
午前１０時４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２回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１２番 真砂 満君、１

３番 和気 豊君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、泉南監報告第５号 例月現金

出納検査結果報告から日程第５、泉南監報告第９

号 例月現金出納検査結果報告までの以上４件を

一括議題とします。

本４件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 島原正嗣君。

○監査委員（島原正嗣君） おはようございます。

議長の許可を得ましたので、ただいまから平成１

２年２月、３月、４月分の例月現金出納検査を執

行いたしました結果を御報告さしていただきます。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１２年２月、３月分は平成１２年４月２

６日に、平成１２年４月分は平成１２年５月２６

日に黒須監査委員と私が監査を執行いたしました。

収入役扱い分並びに水道事業会計分の関係資料

を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預

金現在高について収支内容を照合したところ、い

ずれも符合しており、出納は適正に行われていた

ものと認定いたします。

以上、甚だ簡単でございますが、検査報告とい

たします。

なお、当報告とは直接関係ございませんが、地

方自治法第１９９条第４項に基づく定期監査を実

施いたしましたので、その結果報告書をお手元に

御配付しておりますので、あわせて御報告をさし

ていただきます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、監査委員の島原議員の

－１５４－

方から御報告があったんですが、あわせて報告の

ありました１１年度定期監査結果報告書というも

のが私たちにも配られとるわけなんですが、この

監査結果の中に、「一部の事務処理について検討

・改善を要するものが見受けられた」という表記

がありますのと、個々に至っては、「受付印漏れ

や、完結した時の朱書き「（完結）」の記入のな

いものが多かった」という記載とか、「起案書等

公用文の作成について」ということで、「公用文

として粗雑なものが多かった」ということで、こ

の中に「読者を説得させる生き生きとした文章で

なければならない」ということで、当を得た１つ

の監査報告ではないかなと思うんですが、市民に

わかりやすい公用文ということが私もずっと気に

なっておるんですが、そういう点での指摘がされ

たというのは大変重要でありますし、こういうこ

とが速やかにきちっと形をもって効果をもたらし

てほしいなと思うので、そういうことについて監

査委員の方からもう少し詳しい説明をいただけれ

ばと思います。

それから、復命書、出張伺などで、「復命書は

日数を経ず速やかに提出されたい」ということで、

期限が過ぎてもなかなか提出されておらないとい

うことがうかがえるわけなんですけども、こうい

うことの実態等ももう少し詳しく御説明いただき

たい。

それから、予算の差引簿ということで、「一部

に流用・補正予算の記載漏れがあった」という表

記もありますので、この辺もう少し監査委員の方

から具体的な御報告がいただければと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。

○議長（嶋本五男君） 島原監査委員。

○監査委員（島原正嗣君） それでは、小山議員さ

んの御質問にお答えをいたします。

まず、監査結果の関係で、１ページの表現上の

問題点の検討・改善が必要だと、こういうことの

指摘をしておるわけでありますが、旧来からの慣

行用語というのがございまして、もっと簡略に表

現できないかと、私ども監査委員としてこういう

指摘事項をしておきました。例えば、行ってきま

すというのを行きましたとかいうふうな、漢字で

は同じ意味ですけれども、もっと丁寧に簡素化し



て表現をしてほしいと、そういう指摘事項であり

ます。

それから、２ページ目の受印漏れの関係、完結

したときの記入漏れの問題でありますけれども、

これは速やかにきちっとした書類の手続をやって

ほしいと、記入のない部分も一部ございましたの

で、書類上監査をした結果、適正にきちっと記入

漏れのないように整理をしてほしいという指摘を

しておきました。

それから、２番目の起案書等公用文の作成につ

いてでありますが、これも冒頭申し上げましたよ

うな公用文としての長い、どのように解釈をして

いいのかわからないようなそういう表示がありま

したので、もう少しそれも簡潔に、このことにつ

いてはこうだというふうにきちっと整理をしてほ

しいと。その公用文が、どれがほんまの意味をな

すのか、もっと端的に表現してほしいと、そうい

うことの指摘でございます。

それから、出張伺及び復命につきましては、こ

れはおおむね良好でありましたけれども、若干お

くれてるという部分もございますから、それは出

張までにきちっとした整理をして請求すべきでは

ないかなというふうな指摘をしておきました。

それから、予算差引簿の関係でございますが、

ここにも書いてありますように、一部補正予算の

記載漏れがあったが、おおむね良好であると。少

額の部分でありますけれども、一部補正予算に組

まれたわけで、直ちに入れとかなだめではないか

ということもございまして、それが若干おくれて

いるということの処理でございます。だから、例

えば補正予算の中に上がっておるけれども、この

補正額が記入されていないんではないかという、

そういう指摘でございます。

それから、もっと詳しくこのことを申し上げま

すと、これは総務部関係の訴訟費の関係でござい

ますけれども、例えば予算は今申し上げましたよ

うに可決されておりますけれども、速やかに差引

簿の中に記入されてなかったと、そういうことが

１点と、それから現実的には流用されていないの

に、誤って記入をされていたというふうな、本来

記入すべきところに記入されていなかったという

こと、この予算差引簿の関係の理由はそういう意

－１５５－

味でございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 議会選出の監査委員の目を

通して、市全体のこの監査、特に今回総務という

ところでやられた報告額が上がっとるわけなんで、

こういう指摘を受けたということは、大変ある意

味で恥ずかしいことではないかなと私は思うので、

きょうのこの指摘を行政の方としてはやはりきち

っと真摯に受けとめて、信頼のある行政執行をぜ

ひお願いをしたいと、そういう要請をして終わり

ます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 契約検査のことについて

若干お聞きしたいと思います。

１４ページの末に予定価格、最低制限価格を設

定しているが、地方自治法及び財務規則に基づき

厳正かつ公正に設定されていたと。この点の入札、

これは泉南市でいい意味で入札方法が改革されて

きたということだと考えますけれども、その結果、

運用面で監査委員が何かお気づきな点があれば、

例えば最低価格があるけれども上の方に集中して

いるとか、そういうことで何かお気づきの点があ

れば、あるいは今後こうすればいいということが

あれば、おっしゃっていただきたいと思います。

それと、１３ページで平成１１年度以降は公表

が行われているということですけれども、公表と

いうことは、社名等すべてそのランクに基づいて

一般に公開、公表されているということなのか、

ちょっと御確認したいと思うんです。私、監査委

員のときは監査委員にも見せられないということ

で、そういう状況であったので、今後の情報公開

を含めて現在の状況をお示し願いたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） 島原監査委員。

○監査委員（島原正嗣君） それでは、北出議員さ

んの御質問にお答えいたします。当を得ているか

どうか別にいたしまして、一番最初の御指摘の指

名委員会の関係に関連をして入札と、こういうこ

との関係について触れてるわけでありますが、御

存じのように、従来からすれば随分と改善をされ

ているのではないかなというふうに監査委員とし



ては考えております。土木工事も例えば１件３０

０万円以上、そこに記載しておりますような形で

は、工事の予算または工事の予定額は１，０００万

円以上というように分類をいたしまして、適正に

処理されているというふうに思います。

入札の行為につきましては、４番目の下に書い

てありますように、あくまでも適正、公正な形で

行われているというふうに私どもは感じておりま

す。ただ、新聞等で談合とか疑惑とかという記事

が報道されますけれども、そういうことは指名委

員会等で十分に留意をしてほしいと、そういう意

見を述べておきました。

それから、１３ページの関係の入札行為を行っ

た業者の名前とか氏名とかということについては、

来月の７日にまた決算の審査がございますが、こ

れ等には３００万円以上の応札業者については、

例えば水道なんかについてはきちっと氏名を発表

すると、こういうように事前に私ども書類をいた

だいております。その中には落札額とか指名業者

の氏名とかきちっと入っておりますので、改善さ

れているのではないかなという思いをいたしてお

ります。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 厳正に監査していただい

ていると思います。

あと１点、申しわけないですけれども、議会で

もいろいろ問題がありまして、指名業者の人員、

配置、そういったものの契約検査課での調査を厳

正にすると。特に、この不況の中で、きちっと職

員を抱えて公正に建築土木業を営んでいる企業に

対する配慮とか含めるために、やっぱりその辺は

厳正にしなけりゃならないと。

だから、事務所等の調査を契約検査課もすると

いう形で何回かここで表明をしておりますし、そ

れがどの程度行われているのか、監査委員から見

られた場合にどのような問題があるのか、それだ

け最後にお聞きしたいと思います。よろしくお願

いします。

○議長（嶋本五男君） 島原監査委員。

○監査委員（島原正嗣君） 具体的に監査の側とし

て調査しておりませんけども、一定監査委員会の

－１５６－

方に提出をされた資料、書類等に基づきまして監

査をいたしております。

今、地方自治法との関係あるいは地方分権との

関係で言われておりますのは、今御指摘のあった

ような入札行為、いわゆる外部監査につきまして

も、もっと強化していくべきではないかという御

意見等もございます。また、そのためには現在の

職員だけで、不正はないわけですけれども、公正

かどうかということについての中立的な立場で監

査をしていく必要があるのではないかなというふ

うな考え方で、私どもは監査をさしていただいて

おります。

今、御指摘の点は、将来的にやっぱりきちっと

すべきことはきちっと、現在もしておりますけれ

ども、もう少し市民の側に情報公開できるような、

あるいは情報公開という以前についての入札制度

はどうあるべきかと、こういうことも含めて検討

さしていただくと、こういうことになっておりま

す。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で監

査委員の報告に対する質疑を終結いたします。

以上で監査報告４件の報告を終わります。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の報告及び議案のうち、請願第１号及び請願第

２号を除く他の報告及び議案については、会議規

則第３７条第２項の規定により、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の報告及び議案のう

ち、請願第１号及び請願第２号を除く他の報告及

び議案につきましては、いずれも委員会の付託を

省略することに決しました。

次に、日程第６、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（泉南市市税賦課徴収条例の一

部を改正する条例の制定について）及び日程第７、

報告第２号 専決処分の承認を求めるについて

（泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について）の以上２件を一括議題と

いたします。



ただいま一括上程いたしました報告２件につき

ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 議長のお許しをいただきま

したので、ただいま一括上程されました報告第１

号、専決処分の承認を求めるについて、泉南市賦

課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、

並びに報告第２号、専決処分の承認を求めるにつ

いて、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改

正する条例の制定について、それぞれにつきまし

て御説明申し上げます。

専決の理由につきましては、地方税法等の一部

を改正する法律及び関係法令が平成１２年４月１

日にそれぞれ施行されたことに伴い、本市市税賦

課徴収条例並びに都市計画税賦課徴収条例の一部

を改正する必要から専決処分を行ったものでござ

います。

改正の内容につきまして、その主なものにつき

まして御説明申し上げます。議案書の５ページを

お開きいただきたいと存じます。

市税賦課徴収条例第１２条の改正でございます

が、これは個人住民税の均等割の非課税限度額の

引き上げでございます。扶養家族のある納税者の

み加算金を「１７万円」から「１８万円」に１万

円増額されたものでございます。

続いて、議案書７ページをお願いいたします。

附則第４条の改正、個人の市民税の所得割の非課

税限度額の引き上げでございます。これは扶養家

族のある納税者のみ加算金を「３１万円」から

「３２万円」に１万円増額されたものでございま

す。

議案書９ページをお開きください。続きまして、

６条の６の改正でございますが、これは平成１３

年度及び平成１４年度における価格の時点修正の

規定でございます。

次に、議案書の９ページから１０ページを御参

照願います。第６条の７及び８でございます。土

地に係る固定資産税の税負担の調整措置の規定で

ございますが、負担水準の高い商業地等の税負担

の上限を現行の８０％を３年間かけて引き下げる

もので、１２年度及び１３年度は７５％、平成１

４年度は７０％に引き下げるものでございます。

－１５７－

続いて、負担水準６０％以上で前述の上限割合

以下の商業地等は、税額を据え置くものでござい

ます。また、負担水準が６０％未満の商業地等に

つきましては、負担水準に応じたなだらかな負担

調整措置を講じるものであります。なお、負担水

準とは、前年度の課税標準額と新評価額の割合で

ございます。住宅用地につきましては、現行と同

様の負担水準に応じた負担調整措置を継続するも

のでございます。

議案書の１１ページをお願いいたします。次に、

第６条の９でございます。一般農地及び市街化区

域農地に対する固定資産税の負担調整措置は、現

行と同様とするものでございます。

議案書１５ページをお願いいたします。次に、

６条の１２の改正でございますが、著しい地価下

落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置でご

ざいます。税負担が上昇することとなる土地であ

っても、一定要件を満たす措置であれば税負担を

据え置くものでございます。

次に、都市計画税賦課徴収条例についてでござ

います。議案書の２３ページから３３ページまで

を御参照ください。これは本条例の規定中に地方

税法の条及び項番号を引用している部分につきま

して、地方税法の改正による条及び項番号の変更

に伴い改めたものでございます。

以上、簡単ではございますが、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） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 新しい助役の方から条例の

変更の説明がなされたんですが、これは４月１日

から実施だということで、議会開催が間に合わな

いということだと思うんですが、中身を見ると量

にしても膨大な量でありますし、私もずっと読む

んですが、なかなか理解ができない部分で、もう

少し市民が聞いてもこの改正によってどうなのか

という、よく新聞なんかが政府の予算なんかをわ

かりやすく報道しますね。やっぱりああいう感覚

が私は議案説明には必要なんじゃないかなと、そ

う思います。

先ほど監査の方の議論でもありましたように、



やはり主体は市民でありますから、普通の市民が

それを聞いて、どういう改正なのかということが

わかる、あわせたそういう説明がなされないと、

議員といえども、わかる方もいらっしゃるんでし

ょうけども、私は１２年近く議員をやっとるんで

すけど、こういう条例の改正が一体何をポイント

にしとるのかということをなかなかつかめないの

で、新しい助役になったことでもありますし、大

阪府の方から来られて、また違う目で今のこれま

でずっとやってこられた行政のあり方を、今改革

とかいうことがずっと言われておりますし、いろ

んな規制緩和ということもそういうことに根差す

もんだと思いますが、やはりもう少し普通の市民

にわかるような説明をあわせてしていただきたい

と思います。

そして、もう１つは、政府の方が３月３１日に

変えたということで、４月１日から実施となれば

議会を開く間がないんですが、政府の方にも、議

会ですから専決ということは、これは特別なとき

には仕方ないとしても、こういう法案の改正につ

いては時間があるわけですから、地方自治体の議

会の審議が十分保障されることも政府の方には言

う必要があるんじゃないかなと思いますね。

でないと、これだけ大事な、税金というのは行

政行為の中で一番重大な行為でありますし、この

ことは強制力も持っとるわけでありますから、こ

の内容が十分市民に理解されてないとこれは実効

も上がりませんし、何かよく役所に聞かないと自

分の原因についてのいろんな措置が受けられない

わけですから、まず市民がわかってないと、一々

役所に行って聞いてからやるというようなことで

は困るわけですから、そういう点ではやはり議会

で議論をして条例が決めれるような措置をするた

めに、政府の方にそういう時間の余裕を与えて、

こういう地方に関係する法律はやってほしいとい

うことは、当然言うべきだと思うんですね。でな

いと、議会の役目が全くないわけですから。

それから、議会というのは本質的には条例をつ

くる大きな仕事を持っとるのに、執行する行政が

条例を出してきてそれを議会に追認しなさいとい

うことでは、やっぱり議会の役割というのはます

ます薄れていくわけですから、そういう点でも、

－１５８－

こういう重要な条例について専決という対応は、

私はまずいんではないかなと。行政はその点をど

う考えてこういう専決をしたのか。そういう法律

との関係も含めて御答弁をいただきたいと思いま

す。

そして、中身について先ほど言ったような市民

がわかるような形で、この改正というのはどうい

う意味を持っとるのか。いろいろ説明はなかった

ですけども、私が読んでおりますと、肉用牛の営

業というんか、そういう仕事をやってる方につい

ての特典もここに盛られておれば、泉南市にもそ

ういう肉牛用の業をしとる方がいらっしゃるわけ

ですから、そのことにもやはりこのことは影響す

るだろうと思いますから、そういう点ではどうな

のかと、そういうことも御説明をいただきたい。

それから、この税負担の問題にしても、僕が見

たとこによると、高く上がったところについては

調整をしておるという、そういうことではないか

なと。余り上がらないところについては、むしろ

１．０２５ということで上がっているわけですね。

というと、一般生活をしておる住宅用の固定資産

税については、むしろ相対的には引き上げられた

んではないかなと、そういうような感じをこの改

正では抱くんですけども、そういうような特徴を

持ってるんではないかなと。

それと、評価額と新しい路線価格というんです

か、そことの関係で出してきていらっしゃると思

うんですが、この税は時価に近い形を基本ベース

にして、そして税をかけてくるということが、地

価が下がったことによって大きな矛盾を持ってき

たという問題をもってこういう改正をしたと思う

ので、今後土地が 住宅地というのは基本的に

は売ることを想定して持っておるわけじゃないわ

けですから、余り地価が上がったり下がったりす

ることによって、自分の固定資産税が変動すると

いうのは大変不安ですから、そういう点で、今回

の改正については、そういうところが上がってお

るということはむしろ問題ではないかなと思うの

で、基本的にはそういう今回の改正の特徴がある

んではないかなと私は説明なりを読んで感じるの

で、そういうことであれば、そこの部分の住民に

対する影響をぜひ示していただきたい。



それから、もう１つ、今回のこの改正によって

市民税の入ることについて、どれだけの影響があ

るのかということは大変関心のあるとこですから、

この改正によって税収に与える影響は、額におい

てどれぐらいあるのかということも御説明をいた

だきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） 課税課の方から

御答弁申し上げます。質問の内容がたくさんござ

いましたので、順番にいきたいと思います。

最初に、わかりやすい説明ということでありま

したので……（小山広明君「助役に言うてるんや

で、あんたに言うてない」と呼ぶ）……ちょっと

これは飛ばしまして、具体の内容の中で肉用牛の

関係がありましたので、まずこれから説明さして

いただきます。

これは軽減措置の対象になっておった適用年数

が今年度で切れますので、１４年度までに延伸し

ますよという内容でございます。

それから次に、税負担の地価下落との関係です

けども、長々と条例ではあるんですけども、わか

りやすくいえば、普通、固定資産というのは適正

価格でいわゆる評価額イコール課税標準額となる

のが理想なんですけども、現実には課税標準額と

評価額との乖離があると。何でこんなことになっ

たかといいますと、バブル時期の関係が一番の最

大の要因ではないかと思っております。

その中で、負担調整という呼び方でいろいろや

っておるわけですけども、バブル期に評価が上が

ったときに、課税する標準となる額、課税標準額

のアップを一気にできなかっというために乖離が

あるということで、なだらかに上げていっておる

と。

その間に地価の下落現象が著しく生じてきてお

るということに対する対応ということで、評価額

に対して乖離部分が大きいところについては、な

だらかに上げていくんですけども、その上げ方を

例えば少しずつ据え置いたりいろいろしまして、

極端なことにならないように緩和していくという

ふうな内容のことを書いてる分でございます。

それから、市民税のいわゆる１万円加算金のア

ップの関係ですね。１７万から１８万、それから

－１５９－

３１から３２万ということがありました。どれだ

け影響があるんかということですけども、当該年

度の申告がありまして初めて積算できるもんでご

ざいますので、その辺につきましては、そんなに

大きくは変わらないと思っておりますけども、所

得の関係でございますので、つかみづらいという

ことで御理解をいただきたいと思います。

それから、もう１点、専決の関係ですけども、

これは法律の施行が３月いっぱいだったというこ

とで当然間に合わなかったので、毎年こういう形

でされておると思うんですけども、その点は関係

機関との協議会等ある中で、意見としては申し上

げておきたいと思っております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 小山議員の方から、議案説

明は市民がわかりやすい説明でというふうな御指

摘をいただいたわけでございますけども、これま

でもそういうふうな御指摘をいただいていること

は承知をいたしておりますが、そういう御指摘も

いただいておりますので、私といたしましては、

できるだけわかりやすく説明を申し上げたつもり

でございますけれども、何せ法の改正、条例改正

等多岐にわたる、あるいは詳細にわたる部分もご

ざいまして、なかなか簡単に説明するということ

は難しゅうございます。重要なものにつきまして

は、これまでも広報等を通じて市民にわかりやす

く伝達するというふうにしておりますので、御理

解を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 初めに助役に答弁していた

だきたかったんですけどね。そういう議会の審議

の問題を含めて、やはり専決ではなしに、市民生

活にそういう税金というのは一番大きな影響があ

るわけですし、今も質問して初めてわかったのは、

肉用牛の措置が延伸されるという、これは市民に

とっては大変大きな影響があることでしょう。

このことはやっぱり説明が抜けとったわけです

から、そういう点では、これだけ膨大な条例の改

正は、議会でやはり十分審議をして、議会の主体

性を持たなければ市民の負託にもこたえられない

わけですから、そういう点では政府の方の法の扱



い方についても、十分地方自治体の審議ができる

ような対応をしないと困るということを当然言う

べきじゃないでしょうか。

それで、４月１日から実施、３１日、それは明

らかに地方の審議権を無視しとるわけですからね。

そういう点はある意味の政治家、助役としては、

そういう点でのこの問題をどう考えとるのか。安

易にポッと専決をしましたと、こういう理由です

ということでは、議会の関係では、私は議会に対

して助役がどういう考えを持っとるかということ

を示す１つのもんだと思いますよ。

そういう点では、この問題については、私の指

摘について助役はどう考えとるのかということは、

政治家としてやっぱりきちっと今後どうするんか

も含めて答えるべき問題だと思いますよ。でない

と、議会なんてますます形骸化するじゃないです

か、こんなことをやっとったら。

それから、これまでもわかりやすい説明をして

きたと言っておりますが、きょうの説明を聞く限

りでは、従来の説明とは全く変わってない。何に

もあらわれてないし、広報でお知らせすると言っ

ても、それは決まった後にお知らせすることを私

議論しとるわけじゃないんですからね。

やはり議会がそういうことを判断するときに、

もう少し議会にとってもわかりやすいような説明

をした上で審議をするということが基本にあって、

それから市民に対する丁寧な説明と、こういう段

階があると思うんでね。こういう判断は大変まず

いと思うんで、もう一度その点については踏まえ

て御説明いただきたいと思います。

それから、指摘したことは答弁してないんです

が、いわゆる高く上がったところについては調整、

１．０２５上がったのを１にするという措置をして

ますね。これは０．８なんですか。下の方はそのま

ま１．０２５上げとるでしょう。ということは、極

端に上がったところについては、上がるとことい

うのはそれだけ土地が動きやすい、土地の評価が

変動しやすいところをやっとると思うんですが、

一般に普通に生活しとるところについては、この

まま何も措置をしてないんじゃないかという私の

指摘については答弁していただいてないんで、こ

れは議長においても答弁が漏れておりますから、

－１６０－

この辺はちょっと配慮をいただきたいと思います。

そうじゃないですか。

あなた方が説明しておる、０．８を超えるものに

ついては引き下げる、０．６から０．８以下について

は据え置き、０．４から０．６については１．０２５上

げるわけでしょう。これはやはりちゃんと説明を

していただかないと、今回の措置が、土地が高く

上がるとこということは、余り市民生活と関係な

いとこやと思いますよ、ある意味でね。ほかのと

ころは全部上がっていくわけでしょう、０．０７５

とか。

そういう構造になっとるんじゃないですかとい

うことを私指摘しとるんで、そうであればそう、

いや違うと、ここは市民にとっても土地の評価が

下がっとることについて、こういう軽減措置とい

うんか減免措置的なことをやったんだということ

であればそれでいいんですけど、私はそう読めな

いので、その辺の説明をしていただきたい。

それから、先ほど１７万から１８万とか３１万

から３２万の件では、そう変わらないでしょうと

いう説明があったんですが、税そのものでこの措

置をすることによって税収が少なくなるんでしょ

う、トータル的には。それはどれぐらいですかと

いうことを聞いとるわけですから、それはちゃん

と出してくるからには、あなた方は政府がやった

のは別として、行政として責任持って議会に出し

たわけですから、その点での影響額はどうかとい

うことは、ちゃんと一番説明しないといけない内

容だと思うんだけど、そういうことも質問しない

と出てこないというのは問題ですよ、こういう条

例の提案の仕方にとっては。

どんなことでも効果ということがあっていろん

な行為があるわけですから、マイナス効果なのか

プラス効果なのか、そういうことをちゃんと丁寧

な説明をしていただきたい。専決したんだからも

うどうでもいいんだというんじゃないと思います

けどね。よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私の方から負担調整

と負担水準の問題、また非課税の枠の拡大という

ことで、まず市民税の１万円増加の非課税の範囲

の拡大ということで、これにつきましては、従来



から非課税でございますので、市税に影響はござ

いません。非課税というのは、収入に応じて非課

税にランクされるのかされないかということによ

りますので、この改正によりましての市税には影

響がないと。非課税世帯の方の枠がふえたと、金

額的にね。そういう解釈でお願いいたしたいと思

います。

また、負担水準と負担調整ですけれども、これ

は今先ほど課長も答弁さしていただいたように、

評価額と課税標準というのが固定資産の基本でご

ざいまして、平成５年までは御承知のとおり評価

が３年に一度ということで、平成５年までは負担

水準で評価額に標準額が追いついていったと。い

わゆる本則課税であったということでございます。

ですから、分母と分子の関係でございます。評

価が分母で課税標準額は分子でございます。その

差が開いてるほどいわゆる税がなだらかに上がっ

ていくと。率の大きいものについては、もういわ

ゆる課税標準と評価が接近してますので、こうい

う人には税は据え置き、また引き下げる措置をと

っていくというのが今回の主な改正でございます。

また、この改正については納税者に御負担がか

かるような改正はございませんので、その点もひ

とつ御了解賜りたいと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 専決処分についての再度の

お尋ねでございますけれども、地方自治法の１７

９条に専決処分できる場合ということが議員御案

内のとおり定められておりまして、国の方で相当

多数の法律等の制定、改廃があるわけでございま

す。その場合に、議会を開くいとまがないなど法

律に規定されておる条件に合致する場合には、専

決をお願いする場合もあるということでございま

すので、御理解をお願いしたいと存じます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 助役、そんなん理解できな

いですよ。あなたは議会をどう考えとるかですわ、

行政からして。ちゃんと議会の審議をして、その

結果によって行政が運営するんでしょう。先に専

決したら議会というのは役目を失うじゃないです

か。そういうことを言っとるんですよ。だから、

－１６１－

そういう地方におけるちゃんとした行政と議会の

役割が保障できるようなことを国の法律を制定す

る場合にもちゃんとすべきだというのは、正当な

要求としてできるんじゃないですかということを

言っとるんですよ、私は。

でないと、あなた方は責任持って専決、専決

専決というのは、そんなもん字に書いてあると

おりどうしても開けないときですよ。そういう開

けないときを人為的に国でつくられたら困るでし

ょう。だから、正常な形はちゃんと議会に案とし

て出して、採決を受けて決定を受けて行政が運営

するというのは当たり前の形でしょう。そういう

ことをちゃんと国が理解をして法律をつくるべき

でしょう、どんなことを考えても。それをあなた

に言っとるわけですから、法律でそうなってるか

らこうしましたと、何にもそこに矛盾がないとい

うような答弁をしたんでは困るんですよ、それは。

あなた、じゃ議会に対して専決をしてもいい、

専決なんていうことを当たり前にしてもいいわけ

ですか。なるべく専決しないようなやり方を国に

も求めるべきじゃないですか。そういうことを私

は言っとるんですよ。そういうことを踏まえてあ

なたは今答弁をしたんですか。そうじゃないでし

ょう。だから、そういうことを聞いとるわけやか

ら、やはり正常な状態に戻すために改善をしてい

くというのは当たり前ですからね、こういう議論

を通して。そういうことを私は言っとるわけです

から、やっぱりそのことにちゃんと答えていただ

きたいと、そのように思います。

影響が全くないというのは、負担はないけども、

先ほど言うように、牛を飼ってる方は据え置かれ

るということは、本来ふえるはずが納めなくてよ

くなるわけでしょう。それは市の方からいうと入

らなくなるわけじゃないですか。それは市民にと

っても大きな影響があるわけですから、ほかにも

そういうことが僕はあるように思います、この法

律は据え置きとかいろいろね、何年に限って据え

置くとか。そういうものはちゃんとこの条例を見

るまでわからんわけですから、市民は。

だから、この部分はこれだけ据え置くんですよ

ということを言ってほしいのと、この中に市長が

必要と認めるときはしないとかいろんなこういう



表現がありますよ、いっぱい。だから、もう少し

この中身の重要な市民にとっての問題点について

はちゃんと説明をするべきですよ。

影響がないという、それは市民から見たら納め

なくてもいいんだろうけども、この条例の改正に

よって納めなくてよくなるということは、市に入

るべき税金がなくなるということでしょうがな。

そういう影響額がどうかということを聞いとるん

ですから、ちゃんとそれは答弁してくださいよ。

ちゃんと影響額があるわけですから、これをしな

かったらこれだけの影響があると。

私、さっき牛と肉の話を言いましたけど、農地

の問題でも全部あるでしょう。市街化地域の農地

がどうやとか、１４年までやるとか、いっぱいあ

るじゃないですか。ちゃんとまとめて答弁してく

ださい、どういうことが据え置きになったのか。

読めばわかるといえばそれまでやけど、なかなか

それは読んでも理解しにくことがいっぱいありま

すよ。

だけど、そういうことはちゃんと質問するまで

にも説明をするべき内容だと私指摘しとるわけで

すから、言うたことだけポッと言うんじゃなしに、

ほかにもこういうことがあって、これは据え置き

になりましたと、そういうようなこともちゃんと

御説明をいただきたい。非課税世帯がふえればそ

れだけ税が入ってくることが少なくなるわけじゃ

ないですか。だから、そういうこともちゃんと説

明をしてください。

助役とも議論しましたけども、市長、やっぱり

これね、議会が専決でない形で提案できるような

ことを国の方にもちゃんと言う必要は、これは当

然、考え方は関係なしにあると思うんですよ。そ

んなもん３１日に決めて４月１日から実行やった

ら、専決の事務かてそしたらでけへん、はっきり

言うたら、一日しかないわけやからね。専決とい

ったって、そらいろいろおたくで内部調整とか何

かいろいろやるわけでしょうがな。

だから、もう少し余裕を持った議論が十分保障

されるような国のあり方をやってもらわないと、

地方分権といってもなかなか地方にきちっとした

議論をする場が保障されなかったら、それはなか

なか地方分権もそろわないと思いますよ。そうい

－１６２－

うことでよろしくお願いします。

○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、再度御答

弁申し上げます。

先ほど私の方では市民税に影響がないと言うた

のは、これは非課税の範囲のことでございまして、

６条の３の肉用牛の売買ということではございま

せん。

また、この肉用牛というのは、当市では畜産業

者はございません。これは乳牛とか牛の小さい子

供を育てるというんですか、種牛というんですか、

そういう業者を除いた食肉用の牛を畜産している

畜産業者に対しまして、市民税の所得割の控除を

していくと。これは御承知のとおり、私もちょっ

と勉強不足でわかりませんけども、食肉用が自由

に輸入ができるようになってから、その畜産業者

を擁護、税制面から保護するためにこういう法律

ができたわけでございまして、それを継続してい

くと、今回の改正でね。そういうことでございま

すので、よろしく御理解のほどお願いいたします。

〔小山広明君「肉用あるやないか、大苗代に」

と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 手を挙げて発言してくださ

い。

〔小山広明君「違ったことを発言するからよ」

と呼ぶ〕

○総務部参与（中田正純君） そして、固定資産の

関係ですけども、現在、固定資産というのは、適

正な地価というのが１つの評価の基準でございま

す。適正な地価というのは、不適正要素が要因と

してない、売り急ぎとか買い急ぎとかいろいろな

条件がつかない、国土庁から発表される公示価格

とか府内の固定資産の調査、また不動産鑑定士が

見て適正な評価をしてるわけです。その評価の中

で、先ほども答弁いたしましたとおり、税収に関

するものは評価イコール課税標準というのがある

わけです。

これには今開きがございまして、というのは、

評価に税率を掛けますとかなり税の御負担が大き

いので、そういう形でその間差のことを０．４以上

は１．０２５と２．５％なだらかに上昇しますよと。

今回の場合はそういう間差の少ないとこに税制を



抑えていくということが、固定資産を改正した１

つの大きな点でございます。そういったことで、

まだ評価と課標の格差が大きいとこには、まだ今

後もなだらかに固定資産税が上がっていくという

ことでございます。

これはとりもなおさず、固定資産というのは土

地が下落してるのに税が上がっていくと、逆転現

象じゃないかという納税者の意見も大勢を占めて

おりますので、それでこういうような負担措置と

いうのをして税制を抑えていくというのが今回の

大きな改正でございまして、従来８０から７０％

まで上限を落としていくということで、７０％以

上になると税金が上がらないと、また土地の下落

率の関係もございますので、そういった形で改正

をさせていただいたわけでございますので、よろ

しく御理解のほどお願いします。

〔小山広明君「いやいや、全然答えてないがな、

そんなこと聞いてへん。市長、どうなんです

か、これ」と呼ぶ）

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 何も質問してないことを長

々と答弁いただかなくていいんで、僕はどういう

影響額があるかということと、ほかに据え置きの

ようなものがいっぱいありますよ、これね。そう

でしょう。土地保有税の問題も言及されとるでし

ょう。だから、この改正によって、基本的には据

え置くという１つの特徴を持ってますよ。だから、

どういうものが据え置かれるのかという特徴的な

ことはちゃんとやっていただいて、据え置くとい

うことはそれだけ税収が入らんわけですから、そ

の金額はどうかというそこだけ答えていただいた

らいいんですよ。

市長には、そういうやはりちゃんと議会として

の審議権を保障するために、国の法律のつくり方

についてはきちっとやらないと、専決というのは、

こんなことはあってはならないわけですからね。

できるというものではなしに、どうしてもできな

いときにやる、回避できることであれば、専決し

なくてもいい努力を国もみんながせないかんとい

う、そういう問題だと思うんですよ。

そういう点で、３１日に政令を決めて４月１日

から施行というのは、全くそこで審議をすること

－１６３－

を保障してないわけですから、これはやっぱり正

常じゃないと思いますので、そういう点では政治

家として地方自治体の審議権を守るというのは大

きな地方分権の柱みたいなもんですから、そうい

う点では市長、一言そういうことについて本会議

で意思表明して、それなりの動きをしてもらいた

い。これは何も無理な要求を私言っとるわけでじ

ゃないと思うんでね。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 法律は国家でつくりますけ

れども、当然その法律に連動して地方自治体が条

例なりいろんな規則を含めて変えなきゃいけない

というのが多数ございますので、本来ですと一定

の猶予期間があってするというのが一番いいわけ

でございまして、私どもはその条例改正だけでは

なくていろんな施策変更になりますから、準備も

要るわけでございますから、できるだけ余裕を持

った形で地方にその時間を与えていただくという

のは、おっしゃるとおりだというふうに思います。

ですから、これに限りませんけれども、今後とも

機会があればできるだけ、国会審議との関係もあ

るでしょうけれども、本来少し余裕を持ってして

いただけるように、機会あれば要望をしていきた

いと思います。

○議長（嶋本五男君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） 負担、据え置き

等いろいろ本法改正に伴って条例改正ということ

になっているんですけども、それで税収の見込み

ですね。どれほど影響があるのかということで、

具体の数字を上げてくれと言われたので、その辺

につきましては当該年度に積算というんですか、

申告が出てきた時点でないと具体の数字は出ない

ということで、詳細のそういう具体的な数字はつ

かめないんですけども、その改正に係る部分だけ

でどれだけになるかということについては、例え

ば固定資産税でいけば市内で５万筆ほどある中で、

すべて積算せないかんということになりますので、

その辺まで詳細に積算業務をまだ今の段階ででき

ておるということでないので、わからないという

ことなんですけども、全体からいいますと、確か

に市民税の関係ではいわゆる加算金の関係で１万、

１万の非課税の分が上がったということもありま



すので、所得の申告がどれだけになるかわかりま

せんけど、若干の影響は出てくるだろうというふ

うには思っております。

固定資産の関係、土地と家屋と償却とあります

けども、先ほど来から説明さしていただいてます

いわゆる評価額と課税標準額との乖離部分の関係

で、バブル期に大きな乖離があったと、それを埋

めていくためにちょっとずつなだらかに上げてい

るんだと。

地価が下落してる中でその分で、上げる分と実

際にはもう下がり切ってしまって、調整、据え置

き措置が効いてきて下がってる分もあるというこ

とですから、全体的にはどれだけになるかという

ことでいきますと、固定ベースでは上がる分と下

がる分と入れたらほぼ横ばいぐらいになるんかな

と思っております。具体には、当該年度にそうい

ういろんな作業をさしていただいた中で数字が出

てくるということですので、御理解をいただきた

いと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君に申し上げます。も

う３０分以上やっておりますので、５回目でもあ

りますから、なにしてください。（小山広明君

「議長、答弁も聞いて整理してもらわないと」と

呼ぶ）いや、議会は回数制限もありますし、時間

もありますから、あなた一人だけではございませ

んので、その点心得てください。小山君。

○２番（小山広明君） いや僕は答えていただいた

らそれでいいんですよ。さっきも何にも言わない

んだけども、牛とこれの据え置きは言いましたけ

ども、ほかにもあるでしょうと。農地についても

あるし、保有税の問題についても据え置くのがあ

るし、今こうパッと広げて市街化地域の農地の１

２年から１４年までの据え置きもある。そこは全

部ちゃんと言うてくださいよ、どの分が据え置き

になるのかという。

だから、そういうことを聞いとるわけですから、

それからそれの総額、これの影響額はどうかと、

この２点だけを聞いとるわけですからね。これだ

け言うてください。何回も言っとるんだけど、何

か全体の枠組みの話ばっかりしてこの金額を言わ

ないんで、議長もこのことだけ言うていただいた

－１６４－

ら僕は結構ですから。

○議長（嶋本五男君） 長いからです。あなたの質

問が長過ぎるから、それだけ言うてくれたらいい。

（小山広明君「じゃ、それだけお願いします」と

呼ぶ）池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） 再度の御質問な

んですけども、据え置きになった分でどれだけに

なるかというような具体の数字につきましては、

先ほども申し上げましたように、市内５万筆ほど

ございますので、その中で詳細に積算をしなけれ

ばいけないということになりますので、具体の数

字はまだ出ておらないと。

全体の予測数字でいきますと、先ほど申し上げ

ましたように、固定ベースではプラスマイナス同

じではないかというふうに思っております。

個々ですね、全体的に……（小山広明君「据え

置きの種類と言うてる。何が据え置きか」と呼ぶ）

条例の中身で、それぞれ議案書に書いてる部分で、

据え置いた分は据え置いたという形で書いており

ますので、よろしくお願いをいたします。

〔小山広明君「わかってないんや、それが」と

呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） ほかに。（小山広明君「い

やいや議長、言うてないですよ、今何も」と呼ぶ）

もう回数制限があるんで、後で原課で聞いてくだ

さい。ほかに。（小山広明君「そんなんおかしい

わ。原課に聞いてくださいて、そんな、それはお

かしいですわ」と呼ぶ）制限の５回に入ってます

んで。ほかに。（小山広明君「だけど、原課で聞

いてくれなんていうことはおかしいでしょう、そ

んな采配は」と呼ぶ）和気君。（小山広明君「僕

が聞いとることに答えないことを原課で聞いてく

れて、どこで聞くんですか。そんな采配ないです

よ」と呼ぶ）和気君。（小山広明君「原課に聞い

てくれてどういうことやねん」と呼ぶ）座ってく

ださい。和気君。

○１３番（和気 豊君） 今回の市税賦課徴収条例、

これについてはもう既に専決をされて、そしてこ

れに基づく税の徴収については、いわゆる固定資

産税の納付書ですね、その他関係の特別土地保有

税等、これについてはもう既に納付書は送付され

ておりますね。５月２０日前後をもって 私と



こには５月２１日に届いておりますが、納付書は

届いておりますね。ですから、当然今例えば固定

資産税については大体とんとんだと、いわゆる増

収にもならない、あるいは減収にもならないと、

こういうふうな言い方をされたんですが、それは

再度お伺いをしたいんですが、正確ですか。

といいますのは、この条例のお示しの部分が私

にはちょっと理解できない部分があるんですが、

助役から前段お示しをいただいた６条の７、いわ

ゆる事前修正の問題なんですが、この６条の７に

ついては９ページから１０ページにわたっており

ますから、ここで確かに表は入っているんですよ、

表はね。この表については０．４以上のものという

ことで、いわゆる負担調整率が上がる。負担調整

率が上がるということは、市民にとっては当然税

金が上がる部分ですね。据え置きなり、あるいは

引き下げる部分についての表は入っていない。

ところが、文章には、例えば１０ページの２項

のところで、住宅用地０．８以上のものに対する前

項の規定の適用については、同表の表中１．０２５

とあるのは１とする。せっかくここまで書いてく

れてるのに、その部分の表がないんですよね。そ

の部分の表がないんですよ。それから、その３項

ですね。商業地などのところでは、やはり０．６以

上のものに対する第１項の規定の適用については、

同表の表中１．０２５とあるのは１とする。この商

業地域のやつについては、全く表がないんですよ。

だから、どれがどういうふうになってるのか、

負担水準のどの部分が引き上げになり、あるいは

据え置きになり、あるいは引き下げになるのか、

これではわからんわけですね。

まさに市民の皆さんが、条例まで見られること

はないというふうに思うんですが、後になってこ

の表を、条例を見られて、あ、自分とこは何でこ

ないなったんやろうなと、一体どのランクに属す

るんかなと、こういうことを考えられた場合に、

条例までめくって見た場合にわからへんわけです

よね。

その辺はちょっと提案でも不親切だし、市民に

とっては、なおかつこれがこのままこの市税賦課

徴収条例の中にうたい込まれますと、何が何だか

さっぱりわからんと、こういうことになってしま

－１６５－

うというふうに思うんですよ。その辺は何でこの

部分だけの表に限定されたのか、その辺もあわせ

て、二、三点になりましたけれど、まず第１番目

にお示しをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） お答えいたしま

す。

まず、最初にこの負担調整の表のことに先に入

った方がいいと思いますので、入らせていただき

ます。確かに私も読んで、本人もちょっとわかり

づらいような気がしてるんで、わかりづらいこと

についてはそういう表現だなと思うんですけども、

簡単に言いますと、商業地とそれから住宅用地の

関係でいきますと、要は乖離部分の大きく……

（和気 豊君「まだその中身までは聞いてへんね

ん。僕が聞いたことに対して答弁して」と呼ぶ）

商業地の分と住宅用地の分のこの表現の仕方は、

この表の部分がこのように変わりますよという書

き方になっております。ちょっとわかりづらいと

は思うんですけども、いわゆる乖離部分をなだら

かに埋めていくというふうな趣旨で、据え置きと

かいうふうな部分につきましては、当然軽減され

てというんですか、軽減されておるということで

ございます。

それから、発送の関係ですけども、これは固定

の方では５月の初旬ですね。それから、市民税の

方では６月の初旬ということで発送さしていただ

いてます。

それから、あと予測の数値の関係のことなんで

すけども、固定ベースでは乖離部分の要するにま

だ上がるところの部分もございますので、プラス

マイナスでいきますと、とんとんぐらいになるの

かなというふうに予測しておるということでござ

います。先ほど言いましたように、市民税の方で

は若干下がるというふうな予測をしておるという

ことでございます。

○議長（嶋本五男君） 理事者の皆さんに申し上げ

ます。議員の質問に対しては的確な御答弁をひと

つお願いします。 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 負担水準の表で４％

以上は１．０２５上がっていくと。それに対して、

この表に対して読みかえとして１とするというの



が条例で明記されてるわけですけども、これは時

点修正と言いまして、土地の下落してる大きなと

こには、従来３年に１回の評価がえでしたんです

けれども、現在土地が下落してますので、１年１

年時点修正を加えます。

時点修正を加えて、その下落率が１年に１２．５

％上がりますと、いわゆる負担調整率というのが

従来は８、７．５、７というようになっていくとこ

ろを、土地の下落率が高いですと、４．５まで下が

りますと税は据え置くということで、これを４以

上の場合を１と読みかえて、下落率の高いところ

については４．５％以上は据え置くということ、商

業地域の場合ですね。そういう形で１と条例上読

みかえているわけでございますので、よろしく御

理解のほどお願いします。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 先ほどもありましたけれ

ども、私全く今の中身については立ち入ってまだ

聞いてないんですよ。表について調整率が高いと

ころ、１以上の調整率のところ、税が高くなる部

分については書かれているけれども、据え置き、

引き下げのところは表には入っていないでしょう

と、これはなぜなんですかと。

この例規集を見ましても、ここの文章、文言で

表をかえるという、そのかえる表が私はよう見つ

けなかった。だから、今回新しくこの表をつくら

れた場合には、すべてにわたってこの表に載せら

れた方が、市民にとっては親切なんではないかな。

これは表はないですよ、この中には。

だから、一部だけ載せても、うちとこは果たし

て据え置きになるのか引き下げになるのか、その

辺は市民にとってはわからないわけです。条例ま

で立ち入って見られる方はどうだろうかなという

ふうに思いますが、おられるかどうかわかりませ

んけれど、そういう方も自分の税にかかわる問題

ですから、私はよう見つけなかったんで、あると

いうふうに言っていただけるんであれば……。

しかし、やっぱり条例を出してこられる場合は、

審議に付する提案ですから、その場合はもうちょ

っと親切に、この表すべてにわたって作成したも

のをお出しいただかないと いやいや、載って

たら載ってたでいいですよ。そやけど、議会で論

－１６６－

議する場合にはそういうふうにしていただかない

とね。

それで、先ほどちょっとお伺いしたんですが、

泉南市で引き下げになるところは大体何％ぐらい

あるのか、据え置きになるところは大体何％にな

るのか。そして、例えばこの０．４以上のもの、い

わゆる負担調整率が１以上になって、実際上税が

高くなるところですね。いわゆる評価額が極端に

下がらないところ、そういうところは実際どれぐ

らいあるのかですね。

その辺の割合を出していただいて、こうこうこ

ういう割合だから実際上税額としては市民にはそ

う負担がいかないし、税額としてもそう変動はな

いんだと、こういうことでお示しいただかないと、

変動がない、ないと言われても、その根拠を明ら

かにしていただかないともう１つよくわからない

んで、その辺はひとつ明らかにしていただきたい

なと。

それで、既に国会でこの地方税法の改正につい

ては論議されているわけです。国会では、ちなみ

に引き下げは１７％、そして据え置きが３７％、

それから引き上げは４６％ということで、引き上

げの部分が多いということになってるんですよ。

引き上げの部分はね、むしろ。これは衆議院の地

方行政委員会へ提出された資料です、２月２４日

付でね。

だから、とんとんだというのはもう１つよくわ

からない。そして、ましてや市は５月初めに

私、５月２０日と言いましたけども、それ以前に

早々とこの専決された条例に基づいて納付書を送

っておられるわけでしょう。だから、わからんと

いうようなことはあり得ないと思う。そやから、

予算上の当初予算との関係も含めてその辺はお示

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） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） お答えいたしま

す。

まず、表の関係ですけども、９ページから１１

ページの負担水準の表ですけども、実は条例に表

を入れましたのは、今回の改正で初めて入れさし

ていただいたわけです。実際には、今度の税法改

正で変更になった分は、据え置きの部分ですね。



要するに、例えば商業地の分の据え置きの部分を

０．８から０．７５に変えていったとか、その据え置

きの部分が変わったということで、前の分には表

が入ってなかったので、今回わかりやすいように

入れましたと。さらに文言で変わった部分 当

初の分を入れまして、今回の税法改正で変わった

分を文章で入れたと、こういうことですので、御

理解をいただきたいと思います。

それから、もう１点、見込みですね。率的にど

うなるのかということなんですけど、具体のこと

はつかみ切れてないと言いましたのは、実は納付

書を発送してからでも、例えば異議の調査依頼と

かがございまして、現場調査した結果、現況が変

わっておるとか、それから当該年度でいろいろ用

途が変わったりとか、建物がなくなったりとか、

いろいろありますんで、具体の細かい数字は出な

いということで申し上げたということです。

それから、全体のアップダウンの話ですけども、

先ほど和気議員の方から国会での割合のことを申

されましたけども、当市で予測いたしております

のは、ダウン、アップとも二十数％、据え置きで

五十数％になるのではないかというふうに予測を

いたしております。したがいまして、ほぼ横ばい

ではないかなというふうに思っております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 余りこれ、池上さんね、

あなたこの担当部課におつきになってからわずか

の期間ですから、本当に私は論議しにくいんです

が、従来は表がなかったわけですから、今回表を

出す場合には、全面的にだれが見ても引き下げ部

分、据え置き部分、それから引き上げ部分と、こ

の表、二、三行ですやんか。市民に優しい、議会

にも論議が十分開陳できるように、こういう表を

お出しになって論議が進むようにした方がいいん

じゃないかと、まずこういうふうに思います。今

後、この点は余り詰めませんけれど、だれが見て

も当たり前のことなんで、ひとつよろしくお願い

をいたします。

問題は、おたくらが今回の法改正については胸

張って、いわゆる地価の下落によって引き下げに

なる部分、すなわち負担水準でいけば新評価額と

－１６７－

課税標準額との割合と言われた。いわゆる課税標

準額が分子に来て、新評価額が分母にくると。そ

の分母がむしろ従来の課税標準額よりも下がるか

ら、ほとんどが負担水準は０．６なり８以上になっ

ていくんだ。だから引き下げる部分が多いんだ。

すなわち１４年には７０％になる、こういうとこ

ろが多いんだと、こういうふうに胸張って言われ

た。

ところが、今数字を聞きますと、それがむしろ

改正の主目的だということで、７条なり６条の７

なり６なりを披瀝されて説明された。冒頭、蜷川

助役からそういうことの御説明をいただいた。と

ころが、実際は据え置きが５０で、あと引き下げ

と引き上げはとんとんぐらいと。これは引き下げ

と引き上げは一体どっちがどうなるのかというの

はもう１つよくわからないんですが、冒頭の説明

では、当然引き下げの部分の方が多くなってない

と 私そういうふうに理解するんですが。胸張

って言われましたから、市民には決して迷惑かけ

ないんだと。こういうようになりましたけれど、

国会で論議あるんですよ、議事録は。この論議の

過程で、国会でのこの行政委員会の過程では、む

しろやっぱり増収になっていくんだと、引き上げ

パーセントの方が多いからね。

これはいわゆる地方行政から大体の、概算の見

込みを早くからヒアリングをして、こういうこと

の提出を求めてるんだ。それによりますとと、こ

うなってる。こんなもん国会で地元のそういう動

向を無視して、こんな数字出せませんよ。市町村

の動向を十分に酌み上げてこういう数字を発表し

てるわけです。経過の中に書いてるんです、この

委員会の議事録の中に。だから、泉南市も早々と

５月の初めにそういう納付書を既に送っているわ

けですから、今になってそのパーセントがわから

んとか額が定かではないというようなことでは、

これはわかりませんよ。

それから、もう１つは、あなた、ことしは１２

年ですから、確かに３年に一度の縦覧に基づく異

議申請ができる期間ですよ。異議申請の期間とい

うのは極めて限定されてるでしょう。３月２０日

から４月２０日ぐらいでしょう。そういう異議申

請がすべて完了して、問題ないということで納付



書を送られるわけでしょう。固定資産評価審査委

員、異議申請がかかってる部分、これがあっても、

しかし市の見解の納付書、市の判断の納付書はや

っぱり送られてるわけです。その納付書に基づい

て一体どうなってるのか、予算との兼ね合いでど

うなってるのかと私は聞いてるわけです。

○議長（嶋本五男君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） お答えいたしま

す。

先ほどの具体の数字の中で異議申請云々という

話なんですけども、全体のことで言いましたこと

で、いわゆる不服審査、審査委員会の申し立ての

分につきましては、ついこの間で終わりましたけ

ども、その部分だけじゃなくて、当該年度におけ

るいわゆる経年変化等で修正等ございますので、

具体の数字はなかなか出づらいということで申し

上げたということで御理解をいただきたいと思い

ます。

それから、上がる、下がるの話なんですけども、

アップもあるということは冒頭にも何回も議論し

てますけども、いわゆる評価額と課税標準額との

乖離が一番大きかったというのが平成６年でござ

います。そのときに、その乖離を埋めるためにな

だらかに上げていくということで課税標準額を毎

年毎年ずっとやっておると。

最終的には、現在平成１２年では土地の下落傾

向がございますので、負担調整措置等をとりまし

て、ほぼ近い数字になってきておると。ただ、乖

離の多かった部分につきましては、まだ上がって

いるところもございますので、いわゆるアップに

なるところもあるということでございます。

率的には先ほど御答弁申し上げたとおりでござ

いますけども、固定資産の調定ベースでの予測で

ございますけども、１２年度と１１年度との差で

いきますと約７，０００万ぐらいのアップになると

予測をしております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） やはりパーセンテージに

基づくこれに比例して、国会の資料等にあります

ように、引き上げ部分の方がかなり大きくなると。

しこうして、当然７，０００万ぐらいの増収になる

－１６８－

と、こういうことが明らかになりました。

土地が基本的にはどんどん下落をしてきている。

特に、それが商業地域や住宅地域にとって甚だし

い。にもかかわらず、７，０００万の増収になると。

当初胸を張って８０％を７０％にしていって、む

しろ税金を引き下げていくんだ、こういうふうな

ことを最初基調報告として助役からされました。

しかし、ずっと詰めて聞いてまいりますと、そう

ではなくて、むしろ市にとっては増収、市民にと

っては負担が大きくなると、こういうことが明ら

かになってまいりました。

いろいろ調整率のやりくり、難しいあやちにつ

いては私一言も聞いておりませんから、その点に

ついては、税ですべてを統括されておられます中

田参与の方から、ひとつもう一度今のことについ

て再度裏づけも含めてお示しをいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 税収につきましては、

特に土地の固定資産税、これは現状ではまだまだ

評価と標準額の乖離が大きいですので、上昇する

部分、いわゆる納税者の負担される部分がふえて

いく部分が多いかと思います。しかしながら、そ

れも１つは上限を８０から今度の改正で７０に下

げるということで、その負担の納税者を少なくす

るというのも、土地の下落によって税の増、重税

感を少しでも緩和していくというのが今回の本来

の改正の趣旨でございます。

今後も、税はなだらかに 総体的な土地の税

収は伸びていきますけれども、大きく下落したと

ころについては税を抑えていくというのが、税の

今後の見通しでございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。５回目でございま

すから。

○１３番（和気 豊君） はい、もうまとめます。

私ども党の立場としては、基本的には固定資産税

というのは、それによって利益を生み出さない土

地、もちろん宅地もそうでありますし、それから

中小商工業者の皆さんの土地なんていうのは、今

はむしろ持っていることが苦痛になると、こうい

うふうな不況下の反映で大変な状況になっている。

その土地を有効活用されて大変な利益を生み出

しているような一部大企業は除いて、ほとんどが



土地を持っていることが負担になっているような

今の社会情勢であります。そういう点では、極め

てこの固定資産税、税については住民の感情、立

場に立ってシビアに課税をされていく、当たり前

のことであります。

今、登壇の部分で胸を張って言われたことと、

実際論議が尽くされてくる中で、むしろ負担増に

なっていく。利益を生み出さない土地について、

大企業の土地なんていうのはほとんどありません

から、泉南では。ほとんが中小商工業者の皆さん

の土地、それから宅地、こういうことになってい

くわけですから、その部分のいわゆる負担増、こ

れはますます地域の商業活動にマイナスの面を持

ち出してくると、こういうことも明らかだろうと

いうふうに思います。

そういう点で、私どもは既に専決をされておら

れるこの報告第１号については、残念ながら納得

ができないと、こういうことで意見を申し上げて、

私の質疑を終わります。

○議長（嶋本五男君） 池上課税課長。（和気 豊

君「もういいですよ。意見言うて、質問してない

よ」と呼ぶ）

○総務部課税課長（池上安夫君） 失礼します。先

ほどの御答弁でちょっと数字の方で間違いがござ

いまして、慌てて計算しましたんであれなんです

けど、先ほどアップと言いましたのは、１１と１

０年との差の分を計算いたしておりまして、今年

度、１２と１１の調定額ベースで計算いたします

と、下がっております。約１億３，０００万ほどの

下がりという形になります、比較しましてね。１

２年度と１１年度を比較して、いわゆる固定資産

の方で約１億３，０００万ほど下がるということで

訂正願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 簡単に。和気君。

○１３番（和気 豊君） もう質問いたしません。

ちょっと前提が狂ってきたからえらい誤算で……

私もそこまで突っ込んで 原課を信用しており

ますから、その前提に意見を出したわけですけれ

ど、今そういう数字の違いなんかも明らかになり

ましたので、議長、ちょっとお取り計らいをお願

いしたいんですが、今の数字とそれに基づく裏づ

けになるものについて、資料を後で全体にお出し

－１６９－

いただくということをお願いして、それでよけれ

ば私も質問を終わります。

○議長（嶋本五男君） 後で資料を配付さします。

ほかに。 以上で本件に対する質疑を終結

いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） ただいま提案されました報

告第１号に反対の立場で討論いたします。

私たちの社会は民主主義社会と言われておるわ

けですから、手続が何よりも重要であることは言

を待ちません。つまり３月３１日に法律が制定さ

れ、４月１日から執行するというこんな法律の決

め方そのことが地方自治体を無視しておるもので

あると言わざるを得ません。

当然、景気が悪くなって土地の評価が下がって

おるわけでありますから、今も最後に訂正されま

したけれども、１億３，０００万円の減収になると

いう報告がなされましたけれども、今の情勢を考

えればこの額が適当なのかどうかは、そういう点

からも疑問であります。

しかし、どんなすばらしいこともやはりきちっ

とした民主主義的な手続の中で決められることを

抜きにして、いいことだから議論しなくてもいい

という、そういうことには当然ならないわけであ

りますから、こういう提案の仕方には全く賛成で

きないわけであります。

そして、質疑の中でも十分な議論が深まること

が私にとってはなかったわけでありますが、こう

いう専決でありますし、問題の多い条例でありま

すから、十分議論の場を保障していただきたいと

いう希望を申し上げまして、この議案に反対をさ

していただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 専決をされ、ただいま報

告１号、報告２号として出されております泉南市

賦課徴収条例並びに泉南市都市計画税賦課徴収条

例の２点にわたって反対の立場から討論をしてま

いります。

数字が論議の中でかなり変わってまいりました。

私は途中で行政から提示された数字をもとに反対

の意見を出したわけでありますが、しかし最終的



にそれは修正されました。しかし、全体で見れば

やはりアップになる部分もあるということであり

ます。

今、土地が下落しているこういう社会情勢、そ

して経済的に大変な状態の中で、土地に係る税が

引き上げられる。これは住民感情からいっても納

得ができない点であります。全く今回引き上がら

ないと、こういうことであればまだしも、５０％

は据え置き、そして引き上げ、引き下げ両方であ

と残り５０％、その中には当然引き上げ部分も入

っているはずであります。数字は定かにされませ

んでした。後で資料をお願いしておりますが、そ

の中にも入り込んでいるということは明らかであ

ります。住民感情、そして今の経済情勢の中で、

引き上げになる部分があるということは到底認め

ることはできません。都市計画税においても同じ

であります。

以上をもって反対の討論とさしていただきます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

２件に対する討論を終結いたします。

これより報告第１号から報告第２号までの２件

に関し、順次採決いたします。

まず、報告第１号を採決いたします。本案は、

原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て報告第１号は、原案のとおり承認することに決

しました。

続いて、報告第２号を採決いたします。本件は、

原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て報告第２号は、原案のとおり承認することに決

しました。

次に、日程第８、報告第３号 専決処分の承認

を求めるについて（泉南市固定資産評価審査委員

会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。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

－１７０－

〔報告書朗読〕

○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。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第３号、専決処分の承認を求めるについて、泉

南市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明申し上げます。

専決の理由につきましては、地方税法の一部を

改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正す

る政令がそれぞれ平成１２年３月３１日に公布さ

れ、同年４月１日から施行されることとなったこ

とにより所要の措置を講じる必要から、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分を行っ

たものでございます。

改正された部分につきまして御説明を申し上げ

ます。議案書３９ページをお開き願います。

泉南市固定資産評価審査委員会条例第８条第４

項中、「関係者」の次に「（審査申出人及び市長

を除く。）」を加え、第１０条第１項中、「前２

条」を「前３条」に改めたものでございます。

甚だ簡単ではございますが、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。

質疑はありませんか。 和気君。

○１３番（和気 豊君） ただいま提案された第８

条第４項中、関係者の次に審査申出人及び市長を

除くと、こうあったんですが、これはちょっと全

文を御紹介いただいて、従前従後といいますか、

従来はどうあったのが従後はどうなったのか、こ

の部分だけではちょっと理解に苦しみますので、

その全文をお示しいただいて、それでなぜ今回の

改正が、いわゆる上位法との関係もありますから、

上位法がどうなり、そしてそれを受けて市ではこ

うなると。

最近固定資産税にかかわっての異議申請が非常

に多い、審査請求が非常に多い。こういうことも

ありまして、このことが果たして審査申出人、審

査請求人にとって不利になるのか不利にならない

のか、その辺私よくわかりませんので、その１点

だけでお示しをいただきたいと、こういうふうに

思います。



○議長（嶋本五男君） 南総務部参事。

○総務部参事（南 省市君） ただいまの和気議員

の御質問にお答えさしていただきます。

全文ということでございましたので、第８条、

口頭審理という条項ですけども、そのうちの第４

項、改正前の条文でございますが、委員会は関係

者に対し、口頭による証言にかえて口述書の提出

を求めることができる、の条項のうちの関係者の

次に、今回提案さしていただいております文言が

追加されたということでございます。

それから、不利になるかどうかということでご

ざいますが、今回の改正は、前回、ことしの１月

１日施行されております改正後に新たに改正され

たものでございますが、今回の分で申出人さんが

審査申し出をされた場合、まず書面での審理とい

うことが基本になりました。出てきた中で書面審

理をしますが、その中で申出人さんに口頭陳述の

機会を与えるということで、委員会としましては

申出人さんの意見を十分聞く機会を設けておりま

す。

それから、課税庁に対しては、その申し出に関

する答弁書の提出を求めております。それを申出

人さんに一部お渡ししまして、それに対する反論

書をいただくようになっております。それで、文

書でのやりとりをした上で委員会と申出人さんと

で口頭での陳述、申出人さんの意見を十分聞く機

会をつくっておりますので、今回の改正等では申

出人さんに対しては十分意見を述べる機会、場所

を設けておりますので、不利にはならないと考え

ております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今、全文をお読みいただ

いたんですが、この８条４項、委員会は関係者に

対しということで、従来は、関係者の中には審査

請求人、審査申出人や市長が入っておったと。今

回は除外されたわけですから、ここの部分はこの

二者については、いわゆる審査請求人、市長につ

いては、口頭による証言にかえて口述書の提出を

求めることができるということからは除外される

わけですね。できなくなるわけですね。そういう

ふうに解釈していいですね。

－１７１－

確かに、このうちの条例でいえば、書面審理の

部分はある。しかし、口頭審理の部分もあるわけ

ですね。そして、口頭審理の部分で口頭審理にか

えてなおかつ書面で口述書、陳述書でいわゆる意

見を述べることができた。ところが、今回はこれ

ができなくなるわけで、さきのところで保障され

てると言われればそれまでなんですが、ここの部

分でもなおかつ再度書面でということが保障され

ているわけですね。

例えば、聾唖の方なんかは口述書でないと、と

どのつまり、最後までやりとりできないわけでし

ょう、文書でないと。こういう方に対する不利益

は、どうなるのかですね。それから、例えば農地

をお持ちの方とか、あるいは八百屋をしてはるよ

うなその辺の小売店舗の皆さん、やっぱりどちら

かというと口頭で物を言うというのは苦手な方な

んかもおられると思うんですよね。

そういう方にとっても口述書でその口頭の不利

を補うように文書でやると、最後まで文書で自分

の意思を明らかにしていくと、こういう機会がこ

れでなくなってしまうということにならないのか

という危惧は、やっぱり今説明を聞いた上でもす

るわけですね。不利益にならないというふうに断

言されたんですが、この点は不利益になるとはお

考えになりませんか。

○議長（嶋本五男君） 南総務部参事。

○総務部参事（南 省市君） 再度その不利益等に

つきましてお答えさしていただきます。

その前にえらい言葉の間違いがございました。

答弁書というお答えをさしていただいたんですけ

ど、弁明書の間違いです。訂正をお願いしたいと

思います。

言葉でできない方とかいう部分の件ですけども、

この部分にそういう方々がもし提出された場合、

委員会、委員長判断として文書、口頭にかわると

いうことで、委員会としての判断は可能だと事務

局サイドでは考えておりますので、よろしくお願

いします。

〔和気 豊君「見解を聞いているんじゃなくて、

なぜそうなるのかと聞いている」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 和気さん、済みませんけど、

質問の内容が余りわかってないようなんで、もう



一度これは別の意味で質問してあげてください。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 従前は当然口頭にかえて

陳述書、口述書 用語ですから正確に言います

が、口述書で、書面でそれにかえることができた

と。ところが、今回はこのことによって審査申出

人はそういう機会がなくなったわけですから、除

外されたわけですから、そういうことになれば、

やっぱり聾唖の方とか、あるいはそういうしゃべ

る機会、口述する機会がなかなかない方について

は、やはり書面で最後まで物が言えると、こうい

う保障をつくり上げておくべきではないだろうか

と、こういうことを言ったんと、それで例えば法

律ではもっと悪くなってるんですよ、法律では。

法改正の部分ではね。特別の事情がある場合を除

き、口頭審理の手続によらなければならない。口

頭審理によらねばならないだったんです。ところ

が、今回はここにも明らかなように、口頭審査を

求めることができるというふうになってる。今ま

では義務規定だった、ねばならないだった。今回

はできると、やるやらんは審査委員会の裁量の属

するところだというふうになってるんですね。

それに加えて、さらに口頭の部分、いわゆる口

述書、書面の部分が加味されてたのがそれもなく

なったということで、法を受け、準則では こ

れは準則が来てますよね、こういうふうにやりな

さいというひな型が来てますよね、国から。実際

にやる、一番末端で実際に携わる審査委員会には、

ここまで二重に問題があるような中身になってき

ていると。審査申出人には不利益を免れないよう

な条項になっていると、私はそういうふうに思っ

て質問しているわけです。あわせてお答えいただ

きたいと思います。

〔林 治君「議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） しかるべき人がまとまっ

たものをきちっと答弁されるというふうにした方

がいいんじゃないですか。でないと、担当の職員

さんにお任せというような格好でしてると、問題

が起こるんじゃないですか。

○議長（嶋本五男君） 午後１時まで休憩いたしま

す。

－１７２－

午前１１時５７分 休憩

午後 １時 ４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。

報告第３号について質疑を続行いたしますが、

先ほどの質疑に対する理事者の答弁を求めます。

中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 午前中の和気議員さ

んの御質問に、的確な答弁に欠けまして大変貴重

な時間をいただきまして、本当に申しわけござい

ませんでした。

いわゆる言葉の障害のある方、そういった方に

対する委員会の意見陳述とか、また口頭審理の際

にどういう措置をとられるのかという御質問であ

ったかと思いますので、答弁さしていただきます。

そういったことで、障害者の方に対しましては、

不利にならないようにしかるべき人を配置して、

意見が十分反映されるような措置をとってまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 私は、非常に納得できる

答弁だというふうに思います。

そこで、それを前提にしてお聞きをしたいとい

うふうに思うんですが、これは準則にはそういう

ことにはなってないわけですよね。今回は準則ど

おりですよね。だから、市としての特別な、介護

保険でも９条２項が挿入されましたように、特別

な取り扱いと、そういう不利益を持たれる弱者の

方の立場に立って、市が非常に柔軟な取り扱いを

準則にはないけれどもやっていきたいと、こうい

うふうに承っていいわけですね。

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 固定資産の不服審査

の申し出の件でございますので、そういった障害

者の方とか一定のハンディを背負ってるという方

については、固定資産の減免措置もございますし、

その法に照らし合わせてそういう措置をして、ま

た申し出の際は、先ほど御答弁申し上げましたと

おり、そういう人が反映できるように意見を聞い

て、委員会を通じて弁明書というんですか、決定

を行っていきたいと、かように考えているところ



ですので、よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） それはわかってるんです

よ。だから、それを前提にして市の独自施策とし

てそういう柔軟な対応をされるんですね。この１

点だけなんですよ。

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 御質問の趣旨ですけ

ども、この委員会は固定資産の評価が高いかとい

う異議を申し立てる審議会でございますので、そ

の点については、市と第三者の方が直接固定資産

が高い、低いということを審議する場でございま

すので、直接日ごろの固定資産の税額とかそれに

反映されるものはないと考えております。

なお、それが決定した場合は、現地調査を行い

まして、そういう申出人の言い分で高いと判断さ

れるならば、そういった形で我々行政としてはそ

れに従っていくということでございますので、よ

ろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） 和気君。回数がふえており

ますので、よろしくお願いします。

○１３番（和気 豊君） それじゃ、もう私やりま

せん。議長、注意してください。今のやりとりで

私が聞いてることに答えてるかどうか、議長が判

断していただいて、御指摘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） 議員おっしゃるとお

りで、条例に沿って審議してまいりたいと考えて

おります。

〔北出寧啓君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 今、和気議員が議論され

てることの基本条例がここと違いますよね。これ

が平成７年ですか。ここに入ってるのが土台にな

ってないんで、今使われてるのが去年の１２月か

に変更された分、平成１２年の１月かに変更され

たもんだと思うんで、その資料がないとちょっと

我々正確を期せないということをひとつ申し上げ

ておきたい。できたら資料配付していただきたい

ということと、やっぱり質疑応答は正確にやって

いただきたい。

－１７３－

それと、もう１つ、さっき専決事項に関して、

専決事項だから反対するというふうなことは議会

の手続の問題なんで、それは反対理由にならない

と思います。市長は答弁されましたけれども、専

決事項に対して今手続論でここの議会で論議する

んじゃなくて、それがあるんだったら議会運営委

員会とかそういう運営の問題で、そこで協議した

らいいかと思うので、その辺議長の御配慮をよろ

しくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） それは前の件のことを言う

てるんですね。意見でありますので、わかりまし

た。それに対しまして議事進行は起こってこない

と思います。（小山広明君「議事進行に異議あり」

と呼ぶ）議事進行に異議というような、それは認

められませんよ。議事進行でそんな意見言われた

ら、それは問題やで。議事の進行に問題があると

いうけどね……議長はそれを受けてやっておりま

せんので、わかっておりますので、全部。（小山

広明君「議長、これ取り消してくださいよ。何で

議事進行でそんな人の意見に対して意見言うの。

それならこれからできるの、これ全部」と呼ぶ）

だから、取り上げてません。（小山広明君「いや、

それはまずいから取り消しますとか、何か措置し

てくださいよ」と呼ぶ）いやいやそれは……。

（小山広明君「そんなんおかしいよ。意見を言う

て、人のやったことに対して……」と呼ぶ）手を

挙げて。議事進行でも何でもありませんから。そ

れに当てる必要はありませんので。（小山広明君

「じゃ議事進行、議長」と呼ぶ）和気君。（小山

広明君「議事進行。議長、議事進行」と呼ぶ）小

山君。

○２番（小山広明君） 今、北出議員から議事進行

の中で、専決があるから、おかしいから反対した

のはおかしいと、そういう意見を言う議事進行は

おかしいと思うんですね。それはおかしいので、

取り消していただきたいと思います。それであれ

ば意見はありますけど、そんなんここは意見を言

う場でないから、そういうもう済んで終わってし

まったことは、そのときに言うんだったらいいで

すよ。だけど、今そんな議事進行でそんな意見を

言って、人の意見に対して違う意見を言ったらお

かしいと思いますので、取り消していただきたい



と思います。

○議長（嶋本五男君） 私は取り上げておりません

ので、問題ありません。和気君。

○１３番（和気 豊君） まだ私、同じことを議長、

言うてるんですが、もう質問するの嫌なんですよ。

いわゆる準則にはないことを言われたんで、それ

は市の独自判断ですね、柔軟な判断ですねと、そ

の中身はいいんですよ。だから、それを市が独自

に判断して、そういう弱者の立場に立って善政さ

れると、こういうことなんですねと、こういうこ

とだけ聞いたんですよ。はいかノーだけしかない

んですよ。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 和気議員の再度の質問にお

答え申し上げます。

今般、お示ししているものが準則どおりになっ

ておって、特別扱いについてはどうなのかという

御質問でございますが、市の判断でそういう弱者

がお見えになった場合については柔軟に対応して

まいりたいと、このように考えております。

それから、北出議員の御質問でございますが…

…

○議長（嶋本五男君） 質問じゃない、それは答え

んでよろしい。（和気 豊君「もうええよ、それ

は質問と違う」と呼ぶ）

○助役（蜷川善夫君） 失礼しました。

〔和気 豊君「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） 私も北出議員が議事進行の

中で言った部分はちょっと言おうと思ったんです

が、調べておるんですけど、対応する条文がない

ので、後で聞けば議会の中で改正をしとるという

ことですので、できましたらそれを出していただ

きたいのが１つあります。

それから、この関係者の次に申請申出人及び市

長を除くということが入った理由について御説明

をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 資料はただいますぐに取り

寄せるようにしています。中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 申出人及び市長を除

くということでございますけども、これはいわゆ

る審査不服の申し出が来ますと、私どもの方では

－１７４－

弁明書というのを申出人に送ります。そして、そ

れに対して反論書というのが来るわけですけども、

その中で、市としての弁明書の中で言い分が明記

されておりますので、そういったことで、意見陳

述に移る前にそういう形で文書的には回答が出て

るということで、申出人及び市長は除くというこ

とでございますので、よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、従来は関係人

という表現になってますね、そこにつけるという

……。従来はこれを含んでおったけども、今回除

いたというのか、従来も前には書面審査という中

で、市長に対して審査申出書の副本及び必要と認

める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を

定めて弁明書を求めることとすると。これは従来

はありますね。

従来それがあった上で、私が持っている条文で

は６条ですけども、６条で市長がそういう答弁書

を求めることができると、こうなっておって、７

条では関係人とだけ書いてある。そこが今度関係

人をわざわざ市長とか直接の申出人を除くとなる

と、その人たちの権利がそれで今回の条例改正で

弱まったというんかなくなったと、こういうこと

では全くないと、こう解釈していいんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 関係人と申しますと、

ここの条項の関係人は審査の申出人ではなくして、

話の中で正確を期すために、価格を決めるのに不

動産鑑定士とか、また団体でしたら審査申出人の

代理人という方ができるわけでございますので、

そういった形の方を関係者と呼んでいるわけでご

ざいます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうじゃないんです。私は、

従来関係者とだけあったから、そこに関係者の中

身についてはないから、すべて網羅されるんかな

と思うんですね。今回、わざわざいわゆる申出人

と市長を除くと、こう入れたわけですから、従来

の条例で要するに６条の方では市長に対しても申

出人に対してもちゃんと弁明も求めることができ

ると書いてありますわね。

書いてあった上になおこちらで関係者と書いて



あったから、従来はその関係者の中に市長及び申

立人が入っておったけれども、今回のこの改正に

よって除くということになったのか、従来から関

係者と書いてあるけど、前に６条にそういうこと

も書いてあるから、関係者の中には市長なり申出

人が入ってないということであって、それを明確

にしただけであって、何ら従来とその２つの関係

者については一切権利が弱まったことではないと、

こういう理解でいいのかということだけ聞いとる

んですが、そうですとか、そうでないとかだけで

結構です。関係の測量士とか何とか司法書士とか、

そういうことを聞いてないんですから、よろしく

お願いします。

○議長（嶋本五男君） 南総務部参事。

○総務部参事（南 省市君） 議員のお尋ねの件で

ございますが、従前より弱まったとかそういう分

では一切ございません。議員の解釈のとおりでご

ざいます。

○議長（嶋本五男君） ほかにございませんか。

資料が来るまで暫時休憩いたします。

午後１時２０分 休憩

午後１時２１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。

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。

討論なしと求めます。

これより報告第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと求めます。よ

って報告第３号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第９、報告第４号 専決処分の承認

を求めるについて（泉南市国民健康保険税条例の

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。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

－１７５－

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第４号、専決処分の承認を求めるについて、泉

南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について御説明申し上げます。

専決理由につきましては、地方税法の一部を改

正する法律及び関係法令が平成１２年３月３１日

にそれぞれ施行されたことに伴い、本市国民健康

保険税条例の一部を改正する必要から専決処分を

行ったものでございます。

改正の内容につきまして御説明を申し上げます。

議案書４５ページをお願いいたします。

条例改正の内容につきましては、介護保険創設

により現行国保税医療保険部分に介護保険部分が

加わることによる介護保険部分に対する限度額の

設定でございます。

第２条の課税額につきましては、現行国保税の

医療保険部分に介護保険部分が上乗せとなること

により、医療保険部分の限度額と介護保険部分の

限度額をそれぞれ別個に規定する改正でございま

す。現行の医療保険部分に係る限度額は、現行額

４６万円を据え置き、新たに介護保険部分に係る

限度額を７万円に設定する改正でございます。

第１３条の改正につきましては、低所得者に対

する保険税の政令軽減の減額関連規定でございま

して、政令軽減の対象に対する限度額の規定でご

ざいます。政令軽減の対象者であっても、応益部

分の政令軽減後の額と応能部分の所得割額と資産

割額の合計額が医療保険部分で４６万円を超えた

場合は４６万円を限度額とし、介護保険部分につ

きましても、７万円を超えた場合は７万円をそれ

ぞれ限度額とする規定の改正でございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○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） 国民健康保険は税 保険

料にしとるところもあるようでありますが、泉南

市の場合には税ですね。介護保険というのは税で

はなしに保険料という、こういう性格の違うもの

が２つ一緒になるわけなんですが、この対応につ



いて、税と料についてはいろいろ対応ができるも

のとできないものがあるということが言われてお

るんですが、この辺の整理は、一緒にすることに

よって運用について何か矛盾なりそういうことが

あるのか、あればどういうようにして対応するの

か、そこを御説明いただきたい。

それから、現在４６万というのも、そのライン

上の方は大変しんどい。それ以上収入がどれだけ

あっても４６万ですから、収入が多くなればなる

ほど比率的には負担感覚が薄くなる部分を持っと

ると思うんですが、そういう点での国民健康保険

の滞納の問題も含めて、この７万円を上乗せして、

現実に払う方はプラスですから５３万円というこ

とが負担になってくるんですね。

そういう点での国民健康保険に与える徴収率の

問題について、どういうような懸念をされるのか、

考えとることがあれば、御説明をいただきたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） 島原国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（島原功明君） 失礼し

ます。小山議員の御質問の１点目の料と税の関係

について御説明します。

税については２号被保険者、国民健康保険に対

する４０歳から６４歳の方でございます。６５歳

になれば、料の方に移行します。制度そのものが

別でございますので、その点において矛盾点とい

うのはございません。

それと、介護保険導入に伴って収納率の関係で

御指摘を受けてます。当然、負担増になるという

形で収納率の低下を来す懸念も考えております。

そのことについて、我々も現在でも収納対策につ

いては強化しているところでございますが、さら

に介護保険導入に伴う負担増となる分、これは軽

減措置も含めて政令軽減も当然行えることになっ

てますが、できるだけ制度の趣旨を理解してもら

う中で、滞納につながらないような形で周知して

いきたいと思ってます。

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） ということは、介護保険は

保険料という大きい構造にあるんですけども、集

金に対しては４０歳から６４歳の方が納める扱い

－１７６－

は税と、こういう扱いになるんですか。

それから、天引きされる方は、ある意味で徴収

には大きな苦労はないかもわかりませんが、自主

申告されとる方もかなりおると思うんですね、４

０歳からの方でね。その自主申告の方については

どれぐらいの量がおって、そこは大変だと思うん

ですね、徴収するのは。その自主申告の方は大体

どれぐらい比率的にあるのか、それはどれぐらい

の徴収率と見ておるのか、それについて対策があ

れば御説明をいただきたいと思いますし、それか

ら介護保険料だけ払いたいと、健康保険はよう４

６万も払えんという、そういう選択がまずできな

いわけでしょう。

そうすると、相乗効果で逆に徴収率がどんどん

落ちてくるんじゃないかな。分ければ７万円の方

は払いますけども、財政しんどいからね、４６万

はちょっと待ってよと、分割払いとかいろいろそ

ういう事務もあると思うんですが、そういう点で

相乗効果的に大変徴収率に影響を合算することで

与えるんじゃないかなと思うんで、そういうこと

についての対応で、具体的なこういう場合にはこ

うするんだというようなことがあれば、御説明を

いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 島原国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（島原功明君） まず、

１点目の自主申告の関係について御説明をします。

国民健康保険税については、これは全部普通徴

収ということになっておりますので、当然市民税

の申告においても自主申告という形の中で所得割

がかかっております。

あと、収納の関係でございますね。収納の関係

については、先ほども御説明しましたように、確

かに収納率が低下することは懸念しております。

それと、介護部分と医療部分を別々に支払いた

いというような申し出があるという御意見だった

と思うんですけど、あくまでもこれは国保税とし

て医療部分、介護部分を一体徴収するものでござ

いますので、そういうことはございません。

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、答えはないん

ですが、やっぱり徴収率がこの状況からいうとか



なり悪くなるんじゃないかなと。現在でも国保を

滞納していらっしゃる方があるわね。当然、滞納

しとる方は前の分からもらうんでしょう、もちろ

んね。ことしの分を払うと、去年の分は待ってや

というわけにいかんわけでしょう。

そういう場合に、ことしからですね、７万円の

この分が適用されるのは。それは一体具体的には

どういうような対応をするんですかね。そこをち

ょっと答えてないんでね。徴収率が悪くなるよと

いうのは聞いたんだけども、悪くなるんであれば、

対応、対策もしとかないかんと思うんですが、そ

ういう具体的な問題が出てくるんじゃないでしょ

うか。国保というのはかなり滞納あるでしょう。

そこで、そういう先ほど言ったような問題につい

てはどう対応されるんですか。

○議長（嶋本五男君） 島原国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（島原功明君） お答え

いたします。

当然、滞納につながる部分については、納税相

談をそれぞれ私ども窓口でも強化する形をとって

おります。今後、それ以上の形で相談回数をふや

すなり、御意見を聞いていきたいと思います。

それと、収納対策としてまず戸別訪問、いろん

な形、電話相談を含めた中で強化をしていきたい

と思っております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 具体的な答弁がないんで、

もうこれ以上しませんけども、やはりそういう今

私が指摘したような具体的な事例が考えられるわ

けなんで、そういう場合にどうするのか。ただ、

相談窓口をふやすとか戸別訪問するだけでは解消

できない。全然構造的に別なものを一緒にしとる

わけですからね。

そういう点ではもう少し具体的なものを示して

いただいて、そのことにはこうするんだというよ

うなことを議会にも市民にも示してもらいたいと

思うんですね。今言ったような滞納がたくさんあ

る場合に、ことしから７万円が加算されるわけで

すから、そういう場合での集金はこうするんだと。

方法がなければないで、やっぱり国なり府なり

にそういう意見も上げないといかんだろうし、こ

－１７７－

の制度は一緒にしたことによってかなり無理が生

じてくるんじゃないかなと思うんで、もう少し具

体的なことを、ただ努力するとかふやすとかいう

だけじゃなしに、議会にも市民にも早く示してい

ただきたいと要望して、終わっときます。

○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。

討論なしと認めます。

これより報告第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第４号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１０、報告第５号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１１年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第９号））を議題といたしま

す。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（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。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第５号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１１年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第９

号）につきまして御説明申し上げます。

議案書４７ページをお願いいたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分いたしました平成１１年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第９号）について、同条第３項

の規定により議会に報告し、承認を求めるもので

ございます。

専決理由につきましては、平成１１年度実施事

業に充当される起債が融通決定されたことに伴い

まして、起債の限度額に変更が生じたもの及び決

算見込みによる経費執行残の減額など歳入歳出予

算についての補正措置を専決処分したものでござ

います。

内容につきまして簡単に御説明申し上げます。



議案書４９ページでございます。

まず、歳入歳出からそれぞれ１億９，７５９万５，

０００円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ２

１５億７，６９６万円とするものでございます。

歳出の主なものについて簡単に御説明申し上げ

ます。恐れ入りますが、７０ページをお願いいた

します。

一番上の段、財産管理費の公有財産購入費４５

６万円の減額でございますが、これは当初取得予

定でありました海営宮池堤体敷の境界確定が年度

内にできなかったことにより減額するものでござ

います。

次に、７３ページをお願いいたします。災害救

助費の扶助費７３８万円の減額でございますが、

これは災害弔慰金の支給に関する条例に基づき、

自然災害による被害者等に対し支給される弔慰金

や見舞金について、当年度は該当者がなかったた

め減額するものでございます。

次に、７７ページの水路改修事業費の工事請負

費２，１００万円の減額でございます。これは当初

予定しておりました狐池用水路改修事業が五ケ池

郷水利組合の直接事業に計画変更されたこと等に

より不用額となったため、減額するものでござい

ます。

次に、８１ページをお開き願います。新家駅宮

線改良事業の工事請負費１億１，２３４万円の減額

でございます。これは事業区間での借地同意が年

度内にやられなかったことにより、当初予定どお

りの事業着手が不可能となったため、減額するも

のでございます。

次に、８３ページの都市計画総務費の積立金３，

５７８万５，０００円でございますが、これは財団

法人泉州都市環境創造センター寄附金を初め緑化

事業給付金等を緑化基金に積み立てるため補正す

るものでございます。

次に、８３ページ下段から８４ページ上段にか

けての公共下水道費の繰出金７，２８４万３，０００

円でございますが、これは下水道事業特別会計の

事業確定に伴う繰出金でございます。

次に、同ページの砂川樫井線新設事業費の補償

補てん及び賠償金３，４８７万円の減額でございま

すが、これは大型工場の移転補償が当初見込みよ

－１７８－

り少なかったため減額するものでございます。

次に、８８ページの下段から８９ページの上段

にかけての留守家庭児童会費の賃金１１９万４，０

００円の減額でございますが、これは留守家庭児

童会のレクリエーション事業を時間内で対応した

こと等に伴い、指導員賃金が減少したため、減額

するものでございます。

次に、８９ページの公債費の償還金利子及び割

引料の５５４万２，０００円の減額でございますが、

これは計画的な資金運用に努めた結果、一時借入

金利子の減少によるものでございます。

次に、同ページの公共施設整備基金費の積立金

９，１２８万７，０００円の減額でございますが、こ

れは当初見込みより当該年度の事業費の縮小など

により公共事業整備負担金が減少したため、減額

するものでございます。

なお、地方債の追加及び変更につきましては５

７ページから５９ページに、また歳入の明細につ

きましては６１ページから６７ページにかけて記

載しているところでございます。

以上、簡単ではございますが、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。 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。

小山君。

○２番（小山広明君） 質疑をしようと思ったんで

すが、質疑ができなくなりまして、討論の中でも

質疑で関心のあるところを申し述べたいと思いま

す。できれば行政の方と議論をして中身を深めた

いと思ったんですが、残念であります。

実は、この補正予算で歳入の方で議論したいと

思ったんですが、航空機燃料譲与税が７３２万減

額になっておりますし、それからゴルフ場関係の

交付金も１，５００万、また自動車取得税交付金も

減額になっております。景気が左右したものだと

思いますけれども、こういう中で、歳出において

も減額が大変多い。単に財政難の中で口々に言わ

れております、お金がないからということで、せ

っかく予算化してあるものも使われないような状



況も私には感じられるわけであります。

そういう中で、住宅費の中での減額があるわけ

でありますが、この本会議場でもたびたび議論を

されておりますように、市の公営住宅といいます

か市営住宅の老朽化は、大変激しいものがあるわ

けであります。しかし、それを減額をして残すと

いうことは、予算執行上も大変問題ではないかと

思います。

そういう点についても十分議論をしたいと思っ

ておったわけでありますが、できませんでした。

私は、議会は議論するところでありますから、十

分に質疑の余裕を与えて質疑を打ち切っていただ

ければなと思っておったんですが、こういう場で

そういうことを指摘せざるを得ないのは大変残念

であります。

そういう意味で、私は全く質疑をしておりませ

んので、この案件については賛成することができ

ません。よろしくお願いいたします。

○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。

これより報告第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て報告第５号は、原案のとおり承認することに決

しました。

次に、日程第１１、報告第６号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１１年度大阪府泉南市

道光寺池財産区会計補正予算（第１号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（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。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第６号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１１年度大阪府泉南市道光寺池財産区会計補正

予算（第１号）について御説明を申し上げます。

議案書の９９ページをお願いいたします。

道光寺池財産区会計につきましては、当初予算

－１７９－

で歳入として預金利子１，０００円を計上し、５２

万９，０００円の予算編成を行い、歳入歳出予算を

定めましたが、平成１１年度において道光寺池改

修事業に地元公共事業補助金として全額執行する

ため、道光寺池財産区が消滅することに伴い、歳

入予算において預金利子が当初見込み額より１，０

００円多くなり５３万円となるため、歳入歳出に

おいてそれぞれ補正する必要が生じたためでござ

います。

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。

これより報告第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいま議長の宣告に対し、

御異議がございますので、採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに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

て報告第６号は、原案のとおり承認することに決

しました。

次に、日程第１２、報告第７号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１１年度大阪府泉南市

下水道事業特別会計補正予算（第３号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（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。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第７号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１１年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正

予算（第３号）について御説明を申し上げます。

１０５ページをお開き願います。



本予算につきまして変更を加える必要が生じた

ため補正予算を調製し、地方自治法第１７９条第

１項の規定に基づき専決処分し、同条第３項の規

定により議会へ報告し、承認を求めるものでござ

います。

専決理由につきましては、平成１１年度実施事

業に充当される起債が融通決定されたことによる

起債限度額の変更、決算見込み額の決定に伴う歳

入歳出予算の減額補正措置及び平成１１年度実施

の下水道建設事業の繰り越しが確定したことによ

り繰越明許費を専決処分したものでございます。

１０７ページをお開き願います。歳入歳出の総

額にそれぞれ９，２２９万２，０００円を減額いたし

まして、歳入歳出の総額をそれぞれ３２億１，０４

１万８，０００円とするものでございます。

１０９ページをお開き願います。歳入の主なも

のにつきまして簡単に御説明申し上げます。分担

金及び負担金４，３２０万３，０００円の減額でござ

いますが、これは受益者負担金の減額でございま

す。

次に、一番下の段、市債の１億４，７１０万円の

減額でございますが、これは下水道事業債の確定

による減額でございます。

続きまして、歳出の主なものにつきまして簡単

に御説明申し上げます。１１０ページをお願いい

たします。

総務管理費は、南大阪湾岸南部流域下水道組合

維持管理負担金等の執行額確定により３，４５７万

９，０００円の減額でございます。また、下水道建

設費につきましては、府施行の流域下水道建設事

業分担金等の精算により４，７３９万４，０００円の

減額となります。

次に、公債費でございますが、当初予定してお

りました発行利率が昨今の金利情勢により低金利

で発行したことによりまして、１，０３１万９，００

０円の減額となったものでございます。

議案書の１１１ページの第２表、繰越明許費に

つきましては、１億１８８万６，０００円となって

おります。

また、議案書の１１２ページの第３表、地方債

補正につきましては、先ほど御説明いたしました

下水道事業債の確定により限度額を１億４，７１０

－１８０－

万円減額するものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（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） これも下水道の１１年度の

最終分だと思うのですが、この使用料というのは、

特別会計ですから独立採算的にこれが運営されて

いくということですが、この使用料がこういう率

というのは一体どのように今後考えておられるの

か。これぐらいしかないのは、いわゆる俗に言う

調整額ですか、それに対して１億１，５００万とい

うこの金額はどういう比率なのかですね。将来こ

れで十分会計がやっていけるのか、見通しをお聞

かせいただきたいと思います。

それから、いつもこの年率１０％以内という数

字が掲げられるんですが、明らかに今の金利状態

とはかけ離れた数字なんで、議会がここまでいい

ですよと認めるわけですから、ある意味でこれぐ

らい払っても文句を言えないという数字なんで、

もう少し現実に合った数字を載せるべきではない

かなと、いつもこれが出るたびに思うんですが、

その辺はどういう根拠でこの１０％というものを

示しておるのかですね。これは現状に合わせられ

ないのかどうかということをお尋ねしたいと思い

ます。

それから、この下水道の方で、公共施設のつな

ぎ込みの問題がずっと議論されとるんですが、そ

の後のつなぎ込みの状況を御報告いただきたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） 佐野下水道部長。

○下水道部長（佐野芳男君） 御質問の使用料及び

手数料の関係でございますけれども、これは今回

補正額ということで９１５万４，０００円となって

るわけですけども、これにつきましては、現況一

丘団地及びみずほタウンというような中で、かな

り接続ができたというような形で増額になったと

いうことで、当初の見込み額よりもかなり上回っ

た収入となったわけでございます。

それから、つなぎ込みの状況なんですけども、

これはどちらかといいますと、やはり全体的な予



算の中で我々としても積極的な公共下水道の面整

備を行っているわけですけれども、状況等により

まして、すぐに接続していただける方もあるわけ

ですけども、新築してかなり年数も……（小山広

明君「公共施設だけしか聞いてない」と呼ぶ）ち

ょっともう一度その辺……（小山広明君「公共施

設のつなぎ込み状況」と呼ぶ）ちょっとお待ちく

ださい。

我々といたしましても、公共施設の取り込みに

つきましては、できるだけそばに下水道が通って

るというところにつきましては、担当の所管の部

署に対しては、取り込みいただけるように申し入

れは行っているところでございます。

件数につきましては、今のところちょっと手持

ちでないので御了解いただきたいと、このように

思います。

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 公共施設の下水のつなぎ込

みの件、これは今までも議会の方から強い指摘が

ございまして、今年度より供用開始している地域

の公共施設につきまして一定２カ所の予算措置を

行いまして、現在発注事務を行っておるところで

ございます。逐次、１３年度以降からでも供用開

始している地域のつなぎ込みを一日も早く完了し

たいなと、かように思っております。一日も早く

追いつけというような形で頑張っておりますので、

ひとつよろしく願いを申し上げたいと思います。

〔小山広明君「金利、１０％」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 議員の指摘の利率の件

でございますけども、一般の方でも１０％という

ことで起債してるわけでございますが、この利率

につきましていわゆる高利率のときの状況のまま

で起債してございます。やはり今の状況に合わせ

て今後それに対応すべく検討してまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 金利の方はそれで、もっと

早くしてほしいんですけどね。

それから、あとのこのつなぎ込みの方は、わざ

わざ助役が立って御答弁いただいたんですが、公

共施設については、つながないと、むしろ維持管

－１８１－

理がかかっとるわけやから、出る、入りを考えて

も別にそんなわけじゃないわけやから、一般の人

にも融資制度もあるし、こんなことは早くつなぎ

込みをやらないと、いろんな面でもぐあい悪いん

じゃないでしょうか。この２カ所というのは、給

食センターは入っとるんでしょうな。給食センタ

ーというのはかなりたくさんの排水を使うんで、

周りの人からずっと苦情を受けてるんですよ、あ

そこね。

だから、これはもうあるんだからすぐつなぎ込

んでやらないと、何かちぐはぐな感じがするんで、

その２カ所ということと、あと１３年度から一日

も早くというのは、もうちょっと具体的に、きょ

うは示せないんであれば早く示して、下水が来て

ないから早くつけてくださいと市民から一方で言

われて、つないできとるとこで自分とこの施設が

つながらないと、こんなおかしいこと何でかちょ

っとわからないんですよね、ほんとに。これはや

っぱり給食センターが入っとるかどうかだけ確認

をしときたいと思います。

それで、あとの方はちゃんと具体的に事業名を

挙げて、施設名を挙げて、いつまでにやるという

ことで、市長も陣頭指揮に立って、すぐつなぐよ

うにやってくださいよ。これこそどっちみちつな

がないかんのやからね。早くつなぐ方が少しでも

むだなお金要らんわけですから、これはやっぱり

早くやっていただきたい。

それから、使用料の問題で、聞いとることを言

っていただいてないんですが、どれぐらい今つな

げるようになって、そのうちつないどるとこがど

れだけかということがなかなか見えないんですが、

これは自主財源というんか、これだけでしょう。

使用料だけでしょう。これはやはり財政破綻、１

７０億近く借金が積もっとるわけですから そ

れは雨水の方もありますけどね。

この分のつなぎ込み可能なところに対して、ど

れぐらい実際はつないでおってまだだと、そうい

うことについては財政問題からいっても、どうし

て早くつないでいただいて財政的に健全化してい

くかと、この方向をきちっとやっぱり示してもら

いたいと思うんですね。

あなた、答弁された方は見込みよりもふえたと



いうけど、初めから見込みを予算化してないんで

すね、いつも。何にもしておらずに入っただけを

予算にいつも上げとるんです、この方式は。だか

ら、ちょっとこの方式は初めからこれだけの使用

料が入るという目標をきちっと立てて、それに対

してこれだけ入ったという、そういう説明を仕方

をしてもらいたいと思うんですよ。いつもこれは

そういう予算的なことはやってない。この分もや

ってないと思うんで、余りにも低過ぎるからね、

金額が。このことは今後そういうようにきちっと

していただけるでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 公共施設のつなぎ込みの今

年度の２つの件でございますが、議員おっしゃる

給食センターは入っておりません。今年度計画し

ているところは、男里浜の老人集会場、そして鳴

滝の幼稚園でございます。給食センターにつきま

しては、一定給食センターを改善するか建てかえ

かというような形の議論も今議会でもありました

ので、その方面を先に結論づけをいたしまして、

やはりそのときに一緒にやりたいなと、かように

思っております。それがもし長引くようであれば、

やはりそのときにつなぎ込みを単独で行う判断を

してまいりたいなと、かように思っております。

ひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。

（小山広明君「おかしいよ、こんなもん。つなぐ

だけの話やないか。そんな判断おかしいで。環境

問題、環境問題と言っとって、一番大量に流す排

水をほったらかして」と呼ぶ）

○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） 使用料といい

ますか、つなぎ込みの件なんですけども、平成１

１年度末では下水道普及率は約３２％になってお

ります。平成１０年度末が約２９％、平成９年度

末が２８％ということで、おかげさまで順調に推

移しております。

あとはこれに水洗化率というものを掛けるんで

すけども、我が市ではないんですけども、一般的

にはよく２０、３０、３０、２０ということを言

われておりまして、初年度で大体２割ぐらい、次

年度で３割、その次年度で３割、ですからここで

約８０％、あとの２割につきましては、おうちの

－１８２－

改造計画等もございますので、やはりその２割は

４年度になってしまうということで、一般的には

２、３、３、２という値がよく計画上用いられて

おります。

これを水洗化率と申しまして、これに先ほどの

普及率と水洗化率を合わせますと実際につないで

いただいている人口になります。昨年度は約１億

円ほどの収入がございまして、今申し上げました

ように普及率がいまだ３割ということで低いこと

でございますので、まず普及率をもっと上げまし

て、現金収入が上がるように整備を進めてまいり

たいと考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 一遍に言ってもらったら、

一番関心のあるとこを言ってもらってないんです

が、１億円入っとるものが現在の普及率からいっ

たら、普通に入るならどれぐらい入るかというこ

とが一番の関心なんですよ。そうでしょう、収入

のところで。もうつないでもいいようになっとる

のにつないでないところがあるから、収入が少な

いわけでしょう。

普及率はあなたが今きちっと言ったから、それ

でいいんですよ。その結論は、何が聞きたいかと

いうことはわかるでしょう。使用料が普通ならど

のぐらい入るべきが１億円しか入ってないのは、

どれぐらいの率かということを答えてほしいんで

すよ。普及してないとこに使用料を取るわけには

いかんわけやからね。

そこを答えていただきたいのと、それから上林

さん、これね、生でつなげるんですよ。それはわ

かっとるでしょう。何の設備も要らないでしょう。

パイプをそこまで持っていくのは要りますよ。毎

月あれ維持管理費何ぼかかってますか、ああいう

単独槽になりますと。よく壊れて、一回壊れてそ

の浄化してないのが川に流れとった事件もあった

わけですから、そらすぐつなげなさいよ。老人ホ

ームもそら大切です。老人のところは、給食セン

ターよりかなり低い率でしょう、量で。全体を考

えて環境問題からいったって、一番大優先せなあ

かんのじゃないですか。

いつ指摘しましたかな、この議論は。いまだに

建てかえ 建てかえてもうたらいい。建てかえ



たってそれはむだにも何もならないじゃないです

か、つないどるだけやから。何かそこに設備をせ

えというんだったら、そらむだになりまっせ。こ

れは明らかに何の処理もしてないものが道路の下

を通って樽井の浜、男里の浜へ行くシステムでし

ょう。これはやってくださいよ。

市長、この議論を聞いとって、給食センターが

いまだにつながれておらないという問題は不本意

じゃないですか。市長からもこれやらないと、な

かなか進みませんで、これ。これはもうすぐやっ

てくださいよ。施設の性格からいっても、ぜひ市

長がリーダーシップとらないと、今までだったら

いいですけどね、もうここまで議論してきていま

だにこんな答弁聞いておるようでは、やっぱりこ

れは問題ですよ、市行政そのものが。僕はそう思

いますので、お願いしたいと思います。

さっきの簡単に私たちが判断するために、それ

答えてくださいね。１億１，０００万というのが普

及率の関係でどれぐらい、どういういう率なのか

ということを答えていただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 佐野下水道部長。

○下水道部長（佐野芳男君） 率で示せということ

でございますけれども、我々としては、先ほども

うちの課長の方から申し上げましたように、普及

率というような観点から、率でということは正確

には申せませんが、現在汚水升をつけております

ところにつきましては、できるだけ早急に接続し

ていただきまして使用料の増加を図りたいと、こ

のように思っております。

〔小山広明君「そんな議論してない。議長、ち

ょっと言うてくださいよ。出てないなら出て

ないという答弁はいいんやけど、ほかの答弁

するでしょう、何か違うことを。そしたら後

で出しますとか」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 佐野下水道部長。

○下水道部長（佐野芳男君） 御指摘の点につきま

しては、資料の手持ちがございませんので、後ほ

ど報告さしていただくということで御理解いただ

きたいと思います。

〔小山広明君「市長、ちょっと給食センターは

ぱちっと頼みまっせ」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

－１８３－

〔小山広明君「あかんで、上林さん出てきたら」

と呼ぶ〕

○助役（上林郁夫君） 私で役不足やと思うんです

けども、（小山広明君「違うよ。一回答弁聞いと

るから言うとるんやで」と呼ぶ）私の方から答弁

をさせていただきたいと思います。

議員おっしゃる建てかえの場合は、やっぱりむ

だな金になると私は思っております。私どももや

はり今の維持管理費の件も考えて、一応建てかえ

の議論が早いうちに結論を出してもらって、それ

が長引くようでしたら、今給食センターも優先順

位をまず１位に持っております。そういう観点で、

まずこの給食センターをどうするんかという面を

十分議論してもらって、その辺の進捗状況に応じ

て判断してまいりたいなと、かように思っており

ます。環境面からいえば、当然優先順位は先に持

っていかんといかんということは十分認識してお

りますので、ひとつよろしくお願いを申し上げた

いと思います。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） だからだめだと言っとるん

ですよ。今でも維持管理費がかかっとるし、くみ

取りはせないかんし、大変な費用がかかっとるで

しょう。一遍つなぎ込むというのは、管だけの問

題でしょう。そういうふうに考えたら、決して金

銭的にはプラスにならないですよ、そんなもん。

なるんやったら下水道課とちゃんと相談してやっ

てくださいよ。

あんた方は今給食センターの建てかえを言った

けども、初め議論したときには、平身低頭謝って

やりますと言ったんですよ。今になったら建てか

えの問題出してきとるんじゃないですか。市民感

情からいったって、一番排水が汚れるのは給食セ

ンター、当たり前でしょう。一番汚れるのは、ト

イレよりも雑排水で汚れるというのは、十分議論

されとることじゃないですか。それをどれだけ使

ってるんですか、子供たちの給食をいっぱいあそ

こでつくっとるのに。何でそれがすぐつなぎ込め

ないんですか。矛盾ばっかりしとるじゃないです

か。第一優先やったら、さっき言うような老人ホ

ームとか保育所とか、なぜ先つなぐんですか。そ

んなもん当然判断をしてやるべきじゃないですか。



何回も議論をしたって、議会の議論を無視しと

るのと同じですよ。あなたに十分答弁の機会を与

えた上で私は市長にお願いしとるんやからね、役

不足とか何かじゃない。十分あなたはそこで答弁

する機会を得た上で、納得する答弁してないから

私はそう言っただけであって、そんな失礼なこと

言いませんよ、あなたを目の前に置いて。

しかし、この問題は議論が十分されてきとるわ

けですから、大優先と言うんであれば、早急にや

っぱりつなぐべきですよ。あの下はずっと住宅地

あるんですよ。そんなもん単独浄化槽が十分な管

理できてないのは、市長かて十分知ってるはずな

んやから、早急にやってくださいよ、市長。そう

いうことを言っとるんだからね。こんな戻ったり

行ったりするような議論やめてくださいよ。

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私たちが考えてるのは、ま

ず供用開始を早く行った地点から優先にやりたい

ということで、今年度男里浜の老人集会場、そし

て鳴滝幼稚園という形で考えております。給食セ

ンターも先ほどから議論しております改善とか建

てかえとかいう話がありますけども、あの辺のあ

たりがやはり供用開始は一番遅い口でございます。

しかし、やはり環境面から考えたら、今議員おっ

しゃるとおり、供用開始を考えるよりも、早くつ

なぎ込みをするのは、優先順位を高く持っている

という意味でございます。当然、ある程度１３年

度をめどにつなぎ込みの議論をしていきたいなと、

かように思っております。

ただ、先ほどもおっしゃったとおり、建てかえ

とかいう議論が出た場合には、それを絡まさんと

いかんのやろというように思いますので、ひとつ

よろしくお願いをいたしたいなと思います。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ２点ほどお伺いをしたい

と思うんですが、１点は下水道会計にかかわる財

政問題です。一般会計からの繰入金、１１３ペー

ジにもありますが、１０億４，３００万、これだけ

繰り入れているわけですね。下水道会計での公債

費の面倒を見ると、こういうことで繰り入れてい

るわけですが、１０年度はたしか１２億ほどこの

繰入金があったように思うんですが、２億近く減

－１８４－

っているわけですけれど、これはいわゆる公共下

水道事業に莫大な投資が必要であるということで、

これは極力減らして公債費の減額に努めると、こ

ういう方向で努められた結果、この反映として２

億円が減ってきたのかどうか。そして、この数字

は今後大体こういう形で推移をしていくのかどう

か。

ただ、先ほどから論議がありますように、必要

な施設へのつなぎ込みですね。だれが見てもこれ

は優先してやらないかんと、こういうことをやら

ずにやってきてるという、そういうことで減って

るということになれば、これはやっぱり問題だと

いうふうに思うんですね。公債費をやっぱり減ら

していく、経常経費に反映される公債費を減額さ

していくという、将来の財政基盤を安定化さして

いくという、そういう方向でやられるんであれば

いいんですが、必要なつなぎ込みを抑えながらこ

ういう減額をしていくということになれば、これ

はやっぱり１つ大きな問題を残してくるんではな

いかというふうに思います。

それから、もう１つは、これは担当の方にお聞

きをしたいと思うんですが、繰越明許をやってお

られるわけですね、この内容。それからもう１つ、

下水道建設費で流域下水道事業負担金４，７００万

が減額になっているわけですが、これも中身ね。

これで例えば一丘から新家の南踏切を経て狐池の

和泉泉南線の交差点ですね。あそこへ抜ける事業

に影響が出るのか出ないのか。これは遅滞なく進

んでいるけれども、若干おくれている程度だとい

うことなのかどうかですね。

先ほどの財政問題との兼ね合いなんですが、お

くれてでも財政健全化の意味からやはり減額をせ

ざるを得ないと、こういうところからの発想で来

ているのか、その辺もあわせてお示しをいただき

たいと思います。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） そしたら、私の

方から一般会計から下水道への繰り出しという件

で御説明申し上げます。

まず、１０年度に一般会計から下水道会計に繰

り出した金額については、８億７，９００万円繰り

入れさしていただいております。それと、１１年



度は今この補正でお願いしたとおりということで

ございます。そして、つなぎ込みの件につきまし

ては、これは各事業ということで、例えば浜老人

集会場であれば、老人集会場の中の一般会計の予

算の中でつなぎ込みをやっていくということで、

つなぎ込みを何ら一般の方からとめてるとかそう

いうことはございません。

それと、もう１点、下水道につきましては、一

応この事業費、約１０億ベースということで進め

てます。その中でのことでございます。（和気

豊君「２０億やろ、１０億違うやろ」と呼ぶ）約

２０億です。

以上でございます。

〔和気 豊君「１０億か２０億かわからへんで」

と呼ぶ〕

○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） 和気議員御質

問の繰越計算書についてお答え申し上げます。

繰り越し工事につきましては、平成１１年度か

らの繰り越しは２件行っております。内容は１１

－６工区と１１－８工区でございます。それぞれ

繰り越し金額を申し上げますと、公共下水道第１

１－６工区が６，３００万ほど、１１－８工区が３，

８００万ほど、合計１億１００万余りでございま

す。

１１－６工区につきましては、新府道岩出線の

沿道に雨管の工事を予定しておりまして、岸和田

土木事務所と設計前から協議しておったんですけ

ども、道路の４車線化の工程が具体的に入り、当

下水道工事の発進立て坑の形状、交通誘導の方法

等に協議を要したため、やむを得ず繰り越したも

のでございます。

続きまして、１１－８工区でございますけども、

この工事は面整備工事でございまして、狭隘な住

宅地のため進入路を借地して工事を施工すること

になっておりました。発注後、進入路の借地につ

いて協議を重ねてまいりましたが、地主の方との

協議に時間を要したため、これもやむを得ず工期

を延期し、繰り越ししたものでございます。

あと、もう１点、府の流域下水道負担金でござ

いますけども、まず議員御指摘の流域下水道泉南

幹線への影響はないかということでございますけ

－１８５－

ども、御案内のとおり、ことし３月に一部契約を

いたしまして、現在工事に入っております。今年

度も上流側に引き続き工事をやる予定だと聞いて

おります。

減額の主な理由なんですけども、先ほど申しま

した泉南幹線のことし契約した分なんですけども、

３月に契約したもので、その出来高等を若干精査

したと報告を受けております。しかしながら、今

現在確認いたしますと、発進立て抗の築造工事も

やっておりますし、今年度中の完成を目指して、

なおかつ次期の上流側の工事も今年度発注すると

聞いておりますので、流域下水道泉南幹線の進捗

は、我々が思っていたものよりも逆に早くなって

いると認識しております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 先ほどはどうも

済みません。事業費につきましては、１２年度か

ら流域の下水道の負担金を含めて約１０億円とい

うことで、事業原課と調整して話し合いしており

ます。

〔和気 豊君「ああそうか、公共下水が減った

からか。都市下水道が減ったからやね。わか

りました。結構です」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） ほかに。 林君。

○２２番（林 治君） １１年度の最終の補正予

算というふうに 下水道の方ですね、見てよい

かというふうに思うんですが、これで雨水と汚水

の方の関係ですが、どの程度の割合で進んできた

のか、わかっておればお答えいただきたい。

○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） 林議員の御質

問の１１年度の雨水及び汚水の割合でございます

けども、繰り越しの分を含めまして雨の事業費が

約１０億、汚水の事業費が約７億２，０００万でご

ざいます。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） 雨水の方の特に低地帯の

浸水対策と言われてきた分については、ほぼ完了

ですか。そのこともあわせて。それだけ先に。

○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） 雨水の整備に



つきましては、平成１２年も一部債務工事を行っ

ている工事でございまして、今年度中には概成す

る見通しでございます。ただ、雨の工事でござい

まして、水路の取り込み等の改良等は、引き続き

行っていく予定でございます。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） 今言われたりんくうタウ

ンでのつなぎですね、一般的に排水路といわれる

分ですか、りんくうタウンは本来もう完成してな

いかんわけですね、早くね。あれ、実際届け出と

の関係では完成しているはずなんですが、まだい

わゆる運河、あれが最終的な解決をしないと、防

潮堤の撤去とかいろんなこととの絡みも含めて、

その辺の完成を早くしないといけないと思うんで

すよ。その辺が一体どうなってるんかなというこ

とが１つです。

それと、何度にもなるといけませんので一緒に

お答え願いたいんですが、面整備で特に樽井地区

の場合は、地盤の関係で砂が多くて大変困難な問

題が確かにあるとは思うんです。これはもう市長

も御存じのように、住友銀行のあそこの四つ角か

ら和歌山の方へ行く道で、旧のいわゆる紀州街道

があります。散髪屋さんがありますが、あの散髪

屋さんの上のあの細い路地合いをずっと入ってい

ったところですね、和歌山の方に。あの路線がぽ

っかりと、全体の面整備ができているにもかかわ

らず、あの部分で抜けているというふうに思うん

ですよ。

そういうことは、あの地域全体ができておるの

にそこだけ抜けてると、それはよいことではない

と思うんで、そういう問題の対応は一体どうなさ

るのか。いつまでも放っておけないと思うんです。

本当ならもっと早く順番に済んでおらなけらばな

らないものが抜けたままで、いつまでも対応しな

いと。

それは技術上困難だとかいろいろあると思うん

ですが、それでは地域的にはおかしなぐあいで、

特に低地帯ですから雨降った場合にいろいろと問

題が起こりますし、そういう点での対応は一体考

えておるのか、それもあわせ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。

－１８６－

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 林議員御質問

のまず１点目でございますけども、企業局の仮排

水路、埋め立てに伴います下水道整備につきまし

ては、現在まだ幹線工事をやっております。年内

３本ほどの完成がございまして、男里系につきま

しては、ことしの平成１２年４月に通水を行った

ところでございます。残り前畑系、それと岡田浦

系につきましては現在鋭意工事を進めておりまし

て、ことし中には通水の予定でございます。下水

の整備といたしましては、幹線系はこれでほぼ終

わりでございまして、今企業局の方と具体的に埋

め立てるかどうかの話し合いをしてることろでご

ざいます。

それと、第２点目の樽井地区の面整備の件でご

ざいますけども、ちょっと私の思ってる場所と違

うかもしれませんけども、府道鳥取吉見泉佐野線

のことでございますか。（林 治君「その間」と

呼ぶ）山手の間、あそこには細街路と言いますか、

細いとこがございまして、私も現地を確認したん

ですけども、やはり汚水の面整備でございますの

で、雨につきましては直接的には影響はございま

せんけども、工事のやり方は、どうしても機械施

工ができずに人力に頼ってしまわなきゃいけない

ことですとか、資材の搬入路等の問題で、その中

での整備年度というのは、今現在検討していると

こでございます。

地区地区につきまして１００％完成するのが理

想だということはわかっているんですけども、や

はり残された部分にはいろいろ技術的な問題点、

先生御案内のように土質の件もございますし、工

法的にもかなり難しいというとこもありますので、

予算の面とも総合的に勘案しながら事業の方針を

立てていきたいと思っております。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） もうこれでとめておきま

すが、全体が進んでいる中で、本当にぽっかり穴

空いたように一部分だけ残されるというのは、や

っぱり地域的にこれは未完成のままでいつまでも

そのままになるということですから、地域での不

平等もありますし、その点含めて、これは特に技

術面では、いずれかは絶対やらなあかんわけです

から、結局今やれないということは、今やってる



人たちにその点についてのきちっとした方策を持

てないということになりますから、その責任はあ

ると思うんですよ。

自分らだけの技術的な能力ではいけない場合に

は相談するところもあるはずなんですから、それ

はやっぱりそういう相談も含めてきちっとやれる

能力を僕は持ってほしいなというふうに思うんで

す。これは具体的に進めるように要請をしておき

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２点ほどお尋ね

いたします。

かねて問題になっておりますけれども、下水道

事業の場合、とりわけ南部下水処理場ができたと

いうことの経緯ですね。やっぱり海洋汚染をしな

い、瀬戸内海特別法に基づいて許可が出たという

ことがございます。泉南市にかかわっては、企業

排水をどうするかということが大きな問題点であ

る。

しかも、今回浜地区の企業の工場排水をどうす

るかという問題で、一連の質問では、協議をして

いるということでお互い歩み寄りができないとい

うふうに答弁がありましたけれども、これも１０

年近く前から問題になってることで、今の下水道

料金では製紙工場等接続はできないということで、

市としては、大阪府に基本的に特例措置はないの

でそれに準じてやっぱり同じ料金で対応するとい

う、これは歩み寄りのないような判断だと思うの

で、この辺のことをどう思われてるのか、最終的

にどういう決着を得ようとしてるのか、それこそ

南部下水処理場ができた位置づけが半減するので

はないかと思いますので、その点答弁をお願いい

たします。

それと、屯道川でこの間も大水の中でウナギが

ほとんど死滅して、ドジョウ、フナ、そういった

ものがほとんどもう絶滅の状況になってしまった

ということで、近隣の人がドジョウとかを全部と

って保全しているという状況であります。その辺

が自然保全等下水道工事、今後いろんな形で問題

になってくるので典型的な事例かと思いますけれ

ども、その辺の自然保全ができなかったのか、も

う仕方がなかったのか、あるいはどこまでやった

－１８７－

のか、その辺の説明をお願いいたしたいと思いま

す。

○議長（嶋本五男君） 佐野下水道部長。

○下水道部長（佐野芳男君） 一般質問でも御指摘

があったわけですけども、大里川の上流の工場の

汚水の取り込みを早急にということはかなり以前

から御指摘があったということで、我々といたし

ましても、当然公共下水の整備に伴いまして、工

場側に対しまして種々協議をいたしておることろ

でございますけれども、やはりかなりの経費がか

かると。これは当然のことなんですけども、会社

の存続にもかかわってくるというような状況でご

ざいまして、我々といたしましても、その辺は現

在他市の状況等も踏まえる中で、やはり減免とい

うような点についても即実施できるというような

状況で、現状検討していかなければならない問題

もあるわけですけども、これもいつまでもこのよ

うな状況で推移するということは、ほかの方々に

もまた運営管理の面についても問題が生じてくる

ということで、今後とも企業側とも誠意、話し合

いさしていただきまして、取り組みについて対応

してまいりたいと、このように思っております。

○議長（嶋本五男君） 岡田整備課長。

○下水道部整備課長（岡田敏男君） 今、北出議員

の御質問の屯道川の改修工事についてでございま

すけども、これは前畑雨水幹線の工事でございま

す。屯道川は、御案内のとおり川幅も狭小な川で

ございますし、確かに自然の動植物が生存するこ

とも確認しておりますけども、一方雨が降った後

には大量のごみ、雨が降った後でなくてもごみ等

もかなり堆積しております。

我々前畑雨水幹線の工事につきましては、既存

の川の下に下水の管を入れるという工事でござい

まして、これにはやはり工事の安全第一を考えて

おりまして、施工方法も工期の短縮を図るために

既製品を使って、そのボックスを埋める工法を採

用しております。

したがいまして、工事中につきましては、議員

御指摘のとおり自然環境保護という観点も今後は

必要かと思いますけども、現在のところは、整備

課といたしましては工事中の安全を第一に考え、

また川の下の工事ですので雨が来ますと土のう等



の対応も逐次しなけりゃいけないということで、

なるべく工程管理のできやすい手法で行っていき

たいと考えております。

大阪府におきましては、金熊寺川等で多自然の

工法をやっているようですけども、施工中につき

ましてのその辺の具体的なガイドラインというも

のは、現場でもまだ試行錯誤しながらやっている

ように聞いております。また、費用面と工事の安

全面等総合的に勘案して、今後はそういうことも

考慮していかなければならないと考えております。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） その結果、浸水に脅かさ

れてる市民もいらっしゃるみたいですけど、個別

的なことは申し上げません。ただ、一般に自然環

境保全でこれぐらいのコイもなくなった、ウナギ

も何十匹もなくなった、唯一残ってるメダカ、ド

ジョウ、こういうのも生息してたわけですよね。

もうほとんど死滅してしまったということで、本

当にそういうあり方が問われるところは、費用面

で何千万、何億余計にかかるのか、あるいは工程

の安全管理というのは専門的発言ですので反論は

できませんけれども、これからというふうな発言

をお聞きしたので、これからというのはいつのこ

とかよくわからないんですけれども、試行錯誤的

と言ったにしても、やっぱり環境保全を基本的に、

河川法だってああいう形に変わってきてるわけで

すから、それを無視するような形で工事優先とい

うことでは、やはりおさまらないと思います。そ

の点は今後また課題になってくるかわからないで

すけども、その問題はもうこれでとめます。

大里川の河川は、特に準用河川にも入りません

し、だからこの間樫井川がワーストワンになりま

したけれども、大里川なんてもっとその一けたも

汚染度は高いと思いますが、残念ながら河川とい

う対象にはなってないので上がってこない。だか

ら問題は、工場排水の段階で規制するしかないと

いうことです。それはもう御承知のことだと思い

ます。

しかも、繰り返しますけれども、瀬戸内法に規

制されて南部下水道ができ、大阪府湾を汚染する、

瀬戸内海を汚染する工場群をりんくうタウンに誘

致すると、それも不可能な状況になってると。

－１８８－

なおかつ、そしたら南部下水処理場で工場排水

を集中して浄化するということもできないという

ことであれば、何のためのことかということにな

りますので、これ本当に私１０年ほど前から問題

にさしていただいてまして １０年近く前です

ね。実際、今まだ協議してるとか他市の状況を見

てというのは、もう７年も８年も経過して同じよ

うな言葉は聞けないわけですよ。

現行の部長は就任されて１年たっていらっしゃ

らないかもわかりませんけれども、もう既に何年

も話してきてるわけです。おまけに、それを踏ま

えて雨水幹線が完成して大里川を改修するという

ほど云々で、その設計計画も基本でできてたわけ

ですよ、基本構図はですね。そういうことを踏ま

えながら、いまだに交渉中だとか、いや他市の状

況を見てとか、そういうことでは話にならないわ

けです。

そういう意味で、水道下水道料金を一応５０％

にするのか何％にするのか知りませんけれども、

それは１つの政治的判断が問われてると思うんで、

責任のある方で、下水道部長ができなければ助役

なり市長なり、どういう形にするのか。もはや１

０年近くの期間が経過しておりますので、判断し

ていただきたいと思います。いつ聞いても、いや

協議中で他市の動向を見ながらじゃ、全くこれは

解決できないと思いますので、責任ある答弁をお

願いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 男里周辺の工場の排水をで

きるだけ早く取り込むということが、やはり下水

道の使命であるというふうに思っております。既

にもう何社か取り込んでいただいております。そ

れから、今年度取り込むところも２社ほどあると

聞いております。しかし、まだ数社が残るという

ことでございまして、そこはまだ供用告示を打っ

てないというふうにも聞いておりますが、かなり

以前から企業群から何とかもう少し安くならない

かという要望はちょうだいをいたしております。

ただ、下水道の場合、なかなかそういう格差を

つけるというのが他市でもほとんどやってないと

いうような状況もございまして、説得を続けてき

たという経過もございます。ただ、この周辺では



泉大津が若干格差をつけた形での料金設定をやっ

ておられるということを私も最近お聞きしました

ので、すぐに調べて一回どういう状態なのかとい

うことも含めて整理をするように指示をいたしま

したので、もうしばらくちょっと時間をいただき

たいとは思いますが、念願のその下水道が目の前

まで来てるのに、それの機能が発揮できないとい

うのは非常に不本意でございますし、ただ相手側

もやはり非常にぎりぎりの経営をされているとい

う中で、非常に大きな負担になると。

特に、水をたくさん使うという部分の工場だそ

うでございますから、やはり何とかできるだけ早

く接続できるような形をお願いできるようにした

いというふうに考えておりますので、今事務局は

事務局で一生懸命やっておるようでございますが、

ごく最近私の方からも改めて指示をしております

ので、ちょっと時間をいただきたいと思います。

できるだけ早く整理をしたいというふうに思いま

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。

小山君。

○２番（小山広明君） 下水道整備そのものは反対

するものでは全くありませんけれども、果たして

こういう手法がこの地域に必要かどうかというの

は、これまで議論をしてまいりました。そして、

今も議論をしてまいりましたけれども、特別会計

でありますからその収入の主たるものは使用料で

あります。

決算でも一般管理費が２億１，９００万、これは

１０年度決算でありますけれども、これは１２年

度でもそう変わらないと思いますけれども、それ

に対して使用料が１億１，５００万ということであ

ります。こういう構造から、この会計が果たして

独立的に採算的に合うのかどうかは甚だ疑問であ

りますし、また運用面においても、今議論があり

ましたように、市の施設で一番大量に使う排水を

しております給食センターがいまだにつなぎ込み

ができておらない。

これは現在の維持管理が２６７万円かかってお

るんですね、給食センターの浄化槽の維持管理費

－１８９－

が。それからいっても、だれが考えても単に設備

をつけるわけではなく、直接つなぐわけでありま

すから、採算面からいってもこれは当然につなぎ

込むべきでありますし、給食センターの建てかえ

問題が今出てきておりますけれども、これとても

財政問題からいっても、だれが考えてもそう早急

に結論が出る問題ではないわけであります。

市街地の真ん中を流れていきますこの河川に給

食センターの排水が流れておることを考えますと、

一日も早くつなぎ込みをしてもらいたいと、その

ように思うわけでありますけれども、今回明確な

答弁はなく、最後に立った上林助役が１３年度中

に議論をしてまいりたいと、この程度の議論でと

まっておるわけであります。議論ではなしに、本

当に早急につけるという答弁をしてほしかったわ

けであります。

そういうことで、運用面においても、また財政

の面からいっても、この下水道のやり方について

はやはり見直さなければなりませんし、山間部、

山手の住宅についてはいつ来るかわからないと。

私はいまだにその人たちが言ったことを思い出す

わけですが、排水処理というのは上からやるのが

ほんまでないんですかということを言われて、な

るほどと聞いた記憶を今思い出します。

本当に汚れは上からくるわけでありますから、

上からきれいにする方法、それは言うまでもなく

集落ごとの合併処理浄化槽や個人単位の小型合併

処理浄化槽であることは当然でありますし、採算

的にも十分安いわけでありますし、行政に与える

負担も少ないわけでありますから、そういうもの

を弾力的にとって、一日も早く希望者には下水処

理浄化槽がつけられるような方策をすべきである

ということの意見を付して、この議案には反対を

さしていただきます。

議案の名前を言っておりませんでしたな。ごめ

んなさい。１１年度大阪府泉南市下水道事業特別

会計予算第３号に反対の立場で討論さしていただ

きました。よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより報告第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認



することに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

て報告第７号は、原案のとおり承認することに決

しました。

次に、日程第１３、報告第８号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市

一般会計補正予算第１号）を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（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。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第８号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第１

号）につきまして御説明を申し上げます。１１９

ページでございます。

専決の理由でございますが、平成１１年度一般

会計の出納が平成１２年５月３１日をもって閉鎖

されるについて１億５，０６４万８，０００円の赤字

となりますので、地方自治法施行令第１６６条の

２の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充当の

上、決算を行うことから、平成１２年度予算にお

いて不足額の予算措置が必要なため、専決処分と

したものでございます。

補正の内容でございますが、１２１ページをお

開き願います。

歳入歳出の総額にそれぞれ１億５，０６４万８，０

００円を追加いたしまして２０９億４，４４４万８，

０００円とするものでございます。

歳入歳出の明細につきましては、１２５ページ

から１２６ページに記載しているとおりでござい

ます。

以上、甚だ簡単ではございますが、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。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） こういう措置は前回も１回

あったように思うのですが、歳入で雑入となって

おるんですが、もう少しこの内容について御説明

－１９０－

をいただきたいと思います。なぜこういう措置に

なったのか、その原因とかいうところをお願いい

たします。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） そしたら、お答

えいたします。

まず、歳入において雑入となったということで

ございますけども、１１年度の出納閉鎖を終えて、

その時点で１億５，０６４万８，０００円の赤字とい

うことで、５月３１日、１１年度の出納閉鎖内、

３１日付で１２年度の予算をもって歳入をもって

充てるということでございました。その時点で特

定の財源が見込めないと、そういう状況の中で雑

入ということで対応さしていただきました。それ

につきましては、１２年度におきまして、この雑

入につきまして全額解消に努めていくということ

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） いや、ようわからへんねけ

どね。赤字になった原因があるわけでしょう。先

ほどこの１１年度の補正予算を議論しましたわね。

こういうことになった原因は、その予算の中にど

っかあるんでしょうな、これ。１１年度赤字にな

りましたという補正予算なり予算書は、まだ１回

も出てないでしょう。１２年度に入る予定の収入

から１１年度に使ったとこへ持っていくという、

そういう措置ですね、ある意味で。

そうすると、持っていかれた先でどういうふう

に……、それは措置されなくてもいいんですか。

何で赤字になったのかですね。先ほどの議論の中

でも、むしろ基金に積み込みをしとるでしょう。

前にも普通は基金から取り崩すのが本来の趣旨だ

けども、市民の皆さんにいかに市の財政が大変だ

ということをわかってもらうために、赤字という

言葉をちゃんと出したという説明がありましたわ

ね。

市民の皆さんはそれを見て、あ、泉南市は赤字

やなと思って、いろんな意味で協力をしていただ

いたと思うんですわ。その行政効果があったと思

うんですが、またことしは金額ふえて出しました

ね、これ。前は９，０００万でしたか６，０００万で



したか、そういう措置をしていろいろ議論があり

ました。これは特別な措置で、政治的判断だとい

うことも僕は覚えています。

本来、まだ基金、いわゆる貯金があるわけです

からね、それをもう食いつぶしてしまってないか

ら、次の年度の収入をもらうというのは、これは

普通のやり方ですよ。お金があるのにそれを使わ

んと置いといて、次の年度の収入を回すという、

こういうことはおかしいんじゃないかという議論

もあったと思うんですが、そしたらいや違うんだ

と、市民の皆さんにもう赤字だということをわか

ってもらうためにこういう特別な措置をしたと、

こういうように私は議論を覚えとるんですが、位

置づけは同じことなんですか、こういうことを出

したことは。

ちょっとその意味と、何でこういう赤字になっ

たのか。何か歳入が減ったのか、使うべき金をた

くさん使ったのか、どっちかわかりませんが、さ

っきの決算からいうたら減額というんか、使わな

かった執行残の金がいっぱい出てましたね。だか

ら、その辺の原因をきちっと説明してくださいよ。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） ５月３１日の出

納閉鎖を終えまして、歳入として２１２億７，５６

７万円、歳出総額で２１３億２，３４４万５，０００

円です。差し引き４，７７５万円の財源不足いわゆ

る赤字ということでございます。その中で、翌年

度に繰り越すべき財源が、例えば農業公園とか繰

越明許でお願いしていただいた分ですけども、１

億２８７万３，０００円あります。トータルで１億

５，０６４万８，０００円の赤字ということでござい

ます。

その中で、確かに小山議員言われるように、基

金がございますけども、基金についてはやはり公

共施設整備基金あるいは公債費管理基金、それぞ

れ目的を持っての目的基金でございます。公共施

設整備基金につきましては、一定の取り崩しはさ

していただきました。その中で１億５，０６４万円

の赤字ということでございますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 私も議員になって赤字、黒

－１９１－

字というのはようわからへんですね。借金も収入

にしておりますからね。そういうことで余りよう

わからんのですね。普通の家計からいうたら、借

金したのは収入じゃないでわけですから。それで、

いつもプラ・マイ・ゼロの予算を組んでいらっし

ゃるわけですね。前回の予算もプラ・マイ・ゼロ

でしょう、これ。余った分は全部基金にほうり込

んだんでしょう、１１年度の９号のこれでもね。

この赤字というのはどこの数字で、いわゆる書類

としては出とるんですか。あなたの言う４，７００

万円と……。だから、前のときにはその余った分

を全部基金にほうり込んで報告したじゃないです

か。このときに、例えばあなた方の言う１１年度

の決算はもうこれが最終で、融通決定したが出し

ましたよと、この後にまだ予算の動きがあるわけ

ですね、そうすると。５月３１日のこの後にね。

この時点では赤字は出てないんですね、そしたら。

そういう理解でいいんですね。

そうしたら、５月３１日に締めた段階での内容

をこの予算説明のときにちゃんと出さないといけ

ないんじゃないですか。ただ差し引きがこうだと。

歳入が少なかったから赤字なのか、必要以上にお

金が要って赤字なのか、これ両方あるでしょう、

赤字になる原因というのは。どちらなのかという

こともちょっときちっと説明いただきたいと思い

ますよ。

もう少し赤字になった原因については、そんな

数字だけの羅列じゃなしに、やっぱり原因として

例えば市民税が入らなかったとか、ゴルフ場の何

かが入らなかったとか、何かいろいろあるでしょ

う、そら、交付金がはいらなかったとか何かいろ

いろ。そういうものをちゃんと特定してやってく

ださいよ。でないと、どこに原因があったんか全

然わからないじゃないですか。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 予算につきまし

ては、先ほど御承認いただきました９号補正につ

きましては、一応３月３１日までの分ということ

でございます。それから、５月３１日の出納閉鎖

が終わるまでの多少のずれというんですか、ござ

います。その中で、特に今回の９号補正の関係で

申し上げますと、市税については額の確定ができ



ておりませんので、９号補正の中には載せていな

いと、歳入の面におきまして。そして、歳出につ

いては、事業費のほぼ確定したものについては、

今回当然不用という形で減額あるいはまた増額等

をさしていただきました。

それで、その中で赤字になったということの原

因ということでございますけれども、基本的には

どれがどうなったかというよりも、まず公債費あ

るいはまた扶助費等の義務的経費で約３億近くの

増があったと。そして、昨年度と比べまして税収

におきまして約４，０００万近くの減少やったと、

その辺が大きな原因と違うかなと思います。

ただ、歳出については、当然予算措置をさして

いただいておりますので、歳入側と歳出のどちら

かと言われて、強いてどちらかといえば歳入の方

が当初予定よりも少なかったということでござい

ます。（小山広明「４，０００万やろ」と呼ぶ）４，

０００万円というのは、税ですか。３，８００万か

ら約４，０００万ということです。

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） こういう大変な、人に聞こ

えがよくない赤字で次の年度から穴埋めするとい

うのは、これまさしく自転車操業そのものですね。

先ほどの９号補正は、予算説明書を見ても５月３

１日に閉鎖されたので云々と書いてあるでしょう。

５月３１日で閉鎖されたことによって、この補正

を出してきたということでしょう。今、６月の末

ですわね。あなたの言う５月３１日に閉鎖したら

この赤字が出たということなんですが、じゃ先ほ

どの９号補正というのは、５月３１日に閉鎖した

けども、数字としては３月３１日の締めの数字だ

と、こういう意味やね。そこからタイムラグがあ

って、５月３１日までに赤字というものが歳入で

税の方で４，０００万減があったと、そういうこと

でしょう。

そしたら、先ほどの閉鎖されたことにおけるこ

れを見ますと、基金の方に１億９，０００万ぐらい

積み立てとるでしょう。先ほど、お金が余ったか

ら積み足しをしてはるんやけどな。公債費管理基

金で１億９，６００万、公債費の方に戻しとるじゃ

ないですか、歳出の方で。そうでしょう。３月３

－１９２－

１日の段階でお金が執行残を全部足してトータル

で１億９，６００万余ったわけでしょう。そして、

そこから５月３１日までの間に１億５，０００万円

の赤字が出たというんでしょう、あんたの説明で

は。この１億９，６００万があったら黒字じゃない

ですか、これ。これは取り崩したんじゃなしに戻

しとるわけでしょう、基金の方に。そうしたら、

こんな処理をせんでもいいんじゃないかなと、こ

の数字から見ると思うんですが、違うんですか。

こういう解釈はおかしいんですか。

今回は市民の皆さんに赤字であるということを

わかってもらうために、こういういわゆる聞こえ

の悪い措置をあえてしたと、こういうことは全然

説明がないんですが、前回はそれはありましたよ。

それは、今回はいわゆるあなた方の言う公共施設

整備基金は、単に赤字だから取り崩せないから技

術的にもできないんだと、そういう説明なんです

か、どっちなんですか。ちょっと一発でぱちっと

やってください、また議長からとめられるからね。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 先ほどの９号補

正の関連で、公債費管理基金を積み立ててるのじ

ゃないかということですね。そういうことですけ

ども、予算というのは歳入歳出が当然プラス・マ

イナス・ゼロでなければいけないということなん

ですわ。それはもう小山議員も御承知と思います。

ただ、決算におきましては、当然歳入歳出の違

いが出てきます。それが例えば歳出よりも歳入の

方が多ければ、当然黒字やと。また、今年度みた

いに歳入よりも歳出の方が多ければ赤字というこ

とでございます。

その中で、歳入において１億９，７００万円減り

ましたと、この９号補正の中でね。歳入が減りま

したと。しかし、歳出の不用額とか減額で約１億

８，０００万ほどそれ以上の減があったということ

で、その分をとりあえず財源の調整という形で公

債費管理基金へ積み立てさしていただいておりま

すけども、決算を受けたらこの額は丸々積めるも

のではございません。この額が積めるんでしたら

我々ありがたいなと思いますけども。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。回数がふえており



ますのでまとめてください。

○２番（小山広明君） それはおかしいやないか。

予算の中で基金に繰り出しとるわけでしょう、ち

ゃんと、基金に１億何ぼ。それがありがたいです

という、それは基金に繰り込むというようにここ

に説明して議決されたら、基金に組み込まれるん

じゃないですか。一遍基金に入っちゃうんでしょ

う。それは基金に入ってないんですか、これは、

あなたの今の説明だったら。入ってしまったんだ

から、出すときにはまた予算せなあかんでしょう、

出す予算を。違うんですか。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 予算というのは、

一応見込みということで計上さしていただいてお

ります。それがすべて終えた時点が決算というこ

とでございますので、例えば１億９，０００万が積

み立てられてないということになってきます。そ

れはまた決算の中でお示ししていきたいというこ

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。（小山広明君「い

やいや、それはおかしい。全然おかしいですよ、

議長」と呼ぶ）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。

小山君。

○２番（小山広明君） 昨年に引き続いてのこの赤

字という処理でありますけれども、これまでは当

然今までも予算が決算の中でプラ・マイ・ゼロに

なることはあり得ないわけですから、こういう次

年度分から穴埋めをするという措置については、

もっともっとやっぱり十分わかりやすい説明をす

るべきだと思うんですね。あなた方はプロだから

それはわかって説明しとるかもわかりませんが、

私は少なくとも市民の側にあなた方よりは近く住

んでおる人間であります。

そういう意味で、これの前に審議された議論の

中では、お金が余って基金に積み込みをしたわけ

であります。そして、その後に赤字が出たから次

年度を繰り出すんだと、こういう説明では全く理

解できない。もっとこういう非常事態の中での財

政問題については、やっぱり専門用語や役所だけ

－１９３－

での議論ではなしに、本当に小山にわからすこと

が市民にわからすんだというぐらいの大胆な発想

で、きちっと説明するべきだと思うんですね。

これはほかの議員はわかっとるかわかりません

が、少なくとも私はわかりません。わからないこ

とをわかったとは絶対言えないわけでありますか

ら、きちっとそういう意味で、基金がまだあるに

もかかわらずこの基金を取り崩さずに行う手法と

か、それから１１年度の３月３１日までの締めた

予算の中でも、基金に積み出すお金が出とるわけ

ですから、そういうものを使ってなぜ赤字という

ような処理をしなければならないのか。このこと

は本当に説明をしないと、こういうことでは私は

とても市民の理解が得られないんではないかなと、

そのように思います。

そういう意味で、昨年言いました市民の皆さん

に赤字である市の厳しい状況を知ってもらいたい

ということでしたという処置であるならば、今回

安易にこのようなことを２年連続でする場合につ

いては、もっともっと十分な説明をしなければ、

全く私は理解できないと思います。

私の理解できないことについては、私は納得も

できませんし、そういう大変不満を残して、議長

についても私に合わしてやはり議事運営を進めて

ほしかったと思いますが、明らかに私より賢い人

を想定して切られたんだと思いますけども、私み

たいな人間がおるということも、議長、よく踏ま

えていただいて、今後の議会運営をぜひよろしく

お願いしたいと思います。でなければ、こんなむ

だなことを言う必要はなかったわけでありますけ

れども、よろしくお願いします。そういうことで

反対をします。

○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。

これより報告第８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに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

て報告第８号は、原案のとおり承認することに決

しました。

暫時休憩いたします。



午後３時 ９分 休憩

午後３時４９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。

お諮りいたします。この際日程の順序を変更し、

日程第２７、請願第１号 ３０人学級の実現、教

職員の定数増を求める請願及び日程第２８、請願

第２号 プールを市民に開放することについての

請願の以上２件についてを先議したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

ってこれより日程の順序を変更し、日程第２７、請

願第１号 ３０人学級の実現、教職員の定数増を

求める請願及び日程第２８、請願第２号 プール

を市民に開放することについての請願の以上２件

について先議することに決しました。

次に、日程第２７、請願第１号 ３０人学級の

実現、教職員の定数増を求める請願を議題といた

します。

本件につきましては、お手元に配付しておりま

す請願文書表のとおり、所管の文教消防常任委員

会に付託いたします。

次に、日程第２８、請願第２号 プールを市民

に開放することについての請願を議題といたしま

す。

本件につきましては、お手元に配付いたしてお

ります請願文書表のとおり、所管の文教消防常任

委員会に付託いたしたいと思います。

なお、委員会審査については、来る７月３日午

前１０時から予定しておりますので、文教消防常

任委員の方におかれましてはよろしくお願いいた

します。

次に、日程第１４、報告第９号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市

国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号））

を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（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。蜷川助役。

－１９４－

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第９号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１２年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）について御説明申し上げま

す。

議案書１２９ページをお願いいたします。

専決理由でございますが、平成１１年度国民健

康保険事業特別会計の出納が平成１２年５月３１

日をもって閉鎖されることについて７，９３８万５，

０００円の赤字となりますので、地方自治法施行

令第１６６条の２の規定により翌年度の歳入を繰

り上げて充当の上、決算を行うことから、平成１

２年度予算において不足額の予算措置が必要なた

め、専決処分したものでございます。

１３１ページをお開き願います。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ７，９３８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５１億５，７００万８，０

００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、１３５ぺージから１３６ページ

に記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

いを申し上げます。

○議長（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） この分の主な赤字の原因と、

それから国保税の徴収率が１１年度はどれぐらい

かということ、現年分と滞納分を分けて御説明い

ただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 島原国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（島原功明君） 小山議

員の２点の質問についてお答えいたします。

まず、赤字の要因について御説明いたします。

赤字の要因について、医療費がことしは前年度に

比べて１１．９％ほど伸びております。歳入も前年

度に比べればふえてるんですが、要因といたしま

しては、医療費のふえた分については、景気等の

低迷で被用者保険、リストラ等で退職による国保

加入者、また高齢者の医療費、それと２月、３月

におけるインフルエンザ等において、前年度に比

べて医療費が伸びております。その結果、単年度



収支において７４４万４，０００円の単年度赤字が

出ております。累積赤字については、それを含め

た前年度７，１００万程度ございました。トータル

７，９３８万５，０００円の赤字となったものでござ

います。

あと、収納率の関係でございますが、今も御説

明しましたように、リストラ等によって収入が減

となっております。それらの方々が若干負担増に

なるということがございまして、分納誓約等の関

係で件数がふえてございます。それらの要因によ

って収納率も前年度に比べて一般において０．６９

％、トータル的に０．６２％の収納率の低下を来し

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） 年間４６万円という限度額

があるんですが、一般の公務員の皆さんが納めて

いるこういう部門に対する負担と、それからサラ

リーマンなどがやっておる社会保険などと、かな

りこれは高額になっとるんですが、これはこれか

らもう上がっていく傾向はあっても下がっていく

傾向はないんですけども、これだけの負担を働い

ている環境が不安定な人に対してやっていくこと

は、いろいろ徴収率についても影響があらわれて

おりますし、先ほどもどれぐらいの徴収率かとい

うことでお聞きしたんですが、その説明はちょっ

となかったと思うんですが、市長会でもこれは制

度的な問題があって、やはり健康な人が病気の人

を支えるというところからいえば、やっぱり同じ

１つの制度にするというのは前から議論があるん

ですが、市長もいろいろ市長会において御発言さ

れとると思うんですが、この国民健康保険の問題

ですね。

やはり会社に勤められて退職してからこちらに

流れ込んでくるわけですし、そういう点ではなか

なか制度的にしんどい人ばっかりが集まる状況に

ありますし、特に自営業の皆さんとかそういう中

小零細企業の皆さんが多くここにかかわるわけで

すから、そういう点でやはり政治がこういうこと

を解決していかないといけない問題があると思う

んですが、市長のそういう点での立場での発言な

り、これまでのこの問題に対する行動はどういう

－１９５－

ものであったのか、もしつまびらかにしていただ

ければ我々も参考になりますので、そういう点も

含めて。それから、見通しですね。そういう要望

をしとるけども、なかなか言うだけで実現しない

ということではちょっと疲れてしまいますので、

そういう市長会という僕は最大の圧力団体と思う

んですが、そういうところが本当に機能するよう

なことも含めて、市長はどういうふうにお考えに

なっているかも含めて御説明いただければいいと

思います。

まず徴収率だけ、現年と滞納分だけ先やってく

ださいね。

○議長（嶋本五男君） 島原国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（島原功明君） 収納率

について、現年と滞繰について御説明いたします。

現年度分については８７．９５％、滞納繰越分に

ついては７．５％でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この国保の運営につきまし

ては、本市もそうでございますが、全国的にこの

運営が大変厳しい状況でございます。本市におき

ましても累積赤字が相当あったわけなんですが、

一般からも相当繰り入れたりしまして、また国保

そのものも頑張って累積赤字をかなり減らしてき

たわけでございます。今年度は若干単赤になった

わけですけれども、何とかこれからもさらにみず

からの努力はしていかなければいけないというふ

うに思っております。

もう１つは、そういう全国的な状況がそうであ

るということは、やはり多くの市民の皆さんに高

い負担をお願いしているんじゃないかと、あるい

は制度上問題があるんではないかということも含

めて、市長会では毎年この問題を取り上げて要望

活動を行っているわけでございますが、なかなか

これの改善ということについて国の方の作業が進

まないという状況もございますので、引き続いて

我々の方も、今回介護保険の問題もさらに加わり

ましたんで、それとあわせて改善を求めてまいり

たいと考えておる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） 滞納繰り越し７．５％ですか



ら９２．５％ぐらいが集められてないという状態で、

これは大変異常な状態ですね。この現年度分にし

ても８８％ほどですから、これも大変な率になる

と思うので、先ほど市長も言われましたように全

国的な傾向だということで、これは制度改善もあ

ると思いますけども、ひとつそういうことも含め

て解決に向けていただきたいと思いますし、私も

市長会というのは最大の圧力団体と思いますし、

単に交渉するというだけではなしに、やっぱり聞

かなければどうするんだという対抗手段も踏まえ

て、最近は市民に選ばれた首長という理屈の上で

は強力な立場ですから、だれに気兼ねする必要も

ない、そういう独立した存在ですから、やりよう

によってはかなり大きな政治力を発揮できるんじ

ゃないかなと思います。

東京都知事なんかがある意味でそういう道を開

いてきとると思うんですけども、やはり直接市民

に選ばれてとるというような立場をもっとフルに

生かしていただいて、国と対立軸をきちっと明確

に市民にも見える形でこの問題を解決していかな

いと、やっぱり健康の問題でありますし、このこ

とが市の一般会計財政にも影響を与えるわけです

から、ぜひ市長のウルトラＣというんか、もう少

し市長独自の政治家としての、こういう手法で国

に当たるというようなものがあれば、今後やっぱ

り議会にも表明していただいて、我々もこの問題

について議会としても解決できる道があれば、一

緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、

市長にそういうグッドアイデアがあれば、今後表

明をしていただきたいと思います、今回は結構で

すけども。あればぜひ早く表明をして、この問題

の解決を一緒にしていきたいと思います。

○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。

これより報告第９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第９号は、原案のとおり承認することに

－１９６－

決しました。

次に、日程第１５、報告第１０号 専決処分の

承認を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南

市老人保健特別会計補正予算（第１号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（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。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第１０号、専決処分の承認を求めるについて、

平成１２年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正

予算（第１号）について御説明申し上げます。

専決理由でございますが、平成１１年度泉南市

老人保健特別会計の出納が平成１２年５月３１日

をもって閉鎖されることについて２，８２６万５，０

００円の赤字となりますので、地方自治法施行令

第１６６条の２の規定により翌年度の歳入を繰り

上げて充当の上、決算を行うことから、平成１２

年度予算において不足額の予算措置を必要とする

ので、専決処分したものでございます。

議案書の１３９ページをお願いいたします。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２，８２６万５，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４３億８，１０５万３，０

００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、１４３ページから１４４ページ

に記載のとおりでございます。

以上、簡単ではございますが、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。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第１０号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ



って報告第１０号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第１６、報告第１１号 平成１１年

度大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算

書についてを議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（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。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第１１号、平成１１年度大阪府泉南市一般会計

予算の繰越明許費につきまして、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により繰越計算書を議

会に報告するものでございます。なお、当該繰越

明許費は平成１２年第１回定例会で原案可決済み

の平成１１年度一般会計補正予算（第８号）で設

定済みのものでございます。

議案書１４５ページをお開き願います。

繰り越し内容でございますが、地域ぐるみため

池再編総合整備事業負担金及び堂之池改修事業負

担金につきましては、府営事業として施工してい

るものでありまして、大阪府が繰り越しを行った

結果、それに伴いまして４３４万７，０００円及び

１３１万３，０００円の事業金額をそれぞれ繰り越

しているところでございます。

続きまして、仮称農業公園整備事業につきまし

ては、一部施設整備について国の補正予算が充当

されることになり、平成１２年第１回定例会一般

会計補正予算第８号において予算化されたところ

でありまして、年度内に執行することが困難であ

り、事業金額１億６，７０３万円を繰り越している

ところでございます。

続きまして、各小学校コンピューター教室設置

事業につきましては、平成１１年度の国の２次補

正による国庫補助でありまして、補助の確定、実

施教室の決定等がおくれましたため年度内に完了

することができず、事業金額７，４００万円を繰り

越しているところでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認のほどお願いを申し

上げます。

－１９７－

○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。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 教育費の各小学校コンピ

ューター教室設置事業ですね。どういう形で今決

定してきているのか、簡単に御説明をお願いいた

します。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） コンピューターの

件ですけども、事情は先ほど申し上げたとおりで、

今年度夏に小学校４校にコンピューター設置とい

うことで、夏に工事に入って９月から学校で使え

るようにと、このような中身でございます。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） もう少し細かく説明して

いただけると思ったんですけれども、どういう配

置とか、あるいはコンピューター教員とか、その

辺の制度を担う部分がどこまで整備されてるのか。

その辺でおくれてるんだというふうな判断もさし

ていただいたんですけれども。それで、今後の方

向と。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） コンピューター指

導に係る指導者の育成に関しましては、後ほどま

た１２年度補正のところで出てきますけども、府

の補助事業ということで小学校４校、それから４

校以外の学校に関しましても、約半年ぐらいでし

たか、外部から講師を入れて指導者育成事業とい

う位置づけで、学校の教職員指導者としての資質

向上のための養成事業をやるようになっておりま

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） じゃ、あと１点だけ、地

域ぐるみため池再編総合整備事業について、河川

法も変わって、多自然型工法とか金熊寺川も取り

入れられて、府がそれを推進しているわけですけ

れども、ため池再編総合整備事業に関しては、か

なり工法が旧来の枠組みを出ていない。

その点、これから工法等を転換していくような

位置づけはあるのか、全く旧来の形でセメントな

りそういう形で岸辺を配してしまうのか、その辺

のちょっと説明を オアシス計画は、始まった



段階で自然との共生、生態系の保全ということを

やるというふうにお聞きしたんですけれども、全

くそうじゃないままずっと続いております。市民

の協力を得られないというふうな発言もありまし

たけれども、今後どうされるのか、その点の説明

をお願いいたしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 市内のため池でござい

ますけど、約３００近いため池がございます。こ

れについては、従来オアシス計画とか補助事業の

内容によりまして、ため池総合整備事業とかいろ

いろやっておるわけでございますけども、基本は

いわゆる防災を主体とした水利の保全という意味

での改修を加えておるところでございます。それ

ぞれ国の費用、また府の補助事業ということでご

ざいますので、それに基づいた構造とか手法をと

って実施をしておるわけでございます。

今後とも、できるだけいわゆる自然という部分

も含めた 失礼しました。ため池の数は約１０

０ほどでございまして、３００と申し上げました。

失礼いたしました。手法も考えなければいけない

わけでございますけども、公費を投入するという

ことは、やはり安全面を中心とした事業手法をと

らざるを得ないというのが現状でございます。議

員おっしゃるような、ため池もこれは親水的に工

事を加えるということについては、今後の検討課

題ではないかというのが現状でございます。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 下水道工事も先ほど発言

さしていただきましたけれども、財政問題とか市

民の協力を得られないとかいうようなことで、い

つも今後の課題ということで５年、１０年という

無期延期状態に陥ってるわけですけれども、やっ

ぱり環境という問題は、大きな看板に市長もされ

ていらっしゃいますし、そういう具体的な工程で、

手続、工法で全くそういうことを無視するという

ことであれば、やっぱり看板も嘆くと思います。

その辺は本当に真剣に考えていただかなければ、

改正河川法も含めて 改正河川法はため池には

適用されておりませんけれども、公明党も最近、

循環型経済構造をおっしゃっておりますし、政府

主導でそういう形に循環型経済の時代にいくのじ

－１９８－

ゃないかと。もう大きな流れでありますし、他市

町村を眺めてという形じゃなくて、やっぱりやり

ますぐらいのかたい決意表明をしていただきたい

と、できるだけのことはやるというふうに言って

いただきたいと思うんですけど、いかがなもんで

しょうか。市長、よろしかったら。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 河川とため池は、やっぱり

ちょっと違うと思いますね。河川というのは、大

体掘り割りなんですね。ですから、仮にその護岸

が浸食されたとしても、その被害というのはそう

多くはないわけなんですが、池は御承知のように

ほとんど築堤ですからアースダムなわけですね。

ですから、そこにちょっと差があるということ

を御理解いただきたいのと、それから池の場合は

池の面積が大きくなりますと、風による影響でか

なり波立ち、波浪が出ます。それで、浸食が特に

心配されるわけでございますから、やはり面積の

大きい部分については、一定土堰堤だけでは浸食

されてくるという可能性がありますから、ある程

度保護しなきゃいけないという部分があるわけで

ございます。

ただ、その場合にも、最近割り方、あそこの君

が池なんかもそうだと思いますが、従来のブロッ

クだけではなくて、ちょっとアレンジしたような

もんでやっておるというようなこともございます

から、その一定の範囲内で安全を第一に考える中

で、あといかにそういう自然形態を取り入れてい

くかということになろうかというふうに思います

ので、その点は御理解いただいた上で、我々の方

も可能な限りそういう形で、地域ぐるみは大阪府

でやっておられますから大阪府で、あるいは市単

独のものは我々の方でございますんで、これから

設計の方に配慮していきたいと、このように考え

ております。

○議長（嶋本五男君） 北出君。回数がふえており

ますのでまとめてください。

○２１番（北出寧啓君） これで終わります。熊取

町なんかでも同じようなオアシス計画の枠組みで、

工法もかなり考えた形でやっていらっしゃいます

ので、やっぱり市の取り組みでかなり変化はある

と思います。もちろん市民の協力を得にくいとい



う構造的な問題もあると思うんですけれども、で

きるだけ配慮してやっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 二、三点簡単にお伺いを

いたしたいと思いますが、１つは農業公園の進捗

状況についてお聞かせをいただきたい。

それと、教育費の各小学校のコンピューター関

係の問題ですが、前回の文消の中でも若干発言さ

していただいたんですが、４校だけ設置すると、

こういうことなんですけれども、残された学校群

は一体将来どのようになっていくのか、御説明を

いただきたい。４校を先に選定された根拠につい

て明確にお答えをとりあえずいただきたい。

泉南には小学校が１０校か１１校かあると思う

んですけども、そのコンピューターは特に今の時

代を担っているような機器ですから、設置される

とこと設置されないとことのいろんな問題もまた

出てくるのではないかと、このように思うんです

が、とりあえず御答弁いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 森井参事。

○事業部参事（森井善博君） まず、農業公園の進

捗状況でございます。

農業公園は平成６年に事業を着手いたしまして、

平成７年に用地の買収、それから平成８年には調

整池の工事に着手したということでございまして、

平成９年、１０年と造成工事をやってまいりまし

た。１１年度には造成しましたのり面の保護工事

等をやってきておりまして、予算ベースで平成１

１年度に繰越分も含めまして３６％の進捗となっ

ております。平成１２年度末には、大体４０％の

進捗となる見込みでございます。

今年度は１１年度の繰越予算と合わせまして、

また１２年度の当初予算と合わせまして、進入道

路の整備と、それからそれに埋設します水道施設

の整備を行う予定にしております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） コンピューターの

導入計画でございますけども、先ほど申し上げま

したように、本年度については４校、１３年度で

４校、１４年度で３校と、こういう形で年次的に
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小学校の方へコンピューターの導入を図っていき

たいというふうに考えております。

年次的にやった根拠ですけども、一定市として

の財政事情がある中、年次計画的に導入を図って

いくということでございます。小学校段階でのコ

ンピューターのねらいというんですか目標という

のは、コンピューターになれ親しむということで、

平成１４年度から本格実施ということで全国的に

そういう状況になりますので、それまでには各小

学校の方にコンピューターが完備されるようにい

たしたいと、かように考えております。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 農業公園は、見通しとし

ては遅滞なく事業が進んでいると思うんですが、

将来的にこの事業変更と、そういうこともあるの

ではないかなというような気もするんですけれど

も、従来の計画どおりそういうことはなしに、今

のとこ計画どおりに事業は進められていると、そ

ういう理解の仕方でよろしいかどうかですね。

私も先般、副議長とともにほかの有志議員と農

業公園の現場に立たせてもらいましたけれども、

実にすばらしい施設でございまして、万遺憾ない

ような対応というのはとられてると思うんですが、

そこら辺をもう一度お答えいただきたい、これが

１点です。

それと、教育委員会関係で、４校と言うだけで

どこの学校にどんなんかですね。市内に１１校あ

るわけですから、どこの もう言われたんです

かな。ちょっと北出議員さんの質問にお答えした

のかどうかわかりませんが、この４校の選考の理

由がもう一つはっきりしないんですけども、本来

教育というのは機会均等であるということは、あ

なた方はもう専門家ですから、私のような素人が

言わなくてもわかってると思うんですね。

平成１４年度にはコンピューターが本格化する

と、そういう御答弁でしたね。しかも、ことしか

らはめる部分と３年、４年たっておくれる部分に

ついては、そら３年間も格差があれば大変なこと

ですよ、これ子供にとってみたら。そこらあたり

の穴埋めをきちっとしていくという対応をとって

もらわないと、必ずこれ各地域の小学校のＰＴＡ

の関係者とか学校教育者の中から、現場の先生方



についてもえらい不満というんか不足というもの

が出るのと違いますか。

あてがわれた学校群については問題ないでしょ

うけども、例えば西信とか信達とか東とかいろい

ろあるわけで、優秀な生徒のおるところから入れ

ていくかどうか、そう決めたのかどうかわかりま

せんけども、ちょっとそこらあたりはトータルバ

ランスというのものはとれてないんじゃないです

か。４校を先に例えば抽せんでもしたとか、そう

いうのは別ですけれども、３年間もおくれて入る

学校というのは、ちょっと常識から考えて格差が

あり過ぎるんと違いますか。ちょっと答えてくだ

さい。

○議長（嶋本五男君） 森井事業部参事。

○事業部参事（森井善博君） 農業公園の今後の整

備の見直しということでございますけれども、農

業公園は農業の振興、それから市民の方のレクリ

エーションの場を提供するという目的で事業も進

めております。当初、平成５年に基本計画を立て

まして事業を進めておるわけでございますけれど

も、現在の厳しい財政状況というのもございます

し、また近隣で大阪府内にも類似施設といいます

か、農業公園の整備も他地区でも進められている

ような状況でもございます。

また、泉南市の中でも、堀河ダムの上流に紀泉

ふれあい自然塾というものも整備が進んでいるよ

うでもございますんで、本市の財政状況、それか

ら他の類似施設とのすみ分けというところで、今

後その泉南市の農業公園を開園するに当たりまし

て、限られた予算の中で事業効果を発現していく

ということで、最小限どの程度の整備が必要かと

いうことにつきまして、今年度運営計画も検討す

る予定にしておりますので、それと並行しまして

施設整備につきましても検討していきたいという

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） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 本年度予定してお

ります４校の選定ですけども、この点に関しまし

ては、先ほど申し上げましたように、年次計画的

に導入を図っていくということを小学校の各校長

に集まっていただきまして一定の説明をさしてい
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ただきまして、各小学校長の方でそれぞれの学校

の実情、判断等御議論をいただいて４校が決まっ

たということで、具体４校につきましては樽井小、

一丘小、鳴滝第一小、鳴滝第二小学校の４校でご

ざいます。

議員御指摘のように、３年の幅で各小学校に２

０台という形で入れる予定でございますが、受け

る子供たちの立場に立てば、一番早い子、一番遅

い子という形で機会の不平等が生まれるというこ

とにつきましては、目標がいわゆるなれ親しむと

いう目標で、より中身の指導というのは中学校の

方で始まりますので、極力小学校と中学校のつな

ぎの部分で具体の配慮をできるだけ中学校の側に

求めながら、スムーズな移行が図れたらというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 農業公園については、各

地とも、各府県とも、いろいろな創意工夫を凝ら

して農業公園の問題等の事業が行われているよう

でありますけれども、最近はややちょっと、スム

ーズにいってますけれども、いろんな社会的な関

係もありまして、行き詰まってるようなとこもあ

ります。そういった意味では、本市の場合は遅滞

なく円滑な事業推進がなされていると、こういう

ことですからそれを信頼しますけれども、ぜひひ

とつ当初の計画に従って事業が遂行できるように

やっていただきたいと、これは意見にかえておき

ます。

それと、コンピューターの問題ですけれども、

例えば学校の塀がどうだの、トイレがどうだのと

いう順番についてごぞごぞ言うのは別ですけども、

全く新しい時代に対応する子供たちへの、せっか

く新しい機械を導入して、新しい時代の知識をそ

れぞれの児童・生徒に教育していくという視点か

らすれば、こんな不公平なやり方というのはあり

ますかいな。

大阪府の予算からいえば、確かに４校しか入ら

んでしょうけども、もっと教育というものは広い

視点に立って考えてあげないと、これは小学校群

のそれぞれ父兄にしてみれば、子供にしてみれば、

こんな相矛盾したことはないですよ、これは。別



の形ででも措置してあげるというようなことをし

てあげないと、今の説明では、それぞれの学校長

に集まってもらって学校長の判断を仰いだと、し

たがって最終的には４校に、今指名ありました学

校に決まったんだと。当選した学校というんか、

当てはまる学校は問題ないですわ。一丘小学校の

成田さんなんか、これは入ってもらわなきゃ、目

の色変えてきょうは言うてるけども、我がとこ入

ってるから冷静沈着にきょうは黙っとると思うん

ですけどね。

そらそうですがな。これはみんなこのコンピュ

ーターの問題でこの１０月の選挙決まりまっせ、

入ってるとこと入らんとこでは、ほんまに。そん

なもの子供を守るような言い方してきて、おまえ

らどこの学校の子供を守ってんやというようなこ

とになってきますがな。

余談は置いて、ちょっと失礼いたしましたけど

も、僕は本来教育という視点からすれば、これは

やっぱり将来大きな、その子供たちに対しては、

知識いうんですか、技能というんですか、なって

きますよ、そら。こんなこと、あんた、けんかす

るようなことというんか、差別するようなことは、

ちょっとかないまへんで、これは。どこともこん

なことしてますのか。

それは、府の予算の範囲内であるとそれだけし

か買えないということになるでしょうけども、も

っと教育長、これ考えてくださいよ。これ以上ご

ちゃごちゃ言うこともないと思いますけれども、

僕はだれが考えてみても、その地域地域の立場に

立ったら、ＰＴＡの方々にしてもそう思うと思う

んですわ。そうでしょう。

それと、もう１つ、大事なことは、この本会議

でも一質の中で皆さんいろいろ意見が出たように、

トイレを直すお金もない、雨漏りを直す金もない

というのに、このコンピューター１台入れるのに

やっぱりコンピューター室というものをちゃんと

つくらなあかんわけでしょう。今の教室の中で、

このコンピューター自体を操作できる状況にはな

いわけでしょう。これらは一体予算がいつからど

ないしまんねん。どういう形で、例えばその４校

にしても、押し入れの中でコンピューターやらす

わけにはいかんわけですから、そこらあたりはど
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う考えてますんや。例えば、改造費なんかももう

一応教育委員会の中で試算してるわけですか。ち

ょっとお答えください。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） コンピューター導

入に伴うコンピューター教室の整備の件でござい

ますけども、議員御指摘のように、当然コンピュ

ーター教室にふさわしい、床から始まりまして内

装等全部やりかえるということで予定いたしてお

ります。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） いや、その具体的なコン

ピューター室の積算額とかそういうようなもの、

それも一緒に答えてくれというのに答えてないん

ですけども、全然そういうことは今のところ教育

委員会では検討されてないならされてないという

ことを言ってもらわないと、これはまた大変なこ

とですよ。今申し上げましたように、雨漏りする

とこも直すお金がないというのに、これは大阪府

の補助金というような形で出えへんわけでしょう。

それと、中学校区にしても、いろいろ小学校群

との割合で、それぞれの中学校とのかかわり合い

からして問題があるような中学校もありますやん。

だから、今後やっぱりこのコンピューター問題と

いうのは、新しい教育に一石を投じたわけですか

ら、これは平等公平にいけるような施策をしてあ

げないとちょっと困りまっせ。教育委員会はどな

いに考えてるんかわかりませんけども、ぜひひと

つ全校に行き渡るような最善の努力を教育長、図

ってくださいよ。必ず問題になってきますよ、こ

れ。

それで、きょうここに出てますわな、４校とい

うことで。もう学校の氏名も言いましたんやから。

これはきょう言うて、この議会ではそういうこと

を繰越明許の中で言われてるわけですけども、じ

ゃこれはいつからコンピューターを導入するわけ

ですか。いつから実施できるようになるんですか、

例えば４校だけでも。ほかのあとの残った学校は

あと３年間とおっしゃるけども、じゃ順番はどこ

とどことどこですかいな。それはまだ決まってま

せんのか。それも後で校長等で相談するというこ

となんですか。



本来、そのことも決めて、最初はこの４校です

よということを提案することが当たり前でしょう

がな。とりあえず４校だけ決めて、後は例えば信

達や西信や雄信やそんな小学校のことは後回しや。

そのことも含めて、泉南市内の小学校区全体のコ

ンピューターの配置年次計画もきちっとするのが

当然ですがな。へ理屈言うてるのと違うで。一体

そのことをどう考えてまんねん。答えてください。

もう５回ぐらいなりますから、議長から制止さ

れたらちょっとげんくそ悪いから私はもうやめる

けども、とりあえず意見にかえときますけども、

そのことについての答弁をきちっと言うてくださ

い。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 御答弁さしていた

だきます。

コンピューター、今年度分につきましては、工

事関係で５，０００万、それから備品関係で２，４０

０万計上いたしております。１２年度、１３年度

の学校の予定校ですけども、１２年度が砂川小学

校、東小学校、雄信小学校、新家小学校、１３年

度が信達小学校、西信達小学校、新家東小学校、

このようになっております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 年度末になりますと繰越

明許が多くなるんですが 出納閉鎖を過ぎます

とね。

それで、お伺いしたいんですが、先ほどからも

答弁あるんですが、農業公園整備事業、これは３

月補正で組まれた分ですね。これは直前に事業化

していくということで年度内に間に合わなかった

と、これが主たる理由ですか。ほかに理由あるん

ですか。そんなもんぎりぎりにやって、それで年

度内に間に合わなかったと、そんなことは言いわ

けになりまへんがな。それやったら何で１２年度

の当初予算で組みまへんねん。その辺はどうです

か、財源の問題も含めて。

○議長（嶋本五男君） 森井事業部参事。

○事業部参事（森井善博君） 農業公園整備事業に

つきましては、より有利な財源を確保していくと

いうことで、その一部につきまして、平成１０年

の３月に一部施設について国庫補助採択されたと。

－２０２－

今回の補正は、平成１２年度に私どもとしまして

は、隣接する花卉団地の整備も進んでまいってお

りますし、また農業公園の事業も推進していくと

いうことで、進入道路と、それからそれに埋設し

ます水道施設の整備を実施したいということで財

政課とも協議をしてきたわけです。

それから、府に対しましてその補助事業の補助

枠の拡大、それから事業費の割り当てにつきまし

てかねがね要望もしてまいったわけなんですけれ

ども、国の昨年の経済対策によります補正予算に

よりまして、一部その補助採択をいただけるとい

うことになりまして、市の３月の補正予算に上

げさしていただいたということでございまして、

（和気 豊君「おくれた理由」と呼ぶ）国の補助

採択がおくれたということでございまして、それ

に伴う市の予算化が３月になったということでご

ざいまして、３月ですので年度内の執行は困難だ

ということで１２年に繰り越しをさしていただき

まして、１２年の当初予算と合わせまして一体的

な事業推進を図っていきたいと、そういう趣旨で

ございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） よくわかりましたが、い

わゆるおくれたわけですよね。実際上は年度を越

えて事業化せざるを得ないと、こういうことにな

ったわけですが、これは１つのチャンスですね、

ある意味では。この事業の採算性等を明らかにし

てほしいと、こういうことで、いわゆる利用アセ

スとかそういうことが１つの課題になって、これ

については事業部長もやらねばならない、やりま

すと、新しい年度でね。そういうことを言われた

んですが、これがおくれていることを幸いに

これは本格的な事業でしょう。

実際上まだ土地の買い戻しなんかもありますが、

事業的にはこの１億６，７００万何がしかが事業と

しては初の本格的な、まだ道路なんかのとこもあ

りますけれど、事業としては初めてこれだけの事

業費を投入するということになるわけでしょう。

これであと１５億ほどずっと事業を進めていくわ

けですが、そういう点ではやっぱり市民に納得の

得られる事業展開とその根拠を明らかにしていく



という点では、本当に採算性の問題等を含めて、

類似施設なんかもいっぱいあるわけですから、そ

ういう点ではっきりと市民の皆さんの合意形成を

図ると、公共事業については特にね。

そういう点ではいわゆる情報公開もあるわけで

すから、その情報公開にこたえられるような資料

を蓄積しながら事業を進めていく、これがあるべ

き姿ではないでしょうか。そういう点で、利用ア

セスとかこの施策の必要性について事前の必要な

調査、これはどうされるのか。１４年と１５年で

やると言うてるわけやから、その辺はなかなか補

正予算にも組んでこないわけですけれど、その辺

はどないするんですか。当初の既定予算でやれる

んですか。

それと、未収入特定財源９，８５５万というのが

あるわけですが、これは国のそういう緊急対策か

何かがついたということで、全部これは国の費用

なんですか。この辺の未収入特定財源、これの確

たる裏づけですね。一体どういう財源なのか、こ

ういうことも含めてひとつお示しをいただきたい

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） 市の負担でございます

農業公園の整備事業につきましては、先ほどから

参事がるる経過の説明をしておるところでござい

ます。今までに事業費といたしまして７億３，００

０万円の事業費を投入しておるところでございま

す。また、市の開発公社による先行取得の用地、

これについては、今現在では近隣も含めまして７

億６，０００万円程度になっておるところでござい

ます。

今後、この先行取得地の用地の買い戻しもこれ

は当然せなければいけないわけでございまして、

これについても補助採択に乗れるような事業手法

をとって用地の取得、買い戻しに当たっていくと

いうことで……（和気 豊君「そんなもんあるか

いや、土地購入あるかい」と呼ぶ）いや、現在や

っておりますので、あるかいとは言えないと思い

ますよ。現在、用地の方についても補助事業とし

て採択をされております。

それと、ことし相当ウエートの高い予算、また

繰り越しもやっておるわけでございますけども、

－２０３－

平成１５年度の開設を目指しておるわけでござい

ます。また、公園の南側にあります農用地の整備

の事業、これも順序どおり進んでおりますので、

基本となりますアクセス道路、これについての整

備をやりたいということで繰り越しをお願いし、

また１２年度でも予算を計上させていただいて、

基本となる水道の布設、それから進入道路の整備、

これを集中的にやりたいと取り組んでおるわけで

ございます。

それと、特定財源につきましては、国庫支出金

の７，５７５万円、府の支出金の２，２８０万円でご

ざいまして、詳しくは去る３月の定例会の補正で

お願いいたしました議案書の１５５ページでござ

いますので、後ほどごらんいただきたいというふ

うに存じます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 肝心の市民合意を得なが

ら進めていくという点についてはどうしていくの

かと、このことについては一番肝心な答弁がなか

ったんですが。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 市が勝手に進めている

わけではございませんので、事業については市民

合意のとり方にもいろいろございますが、その年

度年度、また事業を着手するに当たっての資金的

な内容については、議会でも報告させていただい

ておりますし、所管の委員会でも進捗状況を報告

させていただいておるところでございますので、

御理解いただきたいというふうに思っております。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） そんなこと言うてるんじ

ゃないでしょう。これだけの大型公共事業をやる

わけですから、これについて投資をする、その見

返りがどうなのか。つくった暁には１１万何がし

かという利用者が本当にあるのかどうかと。いわ

ゆる維持管理費等の問題等含めて、やっぱり大変

な事業なんですから、その辺の合意形成を得るた

めの例えば利用アセス等を、これ、あなたやる言

うたじゃないですか。その辺は１２年度で当然や

っていくと。

おくれてるこれを契機に、そういうことをやり

ながらこれを進めていく。私たちは反対ですけれ



ど、住民の皆さんにはそれは明らかにしていく必

要が 税をここに投入するわけですから、福祉

なんかも削り、学校施設の整備をおくらしてここ

へやるわけですから、そういう点では、その辺の

事業効果等を含めて常に明らかにしていくと、先

行きの見通し等を含めて展望を示していくと。当

たり前のことじゃないですか。それをやられるん

ですかというて聞いてるんです。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 先ほども申しましたよ

うに、既に実質的に１４億９，０００万円の事業費

を投入しているわけでございます。これについて

は、今現在、粗造成の形しか見えませんが、あと

幾ら事業費を投入すれば市民に効果的な利用を図

れるかという部分については、十分に今後とも議

会にもお示ししながら、その都度事業の進捗状況

を効果的にやっていけるように考えていきたいと

いうふうに思っております。

また、ことし１２年度に当初予算で今後の運営

の事業費、これらについての調査も行うというこ

とで計上させていただいておりますので、執行し

たいというふうに思っております。

○議長（嶋本五男君） 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。上

山君。

○１８番（上山 忠君） 先ほどのコンピューター

関係のやつでちょっとお聞きしたいんですけど、

島原議員の中でいろいろのお話があったわけなん

ですけども、まず４校ということで樽井、鳴一、

鳴二、一丘という形になったんですけども、小学

校の何年生からこの授業をやるのか。それと、も

し中学校でのコンピューター教育の中で受けてる

ところと受けてないところがあった場合、その辺

の中学校に入ってからの教育はどういうふうにさ

れるんかね。

例えば樽井でいいますと、先ほど言いました鳴

一、鳴二、樽井は今回の対象に入ってる。しかし、

雄信は入ってないですよね、今回は。そしたら、

雄信の小学校の生徒が何のそういう前準備もなし

に泉南中学校に行ってコンピューター授業を受け

たときに、当初のスタートから既にもう差ができ

てきとるわけなんですわね。その辺のところをど
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ういうふうに教育委員会としては考えておられる

のか。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほども申し上げ

ましたように、確かに経験のある子供と経験のな

い子供がどうしても出てくることはありますが、

目標自体がまあいえばコンピューターになれると

いうんか親しむというんか、こういう目標でござ

いますので、３年間の経過年の中では、もう既に

導入しているところ、まだ導入できてないところ

等がございますので、そのあたりにつきましては、

受け入れ側の中学校の方にできる限り一定配慮で

きるようにまたお願いもしてまいりたいと、この

ように考えております。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

〔発言する者あり〕

○１８番（上山 忠君） 私の質問中なんで、ちょ

っと静かにしてもらえますか。

やはりこれね、中学校区でくくるべきじゃない

んですか。そうじゃないと、先ほども島原議員言

われたように、機会均等という形から見たときに

もおかしいし、そしたら片一方の小学校の人はそ

の前振りの教育を受けてると、こっちの方は受け

てないとなったときに、中学校に行ったときにそ

の生徒自身がどういうような考え方をしますか。

今のコンピューター教育は、ＩＴ革命の根本を担

っていくもんですよ。

そういう中で、片一方は何にも真っ白やと、片

一方はある程度知識があるという中で、中学校に

教育の過程でいろいろ配慮をお願いしますと言う

たところで、２０台のコンピューターでしょう。

１台に１人もしくは２人でしょう。そういうふう

なことを考えたときに、どういうふうな教え方を

先生はするわけですか。先生にすべて任せるわけ

ですか。それでは余りにも先生に対して酷やと思

いますよ。これ絶対今後問題点が出てくると思う

んですけどね。その辺どういうふうに考えておら

れますか。そのとき問題が出てから対処するんで

は、僕は絶対遅いと思うんですけどね。その辺、

どう思いますか。

○議長（嶋本五男君） 中野教育指導部参事。

○教育指導部参事兼指導課長（中野辰弘君） コン



ピューター導入の件ですけれども、年次的に平成

１４年度から新学習指導要領が設置されると。そ

れに基づいて、年次的に計画して設置さしてもら

ってます。

導入されていない学校ですけれども、既に各校

に備品対応ということで６台ほど小学校にもコン

ピューターが設置されてます。まことに申しわけ

ないんですけれども、その間その６台で何とか十

分対応するというんですか、そういうことで考え

さしていただいてますので、ひとつよろしく御理

解をお願いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） どうも議論がかみ合わな

いんですけどね。これ教育長、どういうふうに考

えておられますか、このコンピューター教育に対

しての教育委員会としての考え方。僕ら先ほどは

ほかの議員さんも言うとるんですけども、やるん

であればやはり中学校区単位でくくってやるのが

本来スムーズに移行できる。３年間の経過措置の

中でやっていくと先ほど言うてるんでしょう。そ

したら、３年間待ってやっとこさ全体がそろうん

であれば、中学校区でくくってそれぞれやってい

くのが本来スムーズに移行できるんと違いますか。

その辺どうお考えなんですか。

○議長（嶋本五男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今の御質問にお答えをし

たいと思います。

本来、教育の平等性からいきますと、確かに小

学校１１校で全面的に一斉に入れるというのが本

来だと思います。ただし、数年前からこのコンピ

ューターの導入については検討しておりました。

私が現場におる段階からその辺のところが話題に

なっておりまして、我々も相談を受けさしていた

だいたと、こういう状況でございます。

その折に先ほど吉野部長の方からも説明があり

ましたように、各校の今の現況、いわゆるコンピ

ューターの指導と申しますか、最終的には小学校

段階ではコンピューターになれ親しむということ

で中学校へ送っていく。中身については、中学校

での対応ということになってまいります。それま

でに毎年何台かずつコンピューターを小学校に、

大きい学校ではやや多い目に、小さい学校でも数
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台置くということで、クラブだとか委員会、その

辺のところで使ったりというようなことで、多少

なりともなれ親しんでおります。

今回、平成１４年度からは新しい指導要領にな

りまして、小学校課程の中でもある種なれ親しむ、

コンピューターの操作とかそういったものを学習

していくということで、鋭意このコンピューター

の導入ということで考えておるわけでございます。

また、皆様方に大変おしかりを受けるかわかり

ませんけれども、機会の平等性ということからい

きますと、校区ごとということもございますけれ

ども、小学校の校長先生方に御相談、各学校の現

場の方にも一度戻していただいて、どの辺のとこ

ろから取りかからしていただくかということを協

議していただきまして、その上で進めてまいった

ことでございます。

その辺のところで教育委員会といたしましても、

年次的に財政的な問題もございますので、３年間

にわたって導入を図ってまいりたいと、このよう

に考えております。どうぞ御理解のほどよろしく

お願いを申し上げたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） どうもはっきりした答弁

が得られないんですが、これをやることによって

既にトラブルは予想されるわけですわね。父兄の

中でも絶対そうですわ。今、コンピューターの普

及率が十五、六％という形で、各家庭にそれぞれ

入ってるというあれもあるんですけどね。そうい

う中でも、そしたら小学校でなれ親しむためにや

るよという答弁があったわけですけども、なれ親

しませるためには、先ほどからくどいように言う

とるんですけども、中学校区単位でやれば、小学

校からなれ親しんで中学校に行ったときに、やは

り問題なくそのコンピューター授業ができると思

うんですけどね。

それが、片一方の小学校は何もしてない、片一

方はやっとるという人が同じ中学校に行ったとき

に、これがスムーズに先ほども言うたようにちゃ

んと教育ができるかというたら、僕はかなりのト

ラブルが発生してくるということはもう目に見え

てきてますよ。当然、この夏休みに工事して２学

期からこの教育を始めると。来年の新学期で泉南



中学に行った、樽井小学校、鳴一、鳴二の人らは

なれ親しんでるけども、雄信の人はなれ親しんで

ないと、極端に言えばですよ。

そういうことになったときに、そしたらどうい

う形でトラブルが発生しますか。そうじゃなくて

も、やっぱり父兄の方々は学校に対してのいろん

な不信感を持っておりますよ。そういうことをあ

る程度予想される中で、なぜこういうふうな取り

決めをされたのか。小学校の先生の意見を聞いた

といえども、やはりこれについては、僕はおかし

いとこがあると思うんでね。これは何ぼ言うても

すれ違いになるんで、決められたということなん

で、意見だけにしときますけども。

来年どういう形でこれが顕在化してくるかとい

うのは、やっぱりその点教育委員会もこれが顕在

化してきたときにどういうふうに対処するかとい

うことだけは、はっきり決めておいていただきた

いと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） コンピューターの繰越明許

について、なぜおくれたのかというのがもう一つ

明確になってないんですが、こういうものは入れ

ればすぐ入れれると思うので、なぜこういう繰越

明許になったのか、明確にしていただきたいと思

いますし、それと１２年度の分と重なって、２年

度分を１年間にやるということになるんじゃない

かなと思うんで、その影響なんかはないのか、そ

ういうことも含めてお願いをしたいと思いますし、

ほかの全般的な議論は予算の中でするべきだった

と思うんですが、なかなかそれもでき切れなかっ

たことが今いろんな議論にも発展しとると思うん

ですが、繰り越しになった明確な理由について、

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） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） なぜおくれたとの

御質問であります。

これにつきましては、この事業は平成１１年度

の国の２次補正によりましての国庫補助事業であ

ります。年度内に完了を目指しておりましたが、

実施教室決定等に手間取りまして工事着手がおく

れました。年度内に完了することができなくなり
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ましたので、また当初は児童等に比較的影響の少

ない３学期中に計画いたしておりましたけれども、

このおくれによりまして１学期中に工事を行うこ

ととなりました。影響が大きいため、夏休みに工

事を行うということとなりました。

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） いや、もう１つ具体的にな

ぜおくれたのかわからない、その説明では。だか

ら、特になれるということもあれば、１年も早く

使えるようにするべき 予算もついとるわけで

すからね。具体的には何をどうするんですか、こ

れを入れるためには。機械は買うたらしまいでし

ょう。つなぐのはＮＴＴの電線からつなぐでしょ

う。教室だけの器の問題だけですね。機械屋がま

さか持ってこんということはないと思うんですが、

ちょっともう少しなぜこれが年度中にできなかっ

たのか。

やっぱり政府もそういう特別に予算をつけとる

わけですから、そういう点では、末端の自治体で

やっぱりスムーズにそれを予算執行しなかったら

景気対策も多分あると思うんですよね。だか

ら、集中的に次の年度にいくわけですから、それ

はもっと大変だと思いますし、そういう点で

そうするといまだに１つもまだ使われてないとい

うことになるわけですね、ある意味で、小学校で。

そうでしょう。１１年度、１２年度、１３年度で

すからね。だから、なぜおくれたのか。僕はやる

気がなかった 今の説明ではね。ほんまに取り

組む姿勢がなかったんじゃないかなとしか解釈で

きないんですが、もうちょっと詳しく、なぜでき

なかったのか。

○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） 先ほども申し上げ

ましたように、平成１１年度の国の２次補正とい

うことで、国庫補助を受けるという形で昨年の１

２月の第４回定例会で補正をいただきました。そ

れから３学期中にやろうとしたわけでございます

けれども、実施教室の決定、教室においても大き

さとかいろんなパターンの教室がございますので、

その関係等いろいろ手間取りましてその工事がお

くれたということで、そして新年度のこの１学期



にやりたいところですが、やっぱり授業等に影響

もございますし、今年度の８月の夏休みにそれを

行いたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 議長もお聞きのとおり、全

くもう回答になってないんですよね、これ。４校

入れる予定でしょう。４校が足並みそろえて全部

入れられないということはあり得ないと思うんで

すよ。一つ一つの学校がその中でどこの教室に入

れた方がいいかとか、最近空き教室もあると我々

聞いてますから、何も学校をやっておる中でも

やれない学校もあるでしょうけども、やれる学

校もあるんじゃなかなと。本当にどっか１校でも

入れるという気になれば、全額を繰越明許しなく

てもいけたんじゃないかなと。子供たちはやっぱ

り待ってますよ、こういうものを、予算組まれた

ら。

そういうことなのに、４校どこも全額繰越明許

になるということは、やっぱり怠慢があったんで

あれば、今のあなた方の説明では、あなた方に怠

慢はないと、不可抗力だという説明ですよ、結論

的に言えば。しかし、あなた方にそれをやること

についてミスがあったんであれば、行政ですから

責任は明確にしてもらいたいと思うんですね。

金があって予算があって子供が待っとるのに、

足並みそろえてどこも入れてないと、こんなんじ

ゃ責任持って我々だって議論できないですよ、予

算審議も。可決しとるわけでしょう。初めからお

くれて２次補正でついたわけですから、どっちみ

ち入ったらすぐにかからないといけない問題です

から、それは学校側にもちゃんと指導して、とに

かく今年度中にこれを入れろというぐらいの指導

はできるでしょう、お金もあるんだし。

これはやっぱり責任も明確にして、だれの責任

でこれは入らなかったのかということを明確にし

なかったら、この議案説明は問題ですよ、これ。

そう思いませんか。予算をつける方からもそうで

しょう。予算もついとるのに、今の説明２回受け

とるけど、明確に入らなかった問題が、どこに責

任があってどういう原因なのか全くわからないで

すよ、これ。それでこうやって繰越明許という形

で出してくるというのは問題ですよ、これ。はっ
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きり、あ、これは仕方ないなというような明確な

理由を示してほしいし、そうでない限りちゃんと

だれに責任あるんだと。行政的な責任とってくだ

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） 先ほども申し上げ

ましたように、年末に予算をいただいたというこ

とで、３学期、１月からその作業に入る内容でご

ざいます。それで、その間に業者等の選定もせん

といかんというようなこと、それから教室にいろ

いろパターンがありまして、配線とか教室での改

造内容がそれぞれに違いますので、そのあたりで

非常に手間取ったということで、こういう繰り越

しという状態になったということでございますの

で、どうかよろしく御理解いただきたいと思いま

す。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そんなん何にも説明になっ

てないですよ。一体どこにこの工事がやれなかっ

たのかという原因がはっきりしないですよ。１校

１校によって事情が違うと思います、あなたの説

明が正しいとしてもですね。学校学校によっては

状況が違うわけですから。実際にそれをこなして

やっていくのは学校でしょう。学校の施設でしょ

う。そこの校長が責任持ってやるわけでしょう。

そしたら、校長かて同じ校長じゃない、一人一人、

人間違うわけですから。そしたら、うちの学校は

一日も早く子供にさしたいという熱意があれば、

いろんなことを駆使して入ることにやれるんじゃ

ないですか。それがどこの学校も１つも入れてな

いというようなことは、教育委員会が介添えして、

むしろ教育委員会に責任があったんではないかな

と思わざるを得ないですね。

だから、もう少しこういう予算執行について、

お金のないときになかなか求めるような予算もつ

かないときに、せっかく予算がついて ほとん

ど購入する機械じゃないですか。もう接続だけじ

ゃないですか。全部そういうことをやれるわけで

すから、その辺は教育長、やっぱり現場の実態を

見て、この問題についてはなぜできなかったのか

という責任問題も含めて、やっぱりちゃんと明確

に議会にしてくださいよ。でないと、このままず



るずると繰越明許を認めることは私はできない。

教育長、その方針だけちゃんとしてくださいよ、

きょう出なかったら。

○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） 再度お答え申し上

げます。

当初、目標としまして４校を決定いたしており

ますので、４校の国の補助事業でございますので、

一定そのあたりの事務等の関係で処理をやってき

ております。ですから、１校だけできるんだけど

あと３校はできないと、このようなことでは話に

なりませんので、その４校ともその事業を完了し

たいということで、補助事業の絡みもございます

ので、そういうふうにさしていただきました。

〔小山広明君「それは問題やないか、それやっ

たら」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 小山君。回数がふえており

ますのでまとめてください。

○２番（小山広明君） ころころと答弁変えてもう

たら困りますよ、そら。何で１校や２校、例えば

半分を入れましたと。その場合に補助の建前上で

きないんですか。それやったら初めからそういう

説明をきちっとするべきですよ。果たしてそれが

本当かどうか私知りませんけどね。今までもある

程度の工事をして、残った分は繰越明許してるじ

ゃないですか。何でこの分について４校ともがや

れるというものが そしたら、これは工事にか

かるわけですから、工事が済まないとこと済むと

こがあった場合には、補助金はどうなるんですか、

あんたの説明から言ったって。説明がちぐはぐじ

ゃないですか。そうでしょう。

繰越明許なんていうのは、初めからこういう形

でかからないときにはそれは足並みそろえますよ。

しかし、工事にかかった場合に完了しなかったら

繰越明許するでしょう、やっぱりちゃんと。そう

いうことからいえば、この学校はやれてこの学校

はやれないとこがあっても、そんなもん通る話じ

ゃないですか。

だから、そういうようにその場限りの言いわけ

をして、何か責任をぼやかすのはやめてください

よ。この問題、あなた３回立っとるけど、本当に

明確に私の質問に答えてないわけですから、教育
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長、この問題ね、大変大きな問題ですから、国か

て特別に途中に組んだ予算でしょう。それは必ず

やっぱり入れないかん性格のもんですよ。もう１

つ現場でなぜ入らなかったのかということを具体

的にやっぱり議会にも説明して、入らなかった原

因が行政のだれかにあるんだったら、きちっとあ

なた方は責任者ですから、やっぱり自分の責任も

明確に含めて明らかにしてくださいよ。だれにも

責任ない形でこんな繰越明許が起こることはあり

得ないですよ。

予算というのは、ちゃんと組んだらその年度に

消化するというのは当たり前のことですから、そ

のことで予算組んどるんですからね。やっぱりそ

ういうことをちゃんと原因を明らかにして、公務

員というのは責任問題をきちっと明確にしてくだ

さいよ。でないと、次のことに発展的にならない

ですよ、こんなもん。

最後に、教育長にそのことだけ、結論はいいで

すから、そういう姿勢でちゃんといずれか明確に

してくださいよ。そのことで私この議案に対して

は判断しますから。

○議長（嶋本五男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今、金田部長の方から説

明をしておりましたように、確かに４校固めての

工事ということで、その工事にかかるということ

で学校とも相談をしました結果、どうしても授業

をやっているところでは、当初教育委員会として

はそんなに音とかそういったものもかからないだ

ろうと、そう妨害にならなくて３学期中に何とか

やっていけるんじゃなかろうかということでやっ

ておったと思うんです。

ところが、やはり騒音、そういったものが大変

な影響を及ぼすと、こういうことから判断いたし

まして、最終的には工期の関係、そういったもの

から昨年度末までに実施できなかったと、こうい

うことでございます。この夏にその工事について

延期をさしていただくということで、今のこの明

許という形の手だてをとらせていただいたという

ことです。今後、こういうことのないように、十

二分の計画を持って実施をしていきたいというふ

うに考えております。

以上、御理解願いたいと思います。



○議長（嶋本五男君） ほかに。（小山広明君「そ

れは納得できない、そういう答弁では」と呼ぶ）

成田君。

○１４番（成田政彦君） 私は話を聞いとったら、

ちょっと理屈の上でもちょっとおかしいんと違う

かと思ってね。僕はコンピューターそのものには

賛成だし、小学校でやることは大賛成ですけど、

基準が非常にはっきりしないと。先ほど議員さん

の言うたように、まず校区別に見たら泉中校区で

２つと、それで一丘校区で１つで、信達校区はゼ

ロ、それから西信はゼロ。それでは生徒数で選ん

だのか、一丘に空き室があったから選んだのか。

空き室がある小学校を優先したとか、それから生

徒数が多いから優先したとか、具体的な理由が非

常に不明確ですわ、これ。

何で信達校区はゼロですか。砂川小学校あるで

しょう、それから信達小学校あるでしょう、東小

学校、３つあるやん、ここ。ここはゼロやと。そ

れで、一丘でも新家は新家東と新家小学校があり

ながら、鳴滝になったら鳴一、鳴二は全部２つひ

っついてなるしね。こんなもん絶対だれが聞いて

もわかりませんで、これ。何が基準で選んだんで

すかと。生徒数ですか。一丘校区の生徒数で一丘

が一番多かった、空き室があったと。そしたら資

料を示しなさいよ。１１校区で空き室はどこの小

学校にあるか。西信達小学校には多分空き室があ

ると思いますわ、ここ。絶対ありますわ、ここは。

だから、基準を示しなさいよ、具体的に。小学校

にどんな空きがあるのか、生徒数とかね。ちょっ

とそれ答えてください。だれが聞いてもおかしい

で、これ。

○議長（嶋本五男君） 中野教育指導部参事。

○教育指導部参事兼指導課長（中野辰弘君） ４校

選定の基準について申し上げます。

今、成田議員言われましたように、１点はコン

ピューター教室としては１教室、さらに準備室と

して教室、これだけが必要やということで、１つ

は空き教室の問題、さらには将来的にクラス数が

どうなるか、そこら辺の基準も考慮した上で、あ

と校長先生等の御意見をいただいたと。校長先生

に最終的にここでいこうということで決めていた

だいたと、そういう経緯がございますので、よろ
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しく御理解をお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 校長先生は校園長会議で

教育委員会が示したら、それはもう校長先生の意

見を聞いたか、それはまあ別として、まずそした

ら資料として空き室の問題と生徒数の問題を出し

てほしいよ、１１校きちっと。出してください、

資料を、そしたらそれで。

信達校区にゼロというのはおかしいですよ、こ

れ絶対。西信校区にゼロと、これはどう考えても

おかしいわ、これ、教育の機会均等から見たら。

資料として出しなさいよ。絶対おかしいよ、こん

なん。

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） この問題で昨年度は４校

実施ということできちっと報告されて、それが実

施されなかったということが最大の原因だと思い

ます。そして、なぜおくれたのか明快な答弁がな

いということで論議が行ったり来たりなんで、若

干休憩をとっていただいて、その点もう一度答弁

も含めて、一度精査したらどうかなというふうに

思いますけども、その点取り扱いをよろしくお願

いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） では、次の会議までに一応

教育委員会の見解をまとめてもらって、御報告す

るようにいたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しており……（林 治君「議長、議事進行」と呼

ぶ）林君。

○２２番（林 治君） ちょっと見解をまとめて

ですが、先ほど質問の中で空き室の状況はどうか

とか、そういうもんをちゃんと示してほしいとい

う、そういうものも含めて資料として事前に出せ

ると、そういうことをですか。

○議長（嶋本五男君） そういう意味も含めてでご

ざいます。（小山広明君「議長、議事進行」と呼

ぶ）小山君。

○２番（小山広明君） いや、僕は議事進行でいう

なら、今の４校選定については一応予算で審議し

とるはずですよ、不十分かどうか別としてね。だ

から、繰越明許について議論をするべきだという



修正の議事進行は僕はいいと思うんですけども、

何でそこを４つに決めたんやということは、もち

ろんそれは関心もあるけどね、それはやっぱり補

正予算審議の中で議論しとるわけやから、そこは

余り言うと僕はちょっとだめだと思う。

こういう議事進行は僕はいいと思うんですよね。

だから、僕はそういうようにやっぱり直すべきじ

ゃないかなと思う。僕も組み直すことはあります

けどね。この議論についてはそう思います。

○議長（嶋本五男君） 一定の教育委員会の進路を

決めていただいて、次の会議の冒頭で御返事をい

ただくようにいたしたいと思います。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、来る７月５日午前１０時から本会議

を継続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、７

月５日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会としたします。どうも

御苦労さんでございます。

午後５時１９分 延会

（了）
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