午前１０時１分 開議

尼崎市の議会選出の監査委員が実際の帳簿を検査

○議長（嶋本五男君） おはようございます。ただ
いまから平成１２年第１回泉南市議会定例会継続
会を開議いたします。

に行こうとしたら職員に阻止されて、それが新聞
に大きく載っておりました。
直接書類だけの検査ではなしに、現在、実質的

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

にそういう執行状況を現場に行って確認するとい

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

うことが監査委員にも求められておるということ

しました。

で、そういう行動を起こしたようでありますけれ

これより日程に入ります。

ども、それに対して受ける側が入り口でピケを張

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

ってその委員を入れなかったということが新聞に

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規
定により、議長において２５番 巴里英一君、１
番 井原正太郎君の両君を指名いたします。

大きく載っております。
そういうことで、島原監査委員が就任されまし
て、帳簿と実際執行がどうなっておるのかという

次に、日程第２、泉南監報告第１号 例月現金

現場に行っての監査ということが当然課題として

出納検査結果報告から日程第４、泉南監報告第４

あると思うんですが、監査の実態については、も

号 例月現金出納検査結果報告までの以上３件を

う少し議会の方に御報告いただければ、我々も議

一括議題といたします。

会として選出しておる監査委員に対して、１つの

本３件に関し、監査委員の報告を求めます。監
査委員 島原正嗣君。

信頼を持ち、市民に対しても自信を持って、議会
選出の監査が監査をしておるから大丈夫だという、

○監査委員（島原正嗣君） おはようございます。

そういうことが言える状況になると思うので、実

議長の許可をいただきましたので、ただいまから

際監査をされて、具体的にそういう現場の状態を

平成１１年１１月、１２月分及び平成１２年１月

どういうふうに監査されたのか、また今後そうい

分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を

うことについて、どのような姿勢でやられようと

御報告いたします。

しておられるのかのお考えなり報告があれば、お

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

願いをしたいと思います。

きまして、平成１１年１１月、１２月分は平成１

それから、監査委員の監査される範囲というの

２年１月２８日に、平成１２年１月分は平成１２

は、なかなか範囲が広いとは思うのですが、基金

年２月２４日に黒須監査委員と私が検査を執行い

の運用で、今報告によりますと、公共施設整備基

たしました。これにつきましては、一般会計、特

金というのが１５億円ほど、それから公債費管理

別会計等収入役扱い分並びに水道事業会計分の関

基金５億円というのがあるわけなんですが、こう

係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、

いうことが市の財政の報告でも、１４年、１５年

預金現在高について収支内容を照合したところ、

にはもうなくなって、それを取り崩しても足らな

いずれも符合しており、出納は適正に行われてい

いという方向が見えておるわけなんですが、こう

たものと認定いたします。

いうことについて監査委員としてはどういうよう

以上、甚だ簡単でございますが、検査報告とい
たします。

われたのかもあればひとつ御報告をいただきたい

○議長（嶋本五男君） ただいまの監査委員の報告
に対し、質疑等ありませんか。

な関心でここの監査をされて、どういう意見を言

と思います。

小山君。

それから、もう１つは、資金を運用していろん

○２番（小山広明君） 議会で大変経験の豊かな島

なところに、銀行などにお預けしておるわけなん

原議員が監査になったということで、議会として

ですが、今後やっぱり銀行といえどもつぶれる銀

も大変力強く感じておるわけなんですけども、監

行も出たり、預金者には余り影響を与えないよう

査の役割というのは大変重要になってきたという

にしておるようでありますけれども、しかし市の

ことで、きのう、おとといでしたか、神戸新聞に

預け入れ金額となりますと大変大きい金額であり

−２４０−

ますから、こういう点でのリスクに対する担保と

いはその時々に１個１個買っているのか、あるい

いいますか保証というのは、今後運用は変わって

はまとめて業者の方に発注しているのか、そうい

くると思うんですけれども、そういう点での御見

うふうな私どもとしての意見は申しておきました。

解があればお願いをしたい。

原課の方では、できるだけ一括して購入し、合理

それから、一番先にちょっと申しおくれたんで

的に個々の家庭のメーターの取りつけについては、

すが、いわゆるいいものをより安い価格でという

そこにメモも置いてますんですが、５年に１回か

のは行政の基本だと思うので、その辺の実際の購

３年に１回の取りかえをしておると、そういう御

入しておるものと実際の市場価格というんですか

答弁でございました。

ね、そういうものとの対比というものは、どっか

監査委員の使命、役割は、もちろん都市監査基

でやっていかないといけないと思うのですが、一

準というものの規則の中にうたわれておりますか

般には役所の購入価格は案外割高ではないかと。

ら、あくまでも公正公平かつ不偏の精神で行政の

それは、一方にはやっぱり品質管理ということが

監査をしていくという目的でございますから、そ

あることが建前としてあるんですけども、やはり

の目的に沿ってその職務を遂行していきたいとい

今後はより安いものをということにすごく関心を

うふうに思います。

持っていかないといけないと思うんで、そういう
点での監査の状況を報告いただければと思います。

以上です。
○議長（嶋本五男君） ほかにありませんか。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

小山君。

○監査委員（島原正嗣君） 小山議員の質問、大体

○２番（小山広明君） 大変ありがとうございまし

３点だと思うんですが、１つは、先般の尼崎市の

た。尼崎の例は、監査委員が請求した資料につい

監査の結果、議員選出の監査委員の資料提出を拒

て、監査委員に資料提出を拒んだという例ではな

んだ、こういう問題ですが、本市についてはそう

しに、いわゆる現場に行って、現場というのは行

いうことは事務局等でも一切ございません。要求

政を執行されとるところに行って、監査委員とい

された資料は、率直に提出していただきますし、

う立場で調査に入ったら拒まれたということなん

私が就任してから拒まれたという経緯は一切ござ

で、現場に行くという、実際の書類に基づいて実

いません。また、そうあるべきではないというふ

際現場はどうなのかということを調査に行ったこ

うに思います。

とで起こった１つの事案でございますので、ちょ

２点目は、監査の状況でございますが、公債費

っと今監査委員が報告された、監査委員が求めた

比率を特に御指摘をいただいたんですが、これは

資料については全部出していただいとるという点

本会議等でもいろいろ議論がございますし、公債

については、当然そうだろうと思いますが、今後

費比率の限度というのも決まっておりますし、で

やっぱりそれに基づいて現場に行くと。

きるだけ歳入を多く、歳出を少なくという意見も

今までのケースとはちょっと違うのは、監査委

ございますけれども、やっぱり行政全般を見通し

員が市民３人と一緒に調査に入ったという、そう

て、市の財政展望というものを見ながら公債費率

いう１つの例がありますので、今後もやはり公開

のあり方についても検討すべきではないかという、

条例とかいろいろ出てまいりますと、市民の関心

監査委員としての私の意見はそういうことでござ

も高まって、市民が選んだ議員、また議会が選ん

います。

だ監査委員と一緒に市民が行動するということも

それから、３つ目の資金の運用の歳入歳出の面

今後はあり得ると思いますので、そういう事例だ

でございますけれども、物品買い入れなり何なり、

ということを１つ御紹介して、今後やはり現場に

商品価格の買い入れの問題でございますが、私ど

入った調査も必要ではないかなと、私はそう考え

もが御指摘を今まで黒須監査委員とともにしてお

ております。答弁いただきましたので、それは結

りますのは、特に水道関係のメーターの関係です

構でございます。

か、これはどういう形で購入しているのか、ある

○議長（嶋本五男君） 和気君。
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○１３番（和気 豊君） 監査された一番直近の１

れればお示しをいただきたい、そういう質問なん

２年１月の税収を見さしていただきますと、若干

で、よろしくお願いいたします。

伸びている部分もあるんですが、一番大きな税収

○議長（嶋本五男君） 島原君。

源であります固定資産税が若干対前年比でマイナ

○監査委員（島原正嗣君） 質問内容がちょっと具

スと。そういうことで、全体の収支がむしろ対前

体的に触れてまいりますと、事務局の方で答弁し

年度比ではマイナスということになっているんで

てもらわなきゃならんのですけども、できれば今

すが、それで一般質問の質疑応答の中で、ちらほ

後そういう質問のある場合は、事前にこれを質問

ら経常収支比率が１０４．４％を下回って、好転し

するというふうに議長の方にでもしてもらわない

て１０１．何がしかになると、こういうふうな話が

と、いかな夏目漱石のような頭をしておりまして

答弁の中でちらほら出てきてるんですが、この税

も、急に言われては客観的なことに答えることは

収関係だけでは判断できないんですが、これを見

大変失礼になるかと思います。

るにつけても、なぜそういう好転の兆しが出てく

例えば、平成１２年１月末現在の市税の収入状

るのかと。歳出の伸び等を抑制すると、こういう

況調というのがございますが、この中で収入額が

ことも１つの原因になるんですが、その辺、この

１９億９，６９７万８，０４５円あるわけであります。

監査された時点で好転の兆しの明確な根拠といい

これは、個人の分です。法人の場合が、法人税の

ますか、つかんでおられればお示しをいただきた

合計が３億４，４２１万９，３００円というふうにな

いなと、こういうふうに思います。

っております。合計額が２３億４，１１９万７，３４

○議長（嶋本五男君） 島原君。

５円と、こういうことになりまして、対予算の比

○監査委員（島原正嗣君） 税収の関係についての

較をいたしますと、総額で７９．８３％というふう

御質問ですが、例月検査の内容を見ますと、月々

に徴収実績そのものが向上しておると、そういう

の徴収状況というのは、若干好転をしておるよう

ふうに私は市税収入の状況調の中で、これはあく

でございますけれども、御存じのように原課の方

まで１２年の１月末現在の個人と法人税の徴収率

で特別にこの徴収に対する配慮をして、原課の職

の状況でございます。

員を中心等に徴収にお願いに上がっていると、そ

そういう結果からして、すべて満点とは言えま

ういう経過が１つの好転の経緯ではないかなとい

せんけども、それなりの税収の状況ではないかな、

うふうに思います。

徴収状況ではないかなというふうに思います。

ただ、御存じのように１００％ということは、

以上です。

なかなかまいりません。そういう意味では先月の

○議長（嶋本五男君） ほかに。

北出君。

監査におきましても、大体目標の７０から七十四、

○２１番（北出寧啓君） 法人税のことで若干お聞

五程度の徴収率というふうな現状になっているの

きしたいんですけれども、滞納繰越分がかなり急

ではないかと思います。市民の方々についても、

上昇している。泉南市の企業、その辺のどういう

税は公平公正に負担せなきゃならんという自己意

状況を反映しているのかということをお示し願い

識も高揚していると思いますんで、あとは行政な

たいと思います。

り市民意識の中で税収の徴収向上に努力をしてい
ただけるものと確信をいたしております。

現年課税分については、マイナス１．４４％にな
っております。今、外形標準課税とか、税の体系

○議長（嶋本五男君） 和気君。

が徐々に変動しつつあるなと考えておりまして、

○１３番（和気 豊君） 質問が非常にまずかった

せんだっても議論させていただきましたように、

ので、申しわけありません。税収は若干ではあり

４月以降地方分権の一括法案が施行されて、にも

ますが、後退をしている。にもかかわらず、一般

かかわらず国の収入と地方の収入がかなり大幅に

質問の質疑応答の中では、いわゆる経常収支比率

異なって、その差額が補助金等で出てくるという

が若干好転していると、こういうお話がありまし

ことで、あくまで地方自治体は政策誘導されてい

た。その辺の根拠を監査委員としてつかんでおら

るということで、今後、法人税、住民税諸関係が

−２４２−

地方税の税率アップという形でこざるを得ないの

１２年度各会計予算１７件を除く他の議案につき

ではないかと、そういうのが地方分権の流れでは

ましては、いずれも委員会の付託を省略すること

ないかという大きな枠組みで、できましたら議長

に決しました。

をされて初めての監査委員である島原監査委員に

次に、日程第５、議案第１号 泉南市収入役の

その点を大局的にお聞きしたいと思います。よろ

選任についてを議題といたします。

しくお願いいたします。

議案書を朗読させます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

○監査委員（島原正嗣君） お答えをいたしたいと
思います。

〔議案書朗読〕
○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

特に固定資産税の滞納の処理についてだと思う
んですが、私どもも議会でも常に議論ありますよ

内容の説明を求めます。向井市長。
○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

うに、滞納問題をどうするかという関係について、

案第１号、泉南市収入役の選任について、提案理

監査の中でも指摘をさしていただいておりますが、

由の御説明を申し上げます。

何せ現在、御承知のように企業なり一般的な不況

収入役辻 勇作氏は、平成１２年３月３１日付

というものもございまして、払うに払えんという

をもって任期満了となりますが、同氏を泉南市収

状況等もあると思うんですが、特に固定資産税の

入役として最適任者と認め再任いたしたく、地方

分にしろ一般の市民税にしろ、やっぱり一定の５

自治法第１６８条第７項において準用する第１６

年以降たてば、法律上取れないという１つの限界

２条の規定により議会の御同意を賜りたく、御提

点もございますので、固定資産税等についてはで

案申し上げるものでございます。

きるだけ法的な措置を、例えば差し押さえをして

なお、同氏の経歴につきましては、議案書３ペ

いくとかいうふうな形で徴収率を高めていくとい

ージにお示ししているとおりでございます。

うふうにしなければならないのではないかと。

甚だ簡単でございますが、本議案の提案の説明

もう１点は、今の時代ですから差し押さえして

にかえさせていただきます。よろしく御同意賜り

もなかなか後の処理に困るという問題、例えば買

ますようお願い申し上げます。

い手がないとか、売却するにしてもその相手が見

○議長（嶋本五男君） 本件については、現在本市

つからないとか、そういう問題等もございますけ

収入役でありますところの辻 勇作君の一身上に

れども、いずれにしても原課の方としては、この

関する事件でありますので、辻 勇作君の除斥を

固定資産税にしろ、一般市民税にしろ、公平に負

求めます。

担をしていただくような最善の努力をしてほしい
という指摘はしておきます。

〔辻 勇作君退場〕
○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

以上です。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

質疑はありませんか。
以上で監

小山君。

○２番（小山広明君） お金を預かってるというよ

査報告３件の報告を終わります。

うに我々一般では認識をしとるんですが、財政が

この際お諮りいたします。本日これより上程予

大変厳しい状態になったということの責任は、や

定の議案のうち、平成１２年度各会計予算１７件

はり収入役にもあると思うんですが、そういう点

を除く他の議案につきましては、いずれも会議規

で地方自治法からいって、決算に対しての一定の

則第３７条第２項の規定により委員会の付託を省

見解、きちっとしたものを、収入役は意見を述べ

略いたしたいと思います。

ることができると思うんですが、そういう関係性

これに御異議ありませんか。

の中で、職員であった方が収入役をやる例が多い

〔「異議なし」の声あり〕

わけなんですけども、こういう人事のあり方につ

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

いて、やはり外部監査とか、外部からいろんな声

って、本日これより上程予定の議案のうち、平成

を入れるということが社会的にも今議論されとる

−２４３−

と思うんですが、市長のこの収入役を提案するに

ます。

当たって、どういう立場の人が実際決算なり財政

○議長（嶋本五男君） 小山君。

問題を行政がやることに牽制するというんか、違

○２番（小山広明君） それは、１つの市長の見識

う目で見て健全な財政運営をするためには、どう

というんか、考え方としてはわかるんですが、そ

いう立場の方がいいかということをお考えになっ

ういうことであれば、せっかく市長に対して独立

てるのか。

した立場で、しかも議会の承認が要るということ

単に、今までずっと行政の中にあって、行政の

ですから、議会が承認できるような客観的な提案

中身が詳しいということに重点を置いておるのか、

の仕方というのは、私は必要になってくると思い

やはり違う立場でそういう方を議会に示す―私

ますし、もし議会がそれはノーということになれ

は示す必要があるんじゃないかなと思うんですが、

ば、就任というんか、その立場につけないわけで

今回再任という形で出してこられたことについて、

すから、議会というのは、至って行政経験がある

収入役を、市長の都合のいい人を出すということ

方も議会に入ってくる可能性はありますけれども、

はあり得ないと思うんですが、もっと客観的にど

一般的にはやはり行政の中からよりも、一般の行

ういう人事、どういう人が収入役としてはいいの

政に対しての実務ですね。そういうものに詳しい

かと、社会的な１つの動きも含めてお考えになっ

方よりも、市民の思いを受けてここに座るわけで

ておられるのか。提案に当たって、その辺はどう

すから、その流れからすれば、もう少し議会がう

考えられたのかをお聞きしたいと思います。

んと言えるようなそういうものも提案しないと認

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

められないんじゃないかという、そういうことも

○市長（向井通彦君） 御承知のように収入役の職

一方には考える必要があると思うんですね。

務につきましては、地方自治法第１７０条に規定

我々も今の行政の中が、どうしても議会の議論

されているわけでございますけれども、特に収入

だけでもなかなか見えない。特に三役と言われる

役につきましては、やはり行政のいろんなシステ

ような方の位置づけなんかも、どこがどうメリハ

ム、それから経験がないとなかなか務めにくい部

リがきちっと違うのか。そして、どういう意見を

署だというふうに思っております。

言って、どういうことが対立点としてあって、最

したがいまして、辻氏につきましては、地方公

終的にどう決まったのかというのがなかなか見え

務員時代を含めてそういう経験も豊富でございま

ないので、そういう点では、やはりこれからの時

すし、また、それらをいろいろ統括して職務を遂

代、収入役という方は、財政問題がここまで厳し

行する能力があるという判断のもとに提案をさせ

くなってきたことに伴う責任は、僕はあると思う

ていただきまして、今回再任ということでござい

んですよ。

ますけども、この４年間本当に職務を十分全うし

だから、よくやったと言っても結果的に、この

ていただいたということでございますので、再任

間も議論されておりますけども、いろんな努力は

の提案をさせていただいたところでございます。

わかるけども、最後の数字がちゃんとなってない

○議長（嶋本五男君） 小山君。

じゃないかというのは、これは逃げられない１つ

○２番（小山広明君） そうすると、今の市長の御

の現実ですからね。市長も結果責任をとるのが自

答弁を伺っておると、行政出身の方しか提案でき

分の行政手腕だということは明確に言っとるわけ

ないと、そういう考えを基本的に持っていられる

ですから、努力はわかっても、最後のところで大

んですか。

変厳しい財政状況で市民の方にも大変な迷惑をか

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

けとるわけですから、そういう点での共同責任を

○市長（向井通彦君） それは、提案者によりまし

収入役が負うという点からいえば、私はやはり行

ていろんな方というのはあり得るというふうに思

政に詳しい方というだけでは、市民の期待にも思

いますが、私は行政のそういう一定の経験を踏ん

いにも私はこたえられないのではないかなと思う

だ方が一番いいというふうに判断をいたしており

ので、ぜひそういうことも一考していただいて、
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新しい収入役のあり方ということを、今までと違

わゆる管路布設図といいますか、そういうものの

う形で私は出す必要があるということを意見とし

管理はどこかということだというふうに思います

て申し上げておきます。

が、これはむしろ執行側の水道部なり、あるいは

○議長（嶋本五男君） ほかに。

北出君。

教育施設の中のエリアの問題でありましたら、当

○２１番（北出寧啓君） ちょっと簡単に質問させ

然教育委員会なりがそういう資料なり、そういう

ていただきます。

管路網図といいますか、そういうものを保管する

地方自治法の１４９条に首長の権限で「予算を

立場にあるというふうに思います。

調製し、及びこれを執行すること。」ということ

ただ、時期的な問題もあろうかというふうに思

がありまして、１７０条の７に収入役の職務とし

いますので、一概には言えませんけども、基本的

て、「決算を調製し、これを普通地方公共団体の

には当然それをつかさどる執行機関の方で管理を

長に提出する」というふうに書かれております。

していると。図面を含めてですね。そういうこと

だから、基本的に予算の提出権等は全部首長に
ありまして、予算を執行した後で決算しますよね。

でございます。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

決算の調製が、また収入役と市長と調整されて次

以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

の予算の調製に入っていくと思うんですけども、

討論に入ります。討論はありませんか。

その辺の絡みというんですか、どういうふうにお

小山君。

やりになっていらっしゃったか、４年間。できた

○２番（小山広明君） 今の質疑をするまでは反対

ら、そういうことをお示し願いたい。

しようとは全然思ってなかったんですが、市長の

もう１つ、収入役にかかわって、１７０条の４

答弁を聞いておりますと、行政経験のある方しか

に物品の出納及び保管を行うこと、５に「現金及

向井市長は収入役として提案しないということが

び財産の記録管理を行うこと。」とありまして、

明確になった限りは、そういうことでは承認でき

昨今も中学校の工事で水道管が破裂して、水道配

ないと。

管の図面が全く失われてないというふうなこと自

やはり三役の一人でありますから、市の行政の

体の中でそういうことが発生したと。こういう保

決定にも大きくかかわるわけでありますので、し

管の権限あるいは責任というのはどこにあるのか。

かも議会の承認事項ということになれば、市長の

この１７０条の条項によると、最終的には収入役

思惑だけでは選べないということが法的にも位置

にあるのか。その辺ちょっとお示し願いたいと思

づけられておりますので、先ほど議論もしました

います。

ように、やはり市民のための行政でありますから、

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

市民のそういう思いが行政に反映するようなこと

○市長（向井通彦君） 収入役の職務の１つに、

の配慮がないと、やはり今までの数々の問題、確

「決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に

かに功績もあるし、いろんなことをやってきたこ

提出すること。」ということになっておりまして、

とは、当然市民から税金をいただいて行政するわ

毎年５月３１日の出納閉鎖をもって決算を調製す

けでありますから、いいのはある意味で当たり前

るわけでございますが、その結果、内容について

でありますけれども、結果的に全国でも大阪でも

は私も詳しく報告を受けておりまして、それを１

大変財政的には悪いというところに集約されてお

つの参考にして次の若干時期的なものもあるんで

るように、この責任は三役と言われる方にあるわ

すが、いろんな執行あるいは予算調製ですね。そ

けであります。それがどういうところからこうい

ういうことに反映をしていくという形をいたして

うことになったのかを考えるときに、やはり違う

おります。ですから、この最終決算ですね。この

視点で三役の中で意見を言うという、そういうも

数字のときに、私も収入役から当然詳しい説明を

のを取り入れないと、なかなかやはり市民の理解

受けております。

するような行政は進まないと私は考えます。

それから、２点目の具体に中学校の水道管のい
−２４５−

日ごろからそれは考えとるわけなんですけれど

も、明確にあそこまで行政経験がある方というこ

お願いを申し上げまして、まことに簡単でござい

とに限定されますと、私はやはり市長のこういう

ますが、お礼のごあいさつにさせていただきます。

議会に出す人事のあり方については、いささか納

本当にありがとうございました。

得できませんし、そのようなことを聞いた限り、

○議長（嶋本五男君） 次に、日程第６、議案第２

賛成することはできませんので、議会の皆さんに

号 市道路線の認定及び変更についてを議題とい

おかれましても、一体議会承認人事ということが

たします。

どういう意味を持っておるのかということを考え

議案書を朗読させます。

るならば、今の市長の姿勢というのは、とても私

○議会事務局次長（馬場定夫君）

は認められないと思いますので、賛同いただきま
すことをよろしくお願いをいたします。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

〔議案書朗読〕
○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

以上で本

件に対する討論を終結いたします。

内容の説明を求めます。遠藤助役。
○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

これより議案第１号を採決いたします。

案第２号、市道路線の認定及び変更について、そ

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

の概要を御説明を申し上げます。

することに賛成の諸君の起立を求めます。

提案理由でございますが、道路法第８条第２項

〔賛成者起立〕

及び同法第１０条第２項の規定により、樽井八反

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

農住団地内線ほか１０路線の認定及び藤の川天神

て議案第１号は、原案のとおり同意することに決

線の認定変更を提案するものでございます。

しました。

市道認定につきましては、土地区画整理法第１

辻 勇作君の入場を願います。

０５条及び都市計画法第４０条の規定により、新

〔辻 勇作君入場〕

たに公共施設として本市に帰属を受けた道路を道

○議長（嶋本五男君） ただいま収入役に再任され

路法の適用を受ける道路として管理していく必要

ました辻 勇作君からあいさつのため発言を求め

がありますため、新規の認定を行うものでござい

ておりますので、これを許可いたします。辻 勇

ます。

作君。

なお、参考資料の９ページから３１ページに記

○収入役（辻 勇作君） 失礼いたします。議長か

載をいたしておりますので、御参照をお願い申し

らお許しをいただきましたので、一言議員の皆様

上げます。

方にお礼のごあいさつをさせていただきます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

ただいまは皆様方の心温かい御支持をいただき

だきます。御承認賜りますようお願いを申し上げ

まして再任の御同意を賜りまして、まことにあり
がとうございました。心から厚くお礼を申し上げ

ます。
○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

ます。

質疑はありませんか。

小山君。

現下、本市の財政状況は、極めて厳しい状態で

○２番（小山広明君） こういう議案は珍しいし、

ございます。また一方、金融機関の不安というも

余り出てこないんですが、今泉南市の認定されて

のが蔓延しておりまして、まだその払拭がされて

おる道路というのは、どれぐらいあるのかですね。

いない状況の中、引き続いて市の金庫をお預かり

それから、それに要しておる維持管理費はどれぐ

するということにつきましては、大変重い責任を

らいしておるのか、今回の道路認定を受けたこと

感じているところでございます。

によって受ける泉南市の責任とそういう維持管理

もとより非力でございますが、全力を傾注し、

予測ですね。そういうものをひとつお示しいただ

この重責を全うするよう最善の努力をいたす覚悟

きたいと思います。

でございます。どうか議員の皆様方におかれまし

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

ては、なお一層の御指導と御鞭撻を賜りますよう

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えいた
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します。

んか、影響評価はしとかないといけないんじゃな

まず、認定路線の数量でございますけれども、

いでしょうか。

１１年の４月現在で路線数で３４３路線、延長に

現在、引き取ったとこにされてませんでしょう、

いたしまして約１７万メーターということでござ

いろいろ。個々の路線を言うと問題があるでしょ

います。

うから言いませんけども、ほんまに維持管理され

それから、今回引き取ります路線の管理コスト

てませんよ。道路はもう放置されたままで、ほん

の件でございますけども、通常引き取るときは、

とにちょっとしたことでけつまずいて倒れるとい

一応引き取りの検査の中で、余りそういう維持管

うんかね。今、ちょっと下水が入ってくるから、

理をいろいろせなあかんような状態では引き取り

そういうことと関係なしに下水が入ったとこはき

ませんので、とりあえずは、当分の間は、新規に

れいになっておりますけども、ほんとにそういう

引き取った分につきましては、そんなに維持管理、

意味で、道路の維持管理というのはなされていな

修理とかいう形は出てこないというふうに思って

い。

おります。

今、８，７００万円と言われましたが、１７０キ

それから、道路維持費の関係ですけども、維持

ロメートルをそれでやれば、ほとんど維持管理は

の中でもいろいろ補修とか需用費とか中身はいろ

十分できないと思うんですが、道路課としては、

いろあるんですけれども、合計額でいきますと、

今維持管理は一体どれぐらいの予算があれば、責

１１年度当初から最終の決算の見込みの額でいき

任もって維持ができると考えていらっしゃるのか。

ますと、事務費関係とかいろいろ全部入れまして、

この８，７００万に対して、市道の現状との関係で

１１年度の決算見込みで約８，７００万強というぐ

どれぐらいの予算が必要と考えておられるのかを

らいの予測を立てております。

お示しいただきたいと思います。それ、よろしく

以上です。

お願いします。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

○２番（小山広明君） わかりにくく説明してるん

○事業部道路公園課長（池上安夫君） お答えをい

かわかりませんが、１７万メートルというのは、
１７０キロということかな。そういうことやな。
ちょっと、そういう形で言うてくださいよ。

たします。
維持管理、いわゆる舗装修繕のことを言われて
たんだと思いますけども、いわゆる開発行為で新

それと、すぐには維持管理は出てこないと言っ

規に道路として新設された道路の中で引き取った

とるが、今までもいろいろそういう開発者がつく

分の古くなって傷んでおる部分の改修の関係でご

られた、ほとんどそういう道路ですね。そういう

ざいますけども、泉南の場合、昭和四十六、七年

ところの維持管理が全くなされておらなくて、我

ごろから幾つも引き取った路線を抱えておるわけ

々もいろいろ市内を歩くと、ほんまに石が上へむ

ですけども、基本的には道路公園課といたしまし

き出て、転んだら絶対に足が切れるという、そう

ては、傷んでいる損傷度等にもよりますけども、

いうところが多々あるんですね。やっぱり維持管

古いところから順番に、傷みの激しいところから

理されてないんですよ。そういうものにどんどん

順番にということで、舗装の打ちかえ等、対応を

―今回どれぐらい全部で寄附を受けるかわかり

いたしております。

ませんが、明確にこれは市の責任になってきて、

シミュレーション云々というお話もあるんです

どれぐらい出とったら補修に入らないかんのかと

けども、交通量とかそのときの状態とか、いろい

いうことは、やっぱりちゃんとしておかないと、

ろ個々ケースが違いますので、一概に何年でどれ

やはりこれは一番生活道路ですから、市民にも一

をどうすることの仕分けは、非常に難しいかなと

番影響のあるものですので、やっぱり引き取れば

思います。

当然それは維持管理がかかってくるわけですので、
その辺はちゃんとやはりシミュレーションという
−２４７−

現地確認の上、応急的にしなければならないと
ころにつきましては対応していくと。全体的に舗

装修繕につきましては、当然古いところからとい

延長ということになる

う形になるんですけども、それは損傷度と現地確

うのは、一体どこの部分になるのか、ここをちょ

認で判断の上、対応していくというふうに考えて

っとだけ説明しといてください。

おります。

この１２メーターとい

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

以上です。

○事業部長（山内 洋君） まず、市道認定道路で

○議長（嶋本五男君） 小山君。

ございますが、これにつきましては、先ほど課長

○２番（小山広明君） 答弁していただいてないと

がお答えいたしましたように１７０キロメーター

思うんですが、じゃ、まずそういうことは、やっ

もございます。

てないということで、一般論として答えたという、

また、認定道路の中には、平成６年に認定をい

そういう理解でいいんですか。僕は、当然それは

たしまして事業を実施していない道路もございま

やっていかないと、古い順番にと言ったって、じ

す。今後どのように道路の改良を加えていくか、

ゃ、どういうことかというちゃんと１つの計画書

また認定道路の新設を行っていくかということは、

をちゃんと出してやる必要があると思うんですよ、

やはり計画的にやらなければならないという考え

一番生活に密着した施設ですから。そういう点で

は持っておるところでございます。

出してないんであれば、今後はどうするんかとい

それと、開発行為などによりまして帰属を受け

う、２つをきちっと答えてください。ないもんは

た道路、これについては認定基準というのを設け

別にしてくれとは言いませんが、そういうものは、

ておりますので、その基準に沿った道路として引

ちゃんと言葉ではなしにちゃんとした資料によっ

き取りを行っておるということでございます。

て計画を出すべきだと、シミュレーションをです

それと、維持管理をするのにどれだけの費用が

ね。それは当然予想されるわけですから。ちょっ

かかるかということでございますけども、これに

とした張り継ぎやったらいいですよ。ただ、今の

ついては、積算というのは大変難しゅうございま

ところはやっぱりある程度の年限が来れば、基本

す。年間の経験上、必要度合いの高いものから順

的にはもとからきちっとやらないかんわけですか

々にやっておるところでございまして、例えばい

ら、ある程度の予算はきちっと要るんですよね。

まだに舗装のしてない道路の部分もございますし、

そういうものは、やっぱり現在の市道の現状とそ

そこの必要度合いによってやっておるわけでござ

ういう整備計画というのをちゃんと出しておかな

います。まず、危険性の高い部分からやっておる

いと、財政の方かて急に言われたってそんな金出

わけでございまして、全く管理はしておらないと

せませんからね。

いうようなことではございません。先ほども金額

そういう点では、市の中期、長期の財政計画の

でお示しいたしましたように、改良事業も含めま

中にもそこはきちっと位置づけてやらないといけ

して、１億五、六千万円を市道の費用として毎年

ない。だから、僕は８，７００万円、事務量も全部

度計上させていただいておるところでございます。

入ってのお金ですから、果たしてこれで担当課と

それと、議案で上げさせていただいております

して責任を持った維持管理ができるのかな。でき

藤の川天神線の道路でございますけれども、これ

ないと僕は思っとるんでね、その辺の現状もちゃ

は現に供用されておる道路でございまして、今回

んと示しといていただきたい。

変更の認定をさせていただいておるわけでござい

それから、一番最後の議案第２号のこの長くあ

ます。道路幅員につきまして、改良を加えた結果、

るのは、これは幅員が４．８から１２メーターと書

お示ししておるように、６．８メーターの最大の幅

いてあるんですが、これは何なんですか、これ。

員でございましたが、１２メーターに幅員を拡幅

ほかの方は全部開発絡みの市道認定ですからよく

し、延長も５８５メーターから７００メーターに

わかるんですけど、一番最後の参考資料に載せて

延びたということでございます。

ありますこれは……。バンドー化学でしょう、こ

○議長（嶋本五男君） 小山君。

れが。これは古くからある道路ですね。これは、

○２番（小山広明君） 何度も議論はしたくないん

−２４８−

ですけどね。だから、やっぱり道路施設の移管を

から、そういうものを示して、あなた方、基本的

受ければ、やっぱり整備計画というのはまとまっ

にはそういうことがあればいいですけどと言った

たお金が要るわけですから、基金の問題もあって、

わけですから、そういう基本に戻してやっていた

じゃ基金に積み立てていってやるか明確に、都市

だきたいと思います。

計画税の話もありますけども、やはり何かこう、

○議長（嶋本五男君） ほかに。

その場で見て必要性があるとこはやりますという

○２１番（北出寧啓君） 何点か質問させていただ

んでは、全く第三者にはわからないですね。行政

北出君。

きたいと思います。

の業務というのは、やはり第三者に、市民にもよ

今、小山議員がおっしゃったのとちょっと観点

く客観性がわかるようにするというのは最低限必

は違うんですけれども、道路補修改良費１億何千

要ですよ。これは情報公開も含めてですね。全部

万円、これは単独予算ですからかなり少ないとい

その判断のものは、あなた方の頭の中にしかない

うことで、そういう面があるというのと、逆に基

んですよ、今の議論からいったらね。それじゃま

幹農道のように補助金誘導されれば、４０億円も

ずいと私は思うんですよね。

５０億円もつくということの市街化のまちづくり

だから、そういう点ではボリューム的にはちゃ

との関係で、そういうふうに考えれば、あくまで

んと示されたわけですから、１７０キロ。それで

予算低過ぎるやないかということで、この点の考

移管を受けた日はちゃんと示されておるんで、そ

えをちょっとお示し願いたい。

れは当然常識的には、多少二、三年の波はあると

この図ですけれども、非常に見にくいんですよ。

思いますけども、やはりちゃんと維持管理をして

例えば、３１ページの藤の川の天神橋のところの

いく。今の現状からいったら、維持管理できてな

図ですね。錯覚を起こすわけですね。今まで既存

いですよ。私ども、あ、ひどいなあという路線何

道路が市道認定されてなかったんやないかみたい

ぼでもありますわ。じゃ、それは一体どういう判

な、よくよく見ると、上のちょっとだけが変更認

断でそこが放置されとるのか。おそらく今客観的

定路線であるというように書かれてあるわけです

には、財政ということが放置されている原因だと

ね。なぜ、ここを拡大して

思いますよ。

からないんですよ。３１ページで、これが何か張

これ、その端がわ

そういう時、時の財政に左右されるのではなし

ってて消えてるというか、ほんとに表示しなきゃ

に、こういう維持管理については、これは経常的

ならないとこは見えなくて、既路線が大きく出さ

に費用が要るわけですから、ちゃんと示して、議

れてると、こういう構図の書き方ですね。

会にもそのことはやっぱり了解の中でやっていた

それと、例えば２９ページに起点、終点のマー

だかないと、あなた方の本当に頭の中にしかない

クは下に凡例としてあるみたいなんですけれども、

ような維持管理システムというんでは困りますか

これ透明なんで全然全く見えない。ちょっと探し

ら、これはないということを判断して、強く次の

てるんですけど、わからないですね、２７ページ

議会ぐらいには、現在の道路だけじゃないですけ

にしても。

ども、そういう恒常的に必要な維持管理経費とい

こういう作成の仕方というのは、非常に問題あ

うのはこうだということをちゃんとやはり資料に

るんじゃないかと。親切じゃないなというふうに

基づいて示していただきたい。でないと議論にな

考えます。その点、今後検討していただきたいと

りませんよ、これはね。

いうことと、なぜこういう作図をしてるのかとい

あなた方、２回答弁いただいたけども、全く抽

う説明をお聞きしたいと思います。

象的な、何にもしてないというしか受け取れない、

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

そういう答弁ですよ。基準では難しいとか、危険

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 認定路線の

性があるところからやっていくとかね、それは当

位置図の関係で、非常に見づらいということで、

たり前じゃないですか。そうじゃなしに、やはり

その点につきましては、わかりやすいように今後

そういう一定の維持管理は恒常的に要るわけです

は検討させていただきたいと思います。

−２４９−

御指摘の藤の川天神線につきましては、２，５０

回も天神ノ森の住宅開発のとこですね。男神社は

０分の１の地形図に落としてこれだけの大きさに

わかってなかったと。それはいつに市道になった

そろえないかんという問題もございまして、今回

んだと。しかし、市道だということで、そこに水

の場合、既設路線から新設の泉佐野岩出線ができ

道管を配設、埋設できる権限が業者はあると、市

ました関係で、それへのアプローチの道路が追加

道だから。しかし、男神社はそういうことは全く

されたということで、ちょっと延長が非常に長く

知らないと。そういう道路が聞けばたくさんある

て２，５００分の１の地形図の中に表示する場合、

ように思うんですけれども、その辺の問題はいか

どうしても端っこになってしまったということで、

がなんでしょうか。

見づらくなったということにつきましては、今後

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

作成するときは、その辺検討させていただきたい

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 道路認定の

と思います。

関係で、いわゆる底地の名義が権原が市に変わっ

以上です。

てなかったというケースの場合で、勝手にという

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

のは、我々そういうふうには思ってないんですけ

○事業部長（山内 洋君） これは、道路行政のバ

ども、確かに合併当時に一度名前が変わりますの

ランスの問題だと思います。道路には２メーター

で、前から認定している分を引き継いだという段

未満の市道もございまして、また基幹としてのい

階の認定路線の中では、今現在は、認定につきま

わゆる幹線道路、これの整備もやらなければなら

しては、認定基準を一応つくりましてシビアにや

ないと。どれだけのバランスをもってやるかとい

っておるわけですけれども、昔のそういう６カ町

う問題だと思います。なるほど１７０キロメータ

村合併時の分では、幅員に関しましてもそうです

ーに延ばした場合の道路維持費、これにつきまし

し、それから現物境界等の確認の問題もそうです

ては少ないというわけでございますが、どの程度

し、それからいわゆる底地が例えば個人のままに

少ないか、その積算はできないわけでございます。

なっておるとか、いわゆる市道としての所有権が

今後、危険な箇所、これについては当然維持管理

まだ登記上できてないというふうなところはたく

上必要でございますので、やっていくということ

さんございます。

でございます。

これらの問題につきましては、基本的に対応い

また、市内の道路網の整備、幹線道路でござい

たしておりますのは、いわゆる権利者からそうい

ますけれども、これも事業認可をとっている部分

う御指摘があった場合は、我々道路管理者の方で

も２路線ほどございますので、これについても精

いわゆる道路用地分を分筆いたしまして、登記的

力的に取り組んでいくということでございます。

には寄附行為で市の名義に変えていくということ

○議長（嶋本五男君） 北出君。

につきましては、わかり次第対応をいたしており

○２１番（北出寧啓君） 藤の川線は、これは市道

ます。

認定されてるわけですね、こっちの部分はね。既

ケース的には、これだけの路線の中でも、そう

路線でね。うちの祖父も拡幅にはかなり一生懸命

いうところは、我々も指摘いただかないとわから

やったような記憶があるんですけれども、これが

ないときもあるんですけども、わかった段階では、

当初見たら市道認定されてないというのは一体ど

いわゆる健全なというんですか、所有権も変えて

ういうことだというふうに錯覚を起こしたんです

いくような形の手続は、その都度その都度やって

けど、そうじゃないわけですよね。

おるということでございます。ですから、要する

それと、例えば逆に天神ノ森のこの間問題にな

に前の地主の方が、道路法による認定がかかって

りましたけれども、内部の道路が例えば勝手に市

ますので、法律的には道路法による道路には間違

道認定されてると。そういう道路が町道というん

いないんですけども、知らなかったということに

ですか、泉南町になったとき、６カ町村が合併し

ついては、そのような認識は持っておらないとい

たときに、不明な部分で道路認定されてると。今

うことでございます。

−２５０−

以上です。

案され、きょう議会で承認されて初めて市道にな

○議長（嶋本五男君） 北出君。

るわけですが、その間、団地の完工から認定に至

○２１番（北出寧啓君） 最後は言葉がよくわかん

るまでの経過がかなりあるように思うんですが、

なかったんで、疑問点をちょっと言わしていただ

その辺はなぜこういうふうになるのか。都市計画

きますけれども、だから行政手法としては、旧村

法なんかでは、完工検査の翌日に帰属と、こうい

合併のときに、例えば補助金の額とか市道の長さ

うことに法の規定ではなってるわけですが、やっ

が長い方がいいというのは聞いたことがあります。

ぱり帰属すなわち市の認定と、こういうことにな

そういう形でやったのかどうかちょっと不明なん

るんだろうというふうに思うんですが、かなりそ

ですけれども、実際所有者がわからないまま市道

れまでの間時間がかかる。

になってると、それが発見されたと。

例えば、そのことで具体的に惹起するような開

そういう場合に、行政手法としては寄附行為で

発業者のトラブル、こういうものはないのかどう

やってもらう。それはうまくいけばいいですよ。

か。開発業者がきっちりと開発指導要綱で遵守し

でも、例えば天神ノ森みたいにあそこへ水道管を

てもらう協力義務ですね。こういうものを果たし

埋設しろと、市道だからやれと。いや、うちはそ

て、そして帰属に至っているのかどうか。その辺

んなこと市道認定なんて全く知らなかってだめだ

のトラブルみたいなものはないのかどうかですね。

という、そういうふうなことが起こりますよね。

長くなればなるだけ、そういう道路盤ですね。こ

そういう場合に行政手法というのは、どういう選

れなんかも損傷しますし、それは振り返って認定

択をするんですか。

してなければ、どちらの責任やというようなこと

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

になってくるわけですから、当然市が見なければ

○事業部道路公園課長（池上安夫君） そういう道

ならなくなれば、維持管理費等のコストにはね返

路でも道路認定されてる道路ということでござい

ってくる、こういうふうにも思いますので、その

ますので、幾ら権利者が違う名前になっておって

辺の問題について少しお示しをいただきたいな、

も、その方で勝手にとめるとかいろんなことはで

こういうふうに思います。

きないんではないかなと思っております。ですか

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

ら、道路法的には、もう一般の道路認定されてる

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 和気議員の

道路と何ら変わりないというふうに考えておりま

御質問の中で、いわゆる都市計画法等によって新

す。

設されました公共施設の引き取りから道路認定を

○議長（嶋本五男君） 北出君。

かけるまでの間の問題のことだと思いますが、基

○２１番（北出寧啓君） これ以上論議できないと

本的には都市計画法では、竣工公告の翌日でいわ

思いますのでとめますけれども、そこで例えば告

ゆる都市計画法でいう３２条で協定いたしました

発されたりいろんな係争行為になった場合、非常

関係の市に帰属されておるという、都計法ではそ

に問題あると思うんです。そういうことをどう考

ういう考え方ですね。

えてるのか。もう答弁結構ですけれども、今後し

もう１点、そうなりますと、完了公告が出ます

んしゃくしていただいて、合理的な行政運営にな

と、いわゆる建物を建てる場合の建築基準法等の

るように図っていただきたいと思います。もうと

扱いでも、建築基準法上の道路になり得るという

どめます。

ことになりますので、建物を建てたりとかそうい

○議長（嶋本五男君） 和気君。

う場合は何ら支障ないわけなんですね、道路認定

○１３番（和気 豊君） ただいま提案されました

されてなくても。道路認定するまでの間、確かに

１１路線なんですが、私すべてにかかわってよく

ある一定の時間あります。これは、２つ理由がご

知っているということではないんで、一、二わか

ざいます。

っているところがあるんですが、団地が完成しま
してからいわゆる認定に至る

初めてきょう提
−２５１−

道路法による認定の場合は、議会の承認という
形で議会に上げてまとめてやるということになり

ますので、１本１本するというのも事務的な量の

した段階で、許認可の段階で我々のところにも合

こともございますので、基本的には原則１年、１

い議という形で回ってまいります。その段階で、

年間ぐらいを見まして、まとまってやるというや

必要な箇所につきましては、行政指導といたしま

り方でやっております。したがいまして、若干そ

して、防犯灯の新設をお願いしておるということ

の辺、時間的に最初に引き取ったもんからいきま

でございます。ですから、当然でき上がりました

すと一定の期間がかかるというのも、これは事務

ら、新しいもんができておって、光熱費等につき

的にやむを得ないんかなと思います。

ましては、引き取った時点で我々の道路管理者の

あと、もう１点、修理問題でございますけども、

方で負担をしていくというシステムになっており

基本的には速やかに引き取って管理していかなけ

ます。

ればならないという法の精神でございますので、

以上です。

そういう問題はあるんですけども、我々の方では、

○議長（嶋本五男君） 林君。

道路管理者側では、これは行政指導、お願いなん

○２２番（林

治君） そんなシステムは、よく

ですけども、開発の竣工検査時以外に道路管理者

わかってるんですよ。問題は、昨今の幼児の、幼

として引き取る場合には、再度現地のチェックも

児だけやありませんが、幼児や婦人に対するいろ

さしていただいて、余り問題のあるところについ

んな突如の災害というんですか、かどわかしやい

ては、お願いという形で修理等もお願いしていく

ろいろ含めてね。防犯灯をきちっとつけておくと

ということでございますので、維持管理上はそう

いうことは、非常に大事なんですよ。

いうトラブルはほとんどないというふうに思って
おります。

先ほど担当の方でというお話ですけど、それは
机上の話で、業者との間で机上で話をして、とこ

以上です。

ろが実際そこに入居されてきたと、でき上がって

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

ね。入居されてきたところがもう大変だと。とて

○議長（嶋本五男君） ほかに。
○２２番（林

林君。

もとても危なくて生活もしておれないと。こんな

治君） いろいろ議論されました

真っ暗なところで生活を一体どないしてするんや

が、例えば具体的な問題で、これを引き取ると、

ということになって、具体的な例を挙げと言えば

例えば具体的な例でいえば防犯灯とか、こういっ

ありますよ。そういうことで、そこで一定のトラ

たものが市の側の責任になりますね。そうですね。

ブルが発生するわけです。だから、これはそうい

それらについて、例えば個々の問題はあると思

う点できちっとこれらの特に団地内の道路を市道

うんですが、防犯灯１つとっていいますと非常に

に認定するに当たっての点検をきちっと全部され

具体的なんで、そういったものの施設の整備につ

たんかなと。これが１つです。

いて、今度市が全部やらなあかん。ところが、市

もう１つは、排水路問題があるんですよ。団地

民との間でその辺が解決をしないままで市が引き

内の比較的起伏のあるところは、また起伏があり

取ると。それでなくても市は予算上大変だと言う

過ぎて問題を起こすところも下流で起こるとは思

てるときですから、これらがきちっとできておら

いますが、樽井でもあります。余り起伏のないと

ないと、なかなか今度は市民の要望にこたえづら

ころのそれぞれの家の前の道路排水ですね。これ

いという問題が起こりますね。こういったことに

が流れなくてたまってると。それで後、相談を受

ついては、どういうふうに考えておられるのか。

けて大変なんですよ。開発業者がちゃんとしてく

その点まず１点。

れなかったのか、市の指導が悪かったのか。市の

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

方もお金ないからそんなことできんて言うし、し

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 林議員御質

かし、そこに水がたまって下水排水がちゃんとで

問の中で、開発行為で引き取った場合の施設の防

きてるとこはいいですよ。できていないところが

犯灯のことでございますけども、基本的には新規

まだまだあるのでね。だから、そういうところの

の開発の場合は、窓口の担当課で受け付けをしま

問題の解決を一体どうするのか。これらについて

−２５２−

引き取るに当たって、市としては全部点検をして

ぞれの家庭の方も努力して上げればいいですよ。

やられてきたんか。今までやられてきてないとい

また、それがたくさんであれば、市が取りに行け

う例はありますから。必要なら御紹介しますけど。

ばいいですよ。私の言うのは、ちゃんとした勾配

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

がつけられなくて、ふだん水がたまるという問題

○事業部道路公園課長（池上安夫君） まず、防犯

なんですよ、ふだん生活排水が。そういうことは、

灯の関係でございますけども、当然許認可の段階

きちっともしかやってもらえなかったら、これは

でも行政指導で必要箇所につきましては指導させ

一体だれがすることになるんかと。そういうこと

ていただくと。

が入居してから、市も引き取った、そういう段階

先ほどの質問者のときもお答えいたしましたけ

では、開発業者は悪いと言うてられなくなるんで

ども、いわゆる引き取り段階でも点検、チェック、

すよ。しかし、市は予算がないと言うてやらない

検査的なことをやっております。これは法律的な

というようなこととか、そこの問題なんです。

裏づけはないんですけども、お願いをして対応し

そういったことについて、この引き取りに当た

ているということでございます。ですから、基本

って、引き取る限り責任を持って、速やかにそう

的にはそういう形で不備のないような形になるよ

いう問題があれば解決を図っていくというふうに

うに努力をしておるということでございます。

おっしゃるのかどうかです。

ただ、団地内に至るまでの、新設の団地ができ

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

るまでのアプローチの道路なんかは、当然当初住

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 管理区分の

家が張りついてなかった道なんかもございますの

問題になると思います。基本的には、我々の方で

で、そこへ至るまでの路線につきましては、そう

管理者として引き取った場合は、当然我々の方で

いう問題が惹起してくるケースもございます。そ

管理しなければならないという立場でございます。

れにつきましては、全体の中で対応を検討してい

勾配の問題でございますけれども、基本的には

くという形で考えております。

そういう勾配の状況ではないような形でなければ

それから、道路側溝の排水関係の問題ですけど

ならないわけでして、数たくさんございますので、

も、通常若干勾配がつきまして流れるような構造

中にはそういう箇所もございましたら、引き取っ

になっておるというのが普通ですけども、宅盤の

た後でしたら、我々の方で勾配調整をするなり対

のり面から土砂等が流れ落ちてたまったりとか、

応をするというふうな基本的な考え方でございま

いろんなケースでしゅんせつが必要なところもご

す。

ざいます。それは、それぞれそのときそのときに

それから、防犯灯の問題につきましても、全体

道路パトロール等も行いまして、適切に対応をし

としまして必要な箇所につきましては、現地も調

ていくという基本的な考え方の中で対応しておる

査をした上、検討する部分は検討していくという

ということでございます。

基本的な考え方でございますので、よろしくお願

以上です。

いいたします。

○議長（嶋本五男君） 林君。
○２２番（林

〔林

治君） 具体的に例えば樽井の観

測塔のところの、担当課でちゃんとしてると言う

治君「議長、これ最後です」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 林君。
○２２番（林

治君） そしたら、今回これら引

けど、結局できてなかったでしょう。やっぱり後

き取る分については、そういうことの点検も、本

で防犯灯をつけないかん。だから、それは実際生

来ついてなければならない勾配とかそういうもの

活の中で、これはもうどうしてもつけないとおれ

がきちっとついてるというふうに確認をされての

ないという問題ができてくるし、それから少しは

引き取りですね。そのことだけ確認しときます。

古くなりますけども、あれ何池かな。中の池です

○議長（嶋本五男君） 池上道路公園課長。

か、の奥の団地なんかでもそうですが、今言われ

○事業部道路公園課長（池上安夫君） 引き取り時

たのは、泥がたまって、家の前の溝ですからそれ

の問題ですけども、基本的に今回の分、藤の川天

−２５３−

神線を除きますと、一般のいわゆる開発行為によ

泉南市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の

り新設されました新設公共施設が全部です。この

一部を改正する条例の制定について、御説明を申

場合、いわゆる都市計画法とか農住組合の分もあ

し上げます。

りますけども、考えは一緒です。団地の造成の検

現在、本市の厳しい財政状況に対応するため行

査のときにそのようなチェックは、当然そのかか

財政改革を積極的に推進し、健全財政に向け鋭意

る法律の中でされるということになります。です

取り組んでいるところでございます。中でも市の

から、当然完了の検査を受けて通っておるわけで

幹部が率先して取り組んでいく必要がありますこ

すけども、基本的にはそういう箇所はないという

とから、平成１１年度に引き続きまして特別職等

ふうに考えておるわけです。

の給料の一部を減額することとし、本条例案を提

ただ、我々の方で先ほどからも何回も申し上げ

案するものでございます。

てますように、道路管理者といたしまして引き取

改正内容につきましては、特別職等の給料を１

る場合、うちは道路公園課でございますので、公

０％減額するものであり、市長につきましては９

園の方もそうですけども、ある一定年数というん

１万円を８１万９，０００円に、助役につきまして

ですか、時間がたっておりますので、引き取り時

は７８万円を７０万２，０００円に、収入役及び教

に当たってのいわゆる引き取り検査的なことをや

育長につきましては７１万円を６３万９，０００円

りまして行政指導としてお願いをしておるという

に減額するものでございます。

ことで、二重の形でやるような形になっておりま

減額措置の期間につきましては、平成１２年４

すので、基本的にはそのようなことはないんでは

月１日から平成１５年３月３１日までの３年間と

なかろうかなというふうに思っております。

なっております。

以上です。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

なお、この措置による影響額は、年間約８００
以上で本

万円程度でございます。

件に対する質疑を終結いたします。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

討論に入ります。討論はありませんか。

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

討論なしと認めます。

申し上げます。

これより議案第２号を採決いたします。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と
することに決しまして御異議ありませんか。

質疑はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 市も責任を感じてというこ

〔「異議なし」の声あり〕

とでこういう議案が提案されとるんですが、この

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

後に職員の給与の期間においては同じような措置

って議案第２号は、原案のとおり可とすることに

が出されてくるんですが、中期財政計画の中で人

決しました。

件費の占める割合ということの関係で、この数字

次に、日程第７、議案第３号 特別職の職員の

の根拠ですね。それと、職員さんのも含めてやっ

給与に関する条例及び泉南市教育委員会の教育長

た方が人件費とすればいいと思うんですが、どれ

の給料及び旅費条例の一部を改正する条例の制定

ぐらいのものをそこでやれば、ひとつ全体的な財

についてを議題といたします。

政が健全化するのかという、そういう位置づけか

議案書を朗読させます。

らいってのこの内容の説明をちょっとお願いした

○議会事務局次長（馬場定夫君）

い。

〔議案書朗読〕

にもかかわらず、数字的には目標に達してない

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに
内容の説明を求めます。遠藤助役。

という問題もありますので、人件費だけでは限界
があることはもちろんそうでありますが、人数の

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

問題、定数の問題も代表質問、一般質問でも議論

案第３号、特別職の職員の給与に関する条例及び

されておりましたけれども、両方にかかわらざる

−２５４−

を得ないと思うんですが、私はやっぱり人数の方

スパンは、どういうスパンで４億５，０００万なん

でやらないと、基本的には給与を下げるというの

ですか。

は、士気にも影響しますし、やはり仕事の内容
きのうの議論にもありましたが、投資的経費を

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。
○総務部財政課長（石橋康幸君） お答えいたしま

半分ぐらいにするという、２０億円前後ですか、

す。

当然それは仕事が減るわけですから、そういうも

中期的財政展望におきましては、１４年度には

のは合理的に経費というところにどう反映するの

財源不足額が１７億円生じるだろうということの

か。そういうことが１つあると思いますので、ひ

中で、人件費におきましては４．５億円を削減とい

とつ人件費に対して財政再建の面からどのような

うんですか、していきたいということで、今回そ

割合、どのような内容でこういうものを提案した

の一環として上げさせていただいてます。

のかの基本的な御説明をいただければと思います。

それで、１年間に４億５，０００万というんでな

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

しに、１２、１３、１４年度の末ということで、

○市長公室長（中谷 弘君） 小山議員さんの御質

３年間ということでございます。

問でございますけれども、今回の特別職等の給与

以上でございます。

の減額並びに次の議案でも提案さしていただいて

○議長（嶋本五男君） 小山君。

おりますように職員の給与の２％減額でございま

○２番（小山広明君） ３年間で４億、正しくは今

すけれども、これは財政の中期展望の中で、人件

言った後の数字がいいんですか。４億４，５００万、

費について総額４．５億円の削減を目標としている

今４億５，０００万と言った、それでよかったらそ

ということの中で、引き続き特別職につきまして

れでいい。４億５，０００万を３年間で人件費関係

も３カ年減額措置をとるというふうに提案をさし

で削減をすると。

ていただいているものでございます。それと、職

そうすれば、経費削減策をいろいろ出しており

員につきましても、３カ年につきまして２％の減

ますが、そうなると経常収支比率は、今回は９２

額という形で次の議案で提案とさしていただいて

にならなくて、逆に１００を超え、１０１ですか、

いると思います。

１０４という数字もありますが、そういうことが

この人件費の削減の中期的な目標といたしまし

あって、なおこの中期財政計画で、４億５，０００

ては、職員の給与の２％削減、それと特別職の給

万円で経常収支比率というのはどうなるんですか。

与の１０％削減、管理職手当の１０％削減、それ

９２には

と議案５号でも提案さしていただいておりますよ

収入を多く見過ぎたかなと個人的には考えてます

うに、旅費におけます日当の廃止、それと特殊勤

という議論もあったんですが、そういう修正も含

務手当の見直し、超過勤務の抑制等を含めまして

めて、そうすると中期財政計画における最後の数

４．５億を生み出すというふうに考えておりますし、

字ですね、経常収支比率というのはどれぐらいに

先ほど職員の人数等の話もございましたけれども、

なるんですか。

きのうの議論でも、助役はちょっと

既に平成８年度から職員の減少も行っておるとこ

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

ろでございまして、この中期的見通しの中では、

○総務部財政課長（石橋康幸君） 経常収支比率と

退職不補充という形ですね。組織機構の見直しの

いいますのは、一応経常の一般財源、その中で経

中での一部退職不補充という形の金額等も含めた

常的な経費がどれだけ占めるかという割合でござ

中で、４．５億を捻出したいということで提案をさ

います。それで、普通一般的に私どもの方でいっ

していただいているものでございます。よろしく

たら、１億円削減されたら約１ポイントぐらい下

お願いいたします。

がるんじゃないかということで、ただ、４億５，０

○議長（嶋本五男君） 小山君。

００万円削減されたらどれだけ数字が落ちるかと

○２番（小山広明君） この４億５，０００万円とい

いうのは、単純には出てきません。その中で、一

うのは、年間に４億５，０００万という……、この

般的には１億削減されることによって、１ポイン

−２５５−

トぐらい下がるんじゃないかなということです。
以上でございます。

されるので。
○議長（嶋本五男君） まとめてください。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） だから、最後の経常収支比

○２番（小山広明君） だから努力はね、１０億円

率が今問題になっておる、要するに９２ぐらいに

削減できたとか、今回も４億５，０００万円削減で

しようと言ったことがもうできなかったわけです

きるとかいう数字はあるんですが、当然ふえる分

から、そのことで今の提案された人件費の削減が

は全然言ってないわけですから、そういう点では

そのこととどういうように影響するのかなという

最後の経常収支比率、収入に対して支出の割合で

のは、関心としてあるんですよ。

すね。それは現在、目標が達成されてないわけで

１ポイントというのは、１０ポイント下げると

すから、そこが一番最後の、それをするために経

言ったうちの１ポイントでしょう、人件費だけで。

費を削減したり、収入をふやしたりするんでしょ

ほかのいろんなものを絡めた中でこういう提案を

う。目標はそこにあるわけでしょう。

されてきておると思うので、そうするとそれは９

それにはやっぱり公債費と人件費が大きなウエ

２ということで理解していいんですか。何回も聞

ートを示すから、そこでやろうとして、いわゆる

いておるので、議長からも注意を受けとるんでね。

投資的経費を半分ぐらいにするということが１つ

出てないですから、出てないんであれば、そうい

方針として出てるのと、人件費については１つの

うものを含めてこういうものを提案されると思う

最終目標が見えないんですが、３年間で４億５，０

んですね、全体の中でこうだという。ここだけで

００万円削減できると。結果、経常収支比率はど

９２に持っていくことはできないわけですからね。

う抑えとるのかと。１００を切らないといけない

そういう点で、人件費で考えようとしとるのは

し、１００に近い形でも困るわけですからね、収

ここだけども、全体的にはこうでという何か全体

入も支出も同じような状態では。そこは出てない

の枠というのがないと、この２％がいいのか、１

んですか、今、議論してるけど、すぐパッと出て

０％がいいのかというのは判断できないのでね。

こないというのは。

そこをちょっともう１回で答弁できるようにして

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

くださいよ。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 単純に例えば４

○議長（嶋本五男君） 理事者にこの際申し上げま

億５，０００万削減されたから経常収支比率がどれ

す。出された議案については、的確にお答え願い

だけ下がるかと、きちっとした数字は出ておりま

ますようお願いします。遠藤助役。

せん。先ほど、私御答弁させていただきましたよ

○助役（遠藤裕司君） 最終的に経常収支比率をど

うに、一応経常的な経費が１億削減されたら、１

う見込むかということでございますけれども、今

ポイント下がるだろうということでございます。

直ちに答えは持っておりません。

以上でございます。

本会議開会からずっと御議論いただいておりま

○議長（嶋本五男君） 小山君。小山君に申し上げ

すが、平成１１年度にはやや下がるということで

ます。これで５回でございますので、この辺でま

ございます。これは経常的な財源のうち普通交付

とめてください。

税、これがかなり当初予測より見込めるんではな

○２番（小山広明君） いや、お尋ねしとることが

かろうかという、いわば分母がかなり大きくなる

議長も聞いていただいたようにわからないんです

という中で、若干１０年度の１０４．４から１０１．

よ。１億円減らせば１ポイント下がりますという

４という形で、まだ１１年度は見込みでございま

のは、それはわかるんですよね。さっきからも議

すけれども、下がっておると。

論しとるように、１０億減らしたとか……

ただ、これから１４年度までを見通してまいり

○議長（嶋本五男君） 私に言われずにこっちへ質
問してください。

ますときに、先ほど来申し上げておりますように、
人件費等３年間で４億５，０００万という目標を立

○２番（小山広明君） いや、私にそういう指揮を
−２５６−

てて削減をすると。そうすると、１年に１億ちょ

っとという話になるわけですが、その分が公債費

て減額された８１万９，０００円を掛けると、そう

としてふえてまいります。

いうふうに理解してよろしいですね。

したがいまして、それだけを考えますと、そう

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

そう大きく人件費を削ったからといって経常収支

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） １１年

がよくなるかということで、今度は分子の分で、

度の人事院勧告で期末手当が０．３カ月下がってお

人件費の減の分と公債費等の償還金がふえていく

りますので、４．９５カ月ということになります。

分とで相殺をされていくのではなかろうかという
ふうに考えております。

以上でございます。
○議長（嶋本五男君） 上山君。

一方で、歳入の方でございますけれども、また

○１８番（上山 忠君） 月数は間違ってましたけ

予算の中でも御議論いただけると思いますが、市

ども、そういう形で４．９５カ月分が掛けられるわ

税収入については、徴収については頑張りますけ

けですね、減額されたベースに。

れども、パイ自身がそう大きくなる状況では、今

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

経済の状況からしてございません。あと普通交付

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 済みま

税がどれだけ見込めるのかということにもかかわ

せん。特別職は以前から３月の期末手当が０．５で

ってこようと思いますが、分母としてはそういう

ございますんで、４．９カ月でございます。要する

ことでございます。

にその金額掛ける４．９というのが１年間の期末並

一方で、分子の部分の歳出の部分では、物件費

びに勤勉手当の額になります。

等の経常的な経費、これがいかに削れるかという

以上でございます。

中で経常収支比率は定まってこようとは思います

○議長（嶋本五男君） 上山君。

けれども、当面今その準備をやっていきますと、

○１８番（上山 忠君） そういうふうなことを聞

公債費比率等は１３、１４年で減ってまいります

いとるんと違うんですわ。要は、その減額された

ので、それ以降については、経常収支の改善とい

８１万９，０００円に対して４．９５カ月になるんか、

うのは相当見込めるというふうに判断をいたして

それとも一時金については９１万のままで４．９５

おります。

掛けるんか、ただそれだけを聞いとるわけですわ。

以上です。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。
上山君。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 何度も

○１８番（上山 忠君） １点だけお聞きしたいと

申しわけございません。おっしゃるとおり減額さ

思うんですけども、特別職の給与を１０％カット

れた額に４．９を掛けるということでございます。

するということですけども、このカットがベース

○議長（嶋本五男君） ほかに。

として一時金ベースの中にも影響を及ぼすのかど

○１３番（和気 豊君） どこの市とも財政は非常

うか、その辺のとこだけお答えください。

和気君。

に大変な状況だというように御紹介もいただいて

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

るんですが、他市ではこういう特別職のいわゆる

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 特別職

カットですね。それにあわせて職員に対するそう

につきましても本俸のカットでございますんで、

いう削減提案、あるいはその他の諸関係諸費の、

当然期末手当にははね返ります。ただ、退職金に

人件費に係る諸費の削減、こういうものの状況は

ははね返らないという形になっております。

どうなっているのか、お示しをいただきたいと、

以上でございます。

こういうように思います。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○１８番（上山 忠君） ということは、市長でい

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 大阪府

きますと、９１万が１０％減の８１万９，０００円

南部につきましては、泉大津で１１年７月１日か

になるということで、年間一時金の場合は、多分

ら１２年の６月３０日までということで５％カッ

５．２カ月だと思うんですけども、５．２カ月に対し

ト、それに貝塚市が１０年の４月１日から３カ年

−２５７−

間、本年の３月までですけれども１０％カット、

ですから、その例に準じて今回も３カ年間行財

それと阪南市が１０年の１月１日から１２年の３

政改革を進めていく中で、やはり痛みを分かち合

月の２１日まで２７カ月間というんですかね、を

うということで、特別職等については同じように

１０％カットしております。

１０％をカットしたということでございます。

以上でございます。（「何のカットかわかれへ
ん」の声あり）

○議長（嶋本五男君） 和気君。
○１３番（和気 豊君） 理解している

済みません。一般職につきましても、泉大津が

事実関

係を私は聞いたんで、理解のほどを聞いたんでは

１２月議会で定期昇給を１２カ月延伸しておりま

ないんですよね。

す。それと……（和気 豊君「一般職はええわ。

例えば豊中なんかは、市長は１０％ですが、一

また聞くわ」と呼ぶ）

律にはいかんと、こういうことで助役なり収入役

以上でございます。

なり教育長、向こうは大きいですから水道管理者

〔和気 豊君「ちょっと、今議会からも声があ

もおられますけれど、これは５％。当然、政策提

りましたように、何の１０％なのかというの

案、そういうものの執行にかかわってのいわゆる

は」と呼ぶ〕

重みと。これは当然差があっていいというふうに

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） いずれ

思うんですが、その辺は差をつけておられるわけ

も特別職の給与の５％から１０％のカットでござ

ですね。

います。

それから、摂津市では市長１０％、ところが、

以上でございます。

収入役以下教育長については、額にして一律７０

○議長（嶋本五男君） 和気君。

万から６５万円、こういうふうに差をつけておら

○１３番（和気 豊君） 特別職というふうに言わ

れるわけですが、差をつけた、同じようにした根

れても、市長から助役、それから収入役、教育長

拠については、従前どおりというふうに言われる

と、この四役がおられるわけですが、これは全部

から、ちょっと私、従前どおりという答弁では納

一律でしょうか。当然それぞれの職掌において、

得できませんので、具体的になぜ差をつけなかっ

責任の度合いというのがあるというふうに思うん

たのかという根拠、他市ではつけてるわけです。

ですが、今回その辺ですね。

それから、阪南３市では、これは理解していると

それと、泉南市では１０％にされた。市長、収

いうことで事実関係を言われなかったんで、事実

入役、それから教育長、すべて一律１０％カット。

関係を私は求めたわけですから、その辺も理解し

そういうふうにされた意味合い、根拠をお示しい

ているという答弁では納得できませんので、お聞

ただきたい、こういうふうに思います。

かせをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど次長の方から

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 阪南各

お答えいたしましたように、泉大津市と貝塚市と

市につきましては、この率で、すべて同じ率とい

阪南市の特別職等のカットの例を御説明させてい

うことで伺っております。

ただきましたけれど、これは特別職等の給与のカ

以上でございます。

ットということでございますから、助役、収入役、

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

教育長を含めて、先ほど説明いたしました率によ

○市長公室長（中谷 弘君） もともと市長、助役、

ってのカットというふうに我々としては理解をい

収入役、教育長は、本給、給料の額に差がありま

たしております。

すので、今回も引き続き同じ率でカットしても、

それと、泉南市の場合の１０％でございますけ

カットの額が変わってまいりますんで、そういう

れども、平成１１年度も１０％カットを行ってお

形で１０％ということに決めたということでござ

ります。それと、あと１年前、９年ですかね。９

います。

年も１０％カットを行っております。

○議長（嶋本五男君） 和気議員。
−２５８−

○１３番（和気 豊君） それじゃ、明確な根拠は

は、平成９年も実施をいたしました。１０年度は

なくて、当然額において差が生じるから、こうい

提案申し上げましたが、否決をされましたので、

うことですね。それでは、余り根拠が浅薄なんで

それはできませんでしたが、１１年度また改めて

はないでしょうか。これだけ財政危機に対応する

上げさしていただいて可決をいただいたというこ

ということで、大見えを切って大上段に振りかぶ

とでございます。

ってやられるわけですね。そしてなおかつ、この

そのときもそうですが、今回もそうなんですが、

ことが率が違いますけれども、一般職にも波及す

我々関係者相寄りまして、お互いに１０％カット

るわけですから。一般職では圧倒的に額が多いわ

しようということで話をいたしまして、その中で

けですから、全体額でいえば。

１０％のカットという形で提案をさしていただい

そういう点では、ちょっと議会に提起するには

ております。ですから、泉南市の場合、平成９年

根拠浅薄と、こういうことになるんだろうという

から既にそういう形でやっておりますし、それが

ふうに思いますが、その辺もう一度明確に根拠に

一番妥当だという判断のもとに減額を御提案申し

ついて、考えておらないということであれば、そ

上げてる次第でございます。

れでよろしいんです。もう一度お答えをいただき

○議長（嶋本五男君） ほかに。

たい。

以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

討論に入ります。討論はありませんか。

○助役（遠藤裕司君） こういう特別職の給与、本

小山君。

来決められたやつをどうカットするかというのは、

○２番（小山広明君） ただいま提案をされました

根拠という問題ではなくて、判断という問題であ

市長ら特別職の給与の１割カットを３年間延伸す

ります。我々の市としてはそういう形で判断をさ

るという議案でありますけども、大変大きな財政

していただいたということでございまして、よそ

問題の中で１つの覚悟を示すものということは、

の市はよその市の事情の中で差をつけたのであれ

一定理解できるわけでありますけれども、やはり

ば、差をつけたということでございます。

今回明らかになったように、経常収支比率が目標

○議長（嶋本五男君） 和気君。これで５回目でご
ざいますので、まとめてください。

にほど遠い状態に終わったということも、今回の
提案については大きな影響をするわけであります。

○１３番（和気 豊君） 助役ね、判断するには根

そういう点で、小出しに出してくるこういうあ

拠が要るでしょう。判断するには根拠が要るでし

り方ではなしに、もっと財政再建に対しての基本

ょう。ただいたずらに１０％ということだけで判

的な考え、これまで何が間違っておったのかとい

断―根拠と判断と違ういうて、判断するには根

うことをきちっと検証した中で、市民や議会にも

拠が要るじゃないですか。そんなもん理屈やない

わかる形で市は変わったなということをきちっと

か。その根拠について明確にしていただきたい。

やっぱり行動的に見せていかないと、精神論だけ

なければない、こういうことで結構ですから。そ

でそういうことから出てくる結果は、より弱い人

れは、我々がそのことによって判断するわけです

に切り下げという形でしわ寄せが来ることは、火

から、当然市長と教育長、そういう今日に財政危

を見るより明らかでありますし、市民に対する理

機が至った、それによる政策判断、これは大いに

解の問題にしても、これまで以上に市民に対する

違いがあるわけですから。そんなもん市長と教育

説明責任を果たして、やはり財政再建を市民が理

長と同じ立場で政策判断をし、一般会計の執行を

解した中で進めていくことが求められておること

される、これは違うわけですから、だれが考えて

と思います。

も。その辺については、ひとつ明確に根拠をお示
しをいただきたい。

この後に出てまいります職員の給与カットの問
題についても、本当にここからやる気が出てくる

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

のかなと。気持ちの問題は、財政問題とはまた別

○市長（向井通彦君） 特別職の減給につきまして

に無縁でありますから、そういう気持ちがどんど

−２５９−

ん恒常的に出てくるようなことがこういう苦しい
中では示されなければなりませんし、市長の方か

〔議案書朗読〕
○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

らそういう希望のある、やる気のある者が出てく

内容の説明を求めます。遠藤助役。

るためにも、給与というものにまず手をつけるの

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

ではなしに、構造的なこと、今までやってきたこ

案第４号、一般職の職員の給与に関する条例の一

とを本当にすべて明らかにして、そして市民の皆

部を改正する条例の制定について、御説明を申し

さんと一緒に改革に取り組んでいくようなそうい

上げます。３７ページでございます。

う姿勢を示すことの方が私は先ではないかと思い

現在、行財政改革を積極的に推進し、健全財政

ます。

に向け鋭意取り組んでいるところでございますが、

そういう点で、こういう私から見れば安易な、

現在の市の厳しい財政状況を克服していく一助と

みずからの給与をカットするというのは、厳しい

するため、職員の方々にも痛みを分かち合ってい

ようにも見えますし、だれもがなかなか異論が挟

ただくものでございます。

めないという内容を持つだけに、私は安易である

具体的には、平成１２年４月１日から平成１５

という判断をせざるを得ません。

年３月３１日までの間、職員の給与月額の２％を

そういう点で、この議案には反対でありますし、

減額しようとするものでございます。なお、この

こういう議案こそ十分に議論をしなければならな

措置による影響額は、１年間で約９，２００万円程

いわけでありますけれども、これは行政には責任

度でございます。

はないわけでありますが、議長の議会運営に対す

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

る姿勢は、初めて私も途中で切られたという思い

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

を持ったわけでありますが、もう一度きちっと答

申し上げます。

弁を受けて質疑をすれば済む問題を後味悪く切ら

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

れたことは、大変残念であることも申し上げまし
て、この議案に反対の討論をさしていただきます。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

質疑はありませんか。

真砂君。

○１２番（真砂 満君） それでは、午前中の特別

以上で本

件に対する討論を終結いたします。

職と引き続いての御提案でございますから、関連
する部分もあろうかと思いますが、何点かにわた

これより議案第３号を採決いたします。

って質問さしていただきます。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と
することに賛成の諸君の起立を求めます。

朝の議論もありましたけれども、御答弁の方も
ひとつよろしくお願いしときます。というのは一

〔賛成者起立〕

般質問のときに、私、議会運営のあり方について

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

提案をさせていただいた経緯もありますし、質問

て議案第３号は、原案のとおり可とすることに決

者の責に問う部分もあると思いますが、答弁の方

しました。

の責もあるというふうに思いますんで、その辺よ

午後１時まで休憩いたします。

ろしくお願い申し上げます。

午後０時１分 休憩

まず、１点目ですが、今御提案がありましたよ

午後１時２分 再開

うに本俸の２％による影響額、１年間で９，２００

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

万程度ということでございます。これは本俸の２

きます。

％というふうに御説明あったんですが、その他の

次に、日程第８、議案第４号 一般職の職員の

手当の部分について、どの部分が影響されるのか、

給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

明確にしておいてほしいなというふうに思います。

ついてを議題といたします。

それがまず１点。

議案書を朗読させます。

それと、午前中の議論にもあったんですが、中

○議会事務局次長（馬場定夫君）

期財政計画から見た人件費に係る割合ですね。い
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ろいろございます。説明もありましたように特別

それと、今回のこの２％カットによって、職員

職の１０％カット、管理職手当の１０％カット、

平均１人当たり生涯賃金として計算された場合、

日当、特殊勤務手当の問題、また超勤の抑制、そ

どのような影響額が出てくるのか、明らかにして

れぞれにこの３年間でどれだけの効果額が出るの

ほしいというふうに思います。

か。あわせて、さきの議会でもありましたように、

それと、復元措置ですね。今、財政が非常に厳

中期財政計画の中では一時金の０．３カ月カット分

しいわけですが、復元の措置については、今の段

が出ておりません。もともと入っておりませんで

階でどのような考え方をお持ちなのか、その辺も

したので、それを合わせると３年間でどうなるの

お示しをしていただきたい。

か、合計額を出していただきたい。もう既に出て

それと、最後になりますが、ここが一番大事な

おられると思いますので、明らかにしていただき

ことだろうというふうに思うんですが、けさの御

たいなと思います。

答弁の中でも、助役の方から痛みを分かち合うと

それと、表現が悪いんかわかりませんが、その

いうようなことで御説明をされておられたという

分で削減しますから、浮いた財源をどういうふう

ふうに思うわけですけども、今回この厳しい財政

に使っていくのか。一般質問だったか代表質問だ

状況、だれが悪いんやということになると非常に

ったかわかりませんが、今後起こってくる退職金

厳しいわけですけども、私は少なくとも職員の皆

の引き当てに幾らか回すというようなお話もあっ

さん方に大きな過失はないというふうに思ってま

たというふうに思うんですけども、本来、退職金、

す。至って行財政運営をしていく執行機関、特に

職員さん１人雇用することによって、いつの時点

上層部の方の責というか、経済的な状況というの

で退職されるかというのは、定年制が導入されま

はよくわかりますけども、すべてではございませ

したから、もう既に雇った段階で明らかになって

んが、そのトップの責任というのは明らかである

おりますけれども、泉南市の場合、財政事情もあ

というふうに思います。

ったということもあるんでしょうけども、引当金

ですから、単に痛みを分かち合うということで

が十分にされていないということで、退職金が今

職員の給料なり手当をカットする、こういった安

後大きく問題化されるというふうに思います。そ

易な方法というのは、いかがなものかなというふ

こらでどれぐらいの割合で考えておられるのか、

うに思います。ですから、雇用者としての責任は

明確にしてほしいなというふうに思います。

どうなんだということをまずはっきりさすべきで

それと、たくさんあって申しわけないんですけ

はないのかなというふうに思いますので、そこら

ど、回数の問題がありますんで、一度に言わして

のあたりについてどうお考えなのか、お示しをし

いただきます。

ていただきたい。

泉南市の今の平均賃金、大阪府下的に今どの位

以上、大きく８点ぐらいになったかというよう

置にあるのか、お示しをしていただきたい。それ

に思いますが、ひとつよろしくお願いします。

とあわして、他市と比較をして泉南市の賃金体系

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

の特徴的なことがあれば、そのあたりも明らかに

○助役（遠藤裕司君） 多岐にわたっての御質問で

しておいてほしいなというふうに思います。

ございますので、細かい数字の点は後ほど御報告

５つ目に、今経済がこういうふうな状況になっ

をさせていただくとしまして、本件につきまして

て、内需拡大、特に個人消費の拡充というか、拡

は、関係の団体とも何度も協議を重ねながら今日

大が叫ばれているわけなんですけれども、それが

まで至ってまいりました。

経済を左右するというような状況があるわけです

御承知のとおり、当初、定期昇給の１年間延伸

けれども、一方ではそういう状況があって、一方

をお願いをしたところでございますけれども、先

では個人消費を抑える賃金を抑制していくわけで

ほどの復元措置とも関係してまいりますが、定期

すから、その辺の関係をどう考えておられるのか、

昇給を１年延伸やりますと、後の復元というのが

明らかにしてほしいなというふうに思います。

事実上非常に難しいと。我々が幾ら約束しても、
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そんなん当てになれへんというお話もございまし

％減額でございますから、それに連動して計算し

て、となりますと、それは生涯賃金にかなり影響

て支給されます超過勤務手当、それと期末勤勉手

してまいりますし、退職金あたりにもかなり大き

当について、３年間でございますけれども、２％

な影響をするということで、今回先ほど御提案を

減になるということでございます。

申し上げました２％の減額について３年間と。こ

それと、中期的財政見通しの中での人件費につ

の間について復元というのは、正直かなり難しか

いての効果の配分といいますか、割合ということ

ろうと。しかしながら、３年間に限るということ

でございますけれども、まず中期的財政見通しの

で、御了解を賜ったという経緯がございます。そ

中では、職員給料の２％削減、管理職手当の削減

れが１点でございます。

１０％、特別職の給与の削減１０％、旅費日当の

それと、大きな点で、当然のことながら職員の

見直し、特勤の見直し、それと超過勤務の抑制と

方々は毎日一生懸命仕事をしていただいておるわ

いうふうに我々考えておるわけでございますけれ

けで、そこに責任があるとは思っておりませんし、

ども、そのうち、人件費のうち給与につきまして

交渉の場でも私も申し上げましたが、これは管理

は、３カ年ということで１年間９，２００万でござ

者である我々幹部の責任であるということを明言

いますから２億７，６００万円という計算でござい

してまいりました。

ます。

ただ、今日の状況を逆に言えば、管理者として

それと、特別職につきましては、１カ年８００

も責任を持って解決をしていかなければならない

万ということでございますので２，４００万円。管

というときに、率直に申しますと、市民の方にも

理職手当につきましては１０％の削減でございま

いろんな問題で御迷惑をおかけし、先ほど御承認

すので、これも１カ年８００万で２，４００万円で

をいただきました。私どももそういう意味では給

ございます。

与をカットしということでやる中で、最低限職員

次の議案に出ております旅費５０キロ以内の廃

の方にもこのぐらいお願いをしたいということで、

止でございますが、これが１５０万円の３カ年で

そうすることによって、今後の財政再建というも

４５０万円ということでございます。

のを確かにしていくというのも、一方で我々管理

それと、特勤につきましては、現在、関係団体

者の責任だというふうに思っておりますので、そ

と継続協議中でございます。一定の額の積算はい

の点を職員の方には、特に団体の方には御了解い

たしておりますけれども、これはまだ項目別に詰

ただいたというふうに我々は考えております。

めを行っておりませんので流動的でございますの

したがいまして、我々の責任でこういう事態と

で、ちょっと額は控えたいなというふうに考えて

いいますか、非常に御迷惑をおかけする事態に至

おります。超過勤務の抑制につきましても、従来

った。しかしながら、一方で我々の責任で何とか

から４年間ほど減額をしてきておりまして、限界

これを克服して財政再建を果たしていきたいとい

に近づいておりますけれども、さらに効率化を生

う思いでございます。

んだ中で、約１，５００万ぐらい生みたいなという

その他の点については、関係課から説明さして
いただきます。

ふうには考えておるところでございます。
これをトータルいたしますと、４億５，０００万

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

にはならないわけでございますが、あと午前の質

○市長公室長（中谷 弘君） 真砂議員の質問のう

問でもお答えいたしましたように、管理職等の退

ち、８点のうち７点ですかね、御答弁をさせてい

職不補充という形で不足分を補いまして、４億５，

ただきたいと思います。

０００万を生み出したいというふうに考えておる

まず、１点目の２％の削減によりまして９，２０

ところでございます。

０万円の減となるわけでございますけれども、そ

それと、昨年１２月の議会で条例提案いたしま

の他の制度への影響ということでございますけれ

した一時金、３月の期末手当の０．３カ月について

ども、２％減額することによりまして、本給の２

の関係でございますけれども、これは１１年、１
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２年というふうに人事院勧告が出ておりますけれ

ところでございます。

ども、これが１４年まで続くといたしまして、１

それと、消費の関係でございますけれども、一

年間６，８００万でございますから２億７，２００万

方では景気が悪いので消費の拡充が叫ばれてると

という形になろうかと思います。

ころでございますけれども、賃金を抑えることに

これにつきましては、人事院勧告の中での減額

ついて、消費にならないんではないかということ

でございますので、これは景気の動向によって上

でございますけれども、もともと昨年の２月に関

がったり下がったりというんですかね、当然そう

係団体に提案させていただきましたのは、定期昇

いう形になるかもわかりませんけれども、現在は

給の１２月延伸ということの中でございますけれ

冷え切った経済状況の中でございますから、近々

ども、いろいろと議論をしていく中で、定期昇給

の変動というのはないというふうには考えており

の延伸になりますと、若年層に相当長い期間御辛

ますけれども、それをトータルいたしますと、参

抱賜らなければならないという関係で、期限を定

考数字といたしましては、７億ちょっとという形

めた中での御協力ということで３カ年ということ

になろうかというふうに思います。

になりましたので、３カ年間、当然支給される給

それと、３点目でございますけれども、退職金

与が低くなるわけでございますけれども、その後

の引き当てについてどうかということでございま

は、我々としてはこの条例については３カ年で切

すけれども、当然、平成１８年ごろから退職者が

れてしまうというふうに考えておりますので、も

大幅に増加いたしてまいりまして、退職金をどう

との賃金に戻るという考え方でおりますので、し

するかという問題が惹起してくると思います。今

ばらくの間は消費の抑制にはなるとは思いますけ

回、人件費につきまして、関係団体の御協力をい

れども、その後はまたもとに戻るということで御

ただいた中で提案をさしていただいておりますの

理解を賜りたいというふうに思います。

で、その原資の一部について、１２年度から退職

それと、この２％カットすることについての影

金に基金として積み立てていくという方向を我々

響でございますけれども、職員１人当たりに直し

としては現在協議をいたしておりますし、またそ

ますと、年間１２万９，０００円という形になろう

うすべきだというふうに考えております。

かと思います。これが３カ年続くということでご

ただ、現時点で金額として幾らを積むかという

ざいます。

とこまでは、まだ詰めという段階にまで至ってお

それと、復元措置につきましては、先ほど言い

りませんので、あとしばらくこの詰めにつきまし

ましたように我々はこの条例は３カ年ということ

てはお時間をいただきたいなというふうに考えて

で考えておりますので、その後はもとに戻った１

おります。

１年度の形の給料に戻すという考え方で現在進め

それと、賃金について、泉南市の賃金は、各市

ておりますので、よろしく御理解をお願いいたし

と比べてどの位置にあるかということでございま

ます。

すけれども、ラスパイレスで見ますと、泉南市の

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

場合、国より少し高いと。１０５ぐらいになるん

○１２番（真砂 満君） 今、数字でもはっきりし

ではないかというふうに考えておりますけれども、

たところでありますけれども、もともと中期財政

これが高いのは、泉南市の場合、過去から初任給

計画の中では、これは人勧の絡みがございますけ

が若干よそよりも高いと、国よりも高いというこ

れども、一時金については旧来のベースで計算と

とがございます。

いうか、見通しを立てておりましたから、その分

ただ、全体的に賃金を見ますと、中高年という

がマイナスになったということを加味しますと、

んですかね、４０歳以上の賃金については、国よ

今発表がありましたように７億ちょい。ですから、

りは低いんではないかなということで、全体的に

当初から考えておられた４億５，０００万からすれ

見るとそう高い位置にはないと、少しは低い位置

ば２億数千万円、人件費の部分で目標額を大きく

にあるんではないかなというふうには考えている

削減をするという結果になろうかというふうに思
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います。

ド方式が崩れてるわけですね、泉南市の場合。そ

ただ、午前中に御答弁がありましたように、公

れが後々になって響いてくるという可能性が出て

債費がその分ふえてくるということですから、一

くるわけです。今とってる手法は、まさにそのこ

生懸命人件費を削減してもそれで消えてしまう。

とが今後について、そのピラミッド形式が崩れて

それは数字が示す結果でありますけれども、私が

くるという可能性があるわけですね。そこらのあ

ここで特に言いたいのは、それは今厳しいからい

たりも含めてどういうふうにお考えなのか、明ら

ろんなことをしていかなければいけないと。その

かにしていただいて質問を終わります。

ことはわかりますから、この手法も仕方ないとい

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

うふうには一定思いますけれども、大事なことは、

○助役（遠藤裕司君） トータルの意味での財政危

やはり雇用者としてどうあるべきなのかというこ

機を克服していくために、お示しのとおり人件費

とをまずしっかり認識をした中で、それぞれの手

は我々も最後の手段だというふうに認識はいたし

段を講じていかなければいけないというふうに思

ております。

ってます。

今回、関係団体との協議の中でも、例えばいろ

前回も申し上げましたように、やはり人件費に

んな事務事業のあり方、これについても御指摘を

手をつけていくというのは最終の手段である。そ

受けましたし、また後でお答えを申し上げると思

こまで追い詰められているということの認識の中

いますが、今の市役所の中の人事の問題、あるい

でされておられるというふうに思うんですけども、

は管理職のあり方の問題を御指摘いただいており

いとも簡単にとにかく効果が上がるからというこ

ます。我々とすれば、それを真摯に受けとめまし

とで人件費の方に手をつけるということは、どう

て、とりわけ財政トータルのお話からしますと、

かなというふうに思います。

これだけ大変申しわけない思いをしていただくと

決してそうだということを言うてるわけではご

いうことを踏まえまして、今後の財政運営のあり

ざいませんけれども、よくよく考えてした結果だ

方、とりわけ事業等のあり方につきましても、中

ろうなというふうに思いますので、その職員団体

で真剣に議論しながら、今の厳しい状況を何とし

と交渉して、結果がこうであるということですか

ても克服をしていくという決意の中でやってまい

ら、それはまず第一義に尊重するにしても、その

りたいと思いますので、御理解をお願いしたいと

出たことについて、やはり今まで以上に雇用者と

いうふうに思っております。

しての責任というのが大きくなってくるわけです

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

から、その辺の認識をまずきちっとしていただい

○市長公室長（中谷 弘君） 私の方から、今後の

て、職員の皆さん方に非常な迷惑をかけるわけで

人事政策ということでございますけれども、今真

すから、このことですべて財政の方もきちっと今

砂議員の方から御指摘がありましたように、長年

後できるんだという力強い方針といいますかね、

退職不補充で後固めて採用するというようなこと

心意気を明示していただかないといけないんでは

で、平成１８年からそれ以降二十数名から三十何

ないのかなというふうに思いますし、それとあわ

人という退職者が毎年出てくるということがあり

せて、今後の人事政策といいますか、そのことに

ます。そういう形になりますと、やはり年齢的に

ついてもきちっと明らかにする中で、今後の人事

もピラミッド型が崩れてまいるということは、既

政策方針なりを明示していく必要があるのではな

に去年の関係団体との協議の中でも議論をしたわ

いかなというふうに思うんですが、今後のそうい

けでございますけれども、ですから我々としては、

った人事面についてどういうふうなお考えなのか。

先ほど退職不補充でも一部補充をするという、財

例えば、今人件費を削減するという意味で定年

源を生み出すという説明の中では、今年度までの

不補充というようなお話が出てまいりましたけれ

採用については、既に関係団体とも協議は終わっ

ども、過去にもそんな事例があったわけですよね。

ております。

そのことによって、人事の俗に言われるピラミッ
−２６４−

それと、あと平成１４年までに退職される予定

につきましては、我々としてカウントしているの

力をきちっとしておかないと、これは市民に対し

は、機構組織等の見直しの中で管理職数名につい

て説明がつかないなというふうに思っております。

ての退職不補充ということの考え方を明らかにし

したがって、将来この人件費、例えば義務的経

ているわけでございます。

費は、このレベルまで抑えるのであれば、人勧の

ですから、来年度からの職員採用については、

指導に対して対応していけるとかいうふうな線引

そういうピラミッド型が崩れることのないように、

きをきちっとしておかないと、市民から見た場合、

継続的にやはり採用していかなければならないと

ラスパイが１０５であると。あるいは職員数が他

いう認識は、我々としては持っております。従来、

の市よりも多いとか、こんな状況下でやはり人勧

この行革の中でも二十数名削減をしておりますけ

を素直に受けて賃上げをしていくというふうなこ

れども、事務的な職員についてはもう限界に近づ

とは、今後はできにくいだろうと。

いてきているんではないか。これから新しい仕事

だから、いわゆる鉄鋼にしても自動車労連にし

もどんどんふえてまいりますから、そういう認識

ても、今春闘のさなかでありますけども、やはり

を持っております。ですから、総合的に考えた中

収入がない場合は、もちろん一般企業の場合でも

では、退職もありましょうし、やはり毎年計画的

賃上げはないんだと、こんな認識が定着してきて

に採用もしていかなければならないという考え方

おりますけれども、我々公務員の中であっても、

でございます。

やはり市民サービスは、もちろんこれは引くこと

それと、現在まだ行革の中では、官民の役割分

はできない。改めてそのチェック機能である財政

担というのも議論しているわけでございますけれ

の方のバランスにおいても、どこから見てもらっ

ども、それはすぐに移行できるわけではないわけ

ても大丈夫ですよ、というふうなものがやはり大

ですね。ですから、これはこれから答えが出た中

事であろうかなというふうに思うんです。そこら

では、職員の定数のあり方も含めて議論をしてい

辺の考え方、これをひとつ御答弁願いたい。

かなければならないというふうに考えております

もう１点は、ここまで職員組合の方が譲ってい

けれども、一般事務等につきましては、やはり継

ただいた背景、職員組合の方にも非常に大きな努

続的に補充をしていかなければ、行政が停滞する

力をしていただいておるのも僕は事実だと思うん

という認識を持っておりますので、その辺は十分

です。したがって、職員組合の方が今後どのよう

わきまえた中で職員採用等につきましては、配慮

な方向で御協力いただけるのか、あるいはどうい

していくという考え方でございます。

う話し合いのもとに現在に至っとるんか。大きく

○議長（嶋本五男君） ほかに。

井原君。

○１番（井原正太郎君） 簡単に質問させてもらい
ます。

この２点にわたってお願いしたいと思います。
○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。
○市長公室長（中谷 弘君） 人件費、職員数の目

ただいまの質疑の中にもあったんですが、この

標値ということでございますけれども、一般的に

人件費をいらうということは、私も最終的な結論

公務員の場合、比較されるのがラスパイですね。

というんか、最終的な方策であろうと、このよう

国が１００を基準にということでございますけれ

に僕は理解しとったわけなんですが、これと切り

ども、本市の場合、現段階では若干オーバーして

離せないのが行政改革あるいは機構改革、あるい

おるということでございます。ピークよりは少し

は民営化、このような努力がきちっとされて、そ

は下がってきておるわけでございますけれども、

れでもなおかつ職員の方々に、一般職の方々にも

その要因は初任給が国よりも少し高いということ

御協力をいただかなければならないというふうな

があろうかと思います。ただ、押しなべて年齢別

とこでないと、非常に整合性に欠けるんじゃない

に見ますと、全体的にはそう高い金額ではないん

かなというふうに思っております。

ではないかなというふうに考えておるところでご

確かに、ここ平成８年から二十数名にわたる定
員、職員の減員もあるようですが、ここら辺の努
−２６５−

ざいます。
ただ、当然公務員でございますから、他市より

突出した金額、給料を支給するというわけには、

きたいというふうに考えております。

なかなか市民の目から見たら認めてもらえない部

以上です。

分もあろうかと思いますけれども、その辺は十分

○議長（嶋本五男君） 井原君。

精査をしていかなければならないということがご

○１番（井原正太郎君） 先ほどの質疑の中でも気

ざいます。

になったんですが、じゃどこが責任あるんやとい

それと、職員数につきましても、現業としては

うふうなことになった場合、当然執行部の方がそ

類似団体で比較しても、やはり多いところ少ない

の責任というふうなことで問われるんやないかな

ところ、当然ございます。うちの場合は、特徴的

というふうに思います。

には民生なり衛生、教育の幼稚園関係ですね。こ

したがって、今後のあるべき姿として、私はや

れは、一般にこれが多いからどうというんではな

はり泉南市職員にあっては、ラスパイ１０５でも

しに、その団体、団体によって力の入れようがご

１０７でも僕はいいと思うんです。しかし、見て

ざいますから、そこで多なるのは当然だというふ

くださいと。うちの市の財政は、どこの市よりも

うに思いますけれども、ただ単純に類似団体と比

健全ですと。あるいは、公債費比率にしても、あ

較した場合、そういう形で若干数字が出てきてる

るいは経常収支比率にしても、どの角度から見て

ということでございます。

も他市よりも非常に健康な数値を示しておると。

先ほども御答弁さしていただきましたように、

したがって、職員の方も非常に仕事も活発にやら

やはり行政が担う分または民間に担っていただく

れて、市民サービスに事欠いていない。だから、

もんということについては現在も調査中でござい

ラスパイ１０７でも十分やっていけるんですと、

ますし、それは一定整理した中では、最終的には

このような努力をやっぱりしてもらわないかんと

職員定数もここまでやりますとか、答えは出せる

思うんですね。

というふうには考えておりますけれども、現段階

そういう意味ではやはり行革、そして民営化で

ではそこまでの数値というのはつかんでおらない。

きるところは民営化。さっき言いましたように、

現在は、行革の中で退職不補充という形で職員の

単に職員の給料にこんな形で御協力を求めなきゃ

減をしてきたというのが実情でございます。

ならんというのは、どっちかいうたら下手くそで

それと、職員組合ともいろいろと御意見をいた

すよね。そういう意味ではセンスのいい、さらに

だいて協力いただいた中で、今日ここまで来れた

センスのいい行革を進めていかんと、皆さんに迷

というふうに考えておりますし、我々としては職

惑かかるなというふうに感じるわけなんです。

員組合に対しても大変感謝をしているところでご

そんなことで、これはもう意見にしておきます

ざいます。御協力いただいたということで、大変

けども、結論部分というのは、だれしももう見え

感謝をしているところでございます。

ておると思うんですけども、そこら辺にほんとに

その中では、当然行政の事業の執行の仕方とか、

メスを入れていただいて、健全な財政を確立して

配分の問題とか、その辺の意見もいろいろといた

いかないかんのかなと、このように考えます。意

だいたわけでございますけれども、それはそれと

見にしておきます。

して我々は今後行政を進めていく中で、または行

○議長（嶋本五男君） ほかに。

革を進めていく中で、当然我々としてもそれは参

○１７番（島原正嗣君） 簡単に二、三点お伺いを

考にした中で進めなければならんというふうに考

したいと思うんですが、今御提案なされておる一

えておりますし、我々としては常に皆さん方から

般職の給与条例ですが、これは読んで字のごとし

監視を受けた中できちっとした仕事を進めていく

一般職だと思うんです。ただ、内容によっては、

という責務がございますから、そういう形で我々

例えば保育所の保母さんとかいろいろそういう職

としては今後とも進めていくつもりでございます

業にある方も一般職と呼ばれるのかどうか。特に

し、その辺の意見をいただいた分については、今

この中で申し上げたいのは、教育職、いわゆる幼

後の行政運営なり行革の中で反映をさしていただ

稚園の先生とかそういう部分は、教育職であって
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島原君。

も泉南市の方から給与を払っているという現状に

活に大変な影響があるというふうに我々も認識い

あるんですが、この一般職という定義ですね。こ

たしておりますが、それを御理解いただいたとい

の給与カットを行う定義の範囲というのは、あく

うことでございますので、その辺は御理解いただ

までもこれは一般職というのか、あるいは今申し

きたいと思います。

上げましたような保母さんとか幼稚園の先生等に

それと、民間委託につきましても、現在いろい

も及ぶのかどうかですね。及ばない場合は、なぜ

ろと御意見いただく中で、今３つの事業について、

そういうことになったのかということ。これが１

官民の役割分担について調査を今年度行っており

点です。

ます。ですから、その答えが出た中で議論して、

もちろん労働者とすれば、働く者にすれば既得

どういう方向に持っていくかということについて

権益ですから、御答弁では関係団体の了解をいた

の考え方は、引き続きの行革の中できちっと整理

だいてるということですから、それはそれでいい

をしていった中で、当然経費等の節減についても

と思うんですが、なかなか自分の生活費を削られ

考えていかなければならないというふうに考えて

るということは、多かれ少なかれいろんな不満も

おりますけれども、今回平成１４年までの非常に

あろうと思うんですよね。そういった意味でもっ

厳しい財政状況の中でということで説明を申し上

と別の、今井原議員も御指摘ありましたように、

げまして、御理解なり御協力をいただいたという

もちろん財政的に非常にラスパイの上からも、泉

ことでございますので、１５年以降についてはも

南市の財政事情からいっても、人件費に相当のウ

とに復元をされるということでございますので、

エートがかかっていますから、それは適正にやら

御理解を賜りたいと思います。

なきゃならんということはわかるんですけども、

○議長（嶋本五男君） 島原君。

一人一人の職員なり労働者からいえば、生活費を

○１７番（島原正嗣君） ことし採用するかどうか

カットされるということは、これは大変なことだ

わかりませんけれども、新規採用の場合の初任給

と思うんですね。

ですね。例えば１０万円なら１０万円条例で決ま

そういった意味で、別にもう少し求めることが

っているんですが、その中の今御提案されている

あるのではないかと。私は、例えば現業部門につ

部分についてはカットして、新規職員の採用につ

いても民間委託していくとか、もっと合理性を持

いてもそういう給与体系にしていくと。３年間は

った行政の運営というものはほかにもあるのでは

そういう体系にしていくということなのか。これ

ないかと、そんな気がするわけですね。まず、そ

が１点です。

こら辺からちょっとお答えをいただきたいと思う
んですが。

それと、もう１点は、年度末になったりいろい
ろしますと、災害があったときになりますと、職

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

員が残業せないかんという状況も生まれると思う

○市長公室長（中谷 弘君） １点目の一般職の範

んですが、その残業手当等については、どんな判

囲でございますけれども、本市の場合、一般職、

断をしているのか。本来この手当については、労

本庁の職員、また出先、保育所の保母も一般職の

働基準法できちっと決まっておりますんで、払わ

職員の給料表を適用いたしておりますから適用範

ない方が労働基準法違反ではないかというような

囲ですね。それと、教育職、幼稚園の先生につき

批判、御指摘もあります。これが１点ですね。

ましては、教育職の給料表がこの一般職の給料表

もう１つ、これと直接関係ないですけれども、

の中に入っておりますからそれも適用されるとい

チェックオフ体制の問題で、一般の連合を中心に

うことで、泉南市から給料を受けておる職員はす

した労働組合関係は、今後労働組合費を経営者の

べて対象でございます。

方から差し引かないと、そういう話もありますし、

それと、合理化の話でございますけれども、現

地方公務員なり国家公務員の場合は、それぞれ条

実にはやはり生活給を期限を定めて３カ年という

例等で決定して組合費をチェックオフすると。そ

ことでカットするわけでございますけれども、生

ういうことになってるかどうか、そのことも含め
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て御答弁いただきたい。

と。使用者が徴収して組合に渡すと、こういうこ

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

とになれば別ですけれども、これはどっちかいう

○市長公室長（中谷 弘君） 新採の初任給ですけ

たら、地方公務員の場合は、そういう条例なりそ

れども、これも今ある一般職の給料の関係の条例

ういう取り決めがあるのかないのか、そのことも

の中に給料表がございますので、その給料表に０．

含めてもう一度御答弁いただきたい。

９８を掛けた分について給料として３カ年適用さ

以上です。

れるということがございますから、当然全給料表

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

の中の号級にわたって２％ずつ減った給料表を新

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 超勤の

たにつくって、それで支給をしていくということ

カット分ですけれども、これは当然本俸からの計

でございますから、すべて２％減ということにな

算で超勤を出しますので、その分が落ちるという

ろうかと思います。

ことでございます。超勤の時間をカットするとか、

それと、残業手当につきましても、新しい２％

そういうことではございません。あくまで本俸が

減をした給料表に基づいた１時間当たりの単価を

落ちますんで、２％カットされますんで、その分

出して、残業した場合は支給という形になろうか

に影響が出るということでございます。

と思います。

それと、チェックオフの関係でございますけれ

それと、チェックオフの関係については、現段

ども、条例等のなにはございませんけれども、当

階では市と組合の方では議論は行っておりません。

然労使協定でチェックをするという形で決まって

ですから、現在は給与から天引きという形で処理

おります。

をしているというのが実情でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） この残業手当の場合は、

○１７番（島原正嗣君） もうこれで終わりますけ

ある意味では労働基準法という法律の中で、１０

れども、残業手当、超過勤務手当の場合、今まで

時以降とか深夜業の場合は何％プラスアルファす

例えば３時間なら３時間残業をするとしなさい。

るという基準規定があるわけですね。これは、本

だけど、行政の方は２時間しか出せませんよとか、

人そのものが了解、職員組合なり労働組合がオー

そういうことにはなってないですか。例えば、５

ケーと言えばそうかもわからんけれども、法律上

時間なら５時間の正味残業した時間をもって超勤

の建前からいいますと、これは意思的に断るとい

手当というふうな計算を今までずっとしているの

うふうなものでもないのではないかなというふう

か。

に思うんですね。今言われた２％減イコール残業

どうも聞くところによりますと、つかん時間が

手当の加算分と、こういうことにならわかるんで

ほとんどとか、ついてないとかいうとこも意識的

すが、残業手当をさらにまた２％カットするとい

にやっておるようなところもあると思うんですけ

う問題は、いかがなもんだろうかと思います。こ

れども、今までうちの場合は、どんな残業手当の、

れが１点です。

超過勤務手当の時間数に対する一定の積算基準は

チェックオフの問題は、先ほど申し上げました

どないしとったのか。正味５時間なら５時間した

ように、これとは直接関係ないんですけども、国

ら全部５時間つけておったのか、いや、５時間し

家公務員の場合は、人事院制度の中で組合員の組

たけど、２時間にしてくださいよということにし

合費をどうするかということが大体決まってると

ておったのか、それはどないですか。これが１点

思うんです。地方自治体の場合は、これはもう明

です。

らかに条例で定めるか、そういう労使交渉の中で

もう１つは、一般的な産業別労働組合とか、例

きちっとしたものがなきゃいかんと、こういうこ

えば連合なんかに参加するのは、地方自治体の職

とになっておりますし、民間企業の場合も、労使

員も入ってますけども、一般的な民間企業労働組

がいわゆる労働協定によって組合費をどうするか

合の場合は、これは労使交渉で労働協定を結べば

−２６８−

きちっといけるわけですけれども、地方自治体の

どうするんだ、それでこうするんだ、で今人件費

場合は、もちろん条例でもうたいなさいよと、そ

はこうなんだと。

ういうことになっとると思うんですが、そういう

今、最終手段というふうにおっしゃられた議員

必要はないんですか。

もいらっしゃいましたけども、その辺を行政はど

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

う判断しているのか。例えば助役が、人件費が削

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 超勤は

減されても公債費でそんなに経常経費は変わらな

あくまで超過勤務の命令によって生じるものでご

いというふうな発言もされました。職員に個々聞

ざいますんで、この仕事を時間中にこなせないと

いてみますと、今不要不急で牧野公園がこれだけ

いう場合は、当然超勤を命令するわけでございま

の公債費なりかけてやるのかと。人件費の削減も

すんで、命令すれば当然その時間数は超勤の支払

含めて、その位置づけがいろんな合理的な説明に

い対象という形で、５時間命令して２時間しか払

欠くのではないかというふうな声も上がっており

わないというようなことはございません。

ます。

それと、チェックオフでございますけれども、

そういう中で、どういう手続、今言ったような

条例等にチェックオフするというような規定はご

所定の戦略的な布置をしながら、人件費の削減と

ざいませんで、やはり労使間の協定の中でチェッ

いうことに来たのかということを説明していただ

クオフを行っております。

きたい。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○助役（遠藤裕司君） 先ほど井原議員の方からも

○１７番（島原正嗣君） これ、おとといの読売新

お話がございまして、共通する課題もあろうかと

聞ですが、僕はうちの会派でも１０日ほど前から

思いますが、行革大綱をつくって３年間それなり

ちょっと連合の方でえらいことができてますんや

にやってまいりました。その成果につきましては、

という話で、どんなんですかと言うたら、いや組

本会議中でも市長からも申し上げましたし、細か

合費が今度、労使交渉が円満にいってる場合はい

い積み上げ、あるいは例えば幼稚園の授業料の値

いんですけども、賃上げ等で決裂して仲が悪くな

上げでありますとか、逐次行財政改革の健全化に

れば、そんなら労働組合の組合費天引きできるか

向けて努めてまいったところでございます。

いと、組合のことは組合でやりなさいよというこ

先ほども申し上げましたが、今回のこの議案に

とを弁護士を入れて言ってきてる会社もあるよう

つきましては、かなり１年間かけて議論をし、や

です。

っと一定の到達点が見えたということでございま

これを読みますと、これ読売新聞３月１１日の

す。残された課題につきまして、北出議員おっし

全国版に載ったんですけども、地方自治体につい

ゃるとおり、これから行政をスリム化していくた

ては労使協定、もちろんそれも必要ですけども、

めに、１つは民営化という手法は考えられる。そ

条例化することが必要だというふうに書いてます

れと、いろんな幼稚園、保育所等の統廃合の問題

よ。まあ、これは後で結構ですから。新聞にはそ

も当然取り組んでいかなければならない課題です。

ういう表現をしています。言っときます。

ただ、これは少し時間がかかります。

以上です。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

したがいまして、現下の財政状況の中で、やは
北出君。

り課題として非常に重たい、それだけに時間がか

○２１番（北出寧啓君） 細かい点は皆さんおっし

かるという課題と、緊急的にこういう財政状況を

ゃったんで、概括的にこの９８％というふうに人

克服してくるために、いろんなところで御協力を

件費の削減を打ち出してきた、それとの関連で、

いただくという問題とやはり区分けをしていかな

質問も出ましたけども、民営化の問題が１つ。そ

ければならないというふうに考えております。

れから、幼稚園、保育所の繰り返し提起してきた

ただ、職員の方にこれだけ御迷惑をおかけして

統廃合の問題、その辺は全体の配置の中でそれを

おるわけですから、残る点につきましては、今北

−２６９−

出議員おっしゃったような課題について取り組ま

う形での御提案もさしていただいておりますので、

ないと、やはり今の役所の基本的な構造といいま

そういうものについては、厳しく見詰め直してい

すか、特に人件費等にかかわる構造については、

きたいというふうに思います。

解決をしていかないというふうには考えておりま

ただ、何度も申し上げますが、今まで発行した

すので、御指摘の点につきましても、少し時間は

起債の償還、これは必然的に出てくるものでござ

かかるかもしれませんが、これは次の課題として

いますから、ただ逆に言えば、将来的に見えてお

必ず取り組んでいきたいというふうに思っており

りますので、それをもうこれ以上ふやさないとい

ます。

うレベルでの今後の事務事業という形でやってい

以上です。

きたいというふうに思っております。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

以上です。

○２１番（北出寧啓君） その点は今後やると、考

〔北出寧啓君「最後です」と呼ぶ〕

えて実行に移していくと。ただ、時間がかかると

○議長（嶋本五男君） 北出君。

いうことで受けとめさせていただきます。

○２１番（北出寧啓君） 今後期待さしていただき

ただ、公債費との関係で、今回からは２０億円

ますけれども、経常経費の削減の手段といいまし

で限定だというふうにおっしゃられましたけれど

て、何回か言わしていただきますけれども、投資

も、それは執行部当局の基準値であって、我々と

的経費を高めることによって相対的に経常経費を

しては、これだけ人件費削減云々とあって、ほん

下げるという手法がございます。しかし、これを

との不要不急はやっぱり排除して、ほんとに緊急

緊急的に火急的にやっても、何年後にはそれがま

に要るもの、こういうものに公債費を使っていく

たツケとして回ってくるという構造をはらんでお

ということであればいいんですけれども、その辺

ります。それが１点。

に疑問が残るということのその辺との関連で説明

もう１つは、以前真砂議員も指摘されましたけ

していただければ。その点だけお願いいたしたい

れども、学校の消防施設とかその辺が基準値に見

と思います。

合わないということで、各小・中学校、園に問題

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

があるというふうな指摘がありまして、これ以上

○助役（遠藤裕司君） もちろん私どもは、何度も

遅滞すれば告発も辞さないというふうな動きもご

申し上げますが、不要不急の事業は一切やってい

ざいまして、何が緊急かということで、公債費の

ないというふうに考えております。ただ、その中

支出をもっと慎重に真剣に考えていただきたいと

にありましても、入ってくる収入が限られており

いうことで、最後にさしていただきたいと思いま

ますので、それ以上の支出はできないわけでござ

す。

いますから、したがいまして投資額全般で申し上

以上です。

げますと、何度も申し上げておりますが、１２年

○議長（嶋本五男君） ほかに。

小山君。

度以降やはり総投資額を含めまして、２０億程度

○２番（小山広明君） 人件費にこういうある意味

に抑えていかないと、これは補助の問題とかいろ

で大胆な切り込みをやった予算が提案されとるん

いろございますけれども、今後の公債費削減につ

ですが、泉南市の市税収入は１０４億程度でしょ

ながらないというのが１点であります。ある意味

うか。その中で人件費が６０億ちょっと出ておる

では、事業というより総枠規制をしていかないと

わけなんですが、これ以外にどうしても必要な金

成り立っていかないという状況が１点ございます。

額として、いわゆる借金を返済する公債費ですね。

それと、もう１点は、下水道事業にいたしまし

公の債務がかさんで、この程度ではなかなか、こ

ても、一定雨水の概成があったとはいえ、下水道

ういう手法では財政が好転しないんではないかな

事業も含めまして、今回１２年度の予算案をまた

と思うんで、構造的にどう変えないといけないの

御提案させていただきますが、かなり事務事業を

か、何が一体変わったのかということがちょっと

絞った形で、最低限の事業しかもうできないとい

見えないんですね。

−２７０−

今までやってきた行政運営のあり方をやっぱり

含めまして、人件費の比重が非常に大きく、ウエ

組織も含めて変えないと、今までと同じパターン

ートが高まってきたというのも事実でございます。

で経費を減らすとなると、こういう減らし方しか

ただ、現状を見ますと、一定そういった部分が

できないし、そうであれば復元の問題もあります

落ち着きを見せてきたということもありまして、

けれども、もちろんその場その場で議会が議論す

過去のそういう公債費の償還の部分あるいは人件

るわけですから、果たして今よりも条件がよくな

費の部分、この辺を今整理をしておかないと、次

らなければ復元はできないことになるわけで、労

の新しい飛躍には結びついていかないという中で、

働者である職員の不安、心配は、当然僕はあると

全体の税収を見ましても、経済構造が非常に悪い

思うんですね。保障を本当にしてやれるのか。す

中で、大きな伸びが期待をできないということで

るためには、やっぱり財政が好転しないといけな

ございますんで、税収が大きく伸びればその部分

いということで、どういうふうに今までの役所が

を吸収していけるという側面もあるわけですが、

これだけ人件費がかさみ、将来の人たちが利用す

それが期待をできないという中では、やはり切り

るんだということで、お金を投資してきたと。そ

詰めていかなければならないというふうに考えて

の理屈はよくわかるんだけども、結果としてこう

おります。

いうにっちもさっちもいかないようになったとい

したがいまして、今収入の伸びが大きく期待で

うことについては、もっと違う切り込みをして考

きない中で、やはり支出をできるだけ切り詰めて

えないといけないと思いますね。

いくということでしか、今じっと我慢のしどころ

そういうことが１つあると思うので、一体どう

だろうというふうに思っております。

いうふうにこの収入と支出の構造を変えるのかと

以上です。

いうことが示されないと、なかなか展望が見えな

○議長（嶋本五男君） 小山君。

いと思うんですが、そのことを行政は一体どうい

○２番（小山広明君） 今の答弁から、どう変わる

うふうに考えていらっしゃるのかですね。そこを

のかというのは全く見えない。今の体制を続ける

ひとつ示していただきたいと思います。

中で少しでも経費を、というぐらいしか私は受け

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

取れないんですが、単純に、よく議論される税収

○助役（遠藤裕司君） 財政構造全体の問題の御質

が２１億未納、集金ができないという問題ですね。

問でございますので、非常に明確にお答えするの

これ、果たして正しいのかどうか。本当に取れる

は難しいわけでございますけれども、これはたび

のに取れないというのか。これはただ数字を上げ

たび市長からも申し上げておりますけれども、過

とるだけで、実際はいわゆる俗に言う不良債権化

去数カ年にわたりまして、市は積極的に最低のシ

しとると。取るべき相手がないのに、取るべきお

ビルミニマムと言われる都市基盤の整備を行って

金として数字を上げとるだけということでこの２

まいりました。それについては、一定といいます

１億円、これが入れば財政問題はすぐ解決するわ

か、市民の方の福祉の向上に大きく寄与をしたと

けなんですね。

いうふうに思っておりますし、関空ができたとい

だから、取るものが取れてなくて財政が厳しく

うのも１つの契機ではございますけれども、道路、

なっておるのか、取れるものは努力をして目いっ

公園あるいは福祉センター、文化財センターとい

ぱい取っておるけども、やはり経費がそういう収

う形で本当に地元に密着した事業をやってきてお

入を深く考えずに人を入れ、事業をして借金返し、

ります。それは、そういう時代背景というのもあ

さっき言われる二十何億でしたかね。正しい数字

りまして、それなりの投資をやってきたわけでご

を言っとかないといけないんですが、公債費の借

ざいます。

金を返す金額ですね。１２年度予算でいいますと

ただ、一定落ち着きを示す中で、そういった問

２５億円、こういうものと、先ほど言う人件費の

題が今公債費の問題として一定出てきておるとい

６４億円、まあ６５億円近いんですか。これで約

うのは事実でございます。その時代に人の採用も

９０億円ぐらい必要ですからね。あと物件費とか

−２７１−

いろんなものを入れますと、なかなか余裕のない

はないわけですから、そういう点ではやっぱり特

財政。一方、２１億円というのが１０年度決算で

別に応援をしていけるような職員にし、また市役

も税が納められてないという、こういう数字が出

所だけじゃなしに、まちに出て、例えば川が汚れ

てますね。

ておればその川の清掃隊みたいにしてちゃんとや

こういうものをやっぱりもう少し議論のできる

るとか、悪臭の問題でなかなか解決つかない問題

数字にきちっとしてもらわないといけないと思う

であれば、そういうところに出向いて、市がお手

んですが、この２１億円のうち大ざっぱに言って

伝いしてそういうことが解消されるんであれば、

必ず取れる金額と、もうこれはほとんど取れない

事業者とも一緒になってそういう住みよいまちを

という、そういうことは議論があるから、もう整

つくろうやないかということでやれば、事業者も

理はされておると思うんですが、それで年間１億

批判ばっかり受けとると事業は展開しにくいわけ

円近いお金を不納欠損で上げとるわけですね。

ですから、人材が足らないからできない分につい

この辺もやはりきちっとした数字をやらないと、

ては応援に行くと。事業がそうやって好転してく

赤字、赤字言うけれども、１０４億円の収入のう

れば税収も入ってくるわけですから、急がば回れ

ち、あと取れないお金が２１億円もあるやないか

ということもありますが、市が本当にまちの活性

という議論も１つあるわけですね。そういう点で

化を支えるためのそういう人材になっていくとい

は、その辺もちゃんと整理をして、それからどう

うようなことも、できる、できんじゃなしに、や

するかということをしないといけないんじゃない

っぱりそういう新しい方策を示した中で、こうい

かなと。

う最終的に給与を下げるなんていうことは、やる

それから、もう１つは、私も今まで提起してお

気は絶対そこから出てこないですし、平均で１２

りますけども、職員数が今７２０名というように

万円ですからね。浮いた金が１２万円なくなると

私、数字はもらっておるんですが、そういう部署、

いうことは、消費は確実に影響されますよね、こ

部署が分かれとるものをもう一遍根本から見直し

れはある意味でね。

て、２０億円という今までそれの倍近い投資的経

そういうような新しい役所の組織のあり方とい

費をやってきたわけですから、当然それには人も

うことを、やはり政治家市長というのは、市民と

入れ、予算もつぎ込んできたけれども、減った場

一緒に選挙をやって市民の生の声を聞いてそこで

合に弾力的に人を減らし、経費を減らすというこ

当選されるわけですから、職員と違うような発想

とは、実際難しいですね。難しいけどもやらない

で、市民が普通考えとるような発想で、私は政策

かんわけですから、そういうものをもう少しわか

提案をしてもらいたいと思うね。こういうものを

る形で出すためには、総務部とか事業部とかいろ

出すときにですね。そういうように思うんですが、

んな部が分かれとるものをもう少し事業単位にチ

市長は本当にこの財政問題を政治家としてどうい

ーム制、この間の議論もありましたけども、目的

うふうに解決していくのか、そういうことをひと

が終わればチームは終わるというような１つのチ

つお示しをいただきたいと思うんですけどね。

ーム制ですね。事業ごとにチームを組んで、そこ

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

はもうすべての業務をやるということで、それが

○市長公室長（中谷 弘君） 小山さんの組織の中

終われば、また新しい課題の仕事をしていくとい

の御提案というふうに我々受けとめさせていただ

う、こういうもっと流動的な組織のあり方という

きたいと思いますけれども、現実として現在職員

ことも私は考えないといけないんじゃないかなと

７２０名おりますけれども、その職員には常に一

思いますね。

定の毎日決まった仕事がございます。ですから、

それから、職員が７００名を超え、７２０名で

そのうち現段階では別に１００名をそこから枠を

すか、この資料によりますと。これを１００名ぐ

とってという形には、なかなか難しいんではない

らいをどこでも自由に応援のできるような人材に

かなというふうに考えております。

して、四六時中みんなが同時に忙しいということ
−２７２−

現実には過去に大きなプロジェクト等があった

場合、その中から何人か組織をつくった中で、そ

なか減ってこないということも１つ大きな要因が

の６カ月なら６カ月という期間で対応したと、大

ございます。それが今、私どもとしては景気の回

きなプロジェクトについては対応したという形も

復をひたすら待つ。そして、不良債権化したもの

ございますけれども、そういう形での配置のあり

が、いわゆる事件が解決していくということが一

方というのは可能ではないかなと思いますけれど

番肝要ではないんかなと考えております。

も、継続的にそういう形でというところまで、現

また、景気というものにつきましては、我々日

段階では職員の配置というのは行われていないと

本がかつて経験したことのないような長い周期で

いうふうに考えておりますが、提案として我々と

この不景気が続いておると思うんです。日本の経

しては、これから組織のあり方については、十分

済は、戦後、いわゆる神武景気、岩戸景気、いざ

研究していかなければならないので、いろんな方

なぎ景気、バブル景気といったような周期ごとに

面で研究はさしていただきたいなというふうに考

景気が回復していたわけですね。日本の知恵と企

えております。

業の設備投資、わざとたくみでやってきまして、

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

今こういう状態ですので、なかなか滞納繰越金が

○総務部参与（中田正純君） 私の方からは、財政

減ってこないというのが実情でございますので、

を圧迫しているのは滞納繰越分が多いんじゃない
かといったような御質問をいただきましたので、

よろしく御理解のほどお願いします。
○議長（嶋本五男君） この際議員、理事者に申し

お答えいたしたいと思います。

上げます。質疑並びに答弁は、簡潔にお願いしま

今年度、１１年度の当初が２１億３，００万強あ

す。向井市長。

りましたが、１２年１月末現在では２億９，０００

○市長（向井通彦君） 今まで日本というのは右肩

万の徴収を行っておりますので、現在、未済額と

上がりですべて来たわけなんですが、それが今こ

しては約１８億４，０００万ということでございま

ういう状況になっておるというのが、これは全国

す。

的にいろいろ行政、それから経済界もそうなんで

この滞納繰り越しにつきましては、これは我々
の方でも景気との連動性が強いと考えておるわけ

すが、１つの大きな課題になっているわけでござ
います。

でございまして、特に土地、建物の滞納繰越金が

私どもは、今までやってきたいろんな事業の起

多うございます。これは、御承知のように景気が

債の償還等も踏まえまして、この１３年、１４年

不安定でございまして、そしてまたバブルの崩壊

がピークだということで、これを何とか越えなけ

で土地が大きく下落、動きました。乱高下いたし

ればいけないということを最大の主眼に置いて、

まして、その中で今かなりの事件物と言いますが、

いろんな手当てをやってきたわけであります。し

私どもの方でも不良債権化したというんですか、

たがって、３年前からスタートしております。他

競売にかけている物件もあるわけですけれども、

の自治体では、まだまだその時点では投資してい

これがなかなか競落しない。事件物にはなってる

たところもあったようでございますけれども、我

んですけれども、競売が成立しない。そういった

々はギアチェンジしてアクセルを踏んで、そして

ことで、しないということは、いわゆる担税力と

いろんな対応をしてきたと。

いうんですが、この土地に対する担保物件が下が

今後につきましては、当然我々はもっといろん

っておりますので、これに対していわゆる債権が

な意味でスリム化をしないといけないというふう

ついておりますので、我々といたしましては、競

に思っておりますから、今それに取り組んでおり

落もないと、新しい年度が来るとまた上へ積んで

ます。もちろんいろんな統廃合という問題もそう

いかなくてはいけないというようななかなか厳し

でしょうし、民営化の問題もそうでしょうし、ま

い状況に今あるわけです。

た限られた人数をいかに柔軟に対応するかという

そういったことが大きく起因いたしまして、こ
の１８億４，０００万ですか、そういう金額がなか
−２７３−

のもそうだというふうに思います。
ただ、民営化につきましては、やってすぐ削減

効果があるかといいますと、逆に最初はやはり余

たら、それは公務員なり公という環境でなかった

計に経費がかかるということも考えられるわけで

らないわけでしょう。そこをやはり泉南市からも

ございますから、職員の配置がえはしないといけ

それをつくり出すのにどうするんかという、ただ

ませんが、それは雇用の減にはつながらないわけ

厳しさと競争すれば、そらされるものは追いやら

でありますから、そういうことも踏まえて、やは

れて目に見えて頑張るかもわかりません。しかし、

り民営化に行くそういうタイミングというのもあ

どっかでそれは大きな矛盾が出るわけですから、

るというふうに思います。ですから、私はそうい

困難ではあるけれども、今７２０名の職員が置か

うピークアウトしてある程度正常に戻った中で、

れている立場、原点に返れば本当に奉仕者として

そういうふうに移行するのが最適だというふうに

市民のために働くという、こういうことが本当に

考えております。

実践できるかどうかということが今問われとるわ

いずれにいたしましても、今後とも全力を挙げ

けですから、そういうことも含めて、やはり単に

て行財政改革に取り組んでまいりたいと存じます。

力で抑える、なんか今の状況の中から追い込んで

○議長（嶋本五男君） 小山君。

いくというんではなしに、もっと今の状態を前向

○２番（小山広明君） もう少し市長から方向性と

きにとらえて、１つの方向性をぜひ僕は市長に出

してもやはり変わったというんか、今までのこと

してもらいたい。でないと、この２％を切るとい

を反省した中で新しい方策が出るかと期待して聞

うだけの提案では、何にもそこからは見えないし、

いておったんですが、余り返ってこない。

今わずかな議論をしても、市長からもそれを破る

民営化の問題については、私言ったことないん

ような発想の転換は見えない。大変残念ですよね。

ですが、民営化についても市長の考え方が述べら

しかし、やっぱり一番そういうことの状況に市

れました。公立のいいのは、組織理念的には公営

長は置かれとるわけですから、７２０人の職員を

でやることが私は性格上も最もいいと思うんです

抱えて、ほんとにこの職員たちが民間にも見本に

ね。だけど、なぜ民営化という問題が出てくるか

なるようなそういう働き方、また環境を市民に見

といえば、やはりそこに携わる人たちが、俗な言

える形で出してもらいたいと思うんですね。今の

葉でいえば民間だったら首になると。公務員であ

流れからは、絶対いい方向は見えませんよ、そら。

れば、一回就職すればそういう雇用が安定すると

２人、３人行くのを２人にしたらいいとかね。そ

いうことの中で、民間の人たちよりは働くことに

ら１人減るんだから助かるでしょう。しかし、そ

対する厳しさがどうしてもないと一般的に言われ

れは安全という問題、いろんな問題。東京のそう

るわけで、そこをどう克服するかということが一

いう事故のこともあって、きのうもテレビで言っ

番大事だと思うんですね。

ておりましたけども、余りにも効率性、余りにも

民間は競争で首も切られる、競争社会であるか

採算性を問うばかりに、安全―新幹線が脱線す

ら倒産もするという、そういう厳しい背景があっ

ることは全く初めから考えてない。そういう危機

て、やむにやまれず人々が恐怖感みたいなことの

管理ということを全く考えなかったら、そら効率

背景の中から緊張感を持ってくるんですけども、

がいいですわな。しかし、それはどこかで大きな

それは人間の生き方の中で、僕は余りよくないと

しっぺ返しが来るということが、今いろんなとこ

思うんですね。それだけ安定し、保障もされたら、

ろで起きとる事件じゃないですか。

より公的に民間の模範となるような働き方ができ

そういう点で、市長、大変だと思いますけどね、

るかできないかというのが、私は２１世紀に向け

公務員という立場にもう一遍立ち返って、やはり

た１つの課題だと思うんです。それをやらないと、

民間でやれない社会的ないろんな問題を醸し出す、

競争社会だけでは、本当に今の地球環境を１つ考

そういうものを救う者はやっぱり公務員ですよ。

えても解決の方向性はないわけですから、本当に

そういうようなことも含めて、市長、議論をし

私たちがどれだけ公共的な人のためにやるような

て、もっとほんとに職員が公務員に誇りを持って

部分を人間の生き方からどう出してくるかという

働くような、そういう職場環境をつくることを提
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起しながら、こういう２％問題を私は出してほし

それと、職員の採用につきましても、先ほど申

かったと、こう思いますよ。僕の意見にしておき

し上げましたように、今後平成１８年以降大幅な

ますけども、そういう点も踏まえてやっぱりお願

退職者が出るということの中では、現在まで既に

いをしたいと思います。

約３％ほど従来から減をしてきておりますけれど

○議長（嶋本五男君） ほかに。

和気君。

も、今の状況からいきますと、余り大きく減らす

○１３番（和気 豊君） るる質疑のやりとりがあ

わけにはいかないんではないかというふうに考え

りましたので、ごく簡単にやっていきたいと思う

ております。

んですが、今回非常に象徴的に職員の皆さんに対

今後、先ほどから議論がありました官民の役割

する大変なしわ寄せがかけられる、こういう議案

分担とか、その辺を含めた中で将来の職員定数の

が提案されているわけですが、もう既に８年に明

あり方につきましては、議論していかなければな

らかにされた行革大綱等によって職員の皆さんへ

らないというふうに考えておりますけれども、職

のしわ寄せ、即そのことはひいては市民の皆さん

員定数、人数につきましても、今後サービスの低

のサービス低下につながっているというように思

下につながらないような形での配置については、

うんです。

十分配慮した中で検討していかなければならない

ちょっとお聞きをしたいんですが、市が今回２

問題であるというふうに認識をいたしておるとこ

％のカット、これで人件費を減らすと。そのほか

ろでございます。

にまだ行革の中で考えておられる点ですね。例え

○議長（嶋本五男君） 和気君。

ば、職員のいわゆる退職者はそれに見合う数を補

○１３番（和気 豊君） 平成８年に行革が提起さ

充しない、あるいは嘱託で間に合わせるとか、こ

れたんですが、それから計算ベースでいけば３年

ういうことも同時に考えておられる、こういうふ

間、人件費はわずか１．７％しかふえてないんです

うに思うんですが、その辺のいわゆる市民のサー

ね。ほとんど我慢を強いてこられていると、こう

ビスに与える影響、これはどのように考えておら

いうふうに思います。

れるのか。

それから、職員についても平成８年に保母の方

この点でも職員が痛みを分かち合うといっても、

が９人ほどおやめになりましたけれども、これに

やはりトップの責任と、一般職のトップの提起さ

ついての補充についても嘱託で間に合わせる。こ

れたそういう政策的な中身を後生大事に職務とし

ういうことで職員には非常に厳しいそういう抑制、

て全うしていこうと、こういう立場の人、当然違

そして市民のサービスの低下につながるような補

ってくるというふうに思うんですが、その辺職員

充をやらない、こういうことをやってきているわ

の皆さんのやる気が果たしてこのカットによって

けですが、一方やはり公共事業をどんどんやって

どの程度起こるのか。

きたその結果、３年間で平成８年から平成１０年

過去、ここは行革がやられてからでもいいです

の間に１６．７％公債費がふえてきているわけです

から、その点での職員の……。とりあえずそれだ

ね。まさにこの公債費の伸びこそが財政危機をつ

けで結構です。

くり出した大きな原因である、こういうこともは

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

っきりとしているというように思うんですが、そ

○市長公室長（中谷 弘君） 和気議員さんの御質

ういう点では今後のいわゆる課題といいますか、

問でございますけれども、今回の２％カット以外

そういうことには、当然この公債費の異常な伸び、

に人件費の減、その他の考え方でございますけれ

これをつくり出した借金財政をどう回避していく

ども、先ほどの質問者にもお答えいたしましたよ

か。

うに、今回の２％カットにつきましては、平成１

確かに、１５年までは回避をするというふうに

２年から１４年の３カ年ということで、期限を限

言われてるんですが、しかしそれは回避ではなく

定してのカットということで御理解を賜ったわけ

いわゆる先送りであって、１６年、１７年ごろに

でございます。

どかっと大きな事業をやるという、不要不急の公
−２７５−

共事業についての抜本的な見直しについては、ほ

おきましても、年間約１０万人の方が利用されて

とんど考えておられない。先送りなんです、これ、

ます。そしてまた、下水道につきましても、供用

はっきり言ってね。そういう点では中期財政展望、

開始以来、短期間に約３０％の普及率になってま

これは１４年までしか出ていない。１５年、１６

す。そういう状況の中で、今後１３、１４につき

年、１７年、非常に市が考えておられる公共事業

ましては、当然公債費負担がふえてきますけども、

先延ばし、こういうことについては一切具体にそ

今言われてますように、私どもお示しさせていた

の考え方は出てこない、こういうことでその点で

だいてますように投資２０億円で推移していけば

は非常に不安も持つわけですが、その辺のことも

……（和気 豊君「１５年まではな」と呼ぶ）１

含めて、本当に市がどうかじ取りをやっていくの

５、１６年以降は公債費も減少していくというこ

か、この財政危機に対応していくのか。非常に安

とでございますので、よろしくお願いします。

直に過ぎるような今回の本当に１つの財政危機の

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

大きな柱、職員の賃金カット、こういうことにあ

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど和気議員から

るというふうに思うんですね。そういう点では、

２点目の同和行政の関係についての人員配置とい

本当に今日の公債費のこういう増嵩をもたらした

うことでございますけれども、同和行政だけでな

公共事業の見直し、これについては基本的に考え

しに、人権推進部の中では人権問題、女性問題等

ておられないのかどうか。

含めた中で、現在、職員を１２名配置していると

それからもう１つ、人件費の問題についていえ

ころでございます。

ば、確かに人もふえています。しかし、それが必

○議長（嶋本五男君） 和気君。

要不可欠な人員であれば、これは住民に対するサ

○１３番（和気 豊君） ちょっと答弁漏れがある

ービスの問題ということで保障しなければならな
いんですが、しかし問題は既に事業が終わってい

んで、議長よろしくお願い申し上げます。
○議長（嶋本五男君） 和気君、指摘してあげてく

るというふうに市自身も判断をされている同和行

ださい。和気君。

政関係で、果たしてそれに見合うような人員の定

○１３番（和気 豊君） 私は、いわゆる同和推進

数がきっちりと整理されたのか、こういう点につ

というふうな人権推進部の話だけを聞いたんでは

いても同じような状況で人数がずっと推移してい

なくて、いわゆる同和行政全般にかかわって他市

る。

では本来そういう事業をやる必要のないところと

現在、他市にはない同和行政を抱えている市と

比べて、どれぐらいの人数を確保しているのか、

して何名かの人員を抱えているわけですが、ちょ

それにかかる人件費はどのぐらいなのか、こうい

っと私、原課にお聞きをしたいんですが、例えば

うふうに聞いたわけです。そしてなお、同和対策

同和行政を抱えていない市と比べて、泉南市はこ

事業をハードな面では終結を一定見ていると、そ

の関係でどれぐらいの人員が、そして実際上その

ういうことも言われているわけですから、この辺

人員を保障するためのいわゆる人件費がどれぐら

の削減については、過去されたことがあるのか、

い支出されているのか、この点についてもお示し

今後どういうふうにされていくのか。既に７年度

をいただきたい、こういうふうに思います。

には終わっているわけですから、８年３月３１日

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

で終わっているわけですから、それから既に丸３

○総務部財政課長（石橋康幸君） 確かに和気議員

年経過しているわけですから、その辺はどうされ

言われてますように、公債費の増加の件でござい

たのか、その辺は削るべき対象に入らないのかど

ますけれども、私ども空港の開港を契機として都

うか、この辺もお聞きをしているわけです。

市基盤整備の充実に努めてきました。その中でや

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

はり人件費、公債費が大幅に増加したということ

○市長公室長（中谷 弘君） 今、和気議員さんの

は、当然そうだと思います。

再度の質問でございますけれども、同和施策につ

しかし、その反面、例えば総合福祉センターに
−２７６−

いての他市との人件費の比較についてはいたして

おりません。ですから、きょうここでお示しする

同和行政についても、その整理に向けてこの面

数字というのは持っておらないということで、御

でのいわゆるスリム化をどうするのか、こういう

理解を賜りたいと思います。

ことについても、１つは市の大きな、これまで事

○議長（嶋本五男君） 大浦人権推進部長。

業をやってきた中で、１７％近い事業を昭和４４

○人権推進部長（大浦敏紀君） 同和問題の件でご

年から三十数年間の間にやってきて、その中に占

ざいますから、私の方から説明させていただきた

める割合がそうなってるわけですから、そういう

いと思います。

点では、その点の見直し、これは市民に対しても

まず、各事業につきましては、議員御指摘のよ

はっきりと披瀝する重要なポイントだろうという

うにハード面につきましての事業については、終

ふうに思うんです。

結しているということでございます。ただし、個

そういう点で、この点についての御答弁、再度

人給付的事業につきましても、大阪府なり府補助

お示しをいただきたい。

金にいくなり市単独事業として、元来個人給付事

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

業を行ってまいりましたが、すべてこれは行革で

○助役（遠藤裕司君） 御指名でございますので、

はなしに、すべての部分について関係諸団体とも

御答弁をさせていただきます。

協議を行いまして、段階的見直しとか廃止等を実

同和事業につきましては、先ほどお答えをさし

施さしていただいておりまして、平成１４年には

ていただいたとおりでございます。順次見直しな

ほぼ見直しができるものだというように考えてお

り縮減をやっております。

ります。

それと、公共事業の見直しという点でございま

以上です。

すけれども、とりわけ１５年度以降に一般財源ベ

○議長（嶋本五男君） 和気君。

ースで３０億というふうなお話もございましたが、

○１３番（和気 豊君） １４年には一応個人給付

私は根拠がよくわかりませんけれども、そういう

についてはすべて見直しが完了すると、こういう

のを単年度にできるはずもございません。

ことで事業についての廃止の方向も明らかになっ

したがいまして、１５年度以降につきましては、

ている。しかし、それに見合うような体制の問題

先ほど申し上げましたように、いろんな我々とし

についての処理については、一切考えておられな

ての事業としての課題があるのは承知をしており

い。同和行政が終結をしてからもう丸３年に―

ますが、その中で規模の縮小あるいは補助制度の

国の法令ですね、法律が整理されてから丸３年に

活用等、効率的な事業執行に努めてまいりたいと

なるわけですが、その問題については、いわゆる

いうふうに考えております。

考え方の中にないと、こういうことで……。

その時点の、なるほど中期財政展望につきまし

それから、公共事業の抜本的見直しについては、

ては、平成１４年度までのある意味で展望しか示

これは財政課長からお示しがあったんですが、１

しておらないわけでございますが、毎年毎年財政

６年、１７年に市の計画では集中をすると。３０

というのはいろんな制度の変更も含めまして事情

億ぐらいの仕事が集中する、一般財源だけでね。

変更がございますんで、毎年ローリングをしなが

それが必要になるということは明らかなんですか

らやっていきたいというふうに考えております。

ら、その辺の見通しですね。これは職員にこれだ

その時点で、一定の時期が来た時点で１５年度以

けのしわ寄せをするわけですから、市民のサービ

降についての事業、これについては精査をしてま

スにも影響するわけですから、当然職員にも市民

いりたいというふうに考えております。

の皆さんにも、今後いわゆる先送りするこの事業

以上です。

についての抜本的見直しについてはどうするのか

○議長（嶋本五男君） 和気君。

と、こういうことについては、ひとつ明らかにす

○１３番（和気 豊君） 私は重要な点が、ほんと

る必要があるんだろうと、こういうふうに思いま

に市民に示すべき、また議会に披瀝して当然のそ

すよ。

ういう具体的な見直し案が提起をされる、そして
−２７７−

その中で職員に我慢をしていただく、こういうこ

くということは、全く不可能であります。

とも示すべきであって、今日に至ったそういう背

そういう点で、人間も自然の中の１つの生き物

景、今日の財政危機をつくり出した背景、そのこ

だという視点に立つならば、もっと私たちの生き

とを明らかにし、それの処理をまさに数字的に明

方というのは変わってくるだろうと思いますし、

らかにして、それと同時に本問題も提起をされる、

そういう点で７２０名になろうとする公務員の皆

これがあるべき姿だろうと。職員には我慢を強い

さんがこのまちの牽引車として本当にやる気を出

るけれども、しかし市財政を今日に追い込んだそ

していくということになれば、私はこういう状況

の全面的な処理については、これから後に考える

に至ったことは、大きなチャンスではないかと思

ということでは、これは非常に職員に対して申し

います。

わけない、こういうように思いますし、職員を減

そういう点で、行政マンとしての発想ではなし

らす、職員に賃金カットをするということが即市

に、市民一人一人に選ばれた市長として、やはり

民のサービスにも影響していくわけですから、市

政治家として、ひとつこの状況の中で希望の持て

民にも申しわけない、こういうふうに思います。

るような施策を出した中で、職員の給与という問

そういう点で、この点が明らかにしていただけ

題を考えるべきだと、そのように思いますので、

ないということについては、非常に残念だという

議員の皆さんも直接市民に選ばれたそういう立場

ことで意見を申し上げて、私の質問を終わります。

であるということを考えるならば、この議論の中

○議長（嶋本五男君） ほかに。

以上で本件

から新しい結論、展開ができるためには、今出さ

に対する質疑を終結いたします。

れてきたこのまま同じ姿勢をだらだらと続けるよ

討論に入ります。討論はありませんか。

うな行政のあり方についてはきちっとした歯どめ

小山君。

をしていただくためにも、この議案に反対してい

○２番（小山広明君） ただいま議論のありました

ただくことを心からお願いを申し上げます。

一般職の２％給与を引き下げる議案に対して、反

○議長（嶋本五男君） ほかに。

対の立場で討論をさしていただきます。

○１３番（和気 豊君） ただいま提案されました

市政存亡の危機にあると、そういうときにきち
っとした未来への展望が示せない中で、このよう

和気君。

議案第４号に反対の立場から討論をしてまいりま
す。

な方策をとるということは、ますます働く者がや

問題は、転嫁すべきでないところへ転嫁をし、

る気を失うということしかないわけであります。

財政危機の本質である開発至上主義を見直すどこ

私は、こういうときこそチャンスでありますか

ろか、平成１５年まで少しの間抑制をし、平成１

ら、戦後右肩上がりと市長自身も言われとるわけ

６年には一気に押し上げていく、こういう方向が

でありますけれども、そういうことに対応してき

はっきりとしています。にもかかわらず、その見

た市の組織、そういうものをやっぱりきちっと変

直しに対しては明言を避けられる。そして、職員

えていく。これは泉南市だけではなしに日本全体

にはしわ寄せを、そしてそれを通して市民にはサ

の１つの課題でありますから、こういう６万４，０

ービスの低下をもたらす、このようなことにつな

００市民という基盤の中から、地方自治体が本当

がっていく２％の今回の職員への賃金カットには

に希望のある、そして日本の混迷する問題を解決

賛成できません。

していくような、そういう発信をするようなこと

ふだんの組織の効率化を図ることは重要であり

が大変今必要だろうと思います。暗くなることだ

ます。しかし、自治体本来の任務が住民の福祉、

けの問題ではなしに、人間の知恵には限りないも

健康、安全を守ることにある以上、そのために必

のがあるわけでありますから、そういう点で私は

要な人件費が一定の割合を占めることは当然であ

今回の問題の対応の仕方は全く評価できない。や

ります。この人件費を削減し、一方では同時に福

はりこれからは、自然、環境というものを考えた

祉を削る、このようなことにつながっていく今回

ときに、右肩上がり的な発想で景気を回復してい

の議案には反対の立場を明確にして、発言を終わ

−２７８−

ります。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

これより議案第４号を採決いたします。
北出君。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

○２１番（北出寧啓君） 公論を展開しろというこ

することに賛成の諸君の起立を求めます。

ともございまして、反対ばかりがございますので、
賛成の立場をもって発言さしていただきたいと思

〔賛成者起立〕
○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

います。

て議案第４号は、原案のとおり可とすることに決

一般的に原因は、確かに真砂議員が指摘された

しました。

ように、執行部、理事者―今は理事者とは言わ

次に、日程第９、議案第５号 泉南市職員旅費

ないですけれども、公債費の問題、人件費の問題、

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

扶助費、総合した枠組みの中で、これまで行政改

といたします。

革大綱が３年間において遂げられてこなかったと

議案書を朗読させます。

いうことに対しては、我々は改めて第２期行政改

○議会事務局次長（馬場定夫君）

革大綱という、具体的な提案は継続でしょうけれ
ども、改めて決意をしていただいて、今後行財政

〔議案書朗読〕
○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

改革の根本的な再建に対して取り組んでいただき
たいということから賛成討論をいたしたいと思い

内容の説明を求めます。遠藤助役。
○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

ます。

案第５号、泉南市職員旅費条例の一部を改正する

ただ、問題点は、助役の発言がございましたよ

条例の制定について御説明を申し上げます。

うに、民営化の問題あるいは幼稚園、保育所の統

現在、本市といたしましては、行財政改革を積

合の問題、こうした問題は何年にもわたって提起

極的に推進をし、健全財政に向け鋭意取り組んで

され、行政当局も断行すると、改革すると、踏み

いるところでございますが、今回その一環として、

込むという形の発言が何年かにわたって行われて

平成１２年４月１日から公務における出張に際し

いたにもかかわらず、現象面では全くやられてい

て支給される片道５０キロメートル未満の日当を

ないということに対しては、厳しく行政当局がみ

廃止しようとするものでございます。

ずからを律していただいて、改めて行財政改革に

この措置の影響額につきましては、先ほども少

取り組んでいただきたいと思います。

し申し上げましたが、年間約１５０万円でござい

そして、市長がおっしゃられるように時期が問

ます。

題であると。今は空港関連で基盤整備、公共事業

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

を大胆に展開するということが緊急の課題である

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

と、まさに時期をつかんで放さないということな

申し上げます。

んだと、そういうおっしゃり方もよくわかります。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

ただ、問題点は、同時に考えていただきたいの
は、経常経費１００を超えるということは、一般

質疑はありませんか。

大森君。

○５番（大森和夫君） 財政難の折で、税金の使い

施策が全くできないということでございますから、

方に対して市民の皆さんも厳しい目で見てると思

この辺は市民に痛みを持ってもらわなきゃならな

うんですけども、こういう規定は厳格な運営が大

いということを肝に銘じて、できる限り時期を逸

事だと思います。外によく出られる職員さんは、

しないと同時に、市民生活にかかわる施策をより

やっぱりカットの影響を受けますでしょうし、そ

枠を広げて拡大していただきたいということを希

ういう意味では市民にとっても職員にとってもわ

望して、賛成討論にかえさしていただきます。

かりやすい、そういう規定でなくてはならないと

以上です。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

思います。
以上で本

件に対する討論を終結いたします。

それで、１つお聞きしてますけども、５０キロ
メートル以上の場合は、公用車であっても日当が

−２７９−

出るんだと思うんですけども、公用車利用で５０

ありますので、そのときどのようにされていたの

キロ以上の場合、例えばどこまで行ったとか、何

か。数年間にわたってずっと運転日誌がつけてら

キロのところまで行ったとか、そういうのがはっ

れなかったというふうにお答えなので、もう一度

きりわかるような日誌というか、資料というのか、

きっちりお答えください。

そのようなものはどのように準備されてるのか、

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

お答えください。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 以前か

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

らの場合につきましても、当然出張伺い等もござ

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 公用車

いますので、場所が当然特定できますので、距離

の場合、当然運転日誌をつけておりますので、走

数が具体的に何ぼというのは、計算して出せると

行距離でどれだけの距離を走ったかというのがわ

いうことでございます。

かりますので、それによりまして当然５０キロを

以上です。

超えれば日当は出るという形であります。５０キ

○議長（嶋本五男君） 大森君。４回目ですので、

ロ以下の場合は、日当は出ないということです。

もう１回だけですからね。その点、まとめてくだ

ただし、これは片道５０キロということでござい

さい。

ます。

○５番（大森和夫君） はい。冒頭にも言いました

以上でございます。

ように、痛みを分けるという点で、この条例によ

○議長（嶋本五男君） 大森君。

って、外出が多い方とか、旅費がカットされる方

○５番（大森和夫君） これはやっぱり運転日誌が

もあるんで、痛みを分けるという点では、こうい

きっちりつけられていて、それが市民にも職員に

う問題は一点も曇りがないようにしていただかな

もわかるということが大事だと思います。

いと、ほんとに市民からも職員からも公用車使っ

１つお聞きしますけども、昨年度の第２回市議

て距離はっきりせえへんやないかということにな

会の定例会の中で、運転日誌が数年間にわたりき

れば大問題になりますので、以前のことも含めて、

っちりつけられていないということがありました

これからのこともきっちりしていただくというこ

けども、そういうときはどのようにこういう５０

とで、それだけ決意というか取り組みについてお

キロ以上か以下か、それからどういう日当の計算

答え願えれば、それで結構です。

をされていたのか、ちょっとお答えください。
○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。
○市長公室長（中谷 弘君） 大森議員言われたよ

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） もし距

うに、当然４月１日から情報公開条例も施行され

離数をつけ忘れたとかそういうことが起こりまし

ます。ですから、やはり公金でございますから、

た場合は、当然地図上で経路等を聞き取りいたし

きちっと裏づけのある形での支出ということで整

まして距離は確定できると考えておりますので、

理はしたいというふうに思います。

そういう形で確定して支給いたしたいと考えてお

○議長（嶋本五男君） ほかに。

ります。

○１１番（南 良徳君） 今回、出張のいわゆる日

以上でございます。

南君。

当の支給の廃止ということで、この提案理由の中

○議長（嶋本五男君） 大森君。

に出張という字句になってるんですね。

○５番（大森和夫君） 先ほど橘さんがお答えにな

私、以前からこの旅費条例について気になって

られたように、きっちりした日誌をつけて市民に

いたことが２点ほどあるんですが、別表の第１で

も職員にも明らかにできるようにしとくというの

は旅行となってますし、条例の中では１条、４条

が当然の答え、これはもう当然のことだと思いま

等、旅行という表現になってるんですね。別表第

す。

２については、これは日帰りということで出張と

以前につけてなかったときには、どうされてい

いう表現になってるのかなという気はするんです

たのか。推定で払われていたのか、今後の問題も

が、こういった改正の機会をとらえて、他の条例

−２８０−

の案文等、あるいは内容、字句ですね。そういっ

てまいりたいというふうに考えておりますので、

たものを精査されてるんかなというふうに思うん

御理解をお願いしたいなと思います。

ですが、私の感覚では、旅行といいますと、辞書

○議長（嶋本五男君） 南君。

でもいわゆる観光とか慰安が主なものと。

○１１番（南 良徳君） 今回は他のところについ

当然、旅することも一般的には旅行ですし、こ

ては検討していないということで、それはそれで

の条例ができたのが昭和３１年ということで、こ

了としますが、私、申し上げた例えば具体に旅行

の当時はそういう形でもよかったのか、あるいは

という字句なり、あるいは第８条については検討

どういった経過でこういう旅行ということになっ

の中に入れていただけるのかどうか、その辺再度

てきたのか、その辺まで私ちょっとわかりません

お答えいただきたいと思います。

が、いずれにしても今のこの時点で、果たしてこ

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

ういった旅行という形で適当なのかどうかが１点

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど申しましたよ

です。

うに、今回は別表２のみということでございます。

それと、第８条で航空賃、いわゆる飛行機の運

今後、不適切な表現とか、時代にそぐわないよう

賃についてあるんですが、これについても飛行機

な表現等があった場合、それは調査検討した中で、

の場合、市長の許可が要ると。原則飛行機ではな

次回の改正の中では精査していくという考え方で

いというふうに私は解釈するんですが、今この関

ございます。

空ができて東京−大阪のシャトル便が飛ぼうとい

○議長（嶋本五男君） 南君。

う時代に、果たしてこういった形でいいのかどう

○１１番（南 良徳君） この旅費条例は、今お答

か。我々も行政視察等行かしていただきますが、

えいただきましたので結構ですが、今後各議会に

その中身もこの旅費条例によってやられてるわけ

おいて、条例改正がいつもかなり出てきますので、

ですので、その辺も含めて、果たしてこういうこ

新しい、今回のように介護であるとか、いろんな

とがいいのかどうか。

問題は別にしまして、かなり時間的に経過をして

だから、こういった字句だけで条例改正という

いる、昭和３０年代あるいは４０年代のそういっ

わけにもいきませんし、他の条例もいろんな箇所

た条例については、改正の時点をとらまえてこれ

で問題点というんですか、若干時代おくれ的な文

と同じように精査もしていただきたいということ

面、文言があろうと思いますが、私はこの改正と

を申し上げて終わります。

いう機会をとらえて、他のそういったものも精査

○議長（嶋本五男君） ほかに。

する必要があるというふうに思いますので、その

○２番（小山広明君） いわゆる経費節減の一環で

あたりの見解も含めてお答えいただきたいと思い

出されてきていらっしゃるんですが、これはほか

ます。

も全部見た中で、これは最終の提起ということで

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

小山君。

いいんでしょうか、位置づけ的にね。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回の改正は、別表

それから、これ旅費と書いてありますけど、実

の２ですね。５０キロ未満についての改正に重点

費じゃなしに日当ですね。給料をもらって、また

を置いた中での改正ということで、他の案文とか

行ったら日当をくれるというような、この整合性

条文についてまでは、ちょっと検討はしておらな

はどうなんでしょうかね。こんなことは、一挙に

かったということでございます。

廃止しても私はいいんじゃないかなと思うんでね。

今、南議員から御指摘がございました。今後、

さっきも給与議論がありますけれども、生活費で

当然宿泊なり遠距離の場合の関係につきましても

ね。しかし、一方でこういういろんなものがつい

改正しなきゃいけない時期が来るんではないかと

てくるから、公務員の給料というのはなかなか見

いうふうに考えておりますし、今後ともその辺に

にくい。本給と手当とが同じぐらいの金額で出て

ついては、いろいろと研究をした中で、次の機会

るから、一体どれぐらい実際にもらってるのか。

をとらえて精査すべきは精査するという形で進め

僕らの場合は、５０万ですぐわかるんですよね。

−２８１−

もうそれ以上出てないわけですから。市長も９１

旅費、こういうものの廃止はできないんですか、

万、今回下がりましたけども、市長なんかも一体

泉南市は。２％を切るよりは、私は切りやすいと

具体的にはどれぐらいの収入を持っとるんか、全

思うんですよ。どうなんですか、これ。理由にな

然我々はわからないんですけどもね。

りませんわ。

そういう点でなかなか見えないんで、こういう

あなた方、不測の事態とか遠いとこ行ったら金

もう複雑な出し方ではなしに、日当なんていうこ

が要るとか、個人の負担、これは給料をもらっと

とは、これはちょっと一般市民も出とると思って

るんだから、不測の事態については、それは公的

ないし、僕も議員になるまでは思っておりません

な補償はあるわけやから、全くそれは理由になら

でしたし、５００円ぐらいもらっておったから、

ないので、そういうようにした方がいいと思うん

余り問題意識を持たなかったんですけどね。しか

ですが、それは市長のリーダーシップでできない

し、もらっとることについて変わりがないんで、

んですか、市長。市長かておかしいと思うでしょ

こういう日当的なことは、給与をもらっとるんで

う。ずうっと公務員をされておったから当たり前

すから、一挙に廃止するということは提起できな

と思っているかもわかりませんが、給料以外にど

いんでしょうか。僕はするべきだと思うんですけ

っか行ったら日当が出ると。これは、流域下水道

ども、いかがですか。

の組合では廃止になりましたね。議会に出たら２，

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

０００円……（発言する者あり）廃止になりまし

○市長公室長（中谷 弘君） 今回、５０キロ以内

たよ。流域下水道の南部ではなったでしょう。な

の日当について廃止ということで提案をさしてい

ったからね、議論されれば、あのときも全会一致

ただいておるんですけども、過去から比べますと、

ですぐなったんですよ、議会でね。

交通網の発達とか、やはり５０キロ以内の出張に

そういうので、やっぱり中身がわからない部分

ついては、時間が短くなってきたということの中

があるので、こういうものについては一般常識に

で、出張する方の経費もそんなに必要ないだろう

合わして、全部精査をして一挙にポンと出すと。

ということで提案をさしていただいているわけで

これ、５０キロ以上になったら出とるわけでしょ

ございますけれども、遠距離に行く場合、やはり

う。５０キロ以上は、今でもね。

出張者についても不測の事態等の問題もございま

そういうことで、ひとつこれは市長のリーダー

して、経費もかかってくるということが予測され

シップしかないと思うんで、ほかの職員はずっと

るということで、また各市の団体もそういう考え

やってきたからなかなか自分の代にそんなきつい

方だというふうに思っておりますけれども、やは

ことはでけへんなと思っていらっしゃると思いま

り個人出費もかさむということの中から、今回は

すので、市長、ひとつ政治家は４年しか命ないわ

見直しを見送ったということでございます。

けですからね、我々はお互いに。ほかの公務員は

○議長（嶋本五男君） 小山君。

ずっと定年までいますからね。だから、そういう

○２番（小山広明君） 理由を聞いとると、ほかも

点では４年で結論を出すという意味からも、こう

やっとるし、前からやってきたと。これぐらいの

いうものは一挙に廃止をしますと、そういうこと

理由しかないんですね。経費かかるといったって、

でどうですか。

経費かかるけど、ちゃんと給料をもらっとるんで

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

すからね。別にこれはもう意味づけになりません

○市長公室長（中谷 弘君） 旅費全体で３，０００

ので、これはやっぱり早急に廃止すると。２％の

万ほどという御意見がございましたけれども、今

給料カットよりも、こういうものを全部廃止した

回５０キロ以上についての日当を出すと言います

らいいんじゃないですか。どれぐらい出とるんで

けども、遠距離については数は知れてるんですね。

すか、給料以外に。一般的に予算書を見ても、旅

現実には遠距離、特に東京等も日帰りもございま

費というのは３，０００万出てますね。その前が２，

す。そんな中で、やはり役所に対しても連絡もせ

９００万ですから、減ってはきとるんですけどね。

ないかん場合も起こりますし、その辺の個人的な
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経費というのもかかってくるわけでございますか

本当に市民に今痛みをわかっていただくという言

ら、やはり遠距離については日当を当然支給して

葉とは、実際やっておることはかなりずれておる

いかないと、職員等も出張にも行ってもらえない

なと。市長もずっと職員されておったわけであり

という状況が起こります。

ますから、もう少し市民の感性というものを踏ま

今回、５０キロ以内というのは、半日でも行っ

えた議案の提案をしていただきたいと思いますし、

て帰ってこれる範囲でございますから、ほとんど

これぐらいは議員の皆さんにも御理解いただける

経費もかからないだろうということで５０キロに

と思いますが、ぜひこういうものの廃止だけでは

限定をしたわけでございますので、その辺御理解

なしに、全体を見直した中で、きちっとした行革

を賜りたいと思います。

に対する姿勢を行政に求めるためにも、この議案

〔小山広明君「市長、どうですか。担当者はそ

に反対していただくことをよろしくお願いをいた

う言ってらっしゃいますけど。市長がうん言
わなでけへんのと違う」と呼ぶ〕

します。
○議長（嶋本五男君） ほかに。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

以上で本

件に対する討論を終結いたします。

○市長（向井通彦君） 一定遠距離については必要

これより議案第５号を採決いたします。

だというふうに思っております。５０キロ、わか

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

りやすく言えば、例えば府庁ぐらいですね、とい

することに賛成の諸君の起立を求めます。

うことについては、それは辛抱していただこうと、
こういう考えでございます。

〔賛成者起立〕
○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

○議長（嶋本五男君） 小山君。

て議案第５号は、原案のとおり可とすることに決

○２番（小山広明君） これぐらいは、自分の給料

しました。

も１割カットし、職員の本給まで手をつけたわけ

３時４０分まで休憩いたします。

ですから、私は順番からいえば、こういうものに

午後３時 ８分 休憩

こそまず手を入れないと、一体市長のこの財政問

午後３時４２分 再開

題に対応する姿勢というのは、余り説得性が私は

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

ないなと思います。ほかにもいろんな手当がつい

きます。

ておりますね。こういうやっぱり本給以外のもの

先ほどの議案４号の中、島原議員の質問中の答

をまず切って、私は襟を正していくべきだと。こ

弁に対しまして理事者の方から訂正を求めており

れはだれも理解しないですよ、日当なんてもらう

ますので、これを許可いたします。橘人事課長。

ということはね。給料渡してないんだったら、そ

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 先ほど

ら日当を払わないかんでしょうけども。そういう

の島原先生の御質問の中で、組合費のチェックオ

点で強く要望をしときます。

フにつきまして、本市におきましては条例ではな

○議長（嶋本五男君） ほかに。

以上で本

く、組合との協定のもとで行っておるということ

件に対する質疑を終結いたします。

で答弁いたしましたが、先生御指摘のとおり、本

討論に入ります。討論はありませんか。

市の一般職の職員の給与に関する条例第１２条の

小山君。

２に規定しておりまして、それを適用しておりま

○２番（小山広明君） 温かい御声援をいただきま

すので、おわびして訂正申し上げます。

して、討論をさせていただきますが、本当に議論

○議長（嶋本五男君） 次に、日程第１０、議案第

してよくおわかりのように、本給に手をつけるま

６号 泉南市印鑑登録及び証明に関する条例等の

でにこういう市民の全く理解できないようなもの

一部を改正する条例の制定についてを議題といた

をいまだに残しておると。市長も近いところは辛

します。

抱していただきますけども、遠いところにはとい

議案書を朗読させます。

う答弁がありましたけども、そういう姿勢では、

○議会事務局次長（馬場定夫君）
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〔議案書朗読〕

係者の申請、申し立てによって後見人、被保佐人

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

が選任されたわけでございますが、この改正の４

内容の説明を求めます。遠藤助役。

月１日以降につきましては、自己決定権を重視す

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

る立場から新しい後見が重視され、任意後見であ

案第６号、泉南市印鑑登録及び証明に関する条例

るという考え方から、意思能力のあるときに自分

等の一部を改正する条例の制定について御説明を

の希望を表明し、能力がなくなった後も本人の意

申し上げます。

思を尊重して、支援に当たるという方法に改めら

民法の一部を改正する法律が平成１１年１２月

れたものでございます。

８日をもって交付され、従来の禁治産、準禁治産

以上でございます。

の制度にかわる成年後見制度が平成１２年４月１

○議長（嶋本五男君） 小山君。

日から導入されることに伴いまして、泉南市印鑑

○２番（小山広明君） もう少しかいつまんでわか

登録及び証明に関する条例のほか２つの条例にお

るように説明いただきたいと思うんですが、それ

きまして、禁治産、準禁治産の制度上の用語を引

はどういうことなんでしょう。もともと禁治産者

用している部分について改めようとするものでご

という表現は依然として残るわけですか。そして、

ざいます。

新たにそういう自分の意思を自分で決定できなく

簡単ですが、説明とさせていただきます。御承

なることに対して、以前は自分の意思をちゃんと

認賜りますようお願いを申し上げます。

あらわすことができたと。そういうときにやっと

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。
質疑はありませんか。

った意思を、もしそういう意識なりそういうこと

小山君。

がなくなったときに、それの後見の方が以前のち

○２番（小山広明君） 至って簡単な説明で、表現

ゃんとしたというんか、そういう自分の意思表示

の変更とかいうようなことだからそういうことを

をしとったときのことを尊重して、その人にかわ

したんだと思うんですが、ここに禁治産者または

って行為なりをすると、こういうように変わった

というのを成年被後見人というように改めたとい

というように私は受け取ったんですが、そういう

うことで、これは呼び方的にやや問題があるとい

意味なのか。依然として禁治産者ということで今

うことで変えたのか、その辺の経緯は、やはりこ

まで語られてきた存在ですね。存在は依然として

ういう禁治産者ということで我々今まで議論もし

残っておるのか。

てきたわけですから、それがこういう成年被後見

その辺、もう少し一般社会で通用するような概

人という形に変わったということの改正の意味で

念にちょっと言うてくださいよ。でないと法律用

すね。ちゃんとしとかないと、改正されても我々

語だけ説明されたように思うのでね。私は、今あ

また禁治産者とかいう表現で議論する可能性があ

なたが言ったことの説明の中ではそういうふうに

るんで、この辺の改正の経過について御説明をし

受け取ったんですが、そういうことなんでしょう

ていただきたいと思います。

か。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 小山議員の御質問

○市民生活部長（白谷 弘君） 再度の質問でござ

でございますが、まず禁治産者から成年被後見人

いますが、旧法によりますと、先ほど言いました

に改めたものでございますが、これにつきまして

とおり禁治産者並びに準禁治産者等の表現があっ

は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠

たわけでございますが、新法によりそれが成年被

く者のことでございまして、小山議員御指摘のと

後見人及び被保佐人に改められたということでご

おり、呼びようが悪いので変えたのかという質問

ざいます。

もあったわけでございますが、内容といたしまし

以上でございます。

ては、従来の禁治産及び準禁治産者は、本人の能

○議長（嶋本五男君） 小山君。

力がなくなり保護を要する状況になってから、関

○２番（小山広明君） 私、自分のあなたが言った

−２８４−

ことの理解を言うて、それでいいのかということ

生活の質の向上を目指す成年後見の制度でござい

も含めて聞いとるわけですから、それでいいとか、

ます。

いや間違ってるよとか、ちょっと言うてもらわん

以上でございます。

と、今同じことを繰り返したんじゃないでしょう

○議長（嶋本五男君） 小山君。

か。具体的にはどうなんですか。一般にこういう

○２番（小山広明君） だから、そういう説明に対

今まで禁治産者と言われとった人に対しては、す

して、白谷部長自身がこれは実はこういうことで

べてこういうふうに成年被後見人、成年ですから

すと、こういう答弁が欲しいんですよね。それは

大人ということでしょうね。後見される者、大人

もう書いてあるところをずっとずらずら読んで、

の面倒を見てもらう者という意味に聞こえるし、

法律ですから１つでも瑕疵があったらいかんよう

後の方は被保佐人やから保佐してもらう人と、こ

になっとるからものすごく複雑になっとると思う

ういう意味にとれるんですけどね。具体的にどう

んですよ、法律というのはすべてね。

いうように変わったんですか、内容的に。全く字

それを一般社会でそれはどういうことなんだと

句が変わっただけじゃなしに、意味づけも変わっ

いうときに、あなたはこれはこういうことなんで

たし、禁治産者ではやっぱり十分表現できないよ

すよという説明をいただかないと、わかったみた

うなものが今の時代の中で出てきたから変えたん

いなわからんみたいなことで我々は採決せないか

じゃないんでしょうか。

んので、もうちょっとそれは一体どういう

僕

ちょっと明確に、余り質問もこういうことでは

は今聞いたことによると、禁治産者というものに

繰り返したくないんで、もう少しこういう改正の

我々持っていたイメージが、禁治産といったら一

中でどういうようにこういう方たちに対しての認

部能力が残ってる人もおるし、１００％なくなっ

識が社会的に変わったのかということが重要なの

た人もおるし、さまざまだと。基本的にあるのは、

でね、これからこれが機能してくるわけですから、

その人にも人権はあると。どんなことになっても

わかるように御説明をいただきたいと思いますが。

人権があって、存在そのものは認めようとすると

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

ころに、その人の能力状態をあらわす表現ではな

○市民生活部長（白谷 弘君） 小山議員の質問に

しに、そういう状態を―だから、そういう人に
対して後見人として支えなければいけない状態、

お答え申し上げます。
旧法によりますと、現在までは財産保全を主た

支える側の表現になっとるでしょう、こっちは、

る目的としておったわけでございますが、新法で

成年被後見人ですから。だから、支えられる側の

変わりました後は、まず１点目といたしまして、

状態によって規定してしまうんじゃなしに、そう

障害を持つ人を差別することなく、可能な限り今

いう人をちゃんと社会的に生活が維持できるよう

までと同様の生活を保障していくということであ

にする支える側の表現に変わったんじゃないです

り、今までは能力を剥奪しての保護であったもの

か、この言い方でいえば。

を能力を奪わずに支援するという考え方に変わっ

だから、この法律の改正というのは、我々の意
識を変えるように私聞いとって思うので、そこを

てございます。
２点目といたしまして、自己決定権の尊重でご

ちょっと明確に法律改正の意味はこうだというこ

ざいまして、第１に、能力が低下した場合にもそ

とで―それはあなたの説明を聞いて、ここの字

の人の残存能力を活用しようということであり、

を見て私感じるんですよ。そういうふうにちょっ

２点目といたしまして、能力のあるときには能力

と明確に変化を―だから簡単に言うならば、面

喪失後の自己決定をあらかじめ事前にしておける

倒を見られる側の視点で書いてあった法律を面倒

ということでございます。

を見る側に直したんだと。そういうことなんじゃ

大きな３点目といたしまして、身上保護の重視
でございますが、財産の保全だけではなく、その
人の生活支援、自立支援を重視することであり、
−２８５−

ないですか、これを言ったら。それはかなり大き
な変化ですからね。
そういうふうにちょっと具体的にポイントを言

うてください。ずらずらっと説明をいただいても

る条例の制定についてまでの以上５件を一括議題

わかりませんよ。こういう問題で余り議論したく

といたします。

ないんで、もう少しこういうときの説明について

ただいま一括上程いたしました議案５件につき

は、かみ砕いて市民がわかるような説明をちゃん

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

と法律の改正の趣旨説明の後にはやってください

者から順次内容の説明を求めます。遠藤助役。

よ。でないと、なかなかわかりませんよ、何でも。

○助役（遠藤裕司君） ただいま一括上程されまし

そういうことをぜひ全体的な議案提案についても

た議案第７号から議案第１１号につきまして順次

お願いをしておきたいと思います。

御説明を申し上げます。４９ページからでござい

そういうことで私の理解に間違いなければ、も
うこの件はここで終わっておきますけども、間違
いないなら間違いないと、ちゃんと言うてくださ
い。

ます。また、別途資料も御配付をさしていただき
ますので、御参照願います。
まず、議案第７号の泉南市介護保険条例の制定
についてでございますが、平成１２年４月１日よ

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

り介護保険制度が始まりますので、介護保険の実

○助役（遠藤裕司君） 言葉の中身は、先ほど来部

施に関する基本的な事項を定め、円滑な制度導入

長から御説明をしておるとおりでございますが、

を図りますため、本条例を提案するものでござい

ちょっと理解として違うかなと思うのは、禁治産、

ます。

準禁治産といいますと、人権上の配慮も確かにあ

内容といたしましては、５１ページから５９ペ

ると思います。それはもう決めつけという、その

ージでございますが、まず第１条で条例の趣旨、

人はもうだめだ、能力はないんだいう決めつけの

第２条で平成１２年度から平成１４年度までの各

仕方ともとれよるような言葉であります。

年度において６０歳以上の第１号保険者に課する

それを成年被後見人、成年被保佐人としますの

保険料について、所得段階別に５段階に区分をす

は、まず成年がありきで、ただし後見をされる立

る規定をいたしております。第１段階は２万１０

場にある方、あるいは保佐をされる立場にある成

０円、第２段階では３万２００円、第３段階では

年ですよというところで、一人の人間としての人

４万２００円、第４段階では５万３００円、第５

格というものを尊重していると。一言でいえば、

段階では６万３００円の区分となっております。

そういう精神的なものだと思います。法律上の問

次に、第３条で保険料徴収のうち普通徴収に係

題については、先ほど部長が説明したとおりでご

る納期、納期ごとの端数の処理について規定し、

ざいます。

第４条で被保険者の資格を取得あるいは喪失など

○議長（嶋本五男君） ほかに。

以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

の異動をした場合の保険料の算定について規定を
し、第５条で保険料の通知、第６条で督促手数料、

討論に入ります。討論はありませんか。

第７条で延滞金、第８条で徴収猶予、第９条で保

討論なしと認めます。

険料の減免について、第１０条で第１号被保険者

これより議案第６号を採決いたします。

に対する申告義務、第１１条から第１３条では罰

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

則の規定を行っております。

することに決しまして御異議ありませんか。

次に、附則でございますが、第１条に施行期日、

〔「異議なし」の声あり〕

第２条以降には介護保険の円滑な実施のための特

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ
って議案第６号は、原案のとおり可とすることに
決しました。

別対策にかかわる特例を定めたものでございます。
以上、簡単でございますが、第７号についての
説明とさせていただきます。

次に、日程第１１、議案第７号 泉南市介護保

次に、６１ページからでございますが、議案第

険条例の制定についてから日程第１５、議案第１

８号、泉南市特別会計条例の一部を改正する条例

１号 泉南市国民健康保険税条例の一部を改正す

の制定についてでございますが、介護保険制度の

−２８６−

実施に当たり、事業経費の予算措置を行う必要か
ら本条例を提案するものでございまして、その内

ざいます。
次に、議案第１１号、泉南市国民健康保険税条

容といたしましては、６３ページでございますが、

例の一部を改正する条例について御説明を申し上

第１条第７号として介護保険事業特別会計を加え

げます。議案書の７３ページから８０ページとな

るものでございます。

ってございます。

次に、６５ページからでございますが、議案第

提案理由でございますが、平成１２年４月１日

９号、泉南市介護保険円滑導入基金条例の制定に

から実施されます介護保険事業につきまして、国

ついてでございますが、介護保険法の円滑な実施

民健康保険の加入者のうち、第２号保険者が納付

のための特別対策が平成１１年１１月に示され、

する介護保険税が課税されることとなりますため、

第１号被保険者の保険料を平成１２年４月から９

現行の国民健康保険税条例に所要の措置を講じる

月までの間徴収しないこと、及び平成１２年１０

必要から本条例を提案するものでございます。

月から１年間、第１号被保険者の保険料を半額に

改正の内容でございますが、現行国保制度の医

するもので、国がこの保険料の減額分について臨

療部分に介護保険部分が加わることによりまして、

時特例交付金として財源補てんすることになって

介護保険部分に対する保険税の算定基準等を定め

おり、この交付金を事業経費の財源に充て、円滑

る改正と、この条例に関連して条例内容に変更が

な事業運営を図るため基金を設置する必要から、

生じますことから、条例の整備を行う改正でござ

本条例を提案するものでございます。

います。

その内容といたしましては、６７ページでござ

具体的な内容でございますが、現行の医療保険

いますが、第１条で設置の目的、第２条で基金と

部分につきましては、現行の課税割合を置くこと

して積み立てる額、第３条で基金の管理、第４条

といたしております。介護保険税の課税割合につ

で基金の運用益金の処理、第５条で基金の繰りか

きましては、７９ページでございますが、現行の

え運用、第６条で基金の処分を定めるものであり、

条例第５条の２の次に４条を追加し、第６条は介

公布の日から施行するものでございます。

護納付金に係る所得割の算定基準で、市民税額に

次に、６９ページからでございますが、議案第

１００分の６０を乗じる割合となっております。

１０号、泉南市介護保険給付費準備基金条例の制

第７条は資産割額の算定基準で、固定資産の土地

定についてでございますが、介護保険の保険料の

家屋に係る税額に１００分の４．９を乗じる割合で

設定につきましては、平成１２年度、１３年度、

ございます。第７条の２は、被保険者均等割額の

１４年度の３カ年で推計いたしました介護保険サ

規定で、被保険者１人につきまして５，７６０円の

ービス費用の額をもとに算定をされており、この

課税割合です。第７条の３は、世帯別平等割額の

ことから平成１２年度の事業経費に余裕が生じ、

規定で、１世帯について３，６００円を課税する割

平成１４年度の事業経費では、不足が生じること

合となっております。

も予想され、その場合には平成１４年度の不足を

恐れ入りますが、７６ページにお戻りを願いま

平成１２年度の余裕で賄うといったことになりま

す。７６ページ下段から７７ページにかけてでご

す。こういった中期的な財政運営を行うことにな

ざいますが、第９条の改正は国民健康保険税の減

っておりまして、その受け皿として基金を設置す

額規定で、低所得者に対する政令軽減、これは均

る必要から本条例を提案するものでございます。

等割額、平等割額に対する６割または４割軽減で

その内容といたしましては、７１ページでござ

すが、政令軽減が介護保険部分についても対象と

いますが、第１条で基金の設置目的、第２条で基

なりますので、この規定に関する部分が追加され

金として積み立てる額、第３条で基金の管理、第

たことによる改正でございます。

４条で基金の運用益金の処理、第５条で基金の繰

第１号に規定する均等割額に対する６割軽減の

りかえ運用、第６条で基金の処分を定めるもので

額が被保険者１人について３，４５６円で、世帯別

あり、平成１２年４月１日から施行するものでご

平等割額に対する６割軽減額は、１世帯について

−２８７−

２，１６０円となります。

かし今回この介護保険にかかわる条例を提案され

第２号に規定する均等割額に対する４割軽減の

る以上、こういうものをやっぱりきちっと議会全

額については、被保険者１人について２，３０４円

体に示して、そして今その辺でもちょっとちらち

で、世帯別平等割額に対する４割軽減の額は、１

らと聞かれましたけれども、こういうものが皆さ

世帯について１，４４０円となります。

んの目にとまって勉強もできる機会を与えてもら

他の改正につきましては、介護保険部分の規定

って、そしてこの条例の論議に入っていくという

の改正に伴う条及び項等の改正と、文言等の整備

のが、通常、当然当たり前のことやと私は思うん

を行うものでございます。

ですけれど、そういうことができてなかったとい

以上、議案第７号から第１１号までを簡単に御
説明申し上げました。よろしく御審議の上、御承
認賜りますようお願いを申し上げます。

じゃないかなと、こう思うんですね。
まず、最初にそういう点で１つお答えをしてい

○議長（嶋本五男君） これより一括して質疑を行
います。質疑はありませんか。

う点についても、私は１つ大きな問題を残したん

ただきたいのと、それから市長が市政運営方針の

松本君。

中で、いろいろと泉南市の市政、特に福祉の部分

○６番（松本雪美君） 介護保険制度が導入される

でもこういうふうに思ってるんだということを言

と、そういうことが決まってから国も地方自治体

われてるわけですね。私は、福祉都市の実現とい

も長い間いろんな論議を重ねてきたところですけ

うことで市長が述べられた部分を少しもう一度皆

れども、泉南市でも今度のこの介護保険にかかわ

さんにも再認識してもらう意味でも、市長にもぜ

る条例が一括で提案されたと、こういう状況のも

ひこの点で充実できるのかどうかということでお

とで、これは私にとっても初めてですけれど、こ

聞きしたいなと、こういうふうに思うんです。ち

ういう介護保険の問題で結局生活がまた苦しくな

ょっと読んでみますね。

ったとか、大きな負担になってどうしたらいいや

介護保険制度は、来る２１世紀の高齢化社会

ろうということで、この介護保険導入に当たって

の中で、高齢者の方々が地域で安心して生活で

不安の声というのが私たちにもたくさん寄せられ

きる環境整備をしていくため、介護の負担を国

てるんですよ。

民全体で支え合う制度であり、その趣旨を十分

だから、こういう今のこの時点で、私はこの第

に踏まえ、本市の高齢者福祉の中核をなすもの

７号議案を中心に質問をさせていただきたいと思

として高齢者施策全般との調和を図り、医療、

うんですけれども、こういう機会ですから介護保

保健、福祉が相互に連携し、制度の円滑な導入

険制度そのものについても、もうちょっと詳しく

を図る必要があります。

具体的にもいろいろと聞かしていただきたいなと

このことから、本市の要介護高齢者すべてが

思いますので、その点理事者の皆さんにも答弁を

必要な介護サービスを受けることができるよう、

ぜひいただきたいと思いますので、よろしくお願

サービス需要に対応できる供給体制の確保に努

いします。

めるとともに、本制度の対象外となる高齢者に

まず、介護保険料が提案されたのに介護保険実

つきましても、ひとり暮らし等介護予防や生活

施の事業計画ですね、こういうものが策定委員会

支援が必要な方々が安心して生活が送れるよう、

なんかも開かれてきたわけですけれども、私たち

これまでの福祉サービスの水準を低下させるこ

にとってはこの事業の中身については、本当に十

とのないよう在宅福祉の充実など高齢者施策に

分知る機会を与えていただけなかった。たまたま

取り組んでまいりたいと考えております。こう

うちの和気議員が策定委員会に入っておられます

いうふうに言ってくださってるわけですよ。

から、こういう泉南市老人保健福祉計画及び介護

私は、市長が本当にかたく決意をされたこの思

保険事業計画―素案ですけれど、こういうのを

いを語られたことで、本当に少し安心はしてるん

見せていただきましたんで、あらかた大枠のとこ

です。市長にもどういう施策をしていただけるの

ろでは勉強もさせていただきましたけれども、し

かということで、私を含む、また高齢者の皆さん、

−２８８−

それから高齢期に向かう我々、私たちを含むすべ

とでいろんな施策を考えております。

ての泉南市民の皆さんのそういう大きな期待がか

ただ、保険が１割自己負担というふうになりま

かっている今度の介護保険制度ですわ。だから、

すので、当然それ以外の方についても一定の御負

そういう点でも市長の考え方をちょっと一番最初

担をいただかねばならないというふうにはなって

の質問に当たって聞かせていただきたいなと、こ

おりますけれども、そういう意味でこの適用者あ

の２点でお答え願えますでしょうか。

るいは非適用者を含めて、遜色のないような形で

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

施策として運営できるように全力を挙げたいとい

○市長（向井通彦君） ２点目について、私の方か

うことで、一応一定の整理をして、今回特に介護

らお答え申し上げたいと思います。

保険の問題に関しまして、保険条例の制定ほか関

今回、初めてこの介護保険制度が導入されるわ

連の条例の制定の御提案を申し上げている次第で

けでございまして、ここに来るまでの間、我々全

ございます。

国の市長会初め、関係者といたしましては、特に

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

国の方にこの介護保険そのものの問題点なり、あ

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 松

るいは導入に当たっての特に財政上の措置等につ

本議員御質問の介護保険に係る分で、今までこの

いて、強く指摘等要望をしてまいったところでご

保険料につきましては、事業計画が計算されまし

ざいまして、そういう意味では非常に短い期間で

て、その中から一定保険料というのを今回お示し

ございまして、なかなか国の方も要するに準備を

さしていただいてるわけでございます。それで、

しながらいろんなことを決めていったという、い

これは基準額ですけれども、年額４万２００円と

わゆる走りながら考えておったという状況がござ

いう形で提案さしていただいてます。

いましたけれども、その中で徐々に我々の主張も

ただ、この事業計画の中身を先にお示しして、

反映をしていただけるようになったわけでござい

それからこういった条例等を検討する機会が与え

ます。

られるべきでなかったかという御質問でございま

ただ、私といたしましては、こういう制度とい

すが、実は現在までこの介護保険事業計画策定委

うのは、やはり国が運営主体になってやるべきだ

員会が７回開催されておりまして、その中で一定

というふうな考えも持っておったわけなんですが、

事業量とかそういったものを検討していただきま

残念ながら市町村運営ということになりまして、

した。

不安がないわけではございません。

ただ、その間、当然介護報酬でありますとか、

特に、我々はサービスの問題もさることながら、

あるいは事業のサービス量を出す、そういった基

事業者としての運営をしていかなければならない

礎となる数値等が何回も変更されたという経過が

わけでございますから、この介護保険をうまく保

ございます。そういった中で、この事業計画で事

険事業として成立させなければいけないというこ

業量というんですか、標準の給付見込み額等を算

とがございますから、なかなか大変なことだとい

定したわけでございます。そして、この２月の第

うふうに思いますが、今示された範囲内で我々の

７回目にある程度この事業計画の案がまとまりま

方でも全力で取り組むという形にしたわけでござ

して、それを今現在、法定協議という形で協議を

います。

行っているところでございます。

それから、この介護保険適用者以外の皆さんに

ですから、我々としましては、この策定委員会

つきましても、従来から一般質問等でも御要望あ

で最終の案にまとめまして、それをこの泉南市の

るいは御指摘もいただいておりましたので、そう

介護保険事業計画という形でお示ししたいと、こ

いう方々に対しても、仮にこの制度の適用を受け

のようになっておりまして、今のところまだこの

られない方についても、従来のいろんな施策を受

計画書についてはお示しできなかったというのが

けておられる方々について一定フォローして、そ

実情でございますので、御理解のほどよろしくお

して今の福祉水準を低下させないようにというこ

願いしたいと思います。
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○議長（嶋本五男君） 松本君。

で出た結果で、いろいろテレビのニュースなんか

○６番（松本雪美君） しかし、今回７号から１１

見てましても、実際にその人にふさわしい認定と

号までの介護保険にかかわっての４つの議案が上

いう結果が出たのかどうかということでいえば、

程されるわけですから、ほんとに本会議でこうい

全然その人の状況がよくキャッチできないで、目

う論議をする一番最初の機会ですから、私は途中

の悪い人でも自立になったとか、足が悪くてほん

の案であっても、途中のものであったとしても、

とに動けない人でも介護の状況、要介護１から５

それはやっぱり議員の皆さんに見ていただいてい

までの間の軽い部分に入ったとか、その人その人

ろんな意見を聞く機会というんですか、そういう

によってそれこそ再度の調査をお願いしたいとい

ものはやっぱりやるべきではなかったかなと、そ

うような状況というのは、それこそテレビなんか

ういうふうに思います。私もこれを見せていただ

のニュースでも私も見ましたし、また泉南でもそ

いて中身についても意見を述べたいようなところ

ういうのも出てきてると思うんですよね。

も少しあります。やっぱりそれぞれ皆さんがいろ

私は１つ例を挙げてみますと、最近もうここ３

んな、それこそ三人寄れば文殊の知恵で、多くの

年ほど白井病院で痴呆で入院された方ですね。そ

皆さんの声が、いろんな思いがそういうところに

ういう方が自立の判定になったということで、実

網羅されて計画が策定されるということは、計画

際痴呆の判定というのは、本当にそのときまばら

そのものをいいものにしていくという点では、大

に痴呆が出てきて元気な状況もあって、そのとき

事なことではなかったかなと、そう思うんですよ

行ったときは、それこそ元気でほんとにちゃんと

ね。それは意見として述べておきます。

生活してられるように見えても、実際はそうでな

それから、ちょっとこの中身の質問に入らせて

く、脳のそれこそ中が老齢化して痴呆が出てきて

いただく前に、今回介護保険の認定を受けたいと、

るというのがまばらに裏表に出てくるような、そ

こういうふうに要望された皆さんのところへ行っ

んな現象の出ているお年寄りが、結局いいときに

ていろいろと調査というんですか、聞き取りに行

行ったもんだから自立になったと、こんなような

ってくださったりして、そして最終的には２次審

判定も出てますんで、私はやっぱりこういうとこ

査も終えて、結論としてはこの方たちの審査の認

ろで入院されている方の状況というのは、もっと

定の中身ですね。どういう数字が出てるのか、ち

慎重に対応すべきではなかったかなと。

ょっとその辺答えていただきたいなと思うんです
が。

今、再度の調査をお願いしてますから、そうい
う結果も出ているというようなことも含めて、ひ

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

とつこれからの認定の状況の中で参考にしていた

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ２

だいて、本当にその人に合った審査を、判定結果

月末現在の申請の数値で御報告というんですか、

が出るようにしていただきたいなというのは、こ

答弁さしていただきます。

れは強く要望しときます。そういうことを１つ前

２月末現在の申請が現在８６１件になっており

に置いて、質問したいと思うんですね。

まして、そしてその認定状況の内訳としまして、

特に、今度のこの１号被保険者について出され

自立に認定された方が２１件、要支援が４７件、

ている条例の中身については、資料をいただきま

要介護１が１７２件、要介護２が１３４件、要介

したからそれを１つ見てみますと、第１段階から

護３が１２３件、要介護４が１４１件、要介護５

第５段階まであるということで、老齢福祉年金受

が９４件、そしてあと再調査というんですけども、

給者で世帯全員が市民税非課税及び生活保護受給

その方々が６件という形になっております。

者などの人、これが第１段階、それから２段階が

以上です。

世帯全員が市民税非課税、それから３段階が本人

○議長（嶋本五男君） 松本君。

が市民税非課税、４段階が本人が市民税課税で合

○６番（松本雪美君） よく介護保険導入に当たっ

計所得金額が２５０万円未満、第５段階が本人が

ていろいろ審査をされた、第１次審査、２次審査

市民税課税で合計所得金額が２５０万円以上、こ

−２９０−

ういう形で保険料を決定していくと、こういうこ
とですけれども、今までの中でお話を聞かせてい

ります。
○議長（嶋本五男君） 松本君。５回目です。まと

ただいた中で、基本額が３，３５０円と聞いてます

めてください。

から、３段階の基本額から割り出していくような

○６番（松本雪美君） ちゃんと答えてもらえなか

形になってると思うんですが―この出していた

ったら、そういう形で言われたら困りますわ。

だいた資料ですね。

○議長（嶋本五男君） いや、先ほどから何回か申

私は、どういう方が第１段階、どれぐらいの所

し上げてます。

得の人から、収入の方から、保険料を年金から差

○６番（松本雪美君） 月額で１万５，０００円から

し引くというようなことになるのか。随分低所得

３万３，０００円ですか４，０００円ですか、老齢年

者の人たちから保険料を取らねばならないという

金の月額でそれぐらいしかいただいてない、それ

ような、すごくこの制度そのものに無理があるな

ぐらいしか年金収入のない人ですね。１万５，００

と思ってるんですが、この第１段階の人の収入の

０円から３万３，０００円ですか、その人たちが１

状況ですね。年金から引かれる人たちの額という

２年度、それから１３年度、１４年度―１４年

のは、大体、月でいうたらどれぐらいになるんで

度にはもう全部１００％になるわけですよね。減

しょうか。

額の中身がなくなって、１４年度からは当たり前

○議長（嶋本五男君） 松本議員に申し上げますけ

になると、こういう制度だということで、この条

ども、回数制限がありますので、上手に質問して

例の中では私はそういうふうに見てるんですが、

ください。谷健康福祉部長。

そうすると、計算すると３，３５０円の０．５ですね。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

０．５掛ける費用ということになってますから１，６

ちらの持ってる資料で、老齢福祉年金の支給額は

７５円ですね。これが毎月毎月、１４年からは引

幾らかという御質問です。大体、月額３万３，００

かれていくわけですね。年額にして２万１００円

０円程度だと思います。そして、年額で約４０万

ですね。わずか１カ月１万５，０００円やから、年

２，０００円ぐらいがこの老齢福祉年金の支給額と、

額にして１８万の人から２万１００円が引かれる

このように聞いております。ですから、これは最

ことになるわけですよ、介護保険料としてね。

高支給額ということで、老齢福祉の……（松本雪

こういう人は、国民健康保険も当然払わなあき

美君「最低を聞きたいんです。幾らから幾らまで

ませんよね、保険にも入ってられるわけですから。

と聞いてるんですよ」と呼ぶ）

そうすると、国民健康保険は７万円ぐらい払わな

今、私申しましたのは、老齢福祉年金の最高と

あかん額になりますね。そういうことにしますと、

いうんですか、支給額ということで説明させてい

もうわずか１８万の人が医療保険とそれから介護

ただきまして、あと当然、加入期間というんです

保険だけでももう８万円以上払わなあかんような

か、それによって差が出てくると思いますけども、

ことにもなるし、しかも、もし介護保険を利用し

その辺についてはつかんでおりません。

ていろんなサービスを受けると、こういうことに

○議長（嶋本五男君） 松本君。

なれば、またサービス料を支払わなあかんように

○６番（松本雪美君） 私が聞いてるのは、この第

なるわけでしょう。だから、本当に大変な負担が

１段階で月額にして幾らの年金のある人から引か
れることになるんですか、幾らから幾らまでの人

低所得者の人にかぶさってくるわけですよ。
だから、私はこういう人たちに対して、当然第
１段階の方も、第２段階、全世帯の方が市民税非

のことを言うんですかと聞いてるんですよ。
○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

課税の人も含めて、ほんとにボーダーライン層の

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

人たちがこの第２段階の方たちですわ。市民税非

の介護保険料ですね。年金の方から天引きされる

課税の世帯の人やからね。そういう人たちが十分

分につきましては、月額１万５，０００円以上の方

にこの介護保険制度が利用できるわけではないく

から年金から天引きされるということになってお

らい大変な負担はあるけれども、しかし、せめて
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６５歳以上のお年寄りの介護保険料を市独自で上

られております。

乗せをしていくと。上乗せをして減免の制度です

それから、さらに第１号被保険者の保険料につ

ね。そういうものをちゃんとつくっていかねばな

いては、これはすべての方でございますけれども、

らないんじゃないかなと思うんですよ。

半年間は無料、そしてあとの１年間は２分の１を

今度のこの制度を見ましたら、９条の（２）のと

軽減すると、こういった低所得者対策がまず国の

ころには、「保険料を徴収することとした場合、

方でもとられてます。ですから、我々としまして

その者の生計を維持することが困難であると認め

は、まずこの制度を基準に考えてまいりたいと、

られるとき。」には減免するというようにうたわ

このように考えております。

れてますけれど、そういう点からいっても、この

ただ、あと市単独の、介護保険料について独自

制度そのものが特別に泉南市が高齢者のために上

に何か考えていないのかということでございます

乗せをしていく施策の中身、減免ですね。減免が

けれども、この第９条の１項第２号に、「その者

この９条の（２）に当てはまるのかどうか、その辺

の生計を維持することが困難であると認められる

のところについてお答え願いたいと思うんですが。

とき。」と、こううたっております。この辺につ

○議長（嶋本五男君） この際議員各位に申し上げ

きまして、第１号被保険者につきましては、半年

ます。この件は、５件が一括上程されております

間徴収を猶予されるという期間もございますので、

ので、８回まで発言を許可いたしますので、その

そういった間でこれらについてまたさらに検討を

つもりで質問の方をよろしくお願いします。谷健

加えてまいりたい、このように考えておりますの

康福祉部長。

で、よろしくお願いしたいと思います。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

○議長（嶋本五男君） 松本君。

ず、保険料に関する低所得者対策についてでござ

○６番（松本雪美君） 検討を加えていくと、こう

います。この保険料の分につきましては、現在法

いうふうにおっしゃいましたが、私は今のこの状

制度である程度一定低所得者対策がなされており

況、最初に質問させていただいたように、わずか

ます。

１万５，０００円の人が１，６７５円引かれるわけで

まず、先ほど言われましたように、この保険料

すよ。１８万の人が２万１００円保険料が引かれ

については５段階に区分されておりまして、そし

るわけですよ、年金から。こんな人が本当に今国

て低所得者については、まず２５％あるいは５０

が示しているいろんな軽減措置―いろいろと違

％という軽減が行われるということが１つ。

いますわ。今、谷さんが説明しはったような軽減

それから、続きまして今度はこれは高額介護サ

措置、泉南市が示した、この生計を維持すること

ービス費といって、一定以上、例えば介護サービ

が困難であると認めるときには軽減するとおっし

スの費用が一定上限までいきますと、それ以上は

ゃいましたけれども、ただこれだけでこの人たち

払わなくて逆にこちらの方に返ってくるという制

が本当に介護保険の保険料を生活を守りながら納

度がございます。それにつきましては、まず世帯

めていくことができるかどうか、こういう人たち

全員が市町村民税非課税の方の場合は上限が２万

にこそ、低所得者の人たちにこそ、やっぱり温か

４，６００円、それから老齢福祉年金等の分につき

い施策として泉南市が上乗せをする制度をつくっ

ましては１万５，０００円とされておりまして、あ

ていかねばならないんじゃないかなと、こう思う

る程度低所得者層に過重な負担が生じないように

んですよ。

配慮されていること、これが２点目でございます。

だから、その辺についてもうちょっと、私、市

それから、続きまして、これは実際にサービス

長に先ほども市政運営方針を立てておられて、本

を受ける段でございますけれども、ホームヘルプ

当に高齢者すべてが必要なサービスを受けるよう

サービスを現に利用している方々につきましては、

にできるよう、サービス需要に対応できる供給体

低所得者につきましては、当面３年間は利用者負

制もつくる、それから高齢者の福祉サービスの水

担については３％とするといったような対策もと

準を低下させない、在宅福祉の人たちにも高齢者
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施策に取り組んでいく、温かい施策を取り入れる

例えば近隣の市町村等がどういった形でこの介護

んだというようなことをおっしゃられてるわけで

保険制度を運用していくかというところも我々と

すから、介護保険制度、高齢者施策全般との調和

しては参考にしていきたいと、このように考えて

を図りながら医療・保健・福祉が相互に連携して

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。

制度の円滑な導入を図ると、こういうふうにおっ

○議長（嶋本五男君） 松本君。

しゃってて、弱い人たちを切り捨てるというよう

○６番（松本雪美君） 考えていかねばならないと

なことがね、実際やられた場合、わずか１万５，０

思っていると言いながら、その半年後にどうする

００円の人から保険料を支払わなあかんのですよ。

のかと私は聞いてるんです。やるのかやらないの

その辺を市長さんはどのように考えておられるの

か、やるつもりで事務、いろんな調査をしてるの

か。ちゃんとした温かい施策を講じるということ

か、そのことをきちっと答えていただきたいんで

で、私は市長にちょっと答えていただきたいなと

す。考えているとか検討するでは、はっきりとし

思うんです。

た、私たちがこの介護保険制度導入によって安心

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

して暮らしていけるかどうかと不安を抱いてる人

〔松本雪美君「市長に答えてて言うてる」と呼

たちに、何も答えてあげることができないわけで

ぶ〕

すよ。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 平

だから、この半年間は国も介護保険料の徴収を

成１２年、ことしの４月から介護保険制度が導入

猶予するということで、こういうふうに決めたわ

されまして、そしてこの介護につきまして、要す

けでしょう。そして、１０月からは保険料を徴収

るに社会全体で介護を行っていこうという制度で、

する形になるわけですから、それまでの間にやる

この介護保険制度を導入したわけでございます。

のかやらないのかどちらかということを私はきち

ただ、我々思っておりますのは、この介護保険の

っと今のこの時点で私たちにも聞かせていただい

分につきまして、１つの制度であるということで

て、そしてみんなが安心できる制度にしようじゃ

すね。これをまず大前提に考えなければならない

ありませんか。考えてるとか検討するでは、安心

と、このように考えております。

できないわけですよ。

ですから、あくまでも国が示しております基準

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

となるものについて、まず我々としては、それで

○助役（上林郁夫君） ４月１日は、私どもはやは

最初はスタートしていきたいと、このように考え

り法上の減免なり法上の支援でやっていきたい。

ております。そして、あとその減免制度の問題と

減免の件は、今のところ我々としては検討さして

かいうのは、またこれからの問題として我々も考

いただきたいということで、やるとかやらないと

えていかなければならないと思いますけれども、

いうことは今現在は答えられません。当初６カ月

現在、減免とか、あるいは低所得者対策について

も法上では保険料は取らんということになってお

は、先ほど申しました、今現在国が考えておりま

りますので、できるならばその６カ月の間に検討

すそういった制度もございます。ですから、そう

さしていただきたいということでお願いをしてお

いったもので、最初はその低所得者対策という形

ります。その辺だけ御理解をお願いいたしたいと

で我々はとらえていきたいと、このように考えて

思います。

おります。

○議長（嶋本五男君） 松本君。８回目です。まと

ただ、先ほど申しましたように、あとまだ半年

めてください。

間その保険料について徴収猶予という期間もござ

○６番（松本雪美君） 何度も同じようなことをオ

います。それとまた、この制度については、当然

ウム返しで言うようですけれど、本当にこの低所

広域的にもどういった形で制度が運営されていく

得者層の人たちは、介護保険導入によってまた新

かということも我々念頭に置かなければならない

たな負担を強いられるわけですわ。だから、この

と、このように考えております。といいますのは、

制度が導入されるときにきちっとした対応をして
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あげとかないと、これから半年間やるのかやらな

いきません。やはり十分な検討をさしていただき

いのかわからない、減免制度ができるのかできな

たいということで御理解をお願いいたしたい。

いのかわからないような中では―答えられませ

○議長（嶋本五男君） 現在、質疑の途中でござい

んとはっきりあなた言いましたけれども、全国的

ますが、お諮りいたします。本日の日程は全部終

に見て、あちらこちらの市町村で新たに市独自で

了いたしておりませんが、本日の会議はこの程度

減免措置を実施するんやというところが幾つも出

にとどめ延会とし、明１４日午前１０時から本会

てきているじゃありませんか。あるでしょう。

議を継続開議いたしたいと思います。

私たちは介護保険料を４０歳から全部のお年寄

これに御異議ありませんか。

りを、６５歳以上のそういう寝たきりの人も、そ

〔「異議なし」の声あり〕

れからそれこそつえをついてでも病院へ行けるよ

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

うな、そういう人も含めて私たちが守っていく制

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

度でしょう。元気な者が保険料を払って守ってい

１４日午前１０時から本会議を継続会議すること

く制度でしょう。だから、低所得者の人たちに対

に決しました。

する施策も、私たちがその人たちのためにお金を

本日はこれをもって延会といたします。

出している以上、当然その施策そのものは市がき

午後４時４９分 延会

ちっとした形で、こういう条例を提案するときに

（了）

は、救済する制度をつけて出してくるのは当たり
前ですよ。これではこの９条の２号に掲げるだけ、
保険料を徴収することとし、その者の生計を維持
することが困難であると認められたときには減免
するとなってますけれど、こうした６５歳の１万
５，０００円しか年金もらってないような人が、頭
から天引きでお金が引かれていくわけですよ、１
年間に２万１００円も。
こういう人たちの救済措置をきちっとした形で

署 名 議 員

提起してくるのが行政の仕事でしょう。弱い人を
切り捨てるんですか。ちゃんとはっきりとした立

大阪府泉南市議会議長

嶋 本 五 男

大阪府泉南市議会議員

巴 里 英 一

大阪府泉南市議会議員

井 原 正太郎

場で、これから後私たちは待ってていいんですね。
検討するということは、そういう低所得者を救済
するような減免措置をするような規則なり何なり
をきちっと提起するということを待ってていいん
ですね。
○議長（嶋本五男君） 上林助役。
○助役（上林郁夫君） 一応制度上では、議員おっ
しゃるとおりこの条例にも減免はすることになっ
ております。先ほどもおっしゃるとおり、我々は
法上の減免なり支援をまずやらしていただきたい
ということで、その間、特に６カ月の間にそうい
う面を十分検討せざるを得ないんじゃないかとい
うことでございます。
ただ、今待ってたらいいとか、そういうことを
言われると、はい、わかりましたというわけには
−２９４−

