
午前１０時２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３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２３番 稲留照雄君、２

４番 薮野 勤君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第３号 社会福祉の増進

のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第３号、社会福祉の増進のための社会福祉事業

法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定について御説明申

し上げます。

提案理由でございますが、平成１２年６月７日

に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一

部を改正する等の法律が公布、施行されたことに

伴い、泉南市福祉事務所設置条例等社会福祉事業

法の法律名及び同法中の規定を引用している部分

について所要の改正を行うものでございます。

２９ページをお開き願います。改正の内容につ

きましては、第１条で泉南市福祉事務所設置条例

の一部を、第２条で社会福祉法人に対する助成の

手続に関する条例の一部を、それぞれ記載のとお

り改めるものでございます。

簡単でございますが、説明とさせていただきま

す。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ

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。

－１７１－

○２番（小山広明君） 提案理由は実に簡単でござ

いますが、社会福祉事業法というのを事業を取っ

て福祉法に改めたという御説明ですが、この改正

の背景というのは、どういう背景があってこうい

う名前が変わったのか、その辺の御説明をひとつ

いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 今

回、６月ですけども、国の方でこの社会福祉事業

法の法律が社会福祉法という名称、題名が変わっ

ております。そして、この社会福祉事業法等の改

正につきましてはほかにも改正がされてまして、

社会福祉事業法以下、身体障害者福祉法とか、あ

るいは知的障害者福祉法等、８つの法律が今回の

改正の中に入っております。

そして、今回の国の社会福祉事業法の改正、こ

れは国の方の提案理由というとこら辺なんですけ

ども、それを一部紹介させていただきますと、こ

の社会福祉事業法の制定につきましては、昭和２

６年に制定されています。そして、今日まで大き

な改正というのは行われていなかったんですけれ

ども、特に最近少子・高齢化、あるいは核家族化

といったような社会の構造の変化というのがござ

いまして、それに対応して、だれもが家庭や地域

の中で自立し、尊厳を持った生活を送ることので

きる制度の構築、こういうのが求められていると

いうふうに提案理由では言われています。

そして、こうした状況を踏まえまして、措置制

度等の社会福祉の仕組みについて全般にわたって

の見直しが今回行われたと、このようになってお

ります。そして、社会福祉の仕組みの全般にわた

る見直しが行われたことによりまして、今回この

社会福祉事業法、あるいは身体障害者福祉法等の

改正がなされたと。そして、今回この社会福祉事

業法を、事業という言葉じゃなし、社会福祉一般

の形でこの法律をうたうということで、今回社会

福祉法という題名に改定されたと、このようにな

っております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今説明いただいたのでは、

社会的な変化がどういうように認識されて、この



いわゆる事業法というのが福祉法になったのかと

いうのがもう一つ理由がわからないんですが、名

は体をあらわすというように、特に法律用語とい

うのは長い名前がついとるんですが、それは言う

までもなく、名前を見ればその条例なり法律の性

格がわかるという、そういうことだろうと思いま

す。

そういう点では、事業というのがなくなって、

社会福祉法ということになったということで、今

の説明からも、事業だけではなくもっと社会福祉

一般に広げて、この社会福祉法というものを実行

していきたいというのか、そういう機能たらしめ

ていきたいということだろうと思いますが、いわ

ゆる措置ということから介護保険なんかは契約関

係になってきておりますし、それからまた障害者

の問題については、むしろ言葉自身がやはり障害

者を傷つけるような言葉もあったということで改

正されたり、いろいろそういう改正はされてきと

るんですが、この社会福祉というのが国民の権利

として、措置とか施しということではなしに、当

然の権利として社会福祉というものが考えられる

と、そういうことを私は１つ思うわけです。

そういう点でもう少し、社会状況の変化という

ものをとらえてこういう改正をしたということで

あれば、泉南市の行政自身も今までの社会福祉事

業法でやってこられた行政の姿勢に対して、どう

いうふうに考え、今後泉南市の社会福祉事業をど

ういうふうにしていくのかという市の基本的な考

え方もきちっとわかる形でやっていただきたいと。

内容についてもう少し詳しく答弁をいただきたい

と思います。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 今

回、社会福祉事業法から事業という言葉を取りま

して、社会福祉法と改正されたわけでございます。

今回の社会福祉法につきましては、従来の社会

福祉事業法と内容については具体的に余り変わり

はないというふうに理解しております。そして、

この改正の内容を言いますと、まず法律の題名の

改正と、あとこの新しい社会福祉法の法律の目的

の変更、これは文言が挿入されたというとこら辺

ですね。それから、あと社会福祉事業の範囲、こ

－１７２－

れが従来社会福祉事業法の第２条の方で範囲を定

められておりましたけれども、そこに事業の追加

がなされているといったとこら辺、それからあと

社会福祉法人の設立要件の緩和等が、例えば障害

者の通所授産施設の規模の要件の引き下げなんか

が２０人以上から１０人以上に引き下げられてる

という、そういった内容でございます。

そして、その法の趣旨といいますか、それにつ

いては、やはり以前の社会福祉事業法の趣旨をそ

のまま引き継いだ形で、今回社会福祉法という名

称に変わっているというところでございます。

そして、あと市がどういった形で福祉を推進し

ていくかという御質問もあったと思いますけども、

やはり我々の福祉事業といいますのは、当然法律

にのっとった形で福祉を推進するというのが１つ

あります。そして、社会福祉全般のことをうたっ

ている法律というのはこの社会福祉法、そしてそ

の社会福祉法の中にこういった事業がありますよ

と。その中で、その事業にのっとって、例えば身

体障害者福祉法でありますとか、あるいは知的障

害者、児童福祉法、こういった法律がそこから出

てきているということになります。ですから、基

本的には国の法律にのっとった形で我々の福祉制

度も行っていると、こう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） 福祉社会と言いますし、生

活保護を受けとる方が福祉を受けてると、こうい

う表現でも一般には言われるんですね。だから、

福祉というのは大変施し的な意味合いもあって、

なかなか本来の福祉、行政は基本的には福祉行政

だと私は思うんですが、そういうことで福祉とは

一体どういうことなのかということを改めてやは

り考えていかないといけませんし、行政としても

福祉についての正しい認識というのを、市民にも

行政はどう考えるのかということで、やっぱり市

民との議論ができるような材料を出す必要がある

と思うんですね。

市長ももちろん２１世紀、この福祉、人権も福

祉に関係することだろうと思いますし、広い意味

では環境なんかも福祉的な問題と私は深いかかわ

りを持つと思うんですが、一体この福祉、行政の



大変重要な任務である福祉というのを市長はどの

ように市民にわかりやすく説明されるのか。私も

ちょっと福祉というのはなかなか施し的な意味し

か具体的にはイメージできないんですが、市長と

してはこの福祉というのを市民にどういう形で御

説明されるのか、市長からの福祉についてのお考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 福祉の概念というのは非常

に広いというふうに思っております。我々、役所

でやってる事業といいますか、施策も含めてでご

ざいますが、広義に言えば市民福祉全般というこ

とになろうかというふうに思います。ハード面の

事業も、大きく言えば福祉になってくるわけでご

ざいます。

これからの福祉ということでございますが、従

来の給付的な、中心といいますか、そういう福祉

から、広く全般的な、もっとグローバルな意味で

の福祉、そういう形でこれからの２１世紀という

のは取り組んでいく必要があるというふうに思っ

ております。ですから、そういう法律関係も今ま

での概念から少し見直して、今回も改正されたも

のというふうに思っております。

ですから、これからの福祉施策というのは、今

までの一般に言われている福祉はもちろんでござ

いますが、それ以外のことについてもそういう観

点からとらえていく必要があるんではないかとい

うふうに思っておりますので、幅広く広義の意味

で使っていきたいと、このように考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 市長の福祉に対する１つの

考え方としては、表現で今示されたんですが、や

はり人間の幸福ということを実現していくと、私

はそういうように思うんですね。そういう点では、

行政、政治というのはやっぱり福祉ということに

帰結するだろうと思いますし、そういう点では環

境の問題にしても平和の問題にしても、やはり福

祉の観点から考えていく必要があるとなれば、も

う少し具体的なメニューとして、福祉というのを

市長も広い概念と言うだけで、その広い概念がど

ういうことかということはなかなか示されてなか

ったんですけども、もう少しやはり福祉について

－１７３－

の認識を市民と共有するような形で、行政からも

きちっと福祉についての認識を共有できるような

努力をしていく必要があるんではないでしょうか

と思います。

特に、これからそういう福祉ということが中心

になった２１世紀に入ってくるわけですので、ぜ

ひ市民の中でそういう議論ができるような材料を

行政からもきちっと出していただきたいと、その

ように思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 巴里君。

○２５番（巴里英一君） ちょっと私のとらえ方が

小山さんの質問で間違ってたら、それで結構かと

思いますけど、発言の中で施しという言葉を発言

されたんですね。施しという社会的イメージて一

体何なのかというのを我々が考えると、例えば社

会的ボランティアでいろいろやってる方々がそん

な言葉を使うことはないし、施しというのはもう

過去の言葉になりますけども、昔、最下層で路上

で生活しておった人にお金を上げたりすることを

施しということで私たちは理解しとった時代とい

うのがありました。

果たして、今施しという言葉がどういう意味合

いを持つのか、ちょっと私は勉強が足らんのでわ

かりませんけども、その表現が適切なのか、この

福祉の中で施しという言葉が適切なのかどうかと

いうことについて、ひとつ御参考といいますか、

御考慮願いたいなという意味で提起をしたいと思

います。

〔巴里英一君「もう一度」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） これは担当者の方が答え

ていただいていいんですが、小山議員がどういう

意識を持って、その施しという語源から始まって

御質問なされたのかということと、市長が答えて

ましたように、社会福祉というのは全般的におい

て人間生活をよりよくしていくためのという、そ

ういう意味の施策の一部分の表現であるにすぎな

いなというふうに私、広義には大きくありますけ

れども、そういう意味の説明だったと思うので、

その中で施しという言葉そのものの定義とはまた

違うんでね。だから、小山議員がどう考えられて

るのかという発言をいただければという意味で議



長に申し上げたわけです。

○議長（嶋本五男君） 私が小山君に聞けというこ

とですか。

○２５番（巴里英一君） その処理はどうなんでし

ょうかというふうに、議長に御配慮願いたいと、

御考慮といいますか、そういう意味です。

○議長（嶋本五男君） 巴里さんに申し上げたいん

ですけれども、議員からの発言を取り消せとか、

あるいは不穏当な発言であるからというようなこ

とでしたらなんですけれども、言葉の内容を議員

から議員に説明せえということは、ちょっと本会

議になじまないんじゃないかなというふうに思い

ますので、その言葉についてはまた別のところで

一遍御協議願いたいと思うんですけども、その点

どうですか。巴里君。

○２５番（巴里英一君） それなら運営の問題を提

起するわけです。ちょっと気になりましたので、

ひとつそういう意味では議長の配慮で御考慮いた

だければ結構かと思います。お互いにそのことを

やっぱり気をつけながら、議会というものの中で

発言をしていきたいなと思ってますので、そうい

った意味を申し上げたということで御理解いただ

きたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 議員各位に申し上げます。

発言につきましては、十分御考慮の上、御発言の

ほどをお願いいたします。

ほかにございませんか。 以上で本件に

対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第３号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第３、議案第４号 泉南都市計画樽

井三丁目・馬場二丁目地区地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例の制定についてを

議題といたします。

議案書を朗読させます。

－１７４－

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第４号、泉南都市計画樽井三丁目・馬場二丁目

地区地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例の制定について御説明申し上げます。

議案書の３１ページでございます。まず、提案

理由でございますが、建築基準法第６８条の２第

１項の規定に基づき、樽井三丁目・馬場二丁目地

区地区計画の区域内における建築物の制限を行い

たく、本条例を提案するものでございます。

本地区は、主要幹線道路でございます都市計画

道路泉南岩出線に接する幅約５０メートルの区域

で、平成１２年８月２８日に開催されました大阪

府都市計画審議会におきまして、市街化調整区域

から市街化区域に編入された地域でございます。

今後、泉南岩出線の全面供用に伴い、交通の利

便性が向上することにより、幹線道路沿道地区と

しての役割がさらに重要になります。このため、

地区計画の策定とともに、条例を制定することに

より建築物の用途、配置等を定め、幹線道路の沿

道地区にふさわしいまちづくりを推進するととも

に、後背地の土地利用を配慮した計画的な市街化

を図るものであります。

その内容といたしましては、３３ページ以下に

記載いたしておりまして、第１条で目的を、第２

条で用語の定義を、第３条で適用区域として樽井

三丁目・馬場二丁目地区地区計画の区域内に適用

すると規定いたしております。

第４条では、建築物の用途の制限規定を設けて

おりまして、その主なものは、第１号でマージャ

ン屋、パチンコ屋、場外車券売り場等、また第２

号で１５平方メートルを超える畜舎、第３号で建

築基準法別表第２（り）項第２号から第４号まで

の建築物とし、音を出す、あるいは煙を出す、悪

臭を出す工場等の建物については、建築してはな

らないと規定いたしております。

次に、第５条では、壁面の位置の制限規定とい

たしまして、建築物の外壁またはこれにかわる柱

は、泉南岩出線の道路境界線から１メートル以上



後退しなければならないとの規定を設けておりま

す。

第６条では、建築物の敷地が区域の内外にまた

がる場合の措置規定を、第７条では既存の建築物

に対する制限の緩和を、第８条では公益上必要な

建築物などの特例規定を定めております。

第９条では、この条例の規定に反した場合の罰

則規定を定めております。なお、罰金につきまし

ては、新家駅南地区地区計画並びにりんくうタウ

ン南・中地区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例の規定と整合を図り、１０万円

以下といたしております。

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申

し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 今回のこの建築物の制限に

関する条例、これまでもほかでもこういう条例が

できておるわけなんですが、泉南市全体の状況の

中で、この制限に関する条例なんかはどのような

形で広げていくのか。ここだけこうするといって

も、対岸というんか、道の向こうはそういう制限

がないわけですから、そういう点では泉南市の全

体的なこういう条例はどういうふうに考えていら

っしゃるのか。

それから、こういうものをしていけば土地を持

っている方の権利が制限されるという問題もある

んですが、そういう点での関係者の了解、関係の

手続はどのようにされてここに上程されたのかで

すね。

それから、市長が必要と認めるときにはという

ことで書いてあるんですが、この辺は制限規定が

きちっとあるので、こういうものでも市長が必要

とすれば認めるという、そういうことになるのか

どうかですね。その辺も御説明をいただきたいと

思います。

それから、別表という形で、法別表第２（り）

という、これはここに出ておらないんですが、こ

れは書類があれば出していただきたいと思うので

すが、以上、よろしくお願いをいたします。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

－１７５－

○事業部長（山内 洋君） まず、先ほど蜷川助役

の方から概略説明申し上げましたが、泉南市の場

合、既に新家駅南地区の地区計画、またりんくう

タウンの南・中地区の地区計画、これを制定して

おるところでございます。

今回、樽井三丁目及び馬場二丁目の区域につい

て建築制限を伴います地区計画を設定するわけで

ございますけども、この箇所につきましては、今

回市街化に編入する区域でございまして、これか

らはやはり地域性の独自のまちづくりを推し進め

なければならないということで、建築制限を主体

とした地区計画、これを今回取り入れるわけでご

ざいます。市全体といたしましては、新たに市街

化に編入する部分、これを中心といたしまして、

今後は面的な整備について規制をしていく、また

誘導していくという必要があると思います。

議員おっしゃられたように、府道の和歌山側に

ついては、これは市街化調整区域でございますの

で、将来的に編入するとか、そういうような必要

性が出た場合には、当然地区計画も定めて、並行

して都市計画を進めていくと、まちづくりを進め

ていくという必要があるんではないかなというふ

うに思っております。

それから、建築制限するということは当然権利

者の権利制限をするわけでございますけども、こ

れについては公序良俗な部分も含めますが、地権

者に十分な説明をする必要があるということで、

説明会を線引きとあわせて並行してやっておりま

す。また、馬場地域、また男里地域、また樽井地

域につきましては、地域の代表者の方とも十分協

議をいたしまして、説明会も開催いたしまして、

周知を図っておるわけでございます。今後制定さ

れましたら、当然全市的にも啓発をしていくとい

うことでございます。

それから、市長の特例の話でございますけども、

これにつきましては、りんくうタウンの地区計画

もございますように、当然公益性の高い部分につ

いては、公共施設などを設ける場合については、

市長の特例でもいけるということも検討しておる

わけでございまして、具体的にはシルバーハウジ

ングなどの住宅建築につきましては、りんくうタ

ウンの中での制限をしているわけでございますけ



ども、公益性の高い部分については十分協議の上、

建設ができるとか、そういう判断をしていきたい

というふうに思っておるところでございます。

それから、別表につきましては、これはかなり

の量になりますので、主なものを挙げますと、例

えばおもちゃの花火の製造業とか、アセチレンに

よります金属の加工を行うとか、可燃性の高いセ

ルロイドの加熱加工とかの産業を行うとか、原動

力が０．７５キロワットを超える塗装の吹きつけな

どを行うとか、こういう細かい部分を記載してお

るわけでございます。トータル的に表現いたしま

すと、作業場の床面積の合計が１５０平米を超え

る工場とか危険性の高いもの、また周囲の環境を

悪化させるおそれの多いものという表現をさせて

いただい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） そうすると、別表について

はもう既に条例化しておるこれと全く同じと理解

していいんでしょうかね。これは建築制限を定め

る建築物で、いわゆる制限する建築物ですから、

もう少しその辺は、上の方はマージャン店とかと

いうことがあって、２番目には広さの制限を超え

る畜舎ですね。あとは、別表になっとるんで、別

表にどういうことがあるのかわからないというの

は、この従来ある別表と書いてあるこれと全くイ

コールということになるんでしょうかね。

だから、市長が公益上必要だと認めるといって

も、例えばマージャン屋とかパチンコ、具体的に

列記されとるわけですから、これはすることがで

きないんですから、そんなことあり得ないと思う

んですけども、これも市長がもし公益上必要とす

ればこういうものでも許可されるという、文面か

ら見ればそう読めるので、ちょっと市長の判断に

ついてはもう少し具体的にお聞きをしたわけです。

それから、別の地域の方の声というのは、こう

いうものが建ってほしくないというので賛意は得

られると思うんですがね、簡単にね。地権者その

ものは自分の財産に制限を受けるわけですから、

そういう点では地権者への説明はもうきちっと終

わって、これは了解をして進めたということでい

いんでしょうか。こういうことは地権者がうんと

言わないとできないとなると、なかなか都市計画

－１７６－

上進められない面もあるので、その辺は地権者に

説明をすれば、地権者が完全同意しなくても一定

この指定は打てるという、そういう法律ではない

かなと思うんですが、その辺での直接の対象にな

る土地を持ってる方の同意関係の了解は、どの程

度やって、こういう地区計画が進められるのかを

御説明いただきたいと思います。

それから、調整区域を市街化にするときには、

これからこういう手法をとっていきたいというこ

とは明確に言われたんですが、現在の市街化にお

いても、やっぱり整備された都市の計画をするた

めには、一定こういう趣旨、いわゆる勝馬投票券

発売所とか場外車券売り場とか、そういうものは

一定どこでも建ったらいいというものでもないで

すし、パチンコ店なんかでも泉南は１０店近くあ

るんじゃないでしょうかね。ほんとにパチンコの

まちみたいな、固まるところにはありますから、

こういうものも無秩序にとにかく建っていくんで

は困るわけですから、市長も元気のある泉南市だ

って、そういうふうに元気があっても困るんでね。

もう少し整備された、住環境が守られ、工場は工

場でちゃんと整備された、そういう都市計画が必

要だと思うので、まち全体についてどういうふう

な形でこの地区計画をはめていくのかという御答

弁がなかったので、その辺は難しいとは思います

けど、実際それをやっていかないと、どんどん今

ミニ開発が進んで、全部袋小路ですよ、入ったら

出てこないといけないね。

そういうことを放置しといたらほんとに大変な

まちになるなと。法の間隙を縫ってつくっとるん

でしょうけども、これはやはり行政としては地区

計画もきちっとしながら、地権者の問題もあるで

しょうけども、もっと整備されたまちづくりを早

目早目に手を打っていかないと、ただ人口がふえ

る、世帯数がふえるだけで喜んでおれない、そう

いう状態が私はあると思うので、市域全体に対す

るこういう地区計画のはめ方ですね、この辺の方

針なり考え方をお聞きをしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 市道都市計画課長。

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） 御答弁申

し上げます。

まず、１点目の別表の件でございますけれども、



この別表につきましては、建築基準法に記載され

ております別表ということで、その別表自身が先

ほど部長が御答弁申し上げました概要ですけれど

も、内容になってございます。

それから、市長が認めるものということでござ

いますけれども、確かに市長が認めれば何でもい

いのかなともとれますけれども、我々が想定いた

しておりますのは、あくまでも良好な市街地環境

を害するおそれがないということを前提といたし

まして、予測できるものといたしまして、交番と

か郵便局とか、その程度かなというふうに考えて

ございます。

それから、地区計画自身は本来の用途規制、そ

れに上積みの規制ということになりますので、権

利者の皆さん方には制限を大きくかけるというこ

とになります。したがいまして、地区計画につき

ましては、当然に説明をする必要があるというこ

とで、我々といたしましても地元説明をやってご

ざいます。

その中で、特に権利者の皆様方には個別に通知

を出しまして、この日に説明会を行いますので御

出席くださいということでお知らせいたしました。

人数までいきますと、５３人の権利者の方がおら

れまして、２回開催いたしまして、２３名の御出

席をいただいております。残りの方は欠席という

ことでございますけれども、出席された方につき

ましてはいろいろと御質問なりございました。そ

れにつきましては、十分に説明したというふうに

我々は考えてございます。そして、欠席された方

については、特に反対の意向とか、もしくは意見

があるとか、そういうお声はなかったということ

をお伝えいたしておきます。

〔小山広明君「出席した人にも反対はなかった

んやね」と呼ぶ〕

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） はい。反

対といいましょうか、意見はいろいろございまし

た。しかし、この地区計画に反対するというんで

すか、それはなかったと理解しております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今の説明から推測して、説

明をすればそれで足るんですね、一応法的には。

－１７７－

同意を得なくても説明をすれば、それで地域指定

が でないと、反対したら計画がなかなかでき

ないですから、そういう性格のものですね。しか

し、幸いに出席者においても、出席しない人にも

反対はなかったと、そういう御説明として受け取

っておけばいいですね。

全体の答弁がないんですが、泉南市全体をどう

していくのか。今このままほっといたらほんとに

無秩序なまちになりまっせ。だから、ここだけじ

ゃなしに、やっぱり泉南市の方針を出して、これ

をどうしていくのか、今のうちに手を打っていか

ないといけないと思うのですが、その辺はどうな

んでしょうかね。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 地区計画の制度につき

ましては、昨日の市道議員からの御質問もござい

ました。新しい地方分権の時代にとって、まちづ

くりの１つの中心となっていく手法であるという

認識を持っております。

都市計画法も変わりまして、地方分権にふさわ

しい、地方がみずからの意思によってまちづくり

を進めていくということについては、これから十

分推進をしていく、また行政も考えていく必要が

あるというふうに思っております。この制度を活

用することによって、住民本位のまちづくりがで

きるんではないかなという考えを持っております。

１つの例といたしまして、新家の駅の南地区計

画、これにつきましては発端がパチンコ店の進出

が予定されたということに基づきまして、住民の

方、権利者の方が中心となって、自分らで新家駅

前のまちづくりをしていこうというのが発端でご

ざいまして、それにはこういう制度があるという

ことで、あれは平成２年でございましたかな、制

定をしたということでございますので、今度の樽

井三丁目、馬場二丁目、これにつきましては市街

化の線引きの見直しと関連して地区計画を設定す

るということでございますので、住民さんからの

発意で検討した部分ではございませんが、十分に

制度の趣旨を理解していただいて、今回の都市計

画審議会の答申も経まして、制定をさせていただ

きたいというふうに思ってるところでございます。

それと、市全体を眺めますとどんどん変なまち



づくりになるという御意見でございますけども、

これ以外に泉南市の場合、都市計画に関する基本

的な方針というものを当然きちっと定めまして、

地域を１１の区域に分けて、まちづくりはどうあ

るべきかという指針も示しておりますので、これ

の今後の啓発を我々はやっていかなければならな

いわけでございますけども、その基本方針に基づ

きまして新しい泉南市のまちづくりを進めていく

という考えを持っておりますので、極端に何か変

なまちになってしまうと、ミニ開発が多くなると

いうようなことは懸念はいたしておらないところ

でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 今、ずっと１０軒とか１５

軒とか開発がどんどん進んでいるのは、ミニ開発

が進んでいくと思いませんと言うてるけど、どん

どん今進んでるのが実態ですよ。そこには集会所

もないし小公園もないし、道路はほとんど行きど

まりとか、農道みたいなところに接続しとるとか、

ほとんど近代的な都市基盤じゃないですよ。都市

基盤整備というんか、都市構造じゃないですよ。

これはいわゆる大規模な開発になればいろんな規

制を受けて、公園とか集会所とかいろんなことに

対応しないといけないわけですが、一定の面積以

下であれば、単なる建築基準法とか道路位置指定

とかいう形でやるわけですから、それは道路かて

貫通しないし、行きどまりになるしね。そこには

当然自治会というんか、住民の自治的な施設もな

いわけでしょう。

それに対して、あなたが言うように、地方が中

心となってできる手法がこの地区計画だと、こう

いう法が整備されたんであれば、もしこれが

もう現在僕はミニ開発乱立状態だと思いますよ、

泉南至るところ行ったって。このことに手が打て

る手法があるにもかかわらず打たずに、そんなん

一遍家が建ってしまったらどないもなりませんか

らね。

そういうことで、そういうようにみずからのま

ちはみずからでやっていく、法も整備されたとい

うんであれば、もう少し今の現状、あなたのよう

にミニ開発はそんな多くなっていくように思って

ませんというんであれば、あなたは余りまちを歩

－１７８－

いてないんじゃないんですか。歩いてると思うけ

ど、あなたの場合は。しかし、歩いたらよくわか

りますよ。えっ、こんなとこにまた５軒建った、

１０軒建った。そういうようなことにきちっとや

っぱり行政が責任を持って都市計画をしていく、

こういう手法があるわけですから、それをやはり

早くやらないといけないんじゃないかと思うんで

すが、そういう点ではどうなんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

小山君に申し上げます。できるだけ提出された

議案の中でやっていただきたいと思います。

○事業部長（山内 洋君） ミニ開発が悪いという

ような論法は、これはいけないと思います。民間

の経済活動ですから、これによってまちが変なま

ちになってしまうという考えは、私は持っており

ません。

役割の分担があると思うんですね。公共事業、

これについては我々は当然役割を持っておるわけ

でございますから、ブロックごとに地区の計画を

していかなければならないというふうに思って、

公園をつくったり道路をつくったりするのは行政

の役目でございますので、それはやっていかなけ

ればならないと思います。

ただ、ミニ開発を抑制すると、そういうような

施策はとっておりませんので、それぞれの事業者

が経済活動をしていって、できるだけ住みやすい

ような形の行政指導はしていかなければならない

と思いますが、ミニ開発自身が悪いとは全然、ま

ちづくりにとって支障になるとは思っておりませ

ん。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） ミニ開発そのものが即悪い

ということを言っとるんじゃないです。私が例に

挙げたように、公園とか集会所とか、当然自治的

なまちに必要な都市施設があるわけじゃないです

か。ミニ開発となれば、それは法的にもそういう

ことはできない、今ままであればね。やはりこう

いう地域計画というような方針の中で一定の都市

的な整合性を持たしたまちづくりを進めていくと。

ミニ開発というのは、要するに法の規制以外の

開発ということですよ。だから、法がちゃんとで

きないわけでしょう。法といったって、建築基準



法とかそういう法には適応するかもわかりません

が、一定のコントロールをした、まちの工場のそ

ばに住宅がないとか、住宅の一定のところには公

園があるとか集会所があるとか、そういうことが

やっぱりできない。それが１つや２つやったらい

いけども、たくさんになってきたら、それは集約

すれば何百になるわけでしょう。しかし、何百世

帯にそういう都市基盤整備ができないわけですか

ら、それはやっぱり１つの問題性ですよ。そうい

うことは十分考えられるわけですから、事業部長

のそういう認識は私は大変問題だと。

○議長（嶋本五男君） 条例に関係ありませんので

簡単にしてください。

○２番（小山広明君） そういう認識自身はやっぱ

り問題だと思いますよ、ミニ開発がもたらしてく

る今後の問題性についてはね。消防の問題にして

もいろんな問題にしてもやっぱり懸念されること

があるんだから、まずそういうことは懸念をして

都市計画なりまちづくりを進めるべきだと、僕は

そのように思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） ただいま地区計画の条例

提案が出されているわけですが、今の論議の中で

前半部分を聞いておりまして、ちょっと気になる

んですが、１つは地権者のいわゆる建築に対する

制限がある。この中身について少し詳しくお示し

をいただきたいなと。

この制限があるにもかかわらず、出席者が５３

人中２３人だと、２回説明された。この場合に、

どういういわゆる私権制限があるのかと、建築制

限があるのかと、こういう内容をよくお示しをし

た上で出席要請をされたのか。例えば、中身を文

書で配るとか、ただ単に出席してくださいという

ことなのか、それともこういうふうになります、

こういう重要な私権制限にかかわる論議をするん

ですよと、こういうことで御案内をしたのか。

それと、なかなか私の場合は行政からいただい

た文書を判読するのにかなり時間がかかるんです。

もうあっちから辞書を引いてきたり、あるいは時

には新しい法律なんか出てまいりますと、その法

律の中身を取り寄せたりして、ほんとに理解する

のに大変な苦労をするんですが、もう年も年です
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から。そういう点で、どの程度この住民の皆さん

に周知方を徹底されたのか。その辺の、ただ単に

出席してくださいということなのか、それとも中

身を熟知した上での出席要請だったのか、その辺

はどうなんでしょうか。まず、その点からお聞き

をしたい。

やっぱりこの数、気になるんですよ。２回も説

明会をしたのに２３人だと。ところが、中身を聞

いておりますと、非常に私権制限にかかわる問題

もあるということなんです。それで、私権制限が

どの程度に及ぶのかですね。この点もお示しをい

ただきたい。もちろん自分の土地でありながら物

が建てられないと、公益を害するものは建てられ

ないと、こういうことはわかりました。ここに書

かれている以外のものはあるのかどうか。

それと、もう１つ、この条例の施行に関し必要

な事項は市長が別に定める。条例では拘束力はあ

りますね、条例は法律ですから。ところが、別途

規則で定めるという規則は、これは要綱なんかと

同じですから拘束力がない。行政指導なり協力要

請をして、御理解をいただいて、その上で合意が

できれば協力をいただく、こういうことになるわ

けですから、この規則はどうなってるのか。

昨日も教育委員会の関係の教育審議会の問題で、

規則は別途定めるという、持っておられるにもか

かわらずお出しにならなかったということがあっ

たんですが、この規則はできとるんですか。

○議長（嶋本五男君） 市道都市計画課長。

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） それでは、

御説明いたします。

まず、制限の内容でございますけれども、この

区域につきましては、市街化区域への編入に伴い

まして用途地域の準工業地域ということで設定い

たしております。本来でしたら準工業地域の制限

ですけれども、それに上積みという形でなってま

して、その内容を読み上げさせていただきます。

まず、床面積の合計が１５平米を超える畜舎と

いうこと、それからマージャン屋、パチンコ屋、

射的場……（和気 豊君「条例の中に明記されて

るものはいいです」と呼ぶ）それと危険な工場と

いうんですか、それですね。それだけが上積みの

規制ということになってございます。



それと、あと壁面位置の制限ということで、こ

れは沿道市街地ということを目指しておりますの

で、開放感がある良好な都市景観の形成を図る、

及び歩行者空間の確保ということで、泉南岩出線

沿い、これにつきましては１メーター以上の壁面

の後退を行うと。

それから、もう１点、垣またはさくの制限とい

うことで、これにつきましても同じく沿道市街地

といたしまして、開放感がある良好な都市景観の

形成を図るということを目的といたしまして、垣

またはさくの構造は、生け垣またはフェンスとし、

高さ６０センチを超えるコンクリートブロック等

の構造物を制限するというふうにいたしておりま

す。そして、説明会の中では当然にこれらについ

ても説明いたしておるということで私は聞いてお

ります。

それから、もう１点、規則ということでござい

ますけれども、この規則につきましては、施行日

を決めると、その部分だけ決めようと思っており

まして、ほかにつきましては定めるあれは今のと

ころございません。

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、建築物の制限、いわ

ゆる私権制限については４条と５条、この説明を

いただいて、いわゆる上積み制限ですね。準工業

地帯以上に制限する上積み制限についてお示しを

いただきました。垣またはさくの制限については

どの条項を見ればいいんでしょうか。いわゆる壁

面後退は５条に載ってますね、壁面の位置の制限

はね。垣またはさくはどこに。

ちょっと議長ね、３４ページで５条まではよく

わかるんです。ちゃんと今説明いただいたことは

条例の中に明記されてるんですが、次、６条には

建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置と。

準工業地帯を設けて、それからお隣が多分住宅地

域になると思うんですが、それにまたがる場合の

制限について次にあるんですが、それからはもう

制限の緩和になってるんです。規制じゃないんで

す。だから、垣またはさくの構造の制限というの

はどこにも私、今説明いただいてもよう見つけ出

せないんですが、それはどういうふうに解釈した
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らいいんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 市道都市計画課長。

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） お答えい

たします。

確かに議員御指摘のとおり建築規制条例の中で

は、垣またはさくですか、これにつきましては制

限はいたしておりません。しかし、地区計画の中

に区域の整備開発及び保全に関する方針というと

ころがございまして、それから地区整備計画とい

う部分、その二本立てが主になっておるわけです

けれども、その中で垣またはさくの構造の制限と

いうことで決められております。

そして、今御指摘のとおり条例の方で規制をし

ておらないわけですから、確実に守られるという

担保がないという御指摘かと思うわけですけれど

も、我々もこれにつきましては建築制限条例の中

にうたい込めないかということで検討はいたしま

した。

しかしながら、条例化する内容につきましては、

どういう内容を定めるかという部分がございまし

て、垣またはさくの場合でございましたら、条例

化できる内容というのが、門または塀の構造をそ

の高さ、形状または材料によって定めた制限と、

非常に詳しく定めないといかんという部分がござ

いまして、後のメンテといいましょうか、そうい

う面も考えますと、これは建築規制条例の中にう

たい込むのは非常に困難であるという考えのもと

で、規制条例の中にはうたい込んでおりません。

しかしながら、地区計画の都市計画の中に、地

区整備計画ですけれども、その中で垣またはさく

の構造の制限ということでうたい込んでおります

ので、この都市計画決定をもちまして指導の根拠

といたしまして、守られるように事務を進めると

いうことで考えておりますので、ひとつよろしく

お願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 説明いただくときには、

いわゆる法で、条例で規制する部分と、それから

条例ではうたい込めなくて、規則によってのみ、

いわゆる地区計画ですね、これによって指導によ

って規制すると、そういう中身とを区分けしてき

っちりと御説明いただかないと、二度同じことを



聞いてることになっておりますので、その辺はよ

ろしくお願いをしたい。

それから、先ほど確かに説明会は開いて、説明

会では出席者には熟知をしたと、こういうことは

先ほど聞きました。私が聞いたのは、こういう私

権制限にわたる重要な内容なんですよと、あなた

の財産権にもわたる問題を論議するんですよとい

う、そういう中身を含めた御案内を差し上げたか

どうか、こういうことを聞いてるんですよ。

でないと、そんな重要な問題ではないと、忙し

いから忙しさにかまけて出席せんとこかと、普通、

市がやるような説明会一般にとらえられたのでは

ないかと、こういうふうなこともおもんばかるわ

けで聞いておるわけですから、その辺は答弁され

たことをさらに突っ込んで聞いてるわけですから、

同じ答弁を繰り返さずにお願いしたいなというふ

うに思うんですよ。

○議長（嶋本五男君） 市道都市計画課長。

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） 御説明い

たします。

地区計画といいますのは、本来の形というのが

住民側の発意によるものであるというのは、新家

駅の件でも十分御承知いただいてるかと思います。

したがいまして、地区計画を行う際には、案の縦

覧と、それから都市計画決定に際する縦覧と２回

ということになってございまして、確かに説明会

の中ではそういうふうな案内をしてるかどうかと

いうのは、ちょっと私そこまでの確認はしておら

ないわけですけれども、しかしながら、法に定め

られております手続縦覧といいます案の縦覧、こ

れを行っております。それと、都市計画決定に際

しましても縦覧を行っております。ともに意見書

の提出の機会があるということでございますけれ

ども、どちらにいたしましても縦覧者ゼロ、意見

書ゼロと、これは案の縦覧、都市計画決定の際の

縦覧ともにでございます。ですから、私ども手続

的には問題はないというふうに理解いたしており

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） 余り形式的な手続だけを

問題にするんであれば、最初新家駅のときには、
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いわゆる住民のパチンコ店をこの区域には建てて

ほしくないという、そういう意思、発議に基づい

て、いわゆる下からの積み上げによってこれが出

されていった、こういうことで住民の意思の反映

が十分なされた形での地区計画条例になっている

と、こういうことを最初言われて、私もその経過

をよく知っておりますので、これは国の建設省が

出したそういう法に基づく計画であるけれども、

これは本当に住民の意思を反映した、住民合意を

前提にしたそういう手法だなと、こういうことで

これには非常に期待をかけてきたわけです。

今回の場合には、そういう私権制限に及ぶこの

中身について、本当に住民の皆さんにそういう論

議をするんですよと、そういう説明会なんですよ

と。これを１つはクリアして次の段階に進むんで

すよと、こういうことがやられてるかどうかとい

うのは非常に重要なんですよ、これはね。ただ、

通り一遍の説明会だと、こういうことの理解では

だめな問題なんです。個人の私権にかかわる問題

ですから、財産権に及ぶ問題ですからね。２９条

にかかわる問題、公共事業をやる場合は財産権に

ついても一定制限を加えられることはありまして

も、その過程、手続においてはやっぱり民主的に

その関係者、権利者に十分熟知をしていく。

今、あなたが担当されている砂川駅前開発の問

題でも、そういうことでしょう。合意が得られな

ければＵターンせざるを得ないと、見直しせざる

を得ないと、こういうことになってるわけですよ。

同じ担当課がやられる事業としては、やっぱりそ

の辺は普通の説明会だったら、私権制限に及ばな

いような説明会であれば、そういう形で一般的な

説明会、いつ幾日やりますから来てくださいと、

こういう御案内でいいんでしょうけれども、そう

じゃないでしょう、今回の場合は。中身から十分

に熟知さして説明会に出席をいただく、こういう

ことがやられないとね。だからこそ２３名という、

自分の個人の財産権にかかわる問題でありながら

出席が半数に及ばなかった、こういうことになる

んじゃないですか。

私の場合だったらそうですよ。自分の財産権に

及ぶような問題だったら、万障繰り合わしてどん

なことがあっても行きますよ。来れない場合には



市にも足を運んで、その中身について聞きますよ。

１メートルも自分の土地が後退せざるを得ない、

こういうことになってきますと、間口の広い土地

やったらえらいことになってきます。そういう案

内をしたのかどうかということを聞いてるわけで

す。一遍それはちゃんと担当した人に聞いてくだ

さいよ。これは山内さん、知らんのか。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 説明する手法の問題だ

と思うんですが、一々個々に当たってこういう内

容で地区計画を決定いたします、また線引きの見

直しをいたします、そういう部分はやっておらな

いわけでございまして、当然我々も出席して、ま

たいろんな御相談もあるということで、関連部署

の職員も出席していただいて説明会を開催いたし

ました。

その中で、先ほど課長も申しましたように、い

ろんな意見が出ました。だけど、地区計画、また

線引きそのものに反対と、そういうような御意見

はございませんでした。また、案の縦覧、また計

画に当たっての都市計画法に基づく供覧と申しま

すか、そこらもやったわけでございますけれども、

意見がなかったということは御納得いただいたと

いうふうに解釈をいたしておるところでございま

す。

○議長（嶋本五男君） 和気君。まとめてください。

○１３番（和気 豊君） ちょっと平行線になって

おりますのでまとめたいと思いますが、私は、手

法の問題だと言われるあなたの意見に非常に疑問

を感じます。これは民主主義にかかわる原点の問

題ですよ。中身を十分熟知さして出席要請をする、

当たり前のことじゃないですか。説明会について

は、瑕疵ないようにこの関係の職員が出席をして

十分納得をいただいた。当たり前じゃないですか、

こんなことは。出席を要請するときにどれだけ合

意形成を図るための中身の熟知をしたのか、こう

いうことを聞いてるわけで、それについてはなか

なかお答えいただけない。今もちょっとそのとき

の担当課に聞いたらわかることなのに聞こうとも

しない。まあ、やってないと、こういうふうにし

か理解できませんね。私はそういうふうに判断し

ますよ。そして、これに対する意思表示をいたし
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ますよ。それでいいんですね。

ないならばないと。十分にこういう私権制限、

財産権に及ぶ問題を論議するんだと、その説明会

なんですよ、それを経て次の段階にクリアするん

ですよと。都市計画審議会にかけ、そしてその次

には市で条例をつくって、あなたの権利が制限さ

れる、そういう説明会なんですよと、こういうこ

とをやっぱり十分に事前にやっとかなあかん。や

ってないんですね。どうですか。それだけ一言答

えてください。もうイエスかノーかだけ。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 御案内申し上げるとき

に内容まで篤と説明して、賛成かどうかという判

断をいただいて出席いただくということは、これ

はもう説明会をする必要はないわけでございます

ので、こういうことを、例えば市街化に編入しま

すよ、また地区計画についての御説明をいたしま

すよ、そういう内容でもって御案内申し上げたわ

けでございます。

また、特に地権者の方で行かれなかったと、そ

ういうようなお話がございましたら、うちの方か

ら職員が出向いて説明した例もございます。地域

の地権者については、十分御納得いただいたとい

うふうに解釈をいたしております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 松原君。

○８番（松原義樹君） まず、その場所ですが、私

が思ってる場所と違っとったらあれなんですが、

旧２６号線から上へ上がって、馬場の交差点の手

前、あそこら辺の大阪側と考えてよろしいですか。

まず、それだけ確認します。

○議長（嶋本五男君） 市道都市計画課長。

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） ただいま

議員御指摘のその場所でございます。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、その場所には私、

日々よく通りますからわかってるんですが、これ

は過去のといおうか、どの時点でこの問題が、条

例は今出てるんですが、その前に例えば都市計画

でここはこういうふうにするとかいうような何か

をしておったのか、それともしてなかったら、き

ょう現在建ってるものについてはどういう形をと

ったのかなと。



あそこの信号のところにはマンションがありま

すね。１メーターも後退しないでそこには壁がも

う入ってます。それから、もう１つ下へ下がった

ところには、いつの日か火事がありました。４軒

ほどのアパートがもう建ってます。そういうふう

に建ったものに対してとか何かについては、きょ

うこれからどこまでこの条例を適用していくのか、

それともこういうものを後からつくって、その方

々にどういうふうに指導していくといおうか、後

からの人はみんな１メーター自分の土地を提供す

るわけですね、考え方としては。そこら辺につい

てはどうなんでしょう。一回そこを教えといてく

ださい。

○議長（嶋本五男君） 市道都市計画課長。

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） お答えい

たします。

既存に建っておりますマンションなりアパート

といいましょうか、集合住宅でございますけれど

も、これらにつきましては、本条例の７条、ここ

に既存の建築物に対する制限の緩和ということで、

それらについては既存不適格という形にはなりま

すけれども、そのままで結構かと思います。ただ、

建てかえといいましょうか、その段階にはこの条

例に従っていただくという形になります。

以上でございます。

〔松原義樹君「１メートル後退だけ」と呼ぶ〕

○事業部都市計画課長（市道登美雄君） １メータ

ー後退していただくというだけで、提供していた

だく必要はございません。下がっていただくだけ

です。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 上野君。

○１５番（上野健二君） ちょっと一言。きのうか

ら議会が進んで、すごくすばらしい話を聞かして

いただいてますけれども、私どもは実は文教消防

常任委員会の者でございますけれども、文教消防

のときは資料を出せとか、いやあれを出せとか、

いろいろ催促して出してくださったんです。それ

にはひとつも私、市長を初め皆さん理事者はほん

とに大変賢明にやってくださってますので、それ

は評価してます。

ただし、質問の中には、何かちょっと物足らん

－１８３－

ような言葉を吐く人もありましたんで、私はここ

で言わしていただきたいんですけれども、特に初

めから民生の常任委員会、それに今やってるよう

な産業建設常任委員会のそのときの資料、きのう

文教でこういうふうに出してますけども、こうい

うものをやっぱりある程度本会議にある意味では

出してほしいと思うんですよ。文教だけを出さし

て、あとの委員会には出ささんと、みんなが一緒

に同じようにこの議事録を通して議論やってる。

我々は文教だけしか知らない、今現在ではね。

○議長（嶋本五男君） 上野君に申し上げますけれ

ども、一体どの議案の話をなさってるのですか。

○１５番（上野健二君） これから出てくる、きょ

うは朝から民生のやつが出てくる、その次は今現

在やってる産業建設が出てくる。それに対しての

補足した、その委員会に提出したと思うんですよ、

産業建設にしても。その部分をここに出してほし

いんですわ。

○議長（嶋本五男君） あなたの言っているのは、

条例の規則等があれば、それを提出してくれと、

こういうことですね。

○１５番（上野健二君） そうです。

○議長（嶋本五男君） もちろん規則があれば出し

てもらうようにはしますし、その議案によって審

議ができる場合は、そのままやってもらいますと、

そういうことでございます。

○１５番（上野健二君） 私は、何も理事者の方に

文句は１つも言うてません。賢明な方ばっかしや

から、先ほども言ってるように。勉強した上に勉

強された方ばっかしやから、何も文句は言ってお

りません。ただし、きょうの産建のやつを聞かし

てもらっておると、地図が出てないとか、いや何

やとか、そういういろいろな問題が今出てるでし

ょう。それを僕は言ってるんですよ。

だから、議会のときには、文教だけじゃなく、

民生を初め今やってる産業建設、またほかのもろ

もろの所轄の部門を出してほしいんですわ。産業

建設のことをここから先も勉強してないし、それ

じゃなくても勉強が足らんので、わかりません。

どんな話ししてるのかわかりません。

○議長（嶋本五男君） それは、各会派でそれぞれ

の委員会に所属いたしておりますので、そこに出



ました資料につきましては、その会派の方に聞い

ていただいて、なお必要な場合には本会議で、昨

日和気議員が申されましたとおり、規則があれば

出していただきたいと、このような資料請求をし

ていただきたいと思います。

ほかにございませんか。 以上で本件に

対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 議案第４号、泉南都市計

画樽井三丁目・馬場二丁目地区地区計画の区域内

における建築物の制限に関する条例の制定につい

て、用途地域の設定にかかわって、さらにこの用

途地域を上回る制限を加える。このことによって、

この地域にマージャン屋、パチンコ屋、射的場等

の遊技施設を排除していく、こういう提案そのも

のについては何ら異論を差し挟む余地はないもの

だと思います。

しかし、この決定は同時にもろ刃の剣で、片方

では個人の権利、地権を制限するものになってい

ます。そういう点で、この決定に至る経過を先ほ

どからるる質問してまいりました。意見も吐いて

まいりましたが、結果は案内を請う段階で、私的

制限にわたるものを論議する重要な説明会である

と、こういう位置づけのもとに説明会への招聘を

お願いした、こういうことにはなっていない。い

わゆる民主主義の原点である住民の合意、せっか

くこの法が数少ない建設省の関係法令に基づくも

のであるにもかかわらず、非常に住民合意、積み

上げを大切にしていっている。こういうことから

もこの説明会のあり方は非常に問題がある、こう

いうふうに思います。

この条例を制定するに至る経過に問題あり、こ

ういう立場から反対をするものであります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第４号は、原案のとおり可とすることに決

－１８４－

しました。

次に、日程第４、議案第５号 泉南市火災予防

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第５号、泉南市火災予防条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。

議案書３７ページをお願いいたします。提案理

由でございますが、建築基準法施行令の一部を改

正する政令が平成１２年６月１日に施行されたこ

とに伴い、泉南市火災予防条例において引用いた

しております建築基準法施行令上の用語の定義等

が変更されたことを受けて規定の整備を行うべく

所要の改正を行い、あわせまして、その他の規定

中、火災予防条例準則に準拠していない部分につ

きまして所要の改正を行う必要から、泉南市火災

予防条例の一部を改正する条例について、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。

３９ページをお願いいたします。主な改正内容

でございますが、建築基準法施行令上の防火設備

に関しまして、「甲種防火戸又は乙種防火戸」を

「防火戸」に、防火戸以外の防火設備をも含めて

「防火戸」を「防火設備」に、その作動方法につ

きまして、「閉鎖」を「閉鎖又は作動」に、構造

に関しまして、耐火構造もしくは防火構造の規定

の整備を、材料に関しまして、「不燃材料又は準

不燃材料」を「準不燃材料」に、「不燃材料、準

不燃材料又は難燃材料」を「難燃材料」にという

改正内容でございます。

また、その他の規定につきましての改正は、火

災予防条例準則に準拠してない部分につきまして

所要の改正を行うものでございます。

なお、施行の期日につきましては、公布の日か

ら施行いたしたいと考えてございます。

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。よろしく御審議の上、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。

これより議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第５号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第５、議案第６号 民事調停の成立

についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第６号、民事調停の成立について御説明申し上

げます。

提案理由でございますが、泉南市営前畑住宅３

号棟４０６号室の入居者であった切山忠幸氏が空

き室であった同前畑住宅７号棟１０７号室に無断

で転居したことが判明し、再三の退去の申し入れ

にもかかわらず不法占有を継続したことから、そ

の退去請求に係る調停の申し立てについて、去る

平成１１年１２月本議会にお諮りし、議会の御承

認をいただき、平成１２年４月１４日に佐野簡易

裁判所に対し、前畑７号棟１０７号室からの退去

を求めて、建物明渡等請求調停申立事件として調

停申し立てを行い、平成１２年８月７日の３回目

の調停において当事者間で合意が成立いたしまし

たので、地方自治法第９６条第１項第１２号の規

定により議決を求めるものでございます。

この経緯及び調停成立の方針の概要につきまし

ては、議案書４３ページから４７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、どうぞよろし

く御承認賜りますようお願い申し上げます。

－１８５－

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第６号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第６、議案第７号 平成１２年度大

阪府泉南市一般会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第７号、平成１２年度大阪府泉南市一般会計補

正予算（第３号）につきまして御説明申し上げま

す。

平成１２年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

を加える必要が生じましたため、地方自治法第２

１８条第１項の規定により補正予算を調製し、同

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求め

るものでございます。

補正の内容でございますが、議案書の４９ペー

ジをお開き願います。歳入歳出にそれぞれ１億７，

６６９万７，０００円を追加し、歳入歳出の総額を

それぞれ２１２億６，２１９万４，０００円とするも

のでございます。

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。恐れ入りますが、６０ページをお願い

いたします。

一般管理費の工事請負費４，７５０万円でござい

ますが、これは慢性的な会議室不足と事務室の狭

隘の解消を図るため、別館１階、現在の駐車場で

ございますが、ここに事務室を増築する経費を補

正するものでございます。



次に、６２ページの保育所費の備品購入費１，７

７１万２，０００円でございますが、これは少子化

対策といたしまして、少子化対策基金を活用し、

各保育所に大型遊具等の整備を行う経費を補正す

るものでございます。

次に、同ページのし尿処理費の工事請負費２，３

００万円でございますが、これは双子川浄苑の地

下薬品注入設備の老朽化が著しく、早急に設備の

更新を図る必要が生じましたため、その経費を補

正するものでございます。

次に、同ページの下段から６３ページの上段に

かけましての溜池改修事業費の工事請負費６６２

万１，０００円でございますが、これは農業用水に

供しております皿池深井戸が損傷し、早急に改修

する必要が生じましたため、その経費を補正する

ものでございます。

次に、６４ページの住宅管理費の需用費１，４２

０万円でございますが、これは空き家募集に伴い

ます内装修繕など市営住宅の維持管理経費が当初

見込みよりふえたため補正するものでございます。

次に、６５ページの消防施設整備事業費の工事

請負費１，０００万円でございますが、これは樽井

分団車庫新築工事費におきまして、当初計画より

延べ床面積及び附帯工事が増加したことにより工

事費に不足が生じますので、その経費を補正する

ものでございます。

次に、同ページ下段から６６ページ上段にかけ

ての公民館費の備品購入費の２３７万５，０００円

でございますが、これは少子化対策の一環といた

しまして、少子化対策基金を活用し、各公民館に

ベビーチェア等を設置する経費を補正するもので

ございます。

次に、６７ページの公債費管理基金費の積立金

１，０４０万１，０００円でございますが、これは岡

中新池財産区会計よりため池売却代金の一部を一

般会計に繰り入れ、その同額を基金に積み立てる

ものでございます。

なお、地方債の変更につきましては５５ページ

に、また歳入の明細につきましては５７ページか

ら５９ページにかけて記載しているとおりでござ

います。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

－１８６－

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

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。質疑の場合に、款、項、目、

ページ数を挙げて質問してください。 成

田君。

○１４番（成田政彦君） ６０ページの総務費、一

般管理費の工事請負費４，７５０万ですけど、これ

を少しお伺いしたいんですけど、下水道庁舎があ

そこの今の事業部庁舎に移ることなんですけど、

あそこに１つの事務室をつくるというんですけど、

１つお伺いしたいんですけど、４，７５０万も使っ

てこういう事務室をつくるんですけど、どのよう

な理由で手狭になったのか、そして緊急的にそれ

が必要なのか。今の下水道庁舎で、あれは我慢で

きないということなんですが、どのような理由で

我慢できないのか。会議室という点は言われたん

ですけど、緊急にどうしても４，７５０万を使って

職員の事務室をつくる必要があるのか、その点を

もう少し詳しくお願いしたい。会議室はあいぴあ

にもたくさんあるから、その点をちょっとお伺い

したいと思います。

それから、もう１つ、市庁舎が手狭、豪華な市

庁舎をつくるとか、そういう問題は別として、こ

の市庁舎については古くから今教育委員会がある

とこを増設したり、それから今日議会棟があると

この横を増設したり、それからまた事業部を増設

したりということで、タケノコのごとくあちこち

あちこちやっとるんですけど、計画的に将来的に

見てむだな投資、投資の仕方が非常に計画的でな

いと。

今日また、今度はどこに建てるか知らないけど、

ひょっとしたらこの駐車場を壊して建てなあかん

とか出てくるということも考えられますので、お

金がないんですから、そら建物はできないんです

けど、少なくとも庁舎も含めて２０年計画ぐらい

で、やっぱりどことどこを、例えば議会棟を改修

するとか、どことどこを改修するとか、そういう

計画的なことをやっぱり今するべきではないかと

思うんです。何か場当たり的な、あっちつけたり

こっちつけたりということで、金のむだ遣いでは

ないかと私は思うんですが、まずその点について、



計画的に物事を取り組んでおるのか、緊急にどう

しても必要なのか、その点についてお伺いします。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 別館の増改築工

事につきまして説明申し上げます。

本庁舎につきましては、昭和４０年に建築をし

まして、現在までに２回の増改築及び平成５年に

現在の別館の建設を行いました。そして、効率的

かつ機能的な活用に努めてきたところでございま

す。その間、社会経済情勢の変化に伴う市民の行

政ニーズの複雑多様化、高度化が進みまして、現

在の庁舎スペースでは狭隘なため、市民サービス

や効率的な事務処理に支障を来している現状であ

ります。

このような現状を考えますと、庁舎の総合的な

建てかえ計画等を一定の計画をもって進めていく

必要があると認識しているところでございます。

現在、当市の財政事情は非常に厳しい状況ではあ

りますが、このような現状及び今後の機構改革等

を踏まえ、別館１階部分、現在来客用駐車場にし

てるところでございますが、そこの増改築計画を

進めているところでございまして、この増改築計

画が一応完了いたしましたので、今議会に補正予

算としてお願いしてるところでございます。

内容につきましては、建築面積８４９．２６平米、

約２５７坪でございまして、内訳につきましては

事務室が２６３．０８平米、会議室が２室、休憩室、

喫煙コーナー、これは１階、２階両方ともでござ

いまして、それと男子、女子、身障者用のトイレ、

湯沸かし室、書庫等の計画となっております。

補正予算御承認後、早期に増改築工事を行いま

して、市民サービスの向上、効率的な事務処理が

できるよう努力してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。（成田

政彦君「下水道部はどこへ移るの」と呼ぶ）まだ

その部屋割りとかというのは、これからまた人事

部局と機構改革も踏まえまして相談をしていきた

いというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） ちょっと聞きたいんだけ

ど、僕が聞いたのは下水道部が下へ移ると聞いと

るんだけど、それで今水道庁舎の下に下水道部が
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あるんだけど、あれがどのように手狭になったの

か、そこをちょっとね。今十分に下水道部で使え

ないのか、今いろいろお金、建築に４，７５０万と

いうお金は、非常に市の財政支出から見たら

要するに順位だと僕は思うんや。要するに職員の

皆さんの手狭だからあそこに部屋をつくるのか、

それとも給食センターをやるのか、僕はこれは順

位によって決まると思うんですけど、その必要性

についてもう一遍、下水道部だったら僕はまだあ

れいけるんじゃないかと、我慢できるんじゃない

かと私は思うんだけど、その点どうなのかなあと

僕は思うんです。

会議室にしてもあいぴあの会議室がありますか

ら、職員の皆さんにとっては申しわけないけど、

やりくりはできるんじゃないかと。それよりも抜

本的に、金がないんだけど、計画的に庁舎をどう

いうふうに改修するという計画を立てた方がまだ

いいんじゃないかと思うんですけど、その我慢の

限界というのが、もう一度お伺い 事業部の下

はどこが入るのか、下水道部と僕は聞いたんだけ

ど、その点もう一度ちょっとお伺いしたいんです

けど。それは何か移るからつくったのと違うの。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 今現在、新たに

介護保険課とか、そういう新設の課等がふえまし

て、また今会議室を１つ、別館の会議室ですけど

も、それを１つ壊して総合事務局の部屋にしてる

と。そういうふうな、本庁にしたって手狭になっ

てきておるということの現状から今回増改築に踏

み切ったということでございまして、まだ人事部

局の方といろいろその辺の相談をしながら、どこ

の部局が入るのか、これから早急に相談していき

たいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いします。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） それだったら、議会に説

明するにはちょっとそれでは、ただ庁舎が手狭だ

から４，７５０万かけて事業部の下を事務室にした

いという、それではちょっと説明が不十分じゃあ

りませんか。下水のやつはそのまま使うと、部屋

が狭いからあれも使うし、今度の増改築のも使う

というふうなのか、それもわからないし、ちょっ



とその説明ではね。

確かに４０年建築の市庁舎では非常に職員もふ

えて狭いと、それは私はよく理解できることなん

ですけど、しかし今度事業部の下にできる増築さ

れる事務の部屋については、どこの課が具体的に

使うのかというのを具体的に、馬野さん、下水道

部とはここで答弁しないからね、どこが使うとも

言わないし、職員の適正配置というのもあるんで

すよ。下水道部には何人の職員がいるのか、事業

部には何人の職員がいるのかとか、いろんな適正

配置も僕はあると思うんですわ。そういう点もち

ょっと何かよくわからん。ただ増築するんやとい

うふうに聞くんですけど、具体的にどうなってる

んですか、全体としての配置というのは。ないま

まに事務室の増築をするんですか。その点はどう

ですか。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 先ほども申しま

したけども、非常に手狭になっておるということ

で、１つは総合事務局があのような状態になって

おりまして、それからもう１つは機構改革の関係

もございまして、今ここでどこの部局が入るとい

うことはちょっとまだそこまで決まっておりませ

んので、それは早急に決めていきたいというふう

に考えております。

それと、もう１つは、この庁舎の増改築工事を

含めまして、下水ですね。この信達樽井線に下水

本管が通っておりまして、既に庁舎側の方に取り

込み口を設置してございますので、汚水のつなぎ

込みもこの中で行います。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 下水の取り込みは僕は聞

いてないんだけど、事業部の下にどこの課が行く

かということは、人の適正な配置とかいろんな問

題があるんですわ。この職員の建物は確かに古い

し、会議室も少ないということだから、どういう

ふうに適正に配置されるかということは、下水が

来るなら下水の後がまたあくんですから、その点

は後どうするんだとか、そういう全般を総合的に

考えた上でこういう計画をやりますというなら僕

は納得できるんだけど、何か場当たり的な、この
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間の駐車場の問題もそう、場当たり的な、あいと

ったら行く、あいとったら行くと、そういうんだ

ったらお金が非常にむだに使われるんじゃないか

と私は思うんですけど、これは庁舎の基本的な問

題なんですけどね。

その点、もう一度伺うんですけど、まだあそこ

へ行くのは決まってないと、ただ事務室だけつく

るんだと、今後つくった後考えるんだと、こうい

う考えで今あるのかね。その辺どうですか。僕は

下水庁舎は使えると思いますよ、まだ下水道部は

あれで十分、見た感じは使えると思います。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 基本的には今後の将来

的展望に立った形での計画的な建設というのが基

本になるわけでございますけれども、現在の本庁

の各部署での事務の執行状況等については、たび

たびこの議会でもいろいろと御指摘を受けてきて

るところでございます。

そういう中で、特に現状で申しますと、先ほど

課長が答弁いたしましたように、介護保険の関係

での課の新設等ございます。そういう中で現状を

見ますと、個人の特にプライバシーにかかわる相

談事とか、そういうことについても１つの個室等

でできないというふうな課題も抱えてきてござい

ます。

また、現実に今議会の方にも御理解願っておる

んでございますけども、第２委員会室ですね。こ

こにつきましても一応、短期間でございますけれ

ども、事務を執行するだけのスペースがないと。

国調が現在委員会室にお世話になっておるんでご

ざいますけども、そういうふうに各所におきまし

て事務の執行にいろいろと支障を来すという近々

の課題を抱えているわけでございます。

そういう中で、現在一応今の限られた予算の中

でできるスペースとなりますと、事業部の下とい

うところが限られた予算の中ででき得るスペース

であるということの中で、今回予定させていただ

いたという経過がございます。

そういう中で、議員御指摘のように下水道部も

１つの対象にはなってございますけども、この最

終的な詰めと申しますのは、議員のいろいろと御

指摘もございますし、全体の本庁の中での事務執



行状況を見た中で、最終的に人事と詰めてまいり

たいと思っているところでございますので、御理

解をお願いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 成田君。まとめてください。

○１４番（成田政彦君） 僕は、豪華な庁舎をつく

れとか、それからそういうものをつくれ、そうい

うことは決して言ってない。築３０年たって、１

階のこっちはクーラーが全然きかないような状態

だし、そういう意味で、お金をかけないでも、改

修計画についてはやはり抜本的な、計画的なそう

いう改修が必要ではないかと私は思います。

それと、もう１つは、教育とか、そういう順位

の問題とか、いろんな問題があるんですけど、そ

ういう点で市長はこの庁舎の問題とか、市長が助

役になってからでもあそこを増築しとるし、いろ

んな面で不手際な点があるんですけど、これは計

画的という点についてはどういうふうにお考えで

すか、庁舎の問題。別に抜本的にきれいな、そう

いう意味じゃないでっせ。こういう手狭なことを、

いつもあっちへ行ったりこっちに行ったり、タケ

ノコのごとくつくることはどうかと思うんですけ

ど、どうですか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 庁舎の全体的な計画につき

ましては、庁舎検討委員会も組織としてはござい

ますが、実際はなかなかそれは今の時点では現実

的でないと。かなり長期的なスパンで考えるべき

だというふうに思っております。

それから、別館をつくったときにピロティーに

しておりますが、将来何かあれば１階は使えるよ

うにという形の１つの考えのもとに建てておりま

すし、それから今回増築する部分につきましては、

昨年度既に我々は増築をしたいということで設計

費を議決いただいて、設計をいたしたところでご

ざいます。工事は今年度という形でやっておりま

すので、昨年度から計画的に進めてきたものでご

ざいます。

なお、どこを入れるかというのは、これは組織

機構の見直しともかかわりますので、今すぐには

どこというのは答えにくいわけでございますが、

いずれにいたしましても非常に狭小でございます

し、いろんな市民が御相談、あるいは市役所に来
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られた場合、手狭な感じを受けておられるという

こともございますし、またこれを機会にいろいろ

御提案もいただいております禁煙の問題も含めて、

ある程度そういうスペースも確保していきたいと、

このように考えております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 真砂君。

○１２番（真砂 満君） ３項目についてお尋ねを

させていただきたいと思います。

まず１点目は、６２ページのし尿処理費の関係

の工事請負費でございます。これは約２年前だっ

たというふうに思うんですけれども、補助金の関

係とかありましたので、大規模の改修をされてお

ります。そのときにこの種の改修、修理ができな

かったのかどうかですね。そのときには問題がな

かったのか。本来そういう大規模のときに一斉に

するのが本当ではないのかなという気がしますの

で、その点についてお尋ねをさせていただきたい

と思います。

それと、６５ページの消防施設整備事業費の工

事請負費の関係であります。この１，０００万円に

ついての御説明をいただきたいというふうに思い

ます。

それと、各部署にまたがっておりますので、ア

ルバイト賃金の関係でございます。議会、老人福

祉、商工総務、青少年センター、それぞれにアル

バイト賃金が計上されております。新たに事業展

開をされることで賃金が計上されていることだろ

うというふうに思われますので、その中身につい

て御説明をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 真砂議員の御質問

にお答え申し上げます。

議員御指摘のとおり、双子川浄苑におきまして

は、平成９年、１０年の２カ年事業で大規模改修

を行ってございます。そのときにこの地下タンク

の発注もなぜできなかったのかというお尋ねでご

ざいますが、双子川浄苑につきましては、きょう

現在既に２０年を経過しており、すべての設備に

おいて相当老朽化が認められておったわけでござ

いますが、９年、１０年度の工事につきましては、

財政的な問題等勘案いたしまして、私どもとしま

して改修の優先順位をつけ、大規模工事につきま



しては水処理工程の整備を完璧にしたいという考

え方で行ったわけでございます。

その後の私どもの調査で、薬注タンクにも老朽

化が進行しておるのがわかっておったわけでござ

いますが、今年８月にタンクの一部に穴があき、

緊急性が急浮上してまいったところでございます

ので、よろしくお願い申し上げます。

商工のアルバイト賃金、これにつきましては実

は昨年の５月末、６月から商工課職員１名が病気

休暇になってございまして、現在課長を含め商工

課３名で事務の執行を行っておるわけでございま

すが、今般事務の増大等によりまして、１０月か

ら来年３月までのアルバイトで対応していきたい

と、このように考え、計上させていただいたとこ

ろでございますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○議長（嶋本五男君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 真砂議員御質問の６５ペ

ージの消防施設整備事業費の工事請負費１，０００

万円の補正につきまして御説明申し上げます。

これにつきましては、当初予算で５，０００万円

の可決をいただいておりますけれども、消防分団

員とかいうことで、計画図書に基づく詳細を再度

協議いたしました結果、１，０００万円の増額が必

要となったものでございまして、その内容といた

しましては、団員の健康管理並びに衛生面を考慮

し、１階にシャワーユニットを設置することでご

ざいます。次に、２階会議室に男女のトイレ、手

洗い設置、それから３番目といたしまして、現敷

地前の前面道路が狭隘のため、幅員の確保に伴い、

屋外附帯工事の必要が生じたためでございます。

それと、４番目といたしまして、サイレン棟のホ

ースリフター設置、それから５番目といたしまし

て、防火水槽が当初の計画の１００トンから１４

０トン規模になったことでございます。それと、

６番目といたしまして、隣接の民家と近接してい

るために山どめ工事を実施すると。

以上のような関係から１，０００万円の補正が必

要となったものでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 真砂議員御質問の
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青少年センター費のアルバイト賃金について御答

弁申し上げます。

当センターの庶務全般を担当する事務職員が長

期病気休暇により現在休職中でございます。その

休職期間中の事務補助をアルバイトで対応するた

め、必要となるアルバイト賃金を補正予算として

計上いたしているものでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 老

人福祉費の賃金について御説明申し上げます。

これは、実はことしの春、少子化対策の臨時特

例交付金の分の会計検査が５月に入りました。そ

のときに事務的に人数的に少なかったということ

でアルバイトを雇用しておりますので、その賃金

を今回補正させていただいたということでござい

ますので、御理解のほどお願いします。

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） まず、アルバイト賃金の

方から話しさせていただきますけども、病休の補

助が２カ所ですよね。それとあと、今会検の関係

の後処理の関係。

ただ、１点思ったのは、長期病休ですから、ど

れだけの診断書が出て、どれだけの期間休まれる

かというのはどうかというふうに思うんですけれ

ども、一定補正ですから、本来的には補正でアル

バイト賃金が出てきますと、何か新たな事業なり

新たな展開の中でどうしても職員が足らないとい

うことで、補助的にアルバイトを雇うというのが

通例だというふうに思いますので、手法的にはそ

ういうような手法でアルバイト賃金を組んでいた

だきたいというふうに思いますし、ただ単に事務

の増大というようなお話もありますけれども、確

かにその原課、原課では非常に少ない職員数の中

でそれぞれが努力をされている部署も見受けられ

ます。しかし、全体的に見回しますと、そうでな

い部署もないこともないわけでありますから、そ

の辺は単にアルバイトを雇うということの手法に

走るんではなくて、職員間の努力といいますか、

そういったことも求めておきたいというふうに思

います。

それと、し尿処理の工事の請負関係でございま



すけれども、平成９年、１０年というのは補助の

関係で非常に有利な条件の中で駆け込み的にされ

たわけですね。そういった面で、その当時に地下

タンクの関係も指摘をされていたというお話でご

ざいましたから、優先順位は確かに限られた予算

の中ですからあろうかというふうに思います。た

だ、一定それが終わって、優先順位をつけている

わけですから、その後の分についてもやはり計画

的に補修をしなければいけないわけですから、こ

ういったものも当初の中で出すべきだろうという

ふうに思います。

ただ、この場所が場所ですので、一刻を争う非

常に危険な場所だということで、それは補修しな

ければいけないというのは当然なことなんでしょ

うけども、そこらはやっぱり施設が古くなってま

すので、全般的に見渡してやっていただかなけれ

ばいけないなというふうに思いますし、ただ今回

この地下タンクだけなのか、ほかにもっと危険な

場所はないのかどうか、あればこの際本来修理し

とくべきじゃないのかなという気がします。

ただ、私、施設は余り詳しくないので、よくわ

かりませんので、ほかにほんとにもう危険な、こ

こさえ修理すればほかは大丈夫なんだというんで

あればそれでいいんですけども、安心のためにお

聞かせをいただきたいなというふうに思います。

それと、消防の関係なんですけど、今６点ほど

ですか、言われております。これはきちっとやっ

ぱり設計の段階でやっとくべきなんですよね。こ

ういうような形で補正を出すというのはおかしい

ですし、よくうちの役所の場合あるんですけども、

消防なり教育委員会でいろんな施設を建てますよ

ね。そのときに事業部の関係の方に設計のお願い

をするわけですよ。そのときにその原課と事業部

がきちっとすり合わせというんですか、その辺が

きちっとされてなかったら、やっぱりこんな問題

が起こってくると思うんですよ。そこら事業部関

係と、今回は消防ですけども、消防署との関係は

どういうふうになってるのか。

以前に教育施設をつくるときに、教育委員会、

お互いにいろんなことを言うてるんですけどね。

事業部は事業部で教育委員会の文句を言うてるし、

教育委員会は教育委員会で事業部の文句を言うて

－１９１－

るわけなんで、その辺もう少し、同じ市役所の中

でいてる仲間同士なんですから、そこらきちっと

できないものか、その辺どうなんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 真砂議員の再度の

御質問でございますが、まず先ほどの大規模改修

のときには、処理水の安定確保がまず第１だとい

う観点から水処理の大規模改修を行ってございま

す。

今回の地下薬注タンクにつきましては、議員御

指摘のとおり、職員の安全に影響するというよう

な重大な事故も想定されますので、これがまず第

一に改修したいと。

ただ、優先順位の関係でございますが、私ども

現在把握しておりますのは、焼却炉についてもか

なり老朽化しておると。ただ、その物件につきま

しては、職員等の人災事故等の問題はないだろう

という判断から後回しにさしていただいておるの

が実情でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、泉南市、いろん

な公共事業、建設事業、土木事業も含めましてや

るわけでございますけども、システムといたしま

すと、例えば来年こういう事業を各所管の原課で

やりたいというような場合は、当然予算編成に当

たって、財政当局と協議をしなければなりません。

その時点で事業部に協議がございます。概算でど

のぐらいの費用がかかるんかという部分を積算、

お互いに協議をしてやるわけでございますけども、

それによって確定する部分もございますが、実際

工事をやるに当たって、事業を拡大しなければな

らないというような部分もございます。

今回の消防分団の車庫の新築工事の例をとって

みますと、中には当初からこれはやっぱり必要で、

予算の概算の中に入れとくべきであったのではな

いかという部分もございます。それと、実際工事

に、当然これは樽井区の分団と十分協議してやら

れるわけでございますので、その協議の以後、協

議の中でこれをやっといた方がやはり将来的にも

よいというような部分もございます。

そこらの関係も含めまして、１，０００万の必要



性が出てきたということでございますが、規模の

問題につきましては、やはりきちっと担当の原課

が、当初どういうような規模で事業を展開するの

かという部分をお聞かせいただいて、当然不測の

事態も起こるわけでございますけども、余り大き

な補正を組まなければならないとか、また減額補

正が必要となるというような大ざっぱな予算のと

り方をしないとか、そこらについては十分協議し

ていかなければならないというふうに思っており

ます。

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） し尿の関係ですけど、焼

却部門がやはり問題だということでございます。

ただ、嫌悪施設ですので、その焼却部門の故障に

よって地域住民に迷惑のかからないようにぜひと

もしていただきたいのと、計画的に補修計画を出

していただきたいというふうに思います。

それと、消防の関係なんでしょうけども、決し

て消防だけじゃなくて、事業部だけが悪いとか、

そういうことでないと思うんですけども、この間

ずっといろいろお話を聞いてますと、例えば消防

の部署は設計とか余りわからないから事業部にお

任せする、教育委員会なんかもそうなんでしょう

けども、任せたら任せっきりで、事業の内容、例

えば消防やったら消防に聞いても、もうひとつわ

かってないような部分というのがあるんですね。

教育委員会の場合もそうでしたけども。ただ単に、

自分とこの事業なんですから、それぞれが事業部

とともに一緒に責任を持ってやっていただかない

と、任せたら任せっきりで向こうへ行って聞いて

やとかいうようなことのないようにぜひともして

いただきたいし、今事業部長が答弁いただいてま

すように、中身についてはもっときちっと精査を

しながら事業を進めていただきたいというふうに

思いますので、意見にかえときます。

○議長（嶋本五男君） 質疑の途中でございますけ

れども、午後１時まで休憩いたします。

午後０時５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。

７号議案について質疑を続行いたします。

－１９２－

その前に、先ほど真砂議員の質疑の中、理事者

の方から答弁について訂正したい旨申し出があり

ますので、これを許可いたします。谷健康福祉部

長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 午

前中の真砂議員の老人福祉費の賃金の御質問に対

する答弁で、少子化対策臨時特例交付金の会計検

査と答弁させていただきましたが、実は地域振興

券の交付事業の会計検査でしたので、おわびし、

訂正させていただきます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 質疑はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） それでは、質問をしてまい

りたいと思いますが、６２ページの溜池改修事業

費の御説明で、損傷のためという御説明があった

んですが、もう少し詳しく説明をいただきたいと

思います。

それから、６４ページの住宅管理費１，４２０万

円について、詳しく御説明いただきたいと思いま

す。

それと、公民館にベビーチェアを設置するとい

うことでありますが、このことが少子化対策とど

のように結びつくのか。何か使うものがないから

何でも子供に関係するものだったら予算を使って

おるという感じを受けるんですが、この辺のなぜ

ベビーチェアをそういう予算を原資にして設置す

るのかという説明をいただきたいと思います。

それから、図書購入費の３５万とか器具購入費

の４５万がありますが、これの中身についてもう

少し御説明いただきたいと思います。同じ６６ペ

ージですね。

それから、体育館の４５万円についても、どう

いう器具購入なのかも御説明をいただきたいと思

います。

それと、先ほど質問された方とは重複、同じ関

心はあったんですが、質疑されましたからあれで

すが、別館下の事務所づくりですね。これは議運

ではきちっと下水道部の事務所をこちらに移転す

るためという説明が明確にあって、私メモしとっ

たんですが、その後まだ決めてないというのを正

式に表現されたのは、何かその間に変化があって



そういう答弁になっとるのかどうか、そこはちょ

っと御説明いただきたい。

こういうものは補正予算で緊急に上げるという

よりも、狭隘であるということは一般的にずっと

言われとるわけですから、当初予算に上げれずに

ここで上げたという意味合いを御説明いただきた

いし、もっと役所の方で庁舎の改修等はいろいろ

あると思うんですが、これはずっと議会でも議論

してきとるんですが、私もきのう傍聴席へ座りま

したら、１列目に座れば何とか私の席は見えるん

ですけども、３列あるんですが、市長も座ったこ

とないと思うんですけども、後ろの３列目へ座る

と議会が全く見えない。議長の顔が辛うじて見え

るという程度なんですよ。

これは、市民の傍聴する権利からいっても、至

ってやっぱり問題があって、これは緊急性を要す

ると思うので、もう少し全体的な、何が緊急性が

あるかということをもっと市民の立場に立って精

査する必要があるんじゃないかなと思いますので、

ちょっと今回の庁舎のこういう改修に絡めて、ひ

とつ庁舎全体の一体何が緊急なのかというその視

点みたいなところを御説明いただきたいと思いま

す。

それから、ちょっと戻ってごめんなさい。６１

ページの老人集会場の問題ですが、砂川地域の問

題で場所を変えるということでの調査費が上がっ

とるんですが、これは場所を変えればそれで即老

人集会場が建設されるという理解でいいのかどう

か、その辺を御説明いただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、６２ページの溜

池改修事業費の御説明をさせていただきたいと思

います。

目は溜池改修事業費というふうになっておりま

すが、これは信の池といいまして、現在は信達中

学校の敷地となっている池がございました。これ

を埋めることによりまして用水の不足が生じると

いうことで、昭和５６年にその対策といたしまし

て深井戸を皿池というんですが、現在の体育館の

あれもおぼったとこですけども、あの裏手に

しゅんせつと申しますか、井戸を設置いたしまし

－１９３－

た。その井戸がこの５月の田植え時期を控えまし

て水が上がらないということで調査をいたしまし

たところ、相当期間もたっておりますので、揚水

管、これが腐食をしておって、これがだめだとい

うことで応急的な処理をしたわけでございます。

今後、本来の機能を果たせないということでご

ざいますので、しゅんせつをし、二重のケージン

グを行って深井戸の保全を図りたいということで

補正をお願いいたしておるところでございます。

続きまして、６４ページの住宅管理費の需用費

でございますが、この１，４２０万につきましては

すべて修繕料に充てるということでございます。

特に相当老朽化しておりますので、避難路とか、

本来の目的を果たさない箇所もございますので、

総点検をしまして、危険性の高い部分、これを中

心に修理をし、また空き家について、現在は１１

軒の空き家があるわけでございますけども、相当

数の入居申し込みもございますので、それに対応

するために整備をして新しく入っていただくとい

うことで予算を計上させていただいておるところ

でございます。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 別館の増築の件でござ

いますが、１つは補正の件でございますが、昨年

度設計自体を補正で計上させていただきました。

そういう関係で今年度当初、予算計上に間に合わ

なかったということがございます。

それと、議運のことで云々が出たわけでござい

ますが、そのとき私は確定という形では申してな

くて、その主な対象として下水道部も考慮に入っ

てるという形で私としては発言さしてもらったつ

もりでございますけども、その辺の真意が伝わら

なかったとすれば、説明不足で申しわけなかった

と思っております。

それと、議場の問題等指摘がございました。確

かに全面的に見ればいろいろと課題があるわけで

ございますが、今回いろいろと午前中の中でも御

説明させていただきましたが、とりあえず今回事

業部の下の改修、増築という形で上げさしてもら

ったわけでございます。議場等の問題につきまし

てもいろいろと課題があるということは認識して

るわけでございますが、その点につきまして、現



在の予算状況を踏まえた中で、議会事務局とも協

議をする中で考えてまいりたいと思っております

ので、よろしく御理解をお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 議員御質問のうち

公民館の分、少子化対策という中身の事業でござ

いますけれども、公民館につきましては幼児並び

にその幼児の親、保護者が施設を利用しやすいよ

うにということで、ベビーシートとかベビーチェ

ア、ベビーベッド等、あるいは遊具、教材等を購

入したいということで、今回２３７万５，０００円

を計上させていただいております。

そしてまた、６６ページの図書館及びホール費

の図書購入費の関係で、これも同じく幼児用の図

書を購入したいということでございます。それか

ら、器具購入費につきましては、文化ホールの幼

児用の、これもチェアになりますが、いすですね、

こういうようなあたりを購入したいと。

それから、その下の体育館の関係でございます

が、器具購入費４５万円。これにつきましても同

じく少子化対策として跳び箱、マットとかトラン

ポリン、これも幼児用でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 老

人集会場の役務費と委託料の補正の分でございま

す。これにつきましては、今回老人集会場の用地

を交換するという形でもって補正をお願いしてる

ところでございます。そして、この分について老

人集会場が建設されるのかどうかという御質問で

ございますが、今回この用地につきましてまず候

補地が挙がってきましたので、そこの候補地と交

換したいと。そして、それが済みましたら、当然

候補地でございますので、これから、いつという

具体的な建設時期というのは我々まだ考えてませ

んけども、具体的に建設に向けた形で考えてまい

りたいと、このように考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 後の答弁からいきたいんで

すが、老人集会場、これはいわゆる柴田団地と俗

に言われてるところと思うんですが、何がネック

で、本当に解決不可能なのかどうか。しかも、今

－１９４－

回これを交換するといっても、また新たに合意形

成をせないかんわけでしょう。なぜ反対か、老人

集会場ですから、ちゃんと説明すれば絶対反対す

るようなものでもないと思うんですね。そういう

点では、確実に次のときに建設できる周りの合意

形成があるということであれば、それなりにまた

わからないこともないんですが、交換するために

また面積確定の予算も組んで、そして買って、ま

たその合意形成という、そうするとやっぱり市民

感情からいえば、そちらで反対されてこっちへ来

たと。それでまた、そういう反対をする理由が１

つ加わってしまうんですね、状況的に。

そういう点ではもう少し、そこを老人集会場と

して一応計画したんであれば、やはり本当にそこ

が不可能なのかどうかということをもっと努力の

部分も含めてきちっと議会にも説明して、どうし

てもここはだめなんだということであれば、ほか

のところを探すということはいいと思うんですが、

こういうあり方はちょっと先の見通しが見えない

ので、取り組み方としてはどうかなと思うので、

もう少し現在のところでのできない決定的な理由

と、次へ移った場合に本当にそこでスムーズに合

意形成がいけるのかという、そういう１つの御説

明をいただきたいと思います。

それから、金田部長の方からいろいろ幼児用対

策としての予算の内容を説明いただいたんですが、

こういうものは別に少子化対策でなくても、一般

的に公民館は幼児も利用しますし、そういう持っ

た親御さんも利用するわけですから、当然整備を

していかないといけないものだと思うんですね。

だから、せっかく特徴的に少子化対策でついた

予算については、もう少しそういうものでないと

できないようなものにやっぱり使うべきじゃない

んかなと思いますが、その点での少子化対策費用

の使い方についてちょっと安易ではないかなとい

う思いをするので、もう少しその辺の位置づけを

きちっと御説明いただきたいと思います。

それから、傍聴席の問題については、議会事務

局とも相談して検討したいという御答弁でしたけ

ども、やはり市民の立場に立つならば、傍聴にせ

っかく来て、議員の姿も１人も見えないと。理事

者も見えないですよ、３列目へ座りましたら。フ



ラットですからね。それはせめて段差をして、や

はりあそこから議会の状況が見えるように……。

これは何回も私も、おまえ何回言うてもようせ

んなと言うから、いや私議員だから、市長でない

んだから、自分が執行することはできないので、

そういう意見は言う責任があるけどと言ったら、

そんなもの逃げやないかといってえらい怒られと

るんですけども、屈辱的だというんですね、あの

セルロイド板がね。市長は落ちたら困るからとい

うんだけど、それを本当に真剣に考えるんだった

らほかの対応はあるわけですから、何か囚人でも

ないでしょうけども、市民と議会をああいうよう

な形で仕切ってしまうというあり方は、市民から

見れば屈辱的だという意見があるわけですから、

もう少しその辺はもっと開放的に、親しみのある

議会にするためにも、なるべくそういう隔たり、

仕切りというのはないのが理想ですから、やっぱ

りそういうことはちゃんと即庁舎改修の第１番に

挙げてもらいたいと思うんですね。これはやっぱ

り市民の権利の問題ですからね。

その辺は、細野さん、議会にどういう相談が今

まであったのか知りませんが、まだしてないとい

うことですね、この答弁からいえば。だから、そ

れは早急にやってもらいたいと思います。

それから、山内さんから言われて、１１戸の空

き家があるというのは、募集は入居申し込みがた

くさんあるというのは、これは入居申し込みをし

ておって、順番待ちをしとるという状態なんです

か。１１戸というのは、普通だったら公営住宅だ

から、あいたらすぐそれは入れるように改修をし

て、すぐ入ってもらうということだと思うんです

が、最近入ったとかどうかというニュースはほと

んど伝わってきませんから、相当昔にあいたまま

放置してあるんではないかなという思いをするん

ですが、ほんとに府営住宅とか公団だったら、あ

いたらすぐ改修して、募集してやるという形があ

るんで、この１１戸についてもう少し、いつあい

て、どこにどれだけあいとるのか。

それから、払い下げをした住宅の中でもいろい

ろあいとる住宅とか、市が管理しとる住宅とかい

っぱいありますが、この１１戸の明細というのは

どういうことなのか、もう少し詳しく御報告をい

－１９５－

ただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 老

人集会場の用地の件でございます。この老人集会

場は、砂川の老人集会場用地なんですけども、こ

れ実は経過というのは相当古うございまして、事

の発端は６１年当時から実はこの用地取得が始ま

りまして、この老人集会場の建設計画について進

んできたという経過がございます。そして、６２

年、あるいは昭和６３年当時に、この集会場の実

施設計でありますとか、あるいは建設のそういっ

た予算も計上されたということは、過去の経過に

ありました。

ただ、その時点でこの場所について周辺の住民

の方々の理解が得られなかったというところがご

ざいまして、この問題についてちょっと計画が進

行できなかったという経緯がございます。

そして、今回この用地につきまして、また別の

候補地があるということもありまして、現在市が

持っている用地の方については、集会場はちょっ

と今の段階では建設するのは無理であると、困難

であるという判断で、今回別の候補地の方と交換

をしまして、そして当然もちろん地元の方々とも

それは相談した上の話なんですけども、そこに候

補地を求めて、今回交換をする。そして、新たな

用地のところに集会場の建設計画を進めていくと

いうことで、これから進んでいきたいと、こうい

うように思いますので、御理解のほどよろしくお

願いしたいと、このように思います。

○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） 先ほど、少子化対

策の使い方ということで御質問がございました。

これにつきましては、少子化対策の普及促進を

図るということで交付金をいただき、それをまた

活用させていただくということで教育委員会の持

っておる施設ですね。このあたり、簡単に言いま

して何に使ってもいいという内容でございますけ

れども、金額的なものもありまして、こういうあ

たりは備品購入というあたりで焦点を絞り、遊具

とかそういう教材関係、こういうあたりに充てさ

せていただきたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。



○事業部長（山内 洋君） 空き家の状況でござい

ますけども、資料としては持っておらないわけで

すけども、かなり入居者の高齢化、また結果単身、

これらが多くなってございます。

例といたしまして、結果１人になって、長期に

入院しておられるということで、見た目は空き家

になって長くなってると、そういうような状況の

住宅もございますが、前住者の名前をずうっと、

空き家になっている部分のを見させていただきま

すと、単身で長期入院されてて亡くなられた方と

か、それから身寄りを頼って転出された方とか、

そういう方がかなり多うございまして、どこかに

行かれてしまったとか、そういう方もあることは

あるわけなんですけども、今現在入居のいわゆる

１戸世帯の人員がかなり低くなってるんで、状況

の把握という部分は大変難しい結果となってござ

います。

それと、当初予算で当然その年度の空き家にな

るという戸数を見込んで改修費を組んでるわけで

ございますけども、今回それは既に執行してしま

ったということで、新しく当該年度に、１２年度

に空き家になった部分の改修を行いたいというこ

とで予算計上をさせていただいてるところでござ

います。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 議会事務局といろいろ

と相談させていただきたいと思っております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 私たち議員の関心のある問

題でもありますし、事務局長と話すのも結構なん

ですが、やっぱり議長とも相談して、市民が傍聴

に来ても気持ちいいような、また議会の状況がよ

く見えるようにするのは当たり前のことですから、

相談してというのじゃなしに、議会はそんなもの

は拒否せんと思いますよ。あなた方がそのことを

重要視して、ぜひ速やかに そんなに金かから

んね。すぐ対応 全部やったら別ですけども、

ちょっと上げて、まず見えるようにするぐらいは、

ぜひお約束してください。見えるようにね。あな

た一遍座ってみてください、どういう状態かね。

そこだけは確約してください。どんなやり方でも

結構ですから。

－１９６－

それと、１２年度に１１戸空き家が出たという

ことですか、この話でいえば。僕はもっと古いと

思うんですけども、１２年度に空き家が初めて出

たの。そしたら、その募集は終わってないと思う

んですが、ちゃんと募集するんですね。広報でも

市営住宅の募集なんていうのは余り聞いたことな

いんですが、市民は入りたいという人が大変多い

のは僕知ってますからね。それはどういう形でこ

の１１戸についての募集はやるんですか。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 空き家は年度を越えて

ほうっておくというわけではございません。かな

りの待機者がございますので、これについて当然

状況も報告し、順次入っていただくという手はず

でやっております。今度の１１戸についても今年

度にできた空き家でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 少ない市営住宅ですので、

もう少し我々議員にもそういう状態がよくわかる

ように。私、余り空き家募集をしたというのは記

憶ないんでね。年度ごとに十何軒も出てくる。年

度当初は計画しとったんですね。それで、１２年

度に入ってもう空き家が出た。わずか４、５、６、

７、８、こんな段階でこれだけの数が出るんであ

れば、やはり市民の関心も高いことですから、も

っと広報のやり方も考えていただきたいと思いま

す。

それから、意見にしときますが、谷さんのお話

のあった実施設計まで計画をしとってできなかっ

たという中身の理由をもう少し明確にして、それ

が次新しいとこに変わってすぐ建設できるのかと

いうのは、そことの関係もあるわけですから、も

う少しこの面については情報をきちっと出しても

らいたい。でないと、交換するわけですから、持

ち主によっては随分駅に近くなるわけでしょう。

向こうは遠い山の上の方ですからね。そういう点

では譲り受ける方にとってはかなり有利な交換に

もなるわけですので、その辺はやはりこの交換が

必ず集会場建設にきちっと結びつくような見通し

の中で、私はこういう予算執行をするべきだとい

うことを強く申し上げておきまして、意見にかえ

ときます。



○議長（嶋本五男君） ほかに。 松本君。

○６番（松本雪美君） ６０ページの総務管理費の

工事請負費、これは別館の下に会議室やとか事務

室をつくると。そのときに御答弁された中に、喫

煙コーナーもつくると、こういうふうにおっしゃ

いましたんですけれど、私がかねてより質問して

る中で、分煙対策ということでここにつくるとい

うのは前々から聞いてたことですが、本庁舎の方

では入り口のところでそういう対策を講じるとい

うようなことが、庁舎の整備の問題でいいますと、

そういうことも含めてやらねばならないんじゃな

いかなあと。別館にこういうのをつくられるとい

うことですが、職員の人の休憩場所ですか、喫煙

場所や、市民の方のそういう場所として位置づけ

られてるのか、その辺が詳しく聞けなかったんで、

聞かせていただきたいんです。

それから、もう１つは６２ページで少子化対策

の予算が児童福祉費、保育所費の中でも出てます

けれども、もう１つちょっとわからない部分で、

大阪子育て保育情報ネットワークシステム作成委

託料、それから器具購入費は説明がありましたん

でわかりましたが、その下の大阪保育子育て人権

情報研修会負担金ですね、これはどういうものか

というのも聞かせていただきたいなと思います。

待機児童の解消ということで、保育所なんかに

たくさん申し込んでおられても入れないという問

題がありますから、その点、この少子化対策臨時

特例交付金ですか、それが実際泉南市でそういう

待機児童解消にどの程度使われてきたのか、その

使った成果みたいなんを聞かせてもらえたらと思

います。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 今回、別館の増

築工事につきましては、１階部分を増築するわけ

ですけども、その１階部分と、２階は今事務室で

使ってますけども、１階、２階部分に喫煙室を設

けます。当然職員、一般の方が利用できるもので

ございまして、本庁の方につきましては、今回増

築で喫煙室、部屋だけをこしらえまして、これが

増改築工事が完了すれば、新年度予算で分煙機器

を導入して、今後分煙対策を図っていきたいとい

うふうに考えております。

－１９７－

本庁の方につきましても、玄関ロビーと１階、

２階部分の事務室のあいてるスペースのところへ

分煙機器を設けまして、これらの分煙対策を図っ

ていきたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 西本児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（西本 治君） 何点か

の御質問ですので、まず少子化対策の予算ですけ

ども、児童福祉課に割り当てられたのが４，２８８

万４，０００円です。待機児童の解消ということで

大型遊具、それに保育士の環境改善を図るという

ことで、執務室に冷房設備なんか導入させていた

だきました。

次に、大阪子育て人権情報研究センターについ

てですが、この研究センターについては、就学前

の子供の保育、教育に携わる人たちの資質の向上

を図るための研修、教材、カリキュラム等の研究

開発、子育てにかかわる人々に向けて、子育てに

関する情報の収集・発信を目的として、大阪府、

大阪市、堺市が中心となって大阪府内全市町村、

保育所、幼稚園等の参加のもとに昨年６月に設立

されております。

以上です。

〔松本雪美君「委託料と負担金補助と両方言い

ましたか」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 西本児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（西本 治君） 委託料

の大阪子育て保育情報ネットワークシステム作成

委託料の件ですけども、これの概要目的というの

は、大阪府内すべての保育所、幼稚園等のデータ

を入力したホームページを作成するというもので

ございます。

○議長（嶋本五男君） 松本君。

○６番（松本雪美君） １つ先ほどの質問の中で、

泉南市の保育所の待機児童１８人でしたかな、た

しか出てたと思うんですが、その人たちの対策は

今回のこの中に入ってないんですか。１３人です

かな、出てたの。その辺聞かしてください。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 保

育所の待機児童を解消するという経費については、

今回具体的に補正予算の数字の中に入っておりま

せん。これはまた内部の方でそれをどうするかと



いうことについても、当然人的な配置というんで

すか、その辺もございます。その辺も考えてこれ

から対応するという方針でおります。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 国の臨時特例交付金という

のは、目的は１番が待機児童解消ということです

から、ほかのいろいろ物品を買ったり、子供たち

の入所してる人数がふえても対応できるようにと

いうことで、そういう形を実施されたと。遊具を

入れたり冷房機を入れたりとか、そういうことで

対応されたということですけれど、実際には例え

ば樽井保育所だったら１８０人の定員で１６１人

しかいませんね。それから、浜保育所は１５０人

で１０７人ですわ。それから、鳴滝第一は１２０

人で５８人しか入ってない。鳴二の保育所は１５

０人で９１人。西信、これは民間ですからちょっ

と横に置いといて、信達は１５０人の定員で１５

９人受けてもらえてるということで、一番いつも

混乱して混雑して入れない子供が出て、あちらこ

ちらの保育所に振り分けて保育をお願いするとい

う状況が信達で生まれてきてるわけですね。

それでも、まだその待機児童が出てるという現

状がやはり解決しない限り、今度の交付金の出た

意義づけが私はできないんじゃないかなと思うん

ですよ。

特に待機児童が出てるのは、０歳で８人、１歳

で５人、それから２歳で１人、３歳で２人と計１

６人ですね。これだけの人数が出てるわけですか

ら、何とかまだまだそれぞれにあいた保育所に行

ってもらえる方もいるかもしれませんし、それか

ら施設の整備をしたら可能な場合もあり得るでし

ょう。だから、ひとつその辺のお答えを私はいた

だきたいと思うんです。

それから加えて、泉南市の保育所では延長保育

は土曜日には実際には３時までですか、実施され

てて、実際大阪府下の保育所、どこを見てみまし

ても平日も土曜日も６時半ないし７時半まで、大

体一番大筋は７時から７時までの保育が実施され

てると。私なんか砂川駅でよくビラをまいたりし

てるんですが、急いで走って７時過ぎの電車に

７時半から６時半までですか、だから７時３５

－１９８－

分とか６分ぐらいの電車があるんですけど、それ

にほんとに子供をすぐパートの保母さんに託して、

もうそのまま電車に走り込んで乗ってくるという、

そういう親もいるわけですよ。だから、基本の７

時から７時までというのは、私は当然実施せねば

ならない時間帯だと思うんですよね。

実施されていない地域もあるんですけども、わ

ずかです。ほんの二、三市ですわ。阪南が一番悪

いですね。その次に悪いのは泉南市ですわ。そう

いう状況で、大阪府下の市のレベルでいいまして

も、保育行政では、保育時間の点でいえば私はお

くれた地域になってると、そう思うんですよ。そ

れに加えて待機児童も出てる、こういう現状をや

はり解決をしていってもらいたい。

なぜできないのかということを聞かせていただ

きたいと思うんです。例えば保母さんが足りない

とか、やりますと言うて、土曜日の延長保育のこ

とも答えとしては二度議会でいただいてますが、

それじゃいつからやってくれるんかといいますと、

答えてもらえず、まだ結論として出てないという

ことですから、その辺の原因も含めて聞かしてく

ださい。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、待機児童の解決という御質問でございます。

これにつきましては、一般質問の方でも答弁させ

ていただきました。我々、この待機児童につきま

しては、一番最初入所されるときには、希望者全

員の方々について入所してもらうという、これを

大前提にしております。

そして、その後、年度途中で例えば入所したい

という方々につきましては、そういった状況の中

で弾力的に現在この対応をしてございます。そし

て、その弾力的な対応の仕方としまして、入所定

員の２５％をふやして、そういった中で対応して

るというところもあります。

それから、そのときの希望される方については、

もちろん一番最初の第１希望のところへ行ってい

ただくというのが一番ベストと思いますけれども、

そういった中で、そのところが例えばもうほとん

ど満杯であるという場合には、第２希望のところ

に行ってもらうと。それは当然こちらの方から御



相談をさせていただいて、保護者の方々の合意を

得るというのが大前提でございますけれども、そ

ういった形で現在運営しているというところでご

ざいます。

それと、延長保育の問題でございますけれども、

これも答弁させていただきました。ただ、人的な

問題とか、あるいは職員の４週８休の問題とか、

そういったところでまだ若干我々研究していると

ころもございまして、今後整理しまして、その辺

について今後また協議をしていくというところで

御理解のほどをお願いしたいと、このように思い

ますので、よろしくお願いします。

〔松本雪美君「１６人どうするか言うてくださ

い」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 現

在おられる待機児童の方々については、現在の職

員の配置とかいろんな要件というのがございます。

その辺、こちらの方でまた検討しまして具体的な

対応を考えてまいりたいと、このように考えてお

ります。

○議長（嶋本五男君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 職員の配置などと、そうい

うふうにおっしゃいましたが、本当にやる気であ

るなら私は十分対応できるはずだと思うんですよ。

しかし、最近高年齢に達して保母さんがやめた後、

もう補充をしないまま来てると。保母さん不足と

いうことが考えられるんじゃないかなと、私はそ

ういうふうに思ってるんですよ。ちゃんと必要で

あるなら正職員として保母さんを採用するとか、

そういう形で、私はやっぱり今の待機児童が出て

いる原因というのは、この０歳、１歳がこれだけ

いるということは保母さんの人数が必要なわけで

すから、簡単に４歳、５歳児を見るということで

１人が何人も見れるということではありませんか

ら、そこら辺の原因を解決しなければ前に進まな

いんじゃないんですか。

図らずも今、職員の配置の要件など検討して具

体化していきたいと、こうおっしゃいましたから、

やる気ではいてくれてると思うんですよ。１６人

の方の実際に待機解消のために取り組まれる時期

ですね、それはいつまでにやってくれるんですか。

－１９９－

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） い

つまでにという御質問でございます。この分につ

きましては、当然０歳児、１歳児の分につきまし

て、その場所のスペースの問題とか、やっぱり１

歳児とか０歳児につきましては、その措置という

んですか、引き受ける方の対応とか部屋のスペー

スの問題等もございます。そしてまた、その職員

の張りつけ等もございますので、そういったもの

を含めて、現在これから検討してまいりたいと。

そして、乳幼児でございますので、やはり受け

る方もそういったとこら辺の確保をある程度十分

な形で保育もするという、そういった担保も必要

だと思いますので、その辺も含めてこれから検討

していきたいと、こういうことでございます。

○議長（嶋本五男君） 松本君。

○６番（松本雪美君） もうこれで終わりますが、

時間の問題ですが、大体大阪府下、先ほども言い

ましたように、やってない市というのはほんのわ

ずかなんですよ。その中の１つに泉南が入ってる

ということですし、土曜日の問題も含めてですが、

これは前向きにやるということで進めてくださっ

てるとすれば、これは来年度からですか、それと

ももう年が変わってすぐやってくれるわけですか。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 延

長保育の問題でございますけれども、これは何回

も答弁させていただいております。そして、我々

としても前向きにこの分については検討していく

ということで答弁させていただいております。そ

して、当面は土曜日の延長保育について、我々は

今現在机の上に挙げまして、それで討議というん

ですか検討しておりますので、もう少し時間の方

をちょうだいしたいと、このように思います。

○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。

討論なしと認めます。

これより議案第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕



○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第７号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第７、議案第８号 平成１２年度大

阪府泉南市岡中新池財産区会計予算を議題といた

します。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第８号、平成１２年度大阪府泉南市岡中新池財

産区会計予算につきまして説明を申し上げます。

議案書の７１ページをお願いいたします。

内容といたしましては、農業公園への進入道路

用地として岡中新池の一部であります信達岡中１

４１７の１、信達岡中１４１７の２の面積１，２１

６．４８平方メートル、約３６８坪を市に売却する

ものでございます。

７７ページをお願いいたします。歳入といたし

ましては、売却代金２，３１１万４，０００円を財産

売払収入として計上させていただいております。

次に、７８ページ、歳出といたしまして、売却

代金の４５％相当額の１，０４０万１，０００円を一

般会計に繰入金とし、また同等額の１，０４０万２，

０００円を地元公共事業補助金とし、売却代金の

１０％相当額の２３１万１，０００円を水利消滅に

伴う補償金として、それぞれ計上させていただき

ました。

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。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

－２００－

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第８号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第８、議案第９号 平成１１年度大

阪府泉南市水道事業会計決算認定についてを議題

といたします。

本件については議案書の朗読を省略し、初めに

本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） 議長の許可を得ました

ので、ただいまから平成１１年度水道事業会計の

決算審査を執行いたしました結果を御報告申し上

げます。

地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、

泉南市長より審査に付されていた水道事業会計決

算について、平成１２年７月１４日に黒須監査委

員と私が審査を行いました。

これにつきましては、水道事業会計決算書を中

心に、証拠書類並びに関係諸帳簿等について審査

をいたしましたところ、いずれも法令の定めると

ころにより執行されており、その収支状況は適正

に行われておりました。

なお、審査意見書につきましては、別添のとお

りお手元に配付いたしております。

甚だ簡単でございますが、審査報告といたしま

す。

以上です。

○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。山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） ただいま上程されま

した議案第９号、平成１１年度泉南市水道事業会

計決算認定につきまして御説明を申し上げます。

決算書につきましては別冊になっておりますので、

よろしくお願いを申し上げます。

まず、２６ページをお開き願います。平成１１

年度の業務量につきましては、年度末給水人口が

６万３，８９４人、給水戸数が２万２，０５１戸でご

ざいました。前年度と比較いたしますと、４７１

人、３６８戸のそれぞれの増加でございました。

総配水量は８６４万１，７５５立方メートルで、

前年度と比較いたしまして３３万４，４２７立方メ

ートル、率にいたしまして３．７％の減少というこ



とになっております。総給水量につきましては、

７６８万４，１１０立方メートルでございまして、

前年度より５万２，７１６立方メートルの減少とな

っております。

有収率につきましては８８．９％でございまして、

前年度より２．７％の上昇を見ておりますが、より

一層の向上のため漏水調査を行い、有収率の向上

に努めてまいりたいというふうに思っております。

次に、経営状況につきましては、収益的収支の

内容につきましては３３ページから４５ページに

かけてお示しをしてございます。本年度事業収益

１２億８，６７６万６，２７４円でございまして、前

年度に比べまして７，２１６万３，２４１円の減収と

相なりました。

前年度と比較いたしまして減収となった主なも

のにつきましては、営業収益の給水収益で１，７１

６万８，６１９円の減少、営業外収益の分担金で１，

１４９万７，４２９円、また受託工事収益で４，８９

６万６３８円の減少でございます。

一方、事業費用につきましては１４億１，６３２

万６，１１３円で、前年度に比べ１，０４７万１，９０

５円の減少となっております。減少となりました

主なものにつきましては、受託工事費５，２４９万

３，９９０円、支払利息６９５万６，９２４円、動力

費４３１万５，９９５円のそれぞれ減少でございま

す。

受水費でございますが、５，５０４万６，５６０円、

減価償却費４５９万８，１５１円のそれぞれ増加と

なっております。

その結果、１１年度におきましては、１億２，９

５５万９，８３９円の純損失を計上することに相な

りました。

次に、資本的収支につきましては、４６ページ

から５０ページにかけてお示しをしてございます

が、収入総額６億３，７８２万７，１１５円、支出総

額８億９，０２９万４，９０８円でございます。支出

のうち主なものにつきましては、第７次拡張事業

費３億７，０９０万３，０９４円、配水管改良整備事

業費１億９，５４８万８，７４１円、配水管改良工事

費７，７３９万９，０００円、企業債償還金１億４，９

００万８，２６３円となっております。

概要につきましては以上のとおりでございます

－２０１－

けれども、給水収益が減少し、給水原価が供給単

価を１立方メートル当たり２６円４４銭上回った

販売損失で、内容は極めて厳しい状況でございま

す。

今後も受水費、維持管理経費等の増加により、

水道経営を取り巻く環境は一段と厳しさを増すと

いうふうに考えられますが、私ども事業経営のよ

り一層の健全化に努めますとともに、清浄で安定

した水道水の供給に万全を尽くしてまいりたいと

いうふうに考えております。

以上、甚だ簡単でございますが、決算の概要説

明とさせていただきます。よろしく御認定賜りま

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） 水道事業が大変厳しいとい

う決算報告をいただきました。１立方メートル当

たり２６円の、いわゆる逆になっておるというん

か、原価が多くかかっているという報告があった

んですが、泉南市の水道料金、一律に立方メート

ル当たりこうということじゃないと思うんですが、

他市に比べて給水計算方法というんですか、工場

とかいろんな大口もいっぱいあると思うんですが、

その辺のどういう決め方をしておるのか、その辺

に何か矛盾がないのかどうか、ちょっとその辺の

報告をいただきたい。

それから、塩ビ管による環境ホルモンが出たと

いう新聞報道がありましたが、この報告書を見ま

しても、ビニール管の比率が１９．１％ですね。こ

の問題について、当然どういう対応をしたらいい

のかというのは、新聞報道ではステンレス管にか

えないといけないんじゃないかという報道もあり

ましたんですが、その辺についての対応をお聞か

せいただきたい。

それと、石綿管がまだ７．７％あるということな

んですが、これの安全性の問題ですね。もう一度

この石綿管による飲料水に対する問題点、ちょっ

と簡単に御説明をしていただきたいのと、前年度

に比べて、前年が８．９％、これは決算審査意見書

の中の３ページに書いてあるのですが、１０年度

が８．９に対して７．７ですから、わずか１％しか減

っておらないということで、ほかの自治体に行く



と、えっ、まだあんたのとこ石綿管あるのと言わ

れて笑われたんですが、他市ではとっくにそれは

取りかえておるということなんですが、この辺に

ついて、なぜこの数字がなかなか減らないのかで

すね。一般会計からも２，１００万ですか、石綿管

対応として予算が出ておるという報告がなされて

おりますが、この点のなくならない原因について

ちょっと御説明をいただきたいと思います。

それから、漏水対策で、これは決算書の３８ペ

ージの方で、漏水調査費が８５０万円、それから

漏水及び事故による修繕工事として４，４００万円

が決算されておりますが、１００万立米近い漏水

があるんですね。これ、金額に直したらどれぐら

いになるんかわかりませんけども、相当な額にな

ると思うんですが、これは主にどういうところに

漏水しとるのかですね。それで、８５０万円も調

査委託をしておるんですが、これは具体的にどう

いう調査をして、当然それに対する修繕工事４，４

００万も行っておるわけですね。これの調査効果

というんですか、そういうことを少し詳しく御説

明をいただきたいと思います。

それから、ここではちょっとどういうことか見

えないんですが、決算書の１６ページですね。営

業未収金ということがあるんですが、当然１００

％水道料金が徴収されておることはないと思うん

ですが、いわゆる未収金ですね。どれぐらいの率

であるのか、御説明いただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 私の方から、塩ビ管

と石綿管につきまして御答弁を申し上げます。

過日、新聞報道で塩ビ管については環境ホルモ

ンがあるというようなことで報道されました。こ

れの対応でございますが、私ども安全な水を安定

的に給水をするということが使命でございます。

これにつきましては現在、先ほども議員からステ

ンレスに変えたらというような御提案もございま

した。

私ども泉南市ひとりのことではございませんの

で、大阪府の協議会等でもこの話は当然議論にな

るだろうというふうに思っておりますので、今後

どうするかについては、今後精力的に議論をして

－２０２－

対応してまいりたいというふうに思っております。

それと、石綿管でございますが、残念ながら先

ほど言われましたように７．７％程度残っておりま

す。当然影響があるということで、これについて

は早急に改善をするということでございますが、

残念ながら残っておりますので、私どもとしては

できるだけ早く、５年程度でこれをすべてやりか

えたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いを申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 私の方から漏水

につきまして御答弁申し上げます。

漏水対策といたしまして、どういうところを調

査とかいろいろしてるんかということでございま

すが、当然市内、この１回での漏水調査委託によ

ります調査につきましては、市内全体で２４０キ

ロメートルを調査いたしております。その主な調

査地点といいますと、当然本管の漏水、それと引

き込み管での漏水調査、それとメーター付近の調

査、これらをすべて調査をしているところでござ

います。

その中で、特に漏れている箇所というんですか、

その点につきましては、主にメーター付近のとこ

ろで漏れている箇所がよく見つかるということで

あります。ちなみに、この１１年度予算での漏水

箇所が判明いたしましたのが１３９件、それだけ

ありました。

それと、毎年修繕工事、これは漏水調査ではな

しに、市民からの通報の漏水事故とか、そういう

ような形、あるいはまた工事中に漏水箇所を発見

したという形の中での修繕工事費については、毎

年大体８００件近い漏水箇所が発見され、それに

よって修繕を常々行っているところです。

以上であります。

○議長（嶋本五男君） 廣岡業務課長。

○水道部業務課長（廣岡 昭君） 私の方から料金

の決め方等についてお答えさせていただきます。

まず、料金の決め方につきましては、ほとんど

の市町村でもそうであると思いますけれども、現

在の財政の状況から将来の事業計画等に合わせま

して、大体スパンとしては３年から５年程度のス

パンでどれだけの損益が出るかというのを試算い



たしまして、それで大体料金を何％上げるとかい

うのを決めてると思います。

それと、本市と各市との差ですけれども、一概

には言われませんけれども、大体一般家庭用の料

金ではそう大きく差はないと思います。ただ、大

口径で１，０００立方以上使われてまいりますと、

本市の方が若干安くなっているのが実情だと思い

ます。

それと、未収金の関係でございますけれども、

１１年度末の営業未収金といたしましては、現年

度分といたしまして１億９，８２１万１，０００円余

りございます。このうち１億７，４００万程度は、

まだ納期が来ていない２月分、３月分が入ってお

ります。この部分は２カ月おくれの納期になって

おりますので、４月納期、５月納期ということに

なっております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 水道料金は、なるべく水を

倹約しなければならないということからすれば、

むしろ多く使うところを高くして、それで水を倹

約していただくということが私は 普通の商売

じゃないわけですからね。そういう点で各家庭で

はそう変わりないけども、我が市の特徴としては

１，０００立方メートル以上使うところについては

むしろ他市より安いというのは、私は水道会計と

いうんか水道事業からいえば少しまずいんではな

いかなと思うので、この辺をもう少し、１，０００

立米以上使うということは相当ですね。どれぐら

い安くなっとるのか。それはやはり見直して、少

なくとも同じにするのか、むしろ政策的に高くす

るのか。

そうすれば、一般家庭の生命、命に関係する水

道の場合は、それはどうしてもなければいかんわ

けですから、これはやっぱり余り高くするのは私

はまずいと思いますが、１，０００立米以上も使う

となれば、それは業でやるわけですからね、それ

はやっぱりコスト低減をするというような努力に

も、こういうものを少し高くすればなってくると

思うので、この辺の政策的な見直しが私は必要な

んではないかなと思いますので、その点で再度お

尋ねをしたいと思います。

－２０３－

それから、そうすると未収金というんか、お金

が納まっておらないというのは２，８００万円と理

解していいんですね。これは額が多いのかどうか

ちょっとわからないんですが、水道料ですから、

メーターを検針して、集金がなければとめるよと

いうようなことも対応しとるんじゃないかなと思

うんですが、この２，８００万円についてはどうい

うように分析をされとるのか、御説明をいただき

たいと思います。

それから、石綿管による健康被害の具体的なも

のというのは、私も残念ながら勉強不足でちょっ

と、危険だという一般論では知っとるんですけど

も、この石綿管の健康に与える影響というのは水

道課としてはどのように把握しておるのか、象徴

的な部分だけちょっと御説明いただきたいし、そ

の面から５年というスパンがいいのかどうか。前

年度と今回ではわずか１％しか改善されてないで

すね。絶対量が出てないから、全体がふえるとパ

ーセンテージが落ちるということもありますから

ね。そういう点では、この７．７というのは総延長

にしてどれだけ改善したのかということも参考に

お聞かせをいただきたい。

それから、５年以内に改修したいということは、

これは確実なお約束として承っていいのかどうか。

そうすると、これは何か特例的な国の補助なり、

起債のそういう措置があるということなんでしょ

うね。ある期限を切って、これを早くしなさいと

いう制度だと私は理解しとるんですが、この辺の

絡みで５年以内にやるとすれば、市の持ち出しが

今回２，１００万円になっておりますから、そうい

う点で市の財政当局に対しても理解を得ないとい

かんわけですので、その辺の御説明をいただきた

いと思います。

環境ホルモンについては、横並びで泉南市だけ

でないから、大阪府なんかとも議論していきたい

という態度は、毎日毎日市民が飲んどる水ですの

で、やはりそれに対する対応策も含めて、沸かし

て沸騰さして飲んだらいいのか、１日置いて飲ん

だらいいのかという、そういう情報を、やっぱり

すぐにそういう対応ができないんであれば、塩ビ

用の対策としてはどうするかということをもう少

し情報を得て、より危険でない方法も市民に知ら



していく必要があるんじゃないかと思うので、の

んきなことを言わずに、この問題はやっぱり敏感

に対応して、毎日飲んどるものですからね、そう

いう防御策についても情報を流していただきたい

と思うんですが、その辺の情報収集はどうなって

おるのかも御説明いただきたいと思います。

それから、漏水問題で、８５０万円かけて１３

９カ所見つかっただけということの報告ですが、

これ１００万立米漏水しとるんですが、この辺の

分析はする必要があると思うんですね。

私はこの間もちょっと言ったんですが、例えば

消火栓をあけて火事の火を消すわね。これは当然

水道を使っとるわけでしょう。これは水道料金に

転嫁するんではなしに、やはり一般会計の方から

その分は水道会計に入れてもらうということをや

らないと、単に漏水して漏れとるものと、絶対に

社会的に必要なものとしてその水は使っとるけど

も、料金を払ってない部分については、所在を明

確にするためにはやはり一般会計から消火栓で使

った分については払うということで、水道会計の

健全な財政的な議論ができると思うんですね。

まあみそもくそもという、何か全然性格の違う

ものが一体になって漏水と、１００万立米と、そ

ういうことはやはり分析をしないと、この８５０

万円の調査費についても根拠が希薄になるので、

その辺の分析は当然しとると思うんですが、絶対

に漏水じゃなしに、そういうふうに例えば象徴的

には消防の消火栓で出した水について、これは相

当使うわね、あれかてね。９５万立米のうち何立

米ぐらいそれがあって、純粋な漏水は何ぼかとい

うことの御説明をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） まず、料金体系の問

題でございますけれども、現在の料金は平成７年

度に見直しがされたものでございます。５年を経

過いたしております。これにつきましては、先ほ

ども見直しをされたらどうかというお話がござい

ましたけれども、今年中にそれも含みまして見直

しをいたしたいというふうに考えております。

それと、環境ホルモンの関係でございますけれ

ども、現在これにつきましては、どう対応したら

いいかということにつきましては、はっきり言い

－２０４－

まして、まだわかっておりません。これにつきま

しては、議員御指摘のように、できるだけ早く資

料収集なり研究をいたしまして、それなりの知識

を得たいというふうに思っております。

あとの部分につきましては、課長から答弁をい

たさせます。

○議長（嶋本五男君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 石綿管があとど

れだけ残ってるんかということでありますが、当

初でいいますと３万２，１１３メートル、その中で

１１年度まで石綿管改良工事をしました総延長は

１万７，８３０．３２メートル、パーセンテージでい

いますと約５５％を改良しております。あと、残

につきましては４５％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） 私は料金の見直しの質問は

してないんですけどね。私が言ったのは、いわゆ

る大量に使うところについては他市より安いとい

う答弁がございましたので、私もそういう感じを

ずっと持っとったんで、この辺は水道会計という

のはなるべく水を倹約せないかんというところか

らすれば、やはりこういう大口利用については一

般家庭と少なくとも同じか少し高くする方が、水

を倹約していくという点でいいので、そういう見

直しをすべきじゃないですかと言ったんですよ。

そのことの答弁と聞いていいんですか。違うでし

ょう。あなたは値上げの話を言ったんでしょう。

料金の見直しをしてはどうかという質問があった

ので、ことし中にしたいという答弁がありました

からね。そうじゃないでしょう。私はそういうこ

とを聞いとるんですからね。

それと、今５５％済んで、まだ４５％だ、あと

５年でなくしていきたいと。これは単なる希望と

か努力じゃなしに、５年でなくすというように私

は受け取っとるんですが、全体では７．７％あるん

ですね。前年が８．９ですから、総延長がりんくう

タウンでも伸びれば、パーセンテージ的にはどん

どん落ちていくでしょう。だから、前年度と今年

度とどれだけ絶対量が減ったのかどうかですね。

そこがないと、パーセンテージだけ出されると、

分母が上がっちゃうとひとりでに下がっちゃうで



しょう、何もしなくても。だから、そのことを判

断で聞きたいので言ったので、この３万２，０００

で１１年度が１万７，０００ということですから、

前年度と今年度がどれだけか、パーセンテージと

の関係で聞きたいので、そこだけちょっと報告し

ていただきたいのと、５年以内になくすというこ

とは間違いないですね。

それで、その危険性、ちょっと言うてください

よ。環境ホルモンはいいけども、石綿管をかえな

いかん大きな理由ですね。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） まず、１点目の料金

の改定といいますか、これにつきましては、私は

先ほど値上げの料金の改定も含めてでございます

ので、値上げの分、要するに料金改定の部分だけ

をお話をしたのではございませんで、議員御指摘

のことも含めて考えていくということでございま

す。

それと、石綿管を５年間で必ずするんかという

ことでございますが、私としてはできるだけ５年

間でやりたいと、最大の努力をしたいというふう

に思っておりまして、絶対できるかどうかという

ことは、これはお答えは申し上げられません。私

としては、できるだけ努力をしたいということで

ございます。

〔小山広明君「危険性、石綿管は何でかえる

の」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 石綿管をなぜか

えるのかというのは、一番最大の原因といいます

と、やはり石綿管というのは割れやすいというこ

とで、漏水防止もあります、当然ね。その中で、

石綿管というのは、そういう健康の問題とかいろ

いろ言われる中で、当然それも視野に入れた中で

の交換という形を重点に置いておるところでござ

います。

どのぐらい更新したんかということで、１０年

と１１年度比較いたしますと、１１年度更新いた

しました距離数は２，３８４メーターでございます。

たしか１０年度は、ちょっと資料を持ってないん

ですけども、そのときは約４，０００メーターは石

綿管の改良整備を行っているところでございます。

－２０５－

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） 石綿管が割れたら困ると。

割れるのは健康に関係ないですしね、健康に害が

あるという健康の中身を、やっぱり危機感を我々

も共有したいわけで、なぜせないかんのかという

ことをね。それははっきりわかってないんですか。

どういうことで、健康にどういう被害があるのか。

石綿管というのは、水が通れば石綿が少しはがれ

て水にまざってくるわけでしょう。そして飲めば

石綿管が肺のところにたまってきて健康を、それ

ぐらいの理解しか僕はないんですよね。そういう

ことでいいのかどうか。もっと胃の中へ入って、

腸の中へ入っていってどうなのか。

もっと、なぜこういうことが言われて、特別な

国の施策もしてかえておるのかということの意味

を だから財政当局にも理解を得ないかんわけ

ですから、それにかえないかんあなた方が、私が

ちゃんと具体的に聞いとるにもかかわらず言えな

いということは、財政当局かて、そんなもんかえ

んでええんと違うん、今までやってきたんやから

という意識でおったら困るわけやから、いかに石

綿管が特別な措置をしてかえないかん健康上の問

題があるということをあなた方が一番やっぱり切

実に思って、議会にも財政当局にも説得しないと

いかんじゃないですか。それがこういう石綿管、

他市では当然なくなっとるのに、まだ泉南市は石

綿管を通った水を市民は飲まされとるということ

になるんじゃないでしょうか。

あなたの言い方だったら、４，０００メートルぐ

らいやったら、もう１万７，０００でしょう。この

ペースでいったって、５年なんていうのは早くや

るための数字じゃないじゃないですか。このペー

スでいくなら３年でしょう。だから、こういう危

機感があるんだったら、財政当局にもきちっと説

明をして、一日も早くこれをやめて安全な水を供

給するのが水道としての責任じゃないですか。

そういうことで、年間３，０００メートル近くい

っとるわけですから、ちょっと頑張ればすぐこれ

はなくなる問題だから、そういう不名誉な状態は

なくなると思うんですが、再度部長に、こういう

数字を踏まえて、あなたの言う５年というのは、



僕はむしろ早い数字じゃなしに、何か延ばした数

字にしか聞こえないんで、その辺はこの数字と健

康被害のことも含めて、あなたは責任者として何

年までになくすかと。５年じゃこの数字からいっ

たら矛盾ですよ。そういうように思いますので、

再度危険性、ちょっと言うてくださいよ。僕は素

人でもそれぐらい知っとるんだから。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 再度の御質問でござ

いますので、お答えを申し上げます。

先ほど５年と申しましたのは、十分それぐらい

でできるだろうという私の希望といいますか、そ

ういうことで５年というふうに言わせていただき

ました。できるだけ早く改修をしたいというふう

には思っております。

それと、人体にどういう影響があるのかという

ことでございますけれども、私もアスベストとい

うのは同じように肺に影響があるというふうに思

っておりますけれども、水の中に溶けて、胃の中

に運ぶということでございますので、どういう症

状があるのかということにつきましては、はっき

りしたことはわかっておりませんし、私もわかり

ません。悪いというものについては当然できるだ

け改修をするということでございますので、先ほ

ど先生も言われましたように、我々の使命という

のは安全な水を安定的に供給するということでご

ざいますので、そのように努力をしてまいりたい

というふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。まとめてください。

○２番（小山広明君） 議長ね、何回もこれ言って

ますけど、ほんとに抽象的で、私は具体的に言っ

とるのに、安全な水を市民にと言っとるけども、

やっぱり石綿管の危険性もきちっとこの場で言え

ないと。そして、議論していったら、年間４，００

０メートル今まで改修してきとるのに、これ単純

にいったってもう１万７，０００しかないわけでし

ょう。そしたら５年なんていうのはどういう答弁

なんですか。なめた答弁やめてくださいよ。ちゃ

んと数字つかむなら、危険性がきちっとこういう

ことが指摘されとるんですから、過去の実績から

いったって５年もかかるはずないじゃないですか、

ほっといたって。

－２０６－

そういう指摘をしながら、いつまでかと聞いと

るのに、全く具体的な数字を押さえずに、５５％

今までできたから、あと４５％残っとると。この

数字だけ見たら５年だって早いなと思いますよ。

しかし、実際の絶対数字を聞いてみたら、当初３

万２，０００あったものが今１万７，０００になった

と。そして、１０年度では４，０００メートル改良

できたんだということであれば、こんなものすぐ

やれば２年か３年でできるじゃないですか。

そういうやはり本当に市民のための安全な水を

守るんだということをあなたはここで堂々と言う

んだったら、もうちょっと実態に合った答弁する

なりしなかったら、何回議論しとったっておかし

いじゃないですか。ほかの市からも笑われるよう

な、そんな水道行政してどうするんですか。明確

にこのことは実態をつかんで、市民が安心するよ

うな水を供給することを具体的にやってください

よ。

環境ホルモンの問題１つにしたって、すぐ対応

できないんであれば、環境ホルモンが出とるけど

も、こういう対応をしてくださいと、それはある

はずですよ、いろんな対応の仕方が。やはり毎日

毎日市民が飲んでる水については、もっと真剣な

議論というんか、データに基づいた答弁をしてく

ださい。我々はデータが不足しとるわけですから

ね、もっとあなた方の答弁については、具体的に

きちっと言葉に重みのあるような答弁していただ

きたいと思いますよ。

最後に、その覚悟だけ聞いて、こんな抽象的な

議論してもしゃあないからね。そういう気持ちで

やって、次の議論をする機会には具体的なことを

きちっと出して、我々に間違いのない判断をする

ような議論をしてくださいよ。最後によろしくお

願いします。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） まことに答弁が下手

くそでございまして、申しわけございません。

今後とも水道行政につきましては、先ほども申

しましたように、安全な水を安定的に供給すると

いうことが使命でございますので、それに向かい

まして努力をしてまいりたいというふうに考えま

す。



○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今、ずっと論議を拝聴し

ておったんですが、なかなかよくわからないんで

すが、今回の１億２，９００万の赤字ですね。この

１０月には府営水もまた上がる。府営水の依存が

どんどん高まってきているということの中で、そ

の分またさらに赤字の原因になって水道料金には

ね返ってくる。

非常に高い水になるわけですが、しかし命にか

かわる問題ですから、これは給水しないわけには

いきませんし、いただかなければならないわけで

すが、しかし果たして適正に水道の運営がやられ

てるかどうか、こういう立場に立ってお聞きをし

たいと思うんですが、一体その赤字をつくり出し

た主たる原因ですね。これは何なのか、この辺を

お示しをいただきたいと。ほんとに素朴な単純な

質問ですので、よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 廣岡業務課長。

○水道部業務課長（廣岡 昭君） 和気議員の質問

にお答えさせていただきます。

まず、本年度の赤字の主な原因でございますけ

れども、昨年度も赤字でございましたけれども、

まず昨年度と比較した場合、府営水に対する依存

度が非常に高まったということで、府営水の受水

費が大幅にアップしたということ。それと、収入

面では給水収益が落ちてきたということでござい

ます。特に大量消費者が横ばいないしは減少傾向

にございますので、一般家庭向けにつきましては

給水人口が伸びておりますので若干の伸びを見せ

ておりますが、大口径の方で若干下がっている傾

向が続いておりますので、当然値上げした平成７

年当時につきましては、右肩上がりで予測してお

ったわけですけれども、その辺で収益の方に見込

み違いといいますか、そういうものが、現在の経

済の状況とあわせまして若干給水収益が下がって

きたということでございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 府営水の依存が最大の原

因だということなんですが、前々から私、府営水

が平成７年の７月１日のその値上げのときも、府

営水の引き上げが引き金になって水道料金の改定

がなされたと、いわゆる値上げになったと、こう

－２０７－

いうことで、府営水の依存をできるだけ抑えて、

自己水の確保にと、こういうことを言ってきたわ

けですが、この間の努力ですね、これはどういう

ふうにされてきたのかですね。

それと、もう１つは、有収水量、有収率の問題

なんですが、これは平成８年の監査報告の意見書

を見させていただきますと、結びの中に、ちょう

ど府営水道が値上げした翌年で、水道料金が非常

に引き上がったと。こういうことに対して、今後

これを極力抑えるために石綿管の管種替えの計画

的な進捗、いわゆる漏水をなくするために、石綿

管はほとんど老朽管だと。老朽管を先ほど健康問

題から指摘をされましたけれども、もう１つ監査

の立場からは、この石綿管が老朽であるがゆえに

非常に漏水事故が多い。これを１つは布設がえを

して、管種替えをして、極力漏水防止に努めるよ

うにと、こういうことで指摘をされているわけで

すね。

この間、８年からちょうどその翌年の、７年は

１２．７％石綿管が布設されておったわけですが、

全体の管のうちの１２．７％が石綿管だったんです

が、今回の１１年では７．７％に下がっている。ま

だ少ないという意見もありますが、５％努力をさ

れて、この５年間、毎年１％ずつずうっと減って

きてるわけです。

そういうことで、有収率が上がったかなと思い

ますと、この当時９０％の上をいってるんですよ、

少しね。平成８年で９０％、それから平成７年で

９１％行ってるんです。ところが、せっかく石綿

管の管種替えが行われているにもかかわらず、１

０年は８６％、有収率がね。これで８８．９でしょ

う。２．７％引き上がったといってもね。何のため

に管種替えに取り組み、有収率の引き上げをやら

れてきたのか。こういうことなんかもやっぱり非

常に問題ではないかなと。せっかくの基本的な方

針が、やったけれども、その結果としてあらわれ

ていない。方針を執行した結果ね。そういう点が

どうなのかと。この辺もお伺いをしたいなという

ふうに思うんです。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 御質問にお答えを申

し上げます。



今まで自己水の確保にどれだけ努力してきたん

かということでございますが、それなりに努力を

してまいったというふうには考えておりますけれ

ども、現在確かに府営水が７５％程度、それと自

己水につきましては２５％程度という比率になっ

ております。私どもとしてはこの自己水というの

は大切な原資でございますので、これ以上に下が

らないように、現在深井戸が６基ございますけれ

ども、これの水量の確保に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

それと、有収率でございますけれども、なるほ

ど以前からの数字を見ますと、何の努力もしてな

いというふうな感じで見られるということでござ

いますけれども、当然平成９年度までは９０％に

乗っておりますけれども、それ以後８６、今回が

８８．９ということでございます。決していい数字

ではございません。

我々としては、この有収率を高めるために、当

然石綿管の改修、また漏水調査を続行いたしまし

て、これを少なくとも９０には上げなければなら

ないというふうに思っておりますので、それに向

けまして努力をしてまいりたいというふうに考え

ております。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 先ほどの質問は、あなた

の答弁を私の方が先取りしたような質問になって

しまったわけですが、私は１２．７％の時点でもう

有収率が９０％あったと言うてるんです、平成７

年、８年ごろに。それから５％、いわゆる老朽石

綿管の管種替えが進んだ。ところが、有収率は去

年では８６％台、ことしで８８％台。２％前後、

去年でいけば５％前後の差があるわけですよね。

努力していきたい、努力していきたいということ

やけれども、そういう努力方向で来たことが結果

としてあらわれていない。これはどうなんだ、こ

ういうことを言ってるんです。

それから、先ほどそれなりに自己水の確保に努

力してきた。中身も言わんとそれなりにと、そん

な失礼な答弁の仕方ありますかいな。自己水確保

のためには、深井戸のあれだけですか。今回は府

営水に依存しなければならなくなった。府営水の

依存が大きな今回の赤字の原因だと。それじゃ、

－２０８－

その府営水に依存をしなければならなくなったそ

の原因ぐらいは定かにしてください。あわせて御

答弁いただきたい。

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私の方から、今回府営水に

依存しなければならなかった理由を申し上げたい

と思います。

まず、議員も御承知のように、私どもの自己水

は、金熊寺の伏流水と、そして深井戸というこの

二本立てでございます。地下水につきましては、

一応現状の量をふやせるように逐次努力もして、

維持をしているところでございますが、金熊寺の

伏流水、これにつきましては、金熊寺の水利権が

１日２，８５０トンでございます。

六尾の処理施設につきましては、１日約６，００

０トンから８，０００トンの処理能力をまず持って

おります。これはちょっと言いづらいこともある

んですけども、水利権からいえば２，８５０トン。

しかし、私どもは今まで１日平均５，０００トンか

ら６，０００トンの取水を行っておりました。これ

につきましては、大阪府から厳しい指導が約５年

ほど前からは来ております。

それで、私どももこの改善を加えていきたいと

いうことも大阪府へ御返事しておりましたんです

けども、自己水を確保という形で大阪府の指導も

ありましたんですけども、やはり同じような形で

今まで１日５，０００トンなり６，０００トンの取水

を行っておりました。

しかし、昨年大阪府から再度の厳しい指導があ

りまして、１日の取水権であります２，８５０トン

以上取ることはならんという厳しい指導がござい

ました。大阪府も取水権の認可をおろす段階で、

取らない状態で、見た目でこれ以上取られないと

いうようなものをしてもらわんことには認可もお

ろしづらいところがあるということの厳しいなに

もありまして、やはりこれ以上の取水量を取るわ

けにはいかないということで、今現在１日２，８５

０トンの取水の確保をしておるところでございま

す。大阪府の府営水が大きくふえたのは、これが

大きな原因でございます。

一方、我々といたしましては、これからこの金

熊寺川の水利権をいかにして多く取れるかという



ことをやっていかなくてはいけないなということ

で、この水利権というのは非常に難しいところが

あるんですけども、何とか大阪府へも取水権をふ

やす許可をいただけることに我々はこれから努力

してまいりたいと、かように思っております。大

きな原因は、この取水量の件でございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） どういう努力をして

きたのかと、努力の中身についてということでご

ざいますけれども、私先ほど御答弁申し上げまし

たように、決してばかにした言葉ではございませ

んで、それなりに努力をそれぞれがしてきたとい

うことでございますけれども、結果として有収率

につきましては平成１０年で下がってるというこ

とでございますが、これは数字的に見て結果とし

てそういうことになってしまったということでご

ざいますが、私どもとしてはこういうことになら

ないように最大の努力をして、今後とも有収率の

向上に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 努力、努力という、そら

努力してもらわな困りますよ、それはね、即水道

料金にはね返ってくるわけですから。これだけ厳

しい状況のもとで、水道料金、公共料金の値上げ

というのは、即生活に根底から響いてくるわけで

すから、努力してもらわなあかん。

いわゆる有収率を引き上げるという、厚生省の

指導値である９５％まで引き上げるというその１

つの大きな主たる努力目標が管種替えだったんで

すよ。ここにも書かれてますよ、ちゃんと。とこ

ろが、それをやったにもかかわらず結果はむしろ

後退をしている。そしたら我々は何に依拠をした

らいいんですか。市民は何に依拠したらいいんで

すか。努力を待っておるわけです。ところが、そ

の主たる努力の一番の柱がなかなか効果をあらわ

さない。

９０％では困るんです。９０％は到達したこと

があるんです。９５％に持っていかなければ厚生

省の指導値に行かないんです。５％上がったらど

れだけ、約１００万の、今の１７８円何銭ですか、

－２０９－

給水原価。これで計算いたしますと、５％上がり

ますと約４０万トンですから そうでしょう。

４０万トンでしょう、大体８００万トンですから。

これだけのものですから、約１億に計算上はなっ

てくるわけです。

だから、この辺の具体的な努力をほんとにやっ

ていく。他に、石綿管の管種替え以外にあるとし

か思われませんよ。管種替えをこれだけやってき

たけれど、相変わらず漏水は起こる。そしたらほ

かに原因があるんじゃないか。そういうことも１

つは十分にここで御披瀝いただいて、これについ

てはこういうふうにやっていくんだと、管種替え

だけでは漏水事故を防げないんだ、有収率を引き

上げることができないんだ。他の方法についても

調査をして、それを具体にここへ提起して、それ

の解決に向かって鋭意努力をしていく、こういう

ことが具体的に出ないと、管種替えをやってきた

のに結果が出てないんです。ほかに原因ないんで

すか。それすらつかめてないんですか。どうなん

ですか。

平成７年の値上げにかかわる論議のときに、私

は開発絡みの漏水事故、ブルやショベルカーがど

んどん道を縦走していく。そういうことで圧を受

けて管が破裂する。そういうことも主たる原因で

はないか。その辺もよく調査をして、それに係る

漏水事故、それから有収損益の額、これも提示し

てくださいと、こういうふうに早くから私は言っ

てるんです。あのときにはやりますと言いながら

今もって 今もその回答があるかなと思ったん

です、これだけ言うてるんだから。石綿管の管種

替え、効果ないということを言うてるんですから、

他に何か……。５年前に言うとるんですよ。これ

も違うか。調査をいたします、後刻報告しますと。

きょうは報告ないんですよ。もっと真剣に、水道

料金にはね返る、市民の生活に影響が及ぶ、こう

いう立場からやっぱり今回の有収率引き上げに至

らなかった原因、深く分析をして報告してくださ

い。これからではあきませんよ、５年前に言うと

るんやから。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 大変耳の痛い御意見

でございます。当然私としても同じ気持ちでござ



いまして、有収率を上げるために最大の努力をし

なければならないというふうに思っております。

特に石綿管の管替えといいますか、それにより

まして有収率が数字的には上がってないというこ

とでございますが、これは当然改修をするという

ことでございますが、何らかの原因がほかにある

ということも考えられますので、当然ことしにつ

いては漏水調査、これしか現在方法がないという

ふうに思っておりますので、これについてはでき

るだけ全域やってまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（嶋本五男君） 和気君、まとめてください。

○１３番（和気 豊君） ちょっと待ってください

よ。

○議長（嶋本五男君） いや、まとめてください。

回数がありますので、まとめてください。

○１３番（和気 豊君） 僕が言うてることを後送

りしたような答弁をするようなね……。

それで、上林さんね、先ほど大阪府から厳重に

いわゆる伏流水の取水権の問題で言われてる。確

かに堀河ダムはかんがい用水ダムと、こういうこ

とで出発してますから、いわゆる農業用水優先と、

これは厳に心してかからなければなりませんから、

それに影響を与えるような取水というのは、これ

は慎まなければならない。

ところが、今まではこれでやってこれたわけで

すね。そして、むしろその時期からいえば、どん

どんいわゆる六尾水系のかんがい用水に係る受益

田の状況というのも減ってきてるように思うんで

すね。だから、そういう点ではいわゆる農業用水

前提ですよ。だから、これを侵すことはいささか

も許されないですけれども、農家の皆さんも一緒

にこの水をお飲みになっているわけですから、そ

ういう点では受益田等減ってきている。そして、

堀河の取水が一定上水に回せる、こういう条件が

出てきておれば、そういう立場でやっぱり交渉も

していく、こういうことも必要ではないだろうか

というふうに思うんです。

それから、堀河ダムについては、私はきのう見

てきたんですが、朝早く行ってきたんです。非常

に渇水で、大分ダムの地肌があらわになってきて

るんです。

－２１０－

それで、前のときも、７年の値上げのときもし

ゅんせつ問題が１つはある議員から提起をされた

ことがあるんです。本来貯水能力３００万トンあ

るんだけれども、２００万トンしかない。それだ

け土砂が堆積して、有効に使うためには、３００

万トンを貯水するためにはしゅんせつが必要なん

ではないか。そうすれば、その方は農家の方でし

たけれども、取水権、かんがい用水権を持ってお

られる方でしたけれども、そういうことであれば

もうちょっと水を取ってもらっても許されるんだ、

こういう御意見を吐いておられました。私はもっ

ともだと、こういうことで、そのときに貴重な意

見だなということで拝聴いたしました。

そういう努力も、これは府がつくってくれたダ

ムですから一定府に物を言って、そういうところ

も府にいたずらに一方的にやってもらうわけには

いきませんでしょうけれども、市も対応して一定

の自己水確保の努力をしゅんせつという具体的な

行為にあらわす必要があるんではないか、こうい

うふうに思うんですが、その点どうでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 自己水の件で再度のお答え

をいたしたいと思います。

この取水を水利権以外に多く取ってたというこ

とは、我々市民を指導する立場の者としては、い

けないということは十分わかっておりました。し

かしながら、おっしゃるとおり金熊寺川上流には

堀河ダムがございます。取水地点では水が流れて

きます。やはり人情的には取りたいなという気持

ちで、今まで大阪府の指導もあったんですけども、

そういう形で取水しておりました。

また、大阪府の指導も５年前から始まったんで

すけど、余りきつくその５年間はなかった。我々

自体もやはり安易な気持ちがこの結果を生んだん

じゃないかということで、５年たった時点で大阪

府から厳しく指導がありましたので、今回そうい

う形で取水制限をしなくてはならなかったという

のは、先ほど述べたとおりでございます。

これからの金熊寺の自己水につきましては、先

ほども申しましたようにやはり堀河ダムがござい

ます。これはかんがい用水ですけども、それの余



剰水があれば何とか使っていきたいなというよう

なこともありますので、その面の水利権の確保に

これから努力していきたいと、かように思ってお

ります。その努力の内容は、やはり議員おっしゃ

るとおり、堀河ダムがかなり埋まっております。

それのしゅんせつも視野に入れまして、何とか取

水の増量に努力していきたいなと、かように思い

ますので、ひとつよろしく御理解のほどお願いを

申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 質疑の途中ではございます

けれども、３時３０分まで休憩いたします。

午後３時 ６分 休憩

午後３時３３分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

９号議案について質疑を続行いたします。質疑

はありませんか。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 簡単なことでちょっと質

問をさしていただきたいと思いますが、石綿管の

人体に対する影響という問題で、主に一般的に言

われてるのは、ちょっと今もインターネットでア

クセスしたんですけども、ここの中で特に泉南地

域の紡績工場にアスベストにかかわって６．８倍の

肺がん患者がいるというふうなデータが記載され

ておりましたけれども、水道の場合は基本的に胃

とか腸の粘膜に一定の作用が起こるのかなと。こ

こで中皮腫という形で、そこに発生するがんのこ

とについてはかなり記述されているんです。

私が申し上げたいのは、水道部として、今後で

いいんですけども、今後改めてその辺のアスベス

トの影響をきちっと整理して、一定報告をいただ

けるようにしていただきたいというふうに思いま

す。先ほどの議論の枠組みではかなりの部分が不

明なままであるので、その点をお願いしたいんで

すけれども、いかがでしょうか。

それと、あと１点、例えば水道は特別会計であ

りまして、独立採算制で運営しておりますから、

例えば石綿管を５年間じゃなくて１年間ですべて

交換するということになれば、特別会計に対する

予算圧迫ですよね、それが水道料金に対する影響

とか、その辺はどんなように考えてらっしゃるの

か。

－２１１－

以上２点においてお答えいただきたいと思いま

す。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 北出議員の御質問に

お答えを申し上げます。

まず、１点目のアスベストについてでございま

すけれども、水道に係ります影響と申しますか、

そういうものを資料としてまとめて提出せよとい

うことでございますが、これはできるだけそうい

うふうにいたしたいと思いますが、現在アスベス

トの影響につきましては、要するに吸い込んで影

響が出るというふうな資料はございますけれども、

それが水道水にまじって飲んだときにどういうふ

うになるかということについては、なかなかそう

いう資料がないようでございますが、我々として

はそういうふうなものがあるかどうか、またどう

いう影響があるのか、あればまとめてお出しを申

し上げたいというふうに思います。

それと、アスベストの管の改修でございますが、

これが１年でするとどれだけ水道料金にはね返る

のかということでございますが、これは特に幾ら

はね返るというようなことは計算はしてございま

せんけれども、当然我々１年間の予算と申します

か、そういう中で特別影響があるような工事とい

うことは非常に難しゅうございますので、できる

だけ平年化した予算で着実にやっていくというの

がベターだと思っておりますので、そういうふう

にしてまいりたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 林君。

○２２番（林 治君） 先ほどから水道会計の赤

字問題ですね、その赤字の原因は一体何かという

ことの議論が進められてきたわけですが、漏水問

題と同時に、もう１点はりんくうタウンへの投資、

これがあと収益的収支の方にも今後はね返ってく

る問題によるいわゆる収益的収支の採算性の問題

ですね。この点も１つあると思うんです。この点

が１点ですね。

それから、もう１点は、私はこの会計をずっと

精査してみました。これは事業の中身がいわゆる

受託工事だとか、それから水道行政として直接的

に施設の改良工事としてやらなければならないも

のというふうに若干分かれますから、私も単純に



言えないかもわかりませんが、しかし少なくとも

水道行政の側で行っている建設工事ですね、建設

改良工事というんですか、いろんな工事がありま

すが、その工事の一覧表が２３ページと、全体で

は２９ページ、３０、３１ページと、ここに全部

書かれております。

全体での工事量は相当な額に上るわけですが、

そのうち、計算を単純にわかりやすくするために

最低１，０００万円から以上のものについて私は計

算をしてみました。ただし委託契約の関係は省き

ました。委託契約を省いて、それで全部で計算し

てみますと５億２，０９１万２，０００円、これは設

計金額です。これらの事業の入札による落札額の

トータルは４億８，５９５万円。数字をずらっと並

べますが、最低制限価格の方は４億８１万８，９０

０円です。

そこで、設計費の中に占める落札額の割合とい

うのは、実は９３．２８％、これがやっぱり１つ大

きな問題なんです。９３％を超える落札だと、設

計費に関してね。これは一般的に言えば、全国オ

ンブズマンが統計とってやって、９０％以上はや

っぱり談合があるというふうに言われてるんです。

そこで、私はさらに計算を進めて、市が決めた

いわゆる最低制限価格ですね。これでもその仕事

が十分できるという価格ですね、単純に言えば。

最低制限価格というのは、市としてはこの費用で

この工事はできるということを決めた額であるは

ずなんですよ。いろいろあるでしょう。それは上

回るものもあれば下回るものもあるかもわかりま

せんが、ほぼこれではできるということです。で

ないと最低制限価格というのは決められませんか

らね。だから、今細かい綿密な話は別として、一

般的な話として、大体そういうふうに市が決めて、

その金額と実際の落札額との差額が総額で金額に

して７，７７６万１，０００円。これは最低制限価格

より全体の価格がこれだけ高くで落札というふう

になってるんです。

この中でも、１つは金額的に大きなものもあり

ます。六尾の浄水場の高圧受電設備改良工事、こ

れなんかがやっぱり９２．９％で１億３，６５０万で

すか、これはこの中で最も大きなものです。です

から、今回の水道会計の赤字の問題を具体的に少

－２１２－

しでも行政として、市民のために節約をして経費

を少なくして効率的に、そして良質の水を安く提

供するというそういう基本的な方向、これは市長

も当然お認めだと思うんですね。

そういう立場から物を考えて、やはり入札問題

もきちっとそういう点では、今大変な不況のとき

ではありますが、やっぱり業者の皆さんにもでき

るだけ安い価格できちんとしたよい仕事をしても

らうという努力が私は必要だと思うんです。そう

いう点では、泉南市の全体のこの費用は非常に高

いです。

一昨日でしたか、御紹介しましたが、貝塚市も

１，０００万円以上のでは設計に対して落札は８１．

２％になってますから、それに比べると泉南の設

計価格に対する落札額の９３．２８％、これはやっ

ぱり一般的統計数字としても高いことは明白なん

です。ですから、私はこういった問題の努力も必

要だというふうに思うんです。その点でまずどう

でしょうか。

○議長（嶋本五男君） 廣岡業務課長。

○水道部業務課長（廣岡 昭君） 林議員御質問の

りんくうタウンの関係でございますけれども、こ

れの収益的収支への影響といたしまして、単年度

で２，８９０万円程度と試算しております。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 工事の関係でござい

ますけれども、現在水道部におきましても本庁と

同じやり方で工事入札等につきまして進めており

ます。

確かに先生御指摘のように、貝塚市に比べれば

九十何％ということで高いということでございま

すけれども、一概にこの数字をもって悪いとかい

いとかいうようなことは言えないのではないかと

いうふうには思っておりますけれども、当然私ど

も少ない経費で同じ効果を得るということが一番

いいわけでございますから、これについては私ど

ももそれなりに考えていかなければならないとい

うふうには思っておりますけれども、現在私ども

は本庁と同じやり方でやっておるというところで

ございます。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと今の部長のお答



えは、これでよいとか悪いとか言えないとか言い

ながら、やっぱり貝塚のように落札率が低いとい

うのはいいことだというふうにも言ってました。

それで、部長、そしたら入札で敷札決めてやって

るんですか。やってるんですね。どうなんですか。

○議長（嶋本五男君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） お答え申し上げます。

敷札の件については、やってはおりません。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） そうすると、これは私の

議論でその率が非常に高過ぎるじゃないかと、水

道会計でもこうじゃないかということを言ってる

わけですよ。だから、そのことにやっぱり答えら

れる人が答えてくれないと議論が前へ進まないん

ですが、ちょっとその点、理事者、部長はやって

おらないとすると、この間の答弁では、市長は私

は委任した者にやらしてると、私はやっていない

というてはっきりそこで明言されたので、じゃそ

したらどなたが あと助役しかおらんわけです

が、敷札を決めたのは。そういうことですか。そ

ういうふうに理解していいんですか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 水道部におきましても、こ

ちらの市の事業と一緒に私が指名した者が敷札を

入れております。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） はっきりしてるのは、部

長がやっておらないものは、そしたらもう部長の

上は助役しかないし、その上は市長しかないし、

その市長と部長がやっておらないと言うんですか

ら、助役しかないんですよ。大体こういうことを

隠そうとするから、そこから問題が発生するんで

すよ。問題は、今は情報公開の世の中ですよ。は

っきりすればいいんです。その中で正々堂々とや

るべきものはやったらいいんですよ。そうじゃな

いですか。市長がそういうふうに変に隠し立てす

るから疑惑を生むんですよ、現実に。

もっと業者への対応も、やはり市民はこの厳し

い中でみんな税金を払ってるんですよ。いろんな

こと聞きますよ。しかし、一般的に大多数の市民

は、厳しい税金を払ってる。しかも、泉南では今

徴収率が悪いでしょう。市の調査でも、それから

－２１３－

岸和田以南の岬までの広域行政圏の調査でも、泉

南市に住み続けたいという人が一番少ないんです

よ、今率でも５０％ほどで。資料ありますよ。首

振るんやったら資料を出してやってもいいですよ。

市の調査でも出てますよ。

ですから、やっぱりそういうことはみんなが税

金も積極的に納めて、そして市長と一緒に、また

泉南市をよい市にしていこうという気持ちになる

ようにしていかなあかんわけです。そのためには、

みんな厳しい税金を納めてるんですから、市とし

ても税金の使い方ということについては、むだは

省かないかんし、不公正なことはいかんし、やっ

ぱりそこのとこの努力が必要なんです。だから、

私は入札問題をこうして取り上げてるんです。こ

れは最低制限価格から見ると、今言ったようにこ

れだけの金額だけで７，７００万も多いということ

は、やっぱりここでの努力が絶対必要だと思いま

すよ、非常に率が高いんですから。

そして、この設計金額というのは建設省が示し

たもので、全体として設計業者は大体皆一緒でし

ょう、基本的には。そんなに泉南市の設計単価を

べらぼうに高いものにしてるわけでもないし、低

いものにしてるわけでもないでしょう。もしかし

てるとしたら、そんな設計業者は皆改めないかん

ですよ、設計を出してる仕事そのものから。そう

いう議論に発展せざるを得ないですよ。

市長が首を振られると、私は嫌でも言わないか

んようになってくるんですよ。今度の問題でもあ

ったでしょう。公共下水道のことで、９－９と９

－１０で、そんなもんあり得ないようなことが起

こってるんです、市の入れた金額と一致するとい

う。まだここにもう１件あるんですよ。例えば１

０－５では、これはいわゆる抽せん型です。これ

は非常に厳しいということで、市長はせっかく落

札率が低いのにこれをやめてしまいましたけども、

これでもやっぱり９－９を取った同じ営業者がぴ

ったり一致した金額で、最低制限価格で落札して

ますよ。こんなことあり得ないんですよ、実際問

題として。特定の業者がそういう金額でいつも取

れるというようなことは絶対ないんですよ、率か

らいって。

私は、いろいろとこういうことができてると想



像しますよ、いろんなことをだれかて。これは本

来は市長に絶対権限があるんですね。市長が指名

してるから市長は安心してくださいと言いますが、

安心できない事態があるから言ってるんです。だ

れがこの市の入札制度を握ってるんかと、こうな

ってきますよ。だから、きちっとその点は、私は

今水道会計の入札問題でやってるんですから、こ

こで決算書が出てるんですから、言うて当たり前

でしょう。泉南市で一番たくさん金使ってるんで

すから。

だから、その点、この制度をできるだけ速やか

に、市長はきのう御安心くださいと言いましたけ

ども、ほんとに安心できるような内容に転換しな

いとだめだと思いますよ。そうじゃないですか。

こんなことあり得ないんやから。明確にそういう

ことができないような制度のあり方を、たとえ途

中であっても、例えば途中で、たしかつい６月の

定例会の前ぐらいから、下水とそれから水道とを

一緒にやるということを年度途中でも決めてるん

ですよ。だから、できたら私はそういうことも含

めて速やかに、特に使い勝手がええかどうかとか、

そういう一般論じゃなしに、これは市民の税金を

預かってるんですから、市長、そういう点では速

やかにやるべきことはやるというようにしなかっ

たら、いつまでも疑われますよ。どうですか。改

善する気持ちはありませんか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 入札にかかわっての最低制

限価格と予定価格の話も出ておりますが、あくま

でも予定価格が我々が予定している入札の１つの

ラインであると。最低制限価格というのは、これ

はノーマルな数字ではないわけですね。最低、要

するに例えばけた間違いとかそういうことがあっ

てはならんということで、いろんな経費を除いて

も採算が非常に厳しい、採算割れするラインとい

うのが最低制限価格ですから、そこを基準にする

んじゃなくて、やはり予定価格というのが１つの

基準になると。最低制限価格というのはノーマル

じゃなくて、どちらかといいますとアブノーマル

的な数字と、こういうことになるわけでございま

す。

泉南市もことし１月から予定価格と最低制限価

－２１４－

格の事前公表をいたしました。今９月に入ったと

こなんですが、半年経過したということでござい

ますが、最初から試行という形で１年間の試行を

するということを申し上げております。したがっ

て、ことしいっぱい、１２月までで１年になるわ

けでございますから、その間の統計をとって、そ

していろいろ問題点があるとすれば、速やかに改

善をしていくと、こういう考えでおります。

それから、数字の一致ということでございます

が、大体入札とかそういうものは何十何円まで一

般的には入れないわけで、大体ラウンドナンバー

で切りますので、これは数字の並びの問題でござ

いますから、当然一致するということもあり得る

わけでございまして、それが絶対ないということ

ではございません。ただ、頻度としては非常に少

ないというふうには思っております。

○議長（嶋本五男君） 林君。まとめてください。

○２２番（林 治君） １１年度は実は１件もな

いんですよ。全部調べました。そんなに起こり得

るものじゃないんですよ。でも、これ、いわゆる

行政の側から漏えいしてたら大変ですよ、実際問

題として。漏えいしてたら知った人が支配するこ

とできるんですよ。わかりますか。だから、一致

することがあり得るといったって、２つ同時に一

致するようなことはめったにないんですよ。そん

なこと言ってたら、世の中やっぱりだれもが信用

しなくなる。

それと、市長はアブノーマルだと言いますが、

貝塚ではほとんどの、これはいわゆる設計金額に

対する落札額の比率で８１．２％ですけども こ

れは１，０００万円から１億未満の工事です。これ

がその比率で入ってるんですよ。業者の方々はそ

れで仕事してるんです。喜んでやってるんですよ。

泉南市でも私はできないことはないと思います。

ただ、市長の側に市民の税金を大事に使おうと、

水道料金にはね返るようなことはやめとこうとい

うことで努力する気持ちがあるかどうか、それ１

つしかないと思うんですよ、私は。

私は、今市長が１年間試行だと言いましたが、

これはことし税金を納めてる人たちに対する市長

としての市民への誠意を持った行政姿勢を示すと

いう点では、私は年度途中の変更も含めて積極的



によい方法を、ほんとはもっと全体として研究し

ていただいてやらないかんと思うんですが、私の

方からの提案で申しわけないけれども、実際上そ

ういう事実関係というのは数字的に出てるわけで

すから、ぜひとも私は積極的に一日も早く、これ

から９月から入札がずうっと始まりますからね、

そうでしょう。一般的にこれからことしの入札が

ざあっと始まりますから、そういう点で抽せん型

がだめだというんなら、例えばせめてこういう形

でやっていくということで、抽せん型は金額が違

いますから、今は１，０００万から１億と。私は１

億までという限定してるんじゃないですよ。計算

上そういうふうにして数字を出したんで、そうい

う方向で私はやっていただきたい。

このことを希望すると同時に、最後に市長にそ

のことについてのもう一度 それからこれは泉

南の土木建設業組合からの申し入れもあるという

ことです。このことも含めて、業者間はこのこと

については相当厳しい目をしてますよ。ひとつよ

ろしくその点について市長の見解を最後にお聞き

したい。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 入札の透明性、それから公

正性を確保するという目的で、それまでは事後公

表でございましたが、ことし１月から事前公表い

たしたところでございます。

今のところ半年経過ということでございます。

まだ事例もちょっと少のうございますけれども、

１年間の試行という形でやっておりますので、１

年間というのは１月からやっておりますから、暦

年でことしの１２月までの統計をとって、そして

その実態によっては来年１月から、いわゆる年度

途中になるかもわかりませんが、さらに合理的な

案があれば、そちらの方に改善をするというふう

には考えたいというふうに思っております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 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） 議案９号の１９９９年度の

水道事業会計決算に賛成の立場から討論させてい

ただきますので、よろしくお願いします。

－２１５－

議論の中でも明らかになったと思いますが、安

全に対する姿勢が、言葉では最大限の表現をされ

ておるわけでありますけれども、石綿管の問題や、

また塩ビ管の環境ホルモンの問題に対してもっと

機敏に対応していただきたいと思います。

また、自己水の確保の努力についても、せっか

く自然豊かなこのような地形の中で、自己水の確

保については努力をしていただきたいわけであり

ますけれども、河川水の取水に対しても余りいい

形でなくやっておったようでありますけれども、

やはり正面突破できちっと堂々と話し合いをして、

自己水の確保をぜひしていただきたいと思います。

また、料金体系の問題でありますけれども、大

口ほど一般家庭よりも安いということが答弁され

たわけでありますけれども、やはりこれは水を節

減していくというところからいえば、水が多く使

われないという、そういう料金の部分でもそのよ

うな対応がぜひ必要だと思いますが、そのような

見直しも十分なされておりません。

また、漏水に対する分析も全くないと言ってい

いかと思います。例に出しましたけれども、火事

などで使ういわゆる消火栓の水などは、やはり独

立した会計からいえば、きちっとこの分における

料金の取れない水の範囲、また漏水によって漏れ

ているというものをきちっと分析した中で漏水対

策をしなければ、きちっとした対応ができないと

思うわけであります。

また、料金の値上げ問題が言われておりますけ

れども、やはりこういうようなことをきちっと努

力した上で、生活に必要な水道水については、余

り値段が上がらない方法を努力していただきたい

と思います。

そういう意見を付して賛成の討論をさせていた

だきます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 先ほどの質疑でも明らか

になりましたように、今回の１億２，９００万を超

す赤字、この主たる原因が府営水の依存にある、

こういうことが明らかになってまいりました。

さすれば、当然長年懸案の事項であります自己

水の確保、このことに努めると同時に、泉南市で

は問題であります有収率の問題、厚生省の指導基



準が９５％、府下平均も９３．７％という数字であ

ります。平成１０年度でいえば府下平均に上げる

のに７．５３％、平成１１年でいえば４．８２％と、

平均５％上げることによって１億円の新たな収入

源が確保されるわけであります。そういうことで、

有収率を引き上げる、そのことにどういう手を打

ったらいいのか、このことには極力努力をいただ

きたい。５年前のあの値上げのときにも厳しく提

起をしたところであります。

それから、もう１つ、りんくうへの布設、約１

０億の投資をしているわけであります。この投資

額はもちろん府の企業局会計から入ってきたわけ

でありますが、しかし１年ごとの２，８９０万円の

減価償却費、これは水道料金に大きくはね返って

まいります。水が使われ、給水料金が確保されれ

ばまだしも、ほとんどと言っていいほど給水料金

にはせっかくの投資がはね返ってこない。そのこ

とがいたずらに２，８９０万の減価償却費をふやし

ている。これは当然収益的収支、すなわち水道料

金を収入源とするこの会計に大きな影響を及ぼし

てまいります。この点でも大阪府にりんくうへの

企業、水道料金を確保するための要請を強くする

べきであります。努力することは多々あります。

そういう点を抜きにして放置する、こういうこと

は許されない点であります。

１０月には府営水の料金改定が行われる。そう

いうときだからこそ、強く大阪府に物を言い、要

請をすべきことは要請をし、泉南市の水道料金を

極力抑える努力をしていただきたい、こういうこ

とを付してお願いもし、賛成といたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより議案第９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり認定

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第９号は、原案のとおり認定することに

決しました。

次に、日程第９、議員提出議案第１０号 泉南

市議会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。

－２１６－

本件に関し、提出者を代表し、重里 勉君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。重里 勉

君。

○１６番（重里 勉君） ただいま議題となりまし

た議員提出議案第１０号、泉南市議会委員会条例

の一部を改正する条例の制定について、提出議員

を代表して提案理由並びに改正の内容について説

明を申し上げます。

今回の改正につきましては、去る平成１０年第

４回泉南市議会定例会におきまして、本年１０月

に執行されます一般選挙より議員定数を現行２６

名から３名減員し２３名とする旨、泉南市議会議

員定数条例の改正を行ったことに伴い、この議員

定数の改定により、この際常任委員会の名称、委

員定数及びその所管事項等について検討の結果、

第２条、常任委員会の名称、委員定数及びその所

管について、現行４常任委員会を総務文教常任委

員会８名、厚生消防常任委員会８名、並びに産業

建設常任委員会７名の３常任委員会とし、所管事

項につきましても、おのおのお示しいたしており

ますように改正いたしたく、御提案申し上げる次

第でございます。

なお、附則といたしましては、本条例につきま

しては、本年１０月の一般選挙後の新しい議会構

成による任期が始まります平成１２年１０月２８

日より施行しようとするものでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由の

説明にかえさせていただきます。議員各位におか

れましては、よろしく御賛同のほどお願い申し上

げます。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

成田君。

○１４番（成田政彦君） 意見を付して賛成したい

と思います。

提案理由に示されましたように、常任委員会が

４つから３つに減るのは、定数削減が基本的な原

因であります。我が党は、定数削減がされたなら

ば議員の審議権が奪われるものとして、定数削減

を厳しく批判し、反対しました。結果的には、常



任委員会が４から３となり、議員としての市政に

対するチェックが非常に狭められる、そういう結

果になりました。今後、定数削減することによっ

て議員の審議権を奪うことはするべきものではあ

りません。私はそのことの意見を付して賛成した

いと思います。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより議員提出議案第１０号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第１０号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第１０、議員提出議案第１１号 道

路財源の確保に関する意見書についてを議題とい

たします。

本件に関し、提出者を代表し、真砂 満君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。真砂 満

君。

○１２番（真砂 満君） 議員提出議案第１１号、

道路財源の確保に関する意見書について、案文の

朗読をもって提案にかえさせていただきます。

道路財源の確保に関する意見書（案）

道路は、安全で安心な生活の実現を図るととも

に、活力ある経済・社会活動を支える最も基本的

な社会基盤であり、都市圏・地方圏を問わず、そ

の整備に強い期待が寄せられている。

また、高齢化、少子化が進展している中、２１

世紀の社会基盤を計画的に充実させるためにも、

道路整備は一層重要になっている。

本市においても、２１世紀を間近にひかえ、将

来像である「水・緑・夢あふれる生活創造都市・

泉南」を目指し、都市の骨格としての道路網の整

備を促進するとともに、通過交通や地域内交通な

ど性格に応じた適切な分離と体系的な道路整備を

図る途上にある。

そのため、これらの施設を支援し、その機能を

充分に発揮するための道路整備はもとより、本市

域を通過する国道２６号の充実整備や、防災、環

－２１７－

境、快適性、障害者、高齢者等が自由に移動でき

るバリアフリーに配慮した道路整備促進が急務と

なっている。

よって、政府はこれらの道路整備の重要性を深

く認識され、次の措置を講じられるよう強く要望

する。

記

１、新道路整備五箇年計画に基づき、着実かつ計

画的に道路整備を推進していくため、引き続き

道路特定財源制度を堅持するとともに、特定財

源による道路整備の推進に支障を来すおそれの

ある制度を導入しないこと。

２、平成１３年度予算においては、新道路整備五

箇年計画の完成達成のため、一般財源を大幅に

投入し、道路整備費を拡大すること。

３、震災対策、防災対策、良好な沿道環境づくり、

交通安全対策等安全で快適な道路環境づくりを

一層推進すること。

４、地方公共団体の道路整備財源の充実強化を図

ること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年９月７日

泉南市議会

以上でございます。議員各位におかれましては、

どうかよろしく御賛同のほどお願いします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１１号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、これを可とするこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕



○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第１１号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第１１、議員提出議案第１２号 消

費税率の引き上げ反対に関する意見書についてを

議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して、松本雪美君か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪

美君。

○６番（松本雪美君） 議員提出議案第１２号、消

費税率の引き上げ反対に関する意見書について、

案文を朗読して提案といたします。

消費税率の引き上げ反対に関する意見書（案）

過去最悪の失業率、激増する倒産、高まる経済

不安、そして空前の財政危機で、国も自治体も国

民のくらしも、そして日本の経済そのものが依然

として不安な状況になっている。

これまでも消費税が国民の消費を冷え込ませ、

不況を一層深刻にしてきたことは、国民共通の実

感であり、政府自身も公式に認めてきたところで

ある。

消費税はもともと所得の低い人ほど重い税金で

あり、多くの国民、商工業者を苦しめ、くらしと

営業を破壊することにつながるものである。

政府の税制調査会は、去る７月１４日、消費税

の引き上げを中心とする庶民と中小商工業者への

増税路線を盛り込んだ「中期答申」を政府に提出

したが、弱者への増税一辺倒の「答申」では、景

気回復どころか、一層不安な事態を引き起こすこ

とは明らかである。特に本市においては、大不況

の波をうけ繊維など地場産業は倒産・廃業を余儀

なくされている。こうしたもとで、とりわけ泉南

地域の有効求人倍率は全国平均の２分の１と極度

に低く営業と雇用は深刻な状況である。今でも市

民生活は不安な状況下であるにもかかわらず、さ

らに、これ以上の高負担は耐えられない。

景気回復と財政危機の克服には消費税の増税で

はなく、公共事業の無駄を省くことをはじめ、税

金の使い方を抜本的に見直すことこそ必要である。

よって消費税の引き上げをしないよう強く政府

に求めるものである。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

－２１８－

意見書を提出する。

平成１２年９月７日

泉南市議会

以上です。御賛同よろしくお願いします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１２号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、これを可とするこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立少数であります。よっ

て議員提出議案第１２号は、否決されました。

次に、日程第１２、議員提出議案第１３号 激

増する輸入野菜に対する緊急輸入制限措置（セー

フガード）の発動を求める意見書についてを議題

といたします。

本件に関し、提出者を代表し、大森和夫君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森和夫

君。

○５番（大森和夫君） 議員提出議案第１３号を案

文の朗読を行い、提案にかえます。

激増する輸入野菜に対する緊急輸入制限措置

（セーフガード）の発動を求める意見書（案）

ＷＴＯ協定の実施から６年、政府による農産物

流通の規制緩和と輸入自由化政策の推進で、いま、

生鮮野菜をはじめ農産物の輸入が急増している。

協定受け入れ前の１９９３年と比べても、大阪の

特産であるタマネギの輸入が３．６倍、キャベツが

４．２倍、ナスが１０３．６倍など、生鮮野菜の輸入

が４１万トンから９１万９千トンと２倍以上に急

増し、今年もさらに増加している。しかもこれら

の輸入野菜は、みな国内産の半値以下で入荷し、



その結果、国内価格の暴落を引き起こし、生産農

家はこのままでは「運賃にも箱代にもならない、

畑で鋤きこんだ方がましだ」と悲痛な声をあげて

おり、生産の縮小・離農を余儀なくされている。

ＷＴＯ協定では、「セーフガードに関する協定」

で、特定産品の輸入の増加が「国内生産に重大な

損害を与え又は与える恐れが政府の調査で明らか

になった場合」は、「特定の産品の輸入に対する

緊急措置」をとることができると規定している。

政府が、自国の農産物の生産を守るために必要

だと判断し、セーフガードを発動すれば、輸入数

量を制限し、四年間継続できる。ＷＴＯ協定後で

も、アメリカ、チリ、韓国、チェコ、ラトビア、

スロバキアなどは、たびたびセーフガードを発動

しているが、わが国では一度も発動されていない。

いま、輸入農産物が激増するなかで消費者・国

民も食料の安全に不安を強めている。圧倒的多数

の大阪府民も、大阪特産の生鮮食料品がほしい、

府内の農地を残してほしいと願っており、大阪の

農業は都市住民の身近に生鮮野菜を供給する基地

として、また自然とふれあう都市住民の憩いの場

として貴重な役割をになっている。新農基法でも

明記された、「都市住民のニーズに応える都市農

業の振興」の趣旨からいっても、現在の輸入野菜

急増の影響は看過できないものがある。

よって政府は直ちに、必要な手立てを尽くし、

激増する輸入野菜の緊急輸入制限措置（セーフガ

ード）を発動し、国内農業と野菜生産を守り、農

業のある街づくりが前進できるよう強く要請する。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により、

意見書を提出する。

平成１２年９月７日

泉南市議会

議員各位におかれましては、賛同していただく

ようお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１３号を採決いたしま

す。

－２１９－

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、これを可とするこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第１３号は、原案のとおり可とす

ることに決しました。

次に、日程第１３、議員提出議案第１４号 定

率制の導入など新たな負担増をもたらす医療制度

「改正」に反対する意見書についてを議題といた

します。

本件に関し、提出者を代表し、和気 豊君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気 豊

君。

○１３番（和気 豊君） 定率制の導入など新たな

負担増をもたらす医療制度「改正」に反対する意

見書、案文を朗読し、提案にかえさせていただき

ます。

定率制の導入など新たな負担増をもたらす

医療制度「改正」に反対する意見書（案）

患者に新たな負担増を強いる医療制度「改正」

案が秋の臨時国会に再提出されることがほぼ確実

になってきた。

「改正」の一つは、７０歳以上の患者負担増で

ある。外来・入院とも現行の定額負担から一割定

率負担を中心に据えることによって窓口負担は平

均で１．５倍になる。また、診療所外来の負担より

２００床以上のいわゆる大病院の外来の負担が６

割前後引き上げられることも明らかになっている。

泉南市ではこの制度「改正」により、約５５０

０人の高齢者が影響を受けることになる。同時に、

去る８月１日から大阪府の老人医療費一部負担の

助成を打ち切られた約８００人の高齢者にとって

は二重の負担増となる。

これらの制度改悪が、受診抑制を加速させるば

かりか低所得者の高齢者を大病院から排除し、老

人への医療差別をさらに拡大させることは必至で



ある。

患者負担増の根源は、国庫負担分の削減にある。

医療費の国庫負担率は８０年の３０．４％から、９

７年の２４．４％へこの１７年間に６％も減らされ

ている。

医療費への国庫負担率を計画的に増やすには公

共事業のムダや浪費をやめ、大幅に削減すること

は言うまでもない。

よって本市議会は、政府・厚生省に対し、下記

の３点を強く要望するものである。

記

１、医療制度「改正」案の提出を取りやめること。

２、医療費への国庫負担率を計画的に増やすこと。

３、高すぎる薬価や医療機器の価格構造にメスを

入れ医療費の引き下げをはかること。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により

意見書を提出する。

平成１２年９月７日

泉南市議会

以上であります。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 質疑等なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１４号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、これを可決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立少数であります。よっ

て議員提出議案第１４号は、否決されました。

次に、日程第１４、議員提出議案第１５号 同

和行政終結宣言についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表し、林 治君から提

案理由並びに趣旨の説明を求めます。林 治君。

－２２０－

○２２番（林 治君） 議員提出議案第１５号、

同和行政終結宣言につきまして、案文を朗読して

提案にかえさせていただきます。

同和行政終結宣言（案）

部落差別は、封建的身分差別の残りものであり、

部落問題の解決とは旧身分のいかんを問わず、す

べての人間の平等・同権を確立し、部落内外の住

民が社会生活においてわだかまりなく人間として

連帯を広げ、差別を受け入れない圧倒的な社会的

世論をきずくことである。

１９９７年の３月末で国の「地対財特法」が終

了し、同和事業の終結はいまや全国的な流れとな

っている。

本市における同和行政は国の「同和対策特別措

置法」に先がけて進められ、すでに３５年におよ

ぶ同和対策事業によって、一般地域との格差が大

きく解消し社会的交流も進展している。

しかし、不公正な同和事業やゆがんだ同和教育

・啓発は新たな差別をつくり出すものとなり、部

落問題の解決を阻む要因となっている。

今必要なことは、「同和地区」指定という行政

上の垣根をとりはらい、市民の自由な社会的交流

と連帯を促進することによって、真の部落問題解

決への明るい展望を切り開くことである。

よって、本市議会はここに同和行政を終結する

ことを宣言する。

平成１２年９月７日

泉南市議会

以上です。どうかよろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 何度とこの同和行政終結宣

言案というのが出て、否決されても性懲りもなく

何度も出してくるこの意図とは一体何なんでしょ

うか。特に差別という問題に対して、考え方なり

いろいろ違いはわかると思いますが、こういう議

論の中で実際にやっぱり一人一人の人々が差別の

中、現実社会の中にあるわけですから、そういう

中でこういう議論を政治的な争いの材料にしては

絶対私はならないと思うんですね。

政治家というのは権力的な存在ですから、相手

の違う意見を徹底的に批判したりするのはそれは



わかりますけども、その問題がやはりこういう差

別問題 提案者の林さんも恐らく否定はしない

と思うんですが、私たちが今生きているこの社会

が決して平等な差別のない社会であるなんてこと

は言い切れないだろうと思いますね、いろんな問

題で。

やっぱり差別問題というのは個々に独立してあ

るというんではなしに、ほんとに連関をしながら、

つながりながら１つの差別構造の中で、具体的に

は一人一人の人々がそのことで苦しみ、悩み、し

かし声を上げてもなかなか解決しない中で、その

差別状況の中でそれを受け入れて生きておるのが

現実だろうと思います。

そういう中で、歴史的にいっても、こういう人

たちが１人ではなかなか解決がつかない状態の中

で、団結をして立ち上がって、今日の一定、公の

場でも部落差別問題が議論される状態になったこ

と自身は、私はそういう人たちの努力を抜きにし

てはあり得なかっただろうと思いますね。

そして、いまだに行政の行う同和施策というの

は十分であるはずはないわけですから、この同和

地域指定を外せという問題にしても、行政が勝手

にここは被差別部落ですよなんて規定はできない

わけですから、現実の差別社会の中にある人が名

乗って初めてできるわけですから、なかなかしん

どい指定作業だと思います。国会での議論の中で

も、約１，０００の部落がまだそういう同和施策を

全く受けられずにあるという、そういう現実があ

ります。

そういう中で、微妙な差別の問題を一方的に議

会が、しかも共産党さんは選挙のときでも一番争

点に出す課題ですから、私はこれは政治的な１つ

の行動だと言わざるを得ないと思うんですが、そ

してさっきも言ったように何回も否決されても出

してくるというあり方に、本当にそういう差別の

中に苦しんでる人たちの立場をどこまで思い、本

当に差別をなくそうとしておるのか。共産党の勢

力が伸びることを第一としておるのではないかと

いう、私はそういう思いを持っておるのですが、

そういう点で林さんのその件に対しての考えをい

ただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 本日の会議時間は、議事の

－２２１－

都合によりあらかじめこれを延長いたします。

林君。

○２２番（林 治君） 今、小山議員から、御質

問だと思ってお聞きしてたんですが、議会という

ところで、毎回の議会はそれぞれ独立して議会が

開かれるわけですから、そこで議員が提案権に基

づいて提案することを、性懲りもなくとかそうい

うことを言うのは、全く失礼な発言ですよ。私は

そういう発言こそ取り消すことを要求します。

それから、どの政党政派でもそれぞれがいろん

な意見を述べて、それで議論することは当たり前

の話なんですから、それをここで提案することを

共産党の勢力を伸ばすためにやってるとか、そう

いう問題にすりかえて批判をするというのは、そ

れ自身はそれこそ卑怯な論理だというふうに思い

ます。

私は、同和行政は、実際上の生活的、実態的な

存在するその差別・格差をなくすこと、そういう

立場から、これは国自身も全国的にはこれまで大

変な予算も使って、その実態について大きく是正

されてる。特にこれは御存じのように政府の審議

会でもそのことが議論されて、そういう答申も出

されてるわけです。

それで、この大阪府下でもこれまで２兆円から

の予算が使われた。この泉南でもこれまで２００

億円からの予算も使われた。例えば実際上、住宅

の問題になりますが、泉南市での実態でもそうで

しょう。私はこれ以上の同和行政が全体の中での

地域的な逆格差をつくり出すものになるという点

からも、こういった実態を早くやめるべきだと。

特に同和地区と一般地区というふうに分けて、特

別な施策をする、そういうあり方自身が、そのこ

とによって地区の人たちを同和地区の人というこ

とで差別につながるそういう実態をつくり出すこ

とになるわけですから、私はそれは早く是正され

るべきだと。既に十分泉南でもそのことはやられ

ているというように思います。

それから、いわゆる差別がある限りというふう

によく言われるわけですが、これは差別をする、

そういうこと自身が恥ずかしい、そういう世の中

をつくっていくということで、だれかがそういう

ことを言えばいつまでも残るというようなことは、



これは許されないと思うんです。同和行政をやら

なければならないということは許されないという

ふうに思います。

いろいろ御意見を言われたんで、余り質問とい

うのはなかったというふうに思います。私もそう

いう点だけ言うときます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。小山君、できるだ

け議案に沿って質問してください。

○２番（小山広明君） 基本的には、私の基本の考

え方を初めに申し上げまして、それでは質問を具

体的にしてまいりたいと思うんですが、「同和地

区指定という行政上の垣根をとりはらい」という

表現があるんですが、一体同和地域指定というの

は、私ちょっと触れましたけども、どういう経過

で同和地域を指定したのか。

それから、共産党も全国的組織ですから、まだ

全国に１，０００近いそういう同和地域指定をして

ない部落があって、そこには具体的な国の施策が

全くしようがないわけですね。そういうところが

あるものは、一体なぜそういう状態にあるのかと

いうことを同和地域指定に絡めてひとつお答えを

いただきたいと思います。

それから、この文言の中に「わだかまりなく人

間として」という、これはだれに対して言ってお

るのかですね。これは差別問題ですから被差別部

落、被差別状態にある人々とそういう状態にない

人たちがおるわけなんですが、どこに向かってこ

の「わだかまりなく」という言葉をかけていらっ

しゃるのかですね。私は、わだかまりは両方がわ

だかまっとるというんじゃなしに、やはり被差別

部落に対してわだかまりを持っている人たちがお

る、これが大きな差別問題ですから、だれに向か

ってわだかまりのない人間というように言ってお

るのか。

その２つの点についてお答えいただきたいと思

います。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） 同和地区指定はどういう

ふうにしてやられたかというのは、これはたしか

国の方で同和対策審議会の答申が出されて、あと

同和事業特別措置法ですね、これが具体化される

段階でそのことの区域指定というんですか、そう

－２２２－

いうことを、いわゆる個人給付等をしていく上で

そういう措置がされたというふうに思います。

それで、今はその同和対策特別措置法も、先ほ

ど言いました９７年の３月末をもって基本的に終

了してるわけですから、それで後はそれぞれの地

方自治体の１つの権限に属する問題もありますか

ら、そこでの議論にゆだねられてるわけです。

それから、全国のはどうするかというのは、そ

ういう問題で議論というのをすればいいんかわか

りませんが、ここは泉南の市議会ですから、他市

町の問題をどうするこうするというふうに、他市

町のことは参考にしたとしても、他市町の問題ま

であれこれ言ってするというのは、ちょっと議論

を無限に広げるようなことをしては実質的な議論

にならんと思うんですよ。私はその点はちょっと

むしろ全体としての話として……。

そういう意味では、わだかまりなくというのは、

今小山議員の方からは、むしろいわゆる同和地区

外のというふうに言われましたけども、私はその

考え自身がわだかまりを持ってるんじゃないかな

と逆に思うんですよ。同和地区というふうに指定

するから、それは同和地区の方も、それから同和

地区でない、同和地区というと一般地区という言

葉が出てくるので、何でそういうことで人を地区

内外に分けるかという問題なんです。そういうこ

とをなくして、わだかまりなくお互いに同じ泉南

の市民として、いえば例えば今あそこにできてる

住宅にも、住宅に困った人がすぐ入れるようにす

る。

例えば、最近でも樽井で火事があったんですよ。

火事があって、おばあさんお一人で住まわれてた

のが、実際上焼け出された。行くところがないで

す。私、行政の方にも要請しましたけども、住宅

がないと言うんです。ところが、きょうも１１戸

あるという話があったでしょう。あれは同和地区

の住宅でしょう。そんなことを言わずに、泉南で

被災された人たちを優先して入れることを考えれ

ばいいと思うんですよ。その余裕があるんですよ。

同和地区にしかないんですよ。それは言いかけた

らいっぱいありますよ。プールの問題にしろ何に

しろそうですよ。だからそういうことをなくして

……（小山広明君「質問に真っ正面に答えてな



い」と呼ぶ）いやいや、真っ正面に答えてるんで

すよ。質問に真っ正面に答えてるんですよ。そう

いうことをなくすのが、わだかまりなく市民みん

なが泉南で住んでよかったというまちになるよう

に僕はやるべきだというふうに思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） だから、わだかまりなくと

いうのはだれに対してかと言ったんですが、私は

やはり被差別部落の人たちにいつまでも部落差別

があるとか、ここは同和地域だと言っておらずに、

そういうことにわだかまりを持たずに、みずから

がそういう地域指定を外せと、そういうように言

って、別に被差別部落の人でない人にわだかまり

を持つなということはどういうことか、要するに

部落に対する差別を持つな、そういう実態もない

んだし、それは偏見だという、差別心を持ったり

そういう偏見を持っとる人に対してわだかまりを

持つなと言っとるようには聞こえないんで、やっ

ぱり頑張って差別社会の中で差別を解消していこ

うとすれば、差別を受けとる側が頑張る以外に実

際の具体的な解決方法はないんですよね。確かに

差別する側にも問題ありますよ。しかし、それは

痛みとはなってない、なかなかね。

そういう点で、私はわだかまりを持つなとか、

垣根を取り払えというのは、だれがだれに向かっ

て言っておるのかといえば、私は林さんの考えは、

要するに被差別部落の人たちに向かってそういう

垣根を取れと、垣根なりそういう地域を指定して

おるから差別があるんだというように私は聞こえ

るんで、そういうことに対して明確に答弁してほ

しかったですけども、答弁がなかったと。

それから、同和地域というそういうことがある

から差別につながるんだというのであれば、現在

あなた方が評価しておる国の施策、国が２兆円で

すか、それから泉南市が２００億円やってきたと

いうのは……（和気 豊君「大阪府が２兆円」と

呼ぶ）大阪での２兆円ね。そんなことに声を荒ら

げんでもいいでしょう。（和気 豊君「声は荒ら

げてない。聞こえるように言うてる」と呼ぶ）

そういうことで、そういう同和地域指定がなけ

れば、今も言うように、１，０００の被差別部落が
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あっても、まだ同和施策ができない、それは指定

してないからできないんですね、法律の関係で。

そういう指定することによって、泉南市は特別な

国の財政支援を受けて同和施策をやって、あなた

も評価しとるような一定の事業が進んだわけでし

ょう。それはやはりそういう被差別部落の人たち

が、今よりももっとひどい差別状態の中で、ここ

は被差別部落だ、あそこは被差別部落だよと外か

ら指を差されるんじゃなしに、みずからもそれを

名乗ることによって、そして国の事業が受けれた

んじゃないですか。

それは、あなたの言う地域を指定するからだと。

指定しなかったらそういう事業をしなかったんで

しょう。また、する方法がありますか。勝手にこ

こは被差別部落だと、だから同和事業をするんだ

ということができないでしょう。

だから、私は同和地域というものがどういう形

で指定されたのかというのは、あなたは真正面か

ら答えなかったね、国がどうのとか事業があるか

らと。しかし、それを実際にやろうとすれば、そ

この人たちがよりその現実の現場では、実際の状

況では差別を受けるでしょう、そら。知らない人

もおるわけで、知らなかったら差別しようがない

わけですからね。しかし、ここは明確に被差別部

落だということを公言することにより、知らない

人まで、あああそこは部落なんだ、こっちは違う

んだと、そういう偏見的なことをるるしとったわ

けでしょう。そういう中で名乗りを上げる形で行

政がそのことに国民的課題として取り組んできた

わけでしょう。

しかし、今の行政でも、議論をしててもなかな

か部落問題が真っ正面から本当に……

○議長（嶋本五男君） 小山君にちょっと申し上げ

ます。質疑ですか、それとも意見ですか。

○２番（小山広明君） 質疑じゃないですか。聞い

とったらわかるでしょうが。

○議長（嶋本五男君） それなら反対討論でやって

いただけますか。質疑をやってるんで。

○２番（小山広明君） 質疑をやっとるんで、意見

だったら反対討論と言われても……。私が２つの

質問をしたのに明確に答えてないから、そのこと

を私は言ってるわけですよ。



○議長（嶋本五男君） その部分を指摘して、答え

てもらうのなら答えてもらうようにしてください。

○２番（小山広明君） だから、議長も聞いておら

れたら、私は２つの問題に絞って、どういう形で

同和地域指定がされたのか。これを外せというん

ですからね。そしたら、つくってきた過程がやっ

ぱり理解されてなかったら外すことはできないわ

けでしょう。

それから、わだかまりについても、私はやっぱ

り差別を受けるわけですから、強い意思的な抵抗

心を持ちますよ、だれでもね。それに対して、そ

ういう差別を受けたことのない者がわだかまりを

持つなって上から何ぼ言うたって、そういう差別

の実態がある限り、わだかまりを持たんでいいよ

うな状況をつくることが先であって、同和地域と

いうのがあるからわだかまりだと、垣根だと。垣

根は実は被差別部落の人がつくった垣根じゃなし

に、被差別部落でない人たちがつくった線でしょ

う。それは見えない線だったんでしょう。見えな

い線だけども、それはみんなが知っとるんじゃな

いですか。言われれば、あ、あそこは被差別部落

だということが教えられるんじゃないですか。そ

ういう形で被差別部落があるんですから、そうい

うことに立ってちゃんと答弁していただきたいと

思いますね。

○議長（嶋本五男君） 質疑ですか。違うんですか。

どういうことを……。

○２番（小山広明君） だから言ったでしょう。同

和地域をなくせという提案をしとるんですね。じ

ゃ、どういう形で同和地域ができてきたのか。私

は私なりのつくってきた過程を言いました。そう

いう答弁をしてないですからね。

それから、わだかまりについても、一体だれに

向かってわだかまりを持つなと言っとるのかとい

うことを、私も私なりのわだかまりを持つなとい

う意識構造を言いましたから、そのことについて

御答弁いただきたい。

○議長（嶋本五男君） 林君。

○２２番（林 治君） 御答弁します。

最初の質問では、同和地区指定がどういう経過

をもってやられたかと言われたんですよ。それは

私がやったんではありませんし、これは行政上、
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同和行政をやるために、同和行政を進めるために、

それは国の法律、先ほど言いましたそういうもの

ができて、そういう経過の中でこういうものがつ

くられてきたと言うたんですよ。

だから、あなたは自分で正確に質問せずに、私

の答弁が自分の考えてることに一致しないからっ

て、そういう反論をされると、それはちょっと受

けられませんよ。

それと、わだかまりの問題は、それはここにも

ありますように、「部落内外の住民が社会生活に

おいてわだかまりなく」というふうに言ってるん

です。私はあなたのお話を聞いてると、地区外の

人がいわゆる全部差別者だという立場から、地区

外の人が地区の人にわだかまりを持ってるという

ふうに言っておられるように聞こえたんです、先

ほどのあなたの御意見はね。

私はそうではなしに、いわゆる部落排外主義と

いって、すべてが差別者だという立場には私は立

っておりませんので、私自身も議員になって、そ

のときから差別をなくすためにともに地域の人た

ちと一緒に住宅の要求組合をつくって、今の宮本、

前畑の住宅建設運動に取り組んできたんですよ。

決してそういう気持ちはありませんから、そのこ

ともあわせて言っておきます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） ２回私が同じ質問をして、

私にとっては納得のできない回答になりました。

いわゆる内外という表現で言われたんですが、や

はりわだかまりを持つなと。それは男と女の問題

でも、障害者と障害を持たない人の問題でもあり

ますけども、わだかまりを持つなと。それは障害

者になってみないとわからない問題もありますよ。

だけど、やっぱりそういう社会の中で生きにくい

人たちが不満を持ち、要求を持つときに、そうい

うことに不自由をしてない人がわだかまりを持つ

なと言ったって、それは通じない言葉ですからね、

私はやはり被差別部落の人たちにわだかまりを持

つなと言っとるようにしか聞こえないし、それで

はこの部落問題というのはなかなかやはり理解が

進まないと、私はそう思います。

それから、なぜ地域ができたのかと、法律に基

づいてつくったといっても、被差別部落の人たち



自身がその場所をみずから指定する名乗りを上げ

ないとできないんですよ。そういう経過があるに

もかかわらず、そういう人たちの民主主義、そう

いう人たちの議論抜きに、議会がここでここはも

う同和地域でないんだ、そのことはそういう経過

からいったら言えないでしょうと。

やはり民主主義ですから、６万４，０００の人た

ちが、対象者が例えば４，０００人おるとすれば、

その４，０００人の人たちの中での民主主義を無視

して、そこのいろんな行為を決定したり変更する

ことは私はできないと、そういうことでやっぱり

地域指定をどういう形で行ってきたかということ

を林さんにお尋ねしたかったんですが、２回も答

弁していただいて同じ答弁ですから、私はそうい

う考えだということを理解して、また討論の中で

言わしていただきたいと思います。

○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。

小山君。

○２番（小山広明君） 同和行政終結宣言について

の提案が、林さんを提案者として出されておりま

すけれども、この議論はずっと何回となく出され、

しかもこの議会での同意が得られずに来ておるわ

けでありますけれども、私は共産党さんの選挙の

やり方１つ見ても、この同和問題ということを中

心政策に掲げて戦っている、至って私は政治的な

１つの立場であると言わざるを得ないと思います。

そういう中で、私はこの同和地域指定をなくす

という、また同和行政をやめろということを同和

地域の人たちの民主主義、多くの意思を無視して

この議会で決定をするということはできないだろ

うと思いますし、日本共産党さんが民主主義を大

事にし、その対象者の意思の合意をやはり大事に

してやるならば、そういうかかわり方ではなしに、

本当にあなた方が今の同和地域や、またそういう

運動をしているところが運動論として不満であれ

ば、そういう中に分け入って、そういう人たちに

今のやり方では差別はなくならないんだというこ

とを本当の理解、合意、それこそわだかまりなく

中に入って、やはり意識合意をしていっていただ

きたいと思います。
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こういう政治の、議会という権力のほんとにぶ

つかり合う中で、しかも選挙というような中でこ

ういう問題を中心に挙げるべき私は問題でないと。

こういう差別問題というのは微妙な人々のひだに

触れるような、そういう問題を踏まえるときに、

結果的にやはり弱い立場にある、相対的にほんと

に弱い立場にあるそういう人たちの勇気ある、立

ち上がった中での同和行政をもっと評価をして、

私は差別がなくなれば、こういうものがたとえあ

ったとして別に邪魔になるわけじゃないわけです

から、そういうことでまずそういう形や名前だけ

なくせば差別がないんだというようなことになら

ないように、議員各位の賛同をお願いし、この林

さんの提案した宣言には反対していただくことを

よろしくお願いをいたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより議員提出議案第１５号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立少数であります。よっ

て議員提出議案第１５号は、否決されました。

ただいま可決されました意見書等につきまして

は、議会の名において各関係機関に送付いたしま

すが、その送付先につきましては議長に御一任願

いたいと思います。

以上をもって本日の日程は全部終了し、今期定

例会に付議された事件はすべて議了いたしました。

連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まこ

とにありがとうございました。

これをもちまして平成１２年第３回泉南市議会

定例会を閉会いたします。

なお、本定例会は任期最後の議会でありますの

で、一言ごあいさつ申し上げたいと思います。

去る９月４日から本日まで、議員各位におかれ

ましては残暑厳しい折、また時節柄何かと御多忙

中にもかかわらず、熱心なる御審議を賜り、議長

として厚く御礼申し上げます。また、議会を通じ

て議事進行に各位の協力を得ましたことを重ねて

お礼申し上げます。理事者各位におかれましても、



本年度予算を初めとし、成立を見た各議案につき

ましては、これが執行に当たっては適切なる運用

をもって進められ、市政の発展のために一層の努

力をいたされんことを切にお願い申し上げる次第

であります。

さて、議場において皆様方とお顔を会わせるこ

とも本日をもって最後になるものと思いますが、

過去４年間泉南市議会の運営が円満に今日まで参

りましたことを皆さんとともに喜びたいと存じま

す。

来る１０月２７日をもって任期が満了するので

ありますが、もしこの機会をもって市議選に再出

馬されない議員におかれましては、今後ますます

健康に留意されまして、泉南市発展のため御指導、

御協力を賜らんことを切にお願い申し上げる次第

であります。

また、今回の市議選に際し、再出馬を予定され

ておられます各位におかれましては、来る１０月

２２日の選挙において当選の栄誉を得られ、この

議場で再び顔を会わせられますよう格段の御努力、

御奮闘をお祈り申し上げます。

今回、私も１０月２７日任期満了をもって、高

齢をもって後進に道を譲り引退したいと思います。

６期２４年間、約四半世紀にわたり私の人生の３

分の１をこの泉南市議会に籍を置き、理事者の皆

さん並びに同僚議員の皆さんには失礼なことも多

々あったかと思いますが、皆さんの御理解と厚情

によりまして大過なく今日まで過ごせましたこと

を心よりお礼申し上げます。今後なお一市民とし

て市政を見守り、協力できることがありましたら

協力してまいりたいと思います。

今後は、理事者並びに議員各位におかれまして

は、健康に十分留意され、泉南市発展のため御活

躍されんことをお祈り申し上げ、甚だ簡単粗辞で

はございますが、私のお礼の言葉とあいさつとい

たします。

本当に本日はありがとうございました。

午後５時３分 閉会

（了）
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