいますので、できないということでございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） まだ不明なんですけども、

今のとこは高金利で借りてるものはないというこ

とですね。今後、高金利で借りることがあっても、

低金利に借りかえということは可能であろうとい

うことですか。できるというように断定的表現な

んですね、ここね。余り言葉じりをつかまえたく

ないんですけれども。 わかりました。そうい

うふうに理解さしていただきます。

以上、結構です。

○議長（薮野 勤君） 他にございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第７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

って報告第７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７、報告第８号 専決処分の承認

－２４７－

を求めるについて（平成１０年度大阪府泉南市水

道事業会計補正予算（第４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。佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 報告第８号、専決処分

の承認を求めるにつきまして、内容の御説明を申

し上げます。議案書１０９ページをお開き願いま

す。

まず、専決の理由でございますが、平成１０年

度における総配水量が増加し、その不足分の水量

を府営水道より受水する必要が生じましたので、

専決をしたものでございます。なお、この専決に

係ります補正予算の説明につきましては、１１３

ページとなっておりますので、ごらんいただきた

いと思います。

これは収益的支出の補正でございまして、節区

分としては、受水費２，５９５万円となっておりま

す。この金額の内容でございますが、これは府営

水道から今回の不足分として受水をいたしました

水量３３万１，７２５立方メートルでございます。

なお、この水量に対しまして、府営水道の単価７

４円５０銭を乗じ、さらに消費税分を加算いたし

まして２，５９５万円となったものでございます。

以上、簡単ではございますが、よろしく御承認

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。

これより報告第８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８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８、報告第９号 専決処分の承認



を求めるについて（平成１１年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第１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９号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１１年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第１

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、給食センターにおけ

る食器消毒保管庫が故障し、食器の消毒ができな

くなりましたため、新たに購入する必要が生じま

したので、緊急に経費の予算措置が必要となり、

専決処分をいたしたものでございます。

１１７ページでございます。歳入歳出の総額に

それぞれ１４１万８，０００円を追加いたしまして、

歳入歳出の総額をそれぞれ２００億６，２２１万８，

０００円とするものでございます。

内容につきましては、１２２ページの学校給食

センター費の備品購入費として１４１万８，０００

円を補正し、食器消毒保管庫を購入するものでご

ざいます。

一方、歳入につきましては、１２１ページに記

載のとおりでございます。

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を申し上

げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 大森君。

○５番（大森和夫君） 夏を迎えて食中毒の心配が

あるんで、特にお伺いしたいんですけども、食器

保管庫がこの当時、この修理というか購入する分

含めて、昭和５０年に買うたやつが２つですかね、

それから５１年に買うたやつが１つあって、古い

やつが３つあるとお聞きしてるんですけども、あ

との２つの分が食器の保管庫としての寿命という

か、耐久性はあるのか。

前々回でしたか、私、一般質問で質問させても

らいました食缶保管器も、これは非常に古いとい

うふうに給食センターの方からお聞きしてるんで

－２４８－

すけども、夏に向けての食中毒の対策を含めてお

願いいたします。

○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） ただいまの御質問

にお答えさせていただきます。

今回の食器消毒保管庫につきましては、御指摘

のように昭和５０年のが２基、それから５１年購

入が１基ということでして、そのうち５０年度分

のものが今回機能を低下してしまったということ

でございます。あとの２基につきましては十分機

能しておりますが、点検を怠らないよう確認して

いきたいと思っております。

それから、食缶消毒保管器のことですが、前年

度も御指摘をいただきました。去年、その御指摘

いただいた年度に修理をいたしまして、現在十分

機能しております。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 学校の施設の問題、それか

ら学級崩壊の問題等、子供たちをめぐる情勢とい

うか、大変なことがずっと議論になってますので、

こういう給食の問題も絶えず現場の声とか子供さ

んの声を聞いて対応していただくようにお願いい

たします。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第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９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９、報告第１０号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１１年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第２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１０号、専決処分の承認を求めるについて

（平成１１年度大阪府泉南市一般会計補正予算

（第２号））について御説明を申し上げます。

専決の理由でございますが、平成１０年度一般

会計の出納が平成１１年５月３１日をもって閉鎖

されるにつきまして、６，７７３万円の赤字となり

ますので、地方自治法施行令第１６６条の２の規

定により、翌年度の歳入を繰り上げて充当の上、

決算を行うことから、平成１１年度予算において

不足額の予算措置が必要なため専決処分をしたも

のでございます。

補正の内容でございますが、１２７ページをお

開きを願います。歳入歳出の総額にそれぞれ６，７

７３万円を追加いたしまして、２０１億２，９９４

万８，０００円とするものでございます。歳入歳出

の明細につきましては、１３１ページから１３２

ページに記載をいたしておるとおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御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。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 最終的には６，７００万何

がしかの赤字が出たと、こういうことなんですが、

その主たる原因をどういうふうに考えておられる

のか。かつてない赤字を計上しているわけですか

ら。

それと、なおかつ繰越明許がこれぐらいあるわ

けですから、繰越明許を実際上当年度でやってお

れば、その分、執行分が必要になるわけですから、

歳出分が必要になるわけですから、繰越明許をや

っておらなければさらに赤字が増大するという大

変な最終補正になっているわけですが、その辺の

主たる原因をどういうふうにお考えになっている

のか、その点を明確にしていただきたい、こうい

うふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 和気議員の御質

問にお答えさせていただきます。

－２４９－

平成１０年度の決算で実質収支で６，７７３万円

の赤字ということで、今回繰上充用さしていただ

いてるんですけども、我々財政当局としてその原

因といたしまして、歳入においてやはり関西国際

空港の開港に伴って、空港関連税収が平成８年度

をピークとして、その後償却資産の影響などによ

り低下傾向にあり、また空港関連以外の市税収入

全体で過去１０年間増加してきました。しかし、

景気の低迷などによりまして、今年度１０年度決

算において減少に転じました。

また反面、歳出においても、現在、決算集計中

で詳しいあれは出てないんですけども、空港開港

を契機として都市基盤整備を進めてきた。その結

果、人件費や公債費などの義務的経費が確実に増

加し、赤字の要因となったということでございま

す。

それと、繰越明許を含めてもっと赤になるんじ

ゃないかということでございますけれども、１０

年度一般会計の決算で、歳入といたしまして１９

４億６，６３７万４，０００円、そして歳出で１９４

億８，８１２万７，０００円、差し引きいたしますと

２，１７５万３，０００円の実質収支で赤字でござい

ます。そして翌年度、今和気議員言われました繰

越明許で一般財源相当分につきまして４，５９７万

６，０００円を翌年度の財源に送っていきます。そ

の関係で実質６，７７３万円の赤字ということでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） １１年度予算で６，７００

万何がしかのいわゆる１０年度の赤字補てんをし

なければならない。これだけ財源不足になるわけ

ですね、１１年度は。補正をしてるわけです。

そういう点で、もう既に固定資産税とか、そう

いうものを充てて税の先取りをすると、こういう

ことになるわけですけれど、この辺１０年度のい

わゆる最終を見れば、八十幾らでしたかね。去年

よりも悪くなっている。いわゆる空港税収を除く

と７６％強ということで、去年よりも１％以上税

収は悪くなってきている。さらに、ここで６，００

０何がしかの財源不足になるわけですから、これ

は大変なことになるというふうに思うんですが、



その辺の対応策、これをもう一般的で結構です、

時間もありませんから。それで特にこの辺は市長

にお伺いをしたいというふうに思うんですが、そ

の辺の確たる見通し、根拠。数字は結構ですから、

政治的な判断も含めてお願いします。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 財政運営上の一番の課題と

いうのは、一に税収の確保ということに尽きるか

というふうに思っております。

私ども税担当も、休日あるいは夜間の臨戸徴収、

部長級も含めて対応して一定の成果は上げており

ますけれども、滞繰が非常に多いということもあ

りまして、率としては低下をしてきておるという

ことでございますので、今後その税収の確保とい

うことを最大の我々の課題というふうに位置づけ

まして、体制の整備、あるいはまた府の方からも

一定期間経験者も来ていただいて、一緒にスクラ

ムを組んでやっていくということも考えておりま

すので、１１年度、非常に厳しい中ではございま

すが、ぜひさらなる捕捉、確保に努めていくよう

に全力で取り組む覚悟でございますので、御理解

をいただきたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 市長、ちょっと今、私わ

からなかった部分があるんですが、大阪府の方か

らそういう手なれの人を確保してと、こういうこ

となんですが、それは具体的にどういうことなん

でしょうか。また、出向職員を府から１人引き抜

くといいますか配置をすると、こういうことにな

るんでしょうか。ちょっと私よく聞き取れなかっ

たんで、その辺どうなるのか、お示しをいただき

たい。

○議長（薮野 勤君） 中田参与。

○総務部参与（中田正純君） お答え申し上げます。

大阪府の方でも税収が集まりにくいということ

で、特別の査察班というんですか、徴収班がござ

いまして、そういったことで私どもの方も府下ワ

ーストワンという徴収率でございますので、大阪

府の特別の徴収班と合同で、いわゆる臨戸で税金

を集めに行くというような話を進めているところ

でございます。

○議長（薮野 勤君） 上山君。

－２５０－

○１８番（上山 忠君） これだけの赤字が出たん

で、次年度のやつから処理するということですけ

ども、今の会計処理では悪さが見えにくいという

ことで、複式簿記、バランスシート、つまり貸借

対照表による処理が今検討されているんだと思う

んですけども、そういう処理方法についての検討

はされているわけですか。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 議員御指摘のように、

自治体におきます明朗会計という観点から、企業

等で用いてございますバランスシートと申します

か貸借対照表、そういうような導入についていろ

いろと論議されており、また具体的にそういう点

につきまして検討をされつつあるという事例も承

知してございます。

議員御指摘のように、今後本市の財政運営につ

きまして、やはり公開性と申しますか、より市民

に広く知っていただくという観点からも、そうい

う点について検討してまいりたいと思っていると

ころでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。

○議長（薮野 勤君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 先般の日経で、京都市の

財政をこの複式簿記会計、つまりバランスシート

的に見たときにどういう結果になったかというこ

とが記事としてあったわけですけども、意外に財

政状態は健全だという結論が出てるわけです。つ

まり、いいとこ、悪いとこがはっきり見えてくる

というふうな会計処理だと僕自身は判断してるわ

けですけども、なるべくやっぱり市民が見てわか

るような財政会計処理を今後検討されるというこ

とですので、なるべく早く検討をして、なるべく

早く実施に移してほしいと思っていますので、よ

ろしくお願いしときます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 歳出関連ですけれども、

この間予算委員会でも助役にちょっと発言させて

いただいたコンピューターの入札関係ですね。各

項目ほとんど、去年からことしにかけてコンピュ

ーターの購入はかなり多いと思うんです。その支

出の枠組み、どういう形で入札されてるのか、ち

ょっとお聞かせ願いたいんですけれども、ちょっ



と細か過ぎますか。でも、歳入歳出予算補正の中

で、抽象論議だけども、赤字を減らすためにも。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 予算の委員会の中でも同様

の御指摘をいただきまして、どうも議員の御経験

からいくとコンピューターというのはもっと安く、

率直に申し上げると日本橋あたりへ行けばもっと

安く手に入るんと違うんかいよというふうな御意

見だったというふうに思っております。

申しわけございませんが、今直接根拠を持って

おりませんけども、それも総務部の担当の室長の

方に指示をして、ほんとにそういう買い方ができ

るのかということで今検討さしておりますので、

今ちょっと答えを持ち合わせておりませんが、比

較的そういう我々の役所のルールにのっとった形

で、できるだけ安いものを購入するという方法に

ついても検討しておりますが、いろいろ何か制約

があるというふうなことは聞いておりますが、具

体的な根拠を今ちょっとお示しできませんので、

その点については後日また御報告もさせていただ

こうと思っております。ちょっとそれで御容赦い

ただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） ちょっと老婆心ながら申

し上げさせていただきますけれども、日本橋云々

ということで、一定額面、その程度に恐らく入札

は入ってくるんじゃないかなとは思ってます。

ただ、例えば去年が大体ＣＰＵでも３００から

３３３とか４００ぐらいに上がってきまして、今

４３３とか５００まで行っておりまして、例えば

半年前の機械を買えば相当安いんですよね。ＣＰ

Ｕはそんなに上がったところで、機能にそんなに

差はないんですよ。だから、これを例えば入札の

ときに新型ばっかりで入札が入っちゃうと非常に

高額で入札しなきゃならないという問題があるん

です。これが１つです。

もう１つは、デルとかゲートウェイとかアメリ

カ系統の機種というのは、大体日本製より１０万

ぐらい安いですから、性能は全然変わりませんか

ら、今後購入計画を立てるときに、その２点だけ

でも考慮されれば、１台につき１０万ぐらいは減

額できるんじゃないかと。非常にこの財政危機の

－２５１－

中、そういう選択は可能であるし、すべきだと思

うんです。ただ、外国産の場合は入札の問題とか、

いろいろ手続上の問題はありますけれども、それ

は検討を加えていただいて、より低額で購入でき

るという形にちょっと努めていただきたいと思い

ます。要請さしていただきます。

それと、これ、私がちょっとなくしたんかどう

かわからないですけど、中期的財政展望案ですね。

林議員が持ってらっしゃって、私は持っていない

んですよね。みんなに配っていただきましたか。

西浦議員も確認してないと言うので、ひょっとし

たらと思ったんですけど、私の誤解だったんです

かね。わかりました。

○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） 私、議員になってこういう

予算措置は初めてなんですけども、役所の会計と

いうのはプラマイゼロで、赤字とか黒字というの

が余りピンと来なくてずっと議員やっとるんです

が、今回こういう形で６，７００万という赤字補て

んをすると。次年度収入から回すという、こうい

う措置をされとるんですが、今の状況からいって

も、関空の収入はピークを超えたということです

から、そういう点で今年度入る予定を前年度へ回

すわけですね、収入をね。その根拠というのは、

一体具体的に何からどう回すのかですね。

今回の予算も、１１年度予算というんか、今年

度予算も目いっぱいの予算を組んで執行していら

っしゃるんですね。きょうに至ってこういう今年

度分から前年度分の支払いが足らんようになった

から回すんだという、こういう説明だと思うんで

すが、一体これはどういうようになるのか。また、

来年度もそういうことを繰り返していくという、

そういうことが可能性としては十分あり得るのか

と。

それと、我々は地方自治体はつぶれないと思っ

とるんですが、そういう次の年度の収入を見込ん

で予算を組んでいくということに泉南市がこれか

ら入っていくのかどうかですね。そうなってくる

ことについて、基本的にどういうふうに防衛をし

ていくのか。この辺、初めてのことなんでね。こ

ういう処理が地方自治法なんかでも縛りがあると



いうように説明があったんですが、この辺の役所

の、こういう予定収入がなく、歳出は予定どおり

基本的には出していくと思うんですが、そういう

点では予算を組んでおりますから、歳出が予算を

超えて出るということはないと思うんで、恐らく

歳入予定が狂ったんではないかなと思うんですが、

その辺の基本的な御説明をまずしていただきたい

と思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 自治体において処理の

仕方として赤字にはならないのではないかという

ことでございますけども、本市は今回１２年ぶり

という形で、１２年前にも数年間続いてございま

した。そして、府下でも１０年度、まだ会計決算

が府下の公表は９月以降になるわけでございます

けども、漏れ聞くところによりますと、泉州区域

でもほかにも泉南以外にも１ないし２自治体が赤

字になるんじゃないかと。９年度の赤字の自治体

も府下で数市ございました。

それと、会計処理の方法といたしましては、会

計は別になるわけでございますけども、次に御審

議いただく国民健康保険の特会におきます会計処

理、この手法ですね。これを一般会計においても

やっておるということで、処理方法としてはこう

いう方式として従前からもあ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） ちょっと通り一遍の説明で、

事の重大性がひしひしと伝わってこないんです、

この状態がですね。いわゆることしに入った予算

を使っとるわけですから、それを次年度取り崩す

といえば、それは次年度でとまればいいんですけ

ど、次年度また来年度から取り崩す 国保がそ

うなってるのは根本的なそういう構造的な問題が

あるからわかりますよ、国保の場合はね。国保で

そういう処理をしとるから一般会計でもて、一般

会計というのはもとのもとですから、国保に対し

ても一般会計がついとるから国保は維持しとるん

であって、そのもとの一般会計で、国保でもやっ

とるんだからそういう処理ですわということでは、

余りにも１２年ぶりに数年間続いたということの

市民に与える影響ですね。次の年度に使う予算を
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使うわけですから、これはやっぱり市民にもこの

ことがいかに重大かということがわかるような説

明がないと、いや、ないから、国保でもやっとる

から来年度から取り崩してるんですわでは、私は

余りにもこの認識が、そうではないとは思うんで

すが、危機感がないんじゃないかなという感じが

するんですね。

そういうことでいけば、永遠にそら次年度のを

取っていったらいいんですから。次年度は次年度

で予定があるわけですからね。そこは今の説明で

はこの問題が一体どういう問題を持っとるのかと

いうことがちょっとわからないんですが、もう少

しわかるように御説明いただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 失礼いたしました。手

法としてそういうことがあるということでありま

して、現在の財政の危機的状況、これにつきまし

てはいろいろと議会においても御論議いただいて

るところでございますし、今回そういう今までの

状況の中を総括いたしまして、そして今後の１４

年度までの財政予測を立てさせていただいたのが、

今回の先ほど御紹介ございました中期的財政予測

という中身でございます。

その中で、今までの過去、平成元年からこの平

成１０年までの状況等をいろいろと総括する中で、

今の財政状況の厳しさというのを表現と申します

か、記載してございます。それをもとに今後１４

年までにどのぐらいの赤字になるのかということ

で表記してきてるわけでございます。

時間的なこともございまして、具体的にはちょ

っとはしょるわけでございますけども、財政予測

におきましては４章立てでその辺の内容等を紹介

する中で、今後いわゆる事業費を含まないでも１

４年までに１４億の赤字、そして現在ございます

公共公債、これの基金が約２０億ございますが、

それを取り崩し、毎年度必要な事業経費に投入す

るといたしまして、１４年までに現在ございます

２０億の基金を取り崩して、なお３億の不足が生

じるということで、一般的に大ざっぱでございま

すが、１１年度程度の事業執行を行っていくとす

れば、１４年度で１７億程度の赤字となるという、

説明的に大ざっぱでございますけども、それをど



ういうふうにクリアしていくのかということで、

歳入を図って、歳出をどれだけ削減するのかとい

うことを具体的に目標を立てておるのが、今回の

財政予測という中身になってございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 私の関心の先のお話がずっ

と説明があるんですが、いわゆる予算の組み方と

して、歳出は予定どおり使うというのは基本的な

原則ですから使うとして、減ったのは歳入が減っ

たわけでしょう。

歳入というのは、我々いつも予算が出されると

きに、いわゆる実際に取れるだけの金額と組まれ

てくる予算にかなり大きな差があって、そこはあ

なた方が、取る態勢はこれだけあるけども、実際

はこれぐらいしか取れないという数字、我々の常

識から見たらかなり低い数字をカウントしとるん

ですね。ここの見方１つなんでしょう、この赤字、

黒字というたって。実際は会社では取るべき債権

があれば、それも入れれば黒字になると思うんで

すね。だから、実際取れるもののカウントの仕方

ということの問題性です。

ですから、初めて１２年ぶりに出たこの問題性

を、一体どこに具体的な問題があったのか、これ

からどう対応するかはこれから議論したらいいと

思うんですが、今回こういうような措置をせざる

を得なくなったことの、あなた方が感じているよ

うにこの問題の持つ意味というのは、市民に与え

るショックは大きいと思うんですよ。６，７００万

なんですよ、赤字が。しかも、それは次年度の収

入、次年度の予算から取り崩すんだという、そう

いう表現として伝わるわけですから。

だから、そういう点でこういう１２年ぶりの

それはいつでも取るべき対象の量と、実際これ

ぐらいしか歳入できないでしょうということの中

であなた方がずっとやってくるから、基本的には

私は慢性的なそういう問題性を持っとると思うけ

ども、そういうことはあなた方は安全な道をとる、

安全な１つの運営をしようとして、私はいつも低

い金額、こんなものは簡単に取れるという金額を

出して、そこで予算を組んどるように思うんです

けどね。そういうような手法の中でなおこういう

状態が起きたということが、私は重大じゃないか
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なと思うんですよ。もっともっと取るべき金はあ

るわけでしょう。

そういうことで、こういう赤字、財源不足、次

年度から補てんをするという初めての活字が今回

出てきとるわけなんですわね。そういう点でもう

少し、こういうことがどうして起こったのか。そ

して、今後これ数年続くというわけですから、来

年はもっと苦しくなるわけですね、取っちゃうわ

けですから。そういうことでのきちっとした分析

をした説明をいただかないと、今後の手法はそら

いろんな手法があると思いますよ。しかし、こう

いう財源不足から次年度取り崩すというものが生

じた財政運営のまずさというんか責任、市民に与

えるショック、そういうことも含めて、これは至

ってやっぱりはっきりしてもらわないと困る内容

だと思うので、そういうところに絞ってちゃんと

説明してくださいよ。

ただ取れませんと言うたって、そら１００％入

る財源もあるし、数字を見れば都市計画税とか固

定資産税とか、そちらの方に案外原因があるんじ

ゃないかなと思うんですが、それがちゃんと説明

をいただかないと、こういうことになったという

のはちょっとわからないんで、きちっと説明をし

てください。私、質問を３回もやっとるんですが、

的確にやっぱり今なぜこういうことが起きたのか

ということが、我々にも市民にもわかるような説

明をしていただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 先ほど来、部長の方からも

御説明を申し上げております。平成１０年度の正

式な決算ということではございませんが、今の決

算状況で見てみますと、率直に申し上げて、今議

員おっしゃるとおり、市税の方がこれが当初見込

み、かなり低く見積もってたんじゃないか、それ

でも財源不足ではないかというお言葉ではござい

ますけれども、当初予算では比較的目いっぱい見

ております。頑張ってやるということも含めまし

て、ざっと申し上げますと、当初予算で１０８億

ぐらいの市税の収入を見込んでおりました。ただ、

昨今の景気の状況、それと従前来御指摘をいただ

いております徴収率の低さといいますか、実際に

収入されたのが１０４億というふうな数字でござ



います。

これにつきましては、滞納、現年とも前年より

上回りますけれども、全体の徴収率としては８２．

４％程度にとどまるということで、当初はもう少

し高い、頑張って高く取るという目標で予算を組

んでおりました。その点で財政的に財源不足が生

じたというのが１点であります。

それと、２点目は、これも逐一御指摘を受けて

るところでございますけれども、経常収支比率に

見られますような固定的な、経常的な支出が一般

財源の率から来ると１００％を超えるというふう

なことで、非常に硬直化した財政構造というのが

ございます。こういう歳出については、非常に削

りにくい状況がある一方で、歳入で努力目標も含

めて非常に頑張ってやるということで、事実頑張

ったわけですけれども、結果として税収がそうい

う形で、予算と決算で４億ぐらいの財源不足があ

ると。こういう形の中で、１２年ぶりといいます

か、赤字を打たざるを得なかったという状況でご

ざいます。

したがいまして、今後の話はまた御議論という

ことで議員の御指摘もございましたので、現状の

１０年度の決算ということになりますと、概略そ

ういう内容であろうというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今の数字を聞くと、もっと

恐ろしくなるんですね。予定税収から４億ダウン

しとるということでしょう。それを歳出の方でカ

バーして、結果的には６，７００万になったと、こ

ういう理解でいいんですね、基本的には。そうで

しょう。

そうすると、我々は予算を組みながら、歳出の

方はどんどん使っていくと思うんですが、予定の

１０８億入るという予算を組みながら１０４億し

か入らなかった。これは時代の状況もやはりちゃ

んと考えながら、どれぐらいの税収が 市の実

力も含めて予算を組む、そこに問題があったと言

わざるを得ないですね、これはある意味で。やっ

ぱり何ぼ努力しても取れないのは、それは客観的

数字があるわけですから。

この１０８億に対して、いわゆる調定額がどれ

ぐらいあるのか、その数字は言われませんでした
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が、この１０８億でも調定額からいえばかなり低

いと思うんですね、我々普通の常識からいえば。

その中身が余りよくわかりませんから、調定額の

中がですね。そういう点で１００％入るものもあ

りながら、また市民税とかそういうことであれば

収入に連動しますから、案外高い徴収率になると

思いますが、収入に全く関係ない都市計画税とか

固定資産税、ここが一番大きいと思うんですね。

そういうことで、やはり財政が厳しい中で、な

お目いっぱい見たという、その見方が私はやはり

財政運営の中で本当に、民間的な経営からいえば

お金が入らなかったら倒産ですから、役所は次の

年度のこういう取り崩しができるみたいなやり方

ができるからもっとると思うんですが、それは次

年度に負担を転嫁する典型的な手法ですから、そ

んなことは絶対、次の時代の人のお金を持ってき

て奪って運営するわけですから、そういう点では

もう少し財政のときに歳入と歳出のバランスを、

希望的にとか目いっぱいという表現じゃなしに、

確実な運営をしないとこういう結果が出るんじゃ

ないですか。

６，７００万円、実際的には４億円も予定収入よ

り減ったということは、私は大変問題なんで、こ

れはほんとに市長はこういう市政運営の最高責任

者ですから、こういう発表を議会なり市民にせざ

るを得ないということは、相当市長の、このこと

について初めてのことですから、やはりきちっと

した見解と、市民に対する心配をかけないこれか

らの健全な財政運営の決意表明をきちっと理解の

できる形でしてもらわないと、私はこの審議は出

発できないと思いますよ。

そういう点で市長に見解を求めて、最後にはな

りますけども、私もこれで終わりますけども、そ

ういう点で初めてこういう問題が出たということ

と、今の状況も踏まえて、市長のこの問題に対す

る認識と決意の答弁をいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 一般会計で６，７００万何が

しの赤字ということで、市民の皆さん初め議会の

皆さんにも大変御心配をおかけいたしまして、申

しわけないというふうに思っております。

一番の大きな原因というのは、確かに歳入の確



保の難しさということはあるわけでございますが、

一方では歳出の節減なり縮減という形で過年度か

らも取り組んでまいりまして、一定の成果は出て

はきておりますけれども、なお歳入を上回る歳出

ということになりましたので、非常に危機感を持

っております。

したがいまして、３月議会でも申し上げました

ように、さらなる行財政改革の推進はもとより、

歳入の確保についてのより厳しい対応をしていき

たいというふうに思いますし、それから特にその

うちの非常に大きなウエートを占めます経常経費、

中でも人件費等、これに切り込むということも表

明をさしていただいております。したがって、こ

れを大きな危機の１つの警鐘といたしまして、行

財政運営についてはさらに厳しい対応をしてまい

りたいというふうに思います。

中期財政展望にもお示しをしておりますように、

ここしばらくはこのような非常に厳しい財政運営

を強いられるというふうに考えておりますので、

毎年度毎年度、十分精査をした中で改革に取り組

んでまいりたいというふうに思っております。ぜ

ひ議会の皆様の御理解もいただきながら、財政の

健全化に向けて取り組みを進めてまいりたいとい

うふうに存じております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 市長の決意をいただいたん

ですが、私は暗い思いしか持たないんですね。も

う少しこういうときには明るい アイデアは無

限ですからね、やっぱり今までやってきた手法を

根本から見直して、本当にもうそういう１つの既

成概念とか、そういうことを全部取っ払って、本

当に優秀な、僕はほんとに職員の方というのは優

秀さを時々感じるときがいっぱいあるんですが、

民間会社ももちろん優秀ですが、役人の方の生ま

じめさとか書類をきちっとやることとか、開発に

絡んでの交通の調査なんかとか、本当にスカッと

したものが出てくる。

ああいうようなものをもっと明るい方向にアイ

デアとして出してくる。本当に一丸となって、暗

いイメージじゃなしに、こういうときこそ明るい

システムというんか、やり方を市長、出さないと、

厳しい厳しいと言うたら、だれも防衛的にガーッ
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と固まってしまいますよ。これだけの大きな人と、

それから２００億円以上のお金が入ってくるわけ

ですから、これは民間会社にちょっとないですよ。

そういう点で、もう少し明るい運営ビジョンを

出さないとね。市長、今しか出せないですよ。み

んな何が出ても驚かないような心づもりがあるわ

けですから、そういう点では、そういうときに暗

い厳しいものを出すのはだれでも出すと思います

よ。

そういう点で、私も一般質問の中でもいろんな

提案を、あんなことできるかいなというようなこ

とも含めてさせてはいただきましたけども、本当

に役所に対するイメージ、市民が持ってる、また

役人の方が持ってるイメージを全部取っ払って、

ほんとにこれでゼロから一遍やるんだと、そうい

うようなアイデアを出してもらいたい。

私は、中小企業の経営精神に学ぶべきだと思う

んです、泉南市の場合にはね。だから、部長とか

課長とか次長とか、縦割りのそういうことじゃな

しに、みんな同じ線に並んで、１つ１つの仕事に

責任を持って当たるような、そういう大胆な機構

改革をやって、明るくやってもらいたいと思いま

す。

今の市長の考えでは、本当にああそうやなあ、

一生懸命やろうかいなという気にはならない。少

しでも自分だけはちょっと防衛しようかなと、僕

でさえそう思っちゃうんで、ぜひ市長、こういう

ときにこそ、アイデアは無限ということにひとつ

立ち返って、ぜひやってもらいたいと思いますよ。

希望というか、要請しときます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） これは１０年度の赤字を

補てんするという点で、１０年度にこういう赤字

を生み出した形で先ほどの補正予算を終結したわ

けですが、私はこの点では、本来さきの１０年度

のところでも言うべきことでもあったかと思うん

ですが、この１１年度の一般会計の補正予算で、

その後始末の予算としてここで出されております

ので、ここの方が非常に具体的かなと、こう思い

もして、この予算書を見ておりました。

それで６，７７３万、これのいわゆる補てん財源

として滞納繰越分、これを充てるということにな



っておるんです。こうであるんですが、これは別

に１１年度予算の中のことですから、本来的にこ

の滞納繰り越しというのは収税を強化してそのこ

とをなくすということなんですが、わざわざこれ

を充ててるということで、財源的にまず間違いな

くそのことが、ある意味ではお金には名前書いて

ないから、集まってきたものがどうこうなんです

が、問題は収税率をこの分だけ１１年度では絶対

的に高めて、そのことを補てんするということに

なるのか、まずそのことからちょっとお尋ねして

おきたい。

○議長（薮野 勤君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 固定資産の滞納繰り

越しの補てんということでございますので、我々

税担当といたしましては、最大限努力してその数

値達成に努力すると言うしか言いようがございま

せんので、その点御理解をよろしくお願いいたし

ます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） なかなか収税率が上がら

ない、そういう中でのただ決意だけを言われて、

そら決意がなければ何事もできませんが、それで

はちょっとほんとの意味でその赤字補てんができ

るのかなという不安が、このままでは今の言葉だ

けでは私はちょっと納得しがたいなというふうに

思うんです。

そこで、１０年度で６，７７３万の歳入不足が生

じたということで、そのことについて、先ほど我

が党の和気議員の４点ほどの質問に答えて答弁が

あったわけですが、ここで例えば中期的財政展望

を出されましたですね。この中期的財政展望につ

いて、まだいただいて具体的な説明も十分受けて

おりませんから、これについての理解も不十分な

点がある中での質問ということになりますので申

しわけないんですが、ここで出された展望と、そ

して課題があります。

その課題の中にはいろんな問題があるんですが、

今回ここで１０年度決算としてはこれだけのいわ

ゆる実質収支で赤字だというわけなんですが、１

つ基金の問題を考えてみたいと思うんですが、９

年度で大体２０億２８２万４，５００円、これは公

共施設整備基金と公債費管理基金ですけども、こ
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れだけで見ると、９年度末の現在高でそういう金

額が出ております。１０年度はどうかというと、

１０年度も２０億３，７３５万９，０００円というふ

うに、この２つを合わせますとそれだけのものが

出てる。

ただ、この年度には、１０年度には約２億８，９

００万、約２億９，０００万近くの積み立て額がな

されてるんですね。取り崩し額が２億８，０００万

ですから、１０年度の積み立て額を１０年度で大

体消化してしまったと。これは全体額で、ただし

公共施設整備基金の方だけに歳入を入れたわけで

すが、これで見ると、決してこれをもっともっと

取り崩せというのがいいことではないわけですが、

しかしこの予算、これだけのものを持っておるま

まで、６，７００万の歳入不足ということで今回１

０年度赤字を出したと。

それは、市長としては赤字を出すということは

それなりに大変な思いがあるかもわかりませんが、

しかし１１年度にはこの取り崩し額については約

１０億ですか、１０億をちょっと上回る取り崩し

額を考えておるわけですが、そういうことから見

ても、ここでこの赤字をつくり出したという形を

とったのは、市長としてはこれからの財政を健全

化に向かわしめるためのいわゆる政治的判断によ

る結果じゃないんですか、これは。どうなんです

か。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 議員御指摘のように、

財政予測の中でも表現さしてもらっておるわけで

ございますけども、本市におきまして経常収支の

み１００％以上という状況がございます。そうい

う中でも、この前からも御論議いただいてござい

ますように、空港関連の１期の積み残し、また基

本的に最低限の投資を行っていくという状況がご

ざいます。そういうふうな中で、そういうふうな

最低限の必要不可欠な事業を計画的に実施してい

くというためには、基金をやはり計画的に使用し

ていかなだめだという状況がございます。

そういう中で、先ほどの今後の財政予測でござ

いますけども、１４年度まで計画的にそれを考え

た場合でも、事業関係だけでも３億の赤字が出る

という状況の中で、今回１０年度決算としてはそ



れができ得る最上の額であったという形でござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと今の説明は私の

質問には答えていただけてないと。できたら市長

の方に、市長として、今のは事務当局の話です。

私は政治的判断をしてこうしたんじゃないですか

と、今回の６，７００万の赤字という形をつくった

のはね。そういうふうに言うてるんですよ。どう

なんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 林議員おっしゃるように、

基金がまだあるじゃないかと。それを取り崩せば

収支とんとんなり可能ではなかったかということ

かというふうに思います。

もちろん取り崩せばそういうことも可能だとい

うふうに思いますけれども、今の本市の財政の実

態というものは、やはり１つはできるだけ明確に

する必要があるということと、それから次年度以

降やはり当初予算を組んでいく中で、どうしても

当初予算の中で基金の取り崩しなり運用というこ

とが不可欠なわけでございますので、できるだけ

基金については延命化をしたいという部分もござ

いました。そういうことで、今回６，７００万何が

しという赤字ということになったわけでございま

す。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと市長、だから私

はそういうことについて政治的判断で今度赤字を

出したんと違うかと。具体的にはこの基金の

これ市長、見ておられるでしょう、中身は。これ

までの基金の経過、現状ね。確かに平成３年ごろ

は５０億あったんですよ、全体としてですが。し

かし、当時はいわゆる政府の指導でため込みをや

ってきたんですよ。ため込み主義でいろいろやっ

てきて、そして財政が厳しい、厳しいということ

で、住民が望む事業についてはなかなかやらんと

締めつけしてきたこともある。そして大きな事業

をやっていくと。例えばそういうことで泉南市の

財政運営もあったわけですよ。

平成７年度には、それなりに相当、確かに公共

施設整備基金で１１億と公債費管理基金が３億と
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いうふうに減りました。そして、この中で徐々に

今日まで公債費管理基金と公共施設整備基金につ

いては一定ため込んできています。

この金額から見ると、率直なとこ今６，７００万

の赤字やということになると、そら確かに財政が

厳しいから、公共施設整備基金がなければ、そら

たちまち大変なことですよ。これはわかってます

よ。だけど、これもやっぱり本来市の財政運営と

いうのは単年度主義ですから、それを極端なこと

にならないような補完の財源として置いてるとい

うことにもなるわけですけども、ここで今赤字ま

で出してそうする必要はなかったんではないかな

と、例えば。そうしなくても、厳しいということ

については、これは当然具体的な数字で議論して、

今後の対応の仕方というのは考えられるわけです

から。

ただ、先ほど小山議員からもありましたけども、

市民に赤字だ赤字だということで、市民生活が圧

迫されるようなことになってもいかんし、市民の

側にそういう感情を持たして、それから意欲のな

いようなことにしてしまってはならないんではな

いかなという気持ちを私も持ってるんです。

だから、財政はここまで厳しいということにつ

いては大いに訴えて、例えば本来納税せないかん

のを納税せんと来てる人たちには、ひとつ頑張っ

て、やっぱり法の平等のもとでのこととして納税

を求めるとか、これはあってもしかるべきだと私

は思うんですよ。それから、市もこういう努力を

してるということで、予算の内容もやはりきちっ

と構成していくということも大事だと思いますよ。

だから、そういうことを６，７００万赤字になっ

たと、えらいこっちゃという形だけにすると、何

かそこだけ余り強調すると、市民が見たら、いや

こんだけもため込みで持ってるのに、何で赤字な

んやと、うそついてるんと違うかというふうにも

なりかねんわけなんですよ。それで、私はかえっ

て逆効果になりはしないかなと、こう思うんです

よ。

そういう意味で、市長が政治的に判断をしてこ

ういう措置をしたんかなということで聞いてるん

ですよ。だからその点は市長から、ちょっと通り

一遍の数字の基金を置いとかないかんからどうや



こうやというような話じゃなしに、まだまあ言う

たら７年度のことを思ったら余裕があるわけです

よ。だから、そういう点で何でこうしたんかなと、

こう思って、そこのとこをやっぱりちゃんと……。

それは、ここで市の財政は、一般的に地方自治

体は厳しいし、泉南市も厳しいということは私も

わかってますし、それは予算の中で、こうすれば

いい、ああすればいいという意見はありますよ。

あっても財政が厳しいことについては共通の認識

ですから、ここは率直なこととして、私は議論を

議論として市長も受けとめていただきたい、こう

思って意見を言ってるつもりなんです。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 収支決算と基金の関係だと

いうふうに思いますが、確かにまだ基金はござい

ます。ございますが、先ほど言いましたように、

これからしばらく公債費が増加していくという予

測もいたしております。ですから、次年度以降の

当初予算編成ということを考えますと、今ここで

大きく取り崩すということについては、非常に不

安がございます。直近のここ数年の予算編成とい

うことに際しましてはですね。

ですから、その基金についてはできるだけ財源

に充てざるを得ないわけでありますので、その分

を考慮いたしまして、私といたしましては、今回

できるだけ実質こういうことだということをやは

りお示しをして、そして我々自身も身を引き締め

なければいけませんし、また市民の皆さんにもそ

のあたりの財政が非常に厳しいということを御理

解いただかねばいけないわけでございますので、

私といたしましては後者の方を選んだということ

でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。時間も過ぎておりま

すのでまとめてください。簡潔にお願いします。

○２２番（林 治君） 市長、１０年度決算では、

１０年度の末の現在高で基金は、いろんなものは

別として、公共施設整備基金の方は１５億２，５８

６万３，０００円ですよ。それから、公債費管理基

金は５億１，１４９万６，０００円ですよ。この年に

は、先ほども言いましたように約２億９，０００万

の積み立てがあったんですよ。そして、公共施設

整備基金の方だけ２億８，０００万使って、公債費

－２５８－

管理基金の方は使ってないんですよ、これについ

ては。だから、この点ではまだ６，７００万の赤字

という形をとらなくても十分いけるんじゃなかっ

たか。

第一、１１年度には１０億近くの取り崩しをし

てるんですよ、１１年度には既に当初で。そうで

しょう。それで歳入に入れてるんです。そしたら

やっぱりここらについては、今の１０年度と１１

年度のこの基金の取り崩しの現状を見ると、そら

ちょっと……。それじゃ１１年度もっとここでの

いろんな事業についての考え方を予算上は配慮す

るべきであったんじゃないかなと、こう思います

よ、ここまでするんなら。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １０年度も結果として余り

取り崩すことなく、大体今日まで至ってるわけな

んですが、当初予算では相当取り崩して予算を組

んでおるわけです。年度途中においていろんな補

助金の確保に全力を挙げたり、あるいは有利ない

ろんな条件を確保して、できるだけ改善をしてい

ってるということですね。

ですから、１１年度もそうだと思うんですが、

１０億ぐらいの取り崩しをして当初予算を組んで

ると。ということは、あと１０億しかないわけで

すね、計算上。そうなりますと１２年度予算を組

むのが精いっぱいと、こうなってくるわけであり

ますから……（林 治君「まだ１３億残ってます

よ」と呼ぶ）１３億にしたって、あと１１年度で

１０億一応取り崩してるわけですから、１２年度

で約１０億ということになりますと、もう残りが

ないと、こういうことになってまいりますので、

これからまだしばらく厳しいですから、当初予算

の対策としてもやはり留保財源というのはできる

だけ持っておく必要があるということでございま

すので、結果として年度内にできるだけ努力して、

それを何とか取り崩し予定を取り崩さないように

努力をして改善はしてまいってはおりますが、そ

れも大阪府の財政も非常に厳しいという中、ある

いは国の方も厳しいという中で、どれだけ一定期

間の間に改善できるかという不安があるわけでご

ざいますので、我々としてはできるだけ公共施設

整備基金等については延命化をして、それを残し



ておきたいということでございますので、御理解

いただきたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 林君。簡潔にまとめてくだ

さい。

○２２番（林 治君） ただ、市長ちょっと、こ

ちらも数字を見て物言うてるんですから、今ある

のを毎年崩していったらもうないやないかという

ようなことをいろいろ私も言われますし、市長が

言うから皆思いますけども、例えば財政が経済不

況で大変だというときにも、平成９年度でも４億

円ですよ、積立金が。この２つについてですよ、

４億円です。それから、１０年度は少し下がって

２億９，０００万ですが、今１１年度は３億５，００

０万の見込みがあって だからこれが全部積み

立てそのものがゼロで今の議論だったらわかりま

すよ。そうでないわけやし、また市長が言うよう

に、国からの補助を取ったりとかいろんなことで、

とりあえずこういう予算を組んでるけども、これ

は今取り崩しで予算化したのは全部そうじゃない

んだというふうにも市長自身が言ったように、だ

から私はこういう今の総体の金額からいって、６，

７７３万のここで改めてこんな赤字をつくってす

ることは政治的意図を持ってやってるんですかと

いうのは、そこなんです。

市長がいろいろと数字を挙げて言われるんで、

そういうふうに言われると、私も数字を挙げてそ

うじゃないということも言わざるを得なくなるん

で、こういう数字の議論をやりますとなかなか聞

いてる方はわかりにくいし、社会的にも市民が傍

聴しててもわかりにくいと思うので、私は避けた

いんですが、あなたも数字で、私も数字を見てた

ら大体わかるわけですから、そういう数字の市長

の言うたことに対して、そうでないですよという

そんな変な反論ささずに、率直に最初、財政が厳

しいのはわかってるから、そういう中でのこの赤

字をつけたことによる政治的な市長の、こういう

ことがあってこういうふうにしてるんやという意

見があるんなら言うてくださいよ。そこを聞いて

るんやから、最初から。それを抜きにして数字で

言われて、そうと違うやないかというようなこと

言わしてたら、議長にだんだん僕嫌われるんです

よ、質問する側は。

－２５９－

〔小山広明君「議長、動議、会期延長の動議。

賛成の方、賛成と言うてください」と呼ぶ〕

〔「賛成」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 議論中でございますが、出

されました議案がまだこの会期中には済みそうに

ありませんので、会期延長の動議を提出いたしま

す。

○議長（薮野 勤君） 暫時休憩いたします。

午後１１時３０分 休憩

午前０時 会期切れによる自然閉会

（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 谷 外 嗣

大阪府泉南市議会議員 南 良 徳


