午前１０時３分 開会

後最大な不況の中、政治も経済も一向に安定され

○議長（嶋本五男君） おはようございます。ただ

ず、非常に厳しい状況のもとに置かれているとこ

いまから平成１１年第４回泉南市議会定例会継続

ろでございます。このような中で、私たちは市民

会を開議いたします。

のニーズや願いをどう実行していくのか、また新

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

しい２１世紀という時代対応をどうするのか、さ

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

まざまな課題が山積をされているところでありま

しました。

す。地方自治行政の果たすべき役割と責任は、極

なお、１５番 上野健二議員からは欠席の届け
出が出ておりますので、報告いたしておきます。

めて重大であろうと思うのであります。
私は、本来の地方自治制度がいまだに実現され

これより日程に入ります。

ていないと考える一人であります。それは、地方

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

分権と言いながらいまだに国家統制の３割自治や

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

中央依存型、他者依存型体質からの脱却がなされ

定により、議長において７番 東 重弘君、８番

ていないからだと思うのであります。明治開国以

松原義樹君の両君を指名いたします。

来の追いつきシステムがいまだ持続をされている

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質
問を議題とし、順次質問を許可いたします。

ところに、問題点があると考えるものであります。
今日では、あらゆる分野におきましてグローバ

まず初めに、１７番 島原正嗣君の質問を許可
いたします。島原君。

ル化が進み、国際的視野に立って対処しなければ
ならない時代でございます。本市も明年は市制施

○１７番（島原正嗣君） 皆さんおはようございま

行３０周年という輝かしい歴史と伝統の年であり

す。きょうはさわやかな天候に恵まれまして、２

ます。また、新世紀へのスタートの年でもありま

日目のトップバッターとして質問をさせていただ

す。本市は、この歴史的教訓と反省の上に立脚し、

きますことを同僚の議員、先輩各位に心から感謝

老年幼年を問わずすべての市民の願いを実現でき

を申し上げたいと思います。

る理想都市を構築しなければならないと考えるの

それでは、御指名をいただきましたので、本市

であります。そのためには、議会、行政、市民、

第４回泉南市議会定例会に当たりまして、新進市

三位一体の環境づくりを行い、ともに共有できる

民連合の立場から既に通告をいたしておりますと

社会、ともに支え合える社会、ともに信頼し合え

おり、大綱第７点にわたり質問を行わせていただ

る社会に向けて最善を尽くすことが本市政の最重

く次第であります。ささやかな質問ではあります

要課題であると考えるものであります。

が、どうぞ皆さんの御理解をお願いしたいと思い
ます。

私は、以上の認識の上に立ちまして、これから
具体的な質問に入らせていただきます。

私は、議員生活今年で３９年であります。この
長い歴史の中にありまして、その都度一般質問を

大綱第１点の質問は、新年度の予算編成につい
てお尋ねをさせていただきます。

行わせていただいているわけでありますが、今回

時期的に若干尚早ではございますが、２０００

は２０世紀最後の議会という視点から質問をさせ

年度、新年度の予算についての基本認識及び重点

ていただきますことに心から感謝を申し上げます

項目についてお伺いをしたい。また、あわせて財

とともに、感無量であり、またみずから大きな感

政の展望につきましてもお答えを賜りたいのであ

動を覚えるものであります。

ります。

なお、この議会の最終日には、私の先輩であり

国家財政も第２次補正予算後の国債依存度は４

ライバルであります、最も尊敬に足りる林議員が

３．４％と言われます。金額にして６００兆円とも

本議会の一般質問の締めくくりをやられると、こ

言われる状況であります。したがって、国同様に

ういうことでございます。

地方財政も税収の低迷で非常に厳しい状況のもと

さて今日、本市政を取り巻く内外の環境は、戦
−５５−

に置かれていると思います。国・府に対しての財

政支援を今後どのように対応していくのか、この

情報の中で、この法律の円滑な運営を求められる

こともあわせて御答弁をいただきたいと思うので

からであります。

あります。

問題は、保険料を支払う側からいえば、保険あ

大綱第２点の質問は、熊取の京都大学等の原子
炉問題についてお尋ねをいたします。

って介護なし、サービスなしでは困るわけであり
ます。したがって、本市は、この法律に沿っての

本問題は、先般の東海村でのＪＣＯ臨界事故以

保険料の決定や本制度に伴う介護サービスの基盤

来、その安全性が強く叫ばれているところであり

整備について、具体的な御答弁をいただきたいの

ますが、本市と熊取町は地域的にも隣接し、もし

であります。

東海村同様の事故が発生した場合、京大原子炉及

介護問題第２の問いは、自立認定と判定された

びこれらに伴う関連施設への具体的な対応策につ

方々に対する具体的措置及び対応策はどのように

いてお示しをいただきたいものであります。

なされるのか、このことについても具体的なお答

また、本問題は国・府に対しましても徹底した
安全確認を行わせる必要があると考えます。今日
まで本市はどのような対応を行ってきたのか、御
答弁をいただきたいのであります。

えをいただきたいものであります。
大綱第５点の質問は、関西空港問題についてお
尋ねをいたします。
関西空港第２期事業も順調にスタートしておる

大綱第３点の質問は、葬祭場問題についてお尋
ねをいたします。

と聞いておりますが、その後全体構想についての
進捗状況について、理解をされている範囲での御

今、市民の多くは、市営の葬祭場を何とかして
ほしいという願いがあります。したがって、本市

答弁を賜りたいのであります。
空港問題第２の問いは、その後本市からの土取

はこれらの施設設置についてどう対応されるのか、

り問題やピーク時についての再要請はあるのかな

将来の展望も含めて御答弁を賜りたいのでありま

いのか、このことについてもお答えをいただきた

す。

い。

最近、特に新家地区を中心に民間、民営による

第３は、南ルート問題の進捗状況について、先

葬祭場の進出予定があり、付近住民の反対署名活

般の空港対策特別委員会におきまして報告がなさ

動等も行われ、既に本市に提出をされている状況

れたものでありますが、もっと具体的な状況説明

でありますが、本市はこれらの整合性や行政指導

をお願い申し上げたいと思います。

を今日までどのようになされてきたのか、また今

空港問題第４の問いは、陸上ルート問題につい

後どのような対応を行うのか、あわせて御答弁を

てお尋ねをいたします。神戸新空港もいよいよ着

いただきたい。

工に向けて事業の展開の準備等が進められている

大綱第４点の質問は、介護保険問題についてお
尋ねをいたします。

わけでありますが、問題は神戸空港開港後の関西
空港とのルート問題は全く問題ないのかどうか。

この法律は、細部の詰めも十分になされないま

また、現関西空港の陸上ルートは行われているわ

ま成立し、多くの課題が残されていることは、御

けでありますが、今のところ障害とか問題とかい

案内のとおりであります。法の目的は、高齢者が

うのは出されていないのかどうか、あわせてお答

増加する２１世紀の日本の社会を暮らしやすくす

えをいただきたいと思います。

ること、自立支援を目的としたこと、地域に住む
住民生活に責任を持つべき市町村を保険者とした

大綱第６点の質問は、教育問題についてお尋ね
をいたします。

こと、福祉の世界に競争原理を導入したこと、介

教育の基本は人間形成であり、かつ個性を生か

護認定やケアマネジメントなどの実験性を持つ新

し、自立可能な人間を形成し、育てることである

しい手法を取り入れたことなど、まさに画期的な

と思います。２１世紀の教育の基本ではないでし

ことでございますが、これを受け入れる市町村は

ょうか。今、各地で発生をいたしております登校

大変なことであります。限られた財源、限られた

拒否や学校崩壊をどう防止されるのか。閉鎖的な

−５６−

学校教育ではなく、個性を生かす教育が強く求め

や改正作業に着手し、近々には一定の方向が示さ

られているところであります。私は、その実現の

れるものと認識をいたしております。

ために学校単位での強力なリーダーシップが欠か

また、大阪府内には東大阪市、熊取町と２市町

せない必要要件であろうと思います。学習指導要

には放射性関連施設があり、特に熊取町には京都

領の改訂で予定されている総合学習の時間の導入

大学原子炉実験所、原子燃料工業株式会社、住友

や科目選択の拡大には、学校を挙げての取り組み

電工ファインポリマー株式会社、そしてポニー工

が必要であります。特に校長は、学校教育法で学

業株式会社の４つの放射性関連施設がございます。

校をつかさどり、所属職員を監督すると規定され、

そのうち、住友電工ファインポリマー、ポニー工

法律の上では絶大な権限を持っておるわけであり

業の２施設につきましては、ウランなどの核燃料

ます。したがって、私は学校単位での指導力がこ

物質を扱っていないことから、臨界事故は起こら

れからの時代には極めて重要と考えます。具体的

ないものと考えられます。残る２施設につきまし

な問題としては、今日学校現場での問題行動の状

ては、原子炉における実験や研究、原子燃料の製

況について御答弁を賜りたい。

造等を行っております。

学校問題第２の問いは、学校教育施設の改善策

本市における取り組みといたしましては、原子

についてでありますが、学校別の改修状況と今後

力問題検討委員会を早速設置いたしまして、京都

における改修計画についての御答弁をいただきた

大学原子炉実験所及び原子燃料工業に対しまして

いのであります。

口頭で注意喚起を促しますとともに、施設見学を

終わりに、大綱第７点の質問は、住宅問題につ

行い、作業内容と安全性について担当者の説明を

いてお尋ねをいたします。

受けております。

住宅問題第１の問いは、市営３団地に関してで

なお、原子燃料工業につきましては、監督官庁

ありますが、その後の進捗状況について具体的な

であります科学技術庁の立入調査の結果、保安規

御答弁を賜りたいものであります。

定に基づく臨界管理基準を定め、この中で各設備

住宅問題第２の問いは、いろいろ考えておりま

に対して質量制限値を定めて作業を行うこととし

したが、まだこれは不透明だということで府営住

ているなど、安全性の再確認がなされているとこ

宅の関係についてお尋ねをする予定でございまし

ろであります。

たが、このことについては省略をさせていただき

また、京都大学原子炉実験所及び原子燃料工業

ます。

に対しましては、今後より一層の安全管理の徹底

以上、大綱第７点にわたる質問でありますが、

に加え、万が一の事故発生時にも素早い対応がと

理事者におかれましては簡潔かつ明快な御答弁を

れるよう、緊急時の連絡体制や定期的な放射線測

お願いいたしまして、演壇からの私の質問を終わ

定の結果報告など安全協定を締結すべく、準備を

らせていただきます。どうもありがとうございま

進めているところでございます。

した。

これについて本市の国・府等への要望等の対応

○議長（嶋本五男君） ただいまの島原議員の質問

についてでございますが、先般開かれました泉南

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

地域の市長町長会におきまして私から、１０キロ

○市長（向井通彦君） 私の方から、熊取の京大原

圏にとらわれずにこの泉南地域一体となって取り

子炉問題に関しまして御答弁を申し上げます。

組むのがいいのではないかという提案をさせてい

本年９月３０日、茨城県東海村にあります株式

ただきまして、皆さんの御賛同をいただきました。

会社ジェー・シー・オー東海事業所で起きました

したがいまして、今後は泉南地域５市３町が一体

臨界事故は、避難や屋内退避等これまで我が国で

となってこの問題に取り組み、国や府に要望する

経験のない大事故となり、国内を初め海外にも大

ということの確認がなされております。よろしく

きな波紋を呼んだところであります。そのため、

お願い申し上げます。

国におきましては、原子力関連の諸法令の見直し

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

−５７−

○総務部長（細野圭一君） 私の方から、大綱第１

○市民生活部長（白谷 弘君） 葬祭場問題のうち、

点目、新年度予算編成に関します質問につきまし

市営葬儀場の建設につきまして御答弁申し上げま

て御答弁申し上げます。

す。

本市の財政状況は、財政構造の弾力性を示しま

仮称泉南聖苑計画の施設整備の実現につきまし

す経常収支比率が平成６年度以降１００％を超え

ては、多くの市民が早期整備されることを望んで

るという極めて深刻な状況になってございます。

いるところでございます。現在、私どもといたし

こうした中、現在、平成１２年度予算編成作業を

ましては、周辺地区の区長を初め役員の皆さん方

進めているところでございます。

には説明を申し上げるとともに、御協力を得るよ

予算編成に当たりましては、限られた財源の中

う説明を行っているところでございますが、きょ

で最大の効果を上げるということを念頭に置きま

う現在、御理解を得られるところまでには進んで

して、市民福祉の向上を初め、地方分権時代に対

いないところでございます。今後につきましては、

応した財源の重点的、効率的な配分に努めてまい

精力的に周辺地区住民の御理解、御協力が得られ

りたいと思っております。予算編成につきまして

るよう努力してまいりますので、よろしくお願い

は、現在作業を進めているところでございまして、

申し上げます。

来年度からの介護保険制度の実施に伴います福祉、

以上でございます。

教育、環境などの施策を重点的に取り組んでまい

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

りたいと考えております。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君）それ

次に、国・府に対しての重点要望でございます
が、関西国際空港を我が国を代表する国際ハブ空

では、島原議員御質問の介護保険問題に関する件
について御答弁申し上げます。

港に育て上げるため、３本の滑走路から成る全体

まず、保険料の決定あるいは具体的なサービス

構想の早期実現が必要不可欠でございます。その

の対応についてという分について、御答弁申し上

ためにも、関西国際空港全体構想と空港連絡南ル

げます。

ートの早期実現とあわせまして、財政補助制度を
中心に要望しているところでございます。

介護保険制度は来年４月から施行されますこと
から、本市におきましても現在保険料算定の基礎

続きまして、健全な財政運営に向けての対応策

となる介護サービスの必要量、供給量等の把握や、

ということでございますが、本市の財政状況は、

要介護認定等の準備作業に鋭意取り組んでいると

平成１０年度決算におきまして昭和６１年以来の

ころでございます。

赤字決算となり、また財政構造の弾力を示します

保険料等につきましては、現在試算段階にあり、

経常収支比率が１０４．４％と非常に厳しい状況に

いまだ確定的な保険料算定には至っておりません

直面してございます。

が、政府が先日発表いたしました介護保険法の円

当面の対応といたしましては、行財政改革を強

滑実施のための特別対策の中で、来年９月までを

力に推進しますとともに、歳入におきまして、低

制度の本格的なスタートに向けての助走期間と位

迷する市税収入の向上を図るため、本年１０月よ

置づけまして、第１号保険料の半年間の凍結及び

り大阪府の協力のもと特別徴収チームの編成を行

来年１０月から１年間の半額軽減等の特別措置が

いまして、徴収の強化に努めているところでござ

出されたところでございます。

います。また、歳出におきましても、歳出総額の

また、低所得者の利用者負担の軽減や家族介護

うち大きな比率を占めております人件費の抑制を

支援対策、介護予防、生活支援対策等もあわせて

初めといたしまして事務事業の見直しを積極的に

示されており、本市においても現在円滑な介護保

進めまして、健全な財政運営を目指して全力を傾

険制度導入に向け、この特別措置等の趣旨を踏ま

注してまいりますので、よろしくお願いいたした

え、具体的な対応を検討しております。

いと思います。

続きまして、自立判定された方々への市の対応

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

という御質問であったかと思います。
−５８−

本年１０月から行っております要介護認定につ

次に、土取りの問題でございますけれども、本

きましては、１１月３０日現在で申請件数５５４

年７月１４日に関空の２期事業の埋立工事に着手

件、判定件数２４４件で、このうち自立・非該当

されておりますけれども、現在は目下、海底地盤

が８件となっております。

の改良のための、つまり敷砂としての海砂の投入

介護保険制度は、本人の心身の状態像に応じて

工事が行われているという状況でございます。

介護サービスを提供するものであり、自立・非該

なお、埋立用の土砂の採取につきましては、大

当の場合は、基本的に対象外となります。しかし

阪府、和歌山県、兵庫県から採取される方針であ

ながら、現在の心身の状態像が仮に自立であって

りまして、大阪府においては、岬町から７，０００

も、要介護状態への進行を防止し、在宅のひとり

万立方メーターの採取が決定されておりまして、

暮らし高齢者等が自立した生活を継続するための

昨年１２月に大阪府、大阪府土地開発公社、関西

対応が市の施策として必要ではないかと考えてい

空港用地造成会社によって協定が締結されている

るところでございます。

ところでございます。

このような観点から、現在策定作業を進めてお

泉南市のピーク時の対応ということにつきまし

ります泉南市老人保健福祉計画及び介護保険事業

ては、知事の方から極めて困難という回答でござ

計画の中で、その手法等について検討していると

いますので、現在のところそれ以上の進展はない

ころでございます。具体的には、外出時の援助や

ということで御報告をさせていただいておきます。

食事、食材の確保等、生活支援を行う生活支援活

次に、南ルートについての具体の動きでござい

動員の派遣や街かどデイサービスの導入等を検討

ますけれども、その南ルートの実現のためには、

しておりますが、今後国・府の助成施策の動向を

まず広域的な計画への位置づけ、その次に空港本

踏まえ、その財源の確保に努めてまいりたいと、

島の物理的受け入れの可能性、３番目として施工

このように考えております。

方法、事業費、事業主体の問題等の課題解決に向

以上でございます。

けた取り組みを進める必要があるというふうに考

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

えております。既に平成８年１２月には大阪府大

○市長公室長（中谷 弘君） 島原議員さんの御質

阪湾臨海整備計画に位置づけられたこと、また昨

問のうち、空港問題、４点ほど質問がございまし

年１１月には堺市以南の９市４町で構成する関空

たので、御答弁をさせていただきます。

協の国、府、関空会社への要望書の共通要望事項

まず、全体構想の進捗状況ということでござい

となったこと、また本年には岸和田以南の阪南５

ますけれども、泉南市は関西国際空港の全体構想

市３町町会連絡協議会の要望項目にも取り上げら

推進の立場にありまして、地元９市４町とともに

れ、７月には関空会社へ要望書が提出されるなど

その早期実現のためにいろんな場でそのための活

その理解の輪は広がっております。また、１１月

動を行っております。昨年も関西レベルの関西国

２９日には技術的観点から工法等について研究す

際空港全体構想早期実現促進期成会が発足しまし

るための南ルートアクセス研究会が、本市、大阪

たけれども、本市も加入いたしているところでご

府、関空会社の三者によって発足いたしました。

ざいます。全体構想の一里塚として、段階的施行

一方、本年３月には国土、運輸、建設など５省

として２期事業が確実に行われることが必要であ

庁によってまとめられた「関西国際空港を活用し

るというふうに考えております。

た広域国際交流圏整備計画調査報告書」に災害時

２期事業につきましては、御承知のとおり本年

の有事に際しても空港機能を安定的に発揮させる

７月１４日に着工となっております。２００７年

ため、選択多様性のあるアクセスの確保に努める

の開港を目指して順調に工事が進んでおりますけ

との考えも示され、さらには１１月１０日には、

れども、今後も国、関空会社へ公約どおりの開港

衆議院運輸委員会で二階運輸大臣が運輸省として

を要望してまいりたいというふうに考えておりま

も空港連絡南ルートについての調査研究を行って

す。

まいりたい旨の答弁があるなど、これまでの本市
−５９−

の施策や活動が着実に理解と前進を得ているとこ
ろであります。

以上でございます。
○議長（嶋本五男君） 西坂教育指導部長。

したがって、今後はより積極的な広がりを持っ

○教育指導部長（西坂恭明君） 御質問のうち、学

た活動を展開していくため、泉南地域と和歌山市

校教育における問題行動について御答弁をさせて

や紀北の各自治体に参画をいただいた期成同盟会

いただきます。

のような組織を設立し、国を初め関係機関への要

その前に、教育の大きな目標である人間形成、

望活動を推進してまいりたいというふうに考えて

また個性の伸長を図るために、今後新しい指導要

おります。

領で出てまいります総合的な学習の導入あるいは

それと、陸上ルートの問題ということでござい

選択履修の拡大に向けて、学校を挙げて取り組む

ますけれども、新飛行経路、陸上ルートは昨年１

べきである。また、校長の強いリーダーシップが

２月３日から導入されております。ついては、地

大切であるとの御指摘をいただきました。我々と

元と共存共栄する空港という関空建設の理念を踏

いたしましても、そのとおりであるというように

まえまして、運輸省が示した環境面の特別の配慮

考えてございます。

が引き続き今後も確実に履行されるよう、またこ

さて、主な問題行動の発生件数を申し上げます

れが遵守できない状況が生じた場合には、実効性

と、平成１０年度につきましては、生徒間暴力が

のある対応策や厳しい措置がとられるよう、いわ

２３件、対教師暴力１８件、器物破損４件、平成

ゆる五者協等の場を活用して国、府、空港会社に

１１年１０月末現在では生徒間暴力１４件、対教

対して強く主張してまいりたいというふうに考え

師暴力２８件、器物破損１１件であります。また、

ております。

シンナー吸引、オートバイ盗、万引き等も、少数

さて、神戸空港につきましては、神戸市が設置、

ではありますが、引き続いて見られております。

管理する第３種空港としての神戸ポートアイラン

このような問題行動に対し、学校現場も指導体

ド沖に２，５００メートルの滑走路を１本、面積２

制の強化と指導方法の工夫改善に努めているとこ

７２ヘクタールの規模で建設されるもので、関空

ろですが、今年度は特に関係諸機関との連携によ

２期事業が供用開始される２年前に当たる２００

り暴力行為に対する指導を図るとともに、学校公

５年が開港予定で、御承知のように本年９月１３

開を積極的に行い、保護者、地域の方々に学校の

日に着工されております。神戸空港が完成します

現状を知っていただいたり、子供への声かけなど

と、大阪湾ベイエリアには関西、伊丹、神戸の３

地域ぐるみで学校を支援していただき、一定の成

空港が併存することになりますけれども、それら

果も見られるようになってまいりました。

の規模から、当然関空は国際空港、伊丹は国内拠

教育委員会の対策といたしましては、中学校３

点空港、神戸はローカル空港と機能が異なり、確

校にスクールカウンセラーの導入、２校に心の教

実な役割分担が求められます。

室相談員を配置、また１校にすこやか教室事業と

なお、神戸空港が開港しても関空の処理能力に

して加配教員を配置しているところでございます。

影響を与えないよう、空域調整案を運輸省の技術

また、小学校、幼稚園に対しましては、スーパー

的な助言のもとに平成６年に兵庫県及び神戸市が

バイザーが巡回をしておる状況でございます。さ

作成しており、それをベースに２００５年の神戸

らに、生徒指導は生徒理解に始まり、生徒理解に

空港開港までに関空との整合性を図りながら調整

終わるという観点に立ち、理解のためのカウンセ

される予定というふうに聞いております。

リングの方法などのスキルを磨くための研修も行

大阪湾ベイエリアで３空港時代を迎えるに当た

っているところでございます。

りまして、その相乗効果を期待するとともに、私

今後とも、各学校に対しまして実情に合わせた

どもは当然に安全な航空機飛行が推進されるよう

家庭、地域との連携や関係諸機関との連携を図る

な運航体制の確立を強く求めてまいりたいという

とともに、授業改革や生徒会活動の充実に努める

ふうに考えております。

よう指導してまいりたいと考えております。
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以上でございます。

ガソリンスタンド跡地の葬儀場につきましては、

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

市街化区域でございますので、法的には立地可能

○教育総務部長（金田峯一君） 教育問題に関する

であります。この計画の今後の手続といたしまし

件で、教育施設の改善についてを御答弁申し上げ

ては、建築確認申請となるものであります。しか

ます。

し、多数の周辺住民から日常生活の住環境の悪化

議員には、さきの文教消防常任委員長として在

が予測される施設ということで、建築反対の陳情

任中は、教育施設の改善に対しまして多大の御心

書が提出されている状況の中で、開発者に対しま

労をおかけし、恐縮に存じております。教育環境

して陳情書の趣旨を理解するよう周知するととも

整備の充実を図るため、可能な限り施設の改善に

に開発指導要綱に基づく指導はもとより、周辺住

努めてまいっておりますが、各施設とも竣工から

民の居住環境に配慮し、特に駐車場については、

二十数年経過しており、経年劣化が進んでおりま

前面道路等に駐停車を行わないよう必要台数に応

す。施設整備につきましては、現在、危険性、緊

じた駐車場計画を行うよう指導を行っているとこ

急性のあるものから優先的に実施いたしておりま

ろでございます。

す。

次に、大綱７点目の住宅問題に関する件でござ

昨日、教育長が井原議員にも御答弁申し上げて

いまして、進捗状況はどうかということでござい

おりますが、今後の整備方針といたしましては、

ますが、現在、大阪地裁の堺支部におきまして計

新たに消防設備や雨漏り等の補修改善に力を注ぎ

４回の公判が開かれております。その状況につい

まして、大規模改修を計画的に実施すべく、耐震

てでございますが、原告であります入居者側から、

診断実施に向け努力をしてまいりたいと考えてお

またあるいは被告でございます市から、それぞれ

ります。

書面をもちましてこの事件に対する経緯の説明、

今後とも、財政状況の厳しい折ではありますが

考え方、主張等をそれぞれの立場から行っておる

教育施設整備予算の確保に可能な限り努め、施設

ところでございます。また、証拠の書類としてそ

の整備充実に努めるとともに、児童・生徒の生活

れらを説明する資料を提出しているという状況で

の場としてふさわしい安全でゆとりと潤いのある

す。

教育環境づくりの推進に努めてまいりたいと存じ
ます。

市といたしましては、原告からの釈明を求めら
れた事項に対し明確に答弁するとともに、過去か

以上でございます。

らの経緯や経過がわかるような資料は直ちに裁判

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

所に提出するなど、一刻も早い解決に向けて全力

○事業部長（山内 洋君） 大綱３点目の葬儀場問

を挙げたいと考えております。

題に関する件、民間の葬儀場の行政指導は、今後

また、この訴訟の間の建てかえについての考え

の対応はという御質問でございましたが、お答え

方は、本住宅は、敷地はまあまあでございますが、

をさせていただきたいと思います。

建物は狭小でございまして、かつ老朽化が激しい

葬儀場につきましては、現在、新家地区にＪＲ

ので現在の住宅に対する要求水準は満たしていな

を挟んで２カ所、立地並びに計画があります。そ

いというふうに考えておりまして、これらの更新

のうち海側の１カ所につきましては、市道樽井大

を含めて供給戸数の拡大を図る必要があるとの認

苗代新家線沿いでございまして、山側につきまし

識のもとに、再生マスタープランは策定したもの

ては府道の大阪和泉泉南線沿いでございます。海

でございます。したがいまして、判決をいただき

側の葬儀場の建物につきましては、市街化調整区

ましたら直ちに市営住宅の建てかえとしての基本

域のため、その使用用途並びに違法性に対する措

方針に基づき、入居者の方々との話し合いを行い、

置等は、大阪府において現在指導が行われている

建てかえに対する御理解を得るべく、努力を傾注

ところでございます。

する所存でございます。

次に、山側の現在計画申請手続中でございます
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以上でございます。

○副議長（角谷英男君） 島原君。

したがって、将来利用目的のない土地の処分と

○１７番（島原正嗣君） １つ１つ再質問をさして

いうものは、きのうも井原議員ですか、御指摘あ

いただきます。

りましたんですが、早々に検討して何らかの方法

新年度の予算編成について、申し上げましたよ

で財源措置をしないと、金利で相当の歳出負担と

うに若干時期が早いということもあろうかと思い

いうことになってくるのではないかというふうに

ますけれども、施策の上での重要な新年度の予算

思います。

の重点項目は何かということをちょっとお聞きし

これは、私は最終的にだれが責任をとるかとい

たんですが、具体的な御答弁はございません。こ

うことになろうかと思うんですけども、この責任

れと言った、全部重点項目だといえばそうですけ

論はやっぱり国にも一定の責任があるのではない

れども、一定来年度のそれぞれ市町村が立ててお

か。したがって、市町村にももちろん責任はあり

ります取り組む予算の中で、一、二あればお示し

ますけれども、こうした公社の抱えている土地の

を願いたいというように思います。

処分というものについても、これはやっぱり早い

ただ、私はこの中で御指摘を申し上げておきた

こと何とか目標を立てて処分をするならする、利

いのは、財政問題でございますが、御答弁にもあ

用目的があるならある、こういうことの措置の方

りましたように、泉南市の財政状況も非常に厳し

が必要ではないかと思いますが、その点について

い中に置かれております。公室長がおっしゃいま

御答弁をいただきたい。

したように、決算委員会でも私も再三御質問しま

○副議長（角谷英男君） 細野総務部長。

したけれども、指数にいたしましても１００を超

○総務部長（細野圭一君） まず、第１点目の来年

えていると。しかも、泉南市の市税収は総額どれ

度の予算の重点項目は何なのかということでござ

ぐらいですかね。約１００億程度あるんじゃない

いますが、御案内のとおり来年度介護保険がスタ

ですか。その中で歳出の面では人件費にほとんど

ートする年でもございます。それに向けて万全の

食われていると、こういう状況だと思うんですね。

対応をしていく必要があるものと思ってございま

したがって、一般の事業ということについては、

す。

補助事業なり起債事業以外にほとんどできないと

また、特にことしになりましていろいろと社会

いうことになるのではないかと思うんですが、で

的問題になってございますが、学校に関しまして

きれば自主的な財源確保のために本市としての考

いわゆる施設面からの充実ということがこの議会

え方をお聞きしたいと思います。これが１点です。

でも論議されてございますし、そういった面から

もう１点は、今全国的に問題になっております

の対応ということも必要ではないかと思っており

土地開発公社の問題であります。

ます。限られた予算の中でございますが、市長の

日本の中でこの開発公社なるものの土地を概算

標榜してございます「水・緑・夢あふれる生活創

しますと、約７兆円と言われております。これは

造都市」の実現に向けまして、各限られた予算の

もちろんバブル景気、バブルの時代に買い入れた

中で市職員が知恵を出しながら対応してまいりた

市町村の用地もございます。これは主に学校用地

いと思っておるところでございます。

とか保育園とか幼稚園とか道路とか、そういうこ

それと、人件費のことについて御質問ございま

とをにらんで公社の方で買収されているようであ

したが、確かに１０年度で申しますと、市税が１

りますが、特に横浜市では１，８００億、これが日

０４億円に対しまして人件費が６４億円というふ

本では最高ではないかというふうに言われており

うな中身になってございまして、かなりのウエー

ます。うちの場合もそうですけれども、どことも

トを占めているわけでございます。こういう中で

この借金に対する金利返済に非常に困っていると、

財源確保といたしましては、やはり先ほど答弁さ

苦しんでいる、こういうことであります。福岡市

していただきましたように、徴収率のアップとい

なんかは、もう全部、公社の抱えている土地は売

うことも必要でございますし、それとあわせまし

却するというふうにも言われております。

て各種財源確保のために、府はもちろん国に対し
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ます補助制度の充実ということをやはり組織を挙

ては原課の方で御検討いただきまして、財政の有

げて要望していくことも大事ではないかと思って

効な活用になるような方法をぜひ考えていただき

いるところでございます。

たいと思います。

それと、公社の問題につきまして御質問もござ

それと、京大の原子炉の問題でございますが、

いました。確かに、この問題も本市にとりまして

市長、１１月３日の読売新聞によりますと、泉南

は重大な問題になってございます。毎年の支払い

市長と原燃熊取製造所との安全協定ということが

の利息総額が約２億以上という状況でございます。

書かれておりますが、このことは真実どうなのか、

現在の金利が低利という中での返済でございます

一度お答えをいただきたいと思います。

ので、今後これ以上の低利ということが考えられ

○副議長（角谷英男君） 向井市長。

ないと、これ以上金利につきましては上昇してい

○市長（向井通彦君） 私として安全協定を結びた

く中では、現在抱えてございます長期保有地の処

いというふうに考えておりまして、それはそのと

分が第一の課題であると認識してございます。

きの記事だと思います。その後、今事務的に詰め

そういう中で、昨日も答弁させていただきまし

をさせておりまして、まず向こうの施設の見学と

たように、現在抱えてございます保有地の処分、

か説明とか、そういうものを受けて申し入れをい

これにつきましても府の貸付金等の利用を図りな

たしております。あと、具体に締結までは文章の

がら、できるだけ早期の処分に努めますとともに、

問題とか、いろんな経過をまだたどらないといけ

議員御指摘のように、現在持ってございます保有

ませんが、そのとおり、先ほど御答弁を申し上げ

地につきまして、処分を含めました対応を考えて

ましたように、安全協定の締結を早期にしていき

いく必要があると認識してございまして、その点

たいと考えております。

につきまして１２年度から実施すべく、現在それ

○副議長（角谷英男君） 島原議員。

の事務作業を行っているところでございますので、

○１７番（島原正嗣君） ぜひひとつそういうこと

よろしく御理解をお願いしたいと思います。

で安全協定の締結をお願いしたい。もう既に貝塚

○副議長（角谷英男君） 島原君。

とか泉佐野の方では、製造所との安全協定が

○１７番（島原正嗣君） ７項目ほどありますから、

このごろどうなっているのかちょっとわかりませ

できるだけ簡潔に絞って、もう時間もございませ

んが、御答弁は要りません。結んでおられるとか

んので、１番目の予算編成については、もう意見

何とかいうことも聞きますので、ぜひお願いをし

にかえておきますけども、基本は健全な財政をど

ておきます。

うしてつくっていくか、こういうことだと思うん

それと、葬祭場の問題でありますけれども、聞

です。問題は、泉南市の財政状況の中から考えま

きおくところによりますと、上の方のガソリンス

すと、公社の抱えている保有地等の処分を早急に

タンドのところにできる葬祭場につきましては、

しないと、今御答弁ありましたように、年間２億

もう１，０００名近い署名をいただいて市の方にも

ほどの金利負担ということになってきているわけ

出ているようでございます。今、事業部長御答弁

でありますから、ぜひひとつそうした面について

をいただきました。まさにそのとおりだと思うん

も配慮して考えていただきたい。

ですけれども、やっぱり地域住民の開発要望等も

参考まででございますが、福岡県の久留米市等

大事であります。

は、今後公社が土地を購入する場合は、ただ一部

私は、これを否定するものではありませんけど

の、例えば公社なら公社だけの協議会、評議会、

も、問題はその地域周辺の住民の皆さんの整合性

幹部会だけではなしに、例えば公社あるいは財政、

をどう図っていくかということで、行政の方もぜ

それからそれを担当する総務、その三者の中で土

ひひとつ第三者というよりも、当事者としての立

地の取得を考えていくと、こういう新しいシステ

場から双方の調整役をしてあげないと、人間とい

ムがあるようであります。

うのは感情の動物でありますから、いいものが来

したがって、利用目的のない資産、財産につい
−６３−

るんでしたら、大蔵省のお金を印刷する工場が来

るというんやったらみんな喜ぶでしょうけれども、

ら、都市部についてはさらに５段階のランクを設

えらい失礼な話ですけども、余りこういうものに

けて、例えば大阪でございますと５つのランクに

ついてはどうかなというふうな住民の意識なり考

分けているようでありますが、６％上積みすると。

え方があると思うんです。私の家の前にこういう

これは全く患者負担なりお年寄りの方にひっかか

ようなものをつくられても、そら最初は余りあり

ってくると、こういうことを言われているわけで

がたくないというのが人間の本来の姿ではないか

すが、まだ原課の方にはそのような料金なり何な

というふうに思いますので、原課としては大変苦

りの上積みの話は伝わってきてないのか、担当課

しい選択を迫られると思いますが、問題は、住民

の方で簡潔に御答弁をいただきたいと思います。

が、あるいは業者の方とちゃんと調整をしてあげ

それと、もう１つ、介護認定の場で、５ランク

て、理解のできる施設になるような方法でちゃん

あるわけですが、その中で漏れた方々、現在も介

と行政が指導をすべきではないかと私は思います

護受けてるんやけども、わしはもう介護受けれる

が、もう一度事業部きって、いやいや泉南市きっ

と、適用されると思うてるんやと。人間ですから

ての理論家であります山内部長の御答弁をいただ

いろんな含みもあります。その漏れた方々のサー

きたい。

ビスは、いやいや、もうあんた漏れてるんやから

○副議長（角谷英男君） 山内部長。

自立しなさいというふうに切っていくのか、ある

○事業部長（山内 洋君） 理論で問題は解決しな

いは、いやある一定の上積みなり横出しなりとい

いんでございまして、基本的には私も近隣の住民

う前提があるわけで、市としてはこのことについ

になった気持ちで行政指導、また業者に対する要

てどうなのか、簡単にお答えをいただきたい。

望、これは行っていきたいというふうに思ってお

○副議長（角谷英男君） 谷健康福祉部長。

ります。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君）最初

○副議長（角谷英男君） 島原君。

の御質問の介護保険の地域区分の問題だと思いま

○１７番（島原正嗣君） あんた時々妙なことを言

す。それにつきましては、ある程度大阪府全体、

うんですが、頭にくるようなことを余り言わせん

あるいは全国的にどういった形で点数を１点当た

といてほしいんです。何も事業部に全部責任があ

り何円にするかという議論がなされております。

るいうことを言ったことはない。議事録を起こし

ただ、その問題につきましても、現在市域別にそ

たらわかるんで、問題は、住民と

ういった区分がなされておりまして、これでは例

いいですか。

開発業者との間に今問題があるわけです。それを

えば近隣の市ともしその数字が違ってくるという

行政がどう調整していくかというのは、これは役

ことになりましたら、当然その辺では混乱を招く

所の仕事なんですよ。いいですか。だから、私は

ということもございますので、今現在また国の方

やわらかくと言えばやわらかく言いますけども、

にどういった形で

横になるんやったら何ぼでも横になりまっせ。

られるようなそういった点数の区分ですか、それ

いずれにしても、もっと親切に双方の調整役を
あなたが一番偉いわけですから、事業部では。

要するに皆さんの合意を得

についてもう一遍再考を願っているというところ
でございます。ただ、具体的にどういった形にな

受付担当課の中では一番あんたが権限があるわけ

るかというのは、我々としてもまだつかんでおり

ですから、それをうまく円滑な形で調整をしてや

ません。現状はそういうことでございます。

ってほしいと、こういうお願いをしているわけで
す。これは意見だけにしておきます。

それと、もう一つは認定漏れの方についてどう
いうふうな対応をしていくかということでござい

それから、介護保険の問題でありますが、これ

ます。これにつきましては、先ほど答弁の中でも

は大変だと思うんですね。きのうのテレビを見て

言わしていただきました。これにつきましては、

おりますと、またいろんな介護に対する認識が変

当然要介護状態の進行を防止するとか、あるいは

わってきているようでありますが、きのうのテレ

在宅のひとり暮らしの高齢者等が自立した生活を

ビ報道、ＮＨＫによりますと、介護報酬の関係か

継続すると、そういったことのために、やはり市
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としても何らかの施策が必要ではないかと、この

行っていく上で、いろいろな係争も起こってくる

ように考えております。

わけでございまして、それについては、基本的に

それとまた、今回国の方から特別事業という形

は両者の話し合いによって解決するのが基本でご

で、介護予防でありますとか、あるいは生活支援

ざいまして、住民を訴える、また訴訟を起こされ

対策とか、こういった形で示されておりまして、

るということは、ほんとに費用もかかりますし、

また具体的な施策等も今後示されてくると、この

好ましいことではないという認識は私も持ってお

ように思います。そういった中で、我々としまし

ります。

てもその施策のあり方、あるいはどういった施策

また、今回訴訟になっております住宅問題にい

を進めていけばいいのかというところも検討して

たしましても裁判が４回行われたわけでございま

まいりたいと、このように考えております。

して、今後一、二回である程度の方向性、これが

以上です。

見えてくると思います。そのときには、行政側も

○副議長（角谷英男君） 島原君。

ある面では折れる必要もあるんではないかなとい

○１７番（島原正嗣君） 何分までですかな。

う認識を持っております。ここ一、二回の裁判の

○副議長（角谷英男君） ４分までです。

状況は、議会も見定めていただきたいというふう

○１７番（島原正嗣君） あと三、四分ですな。関

に思っております。

空問題は私も空港委員に入っておりますから、ま

○副議長（角谷英男君） 島原議員。

た次の委員会で発言をさせてもらいます。

○１７番（島原正嗣君） ぜひ住宅問題につきまし

教育問題も今西坂部長の方から御答弁いただき

ては、現在係争中でありますから、我々第三者が

ました。ぜひひとつ非行の防止、あるいは学校で

口を挟むのはどうかなとも思いますけれども、問

の暴力問題等の防止にひとつ、きのうも北出議員

題はお互い誠意を持って、特に行政の方は、今申

の方から御指摘ありましたが、ぜひ懸命な努力を

し上げました寛大な気持ちで対処してほしいなと

していただきたいというふうに思います。

思います。

最後になりますが、住宅問題でございます。こ

大体、以上予定をしておりました大綱第７点の

れもまた事業部長の方で御答弁いただけると思う

私の愚かな質問はこれで終わりますが、先ほども

んですが、人間のことですから、なかなかそれぞ

申し上げましたように、今年もあと１５日程度で

れの利害が絡みますと思惑どおりにどちらともい

終わりです。来るべき２０００年の新しい年を迎

かない部分が確かにあります。もともと他人同士

えるわけであります。どうか皆さん、希望に満ち

が議論をしているわけでありますから、たまには

た新年を迎えていただきますよう心から御祈念を

感情的な議論にもなろうかと思いますが、ただ私

いたしまして、私の質問を終わります。ありがと

はもっと行政が寛容な心をもって市民に対応して

うございました。

ほしいなと。私は寛容やけども、相手が寛容でな

○副議長（角谷英男君） 以上で島原議員の質問を

いと、寛大でないというふうな言い方もあるでし

終結いたします。

ょう。けれども、市民と行政が争うということは、

次に、１８番 上山 忠君の質問を許可いたし

余り好ましくありません。ある意味ではもっと和

ます。上山君。

解のできるような、円滑な解決ができるような、

○１８番（上山 忠君） おはようございます。新

この住宅問題については対応をしてほしいなとい

進市民連合の上山でございます。同会派の島原氏

うような思いですが、部長のお考えは、いや、お

に引き続き、平成１１年第４回泉南市議会におい

れはとことん行くんやというんならそれで結構で

て通告に従い質問を行います。

すから、一応この住宅問題の今後の展望について、
もう一度お答えをいただきたい。

今議会は今年最後であります。ということは、
２０世紀最後の議会となります。来る２１世紀が

○副議長（角谷英男君） 山内事業部長。

泉南市民にとって住んでよかったと実感できるよ

○事業部長（山内 洋君） 行政がいろんな事務を

う、議会人として精進してまいりたいと考えてお
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ります。

きる仕組みを創設するものであり、また従来市町

さて、国政を見てみますと、自・自・公連立の

村みずから、またはその委託を受けた者に限られ

もと臨時議会が召集され、重要法案が審議されて

てきた福祉サービスの拡充を図ろうとするもので

いますが、衆議院の定数削減、介護保険の保険料

ある。さらに、給付と負担の関係が明確な社会保

徴収の延期、政治資金規正法の延期など、連立の

険制度とすることにより、国民の理解を得ながら

中でのきしみが出てきています。国民は、いまだ

今後増加が見込まれる介護費用を支えていこうと

バブルの後遺症での不況の中でもがき苦しんでお

するものである。これが介護保険法制定の趣旨で

ります。その中で連立政権は、財源の裏づけもな

ある。この法律の趣旨を尊重しながら、各地方自

く、景気浮揚策と称して赤字国債を発行していま

治体は平成１２年４月１日施行に向けて鋭意努力

す。国債発行残高が５００兆円を超えている現況

されています。この時期介護認定作業が行われて

の中、連立内閣小渕丸は途中で沈没するのか、そ

いますが、認定から漏れた高齢者の支援をどのよ

れとも対岸

うにされようとしておられるのか、お示しくださ

も

つまり国民の声でございますけど

に着けるのか、政治は国民の顔を見て将来

に禍根を残さないようにすべきではないでしょう
か。

い。
また、厚生省は介護保険認定漏れ対策の詳細を
公表していますが、そのとおり泉南市はできるの

さて、我が泉南市を取り巻く環境はどうであり

か、お示しください。

ましょうか。通告に従い、大綱６項目にわたって

大綱の３点目、入札問題についてお尋ねします。

質問をいたします。

私が議員となって３年を経過しましたが、その

大綱の１点目、財政問題についてお聞きいたし
ます。

間入札行為での談合情報が数回にわたって寄せら
れ、その都度談合があったのかなかったかの調査

つい先日の新聞報道で府下池田市において、財
政悪化を理由として市長及び特別職の給料を２年
３カ月にわたって減額するとのこと。その理由は、

に関係者は奔走され、本来の業務に支障を来した
ことは明らかであろうと思います。
そこで、談合防止策として抽せん型入札制度を

財政状況が厳しい中で特に人件費の割合が高く、

１年間の試行として実施され、それなりの効果を

１年での好転は難しいと判断したとのこと。ちな

上げてき、今後も継続されるのではないかと考え

みに池田市の経常収支比率は１１２％、全国ワー

ていたやさき、抽せん型は入札に参加される業者

ストツーとのことでございます。我が泉南市は１

からの申し立てにより廃止され、それにかわるも

０４．４です。特別職及び管理職の手当について減

のとして、入札参加業者の数をふやし、談合情報

額されているのも承知していますが、小手先の対

があった場合のみ抽せん型に切りかえる制度に変

策では何ら解決策にならないのは、理事者側の皆

えられ、今日に至っていると記憶してますし、間

さんも百も承知だと思いますが、いかがでしょう

違いないと思います。

か。つまり、義務的経費の中で今まで聖域とされ
てきた人件費に手をつけざるを得ません。

そこでお尋ねします。大阪府は、歳出抑制、不
祥事防止策として予定価格の事前公表を来年の１

そこでお聞きします。各種手当の見直しについ

月から実施すると発表されましたが、我が泉南市

てどの程度まで進んでいるのか、お示しください。

においても大阪府と同様、来年の１月から入札制

手当の１つである時間外手当についてお尋ねし

度を変更し、予定価格、最低制限価格の事前公表

ます。過去５年間の時間外勤務時間、時間外手当

及び設計委託、施工監理委託等の事前公表につい

額、平均単価、人件費に占める割合についてお示

て実施するとのことですが、東大阪市において同

しください。

様の制度でもって入札行為を行い、入札参加業者

大綱の２点目、介護保険についてお尋ねします。

の入れ札が予定価格に張りつき、抽せんで決めた

介護保険制度は、利用者の選択により保険・医

ことがありましたが、我が泉南市においても今後

療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用で

予想されるが、このようなことが起きた場合、ど
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のように対処されようと考えておられるのか、お

金額的にも１０万円から４万円と高価であります。

示しください。

子育て支援の一環として、交付金基金から購入し、

次に、消費税の納入についてお尋ねします。

希望者に貸し出すことはできないのでしょうか、

会計検査院は国税庁に対して、事業者による消

お示しください。

費税の滞納の防止策をより強力に進めるよう改善
を求めました。昨年度に発生した税の滞納総額１

次に、大綱の５点目、歩道のバリアフリー化に
ついてお尋ねします。

兆６，３８３億円のうち、消費税の滞納は４４．２％

今、身体に障害のある方についても、家の中に

の７，２４９億円に上っていると。消費税は８９年

閉じこもらないよう家の外に出て動き回ることが

４月に導入され、９８年４月に３％から５％に、

機能回復につながるとされていますが、市内の道

そのうち１％は地方税分に充てるよう改正されま

路では歩道のない道路がほとんどであり、幹線の

した。平成１０年度には地方消費税交付金として

道路で歩道があっても、歩道上に障害物や段差の

泉南市に５億８，５００万円が交付され、貴重な財

高いスロープ等があり、健常者でも歩きづらいの

源の１つでもあります。国民からの預り金を滞納

が実情ではないでしょうか。

していること自体、許しがたい行為であります。

最近、障害者や足の不自由な方が車いすや電動

消費税は国民福祉の重要な財源であるとして、国

車いすで行動されるのをよく見かけますが、歩道

税庁はその対策として、各自治体が行う入札資格

を通りたくても障害物が多く通れないため、やむ

審査の際に事業者に消費税の納税証明書の添付を

を得ず車道を通っておられます。この実情を行政

義務づけるよう要請しているが、これを実施して

としてどのようにとらまえておられ、どのように

いるのは２０都県、２５１市区町村にすぎないと

改善しようとしておられるのか、お示しください。

報告されていますが、我が泉南市はどのようにさ

通告の最後になりましたが、ごみ問題について

れているのか、お示しください。

お尋ねします。

大綱の４点目、少子化支援についてお尋ねしま
す。

今、世の中は大量生産・大量消費型社会から脱
却し、人と自然が共生できる資源循環型社会に移

日本の社会は、少子・高齢化に向けて進んでい

行しようとしています。大阪府は、ごみ減量を目

ます。高齢化対策として介護保険、地域ぐるみの

標として２００１年度の予測値６０７万トンに対

支援などにより、高齢者自身が自立できるよう進

して９０万トン、つまり１５％の数字を上げてお

められていますが、少子化対策としてはいろいろ

ります。ごみ排出量の三、四割を占めている生ご

の施策が行われていますし、また今回、国から交

みの減量に、市民一人一人が真剣に取り組む時期

付される少子化対策臨時特例交付金を活用し、泉

に来ているのではないでしょうか。焼却すること

南市少子化対策基金条例を制定されようとしてい

による弊害は、既に承知されています。各家庭や

ますが、この交付金の交付対象となる事業は、保

事業所などでの生ごみの削減は、決め手になると

育所待機児童の解消を初め、地域の実情に応じて

言えるのではないでしょうか。自然から生まれた

市町村が実施する少子化対策の呼び水として、効

ものは自然に返す。理にかなっていると思います

果的な創意工夫のある幅広い取り組みの保育、教

が、いかがでしょうか。

育等の事業などと限定されているように感じます
が、いかがでしょうか。

・中学校での給食の生ごみの処理はどのようにさ

例えば、来年４月１日から施行される道路交通
法の一部改正で、ドライバーは幼児

そこで、お聞きいたします。給食センターや小

６歳未満

の子供を乗せるときはチャイルドシートを使用し

れているのか、お示しください。また、ごみ減量
化での有料化についてどのような考え方をお持ち
か、お示しください。

なければなりません。これに違反すると点数１点

多岐にわたっての質問ですが、誠意ある答弁を

が付加されることになっていますが、チャイルド

期待して、壇上での質問を終わります。答弁の内

シートには乳児用と幼児用の２種類があります。

容次第では自席にて再質問をさせていただきます
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ので、よろしくお願いいたします。御清聴ありが

入をしてそれを取得していただくか、あるいはな

とうございました。

いものについては指名願の受け付けはできないと

○副議長（角谷英男君） ただいまの上山議員の質

いうことに改めたいと考えております。いずれに

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

いたしましても、今後とも透明性の高い、公正な

○市長（向井通彦君） 私の方から、入札制度の改

入札制度の拡充に向けまして努力をしてまいりた

正について御答弁を申し上げます。

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

入札制度については、過去からあらゆる事項を

じます。

検討しながら、談合防止、それから公正な入札制

○副議長（角谷英男君） 中谷公室長。

度の確立に向けて努力をしてまいりましたが、実

○市長公室長（中谷 弘君） 上山議員の御質問の

施いたしますといろんな問題点が惹起をしてまい

うち、人件費の件につきまして、各種手当の見直

りまして、その都度改正をしてきております。

し並びに時間外勤務手当の５カ年の経過というこ

今回、御指摘ありましたように、来年１月から

とで御答弁をさしていただきます。

予定価格と最低制限価格を事前公表することとい

行財政改革を進めていく中で、人件費の関係で

たしました。その場合、御指摘がありましたよう

の取り組みでございますけれども、先ほど議員か

に、各市の状況を見ますと、上値に張りついたと

らも御指摘がございましたように、特別職の給料

ころも聞いておりますし、あるいはまた下値に張

の減額、管理職手当の一部減額、また超過勤務手

りついたところもあるというふうに聞いておりま

当の縮減等を実施いたしているところでございま

して、さまざまな結果が出ているようでございま

す。

す。張りついた場合、どうするのかということで

しかしながら、今後の財政状況もすぐには好転

ございますけれども、これはもちろん同額であれ

しない状況の中で、各種手当の見直しや定期昇給

ば抽せんにより落札者を決定するということにい

の延伸等についても、関係団体に対して事前協議

たしたいというふうに考えております。

の申し入れを行っていることは、議員も御承知の

それから、今回のも一応試行という形にさして

ことと存じます。

いただいております。といいますのは、御指摘あ

その中で、特殊勤務手当の見直しの進捗状況で

りましたように、制度試行いたしまして一定期間

ございますけれども、現在３９項目の手当がある

状況を見ないとわかりませんけれども、例えばま

中におきまして一定の絞り込みを行い、これまで

た上値張りつきばかり起こるというようなことで

特殊勤務手当の問題だけで２度にわたりまして協

あれば、またこの制度に対する新たな考え方の変

議を行っているところでございます。今後もさら

更もしないといけないというふうに思いますので、

に精力的に協議を重ねて、早期に解決を図りたい

一応は来年１月から試行という形で行ってまいり

というふうに考えております。

たいと考えております。うまくいけば定着をさせ
たいというふうに考えております。

次に、時間外勤務手当についてでございますけ
れども、これはきょう御報告できますのは、一般

それから、もう１つ、消費税の納入についてで

会計の人事課所管分ということで把握している数

ございますが、御指摘ありましたように会計検査

字について御報告を申し上げたいというふうに思

院からの指摘もあり、本市といたしましても、現

いますけれども、平成６年度から平成１０年度ま

在におきましては消費税の納税証明書までは添付

での５カ年間の実績でございますが、まず時間外

を義務づけておりませんけれども、平成１２年度

の勤務時間といたしまして、平成６年度では６万

の指名願の申請時からこの消費税の納税証明書の

５０３時間、平成７年度では５万３，４６３時間、

添付を義務づけしたいというふうに考えておりま

平成８年度は４万８，９００時間、平成９年度は４

す。

万２，９１９時間、平成１０年度は３万６，１５２時

したがって、過去においてこういうことの証明

間ということで、平成６年度から１０年度までで

書が発行できないというものについては、当然納

約６割程度に時間数として落ちてきているという
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ことでございます。

のひとり暮らし高齢者等が自立した生活を継続す

それと、時間外手当の金額でございますけれど

るための対応が、市としてもそういった施策の展

も、平成６年度は１億３，０５６万６，０００円、平

開が必要ではないかと考えているところでござい

成７年度は１億１，８６８万９，０００円、８年度は

ます。

１億１，２０７万９，０００円、９年度は１億１２０

特に、従前よりサービスを利用されている高齢

万４，０００円、１０年度は８，７７７万７，０００円

者で介護保険対象外の方々につきましては、現在

ということで、金額も６７％程度まで落ちてきて

のサービスが生活の一部になっているというとこ

いるということでございます。

ろもございますので、このようなことについては

単価につきましては、職員の単価、給料が上が

特段の配慮をしていきたいと、このように考えて

ってきておりますので、徐々に増加しております。

おります。

平成６年度は１時間当たり平均２，１５８円だった

このような観点から、現在策定作業を進めてお

ものが、途中省略させていただきまして、１０年

ります市の老人保健福祉計画及び介護保険事業計

度は２，４２８円ということで増加をいたしており

画の中でその手法等について検討してまいりたい

ます。

と、このように考えております。具体的に言いま

それと、人件費に占める割合ということでござ

すと、外出時の援助や食事あるいは食材の確保等、

いますけれども、人件費に占める割合、全体の人

生活支援を行う生活支援活動員の派遣、あるいは

件費を含めた中ででございますけれども、平成６

街かどデイサービスの導入等を検討してまいりた

年度は２．３％であったものが１０年度は１．３８％

いと、このように考えております。

ということになっております。

それと、先日、国の方が介護保険法の円滑な実

超過勤務手当につきましては、毎年徐々にでご

施のための特別対策という形で６項目ほど発表さ

ざいますけれども、減少傾向いうことでございま

れました。その中で、特に要介護認定で制度の対

すけれども、これも全部がなくなるわけではござ

象外となる高齢者の方々について、介護保険法と

いませんで、この辺で一たんとまってしまうので

は別に市町村が実施する分については、ある程度

はないかなというふうに思っておりますけれども、

必要な財政支援を行うということが示されました。

今後とも適正な執行については努力していきたい

その中で、特に介護予防あるいは生活支援事業の

というように考えておりますので、よろしく御理

仕組みといったようなところで具体的にいろいろ

解を賜りますようにお願いを申し上げます。

な施策がこれから示されてくると、このように思

○副議長（角谷英男君） 谷健康福祉部長。

います。この中で、泉南市が実際にやっている施

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君）上山

策でありますとか、あるいは新規の施策等が示さ

議員御質問の介護保険認定について、特に認定漏

れてくると思いますけれども、このことにつきま

れの高齢者の方々についてどういうふうに支援を

しては、今後また我々としましては、どういった

していくのかということについて御答弁申し上げ

事業を展開できるかということも含めまして検討

ます。

してまいりたいと、このように考えております。

泉南市におきましては、本年１０月から要介護

以上です。

認定作業を進めております。その中で、現在まで

○副議長（角谷英男君） 白谷市民生活部長。

に自立等に判断された方が８件という状況になっ

○市民生活部長（白谷 弘君） 上山議員のチャイ

ております。介護保険制度におきましては、本人

ルドシートの貸し出し等について御答弁申し上げ

の心身の状態像に応じて介護サービスを提供する

ます。

ものでございまして、自立等の場合には基本的に
は対象外になると制度上なっております。

議員御指摘のとおり、道路交通法の改正により
まして、平成１２年４月１日よりチャイルドシー

しかしながら、現在の心身の状態像が仮に自立

トの着用が義務づけられることとなってございま

であっても、要介護状態への進行を防止し、在宅

す。いわゆるチャイルドシートは、おおむね０歳
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から８カ月ぐらいまでの乳幼児のベビーシートと

ンターでは毎日４，５００食の副食をつくっておる

４歳くらいまでのチャイルドシート、それ以上の

ところでございます。仕込み、調理時に出る野菜

ジュニアシートに分かれているところでございま

等の切りくず並びに各小学校ごとの給食後の残飯

す。私どもとしましては、お子様の安全を考え、

は、すべて給食センターで回収し、残飯処理用脱

施行前であってもなるべく早く保護者の方が購入

水機でタマネギネットに入れて水切りをし、業者

していただくように、広報により既に啓発活動を

に収集に来てもらい、ごみ焼却場で焼却をしてお

行ってきたところでございます。

ります。給食センターでは生ごみを減らすという

お尋ねの貸し出しにつきましては、貸出対象者、

意味からも、残飯の量を参考に献立を工夫したり

また貸出期間の問題、また貸出期間満了後の衛生

しているところでございます。

面でのメンテナンス等、課題も大変多うございま

さて、ごみのリサイクルにつきましては、近隣

して、本市におきましては、全員または一部にお

の市町におきましては、本市と同じように脱水の

きましても貸出事業を実施するのは、大変困難で

上、焼却しているようですが、和泉市の１つの小

はなかろうかと考えておるところでございます。

学校におきましては、テストケースとしてコンポ

よろしく御理解くださいますようお願い申し上げ

ストを導入していると聞いております。また、バ

ます。

イオテクノロジーによってごみを分解し、堆肥化

続きまして、ごみ問題につきまして御答弁申し

する方法など認識しているところでございますが、

上げます。

今後関係部局と相談しながら研究してまいりたい

家庭から排出される生ごみ、いわゆる厨芥ごみ

と考えております。

は、全体の約３割程度であると言われております。

以上でございます。

本市におきましても、この生ごみを減量するとと

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

もに、堆肥化してリサイクルするため、堆肥化容

○事業部長（山内 洋君） すべての公共施設につ

器を平成３年度から約７５０世帯に順次提供して

きましては、障害のある方も、また一般の方も利

まいったところでございます。内容としましては、

用されて初めての公共施設でございます。特に、

コンポストとボカシ密閉容器の提供でございます。

道路につきましては、移動を確保するという意味

今後につきましても、自然の浄化、還元を考えた

で障害者にとって一番身近な公共施設であるとい

循環型システムを進めるため、容器等の提供を検

う考えを持っております。これにつきましては、

討してまいりたいと考えております。

当然人の手をかりずに自分で行動できるというこ

また、ごみの減量化のための有料化については、
大阪府廃棄物減量化リサイクル推進会議におきま

とが基本でございますので、バリアフリーの考え
方は常々持っておるところでございます。

しても調査検討が行われているところでございま

現在、歩道の整備につきましては、新しくつく

す。今後とも環境への負荷とならない広域的なご

る場合、改良工事を加える場合は、大阪府の福祉

みの減量化を進めるとともに、有料化につきまし

のまちづくり条例を遵守いたしまして整備をして

ても、大阪府廃棄物減量化リサイクル推進会議の

いるところでございます。少しずつではございま

中で各市と調整しながら検討してまいりたいと考

すが、実施を行っております。特に、福祉のまち

えておりますので、御理解いただきますようお願

づくり重点地域といたしまして、平成８年度に信

い申し上げます。

達樽井線、この付近を中心にいたしまして基本的

以上でございます。

な計画を立てておるところでございます。

○議長（嶋本五男君） 西坂教育指導部長。

ただ、既存の道路の歩道整備に関しましては、

○教育指導部長（西坂恭明君） 給食センターでの

道路構造令上の基準でございます２メーターを確

生ごみの処理について御答弁をさせていただきま

保するには、用地とか、そこに建物が建っておる

す。

ということで補償を行わなければならないという

生ごみの処理についてでございますが、給食セ
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ことが多うございまして、苦慮もしているのは事

実でございます。

ネットでの入札なり何なりというところまでは、

段差につきましては、これも障害物である電柱

まだ聞き及んではおりませんけれども、いずれそ

とかその他の工作物、これらの撤去、これについ

ういう方向ということも考えられるのではないか

ても引き続ききめ細かく対応していく予定でござ

というふうには思います。当然、セキュリティー

いますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

の問題とかいろいろあると思いますが、今後いろ

す。

んな角度から、この電子商取引ですね、これがシ

○議長（嶋本五男君） 上山君。

ステム的にも充実してくるというふうに思います

○１８番（上山 忠君） それでは、順次再質問を

ので、我々の方も可能な限りそういう研究もして

させていただきます。

まいりたいというふうに考えます。

入札問題について市長の方から、いろいろやっ

○議長（嶋本五男君） 上山君。

てきて、今回やるのが今考えられるベターな方策

○１８番（上山 忠君） 今、市長の答弁、今後と

やということで、１年間試行した中で、それがよ

もやっていってほしいと思いますので、よろしく

ければ継続的、永続的にやっていきたいという答

お願いいたします。

弁がございました。

それと、消費税のことですけど、２年間の指名

この入札問題に関しては、やはり貴重な市民の

願のときに出していくという形ですけども、今消

税金を使う事業でありますので、より公平性、公

費税の納付期限については、期間はどのようにな

明性、透明性が求められていってると思いますの

っておるんですか。

で、先ほど壇上で申しましたように、やはり何か

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

あるたびに談合情報がある、そのたびに職員があ

○総務部長（細野圭一君） 済みません、今手持ち

っち行きこっち行きして事情聴取をすると。これ

の資料がございませんが、多分３カ月に１回では

はやっぱりやらんでもええ仕事をやっとるんじゃ

ないかというふうに思っております。

ないかと。そういうためにも、やはりこういう入

○議長（嶋本五男君） 上山君。

札制度が定着できるような形で、今後関係各位に

○１８番（上山 忠君） 私がなぜこんなことを聞

おかれましては、ちゃんとこれが実際できるよう

いたかいうのは、やはり指名願を出してその時に

な形でやっぱり見守っていく必要があると思うん

つけた証明書というのは、何もメンテしなければ

ですけども、その中で１つ提案というか研究して

２年間生きてくるわけですね。しかし、先ほど御

いただきたいのは、今インターネットの時代にな

答弁あったように、３カ月、３カ月の納付期限が

ってきております。そういう中で、やはり最終的

あるという形になれば、やはりそのとき発生する

には事務の合理化等を含めた中で、やっぱり電子

入札事件については、直近の消費税納入証明書を

取引による入札制度というのも今後の課題の１つ

つける必要があるんじゃないかと思うんですけれ

に挙がろうかと思うんですけども、その辺につい

ども、その辺についてはいかがですか。

ては市長としてどのようなお考えをされているん

○議長（嶋本五男君） 前川契約検査課長。

か、ちょっと御答弁願いたいと思います。

○総務部契約検査課長（前川正博君） 上山議員の

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

御質問の中にあります消費税関係の納税証明書の

○市長（向井通彦君） 今、電子商取引、いわゆる

取り扱いについてでございますけれども、この件

インターネット取引が非常に発達をしてまいって

に関しましては、従来から所得税等についても納

おります。私も先般からインターネットをやって

期未到来という場合も申請上いただく形になろう

いるわけでございますが、その中で比較的簡単に

かと思います。

そういうＩＤ登録ができて、そして物を購入でき

と申しますのは、私どもの方が受け付けさせて

ると。引き落としはカードということで、簡単に

いただいておりますのが、物品の場合が２月、建

できるようになっております。

設工事関係については３月に指名願の受け付けを

こういう入札制度そのものがそういうインター
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さしていただく関係上、３月末日まで納期のある

税等につきましては、一部納期未到来ということ

収集点検作業手当ですか、ごみ収集車の点検、整

で完納されておらない状態が発生してまいります。

備、作業に従事する職員について日額２５０円の

この場合につきましては、受け付け終了後、納期

手当を支払うよと。

が来たものについて速やかに納税関係を行ってい

当然、公用車に乗るに当たっては、始業点検と

ただいて、その段階で再度、納期未到来分につい

いうのは、これは法で義務づけられてると思うん

ての納税証明書を添付していただくという形にさ

ですけども、こういうやつにいまだ手当を出して

していただいております。その場合、直接影響す

いるということ自体が僕はちょっとおかしいんや

る入札あるいは指名につきましては、納期未到来

ないかと判断するわけです。今後、見直しをして

でございますので、この件に関しましては指名を

いくという前向きな答弁ございましたので、これ

留保させていただくということで、業者さんの入

以上は言いませんけども、やはりほんとに必要な

札参加があり得ないという形で処理を進めさせて

手当は何ぼでも出したらいいと思うんですけども、

いただいておるのが現状でございます。

整合性のないような手当については、やっぱり精

以上でございます。

査していくべきじゃないかと思っております。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

次に、機構改革の中で事業部と下水道部が一緒

○１８番（上山 忠君） なぜ、こういうことを言

になりまして都市整備部となったとき、今まで下

うのかですけど、やはりこの消費税は国民が広く

水道部の職員に支払われていた下水道事業事務従

納めて、預かり金としてその業者の方が預かって

事手当３，７００円の取り扱いはどういうふうにな

もろうてる税金ですわね。そういうやつを運転資

るんですか。その辺、お聞かせください。

金等、営業資金等に転用されては困るわけなんで

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

すよ、実際。それがほんとに福祉目的税みたいな

○市長公室長（中谷 弘君） 機構改革で下水道部

とこがあって、先ほど壇上でも言いましたように、

という名称がなくなるということの御指摘でござ

泉南市にも５億数千万円の交付金が出てきている

いますけれども、現在、特殊勤務手当の対象とな

わけですので、その辺の取り扱いについては、よ

っております下水道事業の事務事業自体はなくな

り厳しく公平にやってほしいと思いますんで、今

らないわけでございますから、現時点で個別に下

後ともよろしく目を光らせてやっていただきたい

水道部に所属する職員に支給しております下水道

と思っております。

事業事務従事手当がなくなるというふうには考え

次に、財政改革についてお尋ねしたいと思って

ておらないわけでございます。下水道の事業、仕

おります。

事自身が今後も組織機構が変わっても引き継ぐと

答弁の中で時間外手当について報告があったん

いうことでございますから、ただ、条例上の表現

ですけども、過去５カ年の実績を一応報告された

とかその辺については、当然考えていかなきゃな

中で、人件費で４０％ほど減少、金額で３３％、

らないんではないかなというふうに考えておりま

人件費に占める割合で１％の減少ということで、

す。

努力されてる姿がはっきりと認められるわけです。

それと、現在取り組んでおります特殊勤務手当

つまり、流動的に発生する手当と固定的に発生す

の見直し等、関係団体と協議を行っているわけで

る手当、つまり努力すれば減らせる手当と制度を

ございますけれども、その中で現在３９項目とい

変えていかなければならない、どうしようもない

う発言をさしていただきましたが、その中での見

手当があると思うんですけども、先ほど事業部長

直し、全体を見直していく中で、整合性というの

は３９ある手当と言われましたが、１つ多分窓口

は、各１項目１項目個別に協議を行っております

手当が減っとるんで、現在残ってるのは３８やと

ので、その中できちっとした整理はしてまいりた

思うんですけども、そういういろんな手当がある

いというふうに考えておりますので、御理解を賜

中で、１つ僕はちょっとおかしいなと思うのは、

りたいと思います。

その中の１つで、条例の中を見てみますと、ごみ

○議長（嶋本五男君） 上山君。
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○１８番（上山 忠君） この下水道事業事務従事

子が使っていたチャイルドシートを使わせようと

手当については、６月の本会議でも多分質問さし

思っていた。しかし、それは使えず新たに購入し

ていただいたと思うんですけど、やはりそのセク

なくてはならないのである。価格も普通のチャイ

ションに行った人すべてにこの３，７００円という

ルドシートなら４万円以下だが、新生児から使え

手当がついてるわけですわね。今回機構改革した

るシートは７万から１２万と高い。たった３カ月

中で、今の答弁の中では、下水道にかかわる仕事

のために新生児用のチャイルドシートを買うとい

をするんやから手当としては残るんじゃないかと

うのは、何か割り切れない気持ちでいっぱいであ

いうふうな答弁でございましたけども、こういう

る。少し価格が下がらないものか、行政から助成

機構改革をするに当たって、その中でのいろんな

してもらえないのか、行政の方から新生児用のシ

現状にそぐわない点については、この際やはり見

ートのレンタルをしてもらえないだろうか、と願

直しをしていくのが本来の作業じゃないかと思う

う私は母親失格なのだろうか、と。

んですけども、その辺についてはどういうお考え

新聞の中にこういう投稿があるわけですけども、

をされていますか。

確かに今少子化いうことでいろんな形が出てきて

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

おります。先ほどの答弁の中で、貸出期間、対象、

○市長公室長（中谷 弘君） 現在、特殊勤務手当

返却、メンテナンス、いろいろ課題が多いため貸

の見直しということで取り組んでおるわけでござ

し出しは困難であるというふうな答弁がございま

います。特殊勤務手当といいますのは、やはり著

したけども、しかしこれらについては、やはり世

しく危険とか不快、不健康または困難な勤務、そ

の中全部が全部裕福な方ではございません。特に

の他著しい特殊な勤務で給与上の特別の考慮を必

新生児、乳児等を抱えている家族は、かなり所得

要とし、かつその特殊性を給料の調整額の適用で

的に見ても平均から平均以下ぐらいのところにあ

考慮することが勤務の態様などから適当でない場

ると思うんですけども、そういう方々に１つの方

合に、勤務の実績に応じて支給する手当というこ

策として支援してやるのも行政としてのサービス

との考え方で、現在、関係団体と協議をしている

じゃないかと思いますけども、市長、この辺につ

ところでございますので、その中で各手当の項目

いてはどのようにお考えですか。

についてどうあるべきかということについて協議

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

して、整理するものは整理するという考え方でご

○市長（向井通彦君） 行政がそういうことをやっ

ざいますので、御理解賜りたいと思います。

ているところもございますが、本市の場合、その

○議長（嶋本五男君） 上山君。

対象者が非常に多いということ、ですから仮にや

○１８番（上山 忠君） 今後ともやっていくとい

ったとしてもごくごく一部の方にしか届かないと

うその答弁を期待して、一応これで終わります。
続きまして、介護保険ですけども、先ほど島原

いうことになると思います。
それから、この基金を活用してやれというお話

先輩の方が介護保険についていろんな質問をされ

でございますが、これは３カ年の限定であります。

ましたんで、これについての再質はやめさしてい

じゃ、それが終わったら一般財源でずうっと継続

ただきます。

していかないと意味がない話ですから、未来永劫

続きまして、少子化対策についてのチャイルド
シートの補助についてです。

とは言いませんが、かなり長期にやらないといけ
ないという問題があります。ですから、市民すべ

これはある新聞に載った投稿ですけども、若干
読ませていただきたいと思います。

てにそういう恩恵が受けられない。仮に抽せんと
しましても、当たった方、当たらない方、それぞ

先日、チャイルドシートの勉強会に行き驚いた

れまた差ができてしまうということもございます。

ことがある。新生児は専用のものを使用しなくて

ですから、行政としてそこまでやるということに

はいけないこと、その価格の高さの２点である。

ついては、やはり非常に難しいというふうに考え

２人目を平成１２年５月に出産すれば、５歳上の

ております。
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ただ、今は車なんかを購入したらそこが一定、

があったんですが、やはりこれらについても、ほ

例えば１万円ぐらい預け入れ金でそのチャイルド

かの自治体はいろんなところでいろんな取り組み

シートをセットで手当てするというようなところ

をされてますし、こういう一番身近なところから

もあるようでございますから、それはやはり購入

でも生ごみの機械的処理を取り入れていくのが、

者の責任において対応していただくと、利用者の

今後の生ごみ減量策の市の姿勢としてやっぱり僕

立場からしていただくということがいいのではな

は必要じゃないかと思うんですけども、その辺に

いかと。その少子化の基金については、市民すべ

ついてはどういうふうなお考えをされてますか。

てのお子様なりが活用できるようなもので還元し

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

ていくというのがいいのではないかという考えを

○市民生活部長（白谷 弘君） 先ほども御答弁申

持っております。

し上げましたが、現在生ごみ等の減量化につきま

○議長（嶋本五男君） 上山君。

しては、大阪府の廃棄物減量化リサイクル推進会

○１８番（上山 忠君） ここにももう１枚あるん

議におきまして種々論議、検討が行われておると

ですけども、京都府宇治市はこのほど国から交付

ころでございますので、それらと同様、本市にお

される少子化対策臨時特例交付金を活用し、その

きましても減量化につきましては全力を挙げ対策

一部を市内の公立・私立幼稚園、保育所で使用す

を講じてまいりたいと、このように考えてござい

るチャイルドシートの購入費用に充てる考えを明

ますので、よろしくお願い申し上げます。

らかにしたと。この少子化対策基金がこういうや

○議長（嶋本五男君） 上山君。

つに使われないというのは、僕も重々承知はしと

○１８番（上山 忠君） 横並び政策とでもいいま

るわけですけども、しかし、それは市長の考え方

すか、他市と一緒にやっていこうという考え方は、

１つで、この交付金は使わなくても一般財源の中

そら必要だと思うんですけども、やはり今泉南市

から何とか工面してやろうかというのも、市長の

が抱えている問題等々を考えた場合、市独自とし

考え方１つでできると思うんです。ですから、そ

てこれだけはやっていった方がいいんじゃないか

れについては、今後子供は毎年毎年生まれていく

というふうな施策もたくさんあると思うんですけ

もんですから、ことし、来年だけの施策じゃなし

ども、独自でこういう給食センター、小・中学校

に、将来的に向けた施策の中で、これも１つある

の残飯については、環境問題の観点から見てもコ

よということを頭の隅の方にでも置いとってもろ

ンポスト化するのが私は１つの方策じゃないかと

たら僕はよろしいんじゃないかと思うんです。

思うんです。しつこいようですけども、これにつ

何分までですかな。

いては市長としてはどういうふうにお考えですか。

○議長（嶋本五男君） ４分までです。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○１８番（上山 忠君） ごみ問題について一応答

○市長（向井通彦君） 上山議員はみずから自分の

弁あったんですけども、やはり生ごみについては、

御家庭でも生ごみ処理機を導入されて減量化に取

いろんな施策をやりながらボランティア等の力を

り組んでおられるということをお聞きしまして、

かり、それからエコ農園とコンポスト、それから

大変心強く思っております。御指摘いただきまし

ボカシ等についてやっておられるし、それに対し

た例えば給食センターのようなそういう公共から

て助成されているのについては承知しておるわけ

出るごみの処理、脱水して焼却してるわけなんで

ですけども、しかし今これだけの取り組み方で果

すが、それでまず行政として模範を示すべきだと

たしてこの生ごみというのが減っていくのでしょ

いうことだと思います。

うか。

先ほど教育指導部長がお答えしましたように、

特にお聞きしたいのは、公共施設、先ほど言い

かなり大きな量の問題でございますので、通常の

ました給食センター、それから小・中学校から出

小さな施設で処理をするというわけにもまいらな

る生ごみについて、回収して水切りして専門の業

いというふうに思います。ですから、今全国的に

者に委託し、焼却処分をしてるというふうな答弁

もいろんな新しいそういう中規模の処理機、ある
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いはコンポスト的な処理機も開発されているよう

それと、歩道のバリアフリー化でございますけ

でございますから、我々の方も十分検討をして、

ども、答弁の中で自分で行動できるんが基本であ

研究をして、そして我々の給食センターになじむ

るというふうな答弁がございました。もっともな

ような施設、それからコスト的なもんも含めて導

ことだと思っております。それを助けてやるのが

入できるような施設があれば考えてまいりたいと

行政だと思っております。信樽線の方をモデルと

いうように思います。とにかく、まだちょっとな

してやってるというふうな答弁がございましたけ

かなか多くのメーカーではないというふうにも聞

ども、そのモデルの信樽線であっても、市役所の

いておりますので、まずいろんな資料を導入して

２６号線から旧の２６号線ぐらいまでが何とか通

調査検討をしてまいりたいというふうに考えてお

れるかなという感じです。そのほかのところを見

ります。

ると、やはり障害物が多い、段差が多いというふ

それから、個人の方はいろんなグループで、あ

うな形になってきております。前回、奥和田議員

るいは区でやっていただいておりまして、そのと

が歩道上の電柱について撤廃のあれをされたとお

きにはエコ農園なんかの借り上げなんかで我々の

聞きしておるんですけども、それについても数本、

方も若干お手伝いをさしていただいております。

二、三本程度で終わってしまってると。やはりこ

ですから、そういう輪を広げていくような啓発な

れらについては、地道な活動が必要じゃないかと

り協力ということをお願いしていかなければいけ

思っております。

ないというふうに思っておりますので、積極的に

それで、これはつい先日あった話ですけども、

そういう面では取り組んでまいりたいと考えてお

旧２６号線の歩道を夜中に歩いとって、暗くて段

ります。

差のあるところでつまづいて足を負傷し、３週間

○議長（嶋本五男君） 上山君。

ほど入院しておられた方が実際おられます。そう

○１８番（上山 忠君） 市長の答弁、期待して聞

いう方々、被害者が出てからでは遅いんで、遅々

いておりますので、よろしくお願いしておきます。

として進まんと思いますけども、これらについて

続きまして、ごみの有料化ですけども、これは

も一生懸命、やはり共産党じゃないですけども、

やはりある程度これだけごみがふえてきた中で、

市民が主人公という形の中でやっていってほしい

ごみを発生する人の責任というのも最近はある程

と思っております。これについては今後ともずっ

度言われてきてる中で、やはり一定量以上のごみ

と見守っていきたいと思っておりますので、どう

を出す人については有料化という方策もあろうか

ぞよろしくお願いいたします。

と思います。そういう形で、島根県の出雲市は、
出雲方式というふうな形でこういう形もとられて

時間１分前ですけども、これで終わります。
○議長（嶋本五男君） 以上で上山議員の質問を終

おりますし、これらについては、１市単独ででき

結いたします。

る事業ではないと私は判断しております。

午後１時１５分まで休憩いたします。

ことし総務常任委員会で視察に行った新庄市で

午後０時 ３分 休憩

も、やはり１３か１４市町村が１つの運動団体と

午後１時１７分 再開

なって有料化を進めていったというふうな話も聞

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

いておりますんで、これは泉南市単独ではできる

きます。

話ではないんで、今後の研究課題として、やはり

次に、８番 松原義樹君の質問を許可いたしま

ある程度の量を減らした人にはそれなりのあれを

す。松原君。

してやると、それから多く出した人にはやはりそ

○８番（松原義樹君） それでは、皆さんこんにち

れなりの負担をしてもらうという考え方が今後の

は。第１翔政会の松原でございます。ただいま議

進め方じゃないかと思っておりますので、これに

長の許しを得ましたので、平成１１年度第４回定

つきましては一応研究課題いうことで、よろしく

例会に当たり、大綱第４点につき質問を進めてま

依頼をしておきたいと思います。

いりたいと思います。
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さて、私もこの壇上に立つこと１１回目でござ

そのくらいまで、高圧でいうたら関西電力は５０

います。１３回与えられた機会のうち１１回です

万ボルトで送電をしてるんですけど、そういう意

から、質問自身もタイトルもかなりダブってきた

味で少しまともな答えはいただけませんでした。

りしてるように自分でも思うとるんですが、同様

以上の観点から、環境部署には電磁波の公害に

の質問であったとしても、以前より掘り下げたり、

対する認識と対応策ですね。これをお尋ねしたい

また、その後どのような対策がとられ解決したの

と思います。

か、また解決に向かっているのかを検証、確認し

それと、総務の方においては、電算機といいま

ていくのが議員としての私の責務であると思い、

すか、このごろはやりのといおうか、コンピュー

再質問等々をさしていただいておるところでござ

ターの関係のそういう職場で働く女性の被害とい

います。質問に対しては明快な答えと経過の説明

うのは、かなり多く出ております。あと、そのこ

等をお願いし、通告に従い質問を進めてまいりた

とについては再質問する時間があればお話はさし

いと思います。

ていただきたいと思うんですが、いわゆるコンピ

大綱第１点目、環境問題について質問いたしま
す。

ューターを使ってる、きょう現在の泉南市の中で
もそれに対する対応についてお聞かせ願いたいと

１つ目として電磁波公害についてでございます

いうふうに思います。

が、過日市民の方より、自動車のオートロックと

それと、環境問題の２点目です。ことし６月で

いうのがあるんですが、それのかかりが悪いと。

したか、オオタカの営巣が２カ所で確認されまし

それから、電磁波が体に悪影響を及ぼすというこ

た。その後についてちょっとお聞きしたいのです

とを聞いたんですけど、どのような事例があるの

が、私、つい先日といいましょうか、１２月の２

かを教えてくれというような問い合わせがありま

日、堀河ダムの上流でオオタカを確認しましたと

した。私も興味もあり二、三の文献を当たったと

言いたいんですが、私自身オオタカを初めて見た

ころ、雑多な電波がきょう現在ここの中でも飛び

状態ですから、それがオオタカであったかどうか

交い、人体に対してさまざまな悪さを働いている

わからんのですが、ただのタカでない、いわゆる

ということを知りました。

カラスでもなかったという状態を見ましたので、

自動ロックは、かぎ本体から発する超短波、い

そういう意味で精悍な目、そしてまたその飛び方

わゆるＶＨＦというものなんですが、つまりＦＭ

も、ハトのような飛び方といおうか、茶色くてハ

ラジオ等の電波やテレビなどの電波と同じもの、

トのような状態であったことは確かです。そのも

これを発して作動させているのでございます。混

のが、６月の議会でも質問しましたが、オオタカ

信を起こしやすい状態であることは確かなんです

の営巣により基幹農道のルート変更の問いに対し

が、特にタクシー会社の無線交信とか高圧送電線

て、生態調査をしてその結果により考えたいとい

の下ないしは携帯電話用の鉄塔等々について、こ

う答えであったと思うのですが、きょう現況の対

の３つが先ほどの住民の方には、そこにおられる

応策についてお答えください。現在ストップ中な

住環境が３つの複合汚染といいましょうか、相乗

のかどういう状態かですね。

効果によってこのようになったと思います。

また、２羽目といおうか２つ目の農業公園の近

１２月の初め、この議会に向けてですが、住民

くにおったこのオオタカについても、工事に対す

代表の方お１人、私と関西電力から３人来ていた

る影響とか、そのことについてお答えいただきた

だき、環境課より１人、計６名で会合を持ちまし

いというふうに思います。

た。その席上、電磁波がもたらす健康被害につい
ても話題を持ちかけたのですが、明快な答えは得
られずじまいでした。つまり、関西電力さんは電
圧の範囲といいましょうか、いわゆる高い範囲の
電圧でございますので、１００ボルトとか５０、
−７６−

次、大綱第２点、道路問題について御質問いた
します。
第１点目、国道２６号線沿いの高木対策につい
てお尋ねいたします。
平成１０年の１２月議会であったと思うんです

が、私、質問し、高過ぎて泉南市は森林かとぐら

ということはお聞きしましたが、それに対する進

いにしか思われてないの違うかというようなちょ

捗はいかがなっているか。

っと冗談の言い方をして指摘をしたと思うんです

また、私はこれは言いにくいといおうか、我慢

が、その高木が今現在、その対応の中で少し低く

していただくという意味で、本給にも手をつける

するとか、住民の方々とのお話でいろいろと対応

べき時期に来てるというふうに思うのですが、数

がとられてると思うんですが、それについてきょ

字を言えと言うと怒られますから言いません。そ

う現在の対応についてお知らせください。

れに対する方針は、石原知事のいわゆる本給４％

２点目、樽井南泉寺より馬場幡代を通り岡中林

よりもっと大きい状態でないと、泉南市が１４年

昌寺に至る市道南泉寺大師線、これは平成１１年

じゃない、１３年になるかもわからないというよ

の３月でしたか６月でしたか、議会において舗装

うな状況であるというところから、思い切った対

の欠落部について全面舗装を要望いたしました。

応を進めていただきたいというふうに思います。

その後の手法とか進捗について、お答えいただき

それと、義務的経費の増大が１０年前より約２

たいと思います。

倍となっております。その分投資的経費が減少し

また、信達樽井線沿いには公社所有の道路用地

てきておるわけですけど、平成８年の６８億円が

が多々見受けられますが、東洋クロスの社内を通

平成１０年度には１８億円と、半減どころか４分

るというんですか、高架部も含めて進捗状況と完

の１になろうとしております。６８億円でこれだ

成年度といいますか、これの予定についてお知ら

けの仕事ができてたのが自分とこのお金がないか

せいただきたいと思います。お答えください。

ら、１８億円ほかないから、もうこのくらいの仕

大綱第３点目は、財政問題でございます。

事しかできない。それがいわゆる教育予算とかそ

昨日の議員の方々、また朝からの先輩島原議員

ういうところへしわ寄せが来ているような気がし

等々、財政問題についてはたくさん言われて、私

てなりません。そこら辺についても、教育関係者

も答えとしてはある程度わかってるんですが、で

として教育の担当というんですか、については頑

も何とかしてきょう現在苦しんでおるこの泉南市

張っていただいて、未来の子供たちというか、未

を救うためというんですか、新しい見地から考え

来の泉南市を担ぐといおうか、その子供たちの教

てみたいと思います。

育費を減らすことについては思い切り頑張ってい

泉南市の財政が逼迫していることは、予算案を

ただきたい、そのように思います。

見るにつけてもわかるのですが、もう崩壊寸前で

また、お隣の阪南市では、早期の退職の優遇対

す。平成１４年には赤字再建団体に転落するだろ

策として、本市でもやっておるようなんですが、

うとも言われております。岬町が赤字再建団体を

例えば５０歳の方が早期に退職される、またどこ

経験しておりますが、自治省よりの出向者に支出

そこへ新しい職を求められるというときには、退

１つ１つをチェックされ、また投資的経費はゼロ

職されたときに２０％、５１歳の方、１年すると

に等しい査定で、道路舗装もままならぬ状態であ

１８％、５２歳では１６％、ずうっといくと６０

ったと聞いております。これもお聞きしたとこな

歳でゼロになって退職、満額といおうか、そうい

んですが、また東京で石原知事がいわゆる本給の

う状態でプラスアルファがないんですけど、そう

４％のカット、期末・勤勉手当の１０．５％の削減

した条例は泉南市でもあるんですけど、それに阪

とか、愛知県での給与調整手当ですか、３．５％、

南市では３割アップして早くやめていただくとか

ボーナスの８から１０％カット等々を打ち上げて

いうような形をとって、高齢者のいわゆる義務的

おりますけど、それについての答えはきょう現在

経費の支出を少しでもとめようとかいうような感

出てはおりませんが、泉南市でも行革の中で定期

覚で施策を進められているようにお聞きしました

昇給

が、それについて泉南市はどういうふうに対応し

約８，０００円と聞きましたが、定期昇給

の１２カ月ストップというんですか、おくらすと

ていくのか。また、泉南市の実績というんですか、

いうんですか、ということで組合側に要望してる

どのような状態であるかの報告をいただきたいと
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いうふうに思います。

何ページにその数字も私は持っております。そう

大綱の第４点目、住宅問題について質問をいた

いう意味で議事録を見ましたが、その資料という

します。

んですか、きょう現在、測量された資料、それか

第１点目として、市営住宅の住民の皆さんより

ら、超概算じゃないと思うんですが、その時点の

提訴された所有権移転登記の裁判の進捗について

昭和６１年の金額、それも入ったような書類は今

お答えをいただきたいと思います。

現在あるのかないのか、どこに今あるのかについ

また、昨日の井原議員の質問に答え、マスター

てお答えいただきたい、そのように思います。

プランの実行には約４０億円が必要だと。そして

それと、３点目に入ります。新しい住宅政策に

また、３住宅の用地を処分すれば、超概算である

ついて提案したいと思います。

ということを何回も言われましたけど、１３億円、

住宅問題が裁判の場に持ち込まれたことにより、

こういう数字が出ましたが、日付がまあいうたら

この問題自身がタブー視された感があるんですが、

去年の７月でという答えがあったと思います。も

決してそうではないと思います。住宅困窮者に市

うことしの７月１日には、全国のいわゆる地価の

営住宅を建設し、低家賃で入居してもらうという

相場というんですか、それについてはもう出てま

施策については、今も存続しているはずでござい

すので、およそ超概算での数字であることはわか

ます。

るんですけど、少なくともことしの数字で答えて

マスタープランにより建てかえをするためには、

ほしかったということを思います。そのような、

数々の、先ほどの４０億円、売るためには１３億

言いにくいですけど、超概算でのいわゆる議会答

円で売る、そのお金を出すには２，０００万円とい

弁は、議会軽視といおうか、ということにならな

う話を聞くにつけて、住民の方々の多大な協力を

いかというふうにも思います。１３億円の算出基

いただかなければ、しかし裁判の場に持ち込まれ

準を明確にしてお答えください。

た以上、それも望めません。一審、二審、三審と

それと、そのままその超概算を私も超概算で割

数えたら、１０年待っても解決できないと思われ

りますけど、１３億円をきょう現在、３団地の方

ます。裁判闘争の陰になったようですが、住宅困

々の６５軒で割ると、ちょうど２，０００万円にな

窮者に対する住宅の供給事業についてどのように

るわけですね。このことについては、今裁判闘争

対応するのか、お答えください。

でこういう状態になった原因の中に、ここら辺の

私は、堀病院前の市有地に５階建て、５０戸ぐ

超概算でいろいろとお話をされたり、そういう対

らいのこれも超概算で言わしていただきますが、

応が裁判の状況になったんじゃないかな、こうい

５０戸掛ける１部屋といおうか、１軒当たり５０

うふうに私は思うのですが、違ってることをうま

０万円としましょう。五五、二十五、約２５億円

く答弁していただけたらそんなうれしいことはあ

のお金があれば、先ほどの１３億円を必要としな

りませんけど、その点についてもお答えください。

くても、４０引く１３は２７になります。そうい

２つ目、市営住宅跡地の売却の進捗について、

う意味では、少なくとも２５億円であるならその

毎議会ごとに確認はさせてもらっておるのですが

方々をほってもという言い方じゃないんですが、

ということは、行政財産から普通財産になっ

５０戸の市営住宅ができるのじゃないかなという

た件です。９月議会で長岡住宅の売却に向けての

ことで、私は提案したいと思います。

測量の補正予算が承認されましたが、その進捗に

以上で壇上での質問は終わらしていただきます。

ついてお答えいただきたいというふうに思います。

明快なお答えをいただきたく思います。以上でご

また、昭和６１年ごろに３団地の測量、きょう

ざいます。

現在言われてる砂原、氏の松、高岸、この３団地

○議長（嶋本五男君） ただいまの松原議員の質問

の測量を今回の長岡の補正予算と同じような状況

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

やと思うんですが、測量について同様の予算化を

○市長（向井通彦君） 環境問題のオオタカのその

されたと。そしてまたそれが執行され、決算書の

後の状況でございますけれども、本市山間部２カ
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所に営巣しておりましたオオタカでございますが、

と共存できるような基幹農道あるいは農業公園の

農業公園整備地近傍の営巣地につきましては、大

事業として、今後とも緑資源公団とか、あるいは

阪府農とみどり環境の整備公社が７月上旬よりそ

農とみどり環境の整備公社でありますとか大阪府

の生態調査を実施いたしております。

と連携を図りながら事業の進捗を図ってまいりた

それによりますと、オオタカのひな３羽は７月

いと考えております。

中旬ごろに無事巣立ちまして、９月末の調査では

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

幼鳥も営巣地を離れ、付近では観察されていない

○市民生活部長（白谷 弘君） 松原議員の環境問

と聞いております。私どもの工事工程や工事場所

題の電磁波公害について御答弁申し上げます。

の調整といった事業上の配慮も、一定の効果があ

議員御指摘のとおり、信達変電所付近住民から

ったものと考えております。平成１０年度までの

電磁波と思われる影響により自動車ロックキーの

進捗状況は、農業公園整備は３１％、また花卉団

不作動、また健康への影響についての苦情等があ

地造成は８３％となっておりまして、粗造成がお

ったところでございますが、私どもとしましては、

おむね完了している状況でございます。今年度も

事業者である関西電力岸和田営業所に連絡を行い、

生態調査の実施や専門家のアドバイスを得るなど、

関係付近住民の方に説明をするよう求めたところ

オオタカの生息にも十分配慮しながら工事を進め

でございます。その結果、去る１２月９日、議員

てまいりたいと考えております。

同席のもと、関西電力より電磁波の測定を行うと

また、基幹農道予定地付近のオオタカのひな２

ともに、付近住民の方には調査結果の説明をいた

羽につきましても、新聞報道等によりますと、同

してございますが、一定の御理解をいただいたも

じく７月上旬ごろ巣立ちをした模様でございます。

のと考えておるところでございます。

基幹農道につきましては、昨年度一部測量作業に

また、健康への影響につきましては、国内外の

着手しましたが、オオタカへの配慮の観点から今

公的機関では、居住環境における電磁界が健康に

年度は現地での作業を中断している状況でござい

有害である証拠は認められないと報告されておる

ます。今後は、本年９月に設置されました泉南工

ところでございますが、今後につきましては、市

区オオタカ調査委員会での審議に基づきまして対

民の皆様方に正確な情報を伝えていただくよう関

応を検討していくこととなっております。

西電力株式会社には強く要望を行ってまいりたい

先般から産経新聞朝刊にこのオオタカ問題、連

と、このように考えてございますので、よろしく

載でずっと続いておりまして、けさで最終という

お願い申し上げます。

ことだったんですが、それによりますと、絶滅の

以上でございます。

おそれのある種ということになっておりますが、

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

オオタカは全国的にかなりの数がいるのではない

○市長公室長（中谷 弘君） 松原議員御質問の財

かという報道もなされております。それと、もう

政問題の中で人件費の関係、それと早期退職の措

一つ、比較的里山に近いところでの生息が多いと

置についてということで御答弁をさしていただき

いうことで、結構里山あるいは人間といいますか、

たいと思います。

との共生については意外とうまくやっているので

議員御指摘のとおり、現在、本市の置かれてい

はないかというような報道内容もございました。

る状況は非常に厳しい局面を迎えておりまして、

ですから、泉南で発見されましたオオタカ、あ

この難局を乗り切り本市の再生を目指すためには、

るいは愛知県でもありましたけれども、これを契

職員一丸となって取り組んでいかなければならな

機としてもう一度全国的な分布、あるいは絶滅の

いというふうに考えておるところでございます。

おそれのある種に本当にそうなのかということも

現在までの人件費の削減でございますけれども、

含めて、再調査をする必要があるのではないかと

先ほども御答弁いたしましたように、超過勤務手

いう記事が載っておりました。

当の縮減や特別職の給与のカット、それと管理職

我々といたしましても、今後ともこのオオタカ
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手当の１０％カット等実施をいたしておるところ

でございます。

以上でございます。

さらに、その実行効果を上げるために、先ほど
松原議員言われましたように、本給にも手をつけ

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。
○事業部長（山内 洋君） まず、道路問題からお

る時期に来てるんではないかという御指摘があっ

答えをさせていただきたいと思います。

たわけでございますけれども、本市の行革を市一

第二阪和沿道沿いの高木の対策の件でございま

丸となって進めるということの中で、ことしの２

すが、この問題につきましては、昭和６２年の第

月でございますけれども、定期昇給の１２カ月の

３回定例会で緑地帯改善の請願に対しまして安全

延伸、手当の見直し、出張旅費の日当の廃止等に

対策に関する意見を付し、採択されているところ

ついて関係団体に申し入れを行っているところで

でございます。その後、建設省におきましては、

ございます。現在、その協議の協議中というとこ

交差点部分の植栽の刈り込みなど一部安全対策が

ろでございまして、まだ結論には至っておりませ

実施されたものの、抜本的な対策の実施までは至

んけれども、できるだけ早い段階でその辺の整理

っておりませんでした。

をした中で結論を見出したいというふうに考えて

その間、地元の関係者より、沿道土地利用の活

おります。今後とも、財政上、特に人件費のこと

性化の観点から植栽帯を低木化せよとの要望書、

についていろんな御意見をいただいておりますの

また側道の防犯上の観点からの安全対策を求める

で、その辺についての努力はしてまいりたいとい

要望書、及び住環境を守る立場からの植栽帯の保

うふうに考えております。

存を求める要望書など、それぞれ市に対して関係

それと、早期退職優遇措置の関係でございます

者の署名を添えて提出されているところです。当

けれども、先ほど松原議員から阪南市の例を出し

然、市といたしましても、このことは管理者であ

ていただいたわけでございますけれども、府下で

る建設省に速やかに進達をいたしたものでありま

も阪南市以外に堺市、それと北摂では守口や箕面

す。

が今の退職条例のプラス上積みをしてその対応を
図っておるところでございます。

その後、建設省と具体の対応の協議について精
力的かつ継続的に粘り強く行ったところ、平成１

本市の現在の状況といたしましては、先ほど申

１年の初旬には国道２６号沿道環境検討委員会を

しましたように、退職条例の中で定年前の早期退

立ち上げることとなりました。５月２０日には第

職という項目ですね。５条の２項がございますけ

１回の委員会が開催されまして、合計４回委員会

れども、その中で一定の上積みをした中での支給

が持たれて一定の結論を得るに至ったところでご

ということで早期退職を行っているところでござ

ざいます。

いまして、その内容は、先ほど松原議員言われま

内容といたしましては、関係者へのアンケート

したように、５０歳以上ですね。それと１年につ

調査でも８５％が現状の改善を望む結果であり、

いて２％ということの額の加算額でございますけ

当委員会といたしましても中低木の伐採に加えて、

れども、それで対応いたしておるところでござい

路面から４．５メートルまでの高木の枝打ち、さら

ます。現段階ではそれ以上の退職制度についての

に二、三メーター程度の間隔となるように間伐を

創設ということについては、現在は考えておらな

行い、季節感のある木を補植するという案で合意

いというのが実情でございます。

形成を得ることができました。具体には、市道信

ただ、近隣、阪南市さん等が今年度実施したと

達樽井線から府道泉佐野岩出線の間をモデル区間

いうことの中では、やはりその辺は参考になる面

として事業実施する計画となり、また事業実施の

もあるんではないかというふうに考えております

ときは、市の広報掲載並びに事業箇所への立て看

ので、その辺の状況等は今後調査をしてまいりた

板等の設置を行い、市民への周知徹底の措置を図

いと思いますけれども、まだ新たに創設するとい

っていくということとしております。

うところまでは至っておりませんので、御理解賜
りたいと思います。

以上がこの問題に対する現在の取り組みでござ
います。

−８０−

続きまして、道路問題の２点目の南泉寺大師線

右折レーンを設置する補正予算を計上させていた

の整備についてでございますが、前回の議会でも

だいておりまして、今年度内に事業を完了したい

議員から御質問がございました。南泉寺大師線の

と考えております。今後とも、早期の供用開始に

整備についてお答えをさせていただきます。

向け事業努力を行っていきたいと存じます。

この市道は、樽井より馬場幡代を経由いたしま
して岡大師、林昌寺参道へ通じる古い時代からの

続きまして、住宅政策、住宅の訴訟の関連につ
いてお答えをさせていただきたいと思います。

道路でございます。この市道につきましては、沿

市営住宅の裁判の進捗でございますが、今まで

道関係区からも整備の要望がなされているところ

に計４回の公判が大阪地裁堺支部において開かれ

です。幹線市道につきましては、最低幅員が４メ

ており、原告である入居者側から、またあるいは

ートル以上確保することを道路整備の基本方針と

泉南市の方、双方から書面でもってこの事件に関

しておりまして、道路整備につきましては沿道関

しての経過説明や考え方、主張等を証拠書類とと

係者の理解、協力等が不可欠なものでございまし

もに裁判所に提出をしている状況でございます。

て、まずその点につきまして意思統一されること

そして、今後はそれぞれの主張に対して、認める

が必要と考えております。

ものであるのか、それとも否認するものであるの

以上のような観点から、事業の必要性を念頭に

かの議論に進んでいくだろうと考えております。

置きつつ、事業着手まではまだ少し越えなければ

市といたしましては、答弁書や釈明を求められた

ならないハードルもあるように考えられますので、

事項に関する書面等、あるいは証拠資料は一刻も

今後とも整備について検討してまいりたいと存じ

早く裁判所に提出し、一日でも早い決着をとの考

ます。

えで全力を挙げる所存でございます。

続きまして、道路問題の第３点でございますが、

それと、３住宅の敷地の処分の件、前日の井原

信達樽井線の事業進捗についてお答えをさせてい

議員の御質問にお答えをさせていただきました１

ただきます。

３億円の適否の問題でございますが、これについ

信達樽井線につきましては、現在の計画内容で

ては、私ども泉南市といたしましては処分は考え

都市計画決定がされたのが昭和６１年の３月１９

ておりませんでしたので、具体的な積算をするの

日でございます。起点が和泉砂川駅前から始まっ

はどうかなという気がいたしましたので、平成１

てりんくうタウン内の幹線道路につながる延長２，

０年の７月付で出されました国の基準値の近隣の

７１０メーターの都市計画道路でございます。市

価格をもとに積算をしたものでございまして、余

内の中心道路として、都市軸を形成していく役割

り具体性を持たない数字でございますので、失念

を持つ重要な路線であります。当該道路のうち、

していただいても結構ではないかなというふうに

国道２６号より市道樽井大苗代新家線までの間は

思っておるところでございます。

既に完成しており、供用開始されております。市

それから、御提案ございました既存の公営住宅

民の利便性の向上に寄与しているところでござい

の敷地以外に新しく公営住宅を建設すればどうか

ます。

ということでございますが、住宅政策の中にそう

次に、現在事業認可を受け事業展開を進めてい

いう考えは持っておりません。現在、公営住宅の

るところは、府道の堺阪南線よりりんくうタウン

敷地を利用いたしまして、新しく住環境の整った

までの間でございまして、延長約７４２メーター、

住宅建設を検討するということで進んでおるとこ

幅員につきましては２０メーターから３５メータ

ろでございます。

ーとなっております。今のところ、事業内容は先

それと、３住宅に対する敷地の丈量関係の測量、

行買収地の買い戻しを主に実施し、買い取り申し

これは古い話でございますが、昭和６０年度に実

出にもそれなりに対応するなど、主に用地権原の

施をいたしたところでございまして、現在それの

取得に努めているところです。

成果品と、そういうものは探しておるわけでござ

また、今議会に府道堺阪南線との交差点部分に
−８１−

います。当然市役所にあると思いますが、現在の

ところまだ見つかっておらないのが現状でござい

ど、そういう状態で１つがいがいくやろうと。

ます。

そうなると、今度計５羽ですか、５羽がどうい

以上です。

うふうにつながるか、それとも別なところのオオ

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

タカとつながるやろうとは思うんですが、そうい

○総務部長（細野圭一君） 住宅跡地の売却の進捗

う１組、２組をつくってどのくらいの範囲で住ん

状況でございますが、長岡住宅につきましては、

でいくかという状況についても、ある程度知って

議員御指摘のように補正予算で測量委託を補正計

おくといおうか、しないと、ただただその基幹農

上いたしまして、現在、委託発注準備に取りかか

道のルートを変更しなかったらあかんのか、それ

ってございまして、年内に業者を決定いたしまし

とももうそんなに、先ほどのお答えを少し聞くと、

て、１１年度中に土地境界確定を完了したく思っ

数千羽おって、このオオタカについてはかなり人

ております。

なれしてて、そんなにそんなに気を使わなくても

長岡住宅を含みます６住宅の居住者の皆さんに

十分営巣といおうか、新しい巣をつくってでもし

対しましては、払い下げの意向について聞き取り

ていけるような市長の御答弁やったと思うんです

調査を行ってきたところでございまして、大筋で

が、それについて再度お答えいただけたらという

は、単価等の問題はございますが、基本的には皆

ふうに思います。

さんその御意向であるというふうに認識しており

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

ます。

○事業部長（山内 洋君） 私もおととい見に参っ

今後、土地境界確定及び聞き取り調査の結果を

たわけでございますけども、農業公園の方は既に

踏まえまして、払い下げの方針等の検討を行いま

もぬけの殻でございまして、この時期はオオタカ

して、早期に払い下げができるよう努力してまい

が移動するんではないかなというふうに専門家の

りたいと思っております。払い下げの条件等が整

方からも聞いておるところでございます。親が同

った住宅につきましては、できれば１１年度中に

じ巣を利用するということは、かなり執着心の強

おきましても行っていくような形をとりたいと思

い鳥だということを聞いておりますのであるわけ

っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

でございますが、子供がその親の巣を利用すると

ます。

いうことはないと。かえって、親は成鳥になると

○議長（嶋本五男君） 松原君。

追い出すということを聞いておるところでござい

○８番（松原義樹君） それでは、順次再質問させ

ます。

ていただきます。

また、基幹農道に近接するオオタカのつがいと

環境問題の中のオオタカについて市長さんから

申しますか、これについては、これもどこに行っ

お答えいただくとは思わなかったのであれなんで

たか現在はわからないと。巣につきましては、か

すが、再質問の中で、きょう現在、冬季の間営巣

なり貧弱な枝に巣をしておりましたので、現在は

してその場を離れたのがどこに行ってるかとか、

落ちておるということでございます。

そういう若鳥といおうか、親鳥も含めてどういう

また、オオタカの行動範囲、これにつきまして

生活をしているのかというところに少し目を当て

はかなりの広い範囲でございますので、追跡調査

ていただかないと、オオタカの習性というのは、

ということも必要ではないかと思うわけでござい

私これも本を読んだ、そういうものですから、こ

ますが、この冬の季節になると、また営巣できる

こに書いてある状況だけで判断さしていただかな

場所と申しますか樹木と申しますか、これを探す

ければならんのですが、いわゆる同じ営巣という

ということを聞いておりますので、年が変われば、

んか巣を何回も何回も使うと、毎年毎回使うと。

１月、２月ごろにはまた舞い戻ってくる可能性も

ということは、きょう現在ある基幹農道横とか、

あるということでございまして、そのときには追

それから農業公園の横、ここの巣をもう一度親鳥

跡調査を両方とも行うという考えを持っておりま

が使うか小さい方、幼鳥が使うかわかりませんけ

す。

−８２−

○議長（嶋本五男君） 松原君。

６８人のうち３８人やったと思います。３８人が

○８番（松原義樹君） そんな貧弱なところにおっ

流産しておる。そして、死産が１人、そして障害

たんか、落としたんか知りまへんけどね。落とし

児を持つ。その障害というのは、長時間同じ状態

てないですわね。それやったらいいんですが、と

で磁波を受けると、白血病とか脳腫瘍、こういう

りあえずかわいそうといおうか、そういう観点か

ものになるということを言われております。その

ら今私は質問を進めましたけど、いや反対に今度

状態のものがかなり出てるということでございま

は人間が住むこと、人間が使う道路をそのオオタ

す。

カ１匹で何でずらさなあかんねんという感覚も多

そしてまた、高圧線の下では大体２００ミリガ

少は持つわけですね。

ウスといいます。先ほどの１ミリガウスを長時間

そういう意味では、やはりどちらを大事にする

受けてその方がそういう流産をするとか、それは

かというときには、自然をとにかく取り込んでと

家庭の中ですから余り出てこんものなんですけど、

いおうか、そういう自然との共生を図りながら、

それを調査するとそうなってます。ＷＨＯという

どうかルートの選定等これも考えていただきたい

て保健機構があるんですが、そのもので調べても

と。でもそのことによって何億余分にかかるとい

同じような資料が出ております。それだけを特殊

うことでしたら、先ほどの話じゃないですが、少

に挙げたからそういう数字が出てるかというたら、

しはすみ分けというんですか、人間様も住めるよ

そうじゃない、そういう方に目を向けるというこ

うな場所もつくっていただきたいというふうに思

とらしいです。

います。

余り時間がないので、次に入りたいと思います。

２つ目、先ほどの環境の方のいわゆる電磁波の

財政問題の中で、先ほど来１、２については聞い

ことなんですけど、先ほどの答えではちょっと寂

ていますけど、３番目のいわゆる義務的経費が増

しいといおうか、今後も電磁波というのはそれだ

大して１０年前の２倍になってると。１０年前よ

け健康被害を与えてるんやという観点から、どう

り義務的経費が２倍になって、数字では自分の力

かもう少し勉強していただいてといおうか、そち

で、市独自の建設とか土木とか、そういうものに

らの方の書籍を読んでいただくだけで、かなりの

使うお金が４分の１になっている。これについて、

いわゆる知恵というんですか、そういうことがつ

これもう入ってくることをふやさん限り、出るも

くと思いますから、どうかよろしくお願いいたし

のをとめない限りどうにもならんわけですね。ど

ます。

ちらかの状況やと思います。

私が知ってる範囲内のこと、ちょっとオーバー

ですから、こんだけしかないお金、６８足す１

になりますけど、先ほどの総務の方でコンピュー

１は７９ですか、それだけしかなかったらどうい

ター作業をされてる方の健康被害というんですか、

うふうにするかというたら、何か新しい道路をつ

これについて何も今答えてくれてませんから、私

くってくれとか、あそこを改造してくれとか言う

が知ってる範囲内のことを少し言うといてしたい

たって何にもできないわけですね。そういう意味

と思うんですが、これは日本での状況じゃありま

でこれについてどういうふうに考えておるのか、

せんが、アメリカとかカナダ、ここのコンピュー

お答えがなかったので、これについてちょっとお

ターを使う業界、このコンピューターから出るい

答えください。

わゆる磁波というんですけど、電磁波というのは、

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

１ミリガウスといいます。その１ミリガウスを長

○総務部長（細野圭一君） 答弁漏れで失礼いたし

時間、毎日８時間ずつ働いて、大体女性が結婚す

ました。確かに、議員御指摘のように、義務的経

るまでの４年、５年おるとします。その状態の

費が年々増大してきているということは、事実で

資料がここにあるんですけど、６８人の方がそ

ございます。その一方で投資的経費につきまして

の後伴侶をあれされて結婚されます。その上で、

は、特に関空の開港を控えたということがござい

数字はきっちり言わなあきませんので言いますが、

ましたし、そのためにおくれていました都市基盤

−８３−

整備を急速に進めてきたという状況がございまし

うに思います。

た。

それは意見にしておきますが、それより発注さ

そういう中で、特に平成で申しますと５年、７

れたこの工事です。いわゆる氏の松とか樽井の砂

年、８年では、投資的経費に６０億台という投資

原、高岸に対して、名前ははっきりそこでは出て

を掲げてきたという状況がございます。これは特

おりません。でも決算書を見ると、氏の松には１

に個別で申しますと、総福の建設とか、あと埋文

４０万円、それから砂原の測量には１１０万円、

センターとか、それぞれの箱物の建設に特に投資

高岸の測量には１００万円、こういうもので何を

をしてきたという結果がございます。

出したかいうたら大体わかるんですが、一応測量

現在、一定程度、都市計画事業におきましても、

図を出さして、そして確定して地価を鑑定させて、

まだそれぞれ個別では課題を持ってございますが、

その金額は何ぼかというものを出すようにしてる

基本的には突出したそういうような事業というの

と思うんですが、そのものがないということを前

が余りなくなってきてございますので、今後は年

任者からどういうふうに受け継がれたんか。ない

次的な計画のもとに着実に今の財政状況を踏まえ

ということを受け継がれただけでしょうが、そこ

ながら進めてまいりたいと思っております。そう

についてはちょっと腑に落ちません。今現在の状

いう中で、義務的経費につきましては、人件費等

況を再度報告いただきたい。また、どういうんか、

要るものは要るんでございますけれども、今公室

その状況がしんどい場合には、その６１年当時課

長が答弁しましたように、できる限り切り詰めて

長をされとったそこにおられる上林助役、そこら

まいりたいと思っておりますので、よろしくお願

辺で忘却してなかったら教えていただきたいとい

いしたいと思います。

うふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

以上です。

○８番（松原義樹君） それでは、私は１５分まで
やと思いますので……

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。
○事業部長（山内 洋君） ３住宅に対する測量委

○議長（嶋本五男君） １６分までです。

託などの御議論は、平成１１年の予算特別委員会

○８番（松原義樹君） ありがとうございます。住

で御議論いただいたわけでございますが、当然時

宅問題について入っていきたいと思います。

間も経過しておりますし、所管の部署も変わって

先ほどの話、超概算のままで、それで私は先ほ

おります。現在、事業部の方で保管をいたしてお

ども議会軽視じゃないかというような言い方をし

りますのは、地目変更を行った部分とか、測量業

たんですけど、そのままいって、平均をとったっ

務の委託の契約書とか、水路とか里道とか私道な

て、どう見ても６０万円なかったら６５戸、３５

どの公的な境界明示の承諾書などの決裁書でござ

坪で計算、掛け算をしていって１３億円にならん

いまして、鑑定までは測量の委託の契約でござい

のですが、１３億円になるらしいといおうか、そ

ますのでやっておらないわけでございまして、事

れだけ地価が高い砂原住宅のことについては一応

業が完了しておるというのは、これは事実でござ

わかるのですが、きょう現在、去年積算された数

いますけども、いろんな書類がございますが、散

字と今現在、ことしの数字とでは、もう１０％近

逸している部分もあるんではないかなということ

くというんですか、そういう数字のダウンを見て

で、御理解いただきたいと思います。鋭意努力し

おります。そういう意味では、去年の樽井の地価

て探すということのお答えしかできないのが残念

が１平米当たり２４万６，０００円です。それがこ

でございますが、そういうのが今の現状でござい

としの７月、２１万６，０００円になってます。３

ます。

万何ぼ減ってるわけですね。そういう数字を見る

○議長（嶋本五男君） 松原君。

につけても、やはりちょっと概算過ぎるんと違う

○８番（松原義樹君） 実は、私もきょう現在、こ

かと。ことしはことしの話をして、やはり議論を

こに座っているという、この場所ということを考

もう少しきっちりした状態にしてほしいというふ

えたときには、小山さんの言われるＡ組かＢ組か

−８４−

という状況からしたら、これ以上の話はしにくい

らやなしにスレートで工事をされたと、皆さんの

んですけど、やはり裁判をしてるからというてこ

痛みを分かち合ったというようないいエピソード

の問題がもう終わったとか、その困窮者に対する

というんか、お聞かせいただきました。新しい年

次の、どういうんか、状況ができないということ

２０００年がいい年であるように念じながら、私

とは、これまたちょっと違うように思います。

の質問を終わります。

先ほど来聞くと、マスタープランのその裁判が
終わってすべてのことができないと、皆さんに対

以上です。
○議長（嶋本五男君） 以上で松原議員の質問を終

して、住宅困窮者に対してそれができないと。い

結いたします。

わゆるいい住宅を供給することができないという

次に１２番 真砂 満君の質問を許可いたしま

答えを受けているように聞きます。市長、再度申

す。真砂君。

しわけないですが、一度市長のお言葉をいただき

○１２番（真砂 満君） 民主清和クラブの真砂

たい。どういうふうに考えるか。できたらマスタ

満でございます。議長の許可をいただきましたの

ープランだけをほっとくんやなしに、その分は新

で、１９９９年最後の定例会におきまして一般質

しい住宅政策といおうか、供給ということを考え

問を行わせていただきますので、皆さんにおかれ

られないのかについてお答えいただけたらという

ましては約１時間ほどおつき合いのほどをよろし

ふうに思います。

くお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

さて、私ごとでまことに恐縮ですが、さきの定

○市長（向井通彦君） 泉南市の住宅政策を立てた

例会終了後、同僚の北出議員と共同で議会報告を

ときに、既存の市営住宅の老朽化に伴って、現在

出させていただきました。中身につきましては、

の社会における居住水準の改善も含めて、そして

新聞折り込み広告で入れさしていただいたことも

戸数もふやしてといういわゆる建てかえ計画とい

あり、ごらんいただいた方もあろうかと思います

うものをつくっております。新設計画はつくって

が、北出議員の一般質問の趣旨説明と２人の言い

おりません。

たい放題という題で、発言内容を掲載さしていた

それから、公営住宅をふやすという意味では、

だいた、その２つが主でした。

今回もりんくうの方に高齢者の府営住宅をつくっ

私自身、全市的にビラを出したことが久しぶり

ていただくということになっておりますが、そう

だったということもありまして、後援会の皆さん

いういろんな公的な機関のお力もかりて、そうい

や友人、知人、そして全く私が存じ上げない方か

う住宅を待ち望んでおられる方と市といろいろ役

らもさまざまな御意見、御要望をちょうだいいた

割分担をしながらふやしていくと、こういう考え

しました。その中できょう１通だけ持ってこさし

でおります。

ていただいたんですが、このようにこのはがきの

したがって、４カ所建てかえ計画ありますけれ
ども、一度にやるということではもともとなくて、

余白がないほどいっぱいに書かれたようなものも
ございました。

転がし方式ということで１つずつ建てて、また移

中に今回の議会報告に対する批判の方も全くな

転しながら変わっていただくという、そういうや

かったわけではなく、そのことについては謙虚に

り方での計画ということにいたしております。

反省は反省として今後に生かしていきたいと思っ

○議長（嶋本五男君） 松原君。時間がありません

ておりますが、全般的には議会としての取り組み

ので簡潔に。

方についての御意見が多かったと感じています。

○８番（松原義樹君） それでは、最後になりまし

そういった経過もあり、また私の議員としての任

たけど、９月の議会で高岸住宅の屋根２戸を直す

期の最後の１年でもありますので、今回はそうい

ということ、こういう予算を皆さんそうさしてい

ったことを踏まえて質問を行ってまいりたいと思

ただいて、その予算３００万円の中でどうやらお

います。

話し合いをされ、その中で９軒の家を普通のかわ
−８５−

それでは、慣例によりまして事前に通告いたし

ております大綱４点について順次質問さしていた

果があらわれないまま、不安感だけが一方で増幅

だきますので、よろしくお願いいたします。

するといった残念な結果が出ています。私どもの

まず初めに、市長の市政運営方針の進捗状況に
ついてお尋ねいたします。

方にも、学校や先生は何をしてるんや、また自分
の子供は親の責任においてしっかり教育せよとか、

本年３月、向井市長は市政運営方針を議会に示

もはや公立には任せられない、また泉中を目の前

され、最優先課題である財政再建について、特に

にして議会として何とかしいやと、等々の声を聞

並々ならぬ決意を表明されました。私もその強い

くことが多くなったのは、隠せない事実でありま

決意を心強く感じ、泉南市の将来に一縷の光を見

す。口先だけでない一日も早い問題解決が望まれ

た思いで受けとめたところでございます。以降９

ていることは、申すまでもございません。

カ月が経過をし、一定の成果が出ているとは存じ

そこで、さまざまな問題がある中で、今回は特

ますが、なお私には管理職を初めとする職員の皆

に施設設備の改善についてお尋ねいたしたいと思

さんに、残念ながら危機意識を感じることはでき

います。

ません。申すまでもなく、バブル経済に寄っかか

１点目は、９月議会の議論を受け、教育委員会

った行政運営はもはや昔の遺物でしかなく、その

として来年度予算にどのように反映をさせていく

運営に対する真摯な反省と財政の構造改革を抜き

考えなのか、また施設設備について今後の方向性

にして、２１世紀に責任を果たすことはでき得ま

をどう考えておられるのか、お示しをいただきた

せん。もっと目に見えるような形での大胆な行動

いと思います。

展開を行う必要があると思われますが、進捗状況

２点目は、当面するさまざまな課題について、

とあわせてそのあたりの御見解をお示し願いたい

一例を挙げさしていただきますと、大規模改修の

と思います。

問題、校区の問題、統廃合の問題、幼稚園におけ

また、特に事務事業の見直しについて、本年は

る３歳児保育の問題等々を総合的に検討し、一定

全体を見直し、民間との役割分担を見据える中、

の方向性なり指針を示し、実行をしなければなら

シミュレーションを行うとの答弁をいただいてお

ない時期に差しかかっていると考えますが、御所

りましたが、私が聞き及んでいるごくわずかな範

見を賜りたいと思います。

囲では、十分に市長の意向を理解されていないよ

他市におきましては、幼児教育に関する審議会

うに感じますが、その点についてはいかがなもの

や教育改革審議会等を設置し、さまざまな角度か

なのか、お聞かせ願いたいと思います。

ら検討されておると聞き及んでいますが、教育委

また、この際予算の編成時期でもありますので、
来年市制３０周年を迎えるに当たりどのような企
画を考えておられるのか、お聞きしたいと思いま
す。

員会としてその点についてどうなのか、お聞かせ
いただきたいと思います。
大綱３点目、関空２期工事に伴う埋め立てにつ
いてお伺いいたします。

次に、教育施設設備の改善、そして学校現場で
の諸問題についてお伺いいたします。

関空は東の新東京国際空港、西の関西国際空港
と我が国を代表するハブ空港として、本年７月か

今、教育を取り巻く状況は、さまざまな問題を

ら関空２期工事が着工されております。我が市に

抱え、改革改善を含め大きく変化をしようとして

おきましても、南ルート連絡橋問題も含め全体構

います。また、ニーズの多様化に加え、いじめや

想の早期実現が待たれているところでありますが、

学級崩壊に代表される荒れが児童・生徒、保護者

現在進められている埋立工事における海砂問題に

にとって深刻な問題となっています。

ついて、国内砂から外国砂への変更がなされまし

そういった状況の中において、学校現場はもと

た。

より教育委員会、保護者、地域等が一体となった

私どもは、そのことについて詳しくは新聞報道

取り組みが求められ、実践がなされているところ

で知ることになったわけですが、公有水面埋立同

でありますが、これまた目に見えたすばらしい効

意時と比較すると、地元への対応はいかがなもの
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かと首をかしげざるを得ません。なぜならば、当

泉南市の見解は、一番大きな問題として、業者

初海砂は国内砂と限定していた背景、そして変更

の皆さんの営業権、市の業務量の増大で結論を見

せざるを得なくなった原因、外国砂を認可する根

出すことは当面困難であるとの回答でありました。

拠、いずれをとってみても、最もそのことによる

しかし、私自身もその答弁を受け、いろいろな方

影響を受けるだろう地元に対して、説明をする義

と協議をさしていただきましたが、業者の皆さん

務と責任があると考えるからであります。まして

には確かに同じような意見がありました。意外な

一部新聞報道等によりますと、工事の一部区間に

ことに、逆にどうぞやっていただきたいという意

おいて、許可前の外国砂投入や、考えることを予

見もございました。市民の皆さんからは、市の直

想だにしないヘドロ投入の疑いが報じられていま

営でなくても、市が規格を出して業者の方に協力

す。

を願う形にしてほしいという意見をいただきまし

大阪湾は決して漁業に携わっている人々だけの

た。

ものではないことは言わずと知れたことではあり

いずれにいたしましても、新生活運動の定着が

ますが、埋立同意をもらえたら後はどうにでもな

根幹をなすことだと思いますが、市民の皆さんに

る、といった姿勢はどうなんでしょうか。私には

選択肢がないということは、行政サービス面にお

飛行ルート問題にしろ今回の問題にしろ、余りに

きまして大変不親切でありますし、不利益を与え

も地元民をないがしろにするようなやり口に怒り

ていると言わざるを得ません。

すら感じます。この間の経過の説明と、これまで

現在の財政難の折、新規事業にお金をかけるわ

にとった市の対応をお聞かせいただきたいと思い

けにはなかなかいきませんが、方法を考えればお

ます。

金をかけずしてサービス提供ができるのではない

また、新聞報道にあったヘドロ投入があったの

かと思われますが、市の見解を求めたいと思いま

かどうか、泉南市として確認をされたのかどうか、

す。

そして仮にそのような事実があったとすれば泉南

以上、大綱４点について質問させていただきま

市としてどうするのか。大阪府の対応とは別に独

した。どうかひとつよろしくお願いいたします。

自対応の必要性を感じますが、どうなのか、お聞

○議長（嶋本五男君） ただいまの真砂議員の質問

かせ願いたいと思います。

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

最後に、市営葬儀について質問をさせていただ

○市長（向井通彦君） まず、１点目の市政運営に

きます。

ついての進捗状況でございます。

少し古くなりますが、平成７年第２回定例会と

ことしの３月の第１回定例会の市政運営方針に

同年第４回定例会において質問をさしていただき、

対しまして、真砂議員より代表質問という形で御

この間私も市内、市外の葬儀を営む方々や市民の

質問をいただきまして、そのときに幾つかの答弁

方に御意見をちょうだいしてきたところでありま

をさせていただいております。そのときは財政状

すが、泉南市としてこの間どのような検討をされ

況の非常に厳しい中、２期目の初めての本格予算

てきたのか、まずお聞かせ願いたいと思います。

の提示に当たり、どのような夢を持っているのか

共通認識として確認をしておきたいことは、阪

というお尋ねでございました。

南各市で既に実施されていること、実施されてい

私といたしましては、来る２１世紀は夢世紀と

る市においての利用率、数字は古くなりますが、

位置づけて、人権、教育、福祉、環境をキーワー

平成６年実績でございますけれども、泉大津市で

ドに市民サービスの向上を念頭に、限られた財源

は９０％、貝塚市では８３％、岸和田市６８％、

の中で最大の効果を発揮すべく、施策の内容をお

和泉市４８％となっていること、また、それは昭

示しさせていただきました。また、それと同時に

和２５年当時から実施をされ歴史があること、そ

現状の非常に厳しい財政危機から脱却し、健全な

して一番は市民に葬儀についての選択権があるこ

財政運営を行っていくための行財政改革実施計画

とであります。

に基づいた行財政改革の実施についての意思表示
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もさせていただき、議員皆様からも一定の御理解

たが、議員皆様方の御判断のもと、去る３月議会

を賜ったというふうに考えております。

におきまして埋立同意を賜りまして、既に現在２

その中で、御質問の事務事業の見直しの件でご

期の着工がされているところでございます。

ざいますけれども、既存の事務事業の見直し、簡

また、行政の情報開示という中での情報公開条

素効率化を主に施策に取り組んでおり、既に新年

例あるいは個人情報保護条例の制定を目指してお

互礼会の簡素化、地域防災計画の策定、市税前納

りましたが、これも先般の議会におきまして全会

報奨金の見直し、庁舎の駐車場の整備、せんなん

一致で御承認を賜り、来年４月の施行というふう

エコオフィス行動計画の策定、特別職報酬や管理

になっておりまして、現在その準備に鋭意努めて

職手当の１０％削減等を行ったところでございま

いるところでございます。

す。

また、２期に関連してのいろんな事業につきま

また、本年度より市単独補助金につきましては

しても、大阪府、また関空会社等にも要望書を提

平成１１年度にいわゆる前年度比１０％の削減を

出いたしまして、極めて前向きな回答をいただい

実施いたしました。さらに、効率的な行政運営を

ている部分もございます。特に下水道につきまし

目指し、現在、本市行財政改革推進本部におきま

ては、流域幹線の１．４キロの延伸を市にかわりま

してさまざまな角度から改革に向け検討作業を行

して大阪府の方で施行していただくことが決定を

っているところでございますが、その中で御質問

いたしております。また、この４月から集中浄化

の官民の役割分担の件でございますが、他市での

槽の市移管につきましては、２カ所の団地につい

実施例、既に一部については民間にお願いしてい

てその移管の実現ができたところでございます。

ることなどの点からも考えまして、行財政改革推

その他たくさんございますけれども、御指摘い

進本部においてそれぞれの部からまず候補をリス

ただきました特に行財政改革についてを中心に、

トアップさせまして、その中からシミュレーショ

現在の進捗状況の報告とさしていただきます。

ンになじむ内容について抽出をいたしまして、現

○議長（嶋本五男君） 亀田教育長。

在行っているところでございます。

○教育長（亀田章道君） 教育行政にかかわる議員

１つは、清掃課や衛生課のごみの収集の問題、

御質問の２点につきましてお答えをいたします。

それと双子川浄苑の処理の問題、それから保育所

まず、第１点目でございますけれども、施設設

等におきます調理の職場においての民間委託がで

備の改善につきましては、現在、緊急、危険性の

きないかというコスト比較や、問題点の整理など

あるところや衛生環境面を重点的に改修に当たっ

のシミュレーションを行っております。

ておりますが、今後の方向性につきましては、さ

次に、市内部みずからも行革に取り組み、市民

きに御答弁いたしておりますように、消防設備や

に理解を得ていくとの考えのもとに、非常に心苦

雨漏り等の修繕を重点的に行い、また大規模改修

しい決断であったわけでございますが、職員の皆

を計画的に実施すべく、耐震診断の実施に努めて

さんの定期昇給の１２カ月延伸や特殊勤務手当の

まいりたいと考えております。

見直し、片道５０キロ未満の出張に係る日当の廃

教育施設の老朽化の改修につきましては、さき

止等につきまして、関係団体にその改善の申し入

の９月定例議会の議決を真摯に受けとめており、

れを実施し、これまで数度にわたり協議を行い、

可能な限り教育施設の整備充実に努めるとともに、

本市の厳しい財政状況や今後の見通しについて説

児童・生徒の生活の場としてふさわしい教育環境

明を行い、理解と協力をお願いしているところで

づくりに全力で取り組んでまいりたい、そのよう

ございまして、近い時期に一定の理解をいただき

に存じております。

たいというふうに考えております。

次に、２点目でございますが、議員御指摘のと

それから、ことし目標といたしておりました事

おり、児童・生徒を取り巻く社会状況が急速に変

項についての進捗につきましては、１つは関西国

化する中、本市の教育行政におきましても、ソフ

際空港の２期事業の早期着工を目指しておりまし

トあるいはハード両面に改革、解決しなければな
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らない多くの問題が蓄積しており、重く受けとめ

なければならないということで、ＮＨＫに依頼を

ております。

して集客行事を行ったという経過がございますの

また、これらの課題に対して、学校関係者や議

で、今回も１つぐらいその辺の行事も取り組んで

会の皆様方には御心労を煩わせておりますことに

いきたいなというふうに考えておるところでござ

対しまして、恐縮に存じております。教育委員会

います。

といたしましてもこれら諸課題の解決を図るべく、

あと、細かい話につきましては、今後まだ委員

仮称教育問題審議会を設立してまいりたいと考え

会の中で決定していくということでございますの

ており、一定の方向がなされましたならば議会に

で、あとしばらくお待ちをいただきたいと思いま

お諮りをしてまいりたいと、そのように存じてお

す。決まった段階では議会の皆さん方にもお示し

りますので、ひとつよろしくお願い申し上げます。

をさせていただいて、御意見をいただくという考

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

えでございますので、よろしくお願いをいたしま

○市長公室長（中谷 弘君） それでは、真砂議員

す。

の方からの質問の中で、まず市政運営の質問の中

それと次に、関空２期工事の海砂投入の件でご

で、最後に来年が泉南市市制３０周年ということ

ざいますけれども、７月１４日から関空２期事業

でございますので、どのようなことを考えている

の埋立工事に着手されておりますけれども、目下

かという御質問があったわけでございますけれど

海底の地盤改良のため、つまり敷砂としての海砂

も、本市は市制施行以来、来年、２０世紀最後の

の投入が行われております。

年に３０周年を迎えるわけでございます。その日

ところが、海砂採取につきましては、環境保全

時が７月１日ということになっておりますので、

のため次第に規制が強化されてきておりまして、

それに合わせて我々としても財政の非常に厳しい

瀬戸内海など国内での確保は非常に難しく、事業

中でございますので、余り派手なことはできない

主体であります関西国際空港用地造成会社では、

わけでございますけれども、一応皆さん方の理解

海砂にかわって山砂を代用することも考えられた

をいただける範囲の中で何か考えていきたいとい

ようでございますけれども、水分の吸収力、沈下

うふうに考えております。

対策などの関係から問題があり、必要量の一部を

ことしの１０月１日に泉南市市制３０周年記念
行事庁内検討委員会を設置いたしております。そ

輸入により確保せざるを得ないという結論に至っ
たところでございます。

の設置の内容でございますけれども、事務として

その結果、用地造成会社は海砂採取地を当初予

は、記念式典の企画とか記念行事の方針の決定等

定していた国内の中国、四国及び九州地方等に国

の内容を検討するということで組織をいたしてお

外の中国、韓国等を加える変更申請を１０月６日

ります。組織のメンバーといたしましては、助役

に行い、同月２６日に許可を得て、１１月２４日、

以下関係部長、全部長が入って組織をした中で議

第１陣の輸入砂が工事海域に到着したという経過

論をしていくというふうに考えております。

がございます。

その中での進め方といたしましては、まず委員

ところで、採取地の変更申請がなされる前に韓

会において基本的な方針の確立ということと、そ

国産の海砂が投入された、あるいはヘドロが投入

の次に行事案の提案とか記念式典の企画等につい

された等の新聞報道がございました。韓国産の海

て検討委員会において決め、それと必要な経費に

砂等につきましては、１隻分１，７８３立米の投入

ついて来年度予算化をしていくということと、そ

があったこと、しかし、ヘドロ投入については一

の後ＰＲなり関係機関等へ協力要請をしていくと

切ないということで、大阪府並びに用地造成会社

いうふうに考えておるところでございます。

から説明を受けております。その後、府の指示に

具体的な内容についてはまだ決まっておらない

よりまして緊急モニタリング調査が実施され、生

わけでございますけれども、前回も記念式典を行

態系への影響はないとの結果が報告されました。

ったときには、式典にプラス集客的な行事を行わ

なお、この間に受領した関係資料は、遅滞なく議
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員各位に配付させていただいておるところでござ

ところが、いずれの市としましても市営の葬祭

います。

場を持っておりまして、その葬祭場での葬儀が大

今回、海砂採取地の変更は、手続的には公有水

多数を占めているのではなかろうかと、このよう

面埋立願書の添付図書の変更ということで、造成

に判断いたしておるところでございます。

会社から府へ申請が行われ、そして許可されたと

本市におきまして、この指定方式では、市の持

いう経過となっております。

ち出しもなく、業者指定だけで行えるのではなか

なお、環境影響評価法では、アセスメントは事

ろうかという御質問でございますが、何分、現在

業の実施に当たりあらかじめ行うこととされてお

私どもでは泉南聖苑計画の実現に向け事務を進め

りまして、事業の着手後の事業内容の変更につき

ておるところでございますので、その辺との葬祭

ましては、評価書の記載事項に基づき、環境の保

場の新設計画とも並行しながら検討してまいりた

全について適正な配慮がなされているかどうか許

いと考えておるところでございます。

認可法令で対応することとなっておりまして、今

現状では、すぐさま取り組むとなりますと、財

回の事業内容の変更についてのアセスの手続はご

政問題、市内業者との調整等越えなくてはならな

ざいません。

いハードルが多々あろうかと思いますので、早急

また、公有水面埋立法では、今回の添付図書の

に結論を得るにはなかなか難しい問題もあるので

変更は、知事が付した条件に基づくものでありま

はなかろうかと、このように考えておりますので、

して、地元市町長に意見を問うということのない

もうしばらくの時間をいただきたいと、このよう

ものであります。

に考えておるところでございます。

しかしながら、市としましては、今回のような

以上でございます。

許可違反の再発防止のため、今後もチェック体制

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

の確立、許可条件の遵守などに全力を挙げるよう

○１２番（真砂 満君） それでは、時間の方もも

に用地造成会社に強く注意を喚起したところであ

う少しありますので、議論をさせていただきたい

ります。

なと思います。

以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

まず、簡単な方から、順番はちょっと入れ違い
になりますが、御容赦願いたいと思います。

○市民生活部長（白谷 弘君） 真砂議員の市営葬
儀について御答弁申し上げます。

まず、私が提案さしていただきました規格葬儀
の件で再質問さしていただきます。たしか今白谷

市営葬儀の具体的な対応策についてでございま

部長がおっしゃられたことは、平成７年当時と何

すが、実は私ども既に熊取町の委託方式等につい

ら変わっておらない、唯一変わったとすれば熊取

ては調査研究をいたしてございます。また、これ

町を調査さしていただきましたと。それと、指定

ではないいわゆる指定葬儀業者と喪主との契約で

方式の大阪市、堺市の部分も調査をしたというこ

行う指定葬儀方式を調査したらどうかという御意

とだけであります。

見もございましたので、私ども既に大阪市並びに
堺市等の概要の調査を行ってございます。

前回も言わしていただきましたけども、役所の
仕事というのは、当然昔から言われておりますよ

これにつきましては、大阪市におきますと、指

うに揺りかごから墓場まで、そのことが仕事であ

定方式の要綱制定は昭和２９年から実施いたして

ります。それぞれ市によって若干違いますが、泉

おりまして、歴史的にもかなり古いものでござい

南市は残念ながら病院もありませんし、墓場すら

ますが、直近での利用率といたしますと、約１６．

満足にないと。泉南市民にとっては非常に不幸な

５％の方が利用されておると聞いてございます。

ことでありますし、行政間の格差というのが広が

それと、堺市につきましても、利用率は約１割程

るばかりではないのかな。税金は同じだけ取られ

度の方が利用していただいてるとの調査報告が出

てサービスは受けられへん、こんなことはあって

てございます。

はいけないわけです。
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ですから、私が提案さしていただきましたよう

はなかろうかと私現在思っておりまして、今後各

に、今部長がおっしゃったように、金をかけると

業者の御意見も聞きながら整理をしてまいりたい

いうのはなかなか今のこの御時世、厳しいと思い

と、このように考えておりますので、よろしくお

ます。そしてまた、かけられない状況であるとい

願い申し上げます。

うのはわかります。しかし、考え方によればでき

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

るやないかと、サービスを提供することが可能で

○１２番（真砂 満君） 部長の考え方はよくわか

あるということであれば、もっともっと積極的に

るんですけども、私、今回これを取り上げさせて

やるべきではないのかな。今の答弁聞いてますと、

いただいたのは、市民の要望というのが一番なん

私は業者の方とお話し合いをさせていただきまし

ですけど、やりとりをして、後で議事録を読んで

た。行政の方、その乗り越えなあかんハードルが

みますと、理事者の答弁をこのまま受け取って帰

高いのはわかりますけども、そういった努力をこ

ったんかなと、読んでて自分自身がめちゃくちゃ

の間ほんまにされたのかどうかですね。平成７年

腹立ったんですよね。

ですから４年間あったわけですから、この間ほん

というのは、市の回答の中で、葬儀は市民の選

とに何をされたのか。時間を下さいと言いますけ

択の自由がございますと、これを堂々とおっしゃ

ども、ほんとにやる気があって時間をちょうだい

られたんですよね、行政の側がね。選択権は市民

というのか、そのうちまあ忘れてしまうわと、そ

にありますと。確かにそうなんですけども、提供

ういうことで時間を下さいとおっしゃっているの

もせずに選択権だけがありますと堂々と答弁され

か、よくわからないですね。

たことに対して、後々になって非常に腹立たしい

それと、前回のときも葬儀場の建設云々言われ

思いをして、私はちょっと市外の業者さんも含め

ました。葬儀場の建設すら年度が明確に出せない

て、他市の状況も含めていろんなお話を聞かして

ような状況ですよね。それで、市民に納得せえと

いただきました。

いうのも無理があるんではないかなと思うんです

その中で、今新家の問題とかいろいろ出てます

が、今私が述べたことに対しまして議論を深めた

けども、葬儀を取り巻く状況も非常に変わってる

いと思いますので、ありましたらよろしくお願い

んですよね。初めて調査さしていただいて驚いた

をしたいと思います。

んですが、そういう葬儀に乗り出すというのが、

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

旧来の葬儀屋さんだけじゃなくて、例えばＪＡで

○市民生活部長（白谷 弘君） 規格葬儀の件でご

あるとか生協さんであるとか、またデパートであ

ざいますが、当然、真砂議員の御指摘のとおり、

るとか、そういったところがどんどん進出をして

市民の方々の簡素で低廉な葬儀をしていきたいと

きている、そんなような状況があるわけです。で

いう声が私どもにも届いておることは、事実でご

すから、旧来の形だけでは今後時代的にいかない

ざいます。それらにつきましても、現在、先ほど

のではないかなと。

も御答弁申し上げましたように、私ども当然泉南

だから、一方で部長が心配されるように、旧来

聖苑では葬祭場の建設も予定をいたしております

の葬儀屋さんの営業権を守っていかなあかん。こ

ので、それに先駆けこれをする場合、今後の葬祭

れは地元の方でございますから、そのことは行政

場の、何といいましょうか、絡みが出てこないの

との密接な関係上からいうと当然だろうというふ

かどうか、その辺も十分精査せねばならないなと

うに思うんですけども、やはり行政としても市民

考えておるところでございます。

サービスをしていくがためにも、その点はいつか

現時点では、泉南市には昔からの業者と、また

は乗り越えていかなければならない時期というも

市外業者、市外から入ってきていただいておりま

のがあると思うんですよ。それが一定葬祭場建設、

す業者、半々程度の割合でおるわけでございます

それのときにというんであれば、それはそれでい

が、残念ながら各業者いろいろ御意見がございま

いと思うんですけども、それでしたら逆に今計画

して、意見の一致を見るような状態ではないので

が出てるんですから、市民生活部長として葬祭場
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の例えば年度にしたって、もっと自信を持って明

けです。ですから、きちっとした人員計画なり、

らかにするべきだというふうに思うんです。それ

そういったものが必要なんです。そのことを抜き

すらなかなか今の部長の立場ではできないという

にして、今の一面だけをとらまえて、人件費が高

ことであれば、市民は一体何を信じて待てばいい

い、占める割合が高いと、そんなことは一方では

のかなというようなことだろうというふうに思い

その反省を抜きにして言えない、この点だけきち

ます。

っと指摘をしておきたいな、というふうに思いま

ですから、あとしばらく待てということでござ

す。

いますから、それは課内なり係の中で十分に議論

ただ、今の労働組合にしたって、この厳しい情

を深めていただいて、ぜひとも市民の要望に沿え

勢というのは一定理解をしている。これは、私も

るような形で検討願えたらなというふうに思いま

労働組合の皆さん方と話をさせていただく中で聞

すので、要望にしときたいというふうに思います。

き及んでおります。ただ、例えば民間委託にする

それと、市長の市政運営方針についてでござい

にしたって、市民にとってどうなのか、このこと

ますけれども、今御報告いただきましたように、

を抜きにして、例えば今市長の方がおっしゃられ

かなり厳しい財政の中で非常に数多くのことを今

ましたように、清掃のごみ収集を民間委託にする、

日までされてこられてるなというふうには理解を

双子川浄苑どうのこうの、調理師がどうのこうの、

いたします。

そんなことはないと思うんですよね。まず、どう

ただ、今議会でも人件費の方でいろんな攻撃が

なのか、そのことによって市民生活、市民にとっ

かかってきてます。そら人件費だけを見ますと、

てサービス面が低下しないのか、サービスに不安

当然占める割合が非常に高いわけでありますけど

がないのか、そういったことをきちっと出した中

も、私は別に職員組合の推薦をいただいているか

で提案をすべきだというふうに思うんですが、そ

らこんなことを言うわけではありませんけども、

の辺についてはきちっとできておるのか、そのこ

労働者として、部長とかここにおられる方皆そう

とに基づいて組合側と交渉されているのかどうか、

なんですけれども、給料をいただいて生活をして

その辺だけ簡単にお答えいただきたいなと思いま

いるわけですね。その分をカットするということ

すが、いかがですか。

は、生活を脅かしてくる。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

そういう面では、そういう賃金面でそこに手を

○市長（向井通彦君） 先ほど例示として申し上げ

つけるというのは、最後の最後なんですよ。いと

たのは、今すぐやるということを言っているわけ

も簡単に手をつけるということは、どうかなとい

ではなくて、民間委託、既にもうよそでやってい

うふうに思います。人件費がなぜここまで高騰し

るところがたくさんあるわけですね。ですから、

てきたのか、そういった原因をやはりきちっと反

そういう項目について民間委託した場合に果たし

省をして、そこからがスタートだというふうに思

て経費的にどうなのか、おっしゃったように市民

うんです。占める割合が高いからといって１０％

サービスの面でどうなのか、あるいは職員がどの

カットします、２０％カットします、そんな安易

程度軽減といいますか、されて、そういう方々を

な形でほんとにいいんでしょうか。私はその辺だ

じゃどういうふうに活用するのかと、こういうこ

けきちっと議論としてしておきたいなというふう

とについてシミュレーションしましょうというの

に思います。

が今年度ということを申し上げたわけでございま

市民の方の多様化したニーズにこたえていかな

して、したがって、そういうことについてシミュ

ければいけなかったという行政背景もあると思う

レーションするというのは当然組合の皆さんにも

んです。また、関空に伴って事業もたくさんふえ

お話をいたしております。で、現在やっておりま

てきた。だから人もたくさん要ったわけなんです。

す。まだ結果が出ておりませんので、今後それを

一たん雇った人を時代がこんなんなったから数が

即実行するのか、あるいは現状の方がいいのかと

多い、首を切れと、そういうわけにはいかないわ

いうのは、もう少したたないとちょっと結論づけ
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できないというふうに思っております。まだちょ

ってほしいですよというような声をいただきまし

っと途中でございますので、御理解をいただきた

た。一面でこれは大変な問題なんですよね。

いと思います。

いろいろ校区変更を要望されている人なり、今

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

の学校かなわんなと言うてる人にとっては、こう

○１２番（真砂 満君） 今、市長がお答えいただ

いった方法も非常に喜ばしい方策の１つなんかも

きました。それは私も理解をしております。ただ、

わかりませんけども、教育全体を考えるときにこ

私が言いたかったのは、そのシミュレーションの

んないろんな問題が出てきますと、またぞろ新た

中でも、シミュレーションは別にこういう厳しい

な問題として頭を抱えていかなければいけないよ

ときじゃなくて、通常的にやっぱり通常業務とし

うな問題だろうというふうに思います。特に幼児

て一面でやればいいと思うんですよ、常にね。そ

教育なんかも、３歳児保育の問題等々を踏まえて

のことがいいのかどうかということは、それを提

厳しい状況になってきているというふうに思いま

案するとかしないとかは別問題であるというよう

す。

に思うんですけども、ただ一番大事なのは、その

ですから、そういった面では、仮称であります

ことが、やっぱり市の行政というのはサービス業

教育問題審議会の設置ということで前向きにつく

でありますから、市民にとってどうなのか、この

られるということでございますから、教育委員会

ことをまず一番に考えて常々行っていかなければ

内部だけではなくて、外部の学識経験者なり、ま

いけないということだけをきちっと指摘をしとき

た教育関係者、また各方面のいろんな方々の御意

たいというふうに思います。

見をいただく中で協議をしていただきたいなとい

次に、教育行政についてでございます。

うふうに思うんですけども、資料を集める中でい

施設の改善については、きちっとやっていきた

ろんな各市で審議会とか検討委員会とかつくられ

いということが述べられたというふうに思います。

ておるんですけども、これは条例に基づいた審議

ぜひともそうしていただきたい。特に消防設備や

会とか、そんな形になっておるんですか。そのあ

雨漏りの修繕を重点的に行っていくという点と、

たりはどうなんでしょうか、教えていただきたい

大規模改修を進めるがための耐震診断をやってい

なと思うんですが。

くということでございますから、ぜひとも厳しい

○議長（嶋本五男君） 西坂教育指導部長。

予算の中だというふうに思いますけども、やって

○教育指導部長（西坂恭明君） 御指摘の審議会等

いただきたいなと。財政当局の方におきましても、

々の問題でございますが、行政によって変わった

９月議会で議論なり、議決も含めて本議会で行わ

形をとっております。規則で定めているものと条

れております。その辺も十分に理解を示しながら、

例によって定めているものがございまして、教育

今予算折衝も含めてやられていることだというふ

長が申しましたように、本市では条例を制定して

うに思いますが、その点についてもよろしくお願

取り組んでいけたらということでございます。

いをしたいというふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

それと、それは当面なんでしょうけども、教育

○１２番（真砂 満君） 私、勉強不足で非常に申

にかかわって今教育長の方からも御答弁をいただ

しわけないんですけども、規則より条例の方が審

きましたけども、ほんとにさまざまな問題がある

議会という形で重みもあるのかなと、その出てく

んですよね。これ、木曜日の産経新聞の夕刊で見

る答申に対しては重みもあるのかなというふうに

さしていただいて、大きな記事で載ってましたけ

思います。ほんとにいろいろな問題が山積をいた

ども、学校の選択制、学校を選べる時代になって

しておりますんで、ほんとに総合的にいろんな角

きた。この記事を読んだら

これは余り数がな

度からいろんな形で１つの方向性なり指針なりを

い、２件ほどしか聞き合わせがなかったんですけ

出せるように、ぜひともしてほしいなというふう

れども、これええなと、もう泉中入れるの嫌やか

に思います。

らどこかええ学校ないですかと、泉南市もこれや
−９３−

それと、今議会を見てましても、教育問題は私

も含めてかなりの多くの議員が質問をいたしてお

かもあり得るんでしょうけども、一定の範囲を示

ります。教育問題ばかり集中しますもんやから、

しながら、この付近から海砂は取るんですよとい

教育委員会の人たちの顔色をこちらからうかがっ

うようなお話がございました。そしたら、今現実

てみても、何か元気がないんですよね。特に教育

に入っている砂がどこなのか。国内砂であります

長、余り元気がお見受けできません。大変失礼で

けれども、茨城県の鹿島灘の海岸で出ているしゅ

すけど、ちょっとやっぱり元気を出して、指摘は

んせつ残土が現実に関空の中に入っているという

指摘としてきちっと受けとめて、言うことも言う

報告が関係者の方からなされております。

て、お互いに議論する中でやっぱりよりよい方向

こういうようなことが出てきて、一方で堺以南

を導き出していかなあかんと思いますんで、お互

の関係する市町でも環境保全の問題であるとか、

いに元気を出してやっていきたいなと思いますん

本議会の空特の中でも環境保全の問題で国なり関

で、よろしくお願いをします。

空会社等々に要望してるわけなんですけども、相

それと、最後になりましたけど、関空の問題に

矛盾をするんではないかなと。我々かてそれが知

若干触れさせていただきたいと思います。

らずのうちにされていく。で、ある日突然新聞な

どうも新聞報道で出されてこれが問題になって、

んかですっぱ抜かれた情報の中で出てくる。こん

海砂を変更していく。この過程がどうも非常にき

なことでほんとにいいのかなというような思いが

な臭い思いもしますし、住民を何と考えておるん

してならないわけなんですが、泉南市としてそう

やというふうな思いでいっぱいなんですね。

いった情報なり、事前に入ってきていないのかど

たしか陸上ルートのときもそうでございました。

うか。そのあたりはどうなんでしょうか。

当初から海上ルートだけでは不十分だということ

○議長（嶋本五男君） 中村空港対策室長。

がうわさで指摘をされて、一定飛べば陸上ルート

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） 海

に変更していく。この海砂問題にしたってそうで

砂の件でお答え申し上げます。

ありまして、国内砂はいろいろ規制が厳しくて非

今回、市あるいは市議会の方で公有水面埋立法

常に厳しいというのは、いろんなところで話をさ

あるいは環境影響評価法等の法令によって関与す

れてました。現実に商社の方は、国内砂という限

る機会がないということで、新聞報道のみが非常

定の中でも既に外国の方に砂を買いに行ってたと

に先走って報道されたというような経過がござい

いうようなお話もございます。

ますけども、私ども用地造成会社あるいは大阪府

そんな中で１つの事件が起こって

事件とい

から入手した資料は、その都度議員各位に配付さ

いますか、こういった新聞ですっぱ抜かれたよう

せていただいて、また一方でこの間の流れ、いろ

な形で起こってきて、それが変更されていく、こ

んな状況について詳しく説明をせよあるいはきち

ういう手続でほんとにいいのかどうか。今、公室

んと情報提供してくださいということを強く申し

長の方から、手続の問題で何らの問題もないとい

入れ、あるいは喚起してきたところでございます。

うことはおっしゃられたというように思いますけ

事は、振り返りますと、確かに２月の埋立免許

ど、私がいろんな関係者から聞いている範囲の中

の出願のときに、四国、中国、九州から国内産を

においても、新聞報道や、用地会社からいただい

取るということで出願がされた。そして、３月埋

ている資料と投入された砂の量にしたって全然合

立同意という手続がなされた。７月には着工した

ってこない。用地会社なりそういったのは、海砂

と。もう着工して数カ月もたってない間に輸入砂

を入れたのは１隻だというようなお話ではござい

が必要となったというようなことで、いろいろ疑

ますけれども、現実はそんな程度の砂の量ではな

問を抱かれたというのは当然で、私どももその件

いというようなお話もございます。

について強く明確にせよということを申し入れま

それと、加えまして、時間の関係もございます
のでついでに言いますが、海砂は当初、中国、四
国及び九州地方等

等となってますからそのほ
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した。
この間のＫＡＬＤ、関西国際空港用地造成会社
の方の話によると、次のようなことでございます。

１期事業のときは瀬戸内から海砂を採取した。今

疑問だなあというふうに思うわけであります。

回は四国、九州、中国という西日本全域を対象に

時間の関係がございますので指摘だけさしてい

広げて海砂の確保を図ったという経過があると。

ただいて、空特委なんかで環境保全の問題として

しかし、出願の少し前の２月の時点で調査をした

追及をさしていただきたいというふうに申し述べ

ところ、市場におけるストック量が不明ではある

て、終わらしていただきます。

けれども、それらを考慮しても西日本エリアだけ

○議長（嶋本五男君） 以上で真砂議員の質問を終

で海砂確保が十分に可能であるということであっ

結いたします。

た。ところが、採取規制が厳しくなり、さらに金

３時４５分まで休憩いたします。

額の問題、需給バランスが崩れかけて、とても量

午後３時１６分 休憩

の確保だけではなくて値段の高騰というのが大き

午後３時４７分 再開

く影響していると。関空の予算としては非常にし

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

んどいということが明らかになったから、２カ月

きます。

はいけるけれども、その後は不安定と考えて輸入

次に、２番 小山広明君の質問を許可いたしま

砂の検討に入ったと。いろいろ生態系の問題、環

す。小山君。

境問題、有害物質の問題等調べた結果、これは可

○２番（小山広明君） 議員になりまして１１年に

能であるということで、１０月の６日に海砂採取

なるわけですが、一度も一般質問を欠かさなかっ

の地点の変更を申請させていただいたということ

たのは、健康であったことも１つあると思います

を申し述べられました。

し、また皆さんの御理解もあったことを深く感謝

そういう話をお聞きしましたけども、いずれに
しろ市としてはチェック体制をきちんとしなさい、

申し上げます。
政治家は、未来を語るということが大変重要な

品質管理をきちんとしてください、許可条件とい

１つの仕事といいますか、問題があると思います。

うのを厳重に守ってくださいということは、強く

私も一体未来が語れるのかということになります

申し述べてまいったところでございます。

と、なかなかそういうスケールの大きなことは語

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

れないわけでありますけれども、やはりいろんな

○１２番（真砂 満君） 中村室長の方からの答弁

生き物の中にある１つの存在が人間であるという、

は、多分大阪府なり関空造成会社からの公式な回

そういうことを今特に肝に銘じなければならない、

答をそのまま述べられたというふうに思います。

そういう時代状況にあるのではないかと思います。

それは、文面を見てもそういうような回答でござ

競争社会、そしてまた共産という形ですべての

いますから、私らもそれは一読をいたしておりま

財産が共同のものであるということで公の社会が

す。

管理をするという、こういう２つの流れの中で時

ただ、私がここで言うてるのは、現実とその答

代は来たわけでありますけれども、ソ連がロシア

えが違うでしょうと。ヘドロを入れましたよとい

という形になって、その共産という思想が１つの

う方がおられるということでありますから、情報

政治体制から消えたような状況にあるわけであり

としてね。もし仮にそういったことがあれば、泉

ます。

南市としてどう対応されるのか。そのことのお答
えがいただけておりません。

では、一方で資本主義と言われる競争社会が果
たして私たちの未来を指し示すのかといえば、そ

それと、関空会社並びに造成会社は民間会社で

のことを自信を持って言える人は、私はおらない

ございます。そこで生態系調査にしたって、その

のではないかと思います。限りなく私たちの不安

造成会社なり関空会社がやられている。これは本

をもたらしているこの競争社会、そういうものが

来でしたら大阪府がきちっと生態系調査をして、

弱い者を踏みつけていくようなそういう社会にだ

安全であるという宣言をすべきではないのかなと。

れもがよしとしないことは、当然であります。

疑わしい会社で生態系をやること自身、ちょっと
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そういう点で、私たちは今初めて、一人一人の

存在、人間という立場に立ち返って物事を考えて

ところで多くの人が戦争という犠牲になって亡く

いかなければならない、そういう時代に私はある

なっておる現実があります。きょうの新聞でも、

と思います。国というものも力を失い、官僚とい

２００万人の子供が紛争のためにこの１０年間で

うものも力を失い、また警察という存在もいろん

亡くなったという子供白書の報道がされておりま

な事件を起こして、私たち一人一人の思いから信

した。私たちはそれは人ごとではなしに、私たち

頼を失っている昨今において、ではどうしたらい

の生活とそういう問題は深く結びついておるとい

いのかということを今一人一人が考えていかなけ

うことを考える必要は、絶対にあります。

ればならない、そういう時代であろうと思います。

私はそういうことで、３月議会から引き続いて

等身大で物を考える、市長が特に偉いわけではな

ジュネーブ条約というものを議論さしていただい

い、一人一人の市民と同等であるという、そうい

ております。この問題は、私がこの４月まで知ら

う思いを一人一人の市民も自覚をし、また長とい

なかったものであります。この国際条約をなぜこ

う立場にある人も、自分が一介の人間であること

の地方議会で取り上げるかということは、この条

がだれにもまさってとうといんだということをも

約が国を対象としているのではなしに、適当な当

う一度考えていかなければならないと思います。

局という表現で自治体を指しておるからでありま

昨日でしたか、ある幼稚園の発表会が文化ホー

す。市民の一番近いところで政治を担う、責任を

ルでありまして、同時にそこで行われておりまし

担う、幸福にする責任を担う地方自治体こそ、市

た書道展の中にこんな言葉がありました。自分が

民を戦争から守る主体であるべきだというのがこ

思っているよりも自分はもっとすてきだと、そう

の国際条約の基本であるからであります。

いう言葉が書に書かれて張り出されてありました。

残念ながら日本、アメリカは、この国際条約に

ほんとに私たちは、自分が思うよりももっと自分

署名をしておりません。１５４カ国が署名をして

はすてきであるということを物を考える原点にし

いるこの国際条約に国際主義を掲げる日本政府が

ていくことが今特に必要だということを思わざる

署名しておらないのは、大変残念でありますし、

を得ません。

憲法の上からいえば、コスタリカに次いで日本は

今回の一般質問では、２つの課題だけに絞って

武力を持たない、軍隊を持たないということを明

私はこの一般質問に臨みました。１つは平和な町

記した憲法を持っている国が、民衆を守るための

づくり、もう一つは市民がたくさんおるわけであ

国際条約に加盟しておらないというのは大変残念

りますけれども、本当に市営住宅に入って限りあ

であります。

る一生をこの住宅の中に住み、そして問題の中に

せんだって、キルギスの方で拉致事件がありま

翻弄され、裁判にまで立たされている市民の問題

したが、あのときにやはり日本がこの国際条約に

を解決せずして、私たち６万市民の安心や幸福は

入っていないことで、強くそういう無防備な市民

ないと思うことから、この２つを取り上げて質問

を武力攻撃をしてはいけないという主張ができな

させていただきますので、理事者におかれまして

いということが新聞でも報じられておりました。

も、やはりこの議論は解決のための議論であって

そのようにこの国際条約は、市民を守るために有

ほしいし、意地の張り合いや自分の言い分だけを

効な条約であります。

通すという関係ではなしに、本当に早く責任を持

泉南市には非核平和都市宣言があり、市長の答

ち、能力のある人が解決をするという、そういう

弁でも、非核だけではなしに反戦という意味でも

立場に立って、新たな立場に立って臨んでいただ

この宣言は大きな意味を持っているという前向き

くことを強く希望して、質問に入ってまいりたい

な答弁がなされました。そういうことから、私は

と思います。

やはり世界でまだ１つもないこのジュネーブ条約

だれもがこの政治の大きな願いなり目的が、私

の趣旨を踏まえた地方の平和条例をぜひ泉南でつ

は市民が安心して暮らす、平和に暮らすというこ

くる意味があると思います。いずれどこかでつく

とは当然だろうと思いますし、今、世界じゅうの

られていくでしょう。既にこの条約の制定運動は、
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近くでは天理市、また関東では小平市と東京都で

を買いながらも名義を市のものにしておらなかっ

も進められましたが、残念ながら議会では否決さ

たという全く考えられないようなずさんな事務処

れております。１０年ほど前のことであります。

理のために、この３つの団地は払い下げができな

しかし、こういう平和の問題は、一挙に実現す

かったわけであります。このことの問題にしても、

るという性格を持たないのは当然であります。私

この現在払い下げができない重要な問題となって

は、累々としたしかばねを積み重ねないと、なか

おります国の通達の問題にしても、国の通達が出

なか人間の願いは実現しないという歴史の教訓に

た後も稲留市政までの市政は、必ず払い下げをす

立つとき、このジュネーブ条約を基本とした自治

るということを言っておりますし、現にその当時

体の平和条例をこの泉南市議会でも議論し、また

の市長は、東京に行ってこの問題の解決のために

市民とも広く議論をしていく意味は、大いにある

努力をされ、３つの団地は一度に払い下げ処理を

と思いまして、今回の議会に向けて、私はその平

してほしいということまで言われたということを

和条例を起草し、事務局とも文言のすり合わせを

この本会議場でも申し述べられました。

行って、賛同のお願いを皆さんにいたしました。

この通達がネックとなっている問題は、現職の

もうあと１人というところまでこぎつけたわけで

市長がその通達後も払い下げは必ず行うと言った

ありますけれども、残念ながらこの場に提案する

ことでクリアしておるでしょう。十分であります。

ことができませんでしたが、雰囲気としてはもう

このことで今求めておられる入居者が払い下げを

少し時間をかけて、平和の問題であるから全会一

求めるという根拠は、十分であります。そのほか

致に近い形でやってはどうかという温かいアドバ

にもいっぱいあります。

イスもいただきまして、必ず近い議会の中でこの

そして、この問題を１つのこととしてなぜこう

ジュネーブ条約を基本とした市民を守るための平

なったのかを一言で言うなら、行政の怠慢、ずさ

和条例をこの議会でも議論し、また市民とも議論

ん以外の何物でもありません。そのことを象徴す

して、制定に努力をしていきたいと思います。こ

るのが、払い下げのために市民のとうといお金を

のことに関して市長のこれまでの答弁はあるわけ

使い測量された成果表が、まだこの問題が解決し

でありますけれども、市長のお考えも一言お聞か

ておらないのにいまだに私たちの前に示されない

せをいただきたいと思います。

という一事をとっても、一体市は市民のためにど

続いて、市営住宅の問題で、私は一日も早い早
期解決を願うわけであります。私も膨大なこれま

んな行政をしておるんだろうか。このことは、だ
れでもが持つ疑問であります。

での議事録を読み返そうと頑張ったわけでありま

そして、もう１つ不可解なのは、払い下げを明

すが、とても読めないぐらい議論がいっぱいある

確に言っていた市政の時代に、二重地番が解決す

議事録を山のように見てきたわけであります。本

れば払い下げをすると言っておったにもかかわら

当にこれだけ熱心にこの議会でこの議論がされた

ず、その事実が市民が選んだ市長に知らされてお

ことは、ないのではないでしょうか。

らなかったという事実であります。そして、２０

私は、この問題は実に簡単な経過であると思い

年近くも二重地番はまだ解消されておりませんと

ます。複雑ではありません。上林町長時代から浅

いう、そういう答弁を言い続け、我々もそれを信

羽市政、稲留市政とこの期間は２０年にも及びま

じて議会で議論してきたこの実態であります。こ

す。この間にこの議会でも議決をされ、そして払

れほどの議会に対する不誠実な態度は、ないので

い下げすることを約束した、その経過も前回の議

はないでしょうか。

会で申し上げましたが、市の財政問題から、むし

では、なぜそれがわかったのかといえば、実に

ろ市の方からお願いをしてこの払い下げ問題を約

簡単なことであります。法務局に行って謄本を上

束し、またこの議場に上げてきた経過がこれまで

げれば、一目瞭然すぐそのことがわかるのであり

の経過からもわかります。

ます。そういう当然のことすらやってこなかった

そして、その間に二重地番の問題や、市が土地
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行政は、行政個人を責めるわけではありません。

そういう行政のこれまでの実態を今の市長が、市
政が解決しなければ、私は明るい泉南の未来はな

ます。
○議長（嶋本五男君） ただいまの小山議員の質問

いと思います。

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

そういう意味で、間違いがあることを私はとや

○市長（向井通彦君） 小山議員からの質問でござ

かく言いません。しかし、間違いがわかったとき

いますが、一番最初に久しぶりにいい言葉を聞き

に正す行政であっていただきたいと思います。そ

まして、政治家は未来を語るというふうにおっし

して、２０００年を迎えるに当たって、すっきり

ゃいました。書きとめておきました。

して２０００年を市民のために働く行政になって

それから、質問のまず第１のジュネーブ条約の

いただきたいと思います。どんな短く見積もって

件でございますけれども、これにつきましては、

も、行政がやると言う限り最高裁まで行くと考え

我が国はジュネーブ条約には入っているわけでご

るならば、この問題は永遠に続いて、おそらく今

ざいます。ただ、追加議定書には署名をしておら

の入居者の中に何人もこの世を去る方がおられる

ないということでございます。これまで２回小山

はずであります。私はこのような経緯を考えると

議員より同趣旨の質問をいただきまして、そのた

きこそ、政治家市長があると思います。行政的な

びに平和についての私の考えを述べさせていただ

思考ではこの問題は解決できません。大阪府や国

いております。

にも働きかけて、政治家としてこの問題を解決す

また、本議会におきましてもさきの質問者にも

るために努力していただく、そういうことをぜひ

御答弁させていただいておりますが、再度私の平

考えていただいて、市長の答弁をいただきたいと

和についての考え方及び平和施策について、御答

思います。

弁を申し上げたいと存じます。

問題を整理いたしますと、測量図がきょうまで

国際平和と安全問題については、歴史が証明し

出てこなかったことについての問題についてはっ

伝えるように、古代国家誕生以来、外敵の侵略を

きり行政としての対応を示していただきたい。そ

防ぎ、平和で安全な日常社会をいかに確保するか

して、もう１つは、行政の中で二重地番が解消し

ということは非常に難しく、有史以来私たちが先

ておりながらも、そのことが時の市長にも知らさ

人たちより引き継いだ重要なテーマの１つと考え

れておらなかった、それはその当時の稲留市政だ

ております。

けの問題ではありません。その後の平島市政にし

そのため、この平和と安全のため、全人類、全

ても、そして現在の市政にしても、その間にもこ

世界が今もなおこの課題に絶え間ない努力を行っ

のことは隠されておったわけでありますから、こ

ていることは、万人の認めるところでございます。

の問題は大変重要な問題でありますので、責任あ

我が国におきましても過去に悲しい経験をもとに、

る答弁をよろしくお願いしたいと思います。

戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認と、世界にも

それから、先ほど無防備宣言のことを申し上げ

類のない平和憲法を有し、今日まで国民の平和と

ましたが、私も知らなかったということで、こう

安全の確保に努められてきたところでございます。

いうジュネーブ条約を本当に一人一人の国民に知

また、本市におきましては、昭和５９年１２月

っていただきたいということで、２万２，０００枚

２６日に非核平和都市宣言を議決されておりまし

のステッカーをつくって今全国にこのことが広が

て、その宣言文を常に尊重する姿勢のもと、本市

りつつあり、毎日新聞などでも１面でカラー刷り

におきましては毎年８月を非核平和月間と定めて

で報道されている実態があります。そういうこと

おります。この非核平和月間には、市民の皆様と

で市民の皆さん、議員の皆さん、行政の皆さんも、

戦争の悲惨さ、平和のとうとさについてともに考

ジュネーブ条約というものがあり、市民を具体的

える機会とさせていただきますとともに、平和の

に守る国際条約があるということを肝に銘じて、

集いという特別な日も設けておりまして、市民と

平和な泉南市をつくるために一緒に頑張っていき

行政が一体となった平和施策を講じているところ

たいと思いますので、よろしくお願いを申し上げ

であります。
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なお、議員御提案のジュネーブ条約追加第１議

いてるところもございますが、おっしゃるように

定書、いわゆる国際的武力紛争の犠牲者の保護に

この無防備地域平和条例というのはないというふ

関し、１９４９年８月１２日のジュネーブ諸条約

うに思います。これは先ほど言いましたように、

に追加される議定書に基づく議論につきまして、

やはりこのジュネーブ条約というのは、あくまで

国においても議定書に若干の疑問や検討の余地が

も紛争中の事象に対して宣言するという理解をい

残されていると聞き及んでおりまして、本市とい

たしておりますので、我が国の場合、また本市に

たしましては、今後も本議定書に係る動向を見守

おきましてもそういう状況にないということでご

ってまいりたいと考えております。

ざいます。

それから、議員御指摘ありました、その宣言を

それから、２点目の問題で測量とか二重地番と

する者は適当な当局ということにはなっておりま

かいう話がございましたけれども、事務担の方で

すが、しかしながらこの第５９条、無防備地域と

また答えさせますけれども、二重地番について私

いうものは、１つは、いかなる手段によっても紛

も当時発言をいたしております。これは確かに二

争当事国が無防備地域を攻撃することは禁止する

重地番であったわけで、ということは地番が２つ

と。

あるというのが二重地番ですね。それで、そうい

それから、今おっしゃった適当な当局の前に、

う質問を何回目かの会合のときにいただきまして、

２といたしまして、紛争当事国の適当な当局は、

私は当時うろ覚えだったわけですが、旧地番の閉

軍隊が接触している地帯の付近またはその中にあ

鎖はされていると思いますよというふうにお答え

る居住地区で、敵国による占領に開かれているも

をいたしました。

のを無防備地域と宣言することができるというこ

それは前にも申し上げましたように、私はそう

とになっておりまして、これはあくまでも紛争当

いう二重地番処理の所管外でございましたけども、

事国ということでございますので、我々は今こう

当時の事業部、当時は計画部であったかもわかり

いう紛争当事国ではございませんし、そういうこ

ませんが、今の事業部の産業経済課の農業委員会

とを想定しているわけではございません。この点

でこの旧地番の閉鎖の仕事をやっておられました

について、小山議員は紛争当事国ととらえておら

ので、そういう会話は漏れ聞いておって、もう亡

れるのかどうかもお聞きをしたいというふうに思

くなられましたが、当時の稲葉課長、農業委員会

います。

事務局長も兼ねておられましたけども、その方か

それから、敵国による占領ということでござい

ら旧地番閉鎖ができたということを漏れ聞いてお

ますから、敵国というのは敵の国を想定しておら

りましたので、そういう記憶をもとに旧地番の閉

ないといけないわけで、紛争があれば当然相手方

鎖はされてると思いますという回答はさせていた

が敵国に該当するのかもわかりませんが、そうい

だきました。結果としては、そのとおりであった

う状況には全くございませんので、今の無防備地

わけであります。

域そのものを適用するというか、それを宣言する
という状況にはないと思います。

以上です。
○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

また、おっしゃっている宣言というのは、敵国

○事業部長（山内 洋君） まず、議員確たる御質

に対して申し入れなければならないということに

問がなかったわけでございますけども、訴訟の当

なっております。したがって、この条約に定める

事者の事務担当者の範囲を超えない範囲でお答え

内容というのは、あくまでも戦時、紛争中の当事

をさせていただきたいと思います。

国ということになるというふうに考えております。

まず、認識の違いに大きな隔たりがあるなとい

また、平和条例ということでございますが、こ

う感じがいたしました。３点についてございまし

れは昨日も御質問がございましたけれども、平和

たが、１点目といたしまして、払い下げができな

条例そのものは制定しているところもございます。

い要因の認識でございますが、これにつきまして

主に核兵器排除というような意味の平和条例をし

は、先ほど議員、二重地番であった、また用地の
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取得時に登記が行われておらなかったいうことが

既に政府という単なる運動をする方とかいうこ

原因だということでございましたが、市といたし

とではなしに、やっぱり政府が署名をして、そう

ましては、その原因もあったが、払い下げできな

いう無防備な市民はいかなる理由があっても攻撃

かった要因ではないという認識を持っております。

しないという、だから戦時になっても戦争に反対

いずれにいたしましても、行政が３住宅について

することを国際的に保障したと、権利を保障した

は払い下げをしないと識別したのは明確でござい

ということがこの意味のすごく大きいとこで、市

ますので、認識の違いが大きいというふうに感じ

長は古代国家から云々とありましたけども、そう

ました。

いう具体的な戦争を通していろいろ議論されて発

それと、２点目といたしまして、払い下げの要

展してきておるわけですし、この問題もベトナム

件といたしまして、必要と十分条件の認識に大き

戦争が終わった後に、２年後に条約が結ばれるわ

な違いがあるというふうに感じました。市長が払

けですけども、８年間の議論があって結ばれたと

い下げをするという約束をされたということが、

言われておりますから、やはりたゆまぬそういう

イコール行政の決定ではないというふうに私ども

努力をしておるわけです。

は認識をいたしておるところでございます。

私は、紛争当事国の適当な当局というわけです

それと、３点目といたしまして、行政の瑕疵責

から、紛争当事国自身であれば適当な当局と書く

任についての、先ほど市長も答弁いたしました測

必要はないわけで、これはまさしく上からここが

量とかそういう事業の維持管理も含めまして、こ

当事国ですよと決めれるものではなしに、そうい

れについての大きな過失があった、また二重地番

う能力を持った地域、だからこれは議論の中でも

の登記が完了していることを市長に報告しなかっ

ありますが、香港でユダヤ人が１つの自治区をつ

たとか、そういうような瑕疵責任がイコール払い

くっておったようです。これは、別にそこの地域

下げの責務につながるというような認識は持って

の法でも認められた組織ではないけれども、実際

おらないところでございます。

的に力を持って、そこの町づくりをするときには、

○議長（嶋本五男君） 小山君。

そこの地域の意向を聞かなければ町づくりができ

○２番（小山広明君） 上林さんが手を挙げていま

ないという、そういう力を持つわけですね、自治

すが、上林さん自身には聞いてないつもりですか
ら、もし議論の中で必要があれば、またお手を挙
げていただけば結構です。

というのは。
泉南市なんかでもいろんな区なり自治会があり
ます。これがやはり１つの力を持ってきたときに、

ジュネーブ条約の問題は、もちろん戦時のこと

泉南市はそこの意向を聞かなかったら市の行政が

を想定した条約であることは事実でありますし、

できないという、そういうことが生じてきますね。

これまでも天理市とか、そういう条例の試みがさ

そういうことですから、単に宣言したらいいとい

れておりますし、戦時になれば宣言をしますと、

う、そういう発想ではなしに、具体的に私たち泉

当事国に通報しますということですし、戦時にな

南市が戦争をさせない、戦争になったときには一

らないように平和教育なりそういうことをきちっ

切戦争に協力しない、そういうことで国際的にも

と教育の中でもやるということで、連動しておる

そういう地域はいかなる攻撃もしないという、そ

わけです。

ういう保障がされておるわけですから、そういう

自衛隊といえども、やっぱり戦時を想定して置
いておるわけですから、そういう点では戦時にな
ったからすぐ条例をつくるというわけにいかない。

ことの運動といいますか、具体的な力を持たない
と平和なんていうのは維持できないですよね。
日本の憲法でも９条があり前文があるけども、

そういう戦時を阻止していくためにも、やはりそ

それは実際に市民が一人一人そのことに自覚し動

ういうものがあることが、結果的には戦時を阻止

かない限り、それはただ文字に書いただけになる

していくことになるというのは当たり前の議論で

わけですから、まさしく主権在民の世の中で一人

すからね。

一人の責任、行動がなかったら、いや泉南市には
−１００−

平和条例ありまんねんと言うたって、それは機能

しかし、平和を願うという意味については、こ

しないわけですから、そういう点ではやはり平和

れは私も小山議員も同じだというように思います

の問題というのは、そういう個人の努力抜きには

から、その趣旨、意思、平和を願うという考えに

あり得ませんし、世界のどこかで、私は自治体で

ついては、同調するものでございます。

そういうジュネーブ条約の趣旨を踏まえた平和条

○議長（嶋本五男君） 小山君。

例ができると思いますけども、乗りおくれないよ

○２番（小山広明君） 戦争というのは国家が行う

うに泉南市がそういう平和条例をつくって、平和

わけで、地方自治体が行うわけではないですね。

なまちなんだということで、日ごろから泉南市は

その国家はどういう大義で戦争を起こすかといえ

そういう無防備地域宣言が戦時のときにはできる

ば、市民を守るという、そういう大義が１つある

という平和条例をつくりましたよということを、

わけですね。しかし、実際はどんどん戦争が後に

世界じゅう、今１９１カ国あると思うんですが、

なればなるほど一般民衆の死が多くなったという、

そこに発信をしていくということになれば、平和

そういう現実に立ったときに、じゃ一般市民を守

のまち泉南ということが世界に展開をしていける

るためにどうしたらいいのかという議論が、この

んではないかな、そういう夢をね、そういうこと

ジュネーブ条約の第１議定書に至る議論なんです

を私は考えて議論さしていただいたんです。

よね。

いろんな特徴のある町づくりがありますけども、

だから、国に主体を置いてはいかんと。適当な

二番せんじじゃ余り意味がないわけですから、市

当局、まさしくある意味で自由に解釈のできる文

長は特に平和の問題については、人一倍強い関心

言ですよ。国だったら適当な当局と言う必要はな

を持っているということを日ごろから言っておら

いわけですからね。それはやっぱり学者の中でも、

れるので、そういうジュネーブ条約の意思を踏ま

適当な当局はまさしく自治体を指すと、こう言っ

えて、私は行政に生かしてもらいたいと思います

とる言い方もあるわけですから、両方言えると思

し、私も議会人としてはそのことにも努力してい

うんですよ。そして、そういう平和条例をつくっ

きたいと思うので、そういう意味で言ったわけな

て、日ごろから民衆を守るための国際条約の普及

んで、もし何か一言そういうことであれば、お答

なり、またそういう有事になれば絶対に戦争に協

えをいただきたいと思います。

力しないということをやっておかないと、過去我

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

々の経験を踏まえても、戦争中に戦争反対と言え

○市長（向井通彦君） 泉南市民すべてやはり平和

ば非国民と言われたわけでしょう。言えなかった

を願っていると思うんですよね、我が国国民もも

わけじゃないですか。

ちろんそうなんですが。ですから、平和を目指し

しかし、そういう中でも多くの人が戦争反対を

た条例をつくったらどうかという点は、理解でき

したのがあるということが今いろいろと出てきて

ます。

おりますけどね。そういう市民が戦争は嫌やとい

ただ、ジュネーブ条約と、何ていうんですかね、

うことを堂々と言える根拠としては、自治体にそ

リンクさせてというか、それはちょっとなじまな

ういう平和条例をつくる必要が私はあると思うん

いのと違うかなという気はいたしております。ジ

で、今後この議論は、市長だけとじゃなしに、市

ュネーブ条約は、あくまでもそういう非常事態の

民ともほかの議員とも議論をしてまいりたいと思

中で発する宣言だというふうに思っておりますし、

っております。

それは条例も何も要らないわけでありますから、

続いて、住宅問題で市長の方から旧地番の解消

一定の条件さえ整えばそういう無防備地域という

は知っておったけどという発言、それは僕はどち

宣言をできるわけであります。赤十字なんかそう

らでもいいんですが、この地番の解消は、そちら

なんですね。ですから、これと平和条例と一緒に

の議事録の答弁でも、稲留市政時代に解消がされ

組み合わせてつくるというのは、ちょっと無理が

ておったということはきちっと報告されてますね。

あるような気がいたしております。

これは間違いないですね。ここだけちょっと確認
−１０１−

をしておきたいと思います。

たら、謄本を上げたらわかりましたと、こういう

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

お言葉だったんですよね。

○助役（上林郁夫君） 当時、５９年代、そして６

こんなことが単なるうっかりミス、３代の市長、

０年代には総務課長という立場でありましたので、

稲留さん、平島さん、向井さんと、こういう時代

私の方から御答弁をさしていただきたいと思いま

はうそを、事実と違うことを前提に議会で議論し

す。

ておるんですよ。このことは、本当にどういう問

質問者おっしゃるとおり、稲留市長の時代で砂

題があったのかということをきちっと納得できる

原住宅の所有権移転、そして氏の松住宅の二重地

ような説明をいただかないとだめなんじゃないか。

番の解消は行っておるところでございます。

これは前も一遍聞いとるんですけどね、ほとんど

○議長（嶋本五男君） 小山君。

これに答弁してないですよ、僕調べとるんだけど。

○２番（小山広明君） なぜ市長は明確に前の浅羽

いや、裁判になったからそれは言えませんとかね。

市政のときの引き継ぎとして、不公平があっては

裁判とは全然関係ない話ですから。

いかんし、一たん１３団地議会で議決をしとるわ

そういうことについて、稲留さんに報告しなか

けですからね、払い下げをするということで。す

ったことの問題については、保健センターでの議

べてそれは議会で議決さえすれば進むという前提

論で、その責任は市長にお任せしますというて終

で出しておるんでしょうから、それはそういうこ

わっとるんですよ。その問題が１つあるんですけ

とでありまして、しかし３団地が残ったと。議事

どね。しかし、その後の市政もずっとこういう、

録の中には、建設省の許可がおりなかったからと

できておりませんということで議論されてきた問

いう表現になって、そのことを行政は踏まえて、

題について、泉南市の行政としてきちっと責任あ

これは建設省の許可がおりなかったから払い下げ

る対応をしてもらわないと困りますよ、これから

ができなかったんだという、そういう言い方をさ

の議会の議論のことを考えてもね。そう思うんで

れてきたんですが、その後の議事録の中でも、こ

すが、いかがですか。

れは１９７４年１２月議会の議事録でも、一部は

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

払い下げましたが、残りのものは必ず払い下げし

○助役（上林郁夫君） 私は当時の総務課長をやっ

ますという本会議での市長答弁があるわけですね。

ておりました。当然、その当時の市長の命を受け

８６年になっても、住宅の払い下げの問題につい

まして、砂原住宅、そして氏の松住宅の解消に向

ては、従前から払い下げを進めておったようでご

けて、私は当時頑張って解消をしたところでござ

ざいますが、特に氏の松住宅についての二重地番

います。

問題等がありまして、現在もいろいろと整理をす

ただ、小山議員おっしゃるとおり、市長に報告

るためにいろいろ作業を進めているようなわけで

できなかったという件が、やっぱり私としては以

ございますと、こう言っとるんですよ。

前のこの本会議でも申し上げたとおり、一定疑問

これは稲留市政時代の発言ですね。これは稲留

を持っております。というのは、決裁の流れでご

さんがそこに座っとる間に篠崎さんという方が発

ざいます。当時、二重地番の法務局への申請には、

言しておるんですから、この当時もう既に二重地

市長までの決裁を当然いただいております。それ

番を解消しておるんですよ。そのままずっと解消

で、報告は聞かなかったということが、やはり私

しとるのに解消してない前提で、向井市政まで答

としては疑問として今現在考えております。その

弁しとるんですよ。この問題は、一体これ議会と

辺報告する必要はあるかという問題ですけども、

の関係ではどういうことなんですか。

決裁の流れといたしましては、一般的には決裁を

そして、見つかったのは向井市政時代の６月２

とり、こうしますというようなことができなかっ

０日から始まる議会の前の１９日だったと思うん

た場合は、特に報告する義務があると思います。

ですが、私のところに、実はこれはもう既に解消

これにつきましては、特に懸案の事項、当時の

されておりましたと。どうしてわかったのと言っ

稲留市長がどうしてもこれを処理してほしいとい
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う強い指令が確かにありました。それを受けまし

らっとるわけやし。ただ、二重地番なり旧名義が

て、私も処理に向けたんですけども、報告をして

されてないから待たされたんだと、これ市長の発

なかったというのは、やはり決裁の流れからいえ

言ですからね。そういうことなんですよ。

ば、私は疑問という形しか持たないと思います。

あなた、忘却、忘れたと言ったらもうそれ以上

それは常識な判断で理解をしてもらいたいと思い

言えないですね、忘れたんやから。しかし、あな

ます。

たは忘れて済むけども、約束された住民、それが

以上でございます。

あったらできると思って待ってきた住民はどうな

○議長（嶋本五男君） 小山君。

るんですか。だから、やった事実は知らないとし

○２番（小山広明君） いや、そのことは私はどう

ても、このことを今の行政として、過去の行政も

でもいいんですわ、ある意味で。それは行政がや

全部引き継ぐわけですから、功罪すべて。僕はや

っとることやから。ただ二重地番を解消せえと言

はりこういう経過が明らかになったときに、解決

っとるわけじゃない。目的を持ってやっとるわけ

できるのはもう向井市長さんしかないですよ。市

やからね。それで、稲留市政は払い下げを強くし

民から選ばれて、オールマイティーなんですから。

たい。東京にも行っとるわけですから、行政の人

国の大臣といったって対等に何でもしゃべれる関

が知らんということは、さっき山内部長は、市長

係というのは、法的には向井さんですからね。だ

の約束は行政の約束ではないと、何か意味のわか

から、それをやってほしいということを言うとる

らないようなことを言われましたけども。

んですよ。

だから、何のために二重地番の解消をせえと言

いろいろ過去のことガーッとほじくり出したっ

われたかというのは、あなたはよく知っとるわけ

てね、市長、今のこんな答弁のことですわ、僕が

ですから、その後の業務をなぜ進めなかったのか

言ったようなね。これ解決しまへんねん、こんな

というのが疑問です。そっちの方が疑問なんです

こと何ぼ言うたって。だから、あれを売ってどこ

よ。それであなたは二重地番を自分で解消してお

か一カ所に、ほんとに市民が待つんであれば新し

きながら、次の平島市政においても、向井市政に

い市営住宅を建てると、これが私は金の面でも実

おいても、二重地番はまだですということを僕ら

行性の面でも一番いいと思うんです。ほかのこと

は一生懸命言うて、まだだから今でも払い下げす

というのは、金はかかるし、違う条件やから嫌や

ると言ってもできないでしょうと。だから、逆に

という人もおるだろうし、それは、もう大変です

それが払い下げできない原因じゃないですかと、

よ、ほかのことは。

こう言って議論をしてきたんですよ、そっちの方

だから市長、ほんとに今の議論を聞いて、まだ

がつじつまが合うから。

今の姿勢を続けられるつもりなのかどうか、一言

これは中谷さんの発言ですが、建てかえ問題で

お聞かせください。ほんとにこれはそういうこと

の議論もあるんですね。建てかえのときは、二重

で解決しましょうよ。

地番でも別にできるという発言があるんですよ。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

しかし、売却するとなれば、これは二重地番では

○市長（向井通彦君） この議論は、平成７年です

できないと。それはそうですわね、名義を変えな

か、入居者の皆さんといろんな話をさしていただ

いかんねやから。だから、二重地番を解消する目

いて、一定の結論を出しております。ですから、

的は、明らかに単なる市が何か建てかえしたいと

その線に沿って進めていきたいというふうに思っ

か市の財産にしたいからやるんじゃなしに、払い

ております。

下げをするという目的、それは議会でも議論ある

ただ、現在、入居者の方から訴訟の提起がござ

から知っとると思いますが、そういう目的のため

いますので、それは今の私の判断に対しての訴訟

に二重地番の整理を指示しとるわけですね。でき

じゃなくて、当時の昭和４０年後半から５０年代

たらすぐしないといけないのは、払い下げを進め

のことについての、何というんですか、所有権移

ることじゃないですか。それは議会でも了解をも

転登記請求の事件として提起をされているわけで
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ございますから、それはそれで裁判の推移を見守

を残す、これを残さないとやっとるんじゃないで

ると。我々はいろんな要求された資料、あるいは

すか。これ、探したら出てきそうなんですか。も

我々の考えを裁判所にお伝えをしているところで

うないと結論づけるんですか。はっきりしてくだ

ございます。

さいよ。

ですから、継続中でございまして、まだ準備書
面の段階かというふうに思いますけれども、その

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。
○事業部長（山内 洋君） 探しているのは、もう

推移を見た上でということになります。

相当時間も経過しておるところでございまして、

○議長（嶋本五男君） 小山君。

ただ、ないという判断は今の現在ではできない状

○２番（小山広明君） 私が言ってからすぐの市長

況でございます。

の答弁ですから、もう少しこれからの議論を聞い

○議長（嶋本五男君） 小山君。

といて、もう一遍今と同じ質問をしますから聞い

○２番（小山広明君） 何時まででしたかな。

といてください。

○議長（嶋本五男君） ４７分までです。

今の問題でも、平成７年に結論を出したと言わ

○２番（小山広明君） いや、いつ結論出るんです

れるんですから、結論には実行性ということが担

か。それは困りますよ、やっぱりどっちかにして

保されないと、これは結論にならないですよ。こ

もらわないと。どこにあると可能性を考えとるん

の結論が実行性があるかどうかということも踏ま

ですか。ないならないんでもいいんですよ、事実

えてやらないと、実行性のないような方針という

やからね。ないと言うたら何かややこしいという

のは方針じゃないですからね。やはりもう７年に

ことでないと言っとるのか、ほんまに探したら出

やって、来年は２０００年ですか、そういう時代

てきそうなのか、どっちなんですか、これ。もっ

を迎えようとしているときに、果たして市長の結

と具体的に答えてくださいよ、まだ結論の出せな

論というのが実行性を含めた場合に正しかったの

い原因を。

かどうか。私は、そういうことを柔軟に検証する
必要があると思いますよ。そのことを何も責める

〔傍聴席より発言する者あり〕
○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。静粛に願い

つもりは全然ないです。

ます。

そういうことで、市長はこの問題が何ぼ長くな

○事業部長（山内 洋君） 庁内にあるとする場合

ってもいいんだと思ってるんだったら別ですよ。

は、倉庫等あるわけでございますけれども、そこ

しかし、毎日毎日問題を処理していかないといけ

らあたりも一通り二通りは調査いたしました。だ

ない。我々もいろんな議論がある中で、こういう

けど、発見できないということでございます。

議論だけをここでするわけにはいかない。そうい

○議長（嶋本五男君） 小山君。

う立場もありますよ。しかし、問題が解決しない

○２番（小山広明君） これね、書類管理の問題も

限り、そのことは言わざるを得ないという我々の

あるんですよ。市民の財産ですね、これは。あな

立場もあるんですね。

たのもんじゃないでしょう。それでこれ、全部そ

そういうことで、市長も助けたいし、私も助け

ういう書類というのは、家捜しせなわからんとい

てほしいんですよ。そういうことで、もう一度じ

うような整理の仕方なんですか。それは問題です

っくりこれからの議論を聞いてお考えをいただき

よ、公の書類を。今の時点でもなおないというこ

たいと思いますが、この問題、測量した目的は、

とでは、行政はどういうような責任になるんです

払い下げをするという当時の市政の方針からいっ

か、これ内部文書的には。こんな、ない、ないじ

たら、そういうことでやったんですね。この問題

ゃ困りますよ、これ。お金かけて全部これ

は、今でも解決してないと思っとるでしょう。解

れで契約書だけが出てきとるんですね、これ、お

決してないのに、その書類を破棄するということ

金全部。

そ

はあり得ないですね。いまだに探しても見当たら

測量屋さんには尋ねましたか、あるんやったら

ないと。今、公開条例の中で全部今、書類はこれ

いただけませんかというて。当然それは聞く方法
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あるでしょう、向こうがやっとるんやから。原紙

ということが決定したから事業が終わったという、

か何か、写しか何かあるじゃないですかというこ

そういう解釈じゃないでしょう。

とは聞けるんじゃないですか。どうなんですか。

いずれにしても、答弁の中でも、住民の合意が

この２つの問題、きちっともうちゃんと答えて

なければやりませんということは、明確に一方で

ください、もう結論出るように。

は言うとるんですから。建てかえはしますと。し

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

かし、住民の理解なしにはやらないということは、

○事業部長（山内 洋君） 委託をした測量の業者、

ひょっとして最終的にまで住民の納得がなければ

これは今現在３業者とも営業を続けておられます

考え直すということも含まれとるから、そう言う

ので、お聞きしました。ある業者もございますし、

とるんであって、そしたらその測量図というのは

そういうものはないという業者もございます。

絶対要るじゃないですか。

〔小山広明君「だから、ある人にはもらうとい

市長、これ何回も事業部長としとるんだけども、

う、ちゃんとしてや。あるといったらもらう

あるものについては、ナチュラルな普通の感覚で

べきなんやから。一遍に答弁してよ。何か一

もらうというのは当たり前じゃないですか。こん

回一回ちらちらと」と呼ぶ〕

な意地の張り合いせんといてくださいよ。それな

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

ら、それだけ決着つけてくださいよ、きょうは。

○事業部長（山内 洋君） ちょっとわからないん

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

ですけれども、あるからもらうというんじゃなし

○市長（向井通彦君） 昭和６０年度の事業という

に、当然、当時６０年度ですね、事業は完了して

ことで、それ以降所管が動いたりしたという経緯

いるんですからいただいておるということで、２

もあるんでしょうけども、きょう時点で見つかっ

度もらうということについては、今のところ考え

ておらないということでございます。

ておりません。

さっき部長言いましたように、測量業者の方で、

○議長（嶋本五男君） 小山君。

もし控えというか、手持ちである部分があるとす

○２番（小山広明君） なかったら余り責任とらん

れば、それは当然いただけると。もう契約が終わ

でいいから、そういう対応なんじゃない。なかっ

って支払いも終わっておりますから、相手方が嫌

たら大変でしょう、どっちにしても。そしたら、

だと言わない限りはいただけるというふうに思い

やっぱり２度もらうというんじゃなしに、あるう

ます。ない部分はないで、もう一度きちっと最終

ちにもらっておくべきじゃないですか。なくなる

的に倉庫なり探させますが、ある部分とない部分、

可能性ありますよ。公文書がないわけですから、

これはないものは幾ら探してもないわけですから、

そしたらあるということがわかったら、直ちにも

一定のあるものについてはあると、こういうもの

らうという判断をするのが事業部長の責任と違い

だと、ない部分はこれはいたし方ありませんけど

ますの。

も、そのあたりはやはりはっきりとしないと、い

〔傍聴席より発言する者あり〕

つまで探してもあいまいな形というのもいかがか

○議長（嶋本五男君） 静粛に願います。

というように思いますので、ある部分については、

○２番（小山広明君） あなたの職責からいうたっ

控えなり手持ちという部分があれば請求をしたい

てそうでしょう。ないで済まないでしょう。あん
たのやった個人的なことを言うとるんじゃないで

というふうに思います。
○議長（嶋本五男君） 小山君。時間がございませ

すよ。事業部長としては、あるべきものがないと
いうことは、一日も早く正常な形に戻すというこ

んので簡単に。
○２番（小山広明君） やっぱり測量図がないとい

とは当然じゃないですか。僕からそんなことを言

うことに対する責任感が希薄なんじゃないですか。

わんでもわかるんじゃないですか。何でそういう

だから、そういうような悠長な、請求をしないと

判断をするんですか。事業終わってませんで。目

いうことが簡単に出てくるんで、なかったら大変

的があって測量したんでしょう。払い下げしない

ですよ、行政として。あんたの個人のことを言う
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とるんじゃないですよ。市民が行政に信頼しとる

続開議いたしたいと思います。

ことからいったら、ないというようなことは大変

これに御異議ありませんか。

なことなんですよ、そんなもん。そのことからい

〔「異議なし」の声あり〕

ったら、それはもう向こうにすぐもらうというの

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

は当たり前のことですわ。今のことやったら、何

って、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

か向こうがくれるというたらもらうけどというよ

明１５日午前１０時から本会議を継続開議するこ

うな発想やから、ちゃんと金も払わなあかんです

とに決しました。

よ、それは。それだけの実費は。当たり前でしょ
う。あんたのとこに失態があるわけですから、そ

本日は、これをもって延会といたします。
午後４時４８分 延会

のことはやっぱり市長、普通の市民が納得するよ
うな対応をお願いしたいと思います。
それから、忘れとったこともわかるけども、そ
れは許されないんでね、公務員としては。そのこ
とは市民なり議会が納得する形の処分を市長はき
ちっと、どういう範囲でできるのかわかりません
が、すると言ったわけですから、ぜひして明確に

署 名 議 員

示していただきたいと思います。時間がないから
もう一遍答弁というわけにはいかないでしょうけ

大阪府泉南市議会議長

嶋 本 五 男

大阪府泉南市議会議員

東

大阪府泉南市議会議員

松 原 義 樹

ども、そのことはうやむやにせずに、市長、よろ
しくけじめだけはしといてください。お願いしま
す。市長、お願いしますね。お願いしますよ。
○議長（嶋本五男君） 向井市長。

重 弘

○市長（向井通彦君） 当時、決裁書類、私も見ま
した。当時の市長の判を押しております。登記申
請ですね。ですから、当然それができたと。当時
最大の課題だったとすれば、確認もしているはず
だというふうに私は一般論として思いますが、聞
いていないとおっしゃっているんかどうかわかり
ませんが、それはやはり市の長としては、当然報
告を受けておるはずだというふうに思います。こ
れは当時の総務課長も、なかなか当時の方もいら
っしゃいますから言いにくいものもあるんかもわ
かりませんが、本人は疑問があるというふうにお
っしゃってますので、ですからそういう形で私は
受けとめております。
それから、本人に対しては、この前言いました
とおり、すぐに口頭で注意をいたしております。
○議長（嶋本五男君） 以上で小山議員の質問を終
結いたします。
お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた
しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど
め延会とし、明１５日午前１０時から本会議を継
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