
午前１０時１分 開議

○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。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、２１番 北出寧啓議員からは遅参の届け

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において４番 市道浩高君、５番

大森和夫君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第１３号 泉南市被用者

保険の被用者等に対する医療費の助成に関する条

例等の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１３号、泉南市被用者保険の被用者等に対す

る医療費の助成に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について御説明を申し上げます。

国民健康保険法では、被保険者資格証明書を交

付された世帯に属する被保険者が医療機関等にか

かったとき、当該被保険者は医療費の全額を窓口

で支払い、保険者等は世帯主または組合員に対し、

その療養に要した費用について特別療養費を支給

されることとされております。

この特別療養費の支給に当たりましては、平成

９年１２月１７日の国民健康保険法改正により、

保険料を滞納している世帯主または組合員に対す

る保険給付の一時差しとめに関する規定が義務規

定として改正され、平成１２年４月１日から施行

されることになっておりまして、医療費助成制度

の受給者にもその影響が生じることに伴い、法律

の施行と同時に所要の改正を行うものでございま

す。

－３５４－

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（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。 小山君。

○２番（小山広明君） 今の助役の御説明で、受益

者というんか、受給者にも影響が出るという文言

があったんですが、具体的にどういうような影響

が出るのかですね。これは議案書にも書いてあり

ますように、いわゆる義務規定として改正される

ということですから、今までとどういうように運

用が変わってくるのか、またいわゆる被保険者が

どういうような状態になるのかを説明いただきた

いと思います。

○議長（嶋本五男君） 味若健康福祉課長。

○健康福祉部健康福祉課長（味若秀治君） 小山議

員の御質問にお答え申し上げます。

介護保険法の施行に伴いまして、４月１日から

健康保険法が変わります。国民健康保険法で納期

限から一定期間滞納された場合、保険証を渡さず

に資格証明書というのを渡すこととなってござい

ます。その場合、本人さんは一たんかかった医療

費の全額を立てかえるということになってござい

まして、本人さんが保険で１０割渡すわけですか

ら（小山広明君「何」と呼ぶ）、保険で一たん全

額を立てかえますので、立てかえた後、国保の方

から７割、医療の助成制度から３割払い戻しても

らうというような制度でございます。

４月から施行になりますが、資格証明書を渡さ

れる一定期間の滞納という期限でございますが、

おおむね１年間滞納した場合、資格証明書を渡さ

れるという形になってございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） だから今の説明で、今現行

でもそうしておるわけでしょう。それをいわゆる

義務規定になったということで、受給者にはどう

いう影響が出るのかですね。だから、今まで義務

規定でないからどういうふうに運用をしておった

のか、そして今後この条例の改正によってどうい

うように変わるのかという、その変わった部分を

きちっと明確に御説明をいただきたいと思います。



それから、１年以上滞納された方に資格証明書

を出すということですが、じゃ１年未満の方はど

ういうようになるのか、その辺もちょっと説明を

いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 味若健康福祉課長。

○健康福祉部健康福祉課長（味若秀治君） お答え

します。

今まで受給者ということがどう変わるんかとい

うことなんですが、まず国民健康保険に加入され

ている方につきましては、もともと医療にかかっ

た場合、１０割が医療にかかるとしますと、７割

が国民健康保険から保険でかかるわけですね。残

りの３割の医療助成を受けてる方については、医

療助成の方からいくというような形になります。

介護保険の施行に伴いまして、健康保険法の改

正がされたわけですね。その改正された、保険給

付の一時差しとめというような形になってござい

ます。納期限から一定期間ということで、今現在

のところは、１年間滞納していた場合は保険証を

取り上げて、資格証明書を交付するというような

制度に変わりました。資格証明書を渡された場合

は、本人さんは医療費がかかったとき１０割払わ

なあかんわけですね。その１０割を一たん立てか

えた後に国民健康保険の方に請求しまして７割分

をもらうと、残りの３割分を医療助成の方からも

らうというような形になります。（小山広明君

「現在でもそうなんですか」と呼ぶ）

現在は、資格証明書がない場合はもちろん７割

は保険でいくから、残りの３割を自己負担すれば

いいということですね。ただ、３割ですけども、

医療助成の資格者につきましては、その３割分を

医療助成で見てるという制度でございます。です

から、本人はただというような形ですね。

もともと国保でいいますと、仮に１万円医療費

がかかるとしますと、７，０００円国保でいってる

わけですね。７，０００円の分を国民健康保険で払

ってもらってるわけです。残りの３割を自分が自

己負担するというような制度ですけども、医療助

成を受けてられる方については、残りの３，０００

円につきましても医療助成で見てるから、もちろ

んただという形になるわけです。

今回、国保の滞納者対策という形で、ある一定

－３５５－

期間、今の場合、１年間ぐらい滞納してる場合は、

その保険証を渡さずに資格証明書というのでいっ

てもらうということなんです。その場合は、全額

自分で払わなあかんということです。ということ

になります。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今回の改正で変わったとこ

を明確にその違いを御説明いただきたいというこ

となんですがね。今回のこの条例改正で、これま

ではこうであったんだけども、今後はこうなると

いうその違いを明確にしてもらいたいと思うんで

すよ。ちょっと今のところでは、何がどう変わる

のかということだけきちっと御説明いただきたい。

○議長（嶋本五男君） 味若健康福祉課長。

○健康福祉部健康福祉課長（味若秀治君） お答え

します。

今までその特別療養費というのが条例の中に含

まれてなかったということで、今回介護保険に伴

いまして、特別療養費がある可能性がありますの

で、その特別療養費を加入したということでござ

います。もし、滞納して全額払わなあかん場合、

本人に不利益になりますので、その分で残りの３

割分を払うという制度をつけ加えたということで

ございます。

以上でございます。

○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。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１３号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第３、議案第１４号 地方分権の推

進を図るための関係法律の整備等に関する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。

議案書を朗読させます。



○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１４号、地方分権の推進を図るための関係法

律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について御説明を申し上

げます。８９ページ以下でございます。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律が平成１２年４月１日から施行され、

関係法律の一部が改正されることに伴いまして、

泉南市市税賦課徴収条例のほか９条例において必

要な規定整備を行うものでございます。

それぞれの改正内容といたしましては、９１ペ

ージ以下でございますが、泉南市市税賦課徴収条

例、第１条及び泉南市防災会議条例、これは９５

ページの第１０条でございますが―につきまし

ては、法律条番号を引用している部分について、

条番号が変更されたことに伴う改正でございます。

また、泉南市社会教育委員の定数及び任期に関

する条例、第２条、それから泉南市公民館条例、

第３条及び泉南市立文化ホール条例、第４条につ

きましては、附属機関の設置及び組織に関する規

定の改正、泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等

に関する条例、第５条につきましては、手数料の

徴収に係る根拠規定の改正、泉南市汚水処理施設

管理条例、第６条、市営住宅管理条例、第７条、

泉南市下水道条例、第８条及び泉南市水道事業給

水条例、第９条につきましては、過料規定に関す

る改正をそれぞれ行いますほか、字句等の改正を

あわせて行うものでございます。

なお、事前に正誤表を配付させていただいてお

りますが、泉南市公民館条例の改正に伴いまして、

同条例を引用しております泉南市公民館使用条例

の一部改正を行うべきところが抜けておりました

ので、附則の８の次に附則９を追加いたしました。

おわびの上、御訂正をお願い申し上げます。

簡単でございますが、説明とさせていただきま

す。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ

ます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

－３５６－

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、旧条例の改正という御

説明をいただいたんですが、もう少し条例の中身

に入ってわかるように御説明いただきたいと思い

ます。

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） それでは、私の方か

ら市税の賦課徴収条例の一部改正についてお答え

いたします。９１ページでございます。

第８条１項中、これは納税証明書の交付の手数

料でございまして、手数料条例の字句の修正でご

ざいます。

次に、１８条関係ですけれども、これは所得控

除、いわゆる市民税のこれも字句の修正でござい

ます。４２条の９、１項でございますけれども、

これは退職所得の申告書でございまして、地方税

法の改正によるものでございます。内容的には従

来どおりでございます。

４３条６項中は、固定資産税の納税義務者等と

いうことでございまして、これはいわゆる法の規

定の改正によるものでございます。第５０条５項

中でございますけど、これは固定資産税の課税標

準ということでございまして、これはただし書き

で字句の修正でございます。

５２条の２第１項第３項中ですが、これは施行

規則第１５条の３、２項の規定による補正の方法

の申し出でございまして、これは固定資産税の免

除規定、これも数値的には変わりませんが、土地

３０万円、家屋２０万円、償却資産１５０万が免

税点ということになってございます。

８３条でございますが、これは原動機付自転車

及び小型自動車の標識等の交付のときの字句の修

正でございます。

以上で市税賦課条例の今回の改正の内容でござ

いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 私の方から、泉南

市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の一

部を改正する条例の改正内容について御説明申し

上げます。

これにつきましては、分権一括法による関係法

律の改正によりまして、附属機関について必ず置



かなければならないとされていた規制が緩和され

まして、設置するかしないかは市の判断にゆだね

られることとなりました状況下、当該附属機関が

法により設置されるものか、または市において自

主的に設置されるものかを明らかにすることが必

置規制の弾力化の趣旨に合致するものであります

ことから、本条例について設置規定を置くもの等

の改正を行うものであります。その他本件改正に

合わせまして、必要な字句の改正を行うものであ

ります。

そしてまた、泉南市公民館条例の一部を改正す

る条例でありますが、改正内容といたしましては、

館長の人選について運営審議会の意見を聞いた上、

任命することとなっていたものが、今回の法改正

によりまして、運営審議会の意見を聞く規定が削

除されたため、これに合わせ、同様の規定をして

いた部分について削除する改正を行うものであり

ます。

そして、運営審議会の構成員の要件につきまし

て、法により子細に定められていた部分がより幅

広い範囲により人選することができることとなっ

た改正が行われましたが、当該構成員の要件を規

定する部分は法律の規定領域であることから、本

条を削除するものであります。その他本件の改正

に合わせまして、法律の規定領域と重複する規定

を置いている部分について、整理を行う改正を行

うものであります。

そして、泉南市立文化ホール条例の一部を改正

する条例でありますが、改正内容といたしまして

は、泉南市文化ホール協議会の構成員の要件につ

いては、法律による枠組みはないが、社会教育法

の規定による構成員要件を準用いたしまして、子

細な構成員要件からより幅広い範囲より人選する

ことができるよう規定を改正するものであります。

現行規定は市内にある学校の代表者とか社会教

育関係代表者とかいうふうになっておりましたが、

改正の内容としましては、「学校教育及び社会教

育の関係者並びに学識経験のある者」というふう

に変わる内容であります。それから、その他本件

の改正に合わせまして、必要な字句の改正を行う

ものであります。

以上であります。

－３５７－

○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

にお答えします。

９４ページでございます。泉南市廃棄物の減量

化及び適正処理等に関する条例の改正でございま

すが、従来は一般廃棄物処理業の許可申請等とな

ってございましたが、今般、一般廃棄物処理業と

浄化槽清掃業の２点に明確化したものでございま

す。

続きまして、汚水処理施設管理条例の一部改正

でございますが、これにつきましては、過料を１

万円から５万円に改めるものでございまして、地

方自治法第１４条の改正に伴い、本市条例の改正

も行ったものでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） ９５ページ第７条につ

いて御説明を申し上げます。

市営住宅管理条例の第４９条を改正するもので

ございまして、これにつきましては過料の変更と

いうことでございます。今まで不正行為等によっ

て徴収を免れた額の５倍に相当する額以下という

ことでございましたが、額の最低限度額を５万円

に設け、また家賃以外に駐車場の使用料も入れた

ものでございます。

○議長（嶋本五男君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） 第８条、下水道条例

の一部改正でございます。この条例でございます

が、過料１万円であったものを５万円に変えるも

のでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 私の方から、９５ペー

ジの泉南市水道事業給水条例の一部改正というこ

とで、これにつきましては、地方自治法の第２２

８条の第２項、分担金等に関する規制及び罰則と

いうことで、これにつきましては過料を改めると

いうことで、従来１万円のものを５万円にという

ことでございます。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 泉南市防災会議条例

の一部改正でございますけれども、この第１条で



改正しております第５項を第６項にという根拠で

ございますけれども、災害対策基本法第１６条の

５項を受けておりましたけれども、それが法改正

によりまして、第６項に変わったということの中

で、この部分の改正でございます。

それと、あとにつきましては、字句の修正、ま

たは平仮名等を漢字に変えるとかいう字句等の修

正でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 間違いのない答弁をされて

おるんだと思いますが、なかなか聞いておってわ

かりにくいわけですので、もう少し説明について

は、確かに条文の改正でわかりにくいと思います

が、やはりかみ砕いて、一般市民が聞いておって

も、私たちも議員になるまでは一般市民でありま

すから、そういう市民の感性に合わせた説明もち

ゃんとしないと、なかなかよく中身はわからない

ということをいつも感じます。そういうことで、

一定正式な説明の後に一般の人に通用するような

言葉での御説明をぜひ今後は考えていただきたい

と思います。

それから、字句の改正という単純な改正もあり

ますし、また内容が変わったのもあるなというこ

とを思って聞いておりました。地方分権というわ

けですから、一般的にはこれまで国なり府なりが

持っておった権限が地方に移譲されて、地方の主

体性をこれから発揮していかなければならないと、

そういうようなことが言われておるわけですが、

そういうことと、今説明されたものから受ける印

象は、さして今までと変わらないものではないか

なという印象しか持ちません。

しかし、多くの地方分権一括法が出て、それが

地方にどういう形で出てくるのかというのが初め

てこういう形で議会に提案されたわけですから、

そういう地方分権というものが地方に与えてくる

具体的な影響について、もう少しきちっと説明い

ただかないと、なかなか今の説明ではわかりづら

いわけです。

今、説明いただいたところに戻って少し御質問

いたしますけれども、例えば９１ページからの教

育委員会の部分でございますけれども、市の判断

－３５８－

でというような説明もありました。それから、要

するにそういう審議会の意見を聞くというものが

削られたとなれば、もう聞かずに行政の方で自由

に人が人選できるのかなという思いを持って今聞

いたんですが、その辺はこの条例の改正によって、

泉南市としてはそういう社会教育委員の定数及び

任期に関する条例の中でどういうように運用され

るのか、この分権法というのは生かしていかれる

のか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。

それから、廃棄物の減量化及び適正処理等に関

する条例の説明のところでは、等というものがな

くなっていわゆる浄化槽というのが明確になった

ということでございますが、これは浄化槽という

ものが１つ明確になったということで、今後泉南

市ではこのことがどういうように運用を具体的に

されていくのか、御説明をいただきたいと思いま

す。

それから、過料の変更ですね。１万円が５万円

になったということで５倍になったわけなんです

が、詳しく説明のある９５ページの「金額の５倍

に相当する金額」、括弧の中に「当該５倍に相当

する金額が５０，０００円を超えないときは、５０，

０００円とする。」ということ。１万円でも５万

円取るというようにも読めるように思うのですが、

その辺は、ここはこうなってますけど、ほかは全

部１万円を５万円に改めということになっており

まして、全部そういうような内容になったのかど

うかですね。

それから、これは前の本会議でも議論がありま

したけれども、いろんな違法行為が、質の中で違

いがあるわけなんですが、一律に５万円というこ

とになって、市長の裁量でその額が決められるよ

うな議論もあったんですが、これもそういうよう

な個々の違法行為について額をあらかじめ要綱な

り何らかの形で決めておかないと、ちょっとその

辺が恣意的にやられないかなという不安があるん

ですが、そういうものは行政としてはちゃんとお

つくりになるのかどうかですね。その辺は案外５

万円というのは高いので、そういうものがありま

したらお願いをしたいと思います。

それと、分権法はたくさんあると言うけど、こ

れで分権法というのは終わりなのか、またこの後



にまだ出さないといけないけども、用意ができて

おらないから出しておらないのかですね。４百何

十本というのを数字的には記憶しとるんですが、

そういう地方に与えるような、そういう地方分権

に関する法律というのは、一体これで終わりなの

か、今後も出てくるのかですね。

いろいろ聞くと、いや専決でやるからと。普通

だったら周知期間とかいろいろありますから、１

２月議会とか９月議会に出てくるのかなと思って

たら、４月１日から始まるんですね、地方分権法

というのは。そうすると、この３月に出されたん

では常識的には周知期間も余りないわけですから、

そういう点ではまだあるけども、それは専決でや

ってしまうんじゃないかというのを聞いたことが

あるんでね。専決でやるというようなものもまだ

あるのかどうかですね。その辺の地方分権に関す

る全体的なスキームについても、ちょっと御説明

をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 社会教育委員の関

係でございますけれども、これにつきましては、

社会教育法第１５条におきまして、社会教育委員

を置くことができるということになっております。

それにつきましては設置規定を設定するというこ

とで、今回、題名も社会教育委員に関する条例と

いうことに改めまして、第１条に設置を見出しと

してつけさしていただいております。社会教育委

員を置くということになっております。

それから、公民館の運営審議会でございますけ

れども、公民館運営審議会を置くことができると

いうことでありましたけれども、これは置いても

置かなくてもいいわけなんですが、泉南市におき

ましては、審議会を置くという形で整理さしてい

ただいております。

以上でございます。

○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） 小山議員の再度の

御質問でございますが、浄化槽清掃業を明確にし

た件でございまして、これにより今後の浄化槽の

関係はどうなるのかという御質問でございますが、

この条項でいきますと今までどおりでございます。

これにつきましては、浄化槽の汚泥の引き取り
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を年１度することに決まっておりまして、それら

の業者への許可の件でございまして、議員御指摘

の浄化槽の件につきましては、環境整備課で合併

処理浄化槽の促進を全力で傾注していきたいと、

このように考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 今回の地方分権

の一括法につきまして説明いたします。

今回の地方分権につきましては、４７５件ござ

います。このうちの３件につきましては今回の４

月１日施行ではなく、まず１件目といたしまして

は国民年金の印紙検認事務の廃止関係、これにつ

きましては施行日が平成１４年４月１日からとい

うことでございます。

２件目につきましては児童扶養手当に関する事

務、これにつきましては施行日が平成１４年８月

１日からでございまして、３件目につきましては

地方議会の議員定数関係、これにつきましては施

行日が平成１５年１月１日からということになっ

ておりまして、この３件以外はこの４月１日から

の施行ということでございます。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律が平成１１年７月８日に可決されま

して、同７月１６日に交付されまして、この４月

１日から施行ということで、余り時間的な余裕等

もなかったということもございまして、地方分権

一括法に関連した最低限必要な条例改正及び条例

制定を今議会に提案しているものでございます。

今後、地方分権の推進を図っていく上で、主た

る制度改正の趣旨を踏まえて、自己決定、自己責

任のもとに住民ニーズに合ったきめの細かい行政

運営を図る必要があると思います。この行政運営

を図る上で、今後市の独自性を取り入れた条例改

正及び条例制定等が必要であると考えております。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） 答弁漏れはありませんか。

（小山広明君「過料の問題」と呼ぶ） 佐

野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 私、先ほども御答弁さ

していただきましたように、地方自治法の第２２

８条の第２項ということで、分担金等に関する規



制及び罰則ということで、今回１万円から５万円

ということの過料の改正があったわけですけども、

ここに書いておりますように、５倍に相当する金

額が５万円を超えないときは５万円とするという

ことでございますので、これにつきましては、詐

欺その他不正行為ということの中で、分担金とか

使用料あるいは加入金等々、罰則、違反処分とい

うのを条例の中で設けてるわけですけども、これ

に対する罰則の相当額が５倍に相当する金額を超

えないときは５万円とすることでございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今、佐野さんから御説明あ

ったので、詳しく書いてあるのは、この９５ペー

ジの市営住宅の部分だと思うんですが、この文言

でいくと、その５倍に相当する金額が５万円を超

えないときは５万円とするということになると、

１万円でも５万円取るのかということに読めるん

ですけどね。

普通だったら５万円を超えるときは５万円とす

るというんだったらわかるんだけども、超えない

ときは全部５万円取るというように思うんですが。

それで、本文でいうたら５倍ですね。免れた金額

の５倍を取ると。

しかし、どこまで取っても５万円以上は取らな

いよというんだったら、ちょっと整合性かあるん

だけどね、ここに言う超えないときも５万円取る

という文言。それからほかはずっとこういう説明

がないんですが、全部こういう仕組みになってお

るんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 最低が５万円というこ

とでございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、計算した結果、

５倍に相当するもんが例えば１，０００円とか５，０

００円でも５万円を取ると、こういうことなんで

すか、これ。そうしたら、５倍とかいう意味なく

なるんやないかな、逆に。全部５万円取るんでし

ょう、ここの文言でいうたら。ほかでは５万円以

下の過料とすると書いてあるんですよね、全部。

だから５万円以上は取らないということですよ。

それまでにちゃんと措置したらいいんでね。ほか
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のとこではもう無限大に取るんですか、５倍を。

ほかは以下になっとるからね。今までの項では全

部以下でしょう、１万円までとか。だからその金

額が入っとるんで、別に上限が無制限というんで

あれば、こういう金額を入れる必要ないわけです

ね、５倍とするでいいわけですから。ここはちょ

っと読みにくいので、きちっとわかるように説明

いただきたい。

それから、馬野さんのお話では、４７５件ある

うち３件はちょっとずれるんですね、実施期間が。

今回出たのは９案件ですね、我々のとこに。この

後、地方自治体に全部該当するんかどうかわかり

ませんが、今後は条例として出てくるのか、専決

としてやるということもちょっと聞いておるんで、

そういう専決でやる部分もあるのかどうかですね。

というのは、４月１日から始まるわけでしょう。

４月１日までにその条例整備をちゃんとしとかな

あかんのじゃないでしょうかね。

それと、今回出されたものについては、地方分

権と言われているものによる条例改正とは思えな

いですね。案外、地方の責任、地方が主体的に独

自に条例をつくれるんだと、法律の範囲内でです

ね。今出された９議案というのは、市独自性はあ

るのかどうか、横並びでどこの自治体でも同じよ

うな内容で出してきておるのかですね。それで独

自性というんであれば―字句の訂正程度ですか

ら独自性はないと思いますが、今後そういうよう

なほんまの意味の地方分権による条例が出てくる

ということになるのかどうか、御説明をいただき

たいと思います。

教育委員会の分については、現在泉南市はそう

いうものが置いてあるから、今までは置いてもい

い、置かんでもいいというものであったけども、

置いておったから特に違いはない、こう理解して

いいんですね。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 再度御説明申し上

げます。

公民館運営審議会におきましては、置くという

ことになっておりましたが、置くことができると

いうことになりまして、そのあたり置いても置か

なくてもどちらでもいいというふうに緩和された



ような状態があります。しかしながら、泉南市に

おきましては、公民館運営審議会は置くとしたい

ということでございます。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 地方分権一括法

ですけども、今回４７５件ということで、３件に

ついては若干時期がおくれますけども、この４７

５件につきまして、第５次勧告ということで４７

５件ということでございまして、今後第６次、第

７次、何番まで続くかわかりませんけども、勧告

があると思います。それに伴いまして若干ふえて

くると思われます。これにつきましては、まだ今

全然決まっておりませんので、ちょっと内容につ

きましてまではわかりません。

それと、今回この地方分権一括法についての条

例の改正等につきましては、余り時間的な余裕も

なかったということで、今回最低限必要な部分の

条例改正、また条例制定を行ったわけですけども、

今後いろんな施策があると思いますけども、地方

分権のそういうふうな施策を進めていく上で、ま

たいろんな条例改正、条例制定等が出てくると思

います。その時点で十分審議をして、条例制定、

改正なりをやっていきたいというふうに考えてお

ります。（小山広明君「専決はないんやな。専決

はしないの」と呼ぶ）いや、その辺は私は今後の

検討ということで、それはまだ今のとこわかりま

せん、どうなるか。

○議長（嶋本五男君） 小山君。５回目です。まと

めてください。

○２番（小山広明君） 大変内容が多い議案ですの

で、議長にはちょっと配慮いただきたいんですが、

ちょっと今の答弁を聞いとってもよくわからない

んですが、４７５件出て９件出たと。３件は後と

してもですね。この件でどうなるかということを

聞いとるんですよ。６次か７次とかこれからふえ

て、４７５プラス何か出てくるのはわかるんです

けどね。しかし、４７５件出て今回出ておるのは

９件だけでしょう。しかし、４月１日から始まる

わけでしょう。そういうような条例対応をしとか

んでいいのかということを聞いとるんですよ。そ

れは始まるわけですから、専決でやらざるを得ん

わけで、議会はないわけですから、特別に今から
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議会を招集したって間に合わんわけですから。し

かし、４月１日に始まるわけでしょう。そういう

絡みではどうなるのかということを聞いとるんで

すよ。

それと、金田さんの答弁では、今までは置くと

なっておったのが、これからは置いてもいいし、

置かんでもいいということになったと、こういう

答弁なんですね。そしたら、泉南市としては置か

なければならないということだったから置いとっ

たんですね、今まで。これからは置かんでもいい

ということになったんですか。そしたら、置かな

いのか。あなたそう言ったでしょう、今。

要するに今までは置かなければならないとなっ

ておったと。これは間違いないですね。今度の改

正で置いても置かんでもいいようになったと。置

かんでもいいとなったというんでしょう。ちょっ

と後退じゃないかなと思うんですね、地方分権か

らいうたら。それは間違いないですか。

そうなってくると、今まで置いとったものは置

いても置かんでもどっちでもいいわけですから、

泉南市としては置くのか置かんのか。これは置く

ということですからいいですけどね。ちょっと地

方分権の趣旨からいうたら、その答弁でいいんで

しょうか。ちょっと間違ってないかなと思うんで

す。

それから、さっきの５万円の問題は答弁いただ

いてないんですけども、ちょっとこれ矛盾しない

んですかね、この５万円という扱いについては。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 設置するかしない

かは市の判断にゆだねられるということになりま

して、今までは必ず置かなければならないという

ことでありました。しかしながら、泉南市におき

ましては従来から置いておりました。ですから、

一応市の判断にゆだねられるということなんです

が、泉南市としては設置すると、置くということ

でございます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 過料の御説明を住宅管

理条例の改正でさせていただきたいと思います。

まず、現行は、市長は入居者が詐欺その他の不

正な行為により、家賃の全部または一部の徴収を



免れたときは、その徴収を免れた額の５倍に相当

する額以下の過料を科することができる、という

ことでございましたが、今回過料の最低限度を５

万円と定めるものでございます。例えば、１，００

０円の不正行為をして免れたということでしたら、

計算上は５，０００円になるわけでございますが、

最低額の５万円を科すということでございます。

それと、５倍の過料というのは、これは従来ど

おりでございまして、例えば１０万円の不正行為

によって免れた額といたしますと、５０万円を限

度として過料を科すということでございます。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 今回４７５件、

３件はちょっとおくれますけども、これで今議会

に条例をお願いしている分について今後行ってい

くわけですけども、先ほども申しましたように、

今後地方分権を進めていく上でいろんな施策等が

出てきますので、それらにつきましては、その時

点で条例改正、また制定等の検討を行っていくと

いうことでございまして、専決ということにつき

ましては、基本的には考えておりません。

○議長（嶋本五男君） 答弁漏れはありませんか。

島原君。

○１７番（島原正嗣君） 簡潔に３点ばかりお伺い

をしたいと思います。前任者と重複する部分も若

干ありますが、これはできるだけ簡単に質問をい

たしたいと思います。

御存じのように、地方分権一括法は４７５本と

いう御答弁もございましたように、４７０本程度

の法律が出ているわけでありますが、これはなか

なか我々も勉強しても一遍に一夜漬けにはまいり

ません。前任者の質問にもありましたように、こ

の地方分権法というのは、地方自治体における極

めて重要な法的要件をなすものでありますし、ま

たそのことによって市民生活もかなり変化する部

分もございます。

そういった意味で、今の御答弁を聞いてますと、

そのときそのときに状況判断をして条例なり規則

をつくっていくと、こういう御答弁もございまし

た。しかし、大事な法律でありますから、地方自

治体は地方自治体として課せられた課題に対して、

きちっと整理をしておくということが大事ではな
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いかなと思うんですが、これらの地方分権法に対

する本市としての基本的な考え方をもう一度御答

弁していただきたい、これが１点です。

もう１点は、この議案書の９２ページでござい

ますけれども、第２条「公民館に館長その他必要

な職員を置く。」と、こういうことで書かれてお

るわけでありますが、本市にも公民館というのは

いろいろございますけれども、この定義は一体ど

のように認識をしたらいいのかですね。

全部の公民館にこういう館長を置くのか、ある

いは職員を置くのか。現在、館長のおるところも

ありますし、地域的に見て職員も全然おらない公

民館もあるわけであります。そういった意味で、

どのようにこれらを考えておるのか、御答弁をし

ていただきたい。

次に、３点目は、９３ページでございますけれ

ども、第４条、第５条第２項で、協議会の委員は

学校教育、社会教育関係者並びに学識等の経験を

有する者を教育委員会が任命をすると、こうある

わけでありますが、現在はどういうふうな人選、

選考をしておられたのか、その内容等について御

答弁をしていただきたい。これは条例を見れば何

人ということはわかるわけでありますが、この人

員なり委員会の定数は何人なのか、あわせて御答

弁をしていただきたい。

それから、９３ページでございますけれども、

これはそれぞれの解釈条項によると思うんですが、

例えば第４条の第１６条中の「取り消し等」を

「取消し等」にと「を」を「に」に変えていくと。

「委員会はその責」を「、委員会は、その責」に

改めると、こういうことが記載されておるわけで

ありますが、この解釈はどのようにしたらいいの

か、ちょっと御答弁をいただきたい。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 島原議員の御質問

にお答え申し上げます。

まず、公民館でございますけれども、今現在、

公民館におきましては現状５カ所ございます。そ

の中で今機能しておりますのが４カ所でございま

す。そして、そのうち現在公民館長は１名という

ことで、１名が任命されております。その１名で



もって、その他の公民館も統括的に処理を行って

いるということでございます。

それから、文化ホールの関係でございますけれ

ども、文化ホール協議会、これにつきましては１

２名以内ということでありますけれども、現在８

名の委員さんによって運営をお願いしております。

その中身といたしましては、現在、市内にある学

校の代表者、それから社会教育団体の代表者、そ

れから社会教育委員会の代表者、そして公民館運

営審議会の代表者、それから学識経験者という範

囲の中で任命されております。

今回の改正に当たりましては、協議会の委員に

つきましては、学校教育及び社会教育の関係者並

びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命

するということに改められるものでございます。

そして、９３ページの「取り消し等」を「取消

し等」に、「委員会はその責」を「、委員会は、

その責」に改めるということは、これは字句の整

理、文言の整理でございまして、「取り消し等」

は「り」がなくなりまして「取消し等」に改める

ものでございまして、「委員会はその責」に点が

入ってございませんでして、「、委員会は、その

責」に改めるという字句の整理でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 今回のいわゆる地方分権一

括法に対する基本的な考え方という御質問でござ

いますけれども、先ほど来お答えもさせていただ

いておりますが、非常に多くの法律の改正がこれ

によって行われたということでございます。

基本的には、これについては今まで機関委任事

務とされておりましたものも含めまして、機関委

任事務がなくなってすべてを自治事務あるいは法

定受託事務ということで、すべて市町村あるいは

議会の関与に任せるということが非常に大きな基

本的な改正だろうというふうに思っております。

したがいまして、一番基礎的な自治体である市が

すべての事務に基本的に主体的にかかわっていく

という土壌ができたというふうに考えております。

ただ、具体的に見ますと、今回上程をさしてい

ただいております、今御議論をいただいてます条

例の改正、及び後で都計審の問題、あるいは手数
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料条例等の問題がございますけれども、非常に限

られた内容になっております。今後、こういう事

務をいかに広げていくかということが基本的な問

題だろうというふうに思っております。

ただ、今の議論でもございますように、附属機

関の設置等につきましても、市町村が主体的に置

くか置かないか、あるいは今まで幾つかあった審

議会をまとめて１つの審議会にするといったよう

な、非常にそういう意味では市町村の判断の中で

大きく裁量でやれることができるという要素もあ

るわけですから、そういう問題を今後一番大きく

活用していくことがあろうかと思います。

将来的には、本会議でもいろいろ御質問が出ま

したが、例えばまちづくり条例でありますとか、

いろんな税の問題で独自の税を賦課していくとい

ったような大きな問題も出てこようかと思います

が、当面はそういう形の中で、自治体として過料

を設定することができるということ、あるいは附

属機関の設置等についても非常に裁量の幅が広が

ったということで、一転芽が芽生えたといいます

か、今のところはそういうところだろうと思いま

すが、これから大きく花を開いていくもんじゃな

い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） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 分権法の基本的な問題は、

いろいろそれぞれの立場で解釈等もありますし、

認識の違いもあるわけでありますが、ただ、今助

役さんが御答弁いただきましたように、地方分権

というのは地方自治体にとっても大変好ましいこ

とでありますし、主体的な自主的な判断で仕事が

できる、行政の運営ができるということについて、

私は助役の考え方と全く同感でありますけれども、

問題は事務事業なりいろんな権限を移譲されるこ

とによって、地方自治体が今まで以上に財政的な

負担を負わなきゃならないという結果にならない

のかどうかですね。

問題は権限と財源をどう求めていくかというこ

とが問題なんでありまして、権限だけはもろうた

けども、後のいろんな財政的な負担は全部地方自

治体が負わなきゃならんというやり方についても

一考を要するのではないか。私は将来このことに



ついては、市長を中心に、そういう事務事業なり

権限だけをいただくのも結構ですけども、それに

伴う財政、財源については、国に対してもきっち

りと物を言うことは言うていただきたいというよ

うに思います。これは意見にかえときます。これ

が１点です。

それと、公民館の問題ですけれども、金田部長

の御答弁によりますと、今１人の公民館長、私も

そういう認識をいたしておるわけでありますが、

この法律改正なり条例改正によって、この後の公

民館長を持たない公民館の運営なり職員の配置と

いうのは、これは今までと全然変わらないのかど

うか。この条例の文言だけ変化して、あとはもう

今までどおりに継続していくのかどうかですね。

あるいは、この法津をあるいは条例を変えること

によって、今までよりどう具体的なことが変わっ

ていくのか。そのことについて、恐縮でございま

すが、御答弁をいただきたい。

それと、第３点目の文化ホールの協議会の委員

の関係ですが、聞いておりますと、今までは公民

館の運営審議会ですか、運営委員会もこの協議会

の中に参加をしていたけれども、この条例の改正

によって公民館の運営協議会の方は参加をしない

と、やめてもらうと、こうことになるのか、そこ

らあたりはどないですか。今までは公民館の審議

会か運営委員会かの方が一部入っておったんです

けれども、今の御答弁聞きますと、これからはも

う加わらなくてもよろしいと、そういうことにな

るのかどうか、お答えいただきたい。

もう１つは、この一番最後の９３ページの中に

あります「を」を「に」に改めるとかいわゆる

「責」の問題ですが、これはもっと具体的に「を」

とか「に」とか、いろはにほへといろいろあるわ

けでありますが、もっと簡潔にどういうことを意

味するのかですね。あなた方専門家としての解釈

判断を明確にしていただきたい。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 公民館の件でござ

いますけれども、公民館につきましては公民館に

館長を置くということになっております。そんな

中で、従来から１名でございました。先ほども申
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し上げましたように、その他にも公民館がござい

ます。現在のところ１名でもってやっております

けれども、現在のところ各公民館に置くとかその

あたりは今考えてございませんでして、今統括的

に全館を１人の館長によって統括でやっていくと

いうふうに思います。

それから、公民館の運営審議会におきましては、

今現在いろんな委員さんに入っていただいており

ますが、今回の改正によりまして、広く委員さん

として求められるということから、一定の制約が

あったわけなんですが、広く求められるためより

多くの委員さん、またいろんな分野の委員さんに

参加していただいて、いろんな御意見をいただけ

るというふうに考えております。

そして、文化ホールの関係でございますけれど

も、これは内容的にはほとんど今まで適正な状態、

文言とかではなかったようになっておりまして、

それを一切その文言の整理、字句の整理というこ

とで、点のないところは点を入れ、適当な現在の

正確な内容に文言を整理さしていただいたという

内容でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） これで３回目ですからや

めますが、もうやめないとまた議長に注意されま

すと失礼になりますから。

もう意見にかえときますけども、公民館の問題、

これから私も勉強さしてもらいますが、こういう

文言ですと、今までは樽井公民館の館長だけでし

たけれども、今後は例えば信達とか新家とか岡田

とかいう公民館にも公民館長を置いてもらえるん

だろうなと、こういう解釈も成り立ちますわね、

こういう文言だけですと、表現だけですと。

だから、法的に１名でいけると、そういうこと

にもなると思いますけども、あるいは職員の配置

についても、もっとやっぱりきちっと整理をして

いただいて、各公民館が平等、公正な運営ができ

るように一定の御配慮をお願いしていただきたい、

このように思います。

文言についても、今「に」を「を」とか、「を」

を「に」とかいうふうな表現がございますけれど

も、もっとそれぞれの所管、所管の常任委員会に

こういう法律改正の場合は御提案をしていただい



て、委員の皆さんにも十分な審議がいただけるよ

うなそういう方策をとっていただきたい。

以上、意見として申し上げまして終わります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） ちょっとお聞きしますけ

ども、住宅の条例一部改正の問題ですが、先ほど

説明をいろいろ聞きまして、この４９条ですね。

条例のこちらの原本の４９条の改正と若干異なっ

てるのは、過去は、説明のとおりだと３，０００円

免れた者は３，０００円に対して５倍を掛けると、

それで１万５，０００円だと、こういう理解でよか

ったと思うんですよね。この４９条の詐欺その他

不正な行為というふうに書かれてますね。詐欺そ

の他のその他というのは、どのことをもってその

他と言うのかというのがまず１点。

そして、もう１点、このことが入居のときに必

ず説明しなきゃならないというふうに私は思うん

ですが、こういった説明が僕はなされたという記

憶を余り持ち合わせてないんですが、あるいはそ

の文書なりそういったものを契約時に本人に交付

してると、説明しているということも余りなされ

てないのではないか。その点はいかかでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、住宅管理条例の

４９条の過料の部分でございますが、詐欺行為、

これは当然法律で決められたいわゆる違反行為で

ございますんで、これはそれでいいにしても、詐

欺に当たらない不正な行為というのはいろいろ考

えられると思いますので、表現上は羅列できませ

んので、その他の不正行為ということでございま

す。

１つ例を挙げますと、例えば収入申告を意図的

に違えて行って家賃額を低く下げるとか、そうい

うような行為は１つのその他の不正行為に当たる

というふうに思っております。

それと、住宅の入居に当たっては、当然条例も

含めていろんな制約がございますので、それの説

明はしなければいけないわけでございますが、簡

単な住宅の入居に当たってのしおりをつくってお

りまして、その中で当然不正行為を抑止するとい

う意味が今回の過料の最大の目的でございますの

で、今後も十分に入居に当たっての説明のときに
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は、口頭も含めて、またしおり等での説明も行っ

ていきたいというふうに思っております。

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 今後でなしに、きょうか

らあしたやったらもう今後になりますけども、問

題は本人が自覚しないままそういったことをなし

ていると。これは意図的でない限りは、不正では

ないという考え方でいいわけですかね。つまり、

意図的だというのか意図的でないのかというのは、

どこで判断するんかという問題がありますけれど

も、そういった意味の理解はどうなんですか。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） その判断につきまして

は、当然事業者である市にゆだねられてる部分が

ございますが、本人が悪意をもってやる場合と、

知らずにやる場合とあると思います。我々不正と

いって過料を科さなければいけないというような

状況の場合は、悪意をもって物事をやる、この場

合には当然制裁を加えなければならないのではな

いかなというふうに思っております。

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） なかなか難しい判断をし

なきゃならないかなと思うときがありますね、こ

れは。願うべくは、詐欺というのは当然事犯です

から、それはそれできちっとしたものが出てきま

すが、最初から詐欺行為をやるというのは余り考

えないですね。入居の中で詐欺行為をするなんて

いうことは、私、だれかの家賃を徴収しますよみ

たいな言い方で言ってくるのは、これは詐欺行為

になるんかなというふうに思いますけど、そうい

うことは、自分が資格がないのにありそうに言う

というのは、これは詐欺になるんかなとか、それ

は刑事事犯になった場合の意味なんですね、この

場合の意味は。それ以外の不正行為の行政的判断

は、不正行為に当たるということを判断するかど

うかの基準がどうなんか、ちょっとこの点はあや

ふやなところが感じられる点かなと。

行政というのはそんなにきちっと四角四面にや

らなきゃならないということはないわけで、それ

なりの判断をしながら執行していくということに

なりますが、ただ、そういった中身が入居者全体

に理解なしのままでいきなりいくと、これは問題



が起こるんかなということで、先ほど部長が答え

てるように、ポイントになる点はやっぱり入居の

契約時にきちんと説明すると。

あるいは今後という言葉を使いましたから、で

きたらこういうふうに改正されましたよというこ

とも含めてやっぱり知らしていくと。知らしむべ

からずやなしに、知らしむべしというように思い

ますんで、ぜひともその点はきちんと知らして自

意識を高めていくと。入居者としての自覚とか、

やらなきゃならないこととかいうことを高めてい

く作業といいますか、行為というものは、僕は行

っていくべきだなというふうに思います。

まだ収入申告をやってるわけで、例えば市長に

出す ４条でしたか。市長に出すのは４条でし

たかな。許可をもらうのは４条でしたかな。入居

資格等は４条でしたね。入居者の選考及び入居手

続について、４条にあるんですが、これはここと

の関係があるんで、そういう点も含めて、これだ

けのことをやってますから余り触れませんけども、

そういうことを含めて、今後きちんと１つの、冊

子とはいいませんけども、もう少しわかりやすい

ような形で広報してもらいたいなと。変わったら

公布をしてもらいたいと、逆に言うたら。こうい

うふうに変わりましたよというようにしてもらわ

なかったら、いつ変わったかんかわからんままい

くと、過去の意識があって、そんなことなかった

のにということになりかねないということもあり

ますので、その点も含めて、最後にお答えいただ

ければ結構かと思います。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） おっしゃるとおりでご

ざいまして、市と入居者とは、いわゆる入居許可

を与えるという形で入居をお願いしているわけで

ございますが、その条件が変われば、また入居者

ときちっと賃貸じゃなしに、どういいますか、民

法上は賃貸でございますけども、公的な施設へ限

られた方が入居していただいてるということでご

ざいますので、その要件が変われば当然お知らせ

する必要があると思います。

これは１つの義務であるんではないかなという

ふうに考えているところでございますので、今後

とも入居者に対しての行政側の変化の意思徹底に
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ついては、十分な啓発を行っていきたいというふ

うに思っております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 松本君。

○６番（松本雪美君） 皆さんの論議を聞かせてい

ただいたので、もう簡単にしたいと思います。

公民館の方ですけれども、先ほどから助役さん

も地方分権で市が主体的にかかわる土壌ができた

んだと、こういうふうにおっしゃいましたけれど

も、この公民館の館長さんも教育委員会が任命を

すると、こういうふうに条例ではなったというこ

とですけれども、私は今回の地方分権では、いろ

んな規制が取っ払われて規制緩和されたんだとい

うふうなものも含めてあると、そういうふうに今

の質疑応答の中でも聞かしていただいたんですけ

れども、私は逆に公民館の問題でいいましたら、

市がきちっとその責任を果たさねばならないよう

な状況が、今回教育委員会の方がきちっと公民館

長を任命するというふうになった以上は、こうい

う点では教育委員会も泉南市もその責任の重さと

いうんですか、公民館を本当に市民に開かれたも

のにしていく、そういうために市民サービスが十

分できるようにしていくためには、公民館事業に

ついて十分その中身を会得した方、市民サービス

を本当に実施するために頑張ってもらえる人を選

ばねばならないんじゃないかなと、私はこういう

ふうにとらえて、今回のこの社会教育法の改正で

は、そのことをしっかりと押さえていただきたい

なと、こう思うんですけれども、いかがでしょう

か。

そして、もう１つは、公民館の運営審議会につ

いてですけれども、人数は２５人に定められてい

るということですが、先日からも聞かしていただ

いたら１５人しか選任されていない、選ばれてい

ないと、こういうことです。

それから、文化ホールの方も規制が取り払われ

て、文化ホールの運営協議会の委員さんが、これ

は話を聞かしてもらったら法的な制約はないと、

こういうふうにおっしゃってましたけれども、こ

の協議会の委員さんを教育委員会が任命するにつ

けては規制が取り払われたと、幅広く任用の範囲

を広げていくんだと、こういうことでした。

それから、社会教育委員の方でもそうですね。



社会教育委員の人数がたしか２５名でしたか。２

５名が実際は１４人しかいない。それから、文化

ホールの方の運営協議会も１２名のところが８人

しかいないと、こういうふうに先ほどからの論議

の中でもわかりましたけれども、市の責任が私は

重くなったと、こういうふうにとらえてるんです。

その点についてお答えください。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 松本議員さんの質

問にお答え申し上げます。

この法の改正によりまして規制が緩和されたと

いうことで、例えば公民館運営審議会にしても社

会教育にしても、それから先ほどの文化ホール、

これについては法の枠組みはありませんけれども、

社会教育法の規定による公選要件を準用いたした

いというふうに考えておりまして、現在のところ

２５名のところが１５名、そして文化ホールにつ

いては１２名のところが８名と、社会教育につい

ては２５名のところを１４名となってございます。

この点、一定の枠組みが幅広く広げられたとい

うことから、広い分野において人選を行っていき

たい。そしてまた、この人選につきましては、従

来から当然慎重に人選を行っておるところであり

ますけれども、より慎重にこのあたりの人選を行

いたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 公民館の館長さんの問題で

は、先ほども島原議員がおっしゃってましたけれ

ども、泉南では樽井公民館で館長さんが１人任命

されてるだけだと、こういうことですが、阪南市

では３つの公民館があって、その３つの公民館で

それぞれに館長さんがいてて、そして公民館の運

営にかかわっては、その館長さんのもとに社会教

育指導主事の方が、本当に市民の皆さんが求めて

いられる生涯学習や、それから生活文化の向上、

福祉増進のためにという、そういうふうな公民館

の運営にかかわっての目的が定められている、そ

の方向に向けて本当に努力されていると思うんで

すよ。そういう点では、泉南市では余りにも不十

分な状況ではないかと、こう思うんです。

だから、私は公民館長の選任についても、十分

にその点を踏まえた人、そしてどの公民館もそれ
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ぞれに独自にその地域の人たちが求めているよう

な公民館に発展させていかなければならないんじ

ゃないかなと思うんです。だから、今のこの現時

点での公民館の体制については、やっぱり今後検

討していくべきだし、当然市民の願いにこたえら

れるものにしていくべき努力をしてほしいと思う

んですよ。その点についてはいかがでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 公民館につきまし

ては、先ほど来からの御答弁のとおり、館長が１

名ということになっております。当然、現在生涯

学習の拠点とも言うべき中でやっておりますけれ

ども、このあたりさらに市民サービスの向上に向

けて、我々の努力は必要というふうに考えており

ます。

しかしながら、ほかの公民館におきましては、

それなりの対応の仕方ということで、今現在、奮

闘、頑張っておるところでございまして、今のと

ころ館長増員というようなことは考えておりませ

ん。

○議長（嶋本五男君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 泉南市の公民館運営にかか

わっては、他市と比べて本当におくれているとい

うことが今の金田さんのお答えでも、現状では各

公民館に館長を置くようなことは考えてないと。

この答えに見られるように、本当に私は残念でな

りません。

公民館は、本当に日本の国でも民主主義の場と

言われてきた教育の場所であります。だから、本

当に市民のだれもが公民館を利用できる開かれた

ものにするということが一番のことですし、そう

いう公民館にしていくためにも、公民館の運営審

議会の方たちのメンバーというのを今までそれな

りに多方面から選んでいただいていたと思うんで、

私はこういう点からいいましても、今より以上に

この公民館の運営審議会の委員さん、それから文

化ホールの運営協議会の委員さん、社会教育委員

の委員さん、ちゃんと皆さん方は条例で人数まで

定めているのに、この３つの部門では、その人数

が今も明らかになったように全く少ない状況です。

市民全体からやっぱり選んでいく、そのためにこ

の２５人や、それから１２人ですか。文化ホール



は１２人、社会教育は２５人ですね。こういうふ

うに定めているんですから、もっと幅広く選んで

いただけるような努力をしていただきたい。

それから、特に私がもう１つお願いをしときた

いのは、公民館の運営審議会については、もっと

公民館を利用している利用者の代表としても、多

くの人たちが参加してくださってるわけやから、

そういう幅広くするということで人数もふやし、

それぞれの活躍をしている分野からも選んでいた

だきたいなと、こういうふうに思うので、これは

強く要望にかえさせてもらいます。

それから、これからあと幅広くという意味で、

今までのことが全く変わってしまって、例えば議

会の文教消防常任委員長の方が公民館運営審議会

に加わられていましたけれども、こんなことは変

えるということで、今までどおり当面はいく。そ

して、もっとそれに加えて幅広くという意味で私

はとらえさせていただいてよろしいですか。その

一言のお答えをいただいて終わりにします。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 幅広く人選をする

ということで、現在のところ公民館運営審議会に

おきましても、公民館を利用していただいてるた

くさんの市民の方がおられます。そして、クラブ

等で活躍していただいております。そんなクラブ

等の代表者等も入っていただいておりまして、多

くの意見を聞いておるところでございます。生の

意見ですね。さらに、そういうあたり今回のこと

によりまして、より幅広い、もっといい人材を求

めていきたいというふうに考えております。（松

本雪美君「ちょっと待ってください。答えてない

ですよ。議会の方の文教消防常任委員」と呼ぶ）

済みません。公運審は、現在のとこ、議会の関

係の方も入っていただいております。それにつき

ましては、今現在その現行のまま続行の状態で置

きたいというふうに考えております。

○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。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１４号を採決いたします。

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

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１４号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第４、議案第１５号 泉南市都市計

画審議会条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１５号、泉南市都市計画審議会条例の制定に

つきまして御説明を申し上げます。

提案理由でございますが、都市計画法の一部が

改正され、市町村の都市計画審議会が法定化され

ますことから、同法の規定に基づく都市計画審議

会を新たに設置するとともに、現行の都市計画審

議会を廃止するための条例を制定いたしたく、地

方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。

市町村の都市計画審議会につきましては、これ

まで都市計画法に規定がなく、都市計画の手続に

おきましては何らの法的位置づけがなされており

ませんでした。しかしながら、今般地方分権推進

の一環として、都市計画法において市町村の都市

計画審議会が法定化され、都市計画の手続上、一

定の法的位置づけがなされることとなったもので

ございます。

本市といたしましても、地方分権の趣旨にのっ

とり、都市計画分野における自主性と自立性を確

保するため、現行の地方自治法の規定に基づく審

議会に変え、新たに都市計画法の規定に基づく市

町村都市計画審議会を設置しようとするものでご

ざいます。主な内容につきましては、１０１ペー

ジをお開き願いたいと存じます。

まず、第１条におきまして、泉南市都市計画審

議会を都市計画法の規定に基づき設置する旨を明

文化いたしております。

また、第２条以下におきましては、審議会の組

織と運営について、政令で定める基準に従い規定



をいたしております。

また、附則におきましては、現行の泉南市都市

計画審議会条例を廃止することといたしておりま

す。

簡単でございますが、本議案の説明とさせてい

ただきます。御承認を賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 地方分権で初めて中身のあ

る条例が提案をされたわけなんですが、いわゆる

法的裏づけがこれまではなかったということで、

今回は法的権限を持った条例制定だという御説明

があったんですが、この条例によって、今まで何

ができなかって、これから何ができるのかという

ことをちょっと具体的な例を挙げて御説明をいた

だきたいと思います。

それから、従前の条例では、学識経験者と市議

会議員という２つだけの委員内容でしたが、今回

は関係行政機関の職員、市の住民というように追

加されましたが、この辺の中身についても御説明

をいただきたいと思います。

それから、１６人で人数は同じなんですが、今

回の予算書の中でも特別職が７４５人ふえておる

わけですね。前年度は９２６人だったのが１，６７

１名に特別職の職員数がふえとるわけなんですけ

ども、これが地方分権にかかわる増と関係ない増

か、参考にちょっとお聞かせをいただいきたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、地方分権に基づ

きまして、市町村の都市計画審議会が法律で位置

づけをされたということでございますので、今後

地方自治に当たって都市計画審議会の果たす役割

は、大変大きいものであると思います。

具体的には、今まで市長の諮問機関であった都

市計画審議会、これにつきましては、当然諮問を

受けていろいろな行政に取り組むわけでございま

すけども、極端に言えば諮問の内容と違った形の

行政決定ができるということもございましたが、

今回審議の調査内容という形については、当然そ

の議を経なければ都市計画決定はできないという
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ことでございますので、単なる諮問機関ではなく

なったという意味がございます。

それと、諮問以外に泉南市の都市計画に関する

いろんな事柄に対して、行政機関である市に対し

て建議ができると。審議会の中で、例えば１つの

案件に対していろんな議論をしていただいて、行

政に建議をしていただくということが可能になっ

たということが大きな部分ではないかなというふ

うに思っておるところでございます。

それと、委員のメンバーでございますけども、

小山議員おっしゃられたように、市会議員と学識

経験者だけでございましたが、今回関連の行政機

関の職員ということでございますので、具体的に

は、例えば都市計画道路の計画決定をするという

ような場合に、それに接続して例えば府道がある

とか国道があるとかいうような場合には、その接

続の関係もございますので、それぞれの行政機関

の関係者が委員として参画することができるとい

うことでございます。

それと、今回大きいのは、市の住民ということ

でございまして、これについては住民参加型のま

ちづくりを目指さなければならないということで

ございますので、多くの市民の参加を得たいとい

うふうに思っております。このバランスの問題で

ございますけども、できるだけ市民の方に参加を

していただくという趣旨のもとに選任をしたいと

いう考えを持っておるところでございます。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） その他

の特別職の人数が大変ふえてるという御質問であ

ると思いますが、条例改正等によるものではなく、

これは最も大きいものがことしの国勢調査により

ます調査員の人数が４８６名、それに衆議院の選

挙に係るものが１１２名、それと同じく市議会議

員の選挙に係るものが１０２名という形になって

おりまして、大変人数がふえたという形になって

おります。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今、御説明いただいたので

すが、今回はこの審議会の決定がなければ市長が

決定できない、ここが一番大きいと、そういう説



明でしたね。いわゆるかなり拘束力を持った決定

ができるということですから、この市会議員をこ

の中に入れるというのは、議会は市長が決定した

ことに都市計画上いろんな形でかかわれると思う

んですね、予算も含めて。

今回、なぜこの市議会議員を 市議会議員と

いうのは、一般にちゃんとした機関の中で意見も

言え、反映できるわけですから、市長が決定する

前に議員を中に入れるというのはどうなんでしょ

うかね。これは今までも議論はあったと思うんで

すが、市民を入れるというのは、市民参加型のと

いうことですから、それは私はかなりいいと思う

んですが、市会議員をここに入れるというのは、

一体どういう議論をしてこうなったのか、御説明

をいただきたいと思います。

それから、先ほど府道とか国道なんかにつなが

る場合には、そこの関係者ということで関係行政

機関の職員というように言われたのですが、これ

はいわゆる恒常的に委員として置いとくわけです

ね。案件、案件によってはそういういろんな事業

の性格があると思うんですが、下の方に臨時委員

及び専門委員というのも位置づけられております

からね。そういう点では、先ほど説明したのはこ

の臨時委員及び専門委員でいいのか。ここは議決

権というのはあるんでしょうかね、その決定に対

しての臨時委員及び専門委員の。ということをお

聞きしたい。

それから、多くの市民に参加をしていただきた

いと考えているということは、市民委員だけで過

半数ぐらいの人を選ぶ。学識経験者も市民委員に

近いと思うんですが、そういうように理解をして

もいいのか、先ほどの説明からいえばですね。

これは今までは大阪府において決定されておっ

たことが市で決定ができると、市の都市計画です

ね。これは、大阪府との関係では今後はどうなる

のか。都市計画ですから、市だけの計画というよ

りも全体的な１つの問題もあるでしょうから、そ

ういう全体的な整合性については、どういうよう

な形でフォローされておるのかを御説明いただき

たい。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、市会議員を委員
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の中に選任するということで、なぜ入れたのかと

いうことでございますが、これは準則に準じてお

るわけでございまして、基本的には都市計画とい

うものは、公の福利の調整のもとに市民の財産権

に相当する大きな制約を加えるということでござ

いまして、その妥当性について調査、審議という

ことになりますと、当然市民の方が中心にならな

ければならないわけでございますが、この場合に

は、当然議会は公に選ばれた議員さんでございま

すので、それらの方の参加は必要であるというふ

うに考えておるところでございます。公平性の原

則からいって、当然議会でも御議論いただくわけ

でございますけども、当審議会の中でも御議論い

ただくべきであるという認識を持っておるところ

でございます。

それと、大阪府の都計審との関係はどうかとい

うことでございますが、今までは地方審議会とい

う形での府知事の決定とかございましたが、今回

市町村の都市計画審議会の決定になる部分につき

ましては、大阪府が同意をするということでござ

います。これが大きく変わったのではないかなと

いうふうに思っておるところでございます。

それと、委員さんの中での扱いでございますけ

ども、行政機関の職員といいますのは、これは我

々考えておりますのは、常任の委員というわけで

はございません。できれば臨時委員として関係行

政機関の職員を選びたいという考えを持っておる

ところでございます。

それと、議決権の問題でございますけども、臨

時委員を含めまして委員さんで過半数の議決をい

ただくということでございます。専門委員さんに

つきましては議決権はございません。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、大阪府が同意

するということになれば、同意しないということ

もあり得るんですか。要するに、否決はできない

んだろうけども、同意はしないということで、そ

ういう全体的な計画というものを整合さしていく

と、こう理解してもいいのか。同意ですから、同

意しないということもあり得るわけですのでね。

しかし、それはあかん―あかんということと

同意しないということは一緒かもわかりませんが、



こうせえああせえとは言えんけども、上がってく

る１つの案については、同意という事項ですから、

よく何回も協議したけども同意に至らなかった、

いわゆる協議という位置づけもありますね。協議

と同意は、かなり同意の方が強いと思うんですが、

そういうように同意というのはどういう性格にな

るのか、それを再度お尋ねをいたします。

それから、先ほど橘さんからお話があったのは、

分権に絡む増では全くないという、こういうこと

でいいですね。それでいいですね、全くないとい

うことで。いいですか。若干あるんであれば、分

権による特別職の増がどれぐらいあるかというの

は、ちょっと御報告をしといてください。

市会議員の方は、やっぱり政治的な主張が中に

持ち込まれるのは、僕はまずいんじゃないかなと

思うんですけどね、その計画の段階に。議員とい

うのは政治家ですから、１つの政治的主張を持っ

とるわけですので、そういう点ではやはり純学問

的というんか、技術的というんか、民意となると

政治的なものが入ってきますけども、それはやっ

ぱり議会の方でカバーできるわけですから、こう

いう審議の場に性格の異なる立場の人が入ってお

るというのは、僕はちょっと余り、これだけ法的

に強くなりましたから、そういう点でやはり市会

議員を市長の決定に拘束力を持つような機関に入

れとくというのは、まずいんじゃないかなと私は

思うんですね。そこらの議論は十分されたのかど

うかですね。

単に意見を聞くんであれば、それはいろんな立

場から聞くのでいいんですけども、そういうよう

に１つの拘束をするわけですから、そういう点で

は、市会議議員という立場を外して、やはり多く

の市民、いろんな立場の市民を委員に入れて、私

は市民委員というのがやっぱり過半数を超えるよ

うにしておいた方が市民参加の審議会ということ

になるんではないかなと思うんですが、その点の

議論をされたのかどうか、またその点についての

考え方をお示しいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 特別職

の増でございますけれども、先ほど申しましたよ

うに国勢調査、それと市議会議員さんの選挙、そ
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れと衆議院議員選挙、それと漁業の選挙ですね。

それと総合計画審議会、それと女性問題懇話会と

いう形の人数でございまして、今回の条例改正に

伴うものではございません。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 大阪府の都市計画審議

会、これの同意を得るということでございますが、

これの同意を得るということは、得ない場合があ

るのかという御質問でございましたが、大阪府の

審議会につきましては、大阪府全体の広域的な中

での判断ということでございまして、極端に言え

ば、泉南市がどの道にもつながらない道路の都市

計画決定をしたとしますね。それについては、当

然接続のないような道路をつくるのは意味がない

と大阪府が判断した場合は、同意をしないという

場合があると思いますが、全体的に考えて、制度

上はありますが、ほとんどあり得ないのではない

かなという判断をしておるわけでございます。

それと、先ほど議員を審議会の委員にというこ

とで漏れましたが、これは都市計画法上、議員の

委員参画が義務づけられているところでございま

す。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 林君。

○２２番（林 治君） 既に分権法との関係でい

ろいろと御論議も進んでおりますから、余り重複

しないようにしたいというふうに思うんですが、

今度の地方分権一括法そのものは、いろんなとこ

ろで分権と言いながら、実際上そのことが、権限

もそうなんですが、財源もまともに移譲がないだ

けに、行政としては名ばかりで中身がないという

ことになるような状況なんですが、そこでまず、

先ほどちょっと御説明があったんですが、聞き取

りにくかったんです。都市計画審議会の権限が強

化されたという趣旨のことを言われたんですが、

どの面でどういうふうに強化されたのか、権限を

持つようになったのか、改めてもう一度お尋ねし

ておきたいと思うんです。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、市町村の都市計

画審議会、これが法律で定められた、法定化され

たということでございます。これがまず１点でご



ざいます。

それから、市町村が決定を行う都市計画決定に

ついての審議等、都市計画法の法令によってその

権限に属された事項の調査、審議をすることとい

うことでございます。

それと、市町村長の諮問に応じて都市計画に関

する事項を調査、審議をするということでござい

ます。これは単に諮問を受けた部分に対しての答

申と申しますか、それだけではとどまらないとい

うことでございます。

それと、大きくは都市計画に関する事項につい

て、関係の行政機関、市に対して建議をすること、

これが１つの義務でもございますし、権限でもあ

るというふうな認識を持っておるところでござい

ます。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） そうすると、この都市計

画審議会は例えば財政的な保障というんですか、

審議会として調査等ができるという権限というの

は、やっぱり調査する、行動するとなると、財政

的な裏づけがなければできませんね。具体的にい

ろいろあるでしょう。その点はどういう保障がさ

れるんですか。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 調査につきましては、

これは費用が必ず要るというものではございませ

んので、予算的には措置はいたしません。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） いや、質問の趣旨は、財

政的な保障がなければできないような調査がある

かもわからないでしょう、いろんなまちづくりに

かかわっての調査ですから。そういうことについ

て、例えばここの審議会でこういう調査が必要だ

ということを決定したときには、その保障はある

のかというわけです。だから、お金のかかるよう

な調査はありませんて、それはちょっと今単純に

決められへんことじゃないですか。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） ちょっと意味が理解し

がたい部分があるわけなんでございますが、都市

計画に関する調査、これについてはコンサルを入

れてとか、そういうような調査を都市計画審議会
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が行うということは、これは考えられないことで

ございまして、またそういう調査を行政に義務づ

けるということも、これはできないのではないか

なと。調査をしなさいという建議は可能であると

思いますが、直接的な調査を行うということは、

例を挙げますと、樽井の駅前整備のまちづくりを

やりなさいと、そういうような建議はできると思

いますが、現行はどうであるとか、またこれから

将来的には可能であるか、そういうような独自の

調査は、審議会では可能であるというふうに思っ

ております。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） 部長ね、ちょっと混乱し

てるんと違うんかなと思うんですよ。当初の説明

では、調査権限も持つということを言われたんで

すよ。そうすれば、例えば審議会として行政から

いろいろ報告をもらったけれども、こういう新た

な調査が必要だと。これは審議会としてやるとい

うことを決めたときに、それはそういう権限を持

ったわけでしょう。今度はこの審議会自身が権限

を持つわけでしょう。そのときにそれを調査しよ

うとすればお金が要るじゃないですかと、その調

査の内容によりますが。

ですから、今ずっと話を聞いていくと、だんだ

んそうやなしに調査せえということはできると。

そしたら、余りこれは言うたけれども行政の方が

調査しなかったと怒ってきたら、これは審議会の

権限というのはないわけですから、その辺は一体

どうなのかなと。さきに言うた調査することもで

きるといった権限というのはどういうものかなと、

この点です。

それと、ついでですから、関係行政機関の職員

ということで、国・府にかかわらないとは思うん

ですが、特に国家公務員や地方公務員である府の

職員が関係行政機関の職員だということで、ちょ

うどそのことにかかわるからといって委員になっ

た場合、後の手当の関係がありますね。これとの

かかわりは一体どうなるのか。それは支給を受け

ることは構わないのかどうか、それもあわせて。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 審議会そのものが直接

的に調査をするという場合、これは調査という１



つの事業でございますので、事業は審議会ができ

ないものであるというふうに私どもは考えており

ます。

それと、委員さんの中に関係行政機関の職員と

いうことでございますので、この職員に対する報

酬については、それぞれの所属のいわゆる機関の

取り扱いになるんではないかと思いますし、市の

職員であれば支出はできないというふうに考えて

おります。

○議長（嶋本五男君） 林君。５回目ですのでまと

めてください。

○２２番（林 治君） 今の、そういうことであ

れば調査、審議ができると。特に調査ができると

いったことについての内容は、どういうものなの

かということについては、一応報告はしておいて

いただきたいなと。でないと、最初の調査ができ

るといえば、どういう権限が生まれたんだという

たら、調査ができる権限が生まれたというふうに

言われたわけですから、審議というのは今までも

何回も審議をいろいろしてるわけですから、当然

そうなんですね。

それから、権限のことで私は気になってるのは、

一般的にいってこの都市計画審議会の中で、例え

ば泉南市の今度の議会ではよく議論になりました

牧野公園ですね。市長はよく審議会でもう決定し

てる、決定してるという話ですが、市の財政需要

なんか極端な言い方をすれば、お構いなしに公園

をつくることはよいことだということだけで決め

ると。そういうことではやっぱり行政上問題が残

るわけですし、そのほかに問題をこの中身に含ん

でおりますと一層問題ですね。

行政の方から諮問を受けると、大体諮問どおり

はいはいということになるとなおさら問題なんで

すが、そういう意味の財政上のことも、本来は審

議会で議論して考えてやっていただければいいん

ですが、なかなかそうならないんじゃないかなと

いうように思いますし、私はこの権限という問題

がどういうものかということについては、やはり

できるだけ明確にしておいていただきたいなと。

それから、後の費用弁償の点で、市の職員の場

合にはそうはならないというのがありましたが、

今私は市の職員のことは当然のことと思ってやっ
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てたんですが、国や府等のことについて特に具体

的にお尋ねしたので、その点のこともお答えをい

ただきたいというふうに思います。この文書のま

までいいんかという意味ですよ。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 都市計画審議会の権能

の問題でございますけども、先ほど議員、財政状

況も含めてということでございましたが、これは

明らかにしておかなければならないのは、審議す

る内容は都市計画に関する何々、都市計画に関す

る何々と頭に必ずついておりますので、それ以外

のことはできないのではないかなというふうに思

っておるところでございます。

それと、国や府の行政職員が都市計画の委員と

して参画した場合の報酬はということでございま

すが、これは旅費の実費だけということでござい

ます。

○議長（嶋本五男君） 答弁漏れあったら指摘して

あげてください。林君。

○２２番（林 治君） それじゃ、部長ね、今財

政を言いました。もう１つ、もともとの財政の問

題です。この調査については、それじゃ私は先に

この調査の内容、どういう調査の内容に限定する

のか、調査権限のことについてまとめておいてい

ただきたいというふうに言うたんです。そのこと

についてのお答えはなかったと思うんですよ。

ついでですが、そして別表中のところでこうい

うふうに書いておるわけですが、このことについ

て、その辺のことはただし書きか何か必要ではな

いのかなというふうに思って、再度お尋ねをした

つもりなんです。

それから、いわゆる事業としてのいろんな都市

計画上の決定が、都市計画としてということであ

って財政上のことは含まないと。だから、逆に言

えば、市長が都市計画審議会で決定した、決定し

たということだけで、議会に押しつけなことを言

うてるのはおかしいなと、こうなりますね、そし

たら。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 調査の具体的な内容を

申し述べることが漏れました。申しわけございま

せん。



都市計画審議会として行う調査の具体的な内容

と申しますと、例えば関係人を審議会に呼んで、

それで意見を聞いて判断をするとか、現場を見に

行くとか、そこらの現状行っておる範囲内で実際

やっていただくということになります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今、お話をるる伺ってお

りますと、市のまちづくりにかかわる問題では、

市が主体性を持って決定をすると。一定市長も拘

束されますけれども、そういう決定機関的な意味

合いを持つ審議会になって決定をすると。それで

府の地方都市計画審議会の合意を得ると、こうい

うことになるわけですが、逆に例えば大阪府が市

内に貫通都市計画道路を持ってくるとか、あるい

は国が、基幹農道なんかはどうなるのかもう１つ

よくわかりませんが、もう日程に出てきているわ

けですが、そういう問題で例えば地元の都市計画

審議会が否と、ノーの判断を下した場合に、地方

の権限移譲、権限が非常に拡大すると、こういう

立場からそういうことになった場合に、どの程度

の府の都計審なり府の行政に対する拘束力がある

のか。この辺についてお聞かせをいただきたい。

るる問題になっているのは、例えば京阪奈の高

速道路、これは山の方を通って下の方の住宅に排

ガス公害をもたらすとか、あるいは大和川の沿岸

道路なんかの問題について、その周辺住民が反対

をされている。一定、都市計画ではその意向を反

映してなかなか結論が出ないと、地元市町村では

ね。

そういうふうな問題なんかもあって、地元市町

村と大阪府との関係でなかなかうまくいっていな

いというようなケースなんかもあるやに聞いてお

るんですが、その辺の問題は、今回の権限移譲で

どの程度地元の主体性が貫かれるのか。その辺で

すね。地元都市計画審議会の主体性が貫かれるの

か、このことについて少しお示しをいただきたい

なと、こういうように思います。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 今回の地方分権の関係

で、泉南市の都市計画審議会と大阪府の都市計画

審議会、これはそれぞれの別の地方自治に基づく

機関でございますので、上下関係はまずありませ

－３７４－

ん。

それと、それぞれの審議会に同時に諮問をする

とか、そういうようなことはありません。また、

大阪府が決定をいたします事柄に対して、泉南市

の審議会が物申すというような場合には、これは

建議ができるということになっておりますので、

審議会でなしに大阪府に対して建議が可能である

というふうに私どもは思っておるわけでございま

す。自治体に対していろいろな食い違いが生じる

というような場合には、それぞれの審議会で御審

議いただくわけでございますけども、それについ

てはそれぞれの審議会の決定の範囲内であると私

どもは思っております。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今、部長が言われた内容

では、例えば府の貫通道路ができてくるというこ

とで地元の環境やらまちづくりに大きな影響が出

てくると。そのことについては、例えば従来であ

れば、事前にそれを市の都計審で一定の判断がで

きているわけですね。府の方にそういうことで意

見を反映させると。府の都市計画審議会にも、行

政の長やあるいはそれに関連して、それぞれ委員

が特別臨時委員として参画をして意見を述べるこ

とができると。

建議じゃなくて、直接都市計画審議会にまちづ

くりのそういう重要な附属機関の中で物を言うこ

とができると、諮問機関の中で物を言うことがで

きるということになっているわけですが、今回は

もうそういうことを全くできずに、行政に対して

文書で建議できる程度のことになると、こういう

ことになりますと、むしろ権限移譲という点では

マイナスになってくるんではないかと。いわゆる

権限が縮小されておるんではないかと、私は今お

話を聞いておってそういうふうに思ったんですが、

それは私のうがった見方なのか、もう一度わかり

やすく、私、具体的な問題でお聞きしたんで、あ

と一般的な話で解釈せえということではなくて、

具体的な事例を挙げて聞いてるわけですから、そ

の辺お示しをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 今までの大阪府の地方

都市計画審議会、これと内容的にはそう変わりま



せん。今度新たに大阪府の都市計画審議会ができ

ましても、当然市に関連することであれば市長が

出向いて意見を述べる、また臨時委員として採択

に参画すると、これは当然今までどおりやってい

ただかなければならないし、やるわけでございま

す。

それと、新たに大阪府の事業、これについての

それぞれの関連する市町村の都市計画審議会に任

意でもって諮問を行うということも、意見を求め

るということも、これは可能であるということで

ございますので、今後そのような市町村の意見を

尊重した形での大阪府知事決定、そういうことは

可能であるんではないかなというふうに思ってお

ります。

○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。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１５号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

午後１時半まで休憩いたします。

午後０時１５分 休憩

午後１時３３分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第５、議案第１６号 泉南市準用河

川管理条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局事務吏員（川口哲生君）

〔議案書朗読〕

○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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１６号、泉南市準用河川管理条例の制定につ

きまして御説明を申し上げます。議案書の１０５

ページでございます。

地方分権の推進を図るため、いわゆる地方分権

－３７５－

一括法が平成１２年４月１日から施行されるに伴

いまして河川法の一部が改正され、市長が指定し

た河川の管理事務が機関委任事務から自治事務と

されたことによりまして、当該河川に係る占用料

の徴収及びその他管理に関する規定について条例

により定める必要から、本条例案を提案するもの

でございます。

内容といたしましては、１０７ページでござい

ますが、第１条で趣旨、第２条で占用の期間、第

３条で占用料等、第４条で占用料の減免、第５条

で占用料の還付、第６条で届け出、第７条で委任

を定めるものでございます。

なお、この条例につきましては、平成１２年４

月１日から施行することとなっております。

簡単でございますが、議案の説明とさせていた

だきます。何とぞ御承認賜りますようお願いを申

し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 助役さんの方から提案理

由の説明をいただいたわけでありますが、私、一

昨日北出議員と貝塚市におきまして河川のフォー

ラムに参加をいたしました。そのときに、建設省

の足立専門官、環境問題の専門官が出席いたしま

した。司会は京都大学の農学部の教授、それから

パネリストに大阪府立大学の増田教授、総勢２０

０名程度参加しておりました。

その中で、きょう御提案なさっております河川

関係に関する法律とか、あるいは今後の地方行政

の課題とか、あるいは住民運動の取り組みとかと

いう討議が熱心に行われました。

そこで、１つお尋ねしたいわけでありますが、

泉南市にも市独自に管理する河川がたくさんあり

ます。二級河川も泉南市にはございますけれども、

この河川の管理運営について、この法律改正と今

日までの 具体的にですよ、どの部分がどのよ

うに変わったのかですね。

例えば、今まででございますと、二級河川なん

かの場合は、河川敷に物を植えてはならない、構

築物を 構築物といっても、ビルとかそういう

ような物は別ですけれども、木を植えてはならな

いと、そういうふうな一定の基準、規定というも



のがあったように思うわけでありますが、これら

の問題は、現状条例との関係あるいは河川法の改

正とともに、地方自治体の考え方というものに一

定ゆだねる部分もあるのではないかなと思うんで

すが、そこらあたりはどうですか、お答えいただ

きたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 今の島原議員

の御質問に対しましてお答えいたします。

河川法と申しますのは、議員御案内のように近

年改正がたび重なっておりまして、住民参加型の

取り組みを取り入れるようになってきております。

ただ、河川法が対象といたしております河川は、

建設省の直轄の一級河川、それから都道府県管理

の二級河川がメーンでございまして、その改正の

趣旨をすぐ泉南市内の普通河川あるいは準用河川

に用いるのは、河川の規模ですとか水の流れ、土

地の利用形態等々にとりまして、まだいささか早

急には困難かと思います。

ただ、大阪府管理の二級河川の樫井川、金熊寺

川、男里川につきましては、府の方で新しいお取

り組みをすると考えておりますけども、ただ、今

河川改修の方は治水安全を第一に考えておりまし

て、新しい環境面からの取り組みといいますのは、

治水安全の達成度がある程度確保されてからと聞

いておりますので、今のところ具体的な動きとし

ては当方の方はまだ聞いておりません。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 先ほど、午前中議論あり

ました都市計画の中でも、都市計画自体について

は、いろいろな審議会とか問題点の審議等は集中

的に今まで過去の経過からしてやられてきた。し

かし、河川問題については、河川審議会とか検討

委員会とかというものはなしに、ただ川というの

は従来、子供たちにも遊びに行っては危ないぞと、

行ってはならないと、そういうふうな教えが日本

の川に対する１つの考え方なり歴史というもので

あったんだと思います。

しかし、今御答弁いただいたように、これから

もやっぱり河川というのは環境に配慮すべきだと。

川というのは、やっぱり人間の生存する上では、

－３７６－

これは人間だけではなく生物においてもさまざま

な影響があるわけでありますが、今日の時代は、

まさに河川環境をいかに改善していくかというこ

とが重大な問題でして、したがって、この法律改

正に伴って、二級河川の問題にしても、一級河川

の問題にしても、その考え方、発想の転換という

ものは、今まで国が主体的にやっておったけども、

そのほとんどの考え方なり行政の判断というもの

がこれから組み入れられると、そういう開かれた

こういう法律ができたのではないかなというよう

に思うわけです。

そこで、御存じのように泉南市も樫井川という

１つの川、紺谷川というような川、あるいは屯道

川という川、男里川というのがありますが、樫井

川の場合は、年末に新聞発表ありましたように、

全国ワーストワンということになっておりますが、

この条例改正と同時に、これらの二級河川に対す

る本市としての考え方なり改善策なり、環境面か

らどのように考えているのか、考えがあればお示

しをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） ただいま御提

案してます準用河川管理につきましては、御案内

のとおり準用河川に適用するものでございまして、

府管理の樫井川には直接適用するもんではござい

ません。しかしながら、地方分権の流れまたは河

川行政の流れからして、住民参加という手法を取

り入れた河川整備基本方針を立てるとか、そうい

う動きはございます。

ただ、先ほど申しましたように、樫井川を初め

泉州地方の河川の整備の考え方といたしましては、

治水安全の達成をまず第一に考えておりますので、

現在のところ議員お申し出のような具体的な環境

への取り組みというのは聞いておりません。

ただ、今後河川整備方針並びに河川整備基本計

画を立てる場合には、これも河川法の趣旨にのっ

とり住民の意見並びに市町村の意見を聞くとなっ

ておりますので、こういう整備計画が具体化した

ときには、地元、泉南市の意見を取り入れてもら

うように伝える所存でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。



○１７番（島原正嗣君） 問題は、河川法という１

つの法律があって、その中に河川管理者、いわゆ

る一級河川、二級河川あるいはまた市町村の河川

というものがあるわけでありますが、きちっとし

た管理体制をぜひやってほしい。環境面からです

よ。樫井川なんていうのは、あれだけの臭いがし

て、新聞等でもあのような調査結果が出て、これ

はやっぱり府にも国にもきちっと物を申してもら

わな困るわけです。

現状を見ましても、本当に昔のような水系とか

川の状況ではないでしょう。もう少し管理者たる

者は、大阪府は責任があるわけですから、それに

ちゃんとした責任や義務を負わすと、そしてまた

足らざるものは、今御答弁いただいた市民からも、

あるいは運動団体からも協力をしてもらって、川

をきれいにするという原則をやっぱり持つべきで

すよ。

何ぼ法律をいじったって、現実にそういうとこ

がある場合は、やっぱりそれまでにきちっとした

整理をしてもらうという政治判断というものをき

ちっと持ってほしいと、私はそう思いますよ。周

辺の人にしたらたまりませんよ。これは意見にな

りましたけど。

議長、もう１点ですね。１０８ページ、１０９

ページにわたっていろいろな、占用目的の１種か

ら５種まであるわけですが、これをもっと具体的

に説明してくれませんか。例えば、泉南市の樫井

川とか二級河川は別にしても、泉南市独自の川が

ありますわな。そこを場合によったら、一部橋か

けて個人的に使ってる方もおるわけでしょう。そ

ういう場合は、これはどういう対応をしてるんで

すか。それで、どの項に当たるんですか。この１

０８ページから１０９ページの間に出てる占用の

目的とか単位とか占用料とか記載をされておるん

ですが、この１種から５種までの説明と、既に泉

南市の河川を占用している方々に対する取り扱い

はどうなっているんですか、お答えください。

○議長（嶋本五男君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えいたします。

工作物の設置等に伴う土地の占用ということで

ございますが、この分については、普通、河川に

橋というか、かけて、そこから家に入る出入り口

－３７７－

とか田んぼへ入る、そういう関係の専用路でござ

います。そういうものが主でございます。工作物

というのは、ほとんどと言ってないんですけども、

第３種の電柱、信号機というのは、これもござい

ます。それは書いてあるとおり、河川の横に電柱

を立てて、その電柱使用料をいただくということ

でございます。

以上、今の状況ではこういうような状態でござ

います。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 私の質問の仕方がこうい

う場で物を言うと非常に上がりますんで、おわか

りにくい点があったかと思いますが、御了承いた

だきたいと思います。

私がお尋ねをしておるのは、１０８ページと１

０９ページにかかっている占用の目的の枠にある

１種から５種までの―余り具体的なことは言い

ませんけれども、大まかな、大体わかっている範

囲もあるんですが、わからない部分もありますの

で、できたら１種から５種までのまとめた１種１

種についての御説明をいただきたい、これが１点

です。

それで、その泉南市の川 二級と違いますよ。

泉南市が管理する川に対して、今占用している内

容というのは一体―今、橋がかかってると、こ

ういうことですけれども、それは何件くらい占用

料をいただいてるのか。この１種から５種までの

橋をかけたという占用料はどの部分に値をするの

か、御答弁をいただきたい。もう時間がかかるん

やったら、後の資料で結構ですけれども。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 河川の占用料

についてでございますけども、各項目につきまし

ては、河川法に準拠いたしまして１類から５類ま

で分けております。１類につきましては、工作物

工作物といいますのは、河川の区域内に橋梁

ですとかその他工作物を設置する場合に、土地を

占用する場合にこれこれの金額をいただくと。

それから、工作物の設置を伴わない土地の占用

でございますけども、例えば橋梁形式で地下埋設

物が河川を越える場合、河川の区域外に橋梁、橋

脚等を設ける場合は、工作物の設置を伴わない土



地の占用になりますので、これが第２類でござい

ます。

それから、第３類でございますけども、電柱、

信号機、これら公共に寄与するための電柱とか信

号柱でございますけども、これらにつきましては、

面積換算するのが不適当だと考えておられますの

で、１本当たりというようになっております。そ

れから、電話柱におきましては、電力柱と異なり

まして、電電公社の時代から占用料を別に取って

おります。

それから、第４種でございますけども、先ほど

申しましたように、地下埋設物、インフラなんで

すけども、これに関しましてはパイプラインとい

いますか、延長的なものでございますので、面積

で表示するのではなく、その延長で表示しており

ます。

それから、流水の占用というのは、泉南市域に

おいては確認できておりませんけども、表面の流

れの水を使うということで、こういう占用の規定

がございますので、それを準用して今回条例を策

定いたしました。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） この際理事者に申し上げま

す。議員には回数制限をいたしておりますので、

議員の質問に対しては、的確な御回答をお願いし

たいと思います。島原君。

○１７番（島原正嗣君） さすが名議長で感謝いた

します。質問する側もしっかりと受けとめてした

いと思います。

わかりました。今の御答弁でわかりましたんで

すが、もう一度確認さしていただきますと、１種

の場合は、特に河川に橋をかけたり橋梁をかけた

りする場合と、そういう認識でよろしいんですね。

よろしいかどうか、ちょっとまだまとめて……。

そうしますと、この許可はもちろん河川管理者

が許可をするでしょうけども、それだけでいいの

かどうか。例えば、私たちもいろいろ相談を受け

るんですが、駐車場を１個つくったと、河川に橋

を渡して駐車場の出入り口にしたいと。そういう

場合は、河川管理者だけというんか、役所だけの

許可でなしに、その付近住民の同意は要るのか要

らないのか、そこをひとつお答えをいただきたい、
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これが１点です。

それと、もう１つは、一番最後の流水の占用と

いうのがあるんですが、これは例えば紺谷川なら

紺谷川の水を使用してるということなのか、逆に

工場なら工場等の流水をしている部分に値するの

か、ここらあたりもう少し教えていただけません

か。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 議員御質問の

駐車場における搬入路といいますか進入口をつけ

る場合でございますけども、一般的に河川法を適

用してます河川、一級河川でありますとか二級河

川でございますとか、準用河川につきましては、

当然根拠法がございますので、その法手続に従っ

て占用手続をやっていただくことになります。

それから、一般的に水路等ございますけども、

この件につきましては、底地が府の岸和田土木の

管轄でございまして、その上に工作物を設置する

場合は、まず境界明示の作業が必要かと思います。

その境界明示の作業のときに、近隣地権者の方々

の同意が必要でございます。１点目は以上でござ

います。

２件目につきましては、今ちょっと調べますの

で、いましばらく時間をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。（島原正嗣君「も

う１件」と呼ぶ）５回です。（島原正嗣君「ちょ

っと意見だけ言わしてほしいんだけど」と呼ぶ）

島原君。

○１７番（島原正嗣君） やっぱり議案として提出

をしてるんですからね、この第５種の問題にして

も、もっと的確な御答弁をいただきたかったなと

いうふうに思います。

私の先ほどの質問の第１点目は、河川管理者の

許可なり市役所の許可をいただいた時点で―申

請する段階ですよ。地元周辺の１つの駐車場の例

を挙げたんですけども、そういう場合の同意書は

要るのか要らないのかというお尋ねをしたんです

が、それに対してちょっと御答弁がなかったよう

な感じがしますんですが、そのことを含めてよろ

しくお願いします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 井原君。

○１番（井原正太郎君） ただいまの質疑で非常に



よくわかったんですが、１点、今回地方分権のこ

の流れの中で、今この河川の管理条例がこうやっ

て新しく条例化されようとしとるんですが、ここ

では午前中もいろんな形で質疑はあったんですが、

過料であるとか、いわゆる罰則規定ですね。いろ

んな占用に伴うその費用等は、このように非常に

具体的になっておりますけども、その罰則規定は

あるのかどうか、お聞きしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） 今回の条例でござい

ますが、泉南市準用河川管理条例といいまして、

この分については以前府の方でやっていた分を市

の方で条例化せないかんという形で条例化するも

のでございます。

それから、先ほど島原議員さんも質問ございま

したけども、もう１つ市の方では普通河川という

条例がございます。その普通河川の条例といいま

すのは、いわゆる小さい川、紺谷川とか大里川と

か、ああいう川で普通河川の条例があります。そ

の普通河川の条例の中には、午前中の質問にござ

いましたけども、１万円の過料ということがござ

います。そういうことでございます。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 一定の罰則規定があるよ

うであります。えらい勉強不足で済みません。

泉南市が管理する河川というのは、どちらかと

いうとやっぱり小さい河川でありますけども、今

も話がありました樫井川であるとか男里川は、非

常に市民に親しまれておる川でもあるし、それだ

けにその川の管理いかんが泉南市の住民に非常に

大きな影響なり、そういう形で影響を及ぼすわけ

なんですが、この河川敷、例えば今の話でいきま

すと男里川であるとか樫井川を不法に占拠した、

あるいは占用した場合に、これは具体的にどうい

う形で対応されておるんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 二級河川区域

内において不法投棄等があった場合につきまして

は、管理者であります大阪府岸和田土木事務所に

対して申し入れをし、撤去のお願いをするという

ことでございます。

○議長（嶋本五男君） 井原君。
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○１番（井原正太郎君） 不法投棄等があった場合

は、そのような形で泉南市も動いてくれると。私

が聞きたいのは、不法占拠あるいは御存じのよう

に一定の区画区域を占用して、そしてそこで事業

等が行われておるというふうなのが具体的にござ

いますけども、そんな場合の対応が私は非常に遅

いなというふうに感じておるんですよ。もちろん

岸和田土木等を通じて一定の要請等はされておる

と思うんですけども、そこら辺の具体的な市の対

応がもう１つはっきりしないなというふうに私は

感じとるんですけども、その辺で明確な答弁をお

願いしたいと思うんですが。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 大阪府の申し

入れに対してでございますけども、不法投棄並び

に不法占拠等いろいろな事例がございますけども、

それにつきましては、過去の経過等も踏まえて府

の方にお願いしなければいけないということもご

ざいますので、その点はその経過も踏まえて要望

しております。

具体的には、河川管理者であります岸和田土木

並びに河川工事を担当してます尾崎出張所の方に、

定期的に、あるいは緊急の場合はその都度申し入

れております。下水道部といたしましては、二級

河川のそういう環境面から府の土木事務所に申し

入れることはもちろん、府の管理してる河川、府

の改修事業を実施してる河川につきまして、先ほ

ど申し上げましたように、治水安全性、それから

新しい環境面を配慮した工事の取り組み等種々要

望をしておりますので、その一環として今後とも

府の方に強く要望してまいりたいと思っておりま

す。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 私が質問したのは、そう

いう河川敷に該当する部分で事業を行うというふ

うな事例、これは普通の不法投棄と違って、ちょ

っと趣を異にするんじゃないかなというふうに私

は考えております。

その現場を見ますと、そこに電気が引かれとい

うふうなことになってくると、また非常に複雑な

ものになってこようかと思います。現実に現場も

御存じやと思うんですけども、そういうふうな形



で、ひとつ事業の一環として占用されておるよう

な姿を見ると、やはりかなり長期にわたってその

状態が続くと、本当に市は動いておるのか、ある

いは岸和田土木初め府はきちっとしたことをやっ

ておるんかどうかというふうに疑わざるを得ない

のであります。

あわせて、その地域住民に対して迷惑が及ぶよ

うな行為になってきますと、もちろんそれが放置

できないというふうなことになってきて、大きな

社会問題にもなってこようかと思うんですけども、

そこら辺はきちっとやっておるんだと、指摘され

るまでもなくきちっとその辺は府とも連携をとっ

てやっておるんだと理解してよろしいんでしょう

か。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 今、井原議員

の御指摘の件につきましては、今までも府に申し

入れしてまいりましたし、今後も先ほど申しまし

たように、河川の抱えてる種々の問題点あるいは

要望等をまとめまして、府の岸和田土木事務所に

要望または要請してまいりたいと考えております。

〔井原正太郎君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、議案の説明の中で、これ

までは機関委任事務であったものが自治事務にな

るということでの条例の制定でございますが、こ

れは主に占用料というものが中心でありますが、

これのもとになるのが先ほども議論にありました

いわゆる普通河川管理条例、これまでは管理条例

の後に準用河川管理規則ということで、これが連

動しておると思うのですが、自治事務になってよ

り市長の権限が強まり、河川に対する責任を持っ

た管理ができると、このように理解していいと思

うのですが、じゃ、現在の泉南市で予算委員会で

も議論がありましたが、河川法ができる前からそ

ういう河川が占用されておるところがあるという

発言も少しあったんですが、こういうものに対し

て、自治事務として市長がこの条例をもとに実際

効果のあるような対応が法的にできるのかどうか

ですね。できれば、当然それは責務としてやらな

いといけないと思うんですが、この条例が可決さ

れればそういうものが伴うわけですから、泉南市
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のそういう河川の管理状況というのについて、現

在どこまで河川法に基づいて台帳整理がされてお

るのかわかりませんけども、一応そういう面の条

例効果というのをどのように予測をしていらっし

ゃるのか。

いわゆる一級、二級以外を市町村が管理する準

用河川と、こうなっておりますから、以外は全部

というように読めるんですけども、一体泉南市の

市長が管理する河川というのはどれぐらいボリュ

ームがあるのか、その辺もちょっと御報告をいた

だきたい。これはかなり大変な作業になると思い

ますね。

それから、ここに書いてあります流水の占用と

いうことで、毎秒１立方メートル３４万円という

ことになっておるんですが、これは法令なんか見

ると、川面を使って漁業をしたりそういうことも

書いてあるんですが、ここで言う流水の占用とな

ると、その河川に例えばある工場が放流をしとれ

ば、それは１つの占用になるのか。そして、１立

方メートル３４万円ということですから、これは

年間ですね。そういうものが具体的にそういうも

のに該当してくるのか、御説明をいただきたいと

思います。

当然、先ほど言いましたような普通河川の管理

条例には環境面の規定もありまして、これは普通

河川管理条例４条の行為の制限というところに書

いてあるわけですが、ここの行為の禁止の中で、

塵芥というのは、これは人糞というか、そういう

ものを流してはいけないと読むんでしょうかね。

それから、汚物等その他これらに類するものを投

棄してはいけないということになりますから、こ

ういう環境面からも河川法できちっとうたわれて

ますから、先ほど課長が言われたように、治水と

いうものが中心で、それが終わったら環境面にも

少し配慮していくような１つの位置づけを言われ

ましたけども、こういうように自治事務となって

市長の権限が強まるということは責任も伴うわけ

ですから、そういう点での環境に対するものも実

際やっていかないといけないと思うのですが、そ

ういう面についてどの程度やろうとするのか。や

るについては、どれぐらいの仕事量なり予算なり、

いろいろボリュームが出てくると思いますので、



そういうものはどのように予測しておるのか。

まさしく都市施設の中では一番最後に私たちが

使う公共施設ですね。ここに、自治事務でなかっ

たからということかもわかりませんが、余り地方

自治体の責任ある行動がとられてこなかった。予

算面についても、そういう環境面、川を汚染させ

ないという面での対応が私は十分でなかったと思

うので、これを契機にそういう面にも力を入れて

いかないといかん法的な１つの根拠になったんじ

ゃないかなと思うんで、そういう面での対応につ

いて御説明をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） ただいま御提

案ありました小山議員の質問でございますけども、

まず機関委任事務から自治事務に変わったことで、

将来の展望ということでございますけども、御案

内のように河川法と申しますのは、明治時代につ

くられたものでございまして、戦後、昭和３０年

代に水系一貫主義ということでつくられました。

と申しますのは、水系、例えば淀川水系ですと

淀川水系で一括して管理しなさいと。淀川の上流、

琵琶湖も含めまして、または奈良の青蓮寺湖も含

むんですけども、すべて淀川水系でございます。

行政界、都道府県界とか市町村界にとらわれずに

水系で一括して管理しなさい。洪水のおそれとい

いますのは上流から下流へ行きますので、その洪

水のおそれを防除するためには、行政界ごとの管

理ではなく、水系で管理しなさいという趣旨のも

とでつくられました。

その後、この水系一貫主義は、洪水の防除とい

う点ではかなり効果があったんですけども、いか

んせん行政ごとの地元の特徴というのがかなりほ

ごにされてきました。例えば、都心部におけるか

みそり護岸でありますとか、このあたりのコンク

リートの護岸がかなり問題となりました。

そこで、平成六、七年ごろから河川審議会の方

でいろんな答申がございまして、それを受け７年、

８年、河川法の改定が相次ぎました。その中で、

従来の水系一貫主義から地元の意向を尊重すると

いうことに河川法も変わってまいりまして、その

流れを受け、この準用河川の方につきましても都

道府県からの機関委任事務ではなく、泉南市独自
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の自治事務として管理ないしは改修を行いなさい

ということになりました。

しかしながら、まだ現在におきましては、機関

委任事務から自治事務に変わったところで、すぐ

仕事の内容が変わるわけではございません。準用

河川につきましては、御案内のとおり現在宮川と

柳谷川で改修事業を行っております。その改修事

業につきましても、従来の治水安全のための改修

事業でございますので、本市につきましては、こ

の河川の改修をまずは進めてまいりたいと考えて

おります。

それから、準用河川についてでございますけど

も、先ほど申しましたように、泉南市の準用河川

は宮川と柳谷川でございます。改修の計画する延

長は、それぞれ約１キロ程度でございます。

以上でございますけども、機関委任事務から自

治事務に変わったことに対する将来の展望につき

ましては、今後の課題と考えておりますので、泉

南市としましては、まずは治水安全を第一に改修

を進めてまいりたいと思っております。

○議長（嶋本五男君） 流水の占用は。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 流水の占用は

今調べておりますので、もうしばらくお待ちくだ

さい。

○議長（嶋本五男君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。

流水の占用でございますが、先ほど課長が申し

上げましたように、準用河川というのは、先ほど

お話ししました柳谷川と宮川の２河川でございま

す。そこで、流水の占用というのは、ちょっとは

っきりとは確認してないんですけども、魚の養殖

とかああいう形のものだと思うんですけども、ち

ょっと調べさしていただきます。

○議長（嶋本五男君） そのまま暫時休憩してくだ

さい。

午後２時１５分 休憩

午後２時１７分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

答弁をお願いします。竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） どうも失礼しました。

先ほど魚の養殖とかいろいろ言いましたけど、そ



れは間違いでございました。訂正しておわびいた

します。

占用料といいますのは、工場が直接水を使う分

の占用料でございます。例えば、染色工場で染色、

染める水に使うとか、工場ができて、工場に対し

て冷却水に大量に使う水とか、そういう占用料の

ことでございますので、おわびして訂正さしてい

ただきます。どうも済みませんでした。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、泉南市では該

当するとこが２つの河川というように御答弁いた

だいたんですが、河川法でいくとその他は全部準

用河川と、こうなるんですね。市長が指定せない

かんわけですけども、要するに一級、二級以外は

準用河川と、こうなっとるでしょう、河川法では。

そうしたら、ほかにいっぱいあるわね、そうい

う川というのは。蟹田川にしても大里川にしても、

それは一体だれが管理しとるんですか、法的には。

それは指定ができるんじゃないですか、法の建前

からいうたら市長が指定するものやから。河川法

でいうと一級、二級以外はその他になって、それ

は全部準用河川となっとるでしょう、位置づけと

しては。そうすると、今言った川はだれが管理す

るんですか。

○議長（嶋本五男君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。

市の条例の中には普通河川というのがございま

す。先ほどの準用河川というのは柳谷川、宮川で

すか、それが準用河川であって、今度市の管理に

なったということでございます。普通河川という

のは、柳谷川と違って紺谷川とか、それに大里川

とか、いわゆる中小河川が幾つもございます。そ

れはもともと市の管理でございました。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今、１００条の１項で出さ

れとるんですね。１００条の１項のところには、

一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指

定したものについてはいわゆる準用河川と、こう

なっとるんですね。普通河川というのは、じゃ準

用河川よりまだいわゆるランクが下ということで

すか。それも条例においては、当然その適用
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これでも二級河川の法令が全部適用されると、準

用河川もね。

普通河川もおそらくそういう構造からいえば、

適用は二級河川、一級河川で決められている法律

の内容を全部守っていかないかんと、こう読める

と私は思うんですけど、こういう解釈でいいんで

しょうか。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 準用河川と申

しますのは、河川法を準用するということでござ

いまして、普通河川には河川法は準用しておりま

せん。例えば、工作物の設置ですとか河川の保全

区域ですとか、河川法を適用しますと技術的にか

なり難しい面が出てきますので、蟹田川等につき

ましては河川法は適用しておりません。今申しま

した市内の２河川、柳谷川、宮川につきましては、

河川法に準じた法律、規則等を適用いたしまして、

国の補助金をいただいて改修していくということ

でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、泉南市が既に

定めておるこの条例については、いわゆる自治事

務として運用しておると、そういうことですね。

だから、準用河川は自治事務でなかったのが、今

回普通河川と同じような扱いで泉南市が責任持つ

と、こういうことですね。

いろいろ問題になってる、河川の不法占拠され

とるようなところが多々あるんですが、そういう

ものが今まででも取り締まりがちゃんとできるの

に、自治事務として市に責任があるのに十分なさ

れてなかったと、こういうことになるんじゃない

かなと思うんですが、やはりこれを契機に今の普

通河川扱いになってるもの、いわゆる泉南市が独

自で管理をしとる、この条例にうたわれておる趣

旨にのっとって、もう少し河川管理をきちっと私

はしてもらわないといかんと思うんですが、こう

いう現在施行されておるこの条例の運用は、この

条例に照らしてちゃんとやっとるのかどうか、ど

ういう認識をしとるのかどうかですね。そのこと

において、今後どうするのかということを最後に

御答弁いただきたいと思います。



○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 今回御提案申

し上げました準用河川につきましては、従来より

機関委任事務ではございますけども、河川法に準

じて管理、改修を行ってまいりました。いかんせ

ん河川は人工物ではありませんで天然のもんでご

ざいますので、それぞれ流域の歴史、それから洪

水等の経過がございますので、そのあたりの経過

を踏まえながら、今後も河川の管理及び改修に努

めてまいる所存でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。５回目ですから。

○２番（小山広明君） 天然のものでありましてと

いうことで、ちょっと引っかかるんですけどね。

やっぱりそういう公の施設が個人によって占有さ

れてるということになれば、それは天然にしたわ

けじゃなしに、意図的に当初はやっとるわけです

ね。知らんからやったということも言えるかもわ

かりませんが、それはちゃんとそういうものを理

解させる公的な広報も必要ですし、自分のもんで

ないとこを使うのは、知らんかったから使ったと

いうことは通らないわけですから、そういう点で

は河川そのものは天然でしょうけども、そこを占

有したり自分のものにすると。それが何年も長く

放置されておる状態を見て、天然とは言えないと

思うんですね。

泉南市には、私も川に興味があって歩くんです

けども、本当に川の中に建物がつき出とったり泥

上げ場もなかったり、川を歩けないとか、いっぱ

いありますよ。それはちゃんとやっぱり行政とし

て法があるわけですから、それにのっとって整備

をしてもらわないと、そういう何か逃げの答弁で

は困りますので、その辺はもう少しきちっとやっ

ていただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） ちょっと簡単に二、三点

お聞きします。

まず、改正河川法の要点を簡単におっしゃって

いただいて、それを準用河川に対してどのように

適用していらっしゃるのかということ。それと第

２点として、大里川とか蟹田川とか屯道川という

のが普通河川であると。前に下水道工事について

もいろいろ問題は出たわけですけれども、そこの
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とこを河川法は適用されないということですけれ

ども、じゃ市としてはどういう考えでその普通河

川の管理を行っているのかと。わかりますか。聞

こえてますか。その点ちょっとお答え願います。

それと、３点目として、何度かいろいろな議員

が言われた普通河川に対する占有に対しては、今

どのような形になってるのかということ。

第４点として、この条例は流水占用料、土地占

用料というふうな形になっておりますけれども、

河川法が適用されるとしたならば、ここには明示

されてないですけども、環境という問題をどんな

ふうに考えていらっしゃるのか、その辺の配慮を

どのようにされているのか。

以上４点についてお答え願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 今、御質問の

あった北出議員の４件についてお答え申し上げま

す。

まず、１点の準用河川に改正河川法の適用をど

のように進めるのかという点でございますけども、

泉南市域の準用河川は、川幅、それから流量、そ

れから水深という諸元をとりましても、一般の二

級河川、一級河川とはかなり違うものがございま

す。

環境を取り入れた多自然型工法も、一部府内で

も金熊寺川初め取り入れられておりますけども、

河川幅がかなり広くなるとか、それから地形上余

り急峻でないところに多自然型工法が適用できる

ということで、泉南市内の準用河川にすぐさま河

川法の趣旨、特に環境面を取り入れた工法を採用

するのは、いささか早急だと認識しております。

ただ、今後二級河川の方で河川整備方針並びに

河川整備計画が立案されましたときには、その趣

旨にのっとり準用河川宮川、柳谷川の管理ないし

は改修につきまして、多自然の工法を取り入れま

すとか、それから地域住民の方々の意見を取り入

れて整備をしていきたいと思っております。

それと、２点目なんですけども、大里川等の普

通河川の改修並びに管理はどうなってるかという

ことだったんですけども、普通河川につきまして

は、普通河川管理条例で管理しております。ただ、

改修はと申しますと、一般会計の方で排水路維持



改修費でありますとか、河川維持改修費がござい

まして、その予算でしゅんせつ、それから一部水

路改修等行っております。

ただ、計画的な改修につきましては、普通河川

の上に下水道計画をかぶせまして、下水道の雨水

管渠として計画、整備をしていく計画でございま

す。

それから、第３点目なんですけども、普通河川

等につきまして土地の占用でございますけども、

先ほど申しましたように、普通河川といいますの

は人工工物ではございませんで、過去からの流水

の形態、それから土地利用の形態等がかなり複雑

に絡まっているものだと考えております。したが

いまして、条例の趣旨からは適正に管理すること

はもちろんなんですけども、今申し上げましたよ

うな過去の経緯、それから地元の利用状況を踏ま

えながら、今後もより一層適切に管理してまいり

たいと思っております。

４点目でございますけども、環境への配慮とい

う点でございますけども、河川をどのようにとら

まえるかによってかなり変わってくると思います。

現在、泉南市域の河川の整備状況から申しますと、

まずやはり治水安全度を高めたいと、かように考

えております。我々泉南市が事業を実施いたしま

す準用河川柳谷川、宮川につきましても、河川の

幅が狭いでありますとか、比較的山間部に位置し

ている等を踏まえまして、まずは河川の流れをよ

くするような改修を目指して、今後とも進めてま

いりたいと思っております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 簡単にお聞きしたわけで

すけれども、あと最初の質問で改正河川法が変わ

った点ですよね。だから、環境ということと市民

参加ということがあるわけですよね。その点の問

題を宮川、柳谷川にどう適用されてるのかという

ことで、それも構わないですけれども、しかし今

あなたのおっしゃったことは、あくまで治水中心

だということでおっしゃられた。そうすると、河

川法は変わってないわけなんですよ。わかります

か。

改正河川法というのは、あれは環境に配慮と市

－３８４－

民参加、住民参加ということを協議するというこ

とが基本的な転換点なんですよ。今のあなたの御

発言だと、それが全く否定されてしまう。旧来の

河川法の枠組みの中しか動いていないということ

なんです。そういう発言は問題ですよ。

それと、さっき早急にというのは、現実的には

よくわかります。例えば、宮川とか柳谷川は河川

幅が狭いからそういった多自然型工法がとれない

とか、そういうことはよくわかります。ただ、そ

の問題といわゆる法改正の問題点を混同されては、

非常に今後問題が出ると思うんで、もう一度それ

を答弁してください。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 今、北出議員

の方から再度御指摘がありました改正河川法と準

用河川への適用でございますけども、確かに河川

法といいますのは、平成８年、９年とかなり環境

への要素を取り入れたり、住民参加の過程を取り

入れたり、かなり変わってきております。

ただ、新しいやり方は、私の知る限りでは一級

河川の京都の方にあります丹後川でしたか、由良

川で現在河川の整備基本方針が住民参加の形で取

り入れられていると聞いております。その手法そ

のものは、私は否定するつもりはございません。

ただ、河川といいますのは法律的にも歴史が古い

もんでございまして、現在二級河川、一級河川に

つきましては、河川整備方針の前の形、工事実施

基本計画というものがございまして、それにのっ

とって現在工事中でございます。

宮川、柳谷川につきましても、全体計画―専

門用語で全計と呼ぶんですけども、全体計画とい

う中で工事を進めております。これはここからこ

こまでを改修しなさいということで、建設省の許

可といいますか、認可をいただいてやっているも

んでございます。現在のところは、その計画に基

づいて河川の事業を進めてまいりたいと考えてお

ります。

ただ、その計画が終わった時点、新しい計画を

つくるときには、先生の御提案になったような改

正河川法の趣旨にのっとり、多自然、環境を取り

入れたり、または地域住民の方々の意見を取り入

れたり、そういう手法を探っていきたいと考えて



おります。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 今の御発言でも、ちょっ

とまだ改正河川法の位置づけが事業部、下水道部

いろいろ、今後事業部は統括されるわけですけれ

ども、その辺の環境への問題をもっと自覚的にや

っていただかなければ、まさに治水・利水という

枠組みで明治からの流れ、単に水の流下だという

ふうな判断に矮小化されてしまいますので、その

辺はくれぐれも留意していただけるように意見に

かえさしていただきます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 河川環境については若干

改善されたというものの、まだまだ住民に非常に

迷惑がかかっている地域もあるように伺っており

ます。先ほど答弁の中で、今住民が非常に迷惑し

ている。それを踏まえた上で、引き続き府の岸和

田土木の方に再度要請をしていきたいという答弁

がございました。

また、今回の管理条例について、河川法に基づ

いて住民の意見をよく聞きながら再度考えていき

たいと、そういう答弁があったように思いますけ

ども、確認しておきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 二級河川の中

での種々の項につきまして、住民の方々に迷惑を

かけている点につきまして、それにつきましては、

岸和田土木事務所の方に申し入れを今までもして

おりますし、今後もしてまいります。

また、住民の意見を取り入れるということなん

ですけども、これにつきましては、市が管理して

いる準用河川と府が管理しています普通二級河川

等では扱いがおのずから変わってくるわけでござ

いますけども、今までも住民の意見を聞きながら、

管理、それから改修をしてきたわけでございます

し、今後は現在の全体計画並びに工事実施計画が

終了した時点で、新しい計画をつくるときには、

またもっと今までとは違った形で住民の方々の意

見を聞きながら、工事の改修計画並びに管理の方

法等を種々模索していきたいとは考えております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。
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○９番（奥和田好吉君） 先日、地域住民の方の関

係者が集まって、いろんなこの問題についての意

見が出されたと伺っております。その中で、樫井

川を挟む中で先ほども出てきましたけども、にお

いの問題も非常に大変大きく迷惑がかかっている。

市の方もこれを手助けするような形で、焼却灰を

そこへどんどん運んでいるという話を伺ったんで

すけども、この点はどうなんでしょうか、お聞き

したいと思います。

○議長（嶋本五男君） 奥和田さん、議案から大分

外れてきてますんでね。河川法の改正なんで、そ

こらのところをちょっと配慮してやっていただき

たいと思います。この河川法に従ってひとつ御質

問の方をもう一度お願いします。奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 私は環境面の立場から言

ってるんですけども、河川環境についての質問を

したつもりなんですけども。これは環境について

非常に大事な問題だと思うんですね。

じゃ、樫井川の今の全国でもワーストワンとい

うものが昨年の１２月に出ておりますけども、こ

の環境問題というのは非常に大事な問題です。そ

れに基づいての質問なんですけども、住民が非常

にこの問題について苦慮していると伺っておるん

ですけども、これは全く取り上げられないと、そ

ういうことなんでしょうか。それならそれで結構

です。

○議長（嶋本五男君） 河川法の改正に従って、今

の環境問題と別にひとつ質問していただきたいと

思いますけど。奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） よく承知した上でやって

おります。

○議長（嶋本五男君） 広がっていくとちょっと困

りますんでね。議案からだいぶ外れてまいります

ので、これはちょっと答弁させられませんので。

ほかにございませんか。 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） これは環境に非常に大事

な、取り離せない問題だと思うんですけども、い

わゆる準用河川管理条例のこれから出発するとい

う大事なところなんで言ってるんですけども。

○議長（嶋本五男君） 管理条例の中身に入っても

らって、それで言ってもらわなかったら、環境問

題をやられますとちょっと方向が違ってまいりま



すので、ちょっと答弁させられませんので。下水

道部にその答弁をさせられませんのでね。

〔重里 勉君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○１６番（重里 勉君） ただいまの質問につきま

しては、かなり議案と離れておりますので、議長

の方で最大限の配慮をお願いします。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） １０９ページの中に第１

種から第５種までありますけども、この第５種の

中の流水占用という１立方メートル、これの答弁

が先ほどちょっと納得いかない点もあったんです

けども、もう一度御答弁願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 流水の占用に

ついてお答え申し上げます。

河川の沿線沿いにあります工場等の施設で河川

の水を使うときに、その量に応じまして占用料金

をいただくものでございます。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） そういうところが現実に

あるんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 準用河川宮川、

柳谷川につきましては、現在のところございませ

ん。準用河川宮川、柳谷川につきましては、現在

そのような流水占用料を取っているところはござ

いません。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） じゃ、ここに載ってる分

は、今後あると想定しての上なんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） この条例は、

機関委任事務から自治事務に移行したものでござ

いますので、今までの機関委任事務の中身を踏襲

したものでございまして、特にあるところを特定

してつくったものではございません。

以上でございます。

○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います。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１６号を採決いたします。

－３８６－

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１６号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第６、議案第１７号 泉南市手数料

条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１７号、泉南市手数料条例の制定について御

説明を申し上げます。１１１ページでございます。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律が平成１２年４月１日から施行され、

関係法律の一部が改正されることに伴いまして、

戸籍関係の手数料など機関委任事務の廃止により

条例で定めることとされたもの、及び犬の登録手

数料など新たに権限移譲された事務に係るものに

ついて、手数料条例中に新たに規定する改正を行

うものでございます。

また、これに合わせまして、情報公開及び個人

情報保護制度におきまして、１枚を１０円とする

公文書の複写手数料などの手数料を徴収する規定

を新たに設け、並びに住民基本台帳の写しの閲覧

手数料に係る計算方法について、現行１０世帯を

１件として徴収しているものを１世帯を１件とし、

及び火災または事故等に係る証明書の交付手数料

につきまして、現行１件につき１００円としてい

るものを２００円とする改正を行うほか、その他

必要な規定整備をあわせて行うものでございます。

簡単でございますが、説明とさせていただきま

す。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上

げます。

○議長（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。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、説明いただきまして、

今回の法律の改正によって新たに加わったものは、

犬の登録ということで言われたんですが、これは



従来は大阪府がやっておったと思うのですが、こ

の件についてどれぐらいの需要というんですか、

利用があると見込んでいらっしゃるのかですね。

これに関する自治事務をする場合の事務経費と

いうのは、この登録手数料で賄えるようになっと

るのか、何かほかにいろんな補助金なり何かがあ

るのかどうかですね。ほかに今回の提案で新たに

加わったものについて、あれば特徴的に御説明い

ただきたい。

それから、この情報公開条例における１枚１０

円の分については、他市の状況はどうなのか、こ

れもちょっと御説明いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 小

山議員御質問の手数料の３０番から３３番の飼い

犬登録の件でございます。

この分につきましては、従来保健所の大阪府の

方が管轄しておりまして、今回ことしの４月から

市の事務という形で移管されるものでございます。

そして、従来この経費につきまして、大阪府の方

から実はこの飼い犬登録の手数料というのが補助

金に入ってたんですけども、今回から市の手数料

ということになりまして、その分でこの飼い犬登

録の分の事務を行っていくということでございま

す。

ですから、この額につきましては、大阪府が従

来取っておりましたその額について、市としても

今回いただくということになりまして、この手数

料でこの飼い犬関係の事務の分については執行し

ていけると、このように考えております。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） この手数料条例の改

正に伴いまして、先ほどから提案理由でも説明を

さしていただいておりますように、いろんな関係

の中での整理ということでございますけれども、

今回この条例の中では、表を見ていただいたらわ

かりますように４５項目入っておるわけでござい

ますけれども、この中には従来からある部分もご

ざいます。それと、先ほど説明いたしましたよう

に、機関委任事務が廃止されたことによりまして、

手数料規則から手数料条例に変わったものもござ

います。

－３８７－

それと、今言いましたように、市の自治事務と

なったもの、これは犬の関係でございますけれど

も、これも４項目ほどございます。それと、手数

料令により規定されている戸籍に関する事務の手

数料を泉南市手数料条例により規定したものもご

ざいますし、手数料条例によりまして一覧性を確

保することから、より適当と考えるものにつきま

してここに整理をしたものですね。それと新たに

制定したものといたしましては、４２番でござい

ますけれども、情報公開条例の関係の手数料でご

ざいます。

それと、現行のその他の証明等の形でまとめて

いたものについて、新たな徴収事項として表示し

たものも５件ほどございます。それと、額の変更

ですね。それと、徴収事項の表示を一部改めたと

いうものがございます。それらを合わせまして、

今回４５項目提案をさしていただいておるという

ものでございます。

それと、情報公開条例の他市の手数料関係の状

況はどうやという御質問だったと思いますけれど

も、本市の場合も昨年９月に提案さしていただく

までにいろんな議論をさしていただいた中で、情

報公開条例については、コピー代程度という形で

議会等からも御意見をいただいた中で、そういう

形にさしていただいたということでございますし、

各市も大体そのような形、１枚１０円程度の形で

の手数料が一般的ではないかなという関係で、今

回閲覧については無料、コピーについては１枚１

０円ということで規定をさしていただいておるも

のでございます。ただ、大きな図面等につきまし

ては、別に実費という形を定めておるところでご

ざいますので、よろしく御理解を賜りたいという

ふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 犬の登録にどのぐらい来ら

れる予定なのかですね。余り最近犬の鑑札という

のは聞いたことがないように思うんだけども、そ

れは鑑札を受けてちゃんとやってるのが実態なん

ですか。それは犬を一々市役所にみんな連れてく

るのかな。

そういうようなことで、実際の犬の、これは全

く新しく市町村の事務になったというんで、ある



人に言わせると、地方分権というのは犬の鑑札だ

けやとやゆして言う人もいらっしゃるぐらい特徴

的なんですね、この犬の鑑札が市町村のことにな

ったというのは。どういうような事務が実態にな

ってくるのかですね。３，０００円ですから案外高

いので、これで事務に係る費用は全部賄えるとい

うことになっとるのかですね。

それから、先ほど中谷さんでしたか、今までよ

りは額がふえたものという表現があったんだけど、

額がふえた分だけでちょっと言うてください。ど

れがどう変わったのか、ふえた分だけで結構です。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） まず、２２番、住民

基本台帳の一部の写しの閲覧、これは今まで１０

世帯１件ということにしていたのを１世帯１件と

いうことで、規定を変えたということでございま

す。

それと、４３番、４４番につきまして、火災の

関係、傷病者の搬送の関係ですけども、これは改

正前が１００円だったものが今回２００円という

ことでの改正でございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 平島健康福祉部参事。

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

小山議員の何頭いるかという犬の登録なんですが、

９９年末現在で２，６０８頭おります。それで、平

成１２年度に予算を計上しておりますのは、飼い

犬登録手数料としまして、単価３，０００円×３０

０頭を予定しておりまして９０万円、それと飼い

犬鑑札再交付手数料としまして単価１，６００円で

１０頭分、それから注射済票交付手数料としまし

て単価が５５０円掛ける８００頭で４４万円、そ

れから注射済票再交付手数料、単価３４０円で１

０頭分３，４００円を計上いたしております。合計

１３５万９，０００円の歳入を見込んでおります。

これの費用で事務費は賄えております。

どうぞよろしくお願いします。

○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。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１７号を採決いたします。

－３８８－

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１７号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第７、議案第１８号 泉南市危険物

規制事務手数料条例の制定についてを議題といた

します。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１８号、泉南市危険物規制事務手数料条例の

制定について御説明を申し上げます。

提案理由でございますが、平成１２年４月１日

に施行されます地方分権の推進を図るための関係

法律の整備等に関する法律により消防法の一部が

改正され、危険物に係る規制事務が機関委任事務

から自治事務とされることに伴いまして、当該事

務に係る手数料について条例により定める必要か

ら、本条例の制定について地方自治法第９６条第

１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。

内容といたしましては、１２１ページでござい

ますが、第１条に趣旨を、第２条に手数料の額、

第３条に徴収の時期、第４条に免除、第５条に委

任の規定を設けております。

第２条の「手数料の徴収に係る事項、区分及び

金額は、別表のとおりとする。」につきまして補

足説明をさせていただきます。議案書の１２２ペ

ージから１３５ページまで記載のとおりでござい

ます。地方自治法第２２８条第１項に基づく地方

公共団体の手数料の標準に関する政令の規定によ

るものでございます。

なお、施行の期日につきましては、平成１２年

４月１日から施行するものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御審議の上、御承認賜りますようよろ

しくお願いを申し上げます。



○議長（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。 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 簡単にお伺いをいたした

いと思いますが、今、助役さんの方から提案理由

の説明をいただいたわけですが、どうも化学ぐら

いやっておかないと、この項目の解釈はちょっと

難しい部分もあるのじゃないかなと思うんですが、

具体的にちょっと大まかなとこでいいんですが、

教えていただきたいんです。

この条例の施行に当たって、本市内でどれぐら

いの件数があるのか、該当所があるのかですね。

それと、もう１つは関西空港との関係であります

が、関西空港も油を置いたりいろんな危険物も置

いてると思うんですが、これらはどの部分に該当

するのか、教えていただきたい。

それと、１３０ページ、ちょっと抜粋して１３

１ページに関連するんですが、ここに基礎・地盤

検査とあるんですが、これももちろん内容とタン

クのキロリットルと、それから徴収する金額を書

いてあるわけです。１３１ページの溶接部門検査

というのもあるわけですが、これは読んで字のご

としですけれども、これは事業者から申請があっ

た部分をこのような形で適用さしていくと、こう

いうことになると思うんですが、先ほど申し上げ

ましたように、専門的な知識もないと、一定の判

断もしかねる部分があるのではないかと思うんで

すが、これらの対応については、具体的にどう対

応しておるのか、御答弁をいただきたいと思いま

す。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 島原議員御質問の件につ

いてお答えいたします。

まず、第１点目の危険物の施設の数でございま

すけれども、現在のところ施設数といたしまして

は、平成１０年で１６９施設でございます。それ

から、関空でございますけれども、これにつきま

しては、特定屋外タンク、大体１万２，０００キロ

リットル入りのタンクが８基、それからそれ以外

のタンクですけども、下がりますけども、これが

９基、そして現在その特定屋外タンクを２基増設

中でございます。最終的には計１４基になると、

こう聞き及んでおります。

－３８９－

それから、１３１ページの溶接部検査でござい

ますけれども、これは申請があった時点で、本来

ならば各市町の消防本部が検査をいたしますが、

この溶接部検査といいますのは、特定屋外タンク

貯蔵所に係る部分でございまして、危険物技術保

安協会というところに依頼をして検査をやってい

ただくということでございます。

それで、泉南市におけるこの特定屋外タンクと

いうものは、現在ございません。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） この表でいろいろ項目別

にあらわしてるんですが、今御答弁のあった関西

空港分の関係は、どこに該当するんですかね。１

万２，０００キロリットルの関係のこの区分徴収額

は、どこに該当するのかですね。

前後して恐縮ですけれども、１６９個という市

内での危険物の事業所なんですが、これは一般的

にプロパンガスとかああいうところも意味するの

か、もっとそこらあたり具体的にお答えをいただ

きたいと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） お答えいたします。

まず、関西国際空港の分でございますけれども、

これは特定屋外タンク貯蔵所といいまして、危険

物の数量でいきますと、１２４ページの一番上に

あります貯蔵最大数量が１万キロリットル以上５

万キロリットル未満、この分に入ってきます。

それから、市内の危険物施設の推移でございま

すけれども、これにつきましては製造所で４、そ

れから屋内貯蔵所で１９、屋外タンク貯蔵所で２

２、屋内タンク貯蔵所９、地下タンク貯蔵所４１、

簡易タンク貯蔵所３、移動タンク貯蔵所９、屋外

貯蔵所２、それから給油取扱所といたしまして営

業用で１８、船舶１、それから自家用が８、それ

と第１種販売取扱所２、それとあと一般取扱所が

３１、計１６９施設となっております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） これは消防署の方で御苦

労願っているようですけれども、これはあくまで



も危険物取扱資格ですか、資格要件はそういうも

のが必要だと思うんですが、これに対応する職員

さんは、もちろんただ事業所からの申請だけでは

なしに、市として例えば１００基なら１００基タ

ンクを持っておると、そういうとこなんかの再確

認というんですか、点検等はなされているのかど

うかですね。

これは条例の関係で料金とか文言とかの表現の

修正だけですけれども、そういう現実にその危険

物に対する、今、消防長から御答弁いただいたと

ころに対する検査なり再確認はコンサルを使うて

やられていると、こういうふうな御答弁ではあり

ましたが、消防署の中にはそういう検査に行った

り調査に行ったりするような資格要件を満たして

いる方はいらっしゃらないのかどうか、これが１

点です。

もう１つは、例えば空港島は御存じのように３

等分してますわね、泉佐野分、田尻町分、泉南市

分と。特に、泉南市分は南の端っこに属してます

から、御存じのように重油タンク 重油タンク

か何かわかりませんが、飛行機用の燃料タンクと

いうようなものをかなり設定されてるんですが、

その部分もこの危険物の中に含まれてるのかどう

かですね。

それと、関西空港２期工事の場合は、そういう

危険物的な要件は含まれてるのかどうか、わかっ

ている範囲で結構ですから御答弁をいただきたい。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） お答えいたします。

まず、１点目でございますけれども、一応危険

物を立入検査する場合につきましては、予防課の

課員でやっております。その者につきまして、危

険物の取扱者の免状があるないにかかわらずこれ

はできるということでございますので、現在のと

ころ、その取扱者が免状を持ってるかどうかとい

うことをちょっと把握しておりません。

それで、平成１０年度におきましては、立入検

査ですけれども、これが施設数１６９施設で実施

件数が１４４件しております。そのうち指導件数

が５５件あったということでございます。

それから次に、関空の関連でございますけれど

－３９０－

も、この数字の８件につきましては、泉南市の方

の危険物施設の中には入っておりません。これは

泉佐野市の方に委託しておりますので、泉佐野市

の方の危険物施設の中に入ってくるということで

ございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） これで４回目になるんで

すが、泉南市域ですか、３等分してますわね。一

般的に泉南の場合はビルも何もないと、ある意味

では備蓄タンクとか石油タンクとか、そういうよ

うなものしか該当しないわけですけれども、私の

聞き方がまずかったかどうかわかりませんが、現

在泉南地域の中にある備蓄タンクなり飛行機用の

燃料用タンクの部分の危険物については、これは

泉南に入らないということなのか、泉佐野市の所

管の部分だと、こうおっしゃったように聞こえた

んですが、それをひとつお答え願いたい。

それと、この危険物の検査については、当然電

気でもどこかの電気何とか士という管理する資格

がないとできないわけですけども、今消防長の御

答弁でございますと、何かそれがなくても検査は

できるんだと、こうおっしゃってるんですが、本

当にそういうことでいけますか、ちょっと御答弁

をいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 関空の危険物施設につき

ましては、一応泉南市域でありましても、泉佐野

市に消防事務を委託しております関係上、泉佐野

市の消防事務の中に入ってくるということでござ

います。

それから次に、立入検査におきまして職員のそ

ういう免許状の所持でございますけれども、これ

は別段そういう危険物取扱者とかいうような免状

がなくても立入検査ができるということでござい

ます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） もう一度お伺いしますが、

確かに消防署自体は泉佐野市域の中にあるかもわ

かりませんし、うちの方も応分の運営費か何かち

ょっと出してるわけですが、私は基本的には固定

資産税と同じようなもので、備蓄タンクそのもの



が、事務では確かにそうですけれども、固定資産

税もそうですけれども、田尻町にとってみれば田

尻町の固定資産税を払わないかん、泉南市域にタ

ンクとか物を建てれば、そこに固定資産税という

ものが当然かかってくるわけですが、今の御答弁

ですと、もう一度お答えをいただきたいんですが、

泉南地域の部分にある備蓄タンク等は、消防関係

の事務的な手続もそうですが、一切泉南市にはな

くて、そういう部分の今個々に明示されている金

額は泉佐野市に入っていると、そういう解釈でよ

ろしいんか。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 先ほどからも答弁さして

いただいてますように、消防事務について泉佐野

市の方に委託しておりますので、それに係る申請、

それから完成前検査、そして完成検査というよう

なものにつきましては、すべて泉佐野市の方でや

っていただいております。それに対する手数料に

つきましても、これは検査を実施する泉佐野市の

方に納めていただいているというのが現状でござ

います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） これは、今までは規則とか

いうところではきちっとした金額は出ておらない

ように思うのですが、初めてこういうように条例

の中にこういう具体的な金額として出ておるわけ

ですね。これが自治事務になれば、当然責任も市

の責任になると思いますし、危険物ですから、何

かそういう事故があったときの許可権者としての

責任というのは、どのようなことになるのかです

ね。

当然、専門の保安協会ですか、先ほど言ってお

られたとこに委託するのはわかるんですが、委託

する人もある程度の ある程度と言ったらおか

しいけども、ちゃんとそれが技術的に把握できな

いと、無責任のそしりを免れないんですが、そう

いう点でこういうものがより自治事務として、許

可者の責任というのは当然あるわけですからね、

対市民に対しても。そういう点での責任というの

は、物が物だけに大変シビアなもんになると思う

んですが、それはどのようなことに運用面でなっ

てくるのかですね。

－３９１－

我々もこの中を見てもなかなか専門的なことで、

議会で議論するというても、中身がほとんどわか

らないままひとつ判断せないかんという立場にな

るんですが、そういうものについて、やっぱり消

防署にはそういうものがちゃんと理解できる方が

職員としていらっしゃるのかどうか、そこをお聞

きしておきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 今回の条例の上程につき

ましては、今もそうですけれども、消防法に基づ

きまして危険物の規制に関する政令で消防の手数

料条例を定めております。これに基づきまして、

国からの機関委任事務として泉南市がやっておっ

たと。ところが、４月１日から地方分権に伴いま

すので、これが泉南市の自治事務になったという

ことで、今回上程さしていただいたわけでござい

ます。ですから、この手数料につきましては、今

まで条例ではなく、そういう消防法に基づきまし

て危険物の規制に関する政令で定められていたも

のが、今度は条例になったということでございま

す。

それから、こういう危険物施設の事故の関係で

ございますけれども、これは当然、設置するとき、

設置から完成までの間は消防本部で検査をいたし

ます。それで完成検査で合格いたしますと、後は

今度は申請者の責任ということで、事故があった

場合には申請者の方で対応することになっており

ます。

それから次に、こういう職員でございますけれ

ども、予防課員で任命いたしますと、立入検査で

すね。対象物、それからこういう危険物施設の立

入検査を行う。それで、消防法に基づきまして検

査をやっていくと。長年の技術というんですか、

勉強を培っていただいてこの事務をやっていくと

いうことになるわけでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 予算書でも手数料というの

はほんまにわずかなんですね。４９万３，０００円

ということなんですね、１２年度予算でも。これ

見ると、大きいのになれば１件だけでも１，１００

万とか、関空を抱えるわけですから、そういう大



規模施設があるんではないかなと思いますが、そ

ういう点でこの四十何万で、後で補正するんかど

うかわかりませんが、かなり少ない金額になって

ますね、手数料が。

しかし、減免措置もあるから減免措置があるの

かなと思うんですが、その減免措置対象がどれぐ

らいあって、実際の事務量ですね。減免をやると

何ぼそのお金を取れても取れないわけですから。

それと、先ほど御答弁いただきましたけど、や

っぱりこういう専門的な１つの職員がないと、委

託してもそれよりも上回るレベルの技術がないと、

それはお任せになって、市民から見れば、市民は

それはチェックできないわけやから、役所がチェ

ックしてるということで安心するわけですね。

完成するまでは検査に行きますけども、完成後

何かあったら事業者の責任や言われても、いや、

市の許可をもらってますということがあるわけで

すから、それで市民は安心するわけですので、や

はり許可したことの責任はあるんじゃないでしょ

うか。溶接なんて外から見たってなかなかわから

ない。どういう検査をするんかわかりませんが、

やっぱりそれをやる人間がちゃんとおらないと、

私は市民に責任を持った行政ができないんじゃな

いかと思うんですが、そういう人というのは具体

的におるんですか。そういう検査をするちゃんと

技術力を持った人がおるんですか、これ。（「委

託するんや」の声あり）委託したって、する人間

が何もわからへんかったら、それはチェックでき

へんわけやからね。そういうことで、ちゃんと職

員の中にそういうものがきちっとわかる人を配置

しておるのかですね。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） この減免でございますけ

れども、今までは国の機関委任事務でございまし

たので、減免はございません。ただし、今度から

市町村の自治事務になるということで、この減免

規定を設けさしていただいたというわけでござい

ます。現在のところ、泉南市におきまして危険物

を扱っておりますのは、この市役所のところにあ

ります地下タンクとか、それから鳴滝第二小学校

にありますボイラーの地下タンクですね。こうい

うのが若干あるだけでございます。

－３９２－

それと、あと設置したときの責任ですね。それ

と職員の専門家というものでございますけれども、

これにつきましては、やはり長年予防行政をやり

まして、その中で勉強して培っていくと、そして

検査に行くと。

だから、検査につきましても、技術的な検査に

なりますと、先ほどの島原議員の質問にもありま

したけれども、溶接部検査とかそういうことにな

ってきますと、これは専門というんですか、そう

いう専門、機械を使って検査をするわけでござい

ます。そのときには、先ほども言いましたように、

危険物の技術保安協会、ここの方に委託をすると

いうことでございます。

その他の場合につきましては、一応水張り検査

とか水圧検査で溶接部から水が漏れないかという

ことで、軽いハンマーでたたいたりして検査をし

て、合格であればそれで水張り検査済証というの

を発行してるのが現状でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） だから、委託をするのはわ

かるんですわ。それはそこがちゃんとやるんでし

ょうけど、泉南市の消防署の中にそういうものの

知識を持った方がおらないと、私はだめだと思い

ますよ。それは技術職ですから、そんな２年や３

年交代にかえられたら困るわけですから、そうい

う技術職として、泉南市にもそういう技術職がお

りますわね、そういう専門職というのは。

危険物なので、例えばガソリンスタンドなんか

たくさん泉南市内にありますね。ガソリンスタン

ドの地下タンクなんていうのはどう対応するんか

わかりませんけども、そういう具体的説明ないか

らね。いろんなそういう営業用のタンク、高圧タ

ンクとかいろいろあるし、そういうものも全部そ

の対象になるでしょう、危険タンクというのは。

泉南市の地下タンクのボイラータンクがそうなる

んだから、当然ガソリンスタンドのタンクなんか

なるんじゃないかなと。これは住宅地に密集しと

るわけですからね。

そういうもので四十何万というのはかなり安い

んですけども、だから減免措置が何かあったんか

なと思ってちょっと聞いたんですけどね。だから、



市がやるものとか、市長が特に必要と認めるもの

は減免措置をするというようにうたわれておりま

すので、そこはどういうものを必要とするのか、

恐らく内的な規定はあると思いますけども、少な

くともそういう専門的な職員がおらないと私は無

責任だと思いますよ、これは。何ぼなれたとこで

やるといったって、いろんな事故が起きとるわけ

ですからね、データの改ざんとか。

だから、やっぱり複数のチェックが入るように

しておかないといけないわけですからね。自治事

務になったときを契機として、こういう危険物の

許可に対しては、やはり職員でそういうことがき

ちっとわかる人、議会にもそれは安心する説明を

していただけるような対応をしないといけないん

じゃないでしょうか。今はないと判断していいん

かな。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 現在、予防課員の研修と

かいうものは、大阪府の消防学校においても、危

険物の規制に関する研修とかいうものはございま

す。そういうのにも派遣をいたしまして、勉強さ

しております。それと、あと経験、これをプラス

して危険物のそういうガソリンスタンドとかいろ

いろ施設があるわけでございますけれども、そう

いうところの立入検査とか許可申請というような

ときには、さしているところでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 意見にしときますけど、な

いということですね、結論的には。今から研修さ

しとくとか、経験に基づく、そういう問題じゃな

いと思う、化学的なものは。何ぼ経験積んだって

基礎的なもんがなかったら、それはなかなかわか

らんわけですからね。やはりそういう専門的な勉

強をした人を採用して置く。うちだけで置くのが

大変なんであれば、それこそ広域的にそういう市

の身分、責任で検査する。そういう専門家は業者

におりますよ、そらたくさんね。しかし、市民の

立場になってそういうものをチェックする人を置

くというのは、私は最低限市民に対する責任だと

思いますよ。

だから、そういうことからも一回御検討いただ

－３９３－

きたい。経験とか、長年やっとったからそれで詳

しくなるんだという部分もありますけども、こう

いう化学的なものは、そういうものだけでは対応

できないですよ。僕はそう思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 最近、灯油を積んだタン

クローリー車が安売りやということで団地なんか

にどんどん入ってくるわけですが、１２５ページ

の中に貯蔵所ということで積載式移動タンク貯蔵

所またはと、こういうことであるんですが、タン

クローリー車はどういう範疇に入るのかですね。

それから、これの調査事務手数料ですね、こう

いうものはどうなるのか。これはそのタンクロー

リー車を持っている営業所の方でやられるのか、

あるいは移動してきたらその移動先でもうやるの

か、その辺お示しをいただきたい。

それと、先ほど１６９施設について、ここの部

分ではこれだけの件数だというふうに言われたん

ですが、参考のために、できれば議長ね、ずうっ

と控え始めたんですが、途中でついていけなくな

って、できれば参考のために資料をいただけたら

と。これは後で結構ですから、ひとつよろしくお

願いをしておきたい。

以上２点です。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） お答えします。

先ほどのタンクローリー車でございますけれど

も、これにつきましては、１２５ページのケの移

動タンク貯蔵所、これに該当いたしております。

それで、これにつきましては、設置許可は常置場

所、ここで設置許可を取るということです。

それと、あと危険物施設の関係でございますけ

れども、いろいろのやつにつきましては、各議員

の方々にお渡ししている消防年報、この中にも記

載しておりますので、ひとつよろしく御理解のほ

どお願いします。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○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。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１８号を採決いたします。



お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１８号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

４時まで休憩いたします。

午後３時２９分 休憩

午後４時 １分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第８、議案第１９号 泉南市火災予

防条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１９号、泉南市火災予防条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明を申し上げます。

提案理由でございますが、指定数量未満の危険

物または指定可燃物を貯蔵し、取り扱うタンクに

係る検査業務につきまして、手数料を徴収するた

めの規定整備を行い、あわせて介護保険法の施行

に伴い改称される施設名について引用している部

分に関し所要の改正を行うため、泉南市火災予防

条例の一部改正について、地方自治法第９６条第

１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。

次に、１３９ページでございますが、内容とい

たしましては、指定数量未満の危険物または指定

可燃物を貯蔵し、取り扱うタンクに係る検査につ

いて、新たに手数料を徴収することとしたことに

ついて、４７条中、「申出」を「申請」に改め、

同条に４項を加え、手数料の額等、徴収の時期等、

還付、免除についての規定を設けるものでござい

ます。

次に、平成１１年９月３日に、介護保険法及び

介護保険法の施行に伴う関係政令の整備等に関す

る政令が交付され、同政令第４２条において消防
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法施行令別表第１第６項ロの「老人保健施設」が

「介護老人保健施設」に改正されたことに伴い、

別表第１（６）ロ中、「老人保健施設」を「介護老

人保健施設」に改正するものでございます。

なお、施行の期日につきましては、平成１２年

４月１日から施行するものでございます。ただし、

第４７条に４項を加える改正規定につきましては、

平成１２年７月１日から施行するものでございま

す。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御審議の上、御承認賜りますようよろ

しくお願いを申し上げます。

○議長（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。 小山君。

○２番（小山広明君） これは未満という説明です

から、一番下というのは制限ないんですか。どん

なものでも全部要るということになるんですか。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） お答え申し上げます。

これにつきましては、指定数量の５分の１以上

指定数量未満のときの届け出です。これは施設で

す。それから、個人の事業所にありましては指定

数量の２分の１以上、それから指定数量未満の場

合に、届け出は要りませんけれども、この泉南市

火災予防条例の基準に従って設置をするというこ

とでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） その５分の１とか２分の１

というのは、どっかにちゃんと明記してあるんで

すね、条例の中に。そういうことでわかっとるは

ずだろうと、そういうことの提案ですか。

それから、これは具体的にどういう人が対象に

なってくるのかですね。今までこれは要らなかっ

たわけでしょう。新たに要るわけですから、どれ

ぐらいの人がどういうように対象になるのかです

ね。

これは「申出」が「申請」となったようであり

ますが、普通はこういうようなものをやらないと

何かができないということでは申請に来たりいろ

いろすると思うんですが、だた申請しなさいでは

知らんとほうっておくというようなことも起こり



得る関係性にあるのか。これをやらないと、何か

ができなければそこでチェックして申請に来ます

わな。こういう関係ではどういうようなことにな

るのでしょうか。

それから、そういう小さなものもこういうよう

にやってきたというのは、取り締まりとか何かそ

ういう背景があると思うんで、その辺の説明もい

ただければと思います。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） その件でございますけれ

ども、これにつきましては、タンクの製造業者が

申請するものでございまして、製造業者におきま

して自分のところで自主試験、検査等ができる場

合にあっては、その基準に適用している旨の証明

があれば、これはタンク検査の必要はございませ

んが、そういう自作のタンク等で自主検査がしに

くいタンクの業者について、申請があればタンク

検査をこちらでするというところでございます。

以上でございます。（小山広明君「対象とかこ

れが出てきた背景」と呼ぶ）

済みません。対象でございますけれども、これ

は鉄工所とかいうようなところで、どこかの事業

所の方が依頼されてつくった場合に、こういう検

査の対象になるということでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） じゃ、これは製造者が対象

になるということですね。先ほど個人という表現

もあったので、要するに危険物を入れる容器は、

製造者が認定をしないと売れないわね、普通はね。

それを売るためにそういう検査を受けてやるとい

うことですが、幾つもタンクをつくるんですね、

製造者というのは。製造工場の中で何か指定をし

て受けるのか、１つ１つのタンクで一々検査を受

けるんでしょうか、これ、実際の事務というのは。

泉南の方ではそういうような対象業者というの

はあるのかどうか。もちろん鉄工所もあるし、岡

中のとこに行ったら、あれはでかいですけども、

かなりタンクをつくっていらっしゃるわね。ああ

いう具体的に泉南市でこういう対象にあるとこが

ね。これは６００リッター以下といったら、普通

石油缶１つが２０リッターだから、１０缶で２０
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０だからかなりでかい。それでもでかいですね。

ストーブとかそんなもんじゃないですわな。だか

ら、具体的にはどういうようなことに、泉南市で

はもうそんな対象のものは全然ないというのか、

そこらちょっと御説明を。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） お答え申し上げます。

この対象業者でございますけれども、現在泉南

市におきまして、これのタンクの設置業者という

のはございません。ただ、こういう鉄工所とかい

うところで依頼すればできますので、そういうと

ころでつくれば、それがこれの検査の対象になっ

てくるということでございます。

それと、６００リッターということでございま

すけれども、これにつきましては、一応扱う危険

物によって指定数量が違いますので、それにより

ましてこのタンクの容量も変わってくるというこ

とでございます。

ですから、石油とか灯油なんかですね。こうい

う場合でも灯油の場合なんかやったらかかってき

ますし、もうガソリンの場合でしたら、６００リ

ッターといいますと、これは危険物の規制にかか

ってくるというような分でございますので、よろ

しく御理解のほどお願いします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１９号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第９、議案第２１号 平成１１年度

大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第２１号、平成１１年度大阪府泉南市老人保健

特別会計補正予算（第３号）について御説明を申

し上げます。１６５ページでございます。

補正理由でございますが、高齢者人口の増加に

伴う医療給付費の不足額を補正するものでござい

まして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

４９億６，０１４万２，０００円とするものでござい

ます。歳入歳出の明細につきましては、１６９ペ

ージから１７０ページに記載のとおりでございま

す。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（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。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２１号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１０、議案第２２号 平成１１年

度大阪府泉南市水道事業会計補正予算（第４号）

を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 議案第２２号、平成１

１年度大阪府泉南市水道事業会計補正予算（第４

号）につきまして御説明申し上げます。議案書の

１７１ページをお開き願います。

まず、補正の理由でございますが、平成１１年

度における総配水量のうち、その不足分の水量を
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府営水道より受水する必要が生じましたので、補

正をするものでございます。なお、この補正に係

ります予算の説明書につきましては、１７３ペー

ジとなっておりますので、ごらんいただきたいと

思います。

これは収益的支出の補正でございまして、節区

分としては受水費７，９５０万８，０００円となって

おります。この金額の内容でございますが、これ

は府営水道から今回の不足分として受水を予定し

ております１０１万６，４００立方メートルでござ

います。なお、この水量に対しまして、府営水道

の単価７４円５０銭を乗じ、さらに消費税分を加

算いたしまして７，９５０万８，０００円となるもの

でございます。

以上、簡単ではございますが、よろしく御承認

賜りますようお願い申し上げます。

○議長（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。 小山君。

○２番（小山広明君） 水量が足らなくなったとい

う話なんですが、自己水というのも水を受ける側

としてはありますね。自己水で賄えなかった理由

について、ちょっと御説明をいただきたい。

それと、この補正は主に足らんというのは、ど

ういうことが原因で足らなかったのかということ

もひとつ御説明いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 今回の補正の最も大き

な理由といたしましては、本市の取水源でござい

ます金熊寺川からの伏流水の取水量につきまして

は、河川法あるいは水利権の問題等から、再三に

わたりまして大阪府の河川課から厳しい指摘も受

けまして、平成１１年４月から従来のような取水

量が望めなくなっております。一方、深井戸にい

たしましても、地下水の取水について深井戸の老

朽化が進みまして、取水量が年々減少し、自己水

が当初予測より大幅に不足してきたことが主な原

因でございます。

それから、我々といたしましては、自己水の確

保というようなことで、従来から災害とか震災と

か、そのような観点から水源確保ということが重

要だということを認識しておるわけですけれども、

従来より河川からの伏流水として取っておりまし



たけれども、先ほども言いましたように、大阪府

の方から河川法というような問題で厳しい措置を

命ぜられたということで、我々といたしましても、

今後自己水の確保という観点から、深井戸の掘り

かえとか改善、その点について力を注いでまいり

たいと、このように思っております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） ちょっと量について御説明

いただけますか。どれぐらいの量でどうなってる

か。それから、今後の問題にしても、やっぱり水

洗化してくれば、かなりこれは生活水の中ではた

くさんの水を使うわけですね。だから、人口増だ

けではなしに、生活態様の変化によってかなり水

を使うということが出てくると。そういうことが

原因なのか、河川法の中で一定取る量が決まっと

るんですか、どれだけ水が流れていこうと。せっ

かく水が流れて、使った水はどっか消えるわけじ

ゃなしに、またどっかへ流れていくわけですから

ね。

だから、河川に水が戻るという点については、

大きな意味ではそういうような使われ方の方がい

いのかなと思うんですが、泉南市なんかは自然の

豊かな、泉南というぐらいですから水も豊富なと

ころで、外からほかのもんは買うかもわかりませ

んが、水についてはやっぱり自己で賄うというこ

とが、私は泉南市民の意識からいっても、自分の

まちに１つの気持ちを持つという点では大変大事

なんで、政策的にも私は自己水１００％を目指し

ていろんな努力をする方がいいんじゃないかなと。

河川の方も、大きな意味の合意が得られれば、

合理的な水を金熊寺川から飲料水にいただくとい

うんか、そういうことも努力もちゃんとした方が

いいんじゃないかなと思うんですね。ただ、もう

この量だからそれ以上取ったらあかんといって、

かつては取っておったんですね、それ以上。それ

をやはり説明もして、市長も先頭に立って、実害

がなければそういう河川の水が水道に生かされる

ように、私はそういう努力をすべきだと思うんで

すよ。

だから、法律もどんどんいろんな意味で合理的

に変わっていくわけですから、こういう点でもそ

ういう努力は一体どうなっとるのかも含めて、そ
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れから深井戸も努力をしているということで、今

深井戸は６本あると私は認識しとるんですが、あ

るのも１カ所に何か複数の管が入っとる感じなん

で、もう少し点在して地下水をうまく取る方法が

考えられないのかなと思いますね。これは、方針

的には深井戸を掘っていくということに変えたん

ですか。

かつては府営水が安いから、深井戸はメンテナ

ンスにかなり金がかかるんで、つぶれたらもうそ

のままほうっておいて、どんどん府営水を買うみ

たいなことも一時言われたことがあるんで、その

辺の深井戸、それから河川水、それから府営水道

を買う問題があるんですが、どういう方針で今後

されようとしていらっしゃるのか、御説明いただ

きたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 議員御指摘の自己水源

の確保という点でございますけれども、我々とい

たしましても、自己水源はできるだけ確保したい

ということで、従来から府の方からも指摘を受け

ながら、やはり市民のため、安い水道料金という

ような中で、我々としてもでき得る限り水利権と

かその辺の問題に大きな影響を及ぼさない範囲で

努力をしてきたわけでございますけれども、本年

の４月から府の方からも河川法に触れるというよ

うなことで手厳しい指摘も受けながら、我々とし

てもその辺の対応に努めてきたところでございま

す。

また、深井戸に変えたいのかということですけ

ども、やはり河川水そのものの量が決まってると

いう中で、深井戸に移行をできるだけ進めまして

自己水を確保したいと。

それから、広範囲という問題ですけども、やは

りそこから処理施設まで引っ張ってくるという点

につきましては、多額の費用とかその辺もかかる

わけでございますので、その点いろいろと場所的

な点につきましても、我々としても今後自己水の

確保に向けまして検討をしてまいりたいと、この

ように思っております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） ちょっと場所とか量ですね。



どれぐらいの量が足らなくなくなったのか。それ

で原因ですね。今、私言ったように水洗化して生

活態様が変わってきとるんで、その辺での原因な

のかですね、直接的には。あなたの初めの説明で

は、怒られたから、今までたくさん取っておった

んだけども、減った分を大阪府から買ったと、こ

う聞こえるんですけども、それだけの理由なんで

すか。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） それも多少は我々とし

て……（小山広明君「それもって何よ」と呼ぶ）

河川水の取水なんでございますけれども、府の方

からの指摘というようなこともございましたし、

（小山広明君「何ぼよ」と呼ぶ）渇水期とかそう

いうような時期も勘案して、我々としてもできる

だけ河川水は取りたいわけですけども、全体的な

水需要の今後の動向等を考えていきますと、やは

り府営水あるいは自己水源に依存をしていかなけ

ればならないと、このように思っております。

それから、量ですけども、大体ですけども、日

量、比率でございますけれども、自己水を１００

といたしまして、河川の伏流水は４３％ぐらいで、

深井戸で５７％が現状でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） いや、河川水から何ぼ取る

契約になっとるんですか。河川水の取る量は決ま

っとるんでしょう。そうかパーセントでもないわ

けでしょう。絶対量があるわけでしょう。それだ

け例えば半年で取ってしもうたら、あとの半年は

全然取れへんのかね。ようわかりませんね。川は

ずうっと流れとるわけやからね。

もっと合理的な、あんたとこが取ったからには、

取っても何ともないと思って取っておったと思う

んですな。ダマテンで行政がやらんと思うんで、

ちゃんと合理的な理由があって、いやこれぐらい

水取っても、現に河川課から怒られたかもわから

んけども、実際水を利用する農民とかそういうと

こから苦情あったわけじゃないでしょう。

だから、本当は水利権を持っている農家の方の

問題でしょう、実際は。そこが文句言わへんのに

大阪府が文句を言ってきたんじゃないかなと。あ

なたの説明を聞いとればね。だから、何ぼ取る約

－３９８－

束になっとって、何ぼ取っておったんだと、実際

はね。怒られたからこの減った分がこの量なのか

と。後の計算でいくんでしょう、入った量でね。

それであれば、あなたのところもやってきたんで

あれば、きちっと問題化して、議会にもそういう

問題点を言うてもらって、議会も決議でも上げて、

もうちょっと河川は合理的にそれだけ取ってもい

いやないかと。我々の飲む水やからね。

そういうような理論武装もしながら、運動もし

ながら、市民のために少しでも自分とこの水を飲

むようにした方がいいんじゃないですか、明らか

に。そんな京都や向こうから水道を持ってこんで

も、水ぐらい自分とこで自前であるんだから。そ

ういうことで、もうちょっと中身をきちっと、ど

ういう問題点があって、大阪府から言われたから

はい、済みませんと言うだけじゃなしに、やっぱ

りちゃんとやってもらわないと、それは困るんじ

ゃないでしょうか。そうい点がわかるような説明

をちゃんとしてくださいよ。一遍でいいから、も

う。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 我々は金熊寺川からの

伏流水ということで、水利権１日２，８５０トンと

いうのが基本でございます。従来はちょっとそれ

よりも上回っていたということで、先ほどもお答

えしたとおりでございまして、やはりその点につ

いても、今後十分水利権を守って実施しなければ

ならないと、このように思っております。

それから、自己水の確保という観点からして、

一応２，８５０トンということで、我々といたしま

しても、できる限り今の河川水の２，８５０トンを

基本にいたしまして、自己水２５％、府営水道７

５％、これをできるだけ今後とも維持できるよう

な形で、我々としても給水に努めてまいりたいと、

このように思っております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。５回目です。

○２番（小山広明君） もう何回もあれですけどね。

２，８５０トン、日量ですね。だけど、雨の少ない

日、渇水期だと取られへんわけでしょう、水が流

れてこないときには。そこは合理的に、水がたく

さん流れるときは流れる量の何％とか、田んぼに

余り水が要らないときはそれを上げてもらうとか、



そういうだれもが納得するような情報を流してい

ただいてやらないと、これは１日２，８５０トンは

年がら年じゅう３６５日同じ数字でしょう、あな

たの説明からいうたら。それはやっぱり矛盾する

わけだから、川の水というのは一定じゃないわけ

や。梅雨のときは水が多いわけやからね。そんな

ときは２５対７５を逆転するようなこともできる

んじゃないですか、逆に。

だから、そこは我々も余り情報がないからわか

りませんが、もうちょっと実情に合った自己水の

確保をしてもらった方が、そしたらこんなお金も

要らんわけじゃないですか、地元に川流れとるわ

けだから。そういうことをちゃんとわかるように、

もうきょうはいいけども、ちゃんと情報を出して、

合理的な取水のあり方を一緒にやりましょうや。

でなかったら、私は余りその情報は出てないと思

います。

深井戸の問題にしても、もう少し政策的に、単

にコストだけの問題だけじゃなしに、地下水の問

題というのは大事な問題ですからね。地下水が枯

れるという問題もあるから、農地なんかは地下に

浸透する量が多いわけですし、そういう点で都市

開発をどんどんするときにでも、総合的なやっぱ

り環境政策というのは要ると思いますよ。

そういう点で、川そのものも伏流していくわけ

ですから、そういう総合的な水問題を考える中で、

水道の自己水確保ということを水道部だけで考え

る時代ではもうないと思いますよ。自己水の問題

を特に考えたらね。

そういう点で、水洗化してきてどんどんしてく

れば、各家庭にも雨水利用というようなことを、

あいぴあでやっているようでありますけれども、

そういう一般家庭に対しても雨水の確保、庭へま

いたりすれば地下水がたまっていくわけですし、

東京なんかでは流しの水を庭に浸透升で受けて

これは補助金を出してですよ。直接下水に流さ

ずに庭の浸透升、穴のあいた管の中へやることも

奨励してますでしょう。そういうように水問題を

トータル的にやっていく必要が私はあると思いま

すね。そういうことがわかる情報をぜひ早く出し

てください。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

－３９９－

○１３番（和気 豊君） 水道会計、企業会計とい

うのは３月３１日末が閉鎖だというふうに思うん

ですが、一般会計のように５月末が出納閉鎖では

ないというふうに思うんで、これが最終だと、こ

ういうように理解をするんですが、この補正予定

額の７，９５０万８，０００円、これについてはどこ

から財源補てんをされるんでしょうか。

提案のときにちょっと言っていただければ、大

体おおよそ想像はつくんですが、提案のときにそ

ういうことは明確にしていただけた方がよかった

んではないか。そしたら、あえて聞く必要はなか

ったわけですから。最終補正ですからね、その辺

は財源はどないなるんやろうなと、こういうよう

に思いますので。

ただ、水道会計は赤のまま放置できるという、

そういう特徴も持っておりますから、そのままで

いくんであればいくと。あるいは内部留保積立金

等で補てんをすると、こういうことであれば明確

にしていただきたいなと、こういうように思うん

ですが。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 和気議員の御質問なん

ですけども、現在赤字予算ということでございま

すので、そのままで我々として今回お願いしたい

ということでございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） もう全く内部留保積立金

の取り崩しはできないのか。もう筒いっぱい取り

崩して処理をしていると、こういうことなのかど

うかですね。現在高があればお示しをいただきた

い。

どうせ赤字のまま放置しても、これは将来そう

いう財源があれば財源で補てんしなければならな

いわけですから、遅かれ早かれの問題になるとい

うふうに思うんですが、なければない、ないから

もうそのまま赤字のまましばらくこのままでいく

んだと、財政法上、企業会計法上許されているそ

ういう取り扱いをするんだと、こういうことなの

か、再度お示しをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 財源的には、今回の補

正につきましては、現状の赤字予算ということで



ございます。ただ、議員御指摘の内部留保資金と

いう関係でございますけれども、これは資本的支

出の中での不足というふうな観点から、我々とし

てその点の支出は内部留保資金でしてまいりたい

と、このように考えております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 簡単に２点ばかりお伺い

します。

１つは、前任者の質問で御答弁ございましたが、

自己水と府営水の比率は７５対２５と、そういう

理解でよろしゅうございますか。これは今御提案

なさった１０１万立方メートルですか、それを入

れた中で２５対７５と、そういう解釈でよろしゅ

うございますか。将来的に府営水に依存する方が

高くなってくるというように思うんですが、こう

いうような年数別の計数を年度別に原課の方でど

れぐらいの府営水が必要かということも含めて検

討しておればお伺いをしたいなと、これが１点で

す。

もう１つは、ただいま７４円５０銭というふう

な単価を発表されたわけでありますが、実は大阪

府は本来でございますと、もう新年度から府営水

の値上げということを決めておったようでござい

ますけれども、いろんな事情があって半年間府営

水の料金の値上げをストップしておったような状

況にあるんですが、これは原課の方としては将来

の府営水の料金の値上げ等はどのように勘案して

いるのか、御答弁をいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） 先ほど小山議員の御質

問の中で、比率ですけれども、自己水が２５、府

営水道７５ということで、今現在の状況ではそれ

ぐらいでいってるわけです。

それで、今回の１１年度の補正額についてどう

かということなんですけれども、それに近い数字

になると。それはなぜかというと、先ほども言い

ましたように、４月１日から我々といたしまして

も、河川水の２，８５０トンというのを遵守いたし

ている関係で、その分がやはり府営水の受水に乗

っかってるというような状況でございますので、

その点ひとつ御理解のほどお願いいたします。

それから、料金の改定と申しますか、府営水道

－４００－

が本年１０月から改定と。７４円５０銭が８８円

１０銭というふうな改定になるわけですけれども、

それに伴いまして、本市の水道会計も厳しい状況

で、赤字というような状況でございますので、や

はり当面我々として料金の改定を視野に入れまし

てやっていかなければ、ますます厳しい運営を迫

られるということでございますので、でき得れば

１２年度内に議会にも我々として案をお示しいた

しまして、改定をお願いしたいなと思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） もう一度お伺いをします

が、今御答弁をなさった河川水を２，８５０トンで

すか、これを取り入れるんで２５対７５ですか、

そういう形で当分いけるだろうと、ここ一、二年

はそういう形で府営水の依存率は結局２５くらい

でいけるだろうと、こういう理解でよろしいか。

（「逆」の声あり）逆ですか。失礼しました。７

５くらいでいけると。

それと、料金改正でございますけれども、当然

府の水道料金が値上げされますと、一般市民なり

消費者には、今御答弁なさったように応分の負担

がかかっていくと思うんですが、これは１０月ご

ろまでに原課の方で検討なされるということです

が、値上げも含めた 値下げということにはな

らんでしょうから、そういう検討をしていくとい

うことなのか、もう一度御答弁をいただきたい。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 佐野水道部長。

○水道部長（佐野芳男君） ただいまの質問でござ

います自己水の比率の問題でございますけれども、

我々といたしましては、自己水の確保という中で

今現在６本の井戸が稼動してるということでござ

いますので、でき得ればその６本の井戸の掘りか

え、また新たに掘るというような計画もやってい

きたいと。できるだけ自己水が余り減らないよう

な形で取り組んでいきたいなと、このように思っ

ております。

それから、料金の改定でございますけれども、

既に大阪府として料金の改定が１０月１日から決

まっておりますので、我々としては、今時期をい



つごろということは私の方から申せませんけれど

も、やはり本年度内の議会で御承認を賜って来年

度４月から改定を実施したいと、こういうように

思っておりますので、よろしく御理解のほどお願

いいたします。（「何年度」の声あり）平成１３

年４月からというような予定でございます。

〔島原正嗣君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２２号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじ

めこれを延長いたします。

次に、日程第１１、議案第２３号 平成１２年

度大阪府泉南市一般会計予算から日程第２７、議

案第３９号 平成１２年度大阪府泉南市水道事業

会計予算までの以上１７件を一括議題といたしま

す。

ただいま一括上程いたしました平成１２年度泉

南市各会計予算１７件に関し、委員長の報告を求

めます。予算審査特別委員会委員長 真砂 満君。

○予算審査特別委員長（真砂 満君） ただいま議

長より報告の旨指名を受けましたので、これより

過日の本会議において本特別委員会に付託を受け

ました平成１２年度大阪府泉南市一般会計予算を

初めとする各会計予算の計１７件の新年度予算に

つきまして、その審査の経過並びにその結果報告

を申し上げます。

なお、議決の結果につきましては、本日皆様の

お手元に御配付いたしております委員会審査報告

書のとおりでございますので、御参照いただきた

いと思います。

さて、本特別委員会の審査に付されております

平成１２年度各会計予算につきましては、過日、

３月１４日の本会議において付託され、３月１５

－４０１－

日から３月２１日までのうち、４日間にわたり委

員及び市長以下関係理事者の出席のもと開催し、

新年度予算の各分野において慎重なる審査を行い

ました。

また、審査に際しましては、各委員から広角な

範囲で熱心な質疑がありましたが、質疑の詳細部

分は一定省略するとともに、予算書と同時に提出

されております別冊の予算に対する各主要施策の

説明資料書に掲げられている部分と重複した質疑

についても省略しておりますので、御了承願いま

す。

それでは、これより順次、会計別に区切って御

報告申し上げます。

まず初めに、一般会計の歳入部門から審査の概

要を報告いたします。

その中で初めに、市民税及び固定資産税につい

て、予算ベースで前年度より減少の見込みとなっ

ているが、その理由について示せとの問いに、ま

ず市民税の中で個人市民税については、ここ数年

来景気対策がとられており、これにより若干の効

果があるものの大きな効果には至らず、昨年より

約４，５００万円程度の減少となり、また法人市民

税については、法人税の税率が３４．５％から３０

％に引き下げられたことにより、法人税の税額が

課税標準額としている法人市民税についても比例

して減少となり、昨年度との当初予算対比におい

て、現年課税分で約４，９００万円程度の減少とな

るとのことでした。

次に、固定資産税の中の土地については、評価

額と課税標準額との間に差が生じるために行われ

ている負担調整により約５，８００万円程度の減少

となり、家屋については、新築・増築分では増額

となるものの、今年度は３年に１回の評価がえの

年であり、家屋については１０％から１５％の減

価償却が発生することとなり、また償却資産税に

ついては、関空関連に大きく依存しており、平成

６年の開港以来５年余り経過しているが、中身の

償却資産についての更新需要が余り発生せず、減

価償却の方が大きいため、約１億８，０００万円程

度の減少となるとのことでした。

次に、本市における税の滞納者の件数及び滞納

額について示せとの問いに、３月初旬の集計では



滞納者６，５３９件、滞納額は約２７億円弱であり、

滞納額については特別土地保有税を含んでいない

とのことでした。

これに対し、滞納者６，５３９件の滞納額の内訳

について示せとの問いに、これについては５万円

未満が３，７４３件、５万円以上１０万円未満が８

６７件、１０万円以上３０万円未満が９０９件、

３０万円以上５０万円未満が３１７件、５０万円

以上１００万円未満が２９０件、１００万円以上

５００万円未満が３３３件、５００万円以上１，０

００円未満が４８件、１，０００万円以上が３２件

であるとのことでした。

これに対し、約２７億円の滞納に対して今後ど

のように対応するのかとの問いに、これについて

は、従来から行っている夜間の臨戸徴収、休日臨

戸徴収に加え、昨年１０月から１２月までの３カ

月間、大阪府の方から職員を１人派遣してもらい、

滞納処分の徴収技法についての指導を受け、その

点を踏まえ、担税力のある滞納者に対しては、場

合によっては公売も辞さない強い決意をもって、

あらゆる滞納処分を行って市税の確保に努めたい

とのことでした。

次に、本市に税として入ってこない不良債権化

している税に対する執行停止額はどれくらいかと

の問いに、これについては、平成１１年１２月末

日における集計で地方税法第１５条の７の第１号、

第２号、第３号における執行停止額は、府民税を

含んで約８，７００万円程度であり、第１８号にお

ける執行停止額は府民税を含んで約３，０００万円

程度であるとのことでした。

次に、今年の４月から介護保険制度が導入され

るが、これにより国庫支出金の中で、介護保険事

業特別会計に移行されることによる一般会計への

影響額はどの程度になるのか示せとの問いに、こ

れについては、国庫負担金の民生費負担金のうち、

老人保護措置費負担金が平成１２年度で６４３万

円であるが、前年度では１億３，３１９万円予算計

上しており、対前年度よりも１億２，６７６万円の

減額となっているが、これは特別養護老人ホーム

措置費分が介護保険事業特別会計の方に移行した

ためであり、また国庫補助金のうち民生費補助金

が前年度より減少しているが、その主なものとし
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て、前年度に予算計上していた老人デイサービス

事業運営費補助金１，２２５万円及び在宅老人福祉

対策事業補助金６，７１９万円が介護保険事業特別

会計に移行したためであり、国庫支出金について

は、これらの合計額２億６２０万円が介護保険事

業特別会計に移行したため一般会計が減額となっ

たとのことでした。

次に、緊急地域雇用特別補助金について、その

内容を示せとの問いに、これについては、地域の

雇用促進を図るという主旨から平成１１、１２、

１３年度の３年間で事業実施するという目的で、

国から大阪府に対し１４２億６，８００万円の交付

金が支給され、これを大阪府と府下市町村で２分

の１ずつ配分され、この２分の１の７１億３，４０

０万円を府下市町村で人口及び有効求職者数によ

って配分され、本市については５，３９６万円の配

分があるとのことでした。

これに対し、この補助金によって実施した事業

内容及びその効果について示せとの問いに、これ

については、平成１１年度に文化財の遺跡調査を

実施し、この事業により雇用人数９人、雇用日数

にして４５９日の効果があったとのことでした。

ちなみに、平成１２年度については、耐震審査の

実施等の事業を計画しているとのことでした。

次に、使用料及び手数料の見直しの中で、今年

４月から幼稚園の授業料が改定されるが、保育料

としてはどれくらいの増収が見込めるのかとの問

いに、これについては、月額５，０００円から７，０

００円に改定することにより、年額約１，５００万

円程度の増収が見込めるとのことでした。

これに対し、今後見直しを考えているものを示

せとの問いに、これについては長期にわたり据え

置かれているものを対象に検討していきたいとの

ことでした。

以上が歳入面における質疑の主な内容でござい

ます。

続いて、歳出部門について御報告を申し上げま

す。

まず、議会費について申し上げます。

この中では、昨今行政側にあっては、ホームペ

ージを開設するなど、メディアを使って情報を発

信しているが、議会にあっても行政と議会は車の



両輪であるとよく例えられるが、一定議会として

も取り組むべきであると考えるが、今後の方向性

を示せとの問いに、近年、情報の公開・収集の敏

速化については認識し、研究、検討を重ねている

ところであり、新年度には予算計上はしていない

が、今年度中には前向きに考えていきたいとのこ

とでした。

また、関連事項として議会報の発行にかかわっ

て、年４回定例会が開催されているが、各定例会

終了後に発行できるような予算内容になっている

のかとの問いに、これについては、議会報編集委

員会での決定を受けて発行しているところであり、

過去の例では、１回発行するにあたり約２０万円

程度の予算が必要であり、現予算では年間２回発

行するのが限度であるが、不足が生じた場合は補

正で対応していく考えであるとのことでした。

次に、総務費について申し上げます。

まず、一般管理費の市交際費については、年々

そのあり方が問われてきているが、行政としての

今後の方向性を示せとの問いに、これについては、

いろいろな角度から削減に取り組んでいるところ

であり、例えば各種団体に対する寸志の削減を初

め、昨年度からは職員の親族に対する香典につい

ても廃止したところであり、今後とも削減できる

ところは削減していく方向で頑張っていく考えで

あるとのことでした。

次に、本年４月１日より情報公開条例が施行さ

れるが、市としての基本的な考え方を示せとの問

いに、これについては、公正で透明な市政運営を

推進し、市政への市民参加による開かれた市政の

実現に資するため施行するものであり、本年４月

１日付で情報公開条例にかかわって新たな課を新

設する考えであり、公開申請のあった書類につい

ては、当面の間はその担当課の方で閲覧をしてい

ただく考えであるとのことでした。

次に、第４次泉南市総合計画を策定中であるが、

一定その進捗状況を示せとの問いに、これについ

ては、来るべき２１世紀の未来を展望し、本市に

とって望ましい将来像を明らかにするとともに、

その将来像を実現するために策定しているもので

あり、現在、庁内の職員で構成する５つのワーキ

ンググループにおいて素案を作成中であり、今後
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の予定としては、来年の３月には議会の方に素案

の基本構想を上程していく考えであるとのことで

した。

ちなみに、総合計画策定に係る審議会を本年４

月早々にも発足させる考えであり、その構成メン

バーについては、議会の代表、地域の代表の方々

を考えているとのことでした。

次に、空港対策費で調査委託料が３００万円計

上されているが、市としてこの調査委託料の位置

づけを示せとの問いに、これについては、平成７

年度より大阪府と共同で南ルート導入にかかわっ

て、関西国際空港周辺のアクセス状況、北ルート

の状況、南ルートの必要性等々の調査を行ってき

たところであるが、平成１２年度については初め

て国が関与するということで、運輸省、建設省、

大阪府、和歌山県、和歌山市、泉南市、関西国際

空港株式会社の７者による調査を実施する関係上、

市レベルでの均衡を図る上で和歌山市と同額の調

査費を計上したところであり、ちなみに具体的な

調査項目については、今後開催される７者による

合同会議で議論される予定であるとのことでした。

これに対し、南ルート導入にかかわる調査の必

要性は十分理解できるが、市レベルでの調査費の

計上については、必要はなくなったのではないの

かとの活発な意見がありました。

次に、本年度は衆議院議員選挙並びに市議会議

員選挙が予定されている中にあって、常々、投票

所の新設及び増設並びに投票区の区切り変更につ

いては議論が醸し出されているが、一定行政とし

ての考え方を示せとの問いに、これについては、

以前より御指摘をいただいているところであり、

現在までの経過として、一部各地区が交錯する地

区については、該当する地区の方々の合意並びに

地番指定により対応しているところであり、今後

とも鋭意検討していく考えであるが、今年度の予

算については、現２９投票区をもとにした予算計

上をしているとのことでした。

次に、本市は今年度、市制施行３０周年という

ことでさまざまな記念事業を予定しているが、そ

の内容を示せとの問いに、これについては、市制

施行３０周年の意義を多くの市民に根差すととも

に、地域の産業・文化・社会の活性化を図るため



行うものであり、大別すると、行政が主体となっ

てするもの、市民の方々に主体となっていただく

ものの２つがあり、主な事業としては、市制３０

周年記念式典、市の色・草花・キャラクターの公

募、カップルタウンとの相互交流、市制３０周年

記念伝承文化フォーラム、子ども議会等であると

のことでした。

これに対し、市制施行３０周年という節目に当

たり、事業を行うことは理解できるが、予算額を

見る限りでは、もう少し内容を精査すべきである

との指摘がありました。

次に、契約検査費全体にかかわる問題として、

現在試行的に公共工事の入札にかかわって予定価

格及び最低制限価格の事前公表が行われているが、

問題点等があれば示せとの問いに、これについて

は、おおむね１年という期間を区切って行ってお

り、問題点等については、もうしばらく経過を見

守った上で抽出していく考えであるとのことでし

た。

これに対し、例えば他市では現場説明会を廃止

するなどさまざまな角度から談合防止に努めてお

り、本市行政にあってもさらなる努力を希望する

との意見がありました。

次に、徴収費の負担金補助及び交付金で納税貯

蓄組合費補助金とあるが、この納税貯蓄組合の現

状並びに内容を示せとの問いに、現在、市内の納

税貯蓄組合については５９組合、３，１９４名の組

合員数であり、この組合については、例えば１つ

の組合で税を組合員全員が完納しない限り、還付

が受けられない関係上、市としても今後とも安定

した税収入を得る上で重要な位置を占めていると

考えているとのことでした。

次に、民生費について申し上げます。

まず、総合福祉センター関連で、現在市内を運

行している福祉循環バスに関し、そのバスに女性

の方が添乗しているが、その職務と目的及びセン

ターの嘱託医の状況を示せとの問いに、福祉循環

バスについては、２級ヘルパーである女性アルバ

イト職員１人が添乗しており、その職務としては、

高齢者、障害者の介護補助を目的として添乗して

いるとのことであり、また嘱託医については、市

内にある坂口整形外科と西森医院であるとのこと
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でした。

その質疑の中にあって、福祉循環バスについて

は、市内に３３区ある中で３１区において運行さ

れているが、それ以外の運行されていない地区に

ついては、以前にもルートについて見直しを検討

すべきであると指摘した経過も踏まえて、もしバ

スの運行が無理というのであれば、それにかわる

代案として、小さな車でもって送迎するくらいの

ことを区と調整して、月２回程度高齢者の要望に

沿うべく対応すべきではないかとの問いに、福祉

施策として御指摘の方向で対応を行っていきたい

とのことでした。

あわせて、総合福祉センターの利用者数はどれ

くらいかとの問いに、福祉目的の利用者について

は、平成１１年２月末で約６万名の利用者数であ

るとのことでした。

次に、老人福祉費の委託料のうち、緊急通報シ

ステムというのはどういうシステムなのかとの問

いに、これについては、市内のひとり暮らしの老

人の急病や事故に対応するために、現在６５世帯

に設置しているとのことでした。また、今年度に

ついても６５世帯に設置し、地区の民生委員の方

々の意見を聞き、消防、警備会社が２０分以内に

対応できるシステムとして３者が協力して運用し

ていく考えであり、ちなみに、このシステムにつ

いては、徘徊・痴呆老人等には対応されていない

のが現状であるが、将来的には対応していかなく

てはならないと考えているとのことでした。

また、生きがい通所支援事業委託料はどのよう

なことをしているのかとの問いに、介護認定によ

り自立と認定された高齢者に対し、総合福祉セン

ターを利用して事業展開を行っているとのことで

した。

さらに、負担金補助及び交付金の中で、老人ク

ラブ運営補助金については、現在補助対象の基準

が５０人以上となっているが、今後人頭割という

形に見直しをする考えはないのかとの問いに、現

在、老人クラブに対する補助金については、補助

基準として５０人以上ということになっているが、

御指摘である人頭割への変更も含めて、今後の検

討課題としていきたいとのことでした。

次に、扶助費の中の敬老祝い金について、今回



制度を改正したとのことであるが、その内容とあ

わせて在日外国人高齢者福祉金について、現在ど

のような状況になっているのかとの問いに、敬老

祝い金については、今後福祉施策に対するニーズ

が多様化されていく中で、高齢者の方々の人生の

節目節目として、喜寿、米寿、白寿等の際にお祝

いとして敬老祝い金を支給するという形に見直し

を行ったとのことであり、また在日外国人高齢者

福祉金は、１９２６年４月１日以降に生まれて、

なおかつ外国人登録がされている１３名の方に月

額１万円を支給する考えであるとのことでした。

これに対し、敬老祝い金については、施策が後

退するのであれば、関係者の方々に対し内容を十

分説明を行い、納得した形で予算を出してくるべ

きではないのかとの意見がありました。

次に、老人集会所の調査委託料について、その

内容を示せとの問いに、調査委託料については、

樽井老人集会所については、築２５年を経過し、

施設の外壁等が老朽化により劣化しており、この

前の阪神・淡路大震災でより老朽化が進み、雨漏

り等が生じており、建物全体の調査が必要である

関係上、今回予算を計上したとのことでした。

次に、学校関係で耐震診断を行うとのことであ

るが、保育所の耐震診断並びに大規模改修につい

てはどのように考えているのかとの問いに、保育

所施設は昭和５０年前後に建設されており、施設

が老朽化し早急に改修が必要であると考えている

が、市内には教育施設等の公共施設が多い関係上、

まず小学校から手をつけていく考えであるが、大

規模改修の前提である耐震診断について計画的に

行っていく考えであり、施設の優先順位について

もできるだけ計画を示して、毎年取り組んでいく

考えであるとのことでした。

次に、衛生費について申し上げます。

その中で、まず保健センター費の負担金補助及

び交付金の中に公共下水道受益者負担金を計上さ

れているが、現在、公共下水道の供用開始区域内

での公共施設の下水道への接続は全部終わったの

か示されたいとの問いに、公共下水道への接続に

ついては、公共下水道が平成５年に供用を開始し

て以来、現在公共施設の未整備が９カ所あり、昨

年もこの点の指摘がなされ、本年については２カ
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所を接続するため予算化を行い、今後逐次公共下

水道への接続を行っていく考えであるとのことで

した。

この質疑の中にあって、公共下水道への接続に

ついては、一般市民には３年間の接続の縛りがあ

る中で、その垂範を示す意味でも公共施設への接

続を最初にし、市民に模範を示さねばならないの

ではないかとの問いに、これについては、市とし

ても公共施設への接続がおくれていることは十分

認識しているが、現在の財政事情から一遍には予

算面からも厳しい関係上、でき得るかぎり早い時

期に接続を行っていく考えであるとのことでした。

次に、清掃総務費のうち、合併処理浄化槽設置

整備事業費補助金については、その設置した浄化

槽の大きさにより補助額が違うのか、また過去の

補助実績を示せとの問いに、平成１２年度の合併

処理浄化槽設置補助金の内容については、５人槽

が１基３５万４，０００円を３５基、６～７人槽が

１基４１万１，０００円が３５基、８～１０人槽が

１基５１万９，０００円が１２基の合計８２基を予

定しており、ちなみに実績としては平成１０年度

は８９基であり、平成１２年２月末では１０１基

の補助実績になっているとのことでした。

次に、塵芥処理費で清掃事務組合負担金につい

て、予算執行に当たりどのような取り決めの手順

を踏んでいるのか、あわせて廃棄物減量化推進委

員の現状はどうなっているか示せとの問いに、清

掃事務組合に対する負担金については、その都度

行政と事務組合においてヒアリングを行い調整し

ており、また廃棄物減量化推進委員については、

現在設置していないとのことでした。

また、ごみの不法投棄については、モラルの低

下が叫ばれているが、この中で不法投棄に対する

市の対応を示されたいとの問いに、不法投棄につ

いては、主に家庭の不用品などであり、担当とし

ては、そのものを確認した上で不法投棄者が判明

する場合は、警察と連携して対応しているとのこ

とでした。

次に、予防対策費の感染性廃棄物処理委託料の

その内容を示せとの問いに、感染性廃棄物処理委

託料については、保健センターにおける予防接種

に使用した注射針の処分委託料であり、産業廃棄



物の医療廃棄物として処理業者に委託しているも

のであり、廃棄確認については、管理票等の書類

で行っているとのことでした。

なお、この医療廃棄物の最終処分場における処

理については、その廃棄物を溶解するとのことで

その旨の確認も得ているとのことでした。ちなみ

に市内の病院等も同様の処理をしているとのこと

でした。

この質疑の中にあって、近ごろの産業廃棄物の

処分において種々の問題が惹起している中で、医

療廃棄物の確認においても念には念を入れたきち

っとした管理を願うとの意見がありました。

次に、環境整備対策費の除草作業委託の内容及

び空き地の管理の指導はどのように行っているの

かとの問いに、除草作業委託料については、市有

地、道路等の公有地の除草作業委託料であり、ま

た空き地の除草について、その土地の地主に催促

し除草を行ってもらっているとのことでした。

これに対し、指導を行っても除草を実施しなか

った場合の処置についてはどのように行っている

のかとの問いに、担当としては、その地主に対し

除草をするよう文書通知を行うが、作業を行わな

い場合は電話等で再度催促を行い、担当課として

の必要な処置を講じているとのことでした。

次に、農林水産費、商工費、土木費について、

一括して申し上げます。

まず、農林水産業費の中で、経営構造対策事業

の仮称泉南西部花卉生産組合補助金１億３，０００

万円について、その内容を示せとの問いに、府の

事業であるかるがも計画で農地造成が平成６年か

ら進められ、平成１２年度に完成する予定であり、

また平成１１年度には構造改善事業関係の推進事

業で花卉団地における営農関連施設整備計画につ

いて、花卉農家の方々と取り組んできた結果、固

定式ハウスを１９棟、面積で２万５，０００平米、

協同作業所１カ所で、総事業費６億円の計画の初

年度の事業として、２億円をかけ計画的に進める

ことで合意しており、土地単価については整備を

行った（財）大阪府農とみどり環境の整備公社が

当初購入の土地単価は坪当たり３万円で、そこに

工事費等を加算して坪単価８万１，０００円程度と

なっており、その金額では入植者が入植できない

－４０６－

ため、坪当たり６万６，０００円前後で分譲し、そ

の差額の部分は公社が損切りをすることとし、一

方入植者は用地の取得と営農するための設備投資

をすることで、８名の方が意思決定されており、

今年の夏に農業共同組合法に基づく組合を設立す

るということで準備を進めているとのことで、泉

南市も１億３，０００万円の支援を行うとのことで

した。

なお、この事業に限らず、農業関連の補助事業

では、国や府、そして市の補助金を受け、残りを

農家の方々が負担するという形で進められるが、

これについてはごく一般的に用いられる手法であ

るとのことでした。

次に、（仮）農業公園整備事業費の調査委託料

５００万円とあるが、その内容を示せのと問いに、

農業公園整備事業は、平成１２年に公園への進入

道路整備、水道施設の整備を予定しており、第１

期事業として、平成１５年の春までには一応の農

業公園整備を終えてオープンをしたいという目標

を持って望んでいるところであり、平成１３年以

降、公園内の施設整備を実施していくものではあ

るが、当初、平成５年に立てた基本計画の総事業

費１６億円のうち１０億円程度は、用地の取得費

（買い戻しも含めて）で、残り６億円の費用が必

要であるが、今の財政状況を視野に入れたとき、

施設整備等の削減、さらには内容の変更も含め見

直しをした中で、実際開園するときの整備水準で

は、どの程度の維持管理費が必要なのかを具体的

にシミュレーションをする必要があり、平成１３

年度以降の施設整備に着手する前に整理をするた

めに、平成１２年度に調査費を計上しているとの

ことでした。

ちなみに、財源問題で、特に投資的経費につい

ては、農業公園だけではなく、非常に財政負担が

伸びてきており、中期財政展望では起債は７億円

程度のレベルで押さえ、投資的経費は２０億円程

度で３～４年は推移をしていかないと、財政再建

が成り立たないとのことでした。

また、一定の見直しの中で、経費の縮減を念頭

におき、より有利な国庫補助制度を利用すること

で、少しでも一般財源の負担を少なくする努力を

した中で、農業公園の財政問題を盛り込んだ上で



計画をしているとのことでした。

次に、商工費の中では、商工振興費の企業誘致

促進奨励金についてその中身を示せとの問いに、

泉南市企業誘致条例で本市のりんくう南浜の土地

を取得した者に対し、その取得した土地に係る固

定資産税・都市計画税の２分の１相当額を補助金

として支給するものであるとのことでした。

また、ＰＲについては、市と商工会並びに大阪

府の３者合同で企業誘致条例の説明会の開催、ま

た府と合同でパンフレットを作成するなど、企業

誘致に努力をしているが、いまだ新規進出企業が

少ないのが残念でならないとのことでした。

また、りんくう南浜に転入予定の（仮）財団法

人ヒューマンサイエンス振興財団大阪支所につい

ては、財団法人ということで公式な性格を持つ法

人であるが、基本的に課税をすることになってい

るが、泉南市企業誘致条例の対象に当てはまるか

どうかについては、普通の民間の製造業等と異な

ることにより、対象にならないと考えるとのこと

でした。

なお、りんくうタウンの活性化については、本

市で、地域産業活性化連絡会を活用して、新規進

出企業と地元企業の交流を図り、官民一体となり

泉南市の産業振興に努力していきたいとのことで

した。

次に、商工祭り補助金の内容を示せとの問いに、

毎年１回、泉南市商工会の青年部を中心として広

く市民に地場産業を紹介し、地域商工業者の活性

化を図る目的で開催している商工祭りに補助して

いるもので、平成１１年度は１１月７日に総合福

祉センターにおいて実施したとのことでした。

また、商工祭りのイベントについて、平成１２

年度は本市にとって市制施行３０周年の記念すべ

き年であり、３０周年記念事業と銘打って、官と

民が一体になって盛り上げることも１つの考え方

と思うが、各種団体に依頼をしてはどうかとの問

いに、３０周年の記念事業については、大別して

市みずからの分と市民みずからの分と大きく２つ

に分け、その中で市としては企画広報課で実行委

員会を設置し、実施していきたいと考えていると

ころであり、原課としては、まだ具体的に各種団

体には申し入れを行っていないとのことでした。

－４０７－

なお、各種団体には依頼をする必要があるが、

大きくはＡＢＣ委員会に依頼をして、ＡＢＣ委員

会の中で実行委員会をつくっていただき、その中

で協議していただくものと考えるとのことでした。

これに対し、市からお願いをするのであれば、

できるだけ早い時期に依頼すべきとの意見があり

ました。

次に、土木費の中では、都市計画総務費の住居

表示維持管理委託料について、その内容を示せと

の問いに、住居表示については、平成３年度より

西信達・鳴滝・樽井・雄信達地区の５６２ヘクタ

ールが実施済みであり、この地域の土地について、

建物の新改築または街部にまたがる開発等に伴い、

当初の番号や街部の区割りについて変更が生じ、

これらについて適宜変更を行う必要があり、住居

表示の台帳の修正または更新並びに案内板及び案

内図の更新等をするための維持管理費であるとの

ことでした。

また、住居表示については、市内全域を実施対

象とするのではなかったのかとの問いに、平成９

年に行財政改革の中で議論され、当分の間そのメ

ンテナンスに努めることとし、未実施地域の住居

表示事業については、財政状況が好転すれば再開

の議論をしなければならないと考えているとのこ

とでした。

次に、牧野公園新設事業費のところでは、防災

上の観点で公園が必要であるとした理由の中で、

なぜ競売事件絡みの土地を選定したのかとの問い

に、場所の決定については、基本的には平成６年

に緑のマスタープラン及び平成１１年の都市計画

マスタープランの観点から、牧野地区に街区公園

が必要であると判断したことにより、早期実現の

ため機能面で適している用地で、かつ用地取得の

見通しのある土地ということで検討し、具体的に

事業を進めてきたところである。また、この地域

は、古くから住宅と工場が混在しているところで

あり、牧野柳原線と牧野山手線の２つの道路とア

クセスすることにより、災害発生のときには一時

避難場所として、また避難路として活用でき、そ

して火災発生時には防火帯として有効な機能を果

たすものと考えているとのことでした。

なお、競売事件のことについては、詳しい内容



は把握していないが、建設省の街路事業として公

共事業を起こすわけであり、国庫補助の事業であ

ることから、新年度に複数の鑑定士で鑑定をとり、

大阪府の担当部局で審査をしていただき、許可を

いただき価格が決定するもので、価格決定につい

ては競売価格に連動するものではないとのことで

した。

次に、消防費について申し上げます。

まず初めに、常備消防費の中の空港本島消防業

務委託料について、委託料の内容及び本市からの

職員の派遣状況を示せとの問いに、これについて

は、空港本島に１４名、りんくう署に３名、合計

１７名の職員に対する委託料であり、また現在の

ところ本市から空港本島への職員の派遣は行って

いないが、関西国際空港株式会社には１名の職員

を派遣しているとのことでした。

これに対し、委託料の金額から見ても、本市か

らの職員の派遣枠を設けるべきであると思われる

が、その辺の動きは全くないのかとの問いに、こ

の問題については、関西国際空港の開港以来、泉

佐野市に対して機会あるごとに申し入れを行って

いるが、回答がないまま現在に至っているとのこ

とでした。

次に、非常備消防費の中の報酬のうち、役員・

団員手当及び訓練警戒、水・火災出場手当につい

て、それぞれ内容を示せとの問いに、まず役員・

団体手当については、年額で団長に１０万３，００

０円、副団長に９万２，０００円、分団長に８万円、

副分団長に６万９，０００円、部長に６万３，０００

円、班長に５万９，０００円、団員に４万円を支給

しているものであり、また訓練警戒、水・火災出

場手当については、１人当たり年額６万１，０００

円を支給しているとのことでした。

次に、消防施設整備事業費の中の工事請負費５，

０００万円について、その内容を示せとの問いに、

これについては、樽井分団の新築工事及びその敷

地内に約１００トンの防火水槽を設置するもので、

予算が通れば事業部に設計委託を依頼する予定を

しており、またこの事業は国庫補助対象事業であ

るため、現在その申請中であり、５月に内定、６

月に交付決定の見込みであり、工事については、

９月ごろに着工する予定であるとのことでした。

－４０８－

続いて、教育費について申し上げます。

まず初めに、教育総務費の中の事務局費の中に

旧雄信幼稚園用地借上料とあるが、これについて

の今後の考え方を示せとの問いに、この用地につ

いては、旧雄信幼稚園の用地を男神社から借り上

げているものであり、現在地域の子供等の遊び場

として利用されており、当面の間は借り上げを行

っていきたいとのことでした。

次に、教育総務費の中の指導費の中にスクール

カウンセラー講師謝礼とあるが、この事業の実施

内容を示せとの問いに、この事業については、専

門のスクールカウンセラーに、いじめ、不登校等、

児童・生徒の問題行動の対応に当たってカウンセ

リングをしてもらい、その解消に努めるもので、

具体的には、いじめ、不登校等の児童・生徒への

カウンセリング並びに教職員、保護者へのカウン

セリングや指導及び助言をしてもらっているとこ

ろであり、本年度においては、一丘中学校、泉南

中学校並びに西信達中学校の３中学校で実施する

予定であるとのことでした。

次に、教育総務費の中の指導費の中に子育て支

援講師謝礼とあるが、この制度の実施内容につい

て示せとの問いに、これについては、幼稚園に子

育てについての専門の講師に園児の保護者や近隣

の未就園児の保護者及び幼稚園の教職員を対象と

して子育てに対する相談活動を行う制度であり、

年間２０回程度を予定しているとのことでした。

次に、教育総務費の中の指導費の中に総合的な

学習の時間講師謝礼とあるが、この事業の実施内

容を示せとの問いに、これについては、本年度か

らの新規事業であり、その事業内容としては、魅

力ある学校づくりの推進を図るために、授業やク

ラブ活動等に地域のすぐれた知識や技能を持って

いる方々を招き、児童・生徒に出合いを通じて感

動を体験させ、学習意欲を向上させ、将来の夢を

はぐくませるためのものであるとのことでした。

教育総務費の中の指導費の中に災害児送迎タク

シー借上料とあるが、この内容について示せとの

問いに、学校でけがや事故をした児童・生徒を病

院等に運ぶ際に、今までは先生方の車や救急車で

対応していたが、本年度からはタクシー利用とす

るために予算計上しているものであるとのことで



した。

次に、小学校費の中の学校施設整備費のうち、

調査委託料の内容について示せとの問いに、この

委託料については、西信達小学校及び鳴滝第２小

学校の耐震診断を依頼するための委託料であると

のことでした。

これに対し、市内の小学校のうち、なぜこの２

校だけ耐震診断を行うのか、また今後の老朽化施

設の耐震診断の展望について示せとの問いに、建

物の老朽化の度合いから考えると、この２校から

耐震診断を行うのが妥当と考えるところであり、

また今後の展望としては、大規模改修を行ってい

く上で耐震診断は必要であり、今後とも継続して

いきたいとのことでした。

次に、小学校費、中学校費並びに幼稚園費の中

にある日本体育学校健康センター負担金について、

その内容を示せとの問いに、この負担金について

は、幼稚園、小学校、中学校の子供たちが学校の

登下校時あるいは校内において、傷害及びけが等

をした場合に医療費が出るように加入している傷

害保険に対するものであるとのことでした。

次に、小学校費及び中学校費の中の同和教育推

進費について、本年度は予算計上していない理由

を示せとの問いに、この同和教育推進費とは、同

和教育推進校に対する特別対策として実施してき

た経過があり、この特別対策については、年次的

に一般対策へ移行するということで鋭意取り組み

を進めてきており、そういった立場から、小学校

費及び中学校費の同和教育推進費については、本

年度より完全に一般対策に移行するということで、

予算計上はしていないとのことでした。

次に、青少年センター費の中で、学童保育の新

たな展開部分について示せとの問いに、これにつ

いては、これまでの自由参加による低学年部の活

動を中心とした学童保育から、その内容の充実を

図り、放課後児童健全育成事業として、地域の実

情を踏まえ、授業終了後、適切な遊びや安全な生

活の場を提供することにより、子供達の放課後等

における安全確保や健全育成、自立支援及び保護

者の子育て支援を図ることを目的として実施する

ものであるとのことでした。

次に、社会教育費の中の留守家庭児童会費にお

－４０９－

いて、待機者の状況について示せとの問いに、留

守家庭児童会チビッコホームについては、市内で

８カ所の開設をしており、その待機者については、

樽井で２名、その他７カ所においては定員割れの

状況であり、樽井の２名の待機者についても、今

年度予算で施設の拡張を行うことにより解消でき

るとのことでした。

次に、保健体育費の中の市民体育館費のうち、

工事請負費１５０万円について、その工事内容を

示せとの問いに、この工事内容の内訳については、

体育館の入口ゲートの老朽化に伴うゲートの取り

かえ及び体育館内のトレーニング室の床のビニー

ルが古くなっているため、その張りかえを行うた

めのものであるとのことでした。

次に、公債費、諸支出金、予備費について申し

上げます。

まず、公債費の中で、市の事業計画によれば、

今後の事業として泉南聖苑、農業公園、砂川駅前

再開発事業、下水道事業等を見込んでおり、市の

公債費年次計画では平成１５年以降低くなるとい

うが、事業計画がこのまま進めば公債費が低くな

るとは考えられないが、その辺の見通しはどうか

示されたいとの問いに、公債費については、平成

１２年度において２５億円、平成１３、１４年度

についてはその額がふえるが、１５年度以降は減

少傾向に転じると推計しており、その理由として

は、事業投資を年間２０億円べースで考え、その

うち起債発行額を７億円程度に抑えていけば、平

成１５年度以降、公債費は減少に転じると考えて

おり、計画している事業についてもある程度優先

順位をつけ、きっちり精査した上で実施していき

たいとのことでした。

さらに、公債費比率について、本市における今

後の予測を示せとの問いに、公債費比率について

は、平成１３、１４年度において、起債を７億円

ペースで発行していく仮定のもとで、平成１２年

度は１７．８％、平成１３年度は１８％、平成１４

年度は１６．０％になると予測しているとのことで

した。

その質疑の中で、歳入の伸びが非常に厳しい中

で、年間に事業投資を２０億円するというのは多

過ぎるのではないかと思慮するが、今後大規模事



業については削減、縮小をすべきではないかとの

強い意見がありました。

次に、諸支出金について申し上げます。

その中で、本市においては、基金の積み立ては

厳しい状況にあるが、基金のうち公共施設整備基

金についての現状を示せとの問いに、基金につい

ては、それぞれ目的を持って積み立てているが、

その中の公共施設整備基金については、原資とし

ては開発者の寄附金あるいは財産区からの繰入金

があり、平成１２年度末で６億１，５００万円程度

見込んでいるとのことでした。

これに関連して、公共施設整備基金については

１年間にどれくらい積み立てが可能であるか示せ

との問いに、今までの推計から考えると、公共施

設整備基金については、開発者協力寄附金を中心

に１年間に約１億円程度の積み立てが可能である

と考えているとのことでした。

以上申し述べた点が一般会計歳出に係る主な審

査の概要でございます。

次に、財産区会計各９会計について申し上げま

す。

各財産区会計のうち、樽井財産区会計について

のみ質疑がございました。

その中で財産貸付収入について、その内容を具

体的に示せとの問いに、これについては、東洋ク

ロス（株）、中央土地（株）、関西電力（株）、

樽井２２０７番地分に対する土地の貸付料であり、

そのうち関西電力分については電柱の土地貸付料

となっており、また樽井２２０７番地分について

は、５名の方に居住用として、２名の方には倉庫

用として貸している土地の貸付料であり、おのお

の土地の面積に基づき貸付料を決定しており、東

洋クロス（株）及び中央土地（株）についての土

地貸付料は、近傍の固定資産税及び都市計画税を

参酌して決定しているとのことでした。

さらに、総務管理費の除草委託料の内容を示せ

との問いに、これについては、本田池、谷口池、

君が池等の除草作業の委託であり、委託先は泉南

市シルバー人材センターであるとのことでした。

以上が樽井財産区会計に対する主な質疑でした。

次に、国民健康保険事業特別会計では、国民健

康保険税は滞納者が多いと聞くが、介護保険が導
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入されることにより、国民健康保険税に介護保険

料も含まれることにかんがみて、今以上に滞納者

をふやさないためにも、低所得者層への負担軽減

の対策を考えているのかとの問いに、生活保護世

帯のボーダーライン層の世帯並びに市民税の均等

割の世帯及び所得割の非課税世帯についての減免

措置については、今後検討する考えであり、また

実施したときには申請が必要であるため、泉南市

広報でお知らせをするとのことでした。

なお、同和減免については平成１４年度には一

般対策へ移行するとのことでした。

次に、介護保険事業特別会計にあっては、介護

サービス事業において苦情処理はだれがするのか

との問いに、基本的には大阪府と国民健康保険団

体連絡会であるが、一時的に泉南市の介護保険課

等で行うとのことでした。

次に、水道事業会計について申し上げます。

まず、水質検査に伴う水質費の中で、水質検査

結果と金熊寺川の水質管理について示されたいと

の問いに、水質検査については毎月４６項目の検

査を行っており、また定期検査ではゴルフ場の農

薬問題でモニタリング水質調査として４項目、そ

してクリプトスポリジウム原虫調査も年２回実施

し、さらにことしからダイオキシン調査を１回す

ることになっており、ちなみに、金熊寺川の水質

については、これらすべての検査を行った結果、

すべてクリアしているとのことでした。

なお、金熊寺川より取水しているのは、伏流水

（２，８５０トン）を水利権として六尾浄水場で取

水しているとのことでした。

また、金熊寺川沿いには老健施設があるが、そ

れらの施設から出る排水管理はどのようになって

いるのかとの問いに、これについては、施設の排

水口が六尾浄水場の取水口の下流にある関係上、

直接的には取水口に入ってこない状況であるとの

ことでした。しかしながら、行政としてはそれら

関連施設に出向き、監査または必要に応じて指導

の必要もあるのではないのかとの意見がありまし

た。

次に、第７次拡張事業費では、泉南市の水道料

金が高いのは、過去の拡張事業等により負債が重

なったことによるはね返りが多いためであり、今



期、新家宮地区の大規模開発のために新配水池建

設及びそれに伴う配水管等の設備投資を行うこと

は、水道料金にはね返るのではないかとの問いに、

本事業は大規模開発云々ではなく、当初から計画

をしていた事業であり、理由としては、現在の配

水池より新配水池は七、八メートル上部に位置す

ることから、新家全域にスムーズに配水ができ、

また災害に備えより強固なものにし、地域の方々、

ひいては泉南市の利益につながるもので、将来展

望に立って計画した事業であるとのことでした。

その他、営業外費用の中の消費税のところでは、

本市の水道料金にかかわる消費税のあり方につい

て税法上の議論がありました。

以上で各会計予算１７件に対する審査を終了し、

最後に市長の出席を求め、総括質問を行いました。

ここではまず、事あるごとに議論される問題と

して、市税の徴収率の問題であるが、組織的な整

備も含めて、今後の市長としての見解を示せとの

問いに、これについては従前より徴収率向上につ

いては努力しているところであるが、現実問題と

して未済額が多いということは真摯に受けとめて

おり、現在徴収可能な分、不可能な分について精

査し、根拠を明らかにした上で処理していく考え

であるが、一定担税力がありながら払わないとい

う方については、土地の公売や電話加入権を差し

押さえるなどして対応するとともに、新年度につ

いては体制強化ということで税の専門家にも来て

いただく予定であり、鋭意徴収率向上にさらなる

努力を傾注してまいる考えであるとのことでした。

次に、関西国際空港にかかわって南ルート導入

に向けて、国の方で今回初めて調査費がついたと

いうことであるが、現在の関西国際空港株式会社

の経営状況、本市財政問題、採算性、事業主体の

問題等々から見て必要性は薄いと思うが、その点

市長としての見解を示せとの問いに、今回、国に

おいて南ルートについての調査費が計上されたと

いうことは、１つは現在までの息の長い要望活動

の成果であると考えており、現在の北ルートの交

通容量だけをとらまえて考えると、南ルートとい

うことについては判断に苦しむところであるが、

一方災害時における代替機能という観点から考え

ると、今回の国での調査費の計上については、大
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きな意味が含まれているものと認識しているとの

ことでした。

次に、現在本市では行財政改革に取り組んでい

る中で、過去３年間では特別職の報酬の１０％カ

ット及び管理職手当の１０％カットを行い、今年

度にあっては幼稚園の保育料の引き上げを初めと

する各種使用料の見直し、一般職の給料の２％カ

ット、敬老祝い金の見直しと、最終的には市民に

しわ寄せが来ていると思うが、その点市長として

の考え方を示せとの問いに、行財政改革について

は、あらゆる角度から切り込んでいくとともに、

スリム化に努力していく考えであり、例えば敬老

祝い金については、現在まで一律支給ということ

であったが、本年４月１日より介護保険も始まろ

うとしており、一定施策の転換の時期に来ている

という認識の上で、今回のような形でお願いして

いく考えであるとのことでした。

次に、本市は今年度、市制施行３０周年という

ことで節目の年であり、各種記念イベントをする

ということについては理解するものであるが、そ

の予算額については、本市の財政状況に見合った

ものであるとは理解しがたい、その点市長として

の見解を示せとの問いに、本市については市制施

行の記念行事を５年ごとに行うのではなく、１０

年に１回行っていること及び記念式典等も行わな

ければならない関係上、今回の予算額を計上して

いるところであるが、当初の予算要求額と比較す

ると、できる限り絞り込んだ額になっているとの

ことでした。

次に、昨今新家地域において悪臭の問題が惹起

しているが、その対策について市長としての見解

を示せとの問いに、御指摘の新家地域の悪臭につ

いては、原因者が泉佐野市域に属している関係上、

本市と泉佐野市が共同で大阪府に対し行政指導を

行うよう要請を行い、それを受けて大阪府の方で

原因者に対して行政指導を行った結果、現在改修

工事を行っており、現時点ではそれを見守ってい

く考えであるとのことでした。

次に、ごみの減量化に向けて、本市では一定の

施策を行っていることは認識しているが、現実、

効果という面になると余り目に見えてこないよう

に思うが、一定ごみの有料化ということも含めて、



市長としての考え方を示せとの問いに、これから

の時代は、ごみを減らすということが大きな課題

であると認識しており、今回初めて生ごみ処理機

について若干の補助を行っていく考えであるが、

一方ごみの有料化ということについては、有料化

を実施することにより一時的には減少するが、一

定の期間を経過すればもとの状態に戻りつつある

という事例も聞いており、必ずしも行政効果が出

るとは考えていないが、いずれにしても、ごみを

減らすということについては、今後ともあらゆる

角度から調査研究していく考えであるとのことで

した。

次に、農業公園整備事業にかかわって、今予算

には水道施設や管理運営についての調査委託料が

あるが、施設の内容、整備水準、利用計画、運営

等々を含めて将来像がいまだ明確でない現状から

見て、この事業については縮減、凍結を考えるべ

きであると思うが、その点市長としての見解を示

せとの問いに、農業公園整備事業については、皆

さんに大変御心配をおかけしているところである

が、一昨年の関西国際空港の２期事業にかかわっ

て、国・府に対して要望活動を行った中で施設整

備について補助がつくなど、有利な財源確保に努

力しているところであり、事業については１期、

２期と分けて計画しており、当面は１期というこ

とで箱物を入れない形での整備ということで、水

道施設、農地開発に関係するものから先に整備し

ていく考えであり、御指摘の事業の縮減、凍結と

いうことであるが、特に１期については、内容を

精査する中で縮減できるものについては可能な限

り努力していく考えであり、２期については、現

在の財政状況を勘案した中にあって、しばらくの

間置いておく考えであるとのことでした。

次に、市営住宅全般にかかわる問題として、現

在払い下げにかかわって係争中である裁判につい

ては、過去の経過も踏まえた上で、市長がリーダ

ーシップをとって解決に向けて努力すべきである

と思うが、その点市長としての見解を示せとの問

いに、これについては裁判の中で明らかにしてい

く考えであり、現在提訴されていることに対して、

市としての立場で物を言っていく考えであるとの

ことでした。
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あわせて今年度払い下げを予定している市営住

宅については、境界明示等ができていなかったと

いうことで払い下げがおくれていた経過からして、

過去に払い下げをおこなった１０団地と同様の率

で払い下げを行うべきであると考えるが、その点

市長としての考え方を示せとの問いに、市営住宅

の払い下げについては、鑑定評価をとった上で不

動産評価審議会に諮るというのが一定の手順であ

り、過去の経過も踏まえて払い下げは行わなけれ

ばならないとは認識しているが、率については過

去の１０団地と同じ率は考えていないところであ

り、今の時代に見合った適正な価格を考えている

とのことでした。

次に、和泉砂川駅前再開発事業にかかわって土

地開発公社の方で先行取得した土地について、一

定その処理及び対応策を考えるべきであると思う

が、その点市長としての見解を示せとの問いに、

和泉砂川駅周辺の先行取得した未利用地の活用方

法については、現在土地開発公社の方でいろいろ

検討しているところであり、地元商店街の皆さん

にも喜んでいただけるような活用方法を模索して

いく考えであるとのことでした。

次に、牧野公園新設事業については、今予算委

員会の中で種々議論を醸し出しているところであ

るが、一定市長としての基本的な見解を示せとの

問いに、牧野公園については、土地の立地条件及

び長い街区が続いているということで、防災機能

を有しているという観点、並びに都市計画審議会

にお諮りをした中で都市計画上必要という位置づ

けのもとで計画決定がなされ、さらに昨年には実

施設計についての補正予算も認めていただき、鋭

意事業を行っているところであり、今後は所定の

手続にしたがって事業を進めていく考えであると

のことでした。

これに対し、この牧野公園新設事業については、

都市計画決定図書作成から基本設計に至るまでの

手続の進め方及び土地が競売地であるということ

からして、この事業の進め方については納得しが

たいとの活発な意見がありました。

次に、教育行政全般にかかわる問題として、昨

今の本市財政状況が非常に厳しいということは理

解しているところであるが、教育費の予算額を見



る限り、そのしわ寄せが教育に来ていると思うが、

その点市長としての見解を示せとの問いに、しわ

寄せが教育に来ているのではないのかとの指摘で

はあるが、今は管理の時代に入っているという認

識を持っており、当然メンテナンス費用に限定さ

れる関係上、予算額には多少の波があるというこ

とについては理解を求めるものであり、今後は大

規模改修を行っていかなくてはならない立場から、

その前提となる耐震診断を今年度から行っていく

考えであるとのことでした。

さらに、関連事項として、国では同和事業につ

いては終結・廃止の方向で進んでいるが、その中

でなおかつ同和教育を続ける必要があるのか、そ

の点市長としての見解を示せとの問いに、同和教

育のあり方の問題については、教育委員会の中身

の問題であり、当然教育委員会の方で判断してい

くべきものと考えているが、ただ教育についても

時代時代によって当然変わっていく性質のもので

あると認識しており、教育委員会の方で適切な対

応がされるものと考えているとのことでした。

以上で各会計予算１７件に対する質疑をすべて

終了し、順次討論、採決に入りました。

そのうち討論のあった会計については、一般会

計及び国民健康保険事業特別会計、下水道事業特

別会計、水道事業会計であり、一般会計について

は、長年にわたる開発優先の行政運営が敬老祝い

金問題、幼稚園の保育料値上げに見られるように、

最終的には市民にしわ寄せが来ているものであり、

市の財政に見合った開発をすべきである。また、

市営住宅払い下げ問題についても何ら有効的な解

決の道筋を示していない。また、牧野公園計画に

ついても一定公園の必要性は理解するところであ

るが、全体的な公園計画が示されないまま行うの

は問題がある等々の指摘がある中、今予算につい

ては不満を感じる点が多々あり、反対する旨の討

論と、片や平成１２年度予算にあっては、非常に

厳しい財政状況の中で多様化する市民ニーズにこ

たえるため、介護保険制度や情報公開条例の施行、

第４次泉南市総合計画の策定事業、また都市基盤

整備については、砂川樫井線新設事業、信達樽井

線改良事業等、また教育施設整備については、教

育施設耐震診断等重点的に財源を配分し、予算編
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成を行った点を評価するものであるが、依然とし

て本市を取り巻く財政状況は非常に厳しく、財政

の健全化に向けて、自主財源の根幹である市税に

ついては、課税客体の着実な把握を行うとともに、

現在取り組んでいる行財政改革についてはより一

層の推進を図り、市長みずから不退転の決意で取

り組むことを望むとの意見を付して賛成する旨の

討論があり、採決の結果、賛成多数でもって原案

どおり可とするとの決定がなされました。

次に、国民健康保険事業特別会計にあっては、

本市の場合、応益割が非常に高く、高い保険料に

なっているにもかかわらず、いまだ減免等の改善

策が示されない会計であり、反対する旨の討論が

あり、採決の結果、賛成多数でもって原案どおり

可とするとの決定がなされました。

次に、下水道事業特別会計にあっては、供用開

始区域での下水道への接続もいまだおくれている。

また、率先して接続を行わなくてはならない公共

施設にあってもいまだ接続が不十分な状況であり、

反対する旨の討論があり、採決の結果、賛成多数

でもって原案どおりとするとの決定がなされまし

た。

次に、水道事業会計にあっては、新家地区で行

われている宅地開発の負担が水道会計に与える影

響は大きく、将来水道料金にはね返ることは必至

であり、反対する旨の討論があり、採決の結果、

賛成多数でもって原案どおり可とするとの決定が

なされました。

なお、このほかの１３件の各会計予算につきま

しては、討論は全くなく、いずれも全会一致でも

って原案どおり可とするとの決定がなされました。

以上、報告漏れの部分も多々あると思いますが、

本特別委員会に付託を受けました平成１２年度大

阪府泉南市各会計予算１７件に対する委員会の審

査及び結果であります。

議員各位におかれましては、本特別委員会同様、

よろしくお願いを申し上げ、甚だ簡単ではござい

ますが、私の報告といたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの委員長の報告に

対し、質疑を行います。質疑はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 大変御苦労さまでございま



した。４日間にわたる質疑の内容を１時間かけて

御報告いただいたんですが、ただ僕も聞いていろ

いろここももう少し言うてほしかったなというん

か、そういうところも感じたんですが、委員会テ

ープをとっていらっしゃるわけですが、このテー

プについての位置づけですね。やはり今の報告で

は全部報告されておらないのは当然でありますか

ら、とっておるテープについては、求めがあれば

きちっと出すということにしていただきたいと思

うんですが、委員長の見解を聞いておきたいと思

います。

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

○予算審査特別委員長（真砂 満君） 小山議員か

らの録音されているテープの位置づけの問題でご

ざいますけども、確かに委員長報告の中では、４

日間の分で冒頭に御了解をもうてますように、す

べて報告ができません。だから、概略という形で

報告をさしていただいているところでございます

けれども、そのテープの取り扱いについては、委

員長としてどうこうするでなくて、ほかの委員会

の関係もありますんで、一度議会の方でしかるべ

く検討をしていただいて、結論を出していただい

た方がいいかというふうに思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） ちゃんと制度というんか、

１つの仕事でテープをとってるわけですから、基

本的には議員及び市民も権利があると思うんです

が、テープは公開していただきたい、隠す理由は

私はないと思いますので。保管についてもきちっ

としておかないと、どこかへ行ってしまったとい

うことがあってもいけないし、当然委員長の１時

間の報告の中ではすべてできないのは、これはだ

れが考えても当然でありますから、それを保管す

るものとしてやっぱりテープというのをきちっと

私としては残しておいてもらいたいと、そのよう

に思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で委

員長の報告に対する質疑を終結いたします。（和

気 豊君「議長」と呼ぶ）和気君。

○１３番（和気 豊君） この際、動議を提出いた

します。

－４１４－

ただいま議題となっております議案第２３号の

みに限って一部修正するとともに、これを議題と

されんことを望みます。

〔「賛成」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいま和気 豊君から議

案第２３号について一部修正するとともに、これ

を議題とされたいとの動議が提出され、所定の賛

成者がありますので、動議は成立いたしました。

議員提出議案第９号 議案第２３号に対する修

正動議を議題といたします。

書類を配付してください。

〔議案書配付〕

○議長（嶋本五男君） 本件に関し、提出者を代表

して和気 豊君から提案理由並びに趣旨の説明を

求めます。和気 豊君。

○１３番（和気 豊君） 遅くなっておりますが、

ただいま文書にて御配付申し上げております議員

提出議案第９号について、提案理由並びに内容に

ついて説明を申し上げてまいります。

空港関連の大型公共事業の推進に見られる開発

至上主義が今日の市財政を危機に陥れた最大の原

因であることは、今やだれの目にも明らかであり

ます。空港着工年度であった昭和６２年度以降、

前市政とその市政の後継者を自称し、６年近くの

間市政を担当されてきた現向井市政は、市公共事

業を異常に膨らませ、国の市町村への単独事業の

押しつけに追随して、４８億円の基金の取り崩し

を初め、平成１１年度末には一般会計だけでも２

４１億円の借金残高をつくり出しました。

それが今年度、平成１２年度の一般会計の借金

返済額を２５億円余に押し上げ、下水道事業の借

金返済額約１２億円を償う繰出金と合わせると、

予算全体に占める割合は何と１８％にも膨張いた

します。市長はこの異常ともいうべき借金財政に

対しても、市民生活に密着した事業の結果生まれ

たものと言ってのけますが、それでは老朽校園舎

の大規模改修を耐震構造には金がかかると６年間

も放置し、平成１４年になってやっと２校舎、全

体の１割にも満たない改修に着手する姿勢をどの

ように説明されるのでしょうか。必要性から順位

をつけて進めてきたとも言われますが、そうであ

れば、地方自治の最優先で進めなければならない



住民の安全、健康と福祉を守る仕事を後回しにす

る態度をどのように理解したらいいのでしょうか。

ことしの予算でも後期高齢者の皆さんが毎年楽

しみにされている敬老祝い金をばっさり削ったり、

大規模改修のおくれを補うための学校施設の修繕

料の抑制、図書館の図書購入費を平常時より６割

もカットするなど、お年寄り、児童・生徒を初め

市民に犠牲を強いる一方、市職員には向こう３年

にわたって２％の給料カットを強行する、まさに

市民に冷たい、考えられない予算になっています。

せめて市でできるほんのわずかな弱者や働く皆

さんへの対策のその削減が国・府の福祉・暮らし

予算の削減とあわせて、日本経済の中心である個

人消費を冷え込ませ、景気の回復をさらに後退さ

せ、今大変な状況にある地場産業の衰退にも拍車

をかけることは避けられません。

福祉、教育、市職員の皆さんの暮らしを守る立

場からむだを省き、必要な財源を確保するために

逆立ちした予算を極めて制約された修正内容では

ありますが、提出者を代表し、次のように提案し

てまいりたいと思います。

まず、第１に、（仮称）農業公園整備事業費用

についてであります。

農業公園はこれまで一般会計で土地購入を中心

に、約２億７，７００万円余の投資を進めてきまし

た。同時に、開発公社で７億５，１００万円余の利

息を合わせた土地の先行投資を進めてまいりまし

た。いよいよ平成１２年度から繰越明許を含め、

進入道路、水道布設工事、造成工事を初め土地の

買い戻しなどが進められ、一般会計に今後大きな

影響を与えてまいります。

市当局もようやく市財政への影響の大きさを考

え、一部宿泊施設の先送りなどを言い始めていま

すが、それが全体計画総事業費３０億円近い膨大

な事業費の中の幾らの削減になるのか、また競合

施設との兼ね合いで、当初平成５年予測の利用者

の増減との関係からどう位置づけられているのか、

これらがいまだ議会や市民に明らかにされており

ません。

４月１日から情報公開条例が施行されることと

相まって、このようなずさんな計画開示の中で事

業の推進をこれ以上野放しにすることは、行政の

－４１５－

チェック役を市民から負託をされている議会とし

ては許されないことだと考えます。平成５年の計

画を修正するのであれば、現時点での科学的で財

政上からも、精度のある全面的な見直し案を議会

の審議に付することができるまで予算の計上を見

送るのが当然だと思慮するものであります。

以上の理由から、ただいまお配りの文書の後ろ

から２枚目をおめくりをいただきたいと思います。

農林水産事業費のうち農業費、そのうち農業公園

整備事業費、これを全面削減いたします。

次に、牧野公園新設事業についてであります。

財政の危機的状況の中で、一般税源で約１億円、

起債で１億７，１００万円と、後年度の負担を考え

るとまさに厳しい事業であります。それだけにこ

の事業が市民とりわけ街区公園の性格から、２５

０メートル圏内の児童にとって 今もってこの

対象児童数は明らかにされておりませんが、どの

ような意味を持っているのかをはっきりさせる必

要があります。

また、防災上の観点を強調されますが、これは

すぐ近くに特定避難箇所、準特定避難箇所に当た

る公民館や幼稚園、保育所があり、他の地域に比

べても防災条件に恵まれた地域であります。仮に

必要性が十分位置づけられた場合でも、旧信達小

学校用地や開発公社で先行取得し、その取得目的

が完全に破綻している駅前再開発のアクセス道路

用地や代替用地ではなぜいけないのか。市の提案

では余りにも説得力がありません。

それもそのはず、この事業はまさに調査の段階

から泥縄のやっつけ仕事の感が否定できません。

調査費は平成７年度当初予算にも計上されず、年

度末の２月になって急遽業者に調査を委託、わず

か１カ月余の調査期間で浮上してきた計画案をも

とに事を進めようというものであります。

平成７年２月という時期は、この土地が競売物

件として落札されたわずか４カ月後のことでもあ

ります。行政が早くから適地と考えて物色してい

た土地とは、到底言いがたいものであります。

以上の点からも、財政事情を無視して強引に進

めていくべきものではなく、必要であれば代替地

の検討から慎重に再考していくべきものだと考え

るものであります。



以上の理由から、一番末尾のページをお開きい

ただきとうございます。土木費のうち項都市計画

費、目牧野公園新設事業費、これも先ほどと同様

全面的に削除いたします。

次に、総務費、総務管理費、空港対策費の委託

料についてであります。これは南ルートの調査費

の市の持ち出し分でありますが、関空の２期工事

を前提にした南ルートが果たして必要なのかどう

かという原点論がまだ論議不十分ではないでしょ

うか。運輸省は関空第２期工事をバラ色に描き出

していますが、１期分の行き詰まりがこれほどは

っきりしているのに、関空２期工事を進めても大

丈夫かという声が大きくなってきています。

まず第１に、関空の離着陸能力は年間１６万回

ですが、実際は９８年度で１１万７，６００回と４

万２，０００回も余裕があること。

第２に、海上空港のため建設費がかさんで関空

着陸料の高騰を招き、外国航空会社が撤退して減

便が続き、ＦＡＡＪ（在日外国航空会社協議会）

からも国際的な批判を浴びていること。

第３に、総務庁行政監察局の調査でも、関空会

社は９８年度末で１，３３３億円もの膨大な赤字を

抱え、将来も成田の第２滑走路、中部、神戸各空

港などとの競合関係で関空の利用料を一層引き下

げることになるなど、強引な２期事業への突入に

その根拠がないこと、すなわち総額先にありきと

いう国の公共事業の垂れ流し計画に対して、今大

きな批判がマスコミ等でも上がっているところで

あります。

１，０００億から２，０００億円もかかるであろう

南ルートが財政面からもその必要性が問い直され

る時期が早晩やってくることは明らかではないで

しょうか。百歩譲って、国際空港の附帯施設とし

て国策の位置づけが明確になり、一から十まで国

が事業展開を果たしてくれるならともかく、今回

の調査費の市の持ち出しに見られるように、将来

にわたって地元の負担が前提となるような事業は、

市の財政事情からも到底許容できる代物ではあり

ません。

以上の点から、末尾から２ページ目をお開きい

ただきとうございます。総務費、総務管理費、空

港対策費のうち、委託料３００万円の全額を減額

－４１６－

するものであります。

次に、同和対策費の中の負担金補助及び交付金

の府同和事業促進協議会と市同和事業促進協議会

補助金についてであります。

今や同和行政の終結は、全国の大きな流れにな

っています。しかし、大阪では府同促 府同和

事業促進協議会が逆流と不公正な同和行政推進の

元凶の役割を担っています。行政との一体化の中

で、地区指定や地区協議会温存の中心的役割を果

たしているこの協議会の存在こそ、同和行政の終

結を妨げていることを強く申し述べ、当初の目的

からかけ離れ、その泉南市版となっている市同和

促進協議会への補助金の削減は、公平、公正な行

政を進めていく上で極めて重要であります。

以上の理由から、末尾から２ページ目をおめく

りいただきたいと思います。総務費、同和対策費、

目同和対策費のうち負担金補助及び交付金全額、

府同和事業促進協議会負担金とそれから市同和事

業促進協議会補助金、この２つを削減するもので

あります。

次に、教育総務費の負担金補助及び交付金の泉

南市同和教育研究協議会補助金など４つの協議会

と連絡会への補助金についてであります。

泉南市同和教育研究協議会が発行している「わ

だち」には、特定の運動団体が主張する部落排外

主義などのゆがんだ理論が引き写しされています。

教育の不偏不党、公正、中立をうたった教育基本

法の立場からも、逸脱した立場に立った協議会の

活動への補助は、泉南市の公教育を守る立場から

も早急に改めていかなければならないことは、当

然のことであります。

以上の理由から、一番末尾のページをおめくり

いただきたいと思います。款教育費、項教育総務

費、目同和教育費の負担金補助及び交付金１８９

万、３つの協議会と１つの連絡会への負担金全額

を減額提案をさしていただきます。

以上の減額修正によって生じた一般財源総額１

億３，４２１万６，０００円は、介護サービスの上乗

せ施策の実施、敬老祝い金、学校施設整備費の中

の修繕料、小・中学校、幼稚園費の需用費の中の

消耗品費、図書館図書費、プール施設運営費など、

市民とりわけ高齢者や子供たちへの緊急、必要な



費用の増額に充てられることを市当局に強く求め

て、提案の趣旨理由とさしていただきます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑を行います。質疑はありませんか。

質疑なしと認めます。

これより修正案及び原案について順次討論を行

います。

まず、修正案に対する討論を行います。討論は

ありませんか。 討論なしと認めます。

次に、原案に対する討論を行います。討論はあ

りませんか。 成田君。

○１４番（成田政彦君） 日本共産党泉南市会議員

団を代表し、２０００年度泉南市一般会計予算案

に対しての反対討論を行います。

日本経済の現状は、依然として深刻な不況の中

にあります。経済企画庁が昨年１２月に発表した

経済白書では、日本経済は民間需要の回復が弱く、

厳しい状況をなお脱してないと指摘しています。

総務庁発表の９９年の完全失業率は４．７％と、最

悪の状況です。同じく景気の回復も、国内総生産

の６０％の大きさを持つ個人消費も７年連続マイ

ナスであります。景気回復のめどである国内総生

産の名目成長率も１９９８年、１９９９年、２年

連続マイナスとなり、深刻な状況です。

このような中にあって、自・自・公内閣の２０

００年度予算は２０兆円を超える借金返済額とな

り、国債の残高は２０００年度末で３６４兆円と

いう空前の赤字国家財政となり、それでもゼネコ

ン型公共事業に９兆９，０００億円、大銀行支援に

１０兆円もふやすなど、いまだ未曾有の長期的不

況にある日本経済と国民の暮らしを立て直す何ら

展望を指し示していません。

一方、大阪府はどうでしょうか。岸府政以来の

すばるプラン、大阪湾ベイエリア計画、関空建設

など大型公共工事で借金残高は４兆７，０００億円、

年間税収の４倍、借金の公債費も１，５００億円と

急増しています。この赤字をなくすとして新しい

知事が３月議会で最初にした仕事は、府立高校の

授業料を新１年生から一気に３３％、年間３万６，

０００円の値上げと、私立高校、幼稚園、保育園

への大幅な補助金の削減と廃止であります。この

－４１７－

ような府民いじめの政治は、断じて許されるもの

ではありません。

その反面、展望のない関空２期工事には、府負

担分の１，１７３億円のうち今年度は１７２億円も

負担するなど、大型公共工事はやめようとしてい

ません。国、府、市において今求められているの

は、むだな浪費の大型公共工事にメスを入れ、公

共工事を削減し、開発至上主義から脱却して、生

活、福祉、医療、教育など市民の暮らし支援型の

予算に組みかえることが今最も必要ではないでし

ょうか。

さて、現在の市の借金は、２０００年予算案で

は市債、債務負担行為、下水道市債を入れて５５

７億円、市民１人当たり８５万円と膨大な借金と

なっています。もちろんその原因は、長年続いた

空港優先開発及び同和事業がもたらしたものであ

ります。市はその赤字解消と称して、１９９６年

度から財政改革なるものを決め、９７年度から３

年間、教育費などを中心に経常経費１０％を削減

して子供たちにしわ寄せを図ってきましたが、借

金財政は軽くなるばかりか、ますます重くなるば

かりです。

市の中期的財政展望でも、２００２年には１７

億円の財源不足になると発表しています。２００

０年度予算案でも市税収入をマイナス１．６％、１

億７，０００万の減収を当初から組み込み、滞納繰

越額もこの５年間で２７億円、実に５倍と増加し

ています。税収の厳しさは徴収率がここ七、八年

８７％前後と府下最低ラインであり、このことは

不況ばかりが原因とは言えません。市民の市政に

対する不信があると言っても言い過ぎではないで

しょう。

このような中にあって、今の市の財政再建に求

められているのは、市民に負担を押しつける行財

政改革でなく、市民本位の行財政改革であります。

さて、泉南市の２０００年度予算案の特徴の第

１は、相も変わらず空港優先と緊急必要性のない

公共工事を今なお進めようとしているところであ

ります。その１つは、南側ルートに３００万円の

調査費をつけたことであります。冷静に見て南側

ルートの予算にどのような現実性があるのか、疑

問を持つところであります。現在の関空北側ルー



トでも、当初の計画では、２０００年度までに利

用者台数は１日３万４，０００台と見込んでいまし

たが、９９年現在、１万８，０００台しか利用され

ておりません。利用率は約半分程度です。

現在の北側ルートは十分に余裕があります。し

かも、関空は世界一高い空港使用料と今日の不況

の中で、開港以来２１社の航空会社が撤退し、９

９年度でも英国航空など４０便が中止となってい

ます。そればかりか、関空会社は創業以来赤字が

続き、２０００年度関空会社の決算は、赤字が２

３９億円となっています。しかも、１兆６００億

円もの累積赤字を抱えており、今や経営は破綻の

ところまで来ています。総務庁さえも関空会社の

経営は見直すべきだと述べるありさまです。この

上２期工事をすれば、まさに雪だるま式に赤字が

ふえるのは必至でしょう。在日外国航空会社協議

会も、関空の２期工事についても新空港建設に伴

う経費の増大を考えれば、建設には懸念せざるを

得ないと厳しく批判しています。

このような状況を見て、２０００億円以上とも

いわれる南側ルートに巨額な財政投資をすること

は、市民の目から見ても浪費とむだ以外の何物で

もありません。ドン・キホーテになる前に、この

ようなむだな調査は即刻やめるべきであります。

その第２は、牧野公園新設事業であります。

今日の泉南市の深刻な財政状況の中で４億円以

上の投資をして、この事業が緊急かつ必要性があ

るかどうかは甚だ疑問であります。公園が防災上

必要というなら、まずなぜ中央公園計画を進めな

いのでしょうか。また、南海線から下の狭い岡田

地域には防災公園が急がれておるのに、なぜ計画

しないのでしょうか。さらに、今度の牧野公園計

画の近くには、信達幼稚園、信達保育園、信達公

園、信達公民館などが隣接し、市内のどこの地域

よりも防災機能を持っております。また、信達幼

稚園裏には旧信達小学校の土地もあいております。

また、牧野公園予定地の和歌山側数メートルのと

ころの途中まで道路があり、ＪＲ側の道路まで整

備すれば、道路についても十分に防災は果たされ

ます。公園は必要でありますが、市民の納得と合

意の上で計画を進めることが必要ではないでしょ

うか。

－４１８－

なお、公園計画地の持ち主が市長の後援会の会

員であったことは既に明らかになっています。急

いでつくることは、ほかに何か理由があったので

しょうか。牧野公園新設計画については、撤回す

べきであります。

その３は、農業公園整備計画であります。

既に１０億円以上も使いながら、さらに２００

１年以後１５億円以上も必要な計画となっていま

す。農業公園の採算性や市の財政に与える影響を

考えた場合、事業見直し、縮小、凍結すべきであ

ります。近隣の市町村でも似たり寄ったりの農業

公園的施設が乱立している中で、採算性を含め緊

急に中止または見直しを求めます。

予算第３の特徴は、教育行政についてでありま

す。

向井市長になってからの教育費とりわけ幼・小

・中学校への整備費は、年平均１億円を切るひど

いありさまです。稲留市政の７分の１、平島市政

の３分の１です。ぼろぼろ校園舎に対して議会や

市民の厳しい批判の中でも、いまだに耐震調査は

２００２年までに２校にしか過ぎません。行財政

改革９６年以降は、信達小学校講堂を除けば市内

の幼・小・中校園舎の１，０００万以上の整備はた

った３校だけであります。

さて、大阪府における教育費に対する泉南市の

位置はどうでしょうか。９９年度決算では、教育

費全体で３２市中２９位、小学校費では３２市中

２９位、中学校費に至っては３２市中３０位と、

教育費の低さは断トツであります。

このような中で、９７年からはプールの一般開

放をお盆以後は中止し、夏の暑い時期に子供たち

をプールから締め出しました。図書購入費に至っ

ては９６年度から６０％近くの大幅減額をし、ま

た市民は本を読みたくても図書館から借りること

ができない状況であります。この３年間府立図書

館から市の図書館の貸し出し状況は、９４年度と

比較し９８年度は一気に６倍となっております。

それだけに図書館は利用しにくくなりました。

また、ことしは幼稚園保育料を１カ月５，０００

円から７，０００円と値上げし、１，５００万円を父

母に負担させようとしています。一方では市条例

違反の同和地区の幼稚園の時間外保育や給食費を



無料にしています。同和地区幼稚園のただの給食

費代など市負担額は、９８年度は１，０３３万円で

あったのがことしは１，２６７万円と増額となって

います。これでは保育料の値上げについて市民は

納得ができません。

ちなみに、社会教育費に対する泉南市の府下に

おける位置は、３２市中３１位と最低であります。

その反面、廃止すべき同和教育については、行革

が叫ばれた９６年度が３，５７１万円であったのが

９９年度予算では４，３８２万円とふえています。

必要性と部落差別解消に有害な同和教育は今なお

続け、片方ではぼろぼろ校園舎の整備はおくれに

おくれ、子供たちにしわ寄せをさしています。市

は直ちに教育費を大幅に増額すべきであります。

予算第４の特徴は、福祉、介護保険についてで

あります。

今予算には街かどデイハウスや泉南作業所の定

員増は含まれているものの、ことしから敬老見舞

金２，４００万円が削減され、このため３，０５１人

以上の高齢者が支給されないことになりました。

ささやかであるが、１年に一度の喜びを奪われま

した。このような高齢者いじめの冷たい福祉切り

捨ては、到底容認するものではありません。

さらに、介護保険についてであります。

第１号者の保険料については府下３番目に高い

ところにあり、２年後の負担は大変なものとなり

ます。政府は国民や我が党の要求で、今までホー

ムヘルパーなどを利用する人は、利用料が３年間

３％となっていますが、新しく４月から利用する

人たちは１０％の利用料となります。すべての利

用者に３％の利用料とすべきであります。市が利

用料を３％に抑えるために援助すべきであります。

また、介護保険条例９条に基づく減免規則を早急

につくるべきであります。

さらに、２号被保険者に対しても、若干低所得

者に対する軽減を広げたが、それも全体の７％で

あります。これでは市民税非課税４０％世帯から

見れば、低所得者の負担を軽減できません。低所

得者帯に対しての軽減をもっと広げるべきであり

ます。このことを強く求めます。

予算第５の特徴は、同和行政廃止についてであ

ります。

－４１９－

９７年度に国が終結の方向に決めて以来、既に

廃止すべきである同和行政は、今なお人権と名を

変えて２０００年度予算で１億４，０００万円も予

算化されています。同和であれ人権であれ、市民

の中に垣根を設けるこのような予算は廃止すべき

であります。

また、いまだに部落解放同盟鳴滝支部という特

定の団体が隣保会館すなわち公共施設に事務所を

持つことは、行政の中立性からも公有財産の性格

から見ても認められるものではありません。市は

早急に退去を求めるべきであることをつけ加えて

おきます。

予算第６の特徴は、環境問題であります。

市はことしより公害の少ない天然ガス車を公用

車として購入します。このことは評価しますが、

その反面、十分な市民的な合意もなしに第二阪和

国道の樹木を伐採する計画を容認しました。今日、

ディーゼルなどから出るＳＰＭ、浮遊粒子に対す

る危険性は、尼崎公害裁判でも厳しく指摘されて

きました。

市が安易に第二阪和の樹木を伐採することを容

認することは、市民の健康を守る上では許される

べきではありません。樹木を切ることが市民に安

全なのか、環境アセスを実施すべきであります。

市長の言う環境に優しいとは一体どういうことで

しょうか。私は強く反省を求めます。

最後に、２０００年度予算案では、職員の皆さ

んの給与を年間９，２００万円も削減し、１人当た

り年間１２万円以上の減収となります。財政赤字

の原因は、職員の皆さんにはありません。この厳

しい不況下、市民の苦情を聞きながら滞納など税

の徴収に頑張っておられる職員の皆さんの努力に

報われる予算にすべきではないでしょうか。この

ことを述べて、反対討論を終わりたいと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 東君。

○７番（東 重弘君） 議長のお許しを得ましたの

で、議案第２３号、泉南市一般会計予算について

短く賛成の討論をいたします。

今議会でも議論されておりますように、地方分

権一括法施行や高齢化社会の進展など社会潮流が

激しく変化していく中、今後の行政のあり方をど



のように変えていくか、国、地方とも厳しく問わ

れているところであります。市町村にあっては独

自の施策を立案し、その施策の実施に当たっては、

責任を明確にして地方行政に当たることが重要で

あります。

この観点から新年度予算を見ると、平成１２年

から実施される介護保険制度や情報公開条例への

取り組みは、高く評価するものであります。現在

の地方自治体の財政状況は危機的な状況にあり、

昭和３０年代前半の不況、昭和５０年のオイルシ

ョックに続き第３次の財政危機と言われ、地方税

減収の一部を補てんするために、平成１１年には

地方特例交付金が復活されたところであります。

このような状況下、平成１２年泉南市一般会計

予算においては、清掃工場に対するダイオキシン

発生防止対策の実施、天然ガスを燃料とする低公

害車の導入、容器包装リサイクル法に基づいてプ

ラスチック類の分別収集の実施、また家庭用生ご

み処理機の普及策としての補助成立の確立があり、

環境への負荷軽減や環境問題に対する市民意識の

高揚への取り組みも高く評価するものであります。

都市基盤整備としては、新家駅宮線の改良事業

や信達樽井線の改良整備等が挙げられ、特に永年

の懸案であった砂川樫井線の新設事業も大型物件

の補償が解決し、着工への第一歩が示されており

ます。また、本市にとって積年の夢であった関空

南ルート実現の基礎をなす関西国際空港周辺地域

交通ネットワーク調査の実施が組み込まれており

ます。この点も高く評価をするものであります。

教育予算では、新家東小学校の体育館屋上改修

事業のほか施設の維持修繕改修や平成１１年度よ

り実施の小学校へのコンピューター導入、また初

めて耐震診断を実施するなど教育環境の改善にも

努力をされております。

以上、住環境や都市基盤の整備、福祉、教育の

各予算はもとより、平成１２年度予算案は、将来

の泉南市の発展のため編成された予算であると評

価するものであります。厳しい財政状況における

状態は当分の間続くものと思われますが、今後の

財政の健全化に向けて、自主財源の根幹である市

税については、課税客体の確実な捕捉と税収体制

の強化を図るとともに、その確保について引き続

－４２０－

き努力されるとともに、現在取り組まれている行

財政改革についてもより一層の推進を図るととも

に、市長みずから不退転の決意で取り組まれるよ

う要望いたしまして、賛成討論といたします。議

員各位につきましては、賛同の上、御協力をお願

いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） それでは、議案第２３号、

泉南市一般会計予算に反対の立場で討論をさして

いただきます。

前年比３．７％アップの本年度予算２０７億９，３

８０万円の予算から、一体希望がわいてくるので

しょうか。解決すべきものが解決することになっ

ているのでしょうか。本会議等でも議論されてお

ります市営住宅の問題については、一向に解決の

めどが見えない。そういう問題で、市民の立場か

らすれば本当に苦しい状況を強いておる現状があ

ります。

そういう中で、南ルートの３００万円の予算を

つけて浮かれておるようでありますけれども、こ

のことは全く現実性はなく、今日の市民の苦しい

状況を救うものでも全くないわけであります。仮

にこれができるとしても、もっとこのことについ

てのきちっとした責任ある体制を示すべきであり

ますが、だれが一体事業主体になるのか、そうい

うようなことすら示されておらない中での３００

万円の調査費の問題は、全くあすどうなるかわか

らないという厳しい現実の中で組まれるべき予算

ではないと思うわけであります。

また、このような状況の中で、市民に対する説

明責任ということが問われるわけでありますけれ

ども、７５歳以上の方に出しておりました年間７，

０００円から１万８，０００円というわずかなこの

ような老人対策費を何の説明もないまま切り捨て

るという、このようなあり方ではとても市民は行

政に対する理解を示すことはできないはずであり

ます。

また、介護保険の問題でおとといもある人に会

ってお話を聞いたわけでありますが、年金生活者

にとって介護保険というのは新たな負担になる。

その上にわずかでありますけれども、年に出され

ておりましたこの老人祝い金が切られるというこ



とになれば、年金生活者にとっては収入がふえる

という道は全くないわけでありますから、一層の

財政負担になるということを聞いて、そういう問

題があるのかということを改めて現実的に私は感

じたわけであります。

また、予算審議の中では、公社の利用見込みの

ない土地については売却するということを明言さ

れたわけでありますけれども、そういうことにつ

いても、まだはっきりとした具体的なものは示さ

れておりません。また、市役所の食堂の家賃の引

き下げの問題と図書館、文化ホールにおける喫茶

店の家賃問題については、大きなる矛盾がありま

す。

障害者が働き、社会復帰をしようとするときに、

月１０万円の家賃を払わしても何の問題意識を持

たない。議論の中でも、ことしはこのことを見直

すつもりはないということを、こういうことにつ

いては明言をする市当局であります。

ごみ問題についても、予算的にも余りかからな

いいわゆる有料化問題でありますけれども、努力

すれば返ってくるという逆有料化的なこのような

政策を私は今すぐに導入するべきだと思います。

また、滞納問題でも、法人では４，１００万円、

また５００万円以上の方が４８人や、１，０００万

円以上を超える滞納者が３２件、その総額２７億

円というものがたまっておるこの現実は、行政の

怠慢という以外の何物でもありません。また、不

納欠損が８，８００万円、１１年度も１億５，０００

万円を見込むということでありますけれども、こ

のことについてもきちっとした説明をするべきで

あります。

また、住宅問題で払い下げを実施したところが

長い間放置されておった問題があります。質疑の

中でも当然市のミスで払い下げがおくれたことに

ついては、当初払い下げた方と同じ条件ですると

いうのが当然の問題でありますけれども、現在の

評価額で売却するというようなことを公言してや

みませんが、このようなことで一体関係者が納得

をするでしょうか。氏の松や高岸、砂原住宅での

家賃の値上げ問題も、この泉南市が既に払い下げ

を行った住宅について、１，５００円で据え置いて

きたことを考え合わせますと、余りにも不公平な
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あり方ではないでしょうか。

入札制度の問題では一定の前進があり、全国的

にも先進的な泉南市というイメージがあるわけで

ありますけれども、やはりもっと踏み込んだ談合

防止の制度を改革することが、受けられる業者に

とっても私はいいことだと思いますので、制度的

にも疑いの余地がないような制度を一日も早く提

言していくべきでありますし、上限・下限価格の

幅が余りにもあり過ぎることが価格の信頼性を失

わせます。

南ルートの３００万円の調査費については、先

ほども言いましたけれども、このことは即刻予算

執行するべきではないと思います。

また、嘱託職員が５年以上は勤めないようにし

ておるにもかかわらず、今回の予算委員会の中で

１６名も１５年以上勤める方がおられるという発

言を聞いて、今、厳しい処置を職員にもしておる

ときに、このようなずさんなあり方では市民の理

解は得られないでしょう。

環境対策で市の管理対応が問われておりました。

市はどうしてもやってもらえないときは代執行す

ると明言しておりますが、これまでの市のかかわ

りを見ておりますと、本当にやるのかということ

は疑いを持つわけでありますけれども、予算委員

会で明言されたこのような問題については、毅然

としてやっていただきたいと思います。

また、男性の保育士を採用しているということ

は一定評価をいたしますが、実際には男性の保育

士が採用されておらないという問題があります。

そのような面ももう少し真に男も女もともに働く

職場として、男性の保育士ということを実現する

ために、実効性のある処置をしていただきたいと

思います。

公園墓地の問題については、個人的には地元で

反対の声は聞いていないということを明言し、区

としての結論はまだ出ていないというあいまいな

対応であります。このことについても、今、墓地

問題は大変市民が関心を持っておりますし、岡田

浦の火葬場については、委員の中からも樽井火葬

場との対比の中で厳しい意見が出ておりましたが、

このことについても市当局は改装するつもりはあ

りませんということを明言し、いつ実現するかわ



からない公園墓地の問題に対して、そのことに期

待をするというような現実を無視した答弁をして

いることは、まことに許せない問題であります。

一日も早く、きょうまで苦労してきた方が亡くな

っていくときに、市民が本当に安心して火葬され

るようなことを、きちっと樽井や岡田の火葬場の

問題を同じようにするべきであります。

また、農業公園の問題で、８万１，０００円の原

価がかかったにもかかわらず６万６，０００円で売

るということが言われておりますけれども、この

ような損切り、一体負担をだれがするというので

しょうか。このことこそ農業公園のずさんな計画

が数字の上であらわれております。

また、障害者の賃金の問題でありますけれども、

１カ月たった２，０００円で働いている現実があり

ます。また、一番多いパンづくりをしておられる

方でも月３万４，０００円。いろんな機器やいろん

な設備、補助金が出ておるわけでありますけれど

も、少なくとも最低限このような障害者が生きて

いくための賃金保障をするために、市は積極的に

対応するべきであります。そのことの象徴的にあ

らわれておるのが、図書館における喫茶店の高額

な家賃問題でありましょう。

また、農業についての質疑の中でも、バランス

のとれた予算を組んでいるということを胸を張っ

て事業部長は言っておりましたが、果たして現在

の農業に対する予算の組み方がバランスのとれた

ものでないことは、だれの目にも明らかでありま

す。まさに裸の王様的発言と言わざるを得ません。

今の農業が本当に希望のある産業になっておるの

かどうか、もっと農業者の実際の声を聞いて、私

は施策をしていただきたいと思います。

また、下水道問題でも、つなぎ込みの問題でい

まだに給食センターのつなぎ込みがなされておら

ない、そういうことが堂々と言われております。

一番排水路を汚染する大量に排水を流すこのよう

な給食センターのつなぎ込みこそ大優先してやる

ことは、当然であります。

また、住居表示にしても、その係すら廃止をし

ているという問題は、私は、計画的な行政にあっ

てそれほど予算がかかるものでもないのに中止し

ているのは、全く理解できません。
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また、先ほど言った給食センターの問題でも、

委員会の表現の中では、抜本的な検討をする際に

考えるということで、何か給食センターの大きな

方向転換があるような答弁がなされておりました

が、そういうことであれば、そのことは問われて

言うのではなしに、きちっと市の方から言うべき

ではないでしょうか。

以上、予算委員会の質疑を通してこの予算の問

題点を指摘し、反対の討論にいたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） それでは、民主清和会を

代表して、一般会計予算に関する批判的立場から

する賛成討論を行いたいと思います。

毎年同じ指摘をしなければならないことに、市

運営の構造的欠陥並びに執行者の行政責任がだれ

の頭にも浮上してはくるが、今は一般会計予算に

対する我々の財政戦略的思考からする未来展望と

一般批判を述べておきたい。

我々は、９４年に行政改革を、９５年に財政改

革を本議会で訴えた。その段階で経常収支比率は

１０３．６、全国６６３都市中ワースト７位だった。

９７年に財政危機を克服すべく行財政改革大綱が

発表され、行政当局は経常経費を１０ポイント下

げると言明した。にもかかわらず、いまだに経常

経費は１００％を下がるどころか、「自治大阪」

９９年１０月号の一番新しい資料では、行財政改

革大綱の言明とは裏腹に経常経費が１０４．４％、

それどころか人件費は府下ワーストツー、義務的

経費に及んでは経常収支比率が１１２というワー

ストワンの池田市を抜いてワーストワンになって

いる。

一方、１１年度末の地方債残高は２４５億円で

あり、公社、下水道特別会計を合わせると負債総

額は５３０億円にも達する。起債制限比率は府下

ワーストフォーである。当局が自慢する財政力指

数ですら、もはや府下でさえ１６位にしか過ぎな

い。

行財政改革大綱によって一体何が変わったのか。

統計学的に見れば悪化しているとさえ言える。行

財政改革大綱は当座の批判を回避するための擬制

の大綱であったのかとしか言いようがない。とな

ると、我々議員は当局の財政再建計画を全幅に信



頼することなどできない。当局は大綱で一体何を

しようとしたのか。残念ですがとは余りにも傍観

者然とし、みずから発表した基本政策が破綻した

ことに対する深刻な反省がどこに見られるのだろ

うか。

なるほど、管理職や職員の給与削減、徴税行為、

昼休みの消灯などは行ってきている。管理職の給

与削減については、財政危機の責任として当然で

あるが、一般職員にはそうした責任があるわけで

はなく、給与の２％減は、膨大な数の中小企業の

倒産や構造不況を考えれば、時代の趨勢であると

考えられる。

片や、保育所、幼稚園の統廃合、特定事業の民

営化あるいは破綻した砂川駅前西街区の整理は進

まず、また当初の計画が破綻しつつある農業公園

の見直しや凍結も明らかにされていない。

また、指摘したように、義務的経費だけで７３．

９％を占め府下ワーストワンであり、その中でも

人件費は４９．３％といまだに突出している。物件

費、維持補修費、補助費等を合わせて計１０４．４

％となる経常収支比率は、１９９４年を凌駕して

いるのである。直截にいえば、瑣末な改良には手

を加えるが、行財政改革の本来の対象にはほとん

ど手を加えない、加えようとはしていないと言え

る。

さて、残事業の見直し、凍結、廃止、新規事業

の不着手と言いながら、今回の４億円の巨費を投

じる牧野公園とは一体何なのか。日夜職員が徴税

に走り回り、他方では雨漏りのする学校の校舎や

幼稚園の園舎の補修や安全対策もろくに行えない

という財政危機の中で、今として不要不急である

都市公園に突然こんな巨額投資を強行するのか。

階上からトイレの汚水が漏れ、トイレットペーパ

ーすら不足するといった学校予算を少なくとも全

国レベルに押し上げるべきではないのか。今、牧

野公園を建設するということに合理的理由は見当

たらない。

行政執行者の一連の答弁を集約してみる。まず、

都市計画審議会で承認されたからという理由。し

かし、都市計画審議委員が行政当局の提案に反対

するケースはほとんど考えられない。逆に、昨今、

河内長野市の日野谷をめぐる審議員の辞任に見ら
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れるように、行政の誘導もある。また、都市計画

審議会での決定過程では、財政事情はほとんど問

題にされない。都市計画決定を経て財政状況等を

かんがみ、実施の施策や時期を決定するのが執行

機関である。したがって、都市計画審議会の決定

を経たといっても直ちに実施する理由にはならな

い。

次に、災害時の園児等の避難所であるという理

由。そもそも、地域住民の避難所には学校や幼稚

園等の施設や運動場が利用される。園児が幅１０

メートルほどしかないいわゆるピストル型の公園

を避難所として使うというのは、全くもって奇妙

である。

第３に、上道と下道を通り抜けるという理由。

この道路は狭隘な地域でゆっくりと周遊しており、

さらにほぼ隣接する砂川駅前東街区開発計画には

大型道路が計画されている。とってつけた理由で

しかない。そして、一般に都市公園や緑地に反対

する住民はいず、したがってそれが緊急の公園建

設の理由にはならない。このように行政当局の一

連の説明には、行財政改革の時代に現出した牧野

公園建設計画の合理的理由が存在しない。

また、数日前の地価の公表でも明らかなように、

全国的な地価の下落がまだまだ続いている。行政

当局は、砂川駅前開発にかかわって１９億円もの

土地買収で今や２３億５，０００万円にも膨張した

公社取得の土地、それで一体幾ら市民の税金をむ

だにしたか思い起こし、もっと自省の念にかられ

てもいいはずである。なぜ急ぐのか。

次に、この建設に際しての財源について触れて

おきたい。財源がないのにあえて財源を求める。

それが牧野公園新設事業費１億３，４００万円、市

債１億７，１００万円、そしてそれ以外は１億円近

い緑化基金の取り崩しである。しかし、緑化基金

はそのように使用するためにあるのではないはず。

私は、泉南中学校ＰＴＡ会長として学校ビオト

ープを計画し、大阪府緑化センターの支援を得て、

先週１１０本の木を生徒とともに植えた。しかし、

土壌整備の前段階としてのコンクリートの撤去費

用十数万円すら市の公的援助を拒否された。多く

の生徒や保護者が悔し涙を流している。自転車置

き場の犯罪を防ぐための置き場の移動を願う保護



者、生徒、地域住民の署名もうち置かれたままで

ある。

次に、これを時系列の中で検討してみたい。泉

佐野市のコスモポリス計画にも一部似た農業公園

に関して、今の予算書には見えてこないが、公社

取得の土地約１０億円の買い戻しと管理棟を主と

した約５億円の建設費用は、恐らく来年、再来年

で賄っていかなければならない。２期工事などは

夢のまた夢である。市民の里は一体どうなったの

だろうか、基幹農道は、はたまた砂川駅前東街区

開発計画に伴う投資的経費も巨額となろう。

砂川樫井線、墓地公園、泉南中央公園、信達樽

井線も射程に入れれば、どれ１つをとってもその

額は本市の財政規模を著しく超えてしまう。行政

当局が何をおいても取り組まなくてはならない公

共事業は一体何であり、どのような規模なのか。

元利償還金がピークを迎え始めたことしから、四、

五年にわたる財政的展望を事業の見直し、凍結、

廃止を含めてもっと厳密に提示しなければならな

い。

本市には公共工事にかかわって見直し、凍結、

廃止という大胆な戦略転換がなぜ内部から起こっ

てこないのか。行政当局は何をしたいのか、何を

しようとしているのか、それを市民に向かって明

らかにする必要がある。これらは本市の将来を考

えても住民投票が必要なくらいの重要な選択では

ないのか。

現在の行政改革に関する自明の理は、旧来の事

業の見直しと凍結、廃止、新規事業の取りやめ、

システムの合理化と民営化による人件費の削減で

ある。我々が９５年に財政危機とその改革の方途

を詳細に指し示したにもかかわらず、５年が経過

した今、根源的な問いかけと踏み込みは本質的な

ところでは何ら見られていない。今は、無理をし

てでも投資的経費を使う時期であるとは行政執行

者の弁だが、果たしてそうなのか。

市街化区域の道路や側溝の補修には、金がない、

金がないと断る。経常収支比率が１００％を超え

るということは、雑駁に言えば市民生活にかかわ

る諸政策はほとんど削られ、大勢の納税者の真摯

な要求にはこたえられないということである。し

かし、大型公共事業には湯水のように投資的経費

－４２４－

を重ね続けるとは、もはや住民には豊かで安全な

市民生活を続ける諸権利が剥奪されたに等しい。

今回の歳出予算の構成比率を見ても、この公共

事業の名における土建主義の構造は明らかである。

大半の議員が指摘し続けた教育予算は、多くの老

朽校舎を抱えながら２億５，０００万円が減額され、

構成比率は１３％から１１．３％へ激減している。

一方、かるがも計画、農業公園を抱える農林水

産業費は１．９％から２．６％、土木費は１３．３％か

ら１５．６％へと構成比率を急激に高めている。も

ちろん、公債費も１１．９％から１２．０％へと下降

の兆しはない。

ただ、同時に指摘をしておかなければならない

ことは、本市では民生費の占める割合が、全国の

市町村の平均値１９．７％を大きく上回る３１．２％

にもなっていることである。これも例えば他市に

比して多額な生活保護費などが大きく影響してい

る。

つまり、高額納税を強いられる一般サラリーマ

ンや児童・生徒たちは、民生費と土木費のはざま

で豊かな市民生活、学校生活を送る諸権利を奪わ

れている。言いかえれば、予算の配分において不

利益をこうむっているということである。

さて、公共事業を進める執行権者はそれでいい

だろう。しかし、そうした公共事業とはほとんど

かかわることなく暮らしている一般市民になぜ犠

牲が強いられなければならないのか。行政執行者

は真摯に、そして謙虚にこのことを自問しなけれ

ばならない。

我々の考えは決して少数にとどまるものではな

く、多くの議員、職員も批判的に考えていること

である。しかし、残念ながら予算案の提出権は首

長にしかなく、地方議会は地方政府の意思決定機

関であるにもかかわらず、予算書は議会開会直前

に配付され、手続上はおおむね予算案を審議する

にすぎない立場にある。当然、予算案の修正にも

難航をきわめる。ということは、日本の法制度上

は首長が執行機関であり、議会が意思決定機関で

あるものの、実質の意思決定は首長にあるという

ことである。

ここに道があるとすれば、執行権者が我々議会

議員の意見に謙虚に耳を傾け、是とするならばそ



れを率直に認め、政策立案過程に組み込むことで

ある。かつ、あらゆる政策の提案と実施の権限は

首長にあり、それゆえすべての責任は首長にある

という孤独な営為を率先して引き受けることであ

る。我々としては、普通の市民や未来を歩く子供

たちのための基本政策を、したがって地球環境を

も深く考慮した施策を伴いながら、行財政運営を

組織することを第一に求め、かつ不要不急ではな

い牧野公園の凍結を求めるものである。

しかし、各原課が、とりわけ財政課が苦労して

つくった一般予算案に対して、以上の批判的視点

を含んだ上で賛成するものとする。

○議長（嶋本五男君） 以上で原案に対する討論を

終結いたします。

これより修正案及び原案について順次採決を行

います。

まず初めに、議案第２３号に対する和気 豊君

ほか５名から提出されました修正案について、起

立により採決いたします。

お諮りいたします。本修正案に賛成の諸君の起

立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立少数であります。よっ

て議案第２３号に対する修正案については、否決

されました。

修正案否決でございますので、これより原案に

ついて採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第２３号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

７時半まで休憩いたします。

午後６時５８分 休憩

午後８時 ３分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、先ほど議決いたしました一般会計予算を

－４２５－

除く他の１６件の各会計予算について、一括して

討論を行います。討論はありませんか。

松本君。

○６番（松本雪美君） 日本共産党の松本雪美です。

日本共産党を代表し、議案第３４号、平成１２年

度国民健康保険事業特別会計予算について反対の

立場から討論いたします。

さて、府が実施してきた６５歳から６９歳まで

の老人医療助成制度がことし４月から打ち切られ

ること、高い国保税に加えて介護保険の新たな実

施で介護保険料や利用料も加わり、高齢者を抱え

る家庭や低所得者層の世帯にとっては、今後ます

ます生活が脅かされることは必至の状況です。

こうしたもとでの当泉南市の国民健康保険税は、

均等割や平等割として徴収される応益割が全体の

保険税の５４．６％と他市に比べて８％近くも高く

設定されていることは、国保加入者の低所得者層

の負担を一層重いものにしています。

このように国民健康保険税の高いことは、滞納

状況を見ても明らかです。毎年毎年滞納世帯がふ

え続け、今では４，８９４件、総額では５億１，３７

１万円に達しています。介護保険実施で４０から

６４歳までの２号被保険者は、１年間で最高で７

万円も国保税の支払い時に加算されることになり

ます。

こうした事態は、高負担に耐えられずまた新た

な滞納をつくり出す要因になるのではないかと心

配でなりません。市民が滞納額をふやさない対策

については、市は確たる方向を示してくれません

でした。これが反対の第１の理由です。

第２は、同和減免です。市は１１年度末で３５

８件、額にして１，８７５万７，０００円が同和地域

ということで特別に同和減免を実施し、ことしも

続けていくということです。同和地区も一般地区

も、今では物質的にはほとんど格差はなくなった

という調査結果も出ています。今すぐ同和減免を

やめ、国保会計の財源不足を補うべきです。

３点目は、低所得者層の人たちへの国保税の減

免制度は不十分であり、これでは低所得者の世帯

を守ることはできません。今回市が示した国保税

や介護保険料は、年１７７万６，０００円までは国

の制度の６割、４割軽減の措置があります。



保険料は６割軽減の世帯が１８万円が７万２，０

００円、４割軽減の世帯が１８万円が１０万８，０

００円と軽減され幾らか楽になりますが、市が実

施している２割減免は、４人家族で２３４万４，０

００円未満の世帯が受けられるとのこと、保険税

１８万円が１４万４，０００円へと減額されます。

しかし、４人家族で生保のボーダーライン層は、

収入が２８４万４，０００円で２１万円の保険税と

高負担になるのに減免はありません。減免は生保

のボーダーライン層まで広げるべきです。

４点目は、せっかく受けられる２割減免制度が

あるのに、３６５世帯のうち１４０世帯しか受け

ていないとのことです。残りの２２５世帯は申請

していないとのことですが、２割減免制度を知ら

ないまま過ぎたのではないでしょうか。市民に周

知徹底するべきです。

以上、平成１２年度の国保会計予算には、以上

４点の理由で反対です。

なお、さきに述べたように、低所得者層の人た

ちの生活を守るためにも、２割減免を受けられる

世帯の枠を取り外し、生保家庭のボーダーライン

層の世帯まで拡大し、すべての対象者が減免制度

を受けられるよう市の温かい配慮を期待して終わ

ります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 大森君。

○５番（大森和夫君） 日本共産党市会議員団を代

表しまして、議案第３９号、平成１２年度大阪府

泉南市水道事業会計予算について、反対の立場か

ら討論いたします。

今年度の水道会計予算において、資本的収支の

うち第７次拡張事業にかかわる予算４億４，０００

万円のうち、新家配水区受水池に関連する予算は

２億４，０００万円、新家受水池送水管及びメータ

ー負担金は１億円、新家配水池用用地費及び鑑定

料に５，０００万円も計上されています。これらの

事業は、新星和不動産が行っている新家宮地区で

の３０８戸の大型開発を抜きにしては考えられま

せん。新たに新家配水池をこの開発地内につくる

ことは、開発業者の負担を少なくし、業者への便

宜を図るものであります。また、この配水池は近

郊緑地保全地域につくるものであり、環境を守る

立場からも到底容認できるものではありません。

－４２６－

現在使っている新家配水池を充実させることは可

能です。

これらの事業が後年度水道料金の値上げとなり、

市民の負担となることは必定です。その上、今年

度１０月１日より府営水の値上げがあり、市民の

負担が二重に覆いかぶさります。

以上の立場から反対の討論といたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） 国民健康保険の会計に反対

の立場で討論さしていただきます。

国民健康保険は年最高限度額が４６万円で、月

に直しますと３万８，０００円ほどの支払いになっ

て、これは保険というには余りにも高い金額であ

ります。しかも、働いて定年を終わった後の方が

入ったり、生活的にも社会状況的にも大変厳しい

方が加入する保険でありまして、公務員の保険や

また一般サラリーマンの保険に比べてはるかに高

い個人負担というのは、もはや保険制度というよ

うなものではないわけであります。

こういうものこそ、すべての人が１つの保険に

入るということが前々から言われておるわけであ

りますけれども、市長会などもそういう立場で意

見を言っているようでありますけれども、こうい

うことが一日も早く実現をいたしませんと、大変

厳しい状況になると思います。かといって、市の

財政が厳しい中で、市の一定の負担ということに

も限界があるわけでありますけれども、こういう

制度が一日も早くすべての人々が１つの保険に入

るという形で、もう少し安い掛金で国民の健康が

保障されるような制度を願って反対をいたします。

次に、下水道会計でございます。議案番号は３

６号でございます。

下水道会計は前年度３３億円から２５億７，００

０万円にダウンはしているわけでありますけれど

も、使用料の１億６２５万円という自主財源に当

たるものは少ない金額であります。南部下水への

負担金にいたしましても１億４，８３４万というよ

うに、使用料の収入にも満たないような状態であ

りますから、この会計が市の財政を大きく圧迫し

ていることは当然であります。

市からの繰り入れがこういう状況の中で１１億

８，４００万円もこの下水道会計に繰り入れをされ



ておるわけでありますから、市の財政の大きなと

ころで財政問題を持っておるのは、私はこの下水

道会計ではないかと思います。今後、ますます財

政が厳しくなってくる中で、この下水道会計が中

途半端なものに終わることは、火を見るより明ら

かだと私は思います。

この地域に合った方法が幾らでもあるわけであ

りますから、一日も早くそのようなコストの安い、

また地域の地場産業などがかかわれるような小型

合併処理浄化槽とか、開発業者がもう既に水洗化

の工事はしておるわけでありますから、そういう

ものを市の責任として維持管理をしていけば、も

っと市全体の活性化も進んでくるはずであります

から、今のような岬町から阪南市、泉南市とこう

いうものを１つにまとめてやるような方法につい

ては、もう負担が高負担になることは当たり前で

ありますから、一日も早く中止することを求めて

反対いたします。

次に、水道会計でございますが、先ほどの質疑

の中にもありましたように、自己水比率が２５％

というような状態であります。もっと独自な、こ

れこそ市独自で深井戸とか河川水とか雨水などを

有効利用した独自の水道行政をすることを求めて、

これも反対をいたします。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 議案第２４号、樽井財産

区会計について反対討論をいたします。

御承知のように財産区会計というのは、非常に

複雑多岐、長い年限にわたっております。この財

産区というのは一部の地区のみの有利な状況とし

て、財産区制度のあり方そのものも問題ではない

かというふうに私は思っております。そういった

意味では、近代行政というシステムに合致しない

ものでもあります。

本来ならこの財産区そのものが消滅すべきもの

として考えて、運営をなされるべきであるという

ふうに思っております。また、そのことに依拠し

て、準財産区として扱っている財産区的財産であ

ります他の８財産区についても、そういった意味

では考えるべきではないかというふうに思ってお

ります。

－４２７－

この樽井財産区問題は、御承知のように古くて

新しい問題でもありますし、前に申し上げました

古くは樽井村時代からのものであります。地方自

治法第２９４条の財産区の意義と運営、あるいは

２９６条の２項、財産区管理会の設置及び組織、

２９６条の３項、管理会の機能及び同条第４項の

運営となり、特別地方公共団体として知事の認可

を得て運営されていることは、御承知のとおりで

あります。

２９６条の５その③運営の基本原則に基づく管

理会の任務を規定しております。自治法を通じて

の基本は、所有する財産または公の施設の管理、

処分または廃止の権能のみを有しているもので、

行政上の権能はほとんどなく、原則として固有の

機関も有しない特殊な地方公共団体として市町村

の一部であるとされてます。

当然、その収支、歳入歳出資産は、その存する

市の議会に報告し、議決を得なければならないこ

とは、言うまでもないことであります。本義会は

その任を負っているわけであります。つまり、財

産区管理会とは議決機関ではなく審議機関であり、

財産区財産の管理を主たる任務とする機関であり

ます。

平成７年本議会は、前にも申し上げましたが、

民間への払い下げ問題、会計の不明瞭さ、土地賃

貸の違法性、またその違法性がありながら、財産

区が徴収するのではなく、樽井区が徴収していた

件、さらに計上すべき金銭を不当に支出をしてい

た件、隠ぺいされていた大金、また金融機関帳簿

等による急激な出納増減などの問題があり、議会

において自治法９８条で調査特別委員会が設置さ

れたのは、御承知のとおりであります。

その調査特別委員会で一定の成果は得られたも

のの、そのときの委員長の報告でありました本来

の財産区会計の目的に沿った運営となっていない

のは、この付託された決算特別委員会の中でも明

らかにしたところであります。土地貸借そのもの

にも問題はありますが、転貸ししている財産区財

産で不当な利益を得ていることを指摘しておりま

すが、今もってそういった意味では、委員長のき

ょうの報告においてもそういった問題がなされて

いないところでありますし、今もって改善をされ



ていないといったことは残念であります。また、

財産区的財産扱いという法にない方法で、先ほど

申し上げました行政行為を行っていることも指摘

しておりますが、いまだに何ら改善の方向が見え

ません。

まだまだ指摘する点は多々ありますけれども、

なお今後行政の方においてこの財産区財産のあり

方、また財産区的財産の扱いといった問題で善処

するということで、検討するといったことで御答

弁いただいておりますけども、今もってまだない

ことは非常に残念であります。

そういった意味を含めまして、本樽井地区財産

区財産について、２４号議案について反対せざる

を得ないということで討論といたします。この討

論に対して御賛同いただきますようお願いを申し

上げて終わります。

以上です。ありがとうございました。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

１６件に対する討論を終結いたします。

これより本１６件の各会計予算について順次採

決いたします。

初めに、議案第２４号 平成１２年度大阪府泉

南市樽井地区財産区会計予算についてを採決いた

します。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第２４号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、議案第３４号 平成１２年度大阪府泉南

市国民健康保険事業特別会計予算についてを採決

いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

－４２８－

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第３４号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、議案第３６号 平成１２年度大阪府泉南

市下水道事業特別会計予算についてを採決いたし

ます。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第３６号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、議案第３９号 平成１２年度大阪府泉南

市水道事業会計予算についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第３９号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、ただいま採決いたしました４件を除く他

の会計予算１２件について、これより一括して採

決いたします。

本１２件に対する委員長の報告は、いずれも原

案可決であります。

お諮りいたします。本１２件につきましては、

いずれも委員長の報告のとおり原案を可とするこ

とに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２４号及び議案第３４号及び議案第３

６号並びに議案第３９号を除く他の議案１２件の

会計予算につきましては、いずれも委員長の報告

のとおり、原案のとおり可とすることに決しまし

た。

次に、日程第２８、議案第４０号 泉南市助役



の選任についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（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。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第４０号、泉南市助役の選任につきまして提案

理由を御説明申し上げます。

遠藤助役から平成１２年３月２日付で退職願が

提出され、今月いっぱいをもって辞任されますの

で、後任として蜷川善夫氏を最適任者と認め助役

に選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定

により議会の御同意を賜りたく、御提案するもの

でございます。なお、同氏の経歴につきましては、

別冊議案書の３ページに参考資料として記載をい

たしておりますとおりでございます。

簡単でございますが、本議案の説明とさしてい

ただきます。どうぞよろしく御同意賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（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。 林君。

○２２番（林 治君） 時間も大分経過をしてお

りますので、できるだけ簡潔に思うところを質問

したいと思います。

市長はどういうおつもりで提案をされたのか、

これは余り重要な議案だというふうには思わずに

御提案されているんでしょうか。全くわからない

んですね。

まず、遠藤助役、大変長い間御苦労さんでござ

いました。遠藤助役は、私はこれまで例えば開発

公社のこと１つ考えてみましても、いろいろと後

始末的ないろんな御苦労があったというふうには

思っています。それで、きょうはそのことについ

て総括するような場ではありませんので、このぐ

らいにしておいて、あとやっぱり今度の議案で、

まず市長はなぜ助役が２人必要なのか、なぜこの

方を提案されるのか、その辺はまず率直に言って

明確に自分の思うところを議会に提案理由として

言うべきではないでしょうか。

余りにもすげない提案なので、質問をしたいん

ですが、質問もできないぐらい単純なので、まず

－４２９－

そのことから改めて提案理由について明確にお示

しをいただきたいと、こう思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 本市におきましては、過去

からちょうど平島前市長時代から助役２人制をし

いておるわけでございまして、１人は泉南市の職

員の中から、もう１人は大阪府の職員の方から選

任をしてきた経過がございます。私になりまして

からもそういう形で選任をいたしてきております。

その理由といたしましては、泉南市の現在の状

況から考えまして、本市の発展あるいはこれから

の行政需要、あるいは関西国際空港を中心とした

臨空都市の建設、それと近年では行財政改革の推

進という面から考えまして、なお２人の助役を選

任して、そして市政の発展につなげたいという思

いがございます。

それと、１人は大阪府からということにつきま

しては、前からもそういう経過がございますけれ

ども、現在のまだ泉南市の抱えておりますような

課題あるいは今現在進行中の事業等を勘案いたし

まして、やはり大阪府から引き続いてきていただ

く方が泉南市にとりましても大きなプラスになる

というふうに判断をいたしましたので、今回も引

き続き大阪府の方から助役を選任したいというこ

とにいたした次第でございます。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） その程度のことはせめて

私は冒頭で、市長はいえば自分の代理というんで

すか、名のごとく助けてくれる役職を持つお方の

ことですから、やっぱりきちっと冒頭にやるべき

だと思いますよ。

それで、具体的な質問にこれからようやく入り

たいんですが、さきに私、２人の助役が必要かど

うかということからでもということにしましたが、

今地方行政はそら昔のことを考えれば、確かに全

般的に多岐にはわたっていますし、また高度化も

してきたり、市民ニーズも多様化してくるとか、

こういったこと。

これは市長はこれまでの、前の遠藤助役のとき

もそうですが、その前もそうですが、大体同趣旨

のことはずっと言われてきたんですが、それは何

も泉南市だけに特別限って起こっている問題では



ないんですね。現に府下の各市でもそういった中

で１人助役で頑張っているところがあるんですよ。

私はそういう点では、なぜ泉南市で特別に助役を

２人制にする これは大阪府からだとかどうだ

とかそういう意味やなしに、２人制にするという

ことが必要なのかなと。その点がまず１点です。

あわせて昨年の決算の議会でも、市長の方から

７，０００万近くのいわゆる財政赤字ということで、

このことをもって先ほど我が党の成田議員の方か

ら特に一般会計についての最終的な討論をさして

いただきましたが、そういう赤字財政だというこ

とで、今年度も市民のニーズにこたえるというよ

りも、むしろ徹底した、これに敵対するぐらいの

予算のカット、削減ですね。しかも、それはもう

子供たちのことからお年寄りのことまで予算の削

減をした。財政は非常に厳しいと。一方で行財政

改革だといって、さらに職員の給与の削減まで今

回やってるんですね。

そしたら、ここで市長は、私はもっと市長自身

が努力をして、２人制にせずに１人の助役で、市

長みずからも努力をして苦労をしてもっと働いて、

まあいえば職員の皆さんにも督励をしてみずから

も頑張って、２人助役制にせずともこの面でも経

費のまあいえば削減から含めてやるべきでないで

すか。職員の皆さんにまで厳しいことを要求して

るわけですから、財政の面でも。私はそう思いま

すよ。この点は一体どうなのか。これは、１つは

２人制が一般論で必要かどうかという点にかかわ

っての私からの質問です。

それから、もう１つは、これは今回の提案にあ

りますこの方も、いずれはここで我々がもしかこ

こで承認をされれば議論になるわけですから。た

だ、遠藤助役の場合もそうです。決して個人的に

あれこれというんじゃなしに、私は大阪府からの

いわゆる派遣助役、このことについて私は泉南の

市会議員の一員として、やっぱりはっきりと意見

を持って質問をしたいと思ってるんですよ。

今、地方分権ということが今回の議会で議論に

もなり、４月１日から施行でしょう。そういう中

で、地方分権の本来の趣旨からいうたら、いわゆ

る上部組織から市の最高幹部を派遣すると、泉南

市の方へ泉南市の幹部職員になる者を派遣すると。

－４３０－

こういうことはやっぱりいわゆる市政の干渉、支

配にもなりますし、地方自治の確立やとか地方分

権の確立が叫ばれている中で、自主性やとか自立

性とかそういうものをしっかり持たないかんとき

に、こういうことを甘んじて受けるというか、求

めるというか、これはやっぱり市長として、それ

こそ地方自治をめぐる世の中の流れに逆行するよ

うな対応じゃないですか。もっと自主的にしっか

り自分で考えて行政を進めていくという気持ちを

持ってやるべきことじゃないですか。私は、その

点について、改めて府の方に派遣を求めるような

ことはやめるべきだということも意見を付して、

質問にしておきたいと思います。

それと、もう１点は、そのことにかかわって、

市長は先ほどちょっとちらっとにおわせたんです

が、しかし具体的にはなかったのでお尋ねもして

おきたいんですが、今提案されていますから、市

長は新しい助役に何を期待して、そしてどのよう

な任務を持ってもらおうと思ってるのか、このこ

ともあわせてお答えをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目のなぜ２人か

ということと、他市の例もございましたけども、

泉州地域は総じて２人制のところが非常に多いと

いうふうに思います。それと、そのうちの１人は

大阪府から派遣していただいている都市が多いと、

泉州地域ですね。そういうことでございます。

先ほども言いましたように、泉南市が現在置か

れている立場あるいは進行している事業、あるい

は空港２期に関連した地域整備ですね。それと、

大阪府のいろんな事業を市内でこれは本当にたく

さんやっていただいておりますが、そういう状況

の中にあっては、やはり助役を２人で今までやっ

てきて、一定大きな成果をおさめているというふ

うに考えておりますので、引き続き２人制を続け

ていきたいと、当面ですね。そういう考えでござ

います。

そのうちの１人については、確かに分権という

問題もございますけれども、行政経験があり、し

かも泉南市と大阪府というのは、やはりそう簡単

に割り切れるということでもないと。ある一定い

ろんな補助をいただいている部分もございますし、



それからやはり上位の団体として泉南市の方もい

ろいろ指導もいただいてるということもございま

すし、それから大阪府の関連の事業というのは泉

南市内でたくさんやっていただいていると。そう

いう中で、やはり大阪府から１名派遣をいただい

た方が泉南市にとってプラスであるという判断を

した中で、今回も引き続いて派遣をお願いしてお

ります。

それから、財政とのかかわりでは、確かに人件

費ということで要るわけでございますけれども、

それ以上の成果が期待できると。過去においても、

本市におきましては、特に府と関連した施策なり

事業ということについて、一定の大きな成果を生

んできているというふうに考えております。

ですから、数値的に人件費が要ると、それにプ

ラスしてというのは、非常に数値的にはあらわし

にくいわけでございますが、問題となっておりま

すような農業公園なんかでも、府の１５％の継ぎ

足し補助というものも創設をしていただいており

ますし、その他においても、府の貸付金等につい

ても一定の理解をいただいた中で、有利な財政運

営について少なからず貢献しているというふうに

思っておりますので、確かに人件費は要りますが、

それ以上の成果はあるものというふうに考えてお

ります。

それから、３つ目の分権時代にということでご

ざいますが、確かに大阪府から派遣をしていただ

くわけでございますけれども、来ていただいた以

上は、泉南市の助役として当然懸命の努力をして

いただくわけでございますから、それは何も大阪

府の立場ということではなしに、当然泉南市の立

場として現在の遠藤助役もやっていただいており

ますし、今度来られる蜷川氏においても、そうい

う心構えで当然仕事をしていただくわけでござい

ますから、地方分権時代としての泉南市の考え方

あるいは進め方について、大阪府に対しても当然

対等の立場で物を言うという考えでございます。

それから、４点目の何を期待するかあるいは任

務はということでございますが、事務分担につい

ては、現在の泉南市の条例で定められております

事務分担で引き続き対応をさせたいというふうに

考えております。

－４３１－

その中で期待するものということでございます

が、先ほども少し触れましたけれども、現在市の

方で進めております行財政改革の推進、それから

関西国際空港の２期事業に関連をいたしました関

連地域整備の推進、それからやっと今月末に着工

されます済生会泉南病院を初めといたします泉南

福祉・医療・保健ゾーンの完成に向けてのこれか

らの一定の役割、これにも対応をさせたいという

ふうに思っております。

それから、当然今回新たに国の調査費がついた

いわゆる南ルートの推進、それから環境に配慮し

た中での関空２期事業の推進ということ、それか

ら市の方でこれからの１つの柱としております環

境問題ですね。これは経歴を見ますと、環境工学

科の御出身ということもございますので、環境問

題についても対応をさせたいというふうに思って

おりまして、いずれにいたしましても、泉南市の

厳しい行財政運営の中で一定の成果を上げられる

ような役割を担っていただきたいと、そういう任

務を与えたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） その２人制の問題ですが、

これは実際上は府からの派遣を求めて来ていただ

いている中での議論ということになってしまうと、

今のような議論に１つはなってしまうんですが、

しかし、私の質問には市長答えてくれてないのは、

市長として努力をする面ですね。

たしか平島市長になってから２人制になったこ

と、特に向井市長自身が助役になられたときです

ね。このときに助役室の改造もして、あれは不法

建築ですけども、改造もして２人制にしたという

ところですから、そういうことも含めてあります

が、この点ではこれは大事なことで、泉南市の助

役を決める大事なことですから。

市長はもっと私は努力して、まず１人でもやっ

ていくんだということについての考え方はないの

かという質問には今答えていただいてないんで、

この点はもう一遍はっきりと、どうしても２人で

ないとようやっていかんとか、どっちかはっきり

言うてほしいんですよ。その答えなかったんで私

ちょっと質問が中途半端なんです。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。



○市長（向井通彦君） １人助役でないとできない

とかそういうことを私言ってるんじゃなくて、２

人助役で、しかも１名大阪府から来ていただいた

方が泉南市にとってよりプラスであると判断をし

たからでございます。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） その点については、私は

２つの面で、１つは財政上の問題で、市長が厳し

い財政の中ですから、市長として頑張って、１人

助役でそれなりの行財政効果を上げていくという

ことが必要ではなかったかなと。それがようやら

んということで、府から来ていただいて成果を上

げるというんですが、それじゃ成果というのは、

今これまでの成果の一部を若干言われました。何

か農業公園だとか府の貸付金だとかですね。

例えば、りんくうタウンはもう埋め立てが完成

して長いことなりますが、こういった点では一体

どういう成果が上がってきたんですか。そういう

問題もありますよ。

それから、府の貸付金云々と言いますが、これ

は大阪府が空港島とそれからりんくうタウンの建

設に当たって、議会の同意も得るために、こうい

うものを我々の議論の中で提案をしてきたんであ

って、余り私は新しく来られた助役が単純にそれ

を上げたというふうに思ってないんですよ。りん

くうタウンも今分譲可能面積のうち現時点でもま

だ８４％がペンペン草でしょう。そういうことに

なってるでしょう。もう何年になりますか、例え

ばこれは。

それから、もう１つ開発公社のことで、先ほど

何人かの議員から賛成、反対にかかわらず、例え

ば和泉砂川駅の再開発に２３億円も土地を買って、

年間４，０００万円も利子を払って、それをそのま

まで使えないでおるというような事態は、これは

遠藤助役の場合は、たまたまこの時期にこれを何

とか改善する役割を任務として持ったような理事

長であったんですが、それまではまあいえば、今

日のことも行政上の市長の余りよくない買い上げ

の指示でもあったんでしょうか、どんどん買い上

げたために大変な負担を市民にかけてるんですよ。

全部これ大阪府から出向で来られた助役が理事長

でやってきた仕事なんですよ。

－４３２－

私は、そういう点では成果成果と言われるけど

も、大変な目に遭わしてきてると。こういう点に

ついて、指導的立場から本来は回避させるべきだ

ったんですよ。今これが大きな負担になってる。

それをほうっておいて今度の東街区の話はありま

すけれども、だからそういう点では、私はもし成

果だというんなら、もう少し成果の中身の話を市

長から具体的に示していただきたいというふうに

思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） りんくうタウンのお話も出

たわけなんですが、確かに分譲は思うように進ん

でいないというのが現状かというふうに思います

が、我々市の方の役割といたしましては、りんく

うタウンを含めた基盤整備の部分だというふうに

思います。そういう意味では、先般も４車線化が

かなり早くオープンをいたしましたけれども、基

盤整備については着実に進展をしているというふ

うに考えております。

ただ、分譲部分については当然我々も努力もし、

また当然設置者であります企業局が分譲を促進し

ないといけないわけでありますが、こういう状況

の中では思うように進んでいないというのが実情

でございますが、その中でも何とかりんくうタウ

ンの活性化を図りたいということで、一部暫定利

用も含めて、柔軟な対応をしていただくというこ

とになっておるところでございまして、今回泉南

福祉・保健・医療ゾーンが着工されますが、そう

いうことが１つのまた契機となりまして、今後分

譲促進につながるものというふうに期待をいたし

ているところでございます。

それから、土地開発公社の理事長を助役にお願

いをしているわけでございますが、これについて

は、早期の買い上げなりあるいは未利用地の暫定

利用を含めて一定の整理をしつつございまして、

かなり整理も進んできたというふうに思います。

方向づけができつつあるというふうに考えており

ます。したがって、近年では供用開始後の未買収

公社所有地について、俵池公園を初め道路を含め

て一定の有利な条件の中で買い戻しも行っている

ところでございます。したがって、今後は今検討

しております未利用地の暫定利用あるいは処分に



ついて、今度は実行をしていくという段階に来て

いるというふうに考えております。

それから、遠藤助役が来られての成果というこ

とでございますけれども、（林 治君「いやい

や遠藤助役違う。全体として」と呼ぶ）全体とい

いますのはずっと以前からですか。以前からにつ

きましては、先ほども言いましたように、泉南市

の幾つかの課題解決、それと特に大阪府の事業を

大阪府の費用で導入して、完成あるいは現在事業

中のものもたくさんございますけれども、それが

泉南市の基盤整備あるいは市民のレクリエーショ

ン、あるいは生涯学習という形で実を結びつつあ

るということでございます。

それと、行財政改革を３年前から近隣市に比べ

ていち早く着手したということで、先般も新聞報

道もございましたように、泉南市の方がやや好転

をしてきているということでございますので、一

応目鼻が立ったのではないかというふうに考えて

おります。それも含めまして、全体的に派遣助役

の実績あるいは効果というのは、非常に大きかっ

たというふうに理解をいたしております。

○議長（嶋本五男君） 林君。５回目ですし、時間

も３０分過ぎておりますので、まとめてください。

○２２番（林 治君） 議長ね、私若干まだある

んです。

市長は今基盤整備を進めてるとかいろいろ言わ

れましたけどね。それと、大阪府の事業を府の費

用でいろいろやってきてもらっていると。泉南市

が和歌山県泉南市だとか奈良県泉南市ならそうお

っしゃっても理由がつくんですけども、これ大阪

府泉南市なんですよ。大阪府が責任持ってこの大

阪府内での事業としていろいろやるのは当たり前

なんです。

しかし、例えばりんくうタウンで泉南市が財政

的にどれだけ破綻を来しましたか。樫井西吉見線

やとか市場岡田線とかいろいろつぎ込んできたけ

れども、実際上開発がなかなか当初の計画から崩

れてるわけですから……（発言する者あり）いや

いや、今までに７３億円からの大きな、財政的な

入る予定が全部崩れてるんですよ。

それから、開発公社のことについても、買い上

げ云々とかいろいろ言われましたが、そうじゃな
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いんですよ。現在の和泉砂川駅前再開発１つ見て

も、大変な負担を結局押しつける格好になってし

まってると、そのことの責任者であったと、私そ

のことを言うてるんですよ。今みんな帰ってしま

われたら、あとあれについてはどうかというて問

うこともできないじゃないですか、その責任を。

私はそのことを言うてるんですよ。

もう１つ、確かに泉州筋では１人助役は少ない

です。お隣の阪南市だけです。しかし、泉南市よ

りも人口が倍のところも、大きいところも、やっ

ぱり１人助役で頑張って、財政再建を含めて頑張

ってる市はありますよ。８市ありますよ、泉南市

以外でね。私はそういう点では、市長の努力がや

っぱり足らんのだなというふうに思わざるを得な

いんです。

そういった点を含めて、私は市長が今いろいろ

とこんな成果があると言うたんで、そのことにつ

いてはどうですか、そんなに成果ありましたか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 簡単にお答え申し上げます。

大きな成果がございました。近隣と比べていた

だいて、泉南市の基盤整備はどれだけ進んだんで

すか。見ていただいたらすぐわかりますよ。（林

治君「市民病院もないで」と呼ぶ）

それから、泉州地域では２人助役が多うござい

ます。もちろん１人のとこもございますが、しか

し泉南市が今空港対岸都市として大きく飛躍発展

をしている途中でございまして、他市とは若干条

件的にも違うというふうに思います。

そういう中で、さらにこの際にきちっとまちの

骨格をつくりたいということで進めてきたわけで

ございまして、あなたはいつも道路がどうのこう

のとおっしゃるんですが、これは後世の人がその

評価を判断されるもんだというふうに思います。

あのときやっておいてよかったと言うのか、いや

あのときは間違っていたと言うのか、それは後世

の方が判断されると思います。私は、道路につい

ては絶対に近隣には負けてないというふうに考え

ております。

それから、成果については当然先ほども言いま

したように大きな成果があり、また府のいろんな

事業も積極的に導入をしていただいておりまして、



泉南市はさま変わりに整備されてきているという

ことでございます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 奥和田君。

〔林 治君「議長、違うこと言われたんですか

ら。それじゃ、議事進行で」と呼ぶ〕

○９番（奥和田好吉君） ……

〔林 治君「議長、そんなもん違うことを言わ

れたんやから、そんなん議長も何もありませ

んよ。そんなんひどいですよ」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） もう指名してますから。

〔林 治君「私の質問と違うことを言われたん

やから。それはいけませんよ」と呼ぶ。（不

規則発言やめよ」の声あり）議長、そんな難

しいことを言うんですか」と呼ぶ。その他発

言する者あり〕

○議長（嶋本五男君） それでは議事進行で。林君。

議事進行ですね。

○２２番（林 治君） 議事進行ですよ。大体ね、

議長、違う答弁をされたことに対して議長はその

ままでほうっておかずに、私もそのことについて

せめて反論ぐらい、一言ぐらい言いたいですよ。

○議長（嶋本五男君） 議事進行言うてください。

○２２番（林 治君） いや、議事進行も兼ねて。

○議長（嶋本五男君） 兼ねてやない、議事進行を

言うてください。整理権は私にあります。

○２２番（林 治君） ちょっと待ってください。

ありますから、ある議長に言うてるんですよ。

○議長（嶋本五男君） だから、議事進行だけ言う

てください。

○２２番（林 治君） それで、市長は今道路の

ことについて後世に云々と言いました。私はそれ

を言うてるんと違うんですよ。私はそんな質問し

てないですよ。道路でお金を使ったのにりんくう

タウンでいまだにペンペン草で……（「議事進行

と違う」の声あり）

○議長（嶋本五男君） 議事進行ですか。

○２２番（林 治君） いや、それ言わなわかれ

へん。何のことかわからへんやないか。それを言

うてるのに、道路ができて云々と言うから、私は

おかしいやないかと言うてるんですよ。私そんな

質問してないのに、市長がそういう答弁するんな

ら、私はあと一言だけ言いたいことがありますよ
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ということなんですよ、それやったら。せめてそ

の一言ぐらい言わしてくださいよ。私はそんな質

問してないのにそういう答弁するからですよ。だ

から、そのことについての一言を、私はそんなこ

とを市長が言うんだったら、私が言いたいのは、

樫井西線も市場岡田線もそれは大阪府が本来やる

べき仕事だ。それを泉南市がやったんやないか。

それじゃいかんということです。

〔真砂 満君「議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） 議事進行で。済みません。

何回も私発言をしておりますけれども、会議規

則というものがやはりあるわけです。だから、そ

れに基づいて我々議員は当然していかなければい

けない。ただ、議長の配慮の中で、今回嶋本議長

さんは５回までということで、発言権というか、

それを認められておるわけですけれども、基本は

やはり会議規則にのっとった形で議事というもの

は進行していただかなければ困るわけです。我々

もその回数制限がある以上は、できるだけその回

数制限に基づいて質疑すべきであると思います。

今、林議員の方がいろいろ回数のことはありま

すけれども、やはり一定の部分については、お互

いにそれを守っていかなければ議長としても大変

だろうと思いますし、理事者側としても同じこと

の繰り返しということも場合によれば出てくるか

というふうに思いますんで、今後の運営につきま

しては、議長としては５回という一定のことがご

ざいますけれども、あくまで５回ではなくて、会

議規則の部分ということを念頭に置きながら、議

事の運営を進めていただきたいというふうに思い

ます。

○議長（嶋本五男君） ただいま真砂議員の言われ

たとおりでございます。会議規則は２回でござい

ます。議長の判断で今議会は５回までやっており

ますので。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 議長、何回で切るというの

は議長の判断でいいとしても、やっぱり質問と答

弁とが一定そこで、後で議事録を見て、あ、これ

で１つおさまっとるなという状態で、僕の場合で



もそうですけども、全然違う答えされて、その後

ぽんと切られてしまったら、一体これ後で見ても

全然わからんと思う。そこは議長、ちゃんと中身

を聞いといていただいて、やっぱり終わるべくし

て終わってもらわないと議論にならないと思いま

すよ。だから、その辺は厳しくやるときには、議

長自身にも厳しさが問われとるわけですから、中

身においてちゃんと整理をして終わっていただき

たいと。だから、そのことだけは絶対お願いしま

すわ。

○議長（嶋本五男君） 中身等については議員各位、

それから理事者各位にたびたびお願いしておりま

すので、私はあくまでも５回を守っていきたいと

思います。（小山広明君「だから中身をちゃんと

整理して」と呼ぶ）奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） まず、質問に入る前に遠

藤助役に一言お礼を申し上げたいと思います。大

変な時期に２年数カ月にわたって役職を全うされ

て、本当にありがとうございました。

今、泉南市にとって非常に大事な時期でありま

す。この時期に大阪府とのパイプを切ってしまう

というのも余りプラスにはならないと思います。

そういう面では非常に大事なことだなと思います。

しかし、１点だけ気になる部分がありますので、

質問をしたいと思います。

これは大阪府下だと泉南の助役と現在２人いら

っしゃいますけども、二、三年前でしたか、助役

を再任されるときに市長から言われたことが非常

に耳に残っております。その時点ではそれがそう

いうふうに思っていらっしゃったのか、あるいは

今の考えをそのままそのときもそうだったのか、

あるいはその時期はそうだったけどもこういうふ

うに変わったという、そういう気持ちなのか、中

身はあえて言いません。一言お聞かせ願いたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） たしか平成１１年の３月議

会の上林助役の再任のときにいろいろ御質問をい

ただきました。そのときに何人かの方から御質問

あったんですけれども、私お答えいたしましたの

は、ここに議事録もあるんですけれども、ただい

ろいろ御意見もちょうだいいたしておりますし、
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いろんな御意見もあろうかというふうに思います

ので、２人制を継続していくのかあるいは変更す

るのかということにつきましては、いろんな御意

見もお聞きする中で、次の助役の任期までに一定

の考え方を申し述べたいと、このように考えてお

りますと答弁をいたしました。それから、他の方

にも大体そういう似たような答弁をさしていただ

いております。これが１１年ですから、１年前で

すね。

その後、私もどうすべきかということを本当に

真剣に考えたわけでございますけれども、やはり

今泉南市の置かれている立場あるいは状況、そし

てこれからのまちづくりを考えた場合に、やはり

今回も引き続いて大阪府の方から来ていただいた

方が泉南市にとって非常にプラスであるというふ

うな考えを持ったわけでございます。

そこで、議会でも御答弁申し上げておりますよ

うに、１月の１２日から１３日にかけまして、各

会派の代表者の皆さんにも率直な御意見をお伺い

をいたしました。その中で大多数の皆さん方から、

今しばらく泉南市に大阪府から助役を派遣してい

ただいた方がやはり市のためになるのではないか

というような御意見もいただいて、私の考えもそ

のとき申し上げたわけでございますが、そういう

一定の前回のこの議会での議論を踏まえて、私と

いたしましても自分の考え、そして各会派の皆さ

んの考えもお聞きした中で一定の整理をさしてい

ただいて、今回大阪府の方から引き続き助役を派

遣していただくというふうにいたしたところでご

ざいますので、ぜひこの点は御理解をいただきた

いというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 私の言ってるのは、この

本会議場で言ったことではないんですね。それで

あれば言います、はっきりと。これは市長と私と

２人で話しているときに言った言葉なのであえて

言いませんけども、なぜこういうことを言うかと

いうと、今後のことがありますので、その時点で

はそうだったのか、今の考えと全く変わってない

のか、その一言をお聞かせ願いたいと思うんです。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほども申し上げましたよ



うに、１人制にするか２人制にするかという議論

は当然ありました。私もそのどちらがいいかとい

うことについて、どうすべきか、１人制にするべ

きか、あるいは２人制を継続すべきかという両方

から検討をいたしました。その結果として、やは

り継続して大阪府の方から来ていただいた方が今

の泉南市にとって、あるいは市民にとっていいの

ではないかという判断に至ったところでございま

す。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） 私、金銭の問題もそらある

んでしょうけども、指揮の問題として、やはり管

理職の数を減らして、一般の実際に仕事する方と

いうのは市民に直接接触するわけですから、それ

を減らすということは、即市民の対応ができなく

なるわけですから、そういう点では助役も含めて

やっぱり管理職をいかにスリム化するかと。これ

は決裁のスピードからいっても当然なことですね。

そういう点で、私は大阪府からどうかといった

ら、それは市長の政治判断でいいと思いますけど

も、やはり泉南市のような６万４，０００人という

ような規模では、ほかの市と比べても これ堺

市が２人ですね。だから、これは判断の仕事です

から、我々議会というのはいろんな複数の意見が

あって、それは全然性格が違いますけども、やっ

ぱり市長というのは１人の１つの考えでリーダー

シップを持ってやるそういう性格だと思うんです

ね。

そういう点では、やはりそういう判断をする人

というのは、私は余り多くない方が市長のリーダ

ーシップがやりやすいし、責任も明確になってき

ますから、そういう点では一番先に手をつけるも

のが管理職であり、その中でも一番あれはやっぱ

り助役じゃないかと思うんですね、考え方として。

そこで範を示さないと、部長、次長、課長、課長

代理とか、泉南市は管理職がたくさんおる。これ

は泉南市だけじゃなしに、公務員が一般的に本当

に管理職が多いところの典型的だと思いますよ。

そういう点で、大阪府下で大阪府から出向して

いる助役というのはたった４人しかおらないんで

すね。市レベルではですね。そういう点で泉南市

が財政的にもワーストワンというところ、ワース

－４３６－

トワンに近いというんか、一番悪い方にあるとい

うときに、人件費を削減しないといかんというと

きにやっぱり管理職を一番先にして、市長は大変

でしょうけども、市長を補佐する人が少なくなる

わけですからね。

しかし、その分だけ市長の顔がよく見えてくる

わけですから、これは決してマイナスではない。

もっともっと一線に立つ課長に責任を持たしてや

るような、そういう全体的なところから助役とい

う１つの数の問題を私は論じないといかんと思う

んですね。

明らかにこの議論は、市長も先ほど紹介されて

おりましたけども、やはりなぜ１人の助役を選任

するときに、１人でいいんじゃないかという議論

があるときに市長はこう答弁しとるわけですから、

明らかにその後いろんな人の声を聞いたといって

も、私は聞かれたことはないんですけども、いろ

んな人に聞いたと思いますけども、やはり議論を

して聞くというのは議会の場ですから、それは市

長、２人の方がよろしおまっせと言う人もいる。

なぜいいのかというのが全然公開の議論の中に

はないわけですから、我々はわからない。もちろ

ん市民もわからない。これでは市長、せっかく本

会議でこういう 質問の意図は、やはり１人に

するべきじゃないかという中で、待ってくれと、

次のときに考える、次までに結論出すというのは、

だれが考えても、次のときから１人にするから今

回は２人で認めてほしいと、こういう流れだと思

うんですよ。だから、我々は当然次までは仕方な

いなと、財政的な面からいってもね。そう思って

おったのは、私は別に勝手な誤解じゃないと思う

んですね。そうとるのが普通だと思うんですよ。

そういう点で、私は目の前に上林助役と遠藤助

役を置いて言うのは、ちょっと 人物でどう言

うとるわけじゃないんですからね。１人にすると

いう判断の中でどうするかと。遠藤助役が今お帰

りになるということであれば、そこでそういう制

度の組織としてどうあるべきかというところから

考えないと、僕は遠藤助役の成果がどうやとかそ

んなことは全然言うつもりもないし、そらちゃん

とやって当たり前であってね、そういう立場です

から。責任をとらしてやめるというわけとは全然



違うわけですから。

そういう点で、私はこういう状況の中では、ま

ず僕は助役は２人も要らん、市長だけでもやれる

と、市長はそれぐらい能力あると思いますよ。そ

れで部長もおるんですから、そういう大胆な切り

込み方をせないかんと思うんですが、市長、本当

にこのときはそういう議論を通じて、次のときま

でにはいわゆる１人助役にするという腹があって

答弁したんじゃないですか。ほかの人の意見も聞

くのはいいんでしょうけども、このことだけは市

長の考えですのでね。そう思うんですが、市長ど

うですか、これ。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 小山議員も議事録を見てお

られますので、そこに記録として残っているとお

りでございます。２人制を継続していくのか、あ

るいは変更するのかということについては、いろ

んな御意見もお聞きする中で、次の助役の選任ま

でに一定の考え方を申し述べたいと、こういうふ

うに申し上げております。他の方も同様の答弁を

いたしております。

ですから、２人制がいいのか１人制がいいのか

ということも含めて考えました。しかしながら、

先ほども言いましたように、泉南市の今置かれて

いる立場あるいは状況から踏まえて、もうしばら

く２人制を継続するという方が泉南市にとってプ

ラスだという判断に至ったわけでございます。

その中で、参考としてそのときにも申し上げて

おりました関係もございますが、いろんな各会派

の御意見もお聞きしたということでございます。

それはあくまでも意見を聞いたということで、判

断は当然私がしなければならないわけでございま

して、私の方でいましばらく継続して２人制を続

けるという判断をしたところでございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 各会派の意見を聞いたとい

うのは、公式にそう言われたんですけども、小山

君は１人だから会派でないから聞かなかった、こ

ういうことを言っとるんですね。だから、あなた、

ある会派のことを聞いたというたら僕は何も言い

ませんよ。しかし、公の場で会派の意見を聞いた

となれば、２６人の議員に平等に聞くべきですよ、
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それは。僕は聞かれることは嫌ですよ、ある意味

で。

しかし、あなたは公の場で会派から意見もちょ

うだいしたとなれば、これは穏やかじゃないです

よ。会派から聞くというのは、ちゃんとして選ば

れた議員さんに事前に聞いたと、そういうことで

しょう、はっきり言えば。１人だから、会派でな

いんだから聞く必要がない、そういうような態度

で、ちゃんと市民に選ばれた議員に対して、そう

いう態度で臨むというのは問題ですよ、議長、そ

れは。ある会派に聞いたとかいろんな人に聞いた

というなら、僕は何も言いませんよ。そういうよ

うな答弁されたんじゃ、ちょっと困りますよ、こ

れ。議長、それでいいですか。そんな言い方され

たら困ります、そら。笑い事やないですよ、そら。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは私が聞いたわけであ

りますが、議長が聞いたわけでございませんで、

私がお聞きをしたということでございます。

〔小山広明君「それでいいのかと、そういう対

応の仕方で」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 先ほども言いましたけど、

いろんな人に聞いたとかある会派の人にも聞いた

と、それはいいんですよ。そやけど、会派の方に

も聞いたとなれば、私も２６人の構成議員の１人

ですよ。会派単位なんですか、議員というのは。

会派でない者は議員じゃないわけじゃないでしょ

う。それはだれが考えても市長のやり方はおかし

いですよ、それは。議員というものをどう認識し

とるかですわ。

また、そういうように議会に出してくるまでに、

そんな公の場でいわゆる議員全体に聞いたみたい

な発言するというのは、僕は不見識だと思います

よ、議員に対して。私たちは１人の議員としてそ

ういう差をつけられた、いわゆる差別をされとる

んですよ、そういう市長と議会の関係性の中で。

そういう対応の仕方というのは、市長、そういう

ことはいいんですか。いいか悪いか聞きましょう、

市長から。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私は、各会派から御意見を



聞いたということでございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そういう対応のときに、私

も草の根市民派という看板を控え室に上げとりま

すよ。その人間は市長から見たら議員じゃないん

ですか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そんなことは一言も言って

おりません。

○議長（嶋本五男君） 小山君。５回目ですから。

○２番（小山広明君） いや、５回じゃない。この

ことは議員の身分にかかわる問題ですから。議長

が議員２６人をまとめていらっしゃるんですよ。

会派に聞くというのはいいんですよ、会派に聞く

という方針は。その場合に、１人会派には聞かん

でいいという対応を市長がした場合に、これどう

なんですか、同じ議員として。それでは、会派を

組んどる方はそれでええやないかと、そう思われ

るんですか。また、議長はそのことについていい

と思うんですか。

○議長（嶋本五男君） 市長の考え方ですから。

○２番（小山広明君） 市長の考え方について議長

としてどう思われるかですわ。

○議長（嶋本五男君） 市長の考え方ですから、そ

れはそれなりに市長の見識でやってることだと思

います。結構だと思います。

○２番（小山広明君） だから、その市長の見識に

対して議長はどう思うか。いいと思うんですか。

○議長（嶋本五男君） はい、それでいいと思いま

すよ、私は。

○２番（小山広明君） これは会派を組んどる方も

よく考えていただきたい。そういう形で、１人の

議員が、会派に聞くということは、市長は議会全

体に聞きたいということでやったと思うんですよ、

恐らく位置づけとしては。

そして、１人会派だから意図的にその議員には

相談しなくていいんだと、こういう態度で議会に

臨む市長の態度というのは、大変問題だと思いま

すよ。これはちゃんと議事録にも残るし、いろん

な人がそれを聞いて判断すると思います。議長に

も見解を聞きました。それは市長の判断だからい

いじゃないかと、そういう態度では私は本当に大
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きな問題だと思いますよ。

これは基本的な私のそういう思いですし、これ

は私だけのだだをこねとるような問題では全然な

いと思うんで、私も１人の議員としてそこに存在

してる限り、議会全体に相談するときには、１人

会派であろうともちゃんとやはり相談してもらい

たい。

○議長（嶋本五男君） 質問をしてください。

○２番（小山広明君） こんなあからさまな差をつ

けられたというのは僕はないからね、いろんなと

こでも。代表者会議でもいろんなところで、議会

としては平等に扱っていただいてますよ。それは

私だけの問題じゃなしに、扱う側の問題でもある

んです、そら。このことを議会全体で問題にして

いただけないというのは、私はほんとに残念です

けどね。

○議長（嶋本五男君） 質疑はありますか。５回目

ですから、やってください。

○２番（小山広明君） 私はやっぱりこの間の質疑

のやりとりからいえば、次にはこういう財政事情

でもあるし、また時代状況でもあるので、やはり

助役を最低限１人にするという方針が、遠藤助役

が約束で府に帰られるときにはそうされるという

ように思っておりましたし、またそれは当然のこ

とだと、そう思っておりました。

そういうことで、職員の方にも大変厳しい対応

をしていただいておるときに、管理職がそういう

意味で対応しないと。議会も、私は反対でござい

ますが、議員の数も３名を減らすということを行

っとるのは、わかりやすい形で市民に示しとるわ

けですね。そういう点で、行政の管理職が多いと

いう問題について、やはり助役を２人残すんであ

れば部長職をどうするといっても、私はなかなか

受け入れられないと思いますよ、本当の意味で。

そういう点では、市民に選ばれた市長がおるん

ですから、それを助ける助役がなぜ２人要るのか

というのは、大阪府下の市町村の状況を見ても、

はるかに多い堺市でも、八十数万人おるところで

も２人でやっとるということを考えれば、どう見

たってやはり泉南市に２人置くというようなこと

は、だれもが私は納得できないと思います。しか

も、みんなの話を聞くというようなことで、どう



いうような議論がそこにあったんかわかりません

けども、こういうことがまた２人という形で提案

してくるということは、これまでの議会の議論を

本当に大事にしてないと思います。

そんなんで、これからどうして市長はその組織

の問題、組織のスリム化ということを、一体そこ

から何をしようとしとるんですか、じゃ。この助

役を２人置くことで管理職のスリム化というのは

どういう形をとろうとしとるんですか。そこだけ

説明してください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 助役の選任でございますの

で、管理職の問題ということでございますが、こ

れは数を 数といいますか、組織自体ですね。

前回、残念ながら取り下げさしていただきました

が、再度今年度半ばに一定組織改革の案を御提案

申し上げたいと、１３年度からスタートさせたい

というふうに思います。ですから、当然今の時代

ですからスリム化を図るという方向で検討をいた

しております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） まず、遠藤助役、どうも

お疲れさまでした。ありがとうございました。た

びたび泉南市に来ていただけるようによろしくお

願いいたします。

問題点だけ若干お聞きしたいんですけども、シ

ステム合理性の問題かなというふうに思います。

人件費云々というのは、それは逆の側からちょっ

と説明しておいていただきたいんですけども、確

実に大阪府からの出向の職員は、絶対数は減って

きてると思うので、その辺をちょっと説明してお

いていただきたいということと、助役は通常優秀

な職員が多かった、そういうふうに考えます。個

性の強い助役がたくさんいらっしゃったので、楽

しく行政運営に協議さしていただいたということ

は確実であると。

問題点として、システム合理性で例えば全廃し

て助役が完全になくなって、部長級と市長との関

係で行政運営するのか、その辺ちょっと我々見え

にくいのは、助役が介在することによって市長と

部長級との関係、その連帯責任というんですか、

個々の部長の責任性というのは一体どうなってる
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のか、その辺の問題、ちょっと市長の考えてらっ

しゃることを述べていただきたい。今後１名には

なっていくんだろうと思いますけれども、当面や

っぱり制度的な合理性を運用していく段階で、ま

だ私は大阪府の出向助役は必要であるというふう

に判断しております。

もう１つ、助役にいろんな方がたくさんいらっ

しゃいまして、彼らの多面的な能力というか、行

政の手腕というんですか、それが部長級とかどう

いう形に伝承されて蓄積されてきてるのか、その

辺についてどういうふうにお考えなのか。

以上の点について、ちょっと簡単に御説明をお

願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 府からの出向職員の絶対数

は、一時に比べますとかなり減らしております。

ただ、来年度といいますか、１２年度については

同数でいきたいというふうに思っております。た

だ、部署は違うところ、特に税の部門ですね、充

実するという考えでございます。

それから、今まで来ていただいた方は、皆さん

やはり一生懸命泉南市のためにやっていただいて

るということを強く申し上げておきたいと思いま

す。

それから、助役が間におるということで、市長

と部長との関係についてどうかということでござ

いますが、当然部長はその所掌部署を統括します

とともに、部下を指揮、監督、命令する立場でご

ざいますから、部署を少なくとも掌握しているも

のというふうに考えておりまして、その中で一定

高度な判断を要するものについては、助役なりあ

るいは私の方で一定の判断をするということと、

それから指示等については直接部長に指示をする

場合もございますし、助役を通してする場合もご

ざいます。ですから、それは内容によって当然違

うということでございますが、システム上は市長、

助役、部長というラインでもって一般的には運営

をいたしております。

それから、助役と部長との関係ということでご

ざいますが、できるだけ部長においては、部の中

については一定自己判断をしていただきたいとい

うことで私どもも申し上げております。ただ、そ



の中でなお判断ができないというような部分等に

ついては、当然助役に上がってくるというふうに

思いますが、それは一定部の中で整理をした中で、

自分の考えを持った中で上げてくるようにという

指示をいたしているところでございます。

したがって、行政の組織としては市長、助役、

部長、次長、課長といういわゆるラインでござい

ますが、これらについてはきちっと整理できてい

るものというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 部長間とかいい意味での

競争原理が働いて、自己責任、自己判断で、それ

こそ普通の市民と違って自己責任、自己判断がで

きる部署にいらっしゃるわけですから、そこでい

かにその辺の自分自身の判断と方針を出していく

か。それが悪く言えば助役に相談していくという

ことで、なかなか判断し切れないということにな

ってくると思うんですね。

それでは逆効果なんで、期待してるのは、大阪

府の出向助役がそういう大阪府の合理的な制度的

な運用を泉南市に持ってきてもらって、それを部

長級が学んで、あと次助役が１人になる、あるい

はゼロになる。ゼロになるかどうか市長の御判断

で結構ですけれども、そういう方向でやっていた

だかなきゃ困ると思いますので、その辺の御指導

を市長もやっていただきたいと。もう簡単でござ

いますが、要望だけにしておきます。

○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。

討論に入ります。討論はありませんか。

林君。

○２２番（林 治君） 議案第４０号、泉南市助

役の選任について不同意でありますので、その旨

もって表明したいと思います。

ここに提案をされている大阪府からの派遣助役

のことにつきまして、もちろん私は会ったことも

ございませんし、どういう方かということについ

てお聞きもしておりません。全く書面上での話な

ので、そういうことを前提に反対の討論をしたい

と思います。

私は先ほど市長に、新しい助役に何を求めるの

かという問いをいたしました。市長は、市の行政
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上のこととして、関空２期事業と、それから南ル

ートの推進と、それに合わせての行財政改革や、

また御本人が環境問題に詳しいということで、そ

ういう任務に期待するということを表明されまし

た。

そして、市長は、本議会の冒頭には市政運営方

針で地方分権を唱え、市民の市政への参加こそ地

方自治の本旨であると表明もしております。今日、

市の財政的な大変な危機の中で、市長自身がもっ

と努力をし、今おられる上林助役の助けもかりて

健全な財政運営に努めていく、行財政運営に努め

ていく、このことを回避していて、果たして私は

市民の期待にこたえられるものであろうかという

ことを疑うわけです。

今日、国や大阪府の開発至上主義の政治を泉南

市にも押しつけてくるようなそういうシステムは

きっぱりと断ち切って、地方分権の時代、地方自

治の本旨をもって自主的な市政運営を進めること

こそ肝要だと思います。そういった立場から、本

案件に反対の態度を表明するものであります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） ただいま提案されており

ます助役選任の件について、賛成の立場で討論い

たします。

市長の提案されております助役２人制の理由を

市の財政あるいは市政運営にかかわって、市長が

先ほどからの論議の中で表明されております。そ

ういった見解、表明された内容について、私は評

価するものであります。先ほどの方が述べられて

おりました。地方分権であるからこそ、ますます

そうした重要な任務を担う人が必要ではないかと

いうふうに思うし、現状の泉南市の財政状況ある

いは市政運営状況を見るとき、なお大阪府の立場

が我々にとって非常に重要なところにあるんでは

ないかといった意味でも、大阪府から人材を迎え

入れ、その人材を最大限に生かしていく。

そして、どなたかおっしゃいましたけれども、

泉南市の財政に１人の方が少なくなるんではない

かという評価とは逆に、むしろそのことを通して、

それ以上のものを泉南市にもたらすという助役の

働きに私は強く期待するし、そういった意味での

市長の考え方だろうといったことを理解して、賛



成討論といたします。ありがとうございました。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） 助役の２人制について、私

は最低限１人制がいいということを前々から言っ

てきておりますし、市長のこれまでの答弁でも、

質問者の２人ではなしに１人にすべきだという意

見に対して、そのことを受けて最後で市長の方も、

「そういう点で２人制度の見直しについては、も

う一度お聞きをしたいんですが、今度府から出向

の方は任期２年なんですが、そのいわゆる任期明

けのときには一定具体な方向づけを議会に示すと、

提案したと、こういうことで承っていいですね」

というように和気議員から質問されておりまして、

市長はそのことに簡単に、「そのとおりでござい

ます」と。

先ほど市長が答弁されたのは一番初めに言われ

たことですが、最後までずっと展開をされて改め

てそういうことが問われた中で、市長はそのとお

りでございますと、こう言っておるわけでありま

す。

この議論は、やはり財政問題から管理職のスリ

ム化ということが大きな課題という中で議論され

たことでありますから、当然次の助役がかわると

きには１人にするということが、暗黙の了解で合

意されておると私は受け取ってきたわけでありま

す。

今が大変な時代ということはだれもが言うわけ

でありますけども、それをどういう形で解決して

いくかということについては、これまでと違う手

法が求められていることは当然であります。それ

は何かといえば、やはり市民参加であります。行

政に任せておけばいいといったこれまでのあり方

が今日数々の問題を持ってきて、いわゆるエリー

トと言われる、キャリアと言われるそういう人た

ちが統治能力を失ったということが共通した認識

ではないでしょうか。

しかし、市長があからさまに言いました、補助

をいただいておりますからと。ここに市長の大阪

府から助役を迎える典型的な１つの主張があると

思います。補助金をいただいており、指導してい

ただいておる、関連事業もある、こういうような

ことは、これまで上部の機関から人を受けてきた

－４４１－

人たちが持つ唯一の言い分でありましょう。その

ために特別に５０％の補助金が１５％上積みされ

たんだと、そういうことを胸を張って上部からそ

の人を迎えることに正当性をもって主張されるわ

けであります。それが言われている天下りという、

そういうものを生んできておる。

確かに、大阪府は強力な権限を持ち、権限だけ

ではなしに金も持っておる。そういうところに刃

向かって一体市民の幸せが築けるのかという、そ

ういう不安はよくわかります。しかし、そういう

ことの結果が今日の先の見えない不安な国から府

から市にある問題ではないのですか。今、市民か

ら選ばれた市長が市民の立場に立って大阪府に立

ち向かう、そういうことが今の政治に求められて

いるのではないでしょうか。

市長を支えるのは助役ではない。特に大阪府か

ら来た助役ではなしに、市長を選んだ市民ではな

いんですか。そのときに、この財政難のときに、

助役を持たずに市民と一緒にこの難局を切り開く

ということになれば、私は市民は希望を持ってく

るのではないかと思います。大阪府から大阪府下

の市町村に助役を出している市町村はたった４つ

です。泉南市を入れてたった４つなんです。そう

いう点では、市民に一番遠い泉南市政と言わざる

を得ないのではないでしょうか。

どのようなうまいことを言っても、２年したら

府に帰るという方が、真に大阪府に向かって大阪

府の嫌なことを言えるでしょうか。私は、そんな

甘いものではない。はるかにその後生きていかな

ければならない大阪府に対して、本当に大阪府が

じだんだを踏んで困るようなことを言うとは私は

思いません。また、そんなことを言わせるような

そんな人事や指導を私はしてはならないと思いま

す。その方が真に働けるような場こそ与えてやる

ことが私は大事だと思います。

市長の言う、補助金をいただいておりますから

というような視点で助役を迎えるべきではないし、

私は市民と一緒に歩む泉南市をぜひこの難局に築

いていただきたい。きのうは小渕総理が沖縄から、

これだけ問題が出ているときに、あなたは運が悪

いですねということを田原総一朗が言ったときに

彼はどう言ったか。こういうときこそチャンスだ、



私はこのときこそこういう悪い膿がいっぱい出た

ときに改革を示せるんだ。

これは、私は小渕総理とは考え方が違っても、

やはりこういうときにこそ改革するチャンスであ

りますから、市長が市民と一緒に大阪府に、また

国に強く物を言っていっていただきたい、政治家

になってほしい、そのように思います。市長には

だれの助けも要らない。市民と一緒に歩む市長で

あれば市長は１人でいい、それぐらいの気概を持

ってやっていただきたいと思います。助役の２人

制には絶対に反対であります。来る方にとっても

不幸であります。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより議案第４０号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第４０号は、原案のとおり同意することに

決しました。

ただいま助役の選任について同意がなされまし

た蜷川善夫君よりあいさつのため発言を求めてお

りますので、これを許可いたします。蜷川善夫君。

○蜷川善夫君 貴重な審議のお時間をちょうだいい

たしまして、発言のお許しがございましたので、

一言ごあいさつを申し上げます。

ただいま選任御同意を賜りました蜷川でござい

ます。もとより微力でございますが、泉南市政の

一層の発展のため全力を尽くす所存でございます。

誠心誠意職責を全ういたしたいと、このように考

えておりますので、議長、副議長を初め議員の皆

様方の温かい御指導、御鞭撻を賜りますよう心か

らお願いを申し上げまして、簡単でございますが、

ごあいさつといたします。どうぞよろしくお願い

を申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 暫時休憩いたします。

午後 ９時５３分 休憩

午後１０時３８分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

－４４２－

次に、日程第２９、議員提出案第１号 アレル

ギー性疾患対策の早期確立を求める意見書につい

てを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して井原正太郎君か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。井原正

太郎君。

○１番（井原正太郎君） 御指名をいただきました

ので、議員提出議案第１号、アレルギー性疾患対

策の早期確立を求める意見書について、案文を朗

読しまして提案にかえさせていただきます。

アレルギー性疾患対策の早期

確立を求める意見書（案）

近年において、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、

アレルギー性結膜炎及び花粉症等アレルギー性疾

患に悩む患者・国民の数は増加の一途をたどり、

いまや「国民病」となりつつある。平成７年度の

厚生省の調査によれば、その数は、乳児の２９％、

幼児の３９％、小児の３５％、成人においては２

１％に上っている。

その要因として、大気汚染や近年の食生活や住

環境の変化における人工化学物質の多用や細菌

（ダニ、カビ等）の繁殖、ストレスの増加など、

さまざまなものが関与し、複雑に絡み合っている

と言われている。

これらの疾患に悩む患者・国民は、効果的な治

療法や的確な情報のないままに、深刻な苦痛から

不快な症状に至るまで、さまざまな症状に悩まさ

れ、日常生活や社会生活にも深刻な影響がもたら

されている。

こうした深刻な状況を打開するためには、アレ

ルギー性疾患の発生の仕組みの解明と、より効果

的な治療法の確立が一層強く求められている。

よって、政府においては、総合的なアレルギー

性疾患対策の推進を図るために、下記の事項につ

いて、より強力な対策の実現を求めるものであ

る。

記

１、乳幼児健診においてアレルギー検査が促進さ

れるよう予算等の充実を図ること。

２、アレルギー性疾患の病態・原因の解明、効果

的な治療法の開発推進のため、研究費の大幅増

額を図ること。



３、アレルギー性疾患の研究拠点として、国立ア

レルギー総合センターを設置するとともに、ア

レルギー専門医の養成を図り、主要医療機関へ

の「アレルギー科」の設置の拡充を促進するこ

と。

４、人体に有害な食品添加物等の使用を減らすと

ともに、食品にかかわる原材料・添加物の成分、

遺伝子組換作物の使用の有無等について、消費

者に分かりやすい表示の徹底を図ること。

５、人体に有害な作用をもたらす化学物質などの

住宅等への使用を止め、安全なものに転換する

ようにすること。

６、ＳＯＸ（硫黄酸化物）、ＮＯＸ（窒素酸化

物）及び浮遊粒子状物質等の大気汚染物質の削

減対策を強化すること。

７、花粉症等をもたらす杉等の樹種から花粉症の

少ない樹種への転換を進めること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年３月２７日

泉南市議会

御賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、アトピー性とい

うのとアレルギー、これは私の家内がここの中の

もう１つぜんそくいうところでかなり発作を起こ

して、しんどい目をしております。賛成の立場か

ら少し言わしていただきたいんですが、その中の

５番目のところの「人体に有害な作物を」と書い

ていたのをきれいに読んでくれたから、もう言う

ことなくなったんですが、作用をもたらす化学物

質、この中のどのような薬品を議員は考えられて

おられるのか。

６番目、ＳＯｘ というのはいわゆる硫黄酸化物、

亜硫酸ガスとか硫酸になると思うんですが、それ

とＮＯｘ 並びに粒子状物質、これは何をあらわさ

れているのか、ちょっとわかってたら教えてくだ

さい。

７番目、花粉症等をもたらす杉等の樹種から花

粉症の少ない樹種への転換というと、これは日本

の林業産業というのは少なくとも杉とかヒノキ、

－４４３－

こういうものが根幹をなしてると思うんですが、

議員は今どのような樹種を考えられて、次どのよ

うな転換作物といおうか、転換樹木にされるつも

りか、ちょっとお聞きしときます。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 松原議員から質問いただ

きましたが、１つはアトピー性皮膚炎、またぜん

そく、その原因系、症状、違うんじゃないかとい

うふうな質問でありました。私も専門的なことは

わかりません。

ただ、近代病と言われるように、たくさんの方

がこのアレルギー性疾患で悩んでおるという事実

は間違いのないことでありまして、その原因系に

ありましては、やはり今指摘されましたように５

番、これは訂正さしてもらいますが、人体に有害

な作用をもたらす化学物質。いろんな消毒あるい

は防かび、あるいは防虫、そのような薬品の中に

は、人体にどんな影響があるのかわからないまま、

あるいは検証されないまま市場に出回っとるとい

うふうな薬品をここでは指すというふうに僕は理

解しております。また、その検証がまだ解明され

てないというのが昨今の実情じゃないかなという

ふうに思います。

それから、６番目のＳＯｘ 、ＮＯｘ につきまし

ては、もちろん議員言われましたように、硫化酸

化物あるいはまた窒素系の酸化物、また浮遊粒子

にありましては、いろんな複合した大気汚染のあ

るいはその原因となる浮遊物質といいますか、そ

ういうものが原因がはっきりしないんですけども、

それが原因であろうというふうに伝え聞いており

ます。そのように理解しております。

それから、７番目の樹種についてどんなものを

考えられておるんかというふうなことにつきまし

ては、昨今、我々育った田舎では杉花粉であると

か、それこそ花粉の中そのものの中で生きとった

ようなもんですから、何らそういうふうなことは

なかったんですが、最近やはりそれとあわせて抵

抗力がなくなっておるというふうなことが言われ

ておるようでありまして、そのことが１つの原因

というふうにもされておるようであります。

樹種の詳しいことについてはわかりませんが、

一般書物によりますと、そのようなものが開発さ



れておると、あるいは研究されておるというふう

に私は理解しております。

非常に雑駁でありますが、以上でございます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 質問が重なるんですけれ

ども、５番とか６番とか７番とか、公明党という

形でやってらっしゃるんだと思うんですけれども、

例えば７番でありますと、杉とかヒノキとか林野

庁の戦後のいわゆる植林政策で広葉樹とか落葉樹

がほとんど破壊いたしまして、針葉樹林地帯へと

転換さしていったという緑の募金の悪魔性のよう

なものがあるんですけれども、例えばそういうこ

とを今構造転換さそうと思ったら、どういう施策

を持ってらっしゃるのか。

言いっ放しではだめだというのは、我々政治家

ですから、それにつながる施策がどうなのかとい

うことが、この４、５、６、７とかにおいては明

示されていない。それをどのように公明党は考え

てらっしゃるのか。こう言っていいと思うんです

けども、中央の施策とどういうふうな接点でこう

いう意見書を上げて政策展開されていこうとして

らっしゃるのか、一定の範囲で御説明いただきた

い。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 北出議員の質問でありま

すが、確かに戦後の林野行政において、いわゆる

杉あるいはヒノキ等の植樹、人工樹林、こういう

ようなものがどのような形で人体に影響を及ぼす

かというふうなことは、やはりあの時代はまだ判

明していなかっただろうなというふうに私は理解

しております。

ただ、戦後ああいうふうな中で、やっぱり林野

行政というのは、山そのものが自然から人工的な

ものにかえられていったというふうなことが、歴

史の中で人体にどのような影響を及ぼすかという

のは、まだ検証されてないなというふうに僕は理

解しております。

ただ、党として今後どういうふうな施策という

ふうな観点から申しますと、やはり海は山がつく

るんだというふうなことがよく言われますけども、

山のありようが海のありようをつくるというふう

なことで、特に北海道なんかでもホタテ貝のでき

－４４４－

ぐあいが山によって決まるというふうなことがあ

りました。そんなことからしても、今の山の管理

というのは、やはり海まで思考したといいますか、

見越した形で守っていかなきゃならんというふう

なことを常々考えておるのが私どもの考え方であ

ります。

以上であります。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） できるだけ再質問は避け

たいと思っておりました。問題はもっと本質的に

こういうことも、例えば広葉樹林とか落葉樹林が

解体して生物多様性が失われていくということで、

いわゆる人工的な針葉樹林帯というのが大きな問

題であって、今おっしゃられたように、その杉花

粉云々というのは、人体のいわゆる化学物質の蓄

積等がやっぱり媒介になっておりますので、直接

的原因というのは、井原議員もおっしゃったよう

に、昔はそこで住んでて何もなかったということ

がありますので、その点は構わないんですけれど

も、そういうふうな戦後林野行政云々まで含めて、

それを大きく転換するような施策を考えた上で、

こういう形を提示されているのかなというふうに

憶測いたしましたんで、その点だけよかったら開

陳していただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 北出議員の再度の質問で

ありますが、確かに言われましたように、そうい

う因果関係が最近ではやっと解明されてきたなと

いうのが私の認識であります。あわせて、このア

レルギー性の疾患の原因系と山あるいは花粉、化

学物質等の因果関係というのは、私の認識におき

まして、君の党はどう考えとるんや、あるいはど

うあるべきなんやというふうなことまでまだまだ

深く私も認識をしてないような状態でして、ただ、

山が海をつくり、あるいは山が川をつくり、やは

り自然は生命の輪といいますか、みんなが関連し

合っておるというふうな認識で、自然は大事にし

ていかないかん、そのことによるいろんな弊害が

人体にも及んできておるなというのが私の認識で

ございます。

以上であります。

○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。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第１号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第３０、議員提出議案第２号 国立

療養所千石荘病院の存続・充実を求める意見書に

ついてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して大森和夫君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森和夫

君。

○５番（大森和夫君） それでは、案文を朗読しま

して提案にかえます。

国立療養所千石荘病院の存続・

充実を求める意見書（案）

わたしたち国民の最も基本的要求であり権利で

ある「いつでも、どこでも、誰もが安心してかか

れる医療」が政府・厚生省によって脅かされつつ

ある。

さて、厚生省は昭和６１年に全国の国立病院・

療養所２３９施設のうち７４施設を削減し、１６

５施設とする再編計画を発表した。その計画の中

では、国立療養所千石荘病院は「病院転換の上、

防災基幹病院として整備する」と位置づけていた。

しかし、平成９年１２月に中央省庁再編に関す

る行政改革会議の最終報告では、さらに１２施設

を削減し、１５３施設にするとなっている。その

中で、国立療養所千石荘病院は、その１２施設に

含まれ、国立大阪病院と統合することが明らかに

され、昭和６１年決定の防災基幹病院としての機

能も国立大阪病院に整備するように変更されてい

る。

また、結核についても大阪府内においては国立

療養所である刀根山病院と近畿中央病院の２カ所

に集約することになっている。

このような状況の下、医療体制の充実は、安心

・安全な市民生活を保障するためには最も重要で

－４４５－

あり、平成７年１月１７日発生の阪神・淡路大震

災や東海村の臨海事故での貴重な教訓を踏まえ、

本地域において、国立療養所千石荘病院が「防災

基幹病院」として整備・充実されることが強く求

められている。

「独立行政法人」計画により、国立療養所千石

荘病院の「国立医療機関」としての運営を放棄し、

その役割を否定することは、医療に対する国の責

任を地方自治体や民間に委ね、そして住民に負担

を強いるものである。

よって、本市議会は国立療養所千石荘病院が住

民の生命と健康を守る南大阪地域の中核的な医療

機関として整備され、十分な医療が受けられるよ

うに、下記の事項について強く要望する。

記

１．国立療養所千石荘病院の廃止や他の施設との

統合はしないこと。

２．自治体や民間へ移譲しないこと。

３．医療設備及び医療従事者などの環境整備を進

めること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年３月２７日

泉南市議会

以上、議員各位におきましては、御賛同よろし

くお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。小山君。

○２番（小山広明君） １つお尋ねをしたいんです

が、現在のこの千石荘病院というのは、大体どう

いうような病院になっとるのか。私も１回は行っ

たことがあるんですが、今までの議論では、あそ

この整備がされるということも以前ちょっと話に

聞いたことがあるんですが、大体どういうような

内容の病院か。外郭を知らない人にわかるような

形で御説明いただきたいのと、一番最後の３番の

医療従事者などの環境整備というのは、具体的に

どういうことなのか。初めの医療整備の環境整備

はよくわかるんですが、医療従事者の環境整備に

ついても、どういうことを意図されておるのかを

御説明いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 大森君。



○５番（大森和夫君） 千石荘病院といいますのは、

もともと結核病院として出発しましたけども、今

では総合病院として貝塚を初め岸和田、熊取など

の多くの市民が利用しています。反対署名ですけ

ども、１２万人の署名が集まって、この地域、泉

州筋選出の議員を初め大阪の参議院議員の皆さん

が反対の立場で頑張っていただいております。

それと、医療設備、医療従事者などの環境整備

を進めることですけども、市民の間からこの国立

病院をもっと充実してほしいという希望が強くあ

りまして、それにふさわしい医療機器などの整備

をするとともに、医師、看護婦などの医療スタッ

フを図り、それに伴う医療従事者などの環境整備

を進めてほしいというのがこの内容でございます。

御賛同をよろしくお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） よろしいか。

〔小山広明君「はい、結構です。よくわかりま

した」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） ほかに。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） お聞きします。

あなた、今いろいろと提案されましたので、こ

こ数年間、この国立千石荘療養所の患者状況とか

結核病棟の内容あるいはその患者数とか、どうい

う経過をたどってるか、数字的に御承知であれば

お示し願えませんか。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 結核病院で出発しましたけ

ども、今小山議員の質問に答えましたように、今

は総合病院として市民に親しまれ、結核の患者と

いうのは２０％に満たないというふうに聞いてお

ります。ちょっと人数の方はきっちり聞いていま

せんけども、２０％ということです。今、結核は

大阪が非常にふえているというのは、もう巴里議

員も御存じのとおりだと思うんですけども、そう

いう中でも結核の患者は２０％前後の数だという

ふうに聞いております。

以上でございます。御賛同をよろしくお願い申

し上げます。

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 総合病院ということにな

りますけども、今おっしゃってることは。千石荘

のあなたがおっしゃってるような中身ですね。医

－４４６－

療対策の中ではいろいろおっしゃってますね、阪

神・淡路大震災、東海村とか。それは確かにこう

いう事故が起こったらということになると、いろ

いろな面ではどこであっても大変な問題ですから、

そういう点ではよくわかりますけども、独立行政

法人計画によりということで、その独立行政法人

計画というのは、僕は余り知り得ていないんです

が、その中身的なものと、先ほど結核の扱いが２

０％というのはどの程度の中の２０％なのか。こ

こ数年来、総ベッド数は何ぼであって、事実上あ

そこは１５０ぐらいあるんかな、ちょっとわかり

ませんけども、私も何回か行ってますけども。

その病棟の総合病院的な扱いの中で、長い年限

は要りませんけど、ここ数年はどうなんでしょう

かというお尋ねもさしていただいたんですが、そ

の点、いわゆる総合的な病院として、医療機関と

しての機能はどの程度発揮されたのかということ

と、そのうちの２０％はどのくらいの程度になる

のかなと。ちょっと数字的にはわかりかねますの

で、お教え願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） ちょっと調べましたら、正

確な数字が出てきました。入院患者数は３５９名

です。（巴里英一君「現在」と呼ぶ）現在３５９

名、これが９９年の１２月１７日現在であります。

２０％というのは、入院患者の数だというふうに

僕自身は記憶しております。結核で入院してる方

は２０％に満たないというふうに聞いております。

よろしくお願い申し上げます。

独立行政法人といいますのは、これは平成９年

の話なんですけども、今一番わかりやすいのが、

採算が合わない大学を廃止しようというふうな話

が出てるのは御存じだと思うんですけども、病院

などの場合は、赤字が出ても国や自治体が応援し

て赤字を補てんするという場合がたくさんあるん

ですけども、もちろんそういう形で国立病院を経

営していくんですけども、その中でも独立して採

算が合うかどうかというのを１つの基準として、

そのほか利用状況をいろいろ勘案して、赤字が多

いようなところは独立して、赤字が出るようなと

ころは切り捨てというか、再編成していこうとい

うのがこの独立行政法人の計画でございます。



以上ですので、またよろしく御賛同をお願いい

たします。

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） なかなか病院の継続とい

うのは非常に難しい。経営といいますか、非常に

難しい問題があると思いますし、あなたおっしゃ

ってるように、確かに結核病棟の問題がありまし

て、近年かなり大阪では増と言われてます。泉南

でもあるんかなと思いますけども、それだけでど

うかなという問題も片一方にあります。

それはそれで、また別の考え方でいわゆる療養

所の形を考えていくべきかなというふうに思いま

すし、近年病院が、御承知だと思いますが、３５

９ということは、約４００床近くあるということ

になりますけども、１００床、２００床程度の病

院は外資も含めて入ってきて、結果的にはリスト

ラされていくと。総合的に中核病院は、言葉でい

えば民間が担わざるを得ないんではないかと。国

やあるいは国公立と言われる病院は、研究を中心

とした機関になるんではないかというふうなとこ

ろへ医療転換が実はなされてきてる状況にあるよ

うでございます。

近くでは、岸和田で実は５００床の新病院が移

設建設されるというふうなことも、岸和田の市長

が既に、よそで言うてるんかどうか知りませんけ

ども、実はそういう約束になってます。これは一

般医療は岸和田は市民病院で扱うが、いわゆる２

４時間体制の医療についてはそこに中心的役割を

担ってもらうと。いわゆる基幹病院という計画で

実は岸和田は進んでいるようでございます。そう

いったのが２つ重なっていくということになって

いいのかどうかなということもございますので、

その点、その場合どういうふうに考えたらいいん

でしょうかね。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 岸和田の市長の考えの方は

ちょっとよくわからないんですけども、国立千石

荘病院の場合に関して言いますと、今結核が大阪

でふえてるという状況が１つと、それから熊取の

原子炉に近いということで、そういう意味でも防

災病院としての位置づけが必要でないかというこ

とで、存続の運動が起きてるということを聞いて
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おります。

ですから、今言うた２つの、結核病院として今

患者がふえてる状況、それから原子炉ができて、

全国７カ所で国立病院に総額４５億円のそういう

原子力対策で事故によって予算措置をしてるので、

そういうお金をぜひ千石荘病院に回してもらって、

熊取の原子炉が近いこともありますので、そうい

う金で維持していただきたいというのがこういう

存続運動をしている背景にあるものだと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 少しだけ簡単に質問さし

ていただきます。

あそこは、千石荘病院は大森議員も御存じだと

思うんですけども、総合病院でも単に結核病棟と

アレルギー性疾患、特にさっき公明党がおっしゃ

られたアレルギー疾患の関係で、児童の入院病棟

もありますし、看護学校もございますし、あと整

形外科、内科、呼吸器科と。

ところが、現在あの関係の主治医とかが転勤さ

れたり、そういうことが一部出てるんですけれど

も、寡聞にしてちょっとわからないんですけど、

その辺の一部いわゆる廃止に向かっての一定の動

きというのは具体的にあらわれてるのか、その点

だけちょっとお聞きしたいんですけれど。

○議長（嶋本五男君） 北出君に申し上げます。こ

の議案の提案者の賛成議員になっておりますので、

なるべく簡略にひとつお願いしておきます。大森

君。

○５番（大森和夫君） 病院の先生が異動したとい

う話はちょっと僕聞いていないんですけども、た

だここの院長さんを初め患者さん、それからお医

者さんをのけた看護婦さんを初めそういう医療ス

タッフが力合わせて存続運動をしてるというのは

聞いてますので、お医者さんが異動になってどう

なったんかということは、僕の方の勉強不足で知

りませんので、お答えしようがありません。申し

わけありません。

○議長（嶋本五男君） ほかにございませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。



これより議員提出議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第２号は、原案のとおり可とする

ことに決しました。

次に、日程第３１、議員提出議案第３号 保健

所機能の維持を求める意見書についてを議題とい

たします。

本件に関し、提出者を代表し松本雪美君から提

案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美君。

○６番（松本雪美君） 議員提出議案第３号、保健

所機能の維持を求める意見書について、案文を朗

読して提案にかえさせていただきます。

保健所機能の維持を求める意見書（案）

本市は、平成７年第２回臨時会において、「保

健所の廃止に反対し、機能の強化を求める意見書」

を採択したところである。

しかしながら、大阪府は、平成１２年４月に現

行の２２保健所７支所を１５保健所１４支所とす

る大幅な縮小・再編をおこなおうとしている。

本市を所管している大阪府尾崎保健所も支所と

なり、人員削減・機能縮小がおこなわれることに

より、保健サービスの低下が懸念されるところで

ある。

今日まで、保健所が地域の公衆衛生の向上に果

たしてきた役割は非常に大きく、疾病の予防・健

康増進に加え、Ｏ－１５７をはじめ近年増加しつ

つある結核等の感染症あるいは食中毒や毒グモ対

策等々、緊急事態における公衆衛生の役割は、今

後とも地域住民の健康と安全を守るためにますま

す重要なものとなってくるのは周知の事実である。

よって、保健所の「再編」にあたっては、住民

サービスを後退させないためにも保健所の総合的

機能を維持するための人員・組織の存続をはかる

－４４８－

とともに、市町村保健衛生体制への支援、並びに

強化をはかられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年３月２７日

泉南市議会

以上、賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑なしと

認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は原案のとおり可とす

ることに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第３号は、原案のとおり可とする

ことに決しました。

次に、日程第３２、議員提出議案第４号 聴覚

障害者の社会参加を制限する欠格条項の早期改正

を求める意見書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表し奥和田好吉君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。奥和田好

吉君。

○９番（奥和田好吉君）

聴覚障害者の社会参加を制限する欠格

条項の早期改正を求める意見書（案）

１９８１年の国際障害者年は「完全参加と平等」

をテーマに掲げ、国際的にも国内的にも、障害者

に対する差別をなくし、社会的理解を広げるため

に大きな力となった。聴覚障害者の社会参加と平

等の保障は、わが国でも着実に前進してきた。

明治時代から差別・偏見を背景とした民法第１

１条（準禁治産者の要件に『聾者・唖者・盲者』

を入れていた）も、刑法第４０条（判断能力が低



いとしてろうあ者の刑事責任を軽くしていた）も、

次々に改正された。

しかし、医師法、薬剤師法など医事・薬事関係

法を中心に『耳が聞こえない者、口がきけない

者』を絶対的に欠格事由と規定し、個々の能力も

事情も一切関係なく、一律に資格や免許を与えな

いとしている条文がまだのこされている。

これは聴覚障害者の社会参加の観点から、個々

の障害程度、業務遂行能力、手話通訳など必要な

支援策を配慮する方向で、資格や免許の付与を講

じるべきである。

また、欠格事由が記載されていないものの、結

果として聴覚障害者の社会参加を制限している法

律もある。

著作権法では視覚障害者のためには本や雑誌の

点字化の自由が認められているのに、映画やテレ

ビ番組を録画したビデオテープに手話通訳や字幕

をつけて聴覚障害者へ普及する自由を認めていな

い。このため、聴覚障害者はテレビ番組を自由に

享受し、情報を獲得して生活向上に利用する活動

が制限されている。

公職選挙法では、候補者のテレビ政見放送はそ

のまま放送することを規定しており、手話通訳や

字幕をつけることを認めていない。このため聴覚

障害者は政見を知る機会が制限されており、国民

の権利である参政権が保障されていない。

よって、本市議会は聴覚障害者にとって差別的

な法律をノーマライゼーションの理念に基づき早

急に改正されるよう、強く要望するものである。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年３月２７日

泉南市議会

議員各位におかれましては、よろしくお願いし

ます。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

－４４９－

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よっ

て議員提出議案第４号は、原案のとおり可とする

ことに決しました。

次に、日程第３３、議員提出議案第５号 実効

性のある消費者契約法の制定を求める意見書につ

いてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して成田政彦君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。成田政彦

君。

○１４番（成田政彦君） 実効性のある消費者契約

法の制定を求める意見書を案文を読んで提案した

いと思います。

実効性のある消費者契約法

の制定を求める意見書（案）

近年、国際化、情報化、規制緩和の進行など、

消費者を取り巻く社会経済環境はめまぐるしく変

化している。このような状況の下、消費者契約を

めぐるトラブルは、消費生活や販売方法の多様化

により、年々増加の一途をたどっており、全国の

消費生活センターに寄せられる相談のうち大半が

販売方法や契約・解約問題で占められている。

現在、このような消費者トラブルに関しては、

訪問販売法や割賦販売法・宅建業法・保険業法な

ど個別の業種、取引形態ごとに、それぞれの事業

者を取り締まる縦割り業法によって、対応してい

るため、インターネットを利用した悪質商法や国

際的なマルチ商法など、既存の法律の間隙を狙っ

た新たな商法に対しては無力な状況にある。

消費者の自己責任を問う不可欠な前提条件とし

て、事業者と消費者の情報力や交渉力等の大きな

格差を是正し、契約における対等・公正を確保す

ることが必要である。

よって、政府に対し、下記の事項を実現するよ

う強く要望する。

記

１．消費者と事業者の対等・公正な契約社会を確

立するために、全ての消費者契約を対象とする

包括的な民事ルールとして、消費者契約法を速

やかに制定すること。

２．消費者契約法の内容としては、契約締結時の



事業者の情報提供義務を定めると共に、不当な

取引方法、勧誘方法の禁止や契約内容における

不当条項の排除について一般条項を定めた上で、

個別の不当とされる条項を明示すること。また、

これに違反した契約について消費者が救済され

る規定を定めること。

３．地方自治体における消費者相談・苦情処理体

制の拡充の促進を図るとともに、消費者契約法

に違反する行為に対する消費者団体の差止請求

権など、消費者契約法の実効性を確保する法制

度を併せて実現すること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年３月２７日

泉南市議会

よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し質疑等ありませんか。 質疑なしと認

めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第５号は、原案のとおり可とする

ことに決しました。

次に、日程第３４、議員提出議案第６号 １８

歳選挙権の早期実現を求める意見書についてを議

題といたします。

本件に関し、提出者を代表し井原正太郎君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。井原正太

郎君。

○１番（井原正太郎君） 案文の朗読をもって提案

にかえさせていただきます。

－４５０－

１８歳選挙権の早期実現を求める意見書（案）

我が国において、政治に対する無関心が年々広

がりを見せつつある。特に青年層の政治への無関

心の広がりは憂慮すべきものである。このままで

は、政治に対して青年の意向が正しく反映されな

いことによって、政治はますます活力を欠いてし

まうおそれがある。

こうした状況を生んだことについては、種々の

反省すべき点はあるが、選挙制度をはじめとして

政治・行政制度そのものが青年層の意向を的確に

反映する仕組みを欠く場合には、青年をして一層、

政治への無関心層に追いやることになると言わざ

るを得ない。

世界においては、「１８歳」を社会的成人とみ

なして、世界１００カ国以上の国々において、す

でに選挙権を「１８歳かそれ以下」に付与してお

り、「２０歳選挙権」を維持しているのは先進国

中、我が国のみである。このことは、先述してき

た青年の政治への無関心を形成する要因の一つに

なってきたと言えるものである。

特に今後、我が国においては少子・高齢化が急

速な勢いで進み、高齢有権者の比率が若年有権者

の比率を大きく上回り、若い世代の声がますます

政治の上に反映しにくくなってくると共に今後、

年金問題に象徴されるように、世代間の利害対立

がより激しくなることが予想される。

したがって、若年世代の声をもっと政治に反映

させるためにも「１８歳以上」に選挙民の層を広

げ新有権者を確保することこそが、議会制民主主

義の活性化に大きく資することは必至である。

よって、政府においては民法や少年法との整合

性も考慮しつつ、被選挙権年齢の引き下げも含め

て、「１８歳選挙権」について早急に検討し、実

現されるよう強く要望するものである。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年３月２７日

泉南市議会

御賛同よろしくお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等はありませんか。 大森君。

○５番（大森和夫君） この文章で１つだけ簡単な



質問をお願いしたいんですけども、政府において

は、民法や少年法との整合性も考慮するという内

容があるんですけども、この内容についてお聞か

せください。

それと、日本共産党としましては、昨年の３月

議会で同じ意見書を出しましたけども、時間の関

係で廃案になりました関係もありますので、ちょ

っとその点だけお願いしておきす。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 大森議員の質問でござい

ますが、民法や少年法との整合性も考慮しつつと

いうふうなとこの説明をしろというふうなことで

ありますが、いわゆる民法にあっては、主として

国民の私権、私の権利の通則を規定したというふ

うなものであろうかというふうに理解しておりま

す。一方、少年法というのは、少年ゆえにいろい

ろ守っていこうというふうな、どちらかというと

相反するような関係にも理解できるんやないかな

というふうに思います。

そういった中で、ここで言うように整合性とい

うふうなことからすると、そのような危惧がある

ものの、やはり高齢化社会に入って、若年層の声

をどう反映していくかというふうなことが非常に

大事じゃないかなというふうに私は理解しており

ます。そういった意味で、民法、少年法との整合

性というのは、片や相反するとこがありますけれ

ども、ここを乗り越えていかなきゃならんなとい

うふうに理解しております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） 私、賛同しておりますので、

余り深くは質疑しないんですが、１つは、提案者

は今政党としては国会における与党という立場で

御活躍をされとるわけですが、これはそういう立

場ですから、やり方によっては政治的には実現が

できる状況にあると思うんですが、国会でのこの

問題の、ここにも書いてあるように、早急に検討

し実現されるよう強く要望するということにある

わけですので、具体的なこのことが実現される見

通しについて、今そういう立場から御見解があれ

ば、私は賛同者ですから余り言えないんですけど

も、その点は大変興味があることなので、私も大

－４５１－

賛成なんで署名をさしていただいたんで、その辺

の実現性も含めてひとつ御見解をいただければあ

りがたく思います。

○議長（嶋本五男君） 小山君に注意します。賛同

者なので、できるだけ質問等は避けていただきた

いと思います。井原君。

○１番（井原正太郎君） 小山議員からの質問であ

りますが、実現の見通しというふうなことの見解

を聞かれたわけなんですが、私が答えるにはちょ

っと荷が重いかなというふうに考えております。

いろんな形でやっぱり社会的にも非常にこの点

は注目もされておりますけれども、また反対され

る方もあろうかというふうに理解をしております。

実現に関しては、今中央の方では自民、自由、公

明というふうな枠組みでありますけども、その中

にもいろんな意見があるというふうに私は理解し

ておりまして、その可能性に関しては、私が答え

るにはちょっと役不足かなというふうに考えてお

ります。御理解をお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 松原君。

○８番（松原義樹君） まず、１８歳という年齢、

どうしてその数字が出てきたんかなと。その中で

言うてるのに、青年の政治への無関心を形成する

要因の１つにということで、２０歳と１８歳の何

か差を言われてるように思います。

その１つ、年金問題に象徴されるように、世代

間の利害対立がより激しくなることが予想される

とかいうものについて、まず考えておられること

を聞いて、それと同時に、今さっき少年法のこと

を後からというような状況の御返事のように思う

んですが、まず２０歳で成人になって、そのとき

から選挙権があり、お酒を飲め、なにしというよ

うな、何かのことがそこであるわけですね。そし

たら、何か今現在あるものをどこまでほうってお

いてそこだけを先行さすんか、その理由はどこに

あるのか、一度お聞かせいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） なぜ１８歳かというふう

なことが１つありました。これは案文の中にもあ

るんですが、日本は長い歴史の中で、２０歳で成

人であるというふうな共通の認識がある上に、今

何で１８なんだというふうなことに関しては、当



然疑問があってしかるべきであろうというふうに

思います。

ただ、案文の中にもありましたように、先進諸

国におきましても、このような形で定着してきて

おるということと、高齢化社会がいわゆる加速度

的に今来る中で、６５歳以上の人口と、あるいは

２０歳から３０歳弱の若い層の比重からしても、

やはりバランスが非常に悪くなってきておるとい

うふうなことからしても、これは選挙権を付与し

ていく時代になってきたんかな、また若い世代が

より自覚をする意味でもプラスに働くんじゃない

かなというふうに思います。

それから、世代間のことに関しましては、今も

お話ししましたように、年金問題に象徴されます

ように、このまま推移しますと、やはり逆三角形

型の人口分布の中で、若い層の政治への声の反映

の仕方、また高齢世代の反映の仕方、当然ボリュ

ームが違ってくるであろうなというふうなことか

ら、より年齢を下げてそのバランスをとるという

同じような意味になるというふうに私は理解して

おります。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） まだちょっと要領を得んの

ですが、いわゆる１８歳という年格好の方を入れ

ることによって、いわゆる政治参加といおうか、

その数というか、それだけをふやして何を求めら

れるか。政治的な手法とか何かの中で、その方が

１８いうたら高校卒業したぐらいの年ですか

ね。その方が、もちろん若かったらだめという意

味を言うとるんじゃないですよ。でも、やはりそ

のときには少年としてある程度守られて、２０歳

になって初めて成年です。

先ほど言うた飲酒とかについての感覚、そこを

どうあなたの中といおうか、公明党さんか、そこ

の中で考えておられるのか。ただただ数字だけの

合わせといおうか、上下のピラミッドが逆になっ

てるから、それをひっくり返すんやとかいうよう

な状況のお答えだけでは、ちょっとわかりかねと

るんですが、もう少し中へ突っ込んでくれません

か。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） もう一歩深く突っ込んだ

－４５２－

というふうな答弁を求められておるんですが、な

ぜ１８歳なのかというふうな論議は、いろんなと

らえ方があろうかなというふうに思います。私は

どちらかというと、ここ数日前ですか、福岡で非

常に凄惨な事件の裁判がありました。このときに、

片や被害者がいわゆる未成年のゆえに責任を問え

ないというふうな事象がありましたけども、私は

それにやや近いかなというふうに考えております。

したがって、若い世代が今犯罪あるいはいろん

な事故を起こしても責任を問われない、少年法で

あるがゆえに責任を問われないというふうなこと

が、逆に社会の秩序であるとか、若者の暴走を一

部助長しているようなとこもあるんじゃないかな

というふうに思います。

したがって、定量的にはバランスは先ほど申し

ましたけども、それとあわせてそういう若年層の

精神的な支えというか自覚というか、そういうふ

うな面でもこれはプラスに働くんじゃないかなと、

このように私は理解しております。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） やっぱりまだわからんです

ね。今、犯罪の話をされました。それは１８歳、

きょう現在は子供として１つの保護の中にあるか

ら１８歳というものがあるわけですね。それを今

の法律といおうか、そのままで例えば１８歳に戻

すといおうか、１８歳の方に選挙権を与える。そ

のかわり大人としてその年を１８にしていくんな

ら、これもひとつわかると思います。

少年法できょう現在１８いうものがそれだけ保

護され、少なくとも少年法の改正とか児童保護と

かいう観点からいろいろな問題を提起しながらこ

こまできとるはずですね。

それが１８歳、そのことだけで反対して文句を

言うてるんじゃないんですけど、もう１つその前

にやることがあるんじゃないかなと。１８歳とい

うものを大人として見れるだけの、そういう頭脳

的なものはあるかもわかりませんけど、まだちょ

っとわかりませんが。

ですから、成人式を１８歳でやってそこからそ

うしようかとか、それが１つ。２つ目は、例えば

先進国中で日本だけがこれ１つ残っとるいうこと

なんですが、先進国いうのはどのくらいで、何年



にそのくらいのものができ上っとるものか、ちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 松原議員の方から再度質

問いただきました。

１８歳という前にもっとやるべきことがあるん

と違うかというふうな話でありました。もちろん

そのようなこともあろうかと思います。これがす

べてではないというふうに僕は考えております。

その中で、欧米諸国が既にやっとるというか、

いつからやっとるかと言われると、ちょっと僕も

資料を持ち合わせておりませんので、ただアメリ

カ、イギリス、それからフランス、ドイツ等、イ

タリアもそうですね。カナダ、ロシア、こういう

ようなとこがいずれも１８歳から既に選挙権が付

与されとるというふうなことであります。

あと、本当に答弁が行き届かんで申しわけなく

思います。これぐらいでひとつ御容赦いただきた

いと思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） １８歳ということの枠組

みではなくて、基本的には１０代の政治文化とい

うんですか、古来中世ヨーロッパなんかでの学校

というのは、政治文化を享受するというところに

基本的な価値規範を熟成することが基本だったわ

けなんですよ。

ところが、今は政治はやってはいけないみたい

な妙なアレルギー体質があるようで、本来学校で

も政治文化を享受すべきであると、これが基本で

あるということをやっぱり押さえていただきたい

と思います。

その上で、それではどういうなのかということ

で、要するに政治参加、ここでも書かれてありま

すように、そういう形の問題が浮上してくる。そ

の中で年齢構成としては、普通の判断として１８

歳ということが出てきたんだと思います。逆では

あくまでないということですね。

特に、アーモンドとかいう政治学者が政治文化

論で政治の類型化というのをやっておりまして、

政治に参加する市民型ですね。政治に自分の利害

だけを言う市民型とか、政治そのものに参加しな

い排他型とかあるわけです。

－４５３－

今の日本の学校文化というのは、排他型がたく

さん出ているという政治的無関心層を多発さして

いるという構図があって、その枠組みの中でこの

選挙権の問題も出てきてると思うんですね。そう

いうことをもうちょっと包括的に説得的に展開し

ていただければというふうに思います。

そして、もう１点、民法等ということは、今私

権というふうにおっしゃられたんですけども、民

法の第１章の第２節、能力ということで第３条に

満２０歳をもって成年とすと。第４条云々かんぬ

んがあるわけですけども、こういう条項との整合

性を指摘されてるわけですよね。ちょっと改めて

お聞きいたします。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 北出議員の方から、私に

とっては非常に高度な政治質問をいただいたんで

すけども、確かに１０代の価値規範、そんなとこ

ろから入りますと、学校での政治、文化、教育の

あり方、こんなことまで考えますと、非常に深い

ものがあるなというふうに私は考えます。

そういった中で、民法との整合性、これも改め

て指摘を受けたわけでありますけれども、私は北

出議員が言われるほど深いとこまで把握しとるわ

けではありませんので、非常に申しわけないなと

思うんですけれども、確かに今政治の過渡期に来

ておる。そういった中で、教育の現場で政治的無

関心、あるいはこの憂慮すべき事態を教育がやは

りフォローせないかんというふうなとこも実際問

題あろうかというふうに思います。

また、先ほどの１８歳、このありようについて

も、政治参加の市民型あるいは排他型の両面から、

やはりあるべき姿というのは、私は北出議員ほど

深く考えて研究したわけではありませんので、非

常に申しわけないなと思うんですが、そこら辺ま

で今後深く考えながら、一回勉強していきたいと

思います。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 確かに提案者が申してお

りますように、１８歳は僕はある意味では、選挙

権というのは付与してもいいじゃないかというと

ころはどこかにあります。しかし、御承知かと思



いますけども、少年法というのは、本来は更生を

旨として刑法が制定されていると思うんですね、

まだ未熟だということで、そういった意味では、

少年法の問題が片一方にありますし、少年法より

も先に選挙権を与えて、少年法は少年法で置いと

くんだということにはならないんじゃないかなと。

そこらあたりの矛盾点が、本来的には整合性を

も考慮しつつと、先ほどどなたかおっしゃってま

したが、その整合性というのはどの辺をもって整

合性という、考慮という考え方なのかなというふ

うに思ってます。

そういった意味では、確かに酒鬼薔薇聖斗（さ

かきばらせいと）という名前で神戸で起こったこ

との事実はあります。ただし、だれそれやという

ことは、余りこういう本会議で 事実あること

は新聞でも発表されてるし、隠されたままですけ

ども、本名はね。やってることは確かです。それ

は刑法を問えないのかというと、それは問えない

んですよね。

だから、少年法がなかったらもう通ってる、通

ってるというよりも、少年法だったら既にある一

定以上の刑期をやらなきゃならないということを

裁判所でやらなきゃならない。それを１８歳まで

下げてしまうのかどうかと。そういう意味での整

合性の考慮ということになるのかどうかというこ

とですね。

一方では、御承知のように日本の義務教育、中

学校を出たら社会人としてこれは評価されてるん

ですね。働いてもいいわけですよね。中学以内だ

ったら働いてもだめなんで、片一方ではまたあか

んという部分と、そういう意味での整合性という

問題も含めてお考えなのかどうか。

これは民法の場合でもかなり変わってきます。

例を挙げますと、私たち今便利に持ってる携帯１

つを申し込んでも、２０歳未満であったら、親の

証明書がなかったらだめだということで断られて

いってる今の状況にありますね。こういった民法

的なものも含めて、商法的なものも含めて変わっ

ていくということになる。ただ、刑法のみで変わ

るんじゃなしに、そういった意味での整合性とい

う意味で考慮ということをおっしゃってるんかど

うか。

－４５４－

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 巴里議員からの質問でご

ざいます。特に、１８歳選挙権付与に関して、少

年法の持つ意味との整合性、ここら辺は非常に大

事であるというふうな、また考慮すべきであると

いうふうに私は受け取りました。確かに、少年法

そのものは少年を守る側にありますし、また１８

歳で選挙権を付与するということは、責任を問い

ますというふうな相反する、ベクトルが違う方向

に向くような内容になるかなというふうに思いま

す。そこら辺の整合性というのは御指摘のとおり

であろうな、またそこら辺は無視できない大事な

点だろうなというふうに思います。

これは先ほども私答弁の中で述べさしていただ

きましたけども、やはり今の日本の人口構成、本

来であれば２０歳でありますし、日本の文化でも

あろうかと思うんですが、若年層にもそれだけの

自覚と責任をいよいよ持ってもらわないかん時代

が来とるんだなというふうに私は理解しておりま

す。

また、あわせて学校を出て社会人として扱われ

るというふうな話もございました。ある意味、自

衛隊なんかでもそのような年齢で、１８歳から自

衛隊もというふうなことが僕の頭にあるんですけ

れども、非常に慎重に考えないかん面であろうな

というふうに、この論議を通じて改めて認識する

ところであります。

答弁になってないかわかりませんけども、以上

でございます。

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 私、この問題に反対して

るんじゃないですよ、中身的にそういう意味では。

これをやると、まだ時期尚早だという基本的な考

えを持ってしゃべっとるわけです。

問題は、あなたの党は与党でありますから、当

然国会においてまず議論をすべきじゃないかなと、

私はそういうようにまず考える意味でのいわゆる

時期尚早だと。国会の論議も何もなしに、少年法

というのは国会でやっぱり憲法も含めて考えなき

ゃならない問題ですが、そこで論議をしていただ

いて、そしてそのことを問えると。もう１８歳を

超えれば、十分今の日本の少年あるいは成年とし



て認められると。

能力において、判断において、社会性において

そのことが問えるんだという、こういった一定の

方向性を出された上で、僕はやっぱり国会である

一定の論議をしている中で、私たちがここで論議

するというのはよくわかるんです。

しかし、まだそこまでいってない段階で、ただ

単に１８歳を選挙云々でやられると、ちょっと時

期的には尚早じゃないかなという感じを受けると、

否めないんじゃないかなということで質問さして

いただいてることを御理解いただいて、御答弁い

ただければありがたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 改めての巴里議員からの

質問でありますが、１つは時期尚早ではないのか

というふうな点と、ここへ議員提案する前に、も

う少し国会においても論議を深めてというふうな

ことがいいんじゃないかというふうな質問であり

ますけども、これは主観の違いもあろうかなとい

うふうに思います。広く底辺から世論を高めてい

くというやり方もあるんかなというふうに私は理

解をしております。この時期尚早云々に関しまし

ては、広く皆さんの判断を仰ぎたいなというふう

に考えておるところでございます。

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） いわゆる議会制民主主義

をとってますから、確かに底辺という問題も必要

でありますけれども、最も基本的な国会における

論議が一切なされてないまま地方で論議したから

いうたって、そのことがまだまだ社会的な民度の

熟してない状況の中では、時期尚早じゃないです

かということになるんかなというふうな理解を私

はしてるということを言うてるんであって、そし

て公明党として与党でありますから、やっぱり与

党の中で一定のそういう提言をされながら地方議

会におろして、地方議会でこのことを論議するこ

とは、僕は十分いいんじゃないかなという理解を

してるんであって、ただ民主主義という限りは、

そういった意味での上位法における問題と地方に

おける問題とはやっぱり異なりますから、そうい

ったところをもう少し党内論議を深めていただく

ことを私は望んで、終わります。

－４５５－

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する質疑を終結したします。

討論に入ります。討論はありませんか。

東君。

○７番（東 重弘君） 議員提出議案第６号に反対

の立場から討論をいたします。

昨今、少年による凶悪犯罪が多発し、少年法が

あるゆえその捜査内容については公開されず、遺

族や被害者の悲しみもふんまんやむ方なしと訴え

があります。私は、民主主義にあっては義務を負

ってこそ権利があると考えております。よって、

この提出議案の前に少年法の改正があるべきとい

う考えに立つ者であります。

よって、議員提出議案第６号に反対の立場から

討論をいたします。皆様よろしく御賛同ください

ますようお願いをいたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより議員提出議案第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第６号は、原案のとおり可とする

ことに決しました。

次に、日程第３５、議員提出議案第７号 医療

費助成制度の市町村補助率の見直し方針を撤回し

福祉医療費助成制度の存続拡充を求める意見書に

ついてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表し和気 豊君から提

案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気 豊君。

○１３番（和気 豊君） 案文を朗読し、提案とか

えます。

医療費助成制度の市町村補助率の見

直し方針を撤回し福祉医療費助成制

度の存続拡充を求める意見書（案）

大阪府は昨年９月「本府福祉施策の再構築につ

いて素案」（以下「素案」という。）を取りまと

め、発表した。

「素案」では、これまで大阪府が独自に取り組

んできた福祉医療制度（老人、重度障害、母子、

乳幼児入院の各医療費助成制度）について、老人



医療費一部助成負担金等……

○議長（嶋本五男君） ただいま午前０時となり、

議会は流会いたしました。

午前０時 会期切れによる自然閉会

（了）

○議長（嶋本五男君） 議事はこれにて終わりまし

たが、お疲れのところこの際時間をちょうだいい

たしまして、今回本市助役を退任する遠藤助役よ

り皆様方にあいつさのため発言を求めております

ので、これを許可いたします。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 大変お疲れのところ議長の

お取り計らいをいただきまして、退任のごあいさ

つをさせていただく機会をいただきましたことを

まずお礼を申し上げたいと思います。お疲れのと

ころでございますので、手短にというふうに思っ

ております。

平成１０年の１月１日付で泉南市の助役を仰せ

つかって以来、２年３カ月という月日がたちまし

た。この間、ほんとにいろいろな思いをさせてい

ただきましたけども、とりわけ公務員生活、大阪

府で２０年過ごさしていただきましたが、それに

ほんとに匹敵するような２年３カ月でございまし

た。特に、議会の皆様方とは議会開会日だけでは

なく、日常的にもいろいろと御支援、御厚情を賜

りまして、ほんとに厚く御礼を申し上げます。

この２年の中の仕事でいろんな仕事をやらさし

ていただいたわけでございますが、やはり思い出

に残るといいますか、大変な事業だったなという

ふうに考えておりますのは、１つはやはり関空の

２期事業にかかわる地域整備の問題でございます。

この点につきましては、私が参りましたときから

とりあえず陸上飛行ルート、これの問題が環境面

の特別な配慮という条件の中で一定整理される中

で、次に関空の２期事業、早期着工が求められて

おると。そういう時期に市として非常に限られた

時間の中で判断を求められてまいったわけでござ

います。

その中で、平成１０年の暮れから平成１１年の

３月まで、空特委員会をほんとに月に２回も３回

もやって議論を闘わしたという思い出がございま

して、当時の議長並びに空特委員長には本当にい

－４５６－

ろいろと御支援をいただいたというふうに思って

おります。

それから、先ほどもいろいろと御意見をいただ

きましたが、その中で特に大阪府にいろいろ要望

をする中では、私といたしましては、泉南市の助

役ということでなり切ったつもりで、かなり大阪

府にも嫌われることを申し上げてきたつもりでご

ざいます。

そういう中で、先ほども市長からもございまし

たが、りんくうタウンに福祉・医療・保健ゾーン

が近々着工する、あるいは流域下水道の幹線が新

家の方へ延びていく。いろんな将来の泉南のまち

づくりの１つの基盤というものをつくれるという、

そういう作業に携わらしていただいたということ

が、私、ここ泉南市に来ての喜びでもございます

し、誇りでもございます。

それと、もう１点は、やはり行政改革の推進と

いうことで、成果が出てないではないかというお

しかりも受けるわけでございますし、その責任の

一端は私にもあろうかというふうに思っておりま

す。ただ、いろいろ議論はあろうかと思いますが、

昨年の６月に中期財政展望という大きく１つの姿

を示させていただいたと。これも金額を具体的に

入れながら示さしていただいたという点でござい

ます。

これは、単に言われるような、なるほど市民の

方あるいは職員の方に大変な御負担をおかけして

おるわけですけれども、もう少し御理解を賜りた

いのは、総投資額そのものにつきましても一定の

歯どめをかけておりますし、下水道事業につきま

しても、今後の一般会計の繰り出しをできるだけ

抑えるという視点で物事を考えていたつもりでご

ざいますので、いましばらくは辛抱の時期かもし

れませんが、必ずそういった財政構造自身を変え

ていくことによって、将来の泉南市の新しい発展

のための財政基盤がつくれるものというふうに確

信をいたしております。

そのほかにも、例えば入札制度の改善でありま

すとか、りんくうタウンの活性化でありますとか、

いろいろやり残したこともございますけれども、

それは幸い私の後任には先ほど議決をいただきま

した蜷川氏が来ていただけますし、府の中でも人



事畑を中心に、今の府の厳しい財政状況の中で行

政改革の推進の中心になってきた人物でもござい

ますし、御紹介もありましたように、環境問題に

ついても非常に明るいということで、まさに今の

泉南市の抱える課題の、また私ではできなかった

ことをやっていただける人物だというふうに私は

確信をいたしておりますので、どうか私にいただ

きました御支援、御厚情に倍する支援を彼に与え

ていただきたいということを切にお願いをするも

のでございます。

それと、本議会でもいろいろ御議論いただきま

したが、地方分権の問題、あるいは介護保険の問

題にも見られますように、これからやはり基本的

な自治体であります市町村の時代だというふうに

私は確信をいたしております。そういう中でこそ

伝統ある泉南市議会のこうした行政との徹底した

議論を通じて、ほかの市に負けない、２１世紀に

誇り得る泉南市をつくっていただきたいというふ

うに思っております。

それと、私自身も泉南でいただきましたいろん

な市民の方、あるいは議員各位からの御厚情を心

の糧にしながら、今後の職務に精励をしてまいり

たいというふうに存じております。

最後になりましたけれども、泉南市議会のます

ますの御発展と議員各位の御健康、御活躍を心よ

り祈念申し上げまして、退任のあいさつとさせて

いただきます。ありがとうございました。

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役におかれましては、

就任以来２年数カ月、泉南市のために今までよく

尽くされてこられまして、議会を代表いたしまし

て心より感謝いたしております。

４月１日をもって大阪府に帰られる遠藤助役に

おかれましては、今後健康に十分留意をされ、ま

すます健康で、そして大阪府の発展のために尽力

されんことを心よりお祈り申し上げます。長い間

どうもありがとうございました。

－４５７－
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