
午前１０時４分 開議

○議長（奥和田好吉君） ただいまから平成１２年

第４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。

２２番 巴里英一議員からは遅参の届け出が出

ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１３番 稲留照雄君、１

４番 南 良徳君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、１８番 成田政彦君の質問を許可

いたします。成田君。

○１８番（成田政彦君） おはようございます。１

０月の選挙では、７回目の市民の支持をいただい

て無事当選することができました。古いだけがよ

いとは言えませんが、初心に返って市民本位の政

治を実現させるために頑張りたいと思います。

日本共産党泉南市会議員の成田政彦です。さて、

１２月５日に第２次森改造内閣が発足しました。

この改造内閣の発足当日に発表された日本世論調

査会の調査では、内閣支持率は１８．８％と過去３

番目の低支持率であり、不支持率も７５％と過去

３番目の高さとなっています。幾ら内閣の顔をか

えても肝心のトップの顔が同じでは、国民の厳し

い批判をかわすことはできないのではないでしょ

うか。

しかも、５日午後の新閣僚の就任の記者会見で

は、記者より全閣僚に低支持率の中で入閣するこ

とは泥船に乗るようなものだと辛らつな質問をさ

れる中で、防衛庁長官は、自衛隊にはそんな船は

ないとか、農水相に至っては、立派な焼き物も最

初は泥からできてると迷答弁をしなければならな

いなどぶざまな姿をさらけ出しました。

また、この内閣の特徴は、党内最大派閥の橋本

派の派閥の長、橋本元総理大臣を内閣に取り込む

など、政権維持のためだけに党略、派略を最優先

さした世紀末的な改造内閣であります。ここには
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自・公・保政権を延命させる目的があるばかりで、

今日、日本の政治が抱えている長期の不況から来

る国民生活の改善をし、国民の将来への不安を解

消する姿はみじんも見られません。今、２１世紀

に向けて国民が求めているのは、こんな内閣の改

造ではなく、大企業中心、アメリカ追随の自民党

政治そのものの改造ではないでしょうか。

このことは市政も同様であります。市民の声に

耳を傾け、市民の願いにこたえることが大切であ

ります。私は、市民こそ主人公の立場から、大綱

６点にわたって質問してまいります。

大綱第１点目は、関西国際空港問題であります。

１１月、政府１２年度補正予算では、関西国際

空港に２本目の滑走路を建設する２期工事の事業

費が要求のわずか９分の１しか認められず、関係

者に衝撃が走っていると新聞に報道されました。

このことは、自民党、大蔵省さえも２期目の工事

に対して、関空会社が赤字経営のまま２期目工事

を続けることに対して懸念を示したと言えるでし

ょう。

さらに、朝日新聞は、１０月１９日、１１月８

日の社説で２回にわたって関空２期目工事問題を

取り上げ、２期目工事の中止と来年度予算の見送

りを主張しています。その理由として、関空会社

は２００７年までに単年度収支が黒字になると発

表したが、その根拠があいまいだ。さらに、成田

空港暫定滑走路の使用、中部空港、神戸空港の開

港、近隣アジア諸国の巨大空港の整備、関空の高

い着陸料と関西経済の伸び悩みは続いているなど

の条件を挙げて、日本、アジアにおいて関空の優

位性は認められない。

また、２期工事をすれば有利子８，０００億円が

新たに加わり、現在の１兆円の借金を入れると１

兆８，０００億にもなり、経営は破産状態になると

して、国に対してその場限りの空港づくりでなく、

国の空港政策と公共事業のあり方に対して再検討

をせよと主張しています。私は、この意見は今の

市民の感情を反映していると思います。

日本共産党は、８４年の国会での関西空港株式

会社法案審議のとき、自民党、公明党がもろ手を

挙げて賛成する中で、本来国の仕事である国際空

港の設置、管理を民間資本を導入した株式会社に



行わせることは、国の責任を放棄し、経済効率を

理由に安全性、公共性を犠牲にするものであり、

到底賛成できないと反対しました。この指摘は、

まさに今日の関空会社の経営の破産状況、安全性

を無視した埋め立てにおける地盤沈下問題を見れ

ば正しいものでありました。今ごろ自民党が府議

会で国の責任云々と述べていますが、みずからの

責任をどう考えているのでしょうか。

さらに、空港が来ればまちが繁栄すると言われ

たが、りんくうタウンの失敗を初め、空港関連事

業の失敗は、大阪府に４兆円の借金財政をもたら

し、それに右に倣えと続いた泉南市を初め空港近

隣の地方自治体は、軒並み巨大な赤字財政を抱え

て、大変な事態になっているのが現状であります。

今回の関空会社の経営危機と地盤沈下問題は、

こうした国と関西財界、大阪府の無責任な民活方

式のやり方による矛盾が一挙に噴き出したものに

ほかなりません。日本共産党は、今こそ２期目工

事は凍結し、中止し、関空事業のあり方について

府民的に抜本的な検討を呼びかけるものでありま

す。

そこで、お伺いしますが、関空会社の地盤沈下

対策と経営見直しなどについて、市としてどのよ

うに考えておられるか、お伺いしたいと思います。

大綱第２点目は、巡回バス問題についてであり

ます。

南海バスは、一丘団地から南海線泉佐野駅まで

走っている一丘団地路線を来年４月より休止した

いという意向を泉佐野市及び泉南市に申し入れて

きていると聞いているが、そうなった場合、１９

９８年度に一丘団地は鳴滝線が廃止になったこと

をあわせれば、一丘団地、新家、大苗代地区住民

は、通勤通学で南海線を利用できないばかりか、

日常生活に大きな支障をもたらします。とりわけ、

車に乗れない高齢者にとっては深刻な問題であり

ます。市民の足の便の確保として、岸和田市、熊

取町、泉佐野市が実施している巡回バスを早急に

実現する必要があると思われますが、市の対応を

お伺いしたいと思います。

大綱第３点目は、体育館、温水プールの利用に

ついてであります。

市民が健康を増進する上で手軽に利用できるス
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ポーツ施設として、体育館、温水プールは必要な

施設です。体育館、温水プールの利用について、

施設の改善状況をお伺いしたいと思います。

大綱第４点目は、医療問題についてであります。

現在、りんくうタウンの泉南福祉医療保健ゾー

ンで整備が進められている済生会泉南病院、老人

保健施設、特別養護老人ホームの整備状況につい

てお伺いしたいと思います。

大綱５点目は、砂川樫井線の整備についてであ

ります。

新家駅前、和泉砂川駅前の交通混雑は、市民の

日常生活に多大な不安を与えています。現時点の

到達状況をお伺いしたいと思います。

大綱６点目は、ジェイコムりんくう関西に対す

る問題についてであります。

ジェイコムりんくう関西は、市も出資している

会社であります。この会社が最近ケーブルテレビ

に加入する際、市民に対して加入を強引に勧める

という苦情が相次いでいます。この会社に対して

どのように対応しているのか、お伺いしたいと思

います。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの成田議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から関西国際空港に

ついての御答弁を申し上げたいと思います。

関西国際空港につきましては、本市だけではな

く地元泉州９市４町すべてが共同して、３本の滑

走路から成る全体構想の早期実現を求めておりま

して、当面第７次空港整備計画において、最優先

課題として位置づけられております４，０００メー

トルの平行滑走路を整備する２期事業について、

その確実な進捗を強く望んでいるところでござい

ます。

さて、２期事業については、目下順調に進捗し

ており、１１月２７日からは和歌山市加太地区か

らの土砂搬出も始まりました。ところで、前議会

以降、地盤沈下問題や関空の経営問題、あるいは

２期事業についての来年度予算をめぐる大蔵省の

厳しい考え方などが新聞紙上をにぎわしておりま

すが、既に１期島に係る地盤沈下対策としての止

水壁設置工事などについては、一部今年度に実施



される事業分について、国の補正予算６５億円が

確定しているところでございます。

今後、関空２期事業や国際競争力強化のための

着陸料引き下げ補てん費用、さらに止水壁設置残

工事費用などを盛り込んだ１３年度予算について

は、年末にかけての運輸、大蔵両省の折衝が円滑

に進展し、満額獲得できることを期待するもので

ございます。直接関西国際空港に関係する本市と

いたしましては、地元と共存共栄する関空につい

て、その２期事業の確実なる進捗、そして全体構

想の早期実現に向け、従前以上の活発な取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

また、地盤沈下問題につきましては、昨今沈下

速度が非常に速いということで議論を醸しており

ますけれども、もともと環境に配慮をして沖合５

キロということで設定いたしました関西国際空港

でございますので、大深度地下の埋め立てという

ことでございますので、当初から沈下問題という

のはある程度予想されたところでございますが、

ただ我が国ではもちろん世界的にも初めての大深

度の埋立事業ということもございまして、その沈

下問題については、幾つかの当時としては研究も

なされたところでございますが、最終的に１１．５

メーターという設定のもとに工事が行われました

けれども、最近は沈下の速度が速いと、いわゆる

沖積層だけではなくて洪積層もある程度沈下して

いるのではないかというふうに言われております。

この問題につきましては、もう少し中期的にそ

の推移を見てみないとわかりませんけれども、か

なり沈下速度が速いというのは現実でございます

ので、私も先般の１１月の下旬にありました関空

との会議におきまして、情報の公開についてはも

っと積極的に、しかも正確に正直に発表するよう

にということを強く申し入れをいたしたところで

ございます。関空会社といたしましても、その辺

については非常に申しわけなかったというおわび

のお話もございまして、今後は持てる情報は速や

かに積極的に開示をしていきたいと、こういうお

話がございましたので、今後とも関空に対しては

さまざまな情報の提供を求めてまいりたいと考え

ております。

それから、経営問題につきましては、先般関空
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会社から３つのケースを想定した経営の見通しを

出されましたけれども、一時需要が落ち込んだ年

もございましたが、最近はまた旅客数も含めて非

常に伸びておるというふうにもお聞きをいたして

おりますので、これらについては、今後関空の利

用、またその周辺を取り巻く環境、ＵＳジャパン

のオープン等を踏まえて好転していく可能性があ

るというふうに考えておりますので、こちらにつ

いても、先般発表された経営見直し等についての

資料については、十分精査をしていく必要がある

というふうに考えているところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 成田議員の質問の

うち、バス問題について御答弁申し上げます。

議員御指摘の一丘団地線につきましては、泉佐

野市では休止の方向で現在検討を行っておると聞

いてございます。内容としましては、泉佐野市内

地域にコミュニティバスを新年度には運行したい

ということで、現在内部調整並びに議会の方に検

討していただいておるということを伺ってござい

ます。このため、本市の一丘団地から南海本線へ

の交通弱者の輸送機能がなくなることについては、

私どもも十分理解をしているところでございます。

路線バスの利用は、自動車の普及、また自転車

等の利用の進展により、利用者が恒常的に減少し

ており、バス利用者の多くは、高齢者等免許を持

たない交通弱者の方々であります。交通弱者の方

々を考えた本当に必要な泉南市のバス交通サービ

スを見きわめ、現在運行しております福祉バス等

の活用を含めた効率的な輸送形態の選択が必要で

あると考えてございます。

お尋ねの市内巡回バスの設置についてでござい

ますが、現在事務局においては、近隣各市町村で

実施しておりますバス運行状況調査資料を踏まえ

まして検討を重ね、バス運行形態の素案も作成し

てございます。この素案につきましては、１１月

２７日に本市の庁内でつくっておりますバス問題

検討委員会へ本市のバス交通サービスの方向づけ

を検討いただくため、提案し、説明を行ったとこ

ろでございます。現在、各委員に検討をしていた

だいておりますので、これからにつきましては、

今後のバス交通サービスの方向づけをまとめて、



その方向づけにより運行できるよう努めてまいり

たいと、このように考えてございます。

続きまして、温水プールの整備についてでござ

いますが、泉南清掃事務組合で運営している温水

プールは、ごみ焼却処理時に発生する余熱を利用

した温水プールとして、平成元年に完成いたしま

して今日に至っております。

議員御指摘の段差等解消につきましては、現状

では職員が傾斜板等を用意して対応しております

が、新年度には早期に改善すると、このように報

告をいただいておりますので、御理解賜りますよ

うお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 体育館の施設につ

いてお答え申し上げます。

市民の健康増進、そして社会体育の普及と振興

を図るため、生涯スポーツの基盤づくりとなる幼

児からお年寄りまでの全市民を対象にスポーツ教

室等の事業を実施しておるところでございます。

施設整備につきましては、本年度は内容の充実を

図るため、幼児用の跳び箱、トランポリン、トレ

ーニングマット等を新しく整備いたしたいと存じ

ます。

本体育館は、昭和５３年の開設以来２２年余り

が経過し、体育館、そして設備、器具類等の使用

年数が長くなっていることは認識いたしておりま

す。施設の使用に際しましては、十分に配慮しな

がら開放しているのが現状であり、今後とも設備

等の改善に向け予算の確保に努めてまいりたいと

存じております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 成

田議員御質問の医療問題について、済生会泉南病

院の現在の整備状況について御答弁申し上げます。

済生会泉南病院につきましては、平成１０年６

月に大阪府より提示されました泉南福祉医療保健

ゾーン整備計画に沿って、病院、老人保健施設の

合築や特別養護老人ホーム並びにシルバーハウジ

ング等を一体的に整備することで、単独施設で補

い切れない機能を互いの施設が補完し合い、福祉
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医療保健ゾーンの整備充実が図れると、そういっ

た目的でもって計画なされ、現在工事が進んでお

ります。

そして、工事の進捗状況でございますけれども、

各施設の建設時期につきましては、特別養護老人

ホームの建設がこの１０月に着工され、現在その

基礎工事の部分が行われております。また、病院

及び老人保健施設につきましては、平成１４年の

オープンを目指しまして、来年早々に着工される

というふうに聞いております。我々としましても、

できるだけ早くこのゾーン整備計画が完成され、

病院が開設されることを望んでいるところでござ

います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 砂川樫井線の整備の進

捗についてお答えをさせていただきます。

砂川樫井線の整備状況でございますが、一部権

利者を除き、大体９０数％の用地については取得

をいたしておるところでございます。今現在、残

りの権利者に対して用地買収の交渉を続けており

ます。また、かねてから懸案でございました工場

の移転作業、これについては今年度末までに終了

するということになってございまして、今年度内

には工場付近でおよそ１００メーター程度改良工

事を実施する予定になっておるところでございま

す。

今後につきましては、未買収用地の取得に主眼

を置きまして、平成１６年度の供用開始をめどと

いたしまして全力を傾注していきたいと考えてお

ります。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 成田議員の質問の６

点目でございますが、ジェイコムりんくう関西に

対する問題でございます。

有料ケーブルテレビの会社でありますジェイコ

ムりんくう関西は、貝塚以南４市３町も若干なが

ら出資をしている会社でございまして、一昨年４

月より本市域にもケーブルテレビの敷設が開始を

され、阪和高速より海側の地域の認可区域内のケ

ーブル敷設は、ほぼ完成しようといたしておりま

す。ケーブル敷設と同時に有料ケーブルテレビ受



信申し込みの営業活動も開始をされておりまして、

ケーブル敷設エリア内の普及率も４市３町の中で

トップの約２５％となっておりまして、これまで

市民の皆様方からケーブルテレビへの期待が非常

に高かったというふうに考えられます。

このケーブルテレビは有料でございまして、市

民の皆様には加入営業がなされておりまして、そ

の際に強引な営業活動があったという御指摘もご

ざいます。市といたしましては、議員から御指摘

された時点で会社の方にも問い合わせをするとと

もに、市の方にも来庁さして指摘の事例等の確認

をいたしております。

その結果、ケーブルの敷設工事の際に、集合住

宅の場合は共同アンテナの幹線をケーブルテレビ

のケーブルと切りかえが必要でありまして、その

際にその対象戸数全体にケーブルテレビの申し込

みの有無にかかわらず若干のチャンネル調整が必

要でございまして、入居者の皆様方に御迷惑をお

かけしたとのことでございました。また、ジェイ

コムといたしましての営業活動では、社員にも誤

解や不快感を招かないよう社員教育を徹底してお

りまして、万全を期しているとのことでございま

す。

市といたしましては、営業活動は本来の活動範

囲と行き過ぎの線引きが時として難しいところも

ございますけれども、ジェイコムに来庁さして説

明を求めたときに、今後も十分注意をしてトラブ

ルのない営業活動、できることなら夜８時ごろま

でに切り上げるようにという要請をいたしたとこ

ろでございますので、よろしく御理解をお願いし

たいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 議長、何分までですか、

質問は。

○議長（奥和田好吉君） １１時５分まで。

○１８番（成田政彦君） 私は、最初に関空問題に

ついて市長にお伺いしたいと思います。

さきの質問で明らかにしましたように、２期目

の工事が進められる当市において、大きな問題が

今日出てきておると。それは、１つは経営の問題、

１つは安全性の問題、いわゆる地盤沈下、こうい

う大きな問題が出てきておるということで、地盤

－６５－

沈下については、ことしの３月、空港の地盤地質

埋め立てに参加した学者である京都大学の赤井教

授という人が、この問題について関西経済界の懇

談会の中で、当初の予想より超えて地盤沈下が進

んでいるということで、１１．５メートルという予

測を既に超えて沈下しとるということを明らかに

されたと。その後、関空会社はそれを９月に発表

したんですけど、その関空会社の発表というのは、

さっき市長も認めましたように、情報を正確に関

係市町村、また市民に明らかにされてないという

ことが大きな問題としてクローズアップされたと

私は思います。

これは市長も見たと思うんですけど、この間Ｎ

ＨＫの「クローズアップ現代」 これは関西版

ですね で報道されたんですけど、私はそのと

き、三笠大阪市大名誉教授の講演を聞きました。

現状ではどんな状況になっておるかということで、

先ほど市長が言いましたように、今日の科学では

沖積層 大阪湾というのは沖積層、そして洪積

層になっとるんですけど、沖積層の第１次圧密と

かそういうもんについては、どういう工法で土を

埋め立てたらいいかというのは明らかになっとる

んですけど、洪積層に関してはどこまで沈むのか、

洪積層の粘土の質とか、そういうものが非常に科

学的に解明されてないということで、今の沈下と

いうのは、沖積層の沈下ではなく洪積層に及んど

るんと違うかということで、その沈下はいまだに

おさまってないと。年平均２０センチ近く洪積層

も今沈下しとるんじゃないかということが報告さ

れました。

この点について、２期目工事というのはさらに

沖の１８メートルの深度のとこにあるんですから、

もっと洪積層があるということで、これも本来な

らその２期目工事のとこの観測地点については、

どのような洪積層になって、どのような地質にな

っとるかということについては、これは関空会社

は発表してないと。どんな状況になっておるかと

いうことで、その点では２期目の工事の埋め立て

については非常に不安があると。この人は２期目

工事には反対ではありません。賛成という立場な

んですけど、干拓方法で水を抜いて空港をつくれ

と言ってましたけど、そういう点での不安がある



ということを言うてました。

そこでお伺いするんですけど、空港会社から出

された、空港島の沈下はおおむね当初から見込ん

でいた予測の範囲内であるということで、これを

示しまして、島内１７点の沈下量、いわゆる予測、

実測、５０年後の予測ということで、おおむね現

在平均１１．５だということを表明しております。

これでいきますと、まず１つお伺いしたいのは、

当初おおむね１１．４メートル予測というと、もう

予測を超えて既に現時点の沈下量は、いわゆる予

測の１１．５を超えとるところが既に３ポイント、

８ポイント、１２ポイント、１３ポイント、１４

ポイント、１７ポイントと、これは既にその予測

を超えて１１．５を超えとるというふうに資料でも

なっております。

それから、開港後５０年、今１７ポイントでは

１３．８メートルですから、あと７０センチしかあ

りませんわね。年２０センチの速度で今沈下しと

ると言われております。そうすると、５０年後７

０センチしかないですな。年に２０センチ沈下し

たら、７０センチというたらどうなるのか、僕は

ようわかりませんけど、どういうことで関空会社

は１４．５メートルまで大丈夫だと、５０年間はあ

と７０センチしか沈下しないということを言うと

るのかね。僕は、この関空会社の科学的根拠とい

うのは非常にあいまいであると思うんですが、そ

の点どう思われるのか。

それから、もう１つは、我が党の大幡衆議院議

員が国会で明らかにして航空局長が認めたことな

んですけど、いわゆる当初予測は１１．４メートル

と言っとったんですけど、そうじゃないというこ

とを１１月１５日の衆議院運輸委員会で大幡衆議

院議員が運輸省の航空局長にただしております。

その１つは、１７地点の予測値というのは、今

１３．３メートル沈没しとるんですけど、この１７

地点は最初、１９９３年度の関空会社の公式文書、

埋立造成工事誌に記された同地点の予測値は

９３年の公式予測値ですよ。３０年から５０年後

では１２．７メートルでしたと、こういう予測に照

らすと、開港５年後の実測値１３．８メートルは５

０年後をはるかに超えとる。関空会社が１９９３

年の公式文書に、５０年後は１２．７メートルとい

－６６－

うことを１７ポイントには言うておりますけど、

現在の観測値ははるかに超えとると。

こういうことについて、航空局長に対して、運

輸省というのは、もっときちっと関空会社は情報

公開し、埋立地の地盤の圧縮率、洪積層の沈下、

周辺地区の工事の荷重効果などを加味してきちっ

としたものを発表すべきであると、こういうこと

を厳しく追及し、航空局長もこのことについては

認めざるを得なかったということが明らかになっ

とるんですけど、その点、現在の１期工事におけ

る沈下速度の問題について、関空会社の言っとる

ことは果たして本当に真に受け取られるのか、ま

た修正されるんじゃないかと。

それと、もう１つは、市長も御存じと思うんで

すけど、空港島というのは海面から４メートルの

高さにして なぜそういう高さにしてあるかと

いうことは、僕もちょっと勉強したんですけど、

海面から４メートルの高さに設計された関西空港

は、潮の干満差や高潮による海面上昇、こういう

ものを考慮して４メートルとしとると。

しかし、この間関空会社が発表した空港島の高

さ、滑走路の高さは大体何メートルになるかとい

うと２．３から５．３と、この高さに今来とるという

ことを発表し、結局一番低い２．３と２．９、ここに

止水壁を置いて水が入らないようにしていると。

これは当然ですわな。

大阪湾の場合は、今４メートル、こういう最大

の台風が来たときの余裕はわずか０．８メートルし

かないと言いますから、これ２．３と２．９は台風が

来たら沈没すると。もう明らかでありますので、

これは止水壁をするということなんですけど、し

かし私は、関空会社はこんなことを堂々と言うと

るんですけど、そしたら３．４、３．９、３．８、３．９、

これも台風が来たら沈没するんじゃないかと。ま

た止水壁をつくる。これは彼らは言うてない。多

分言うてくるんと違いますか、今度また。

我々は素人なんで、勉強したんですけど、素人

をだましてね、またお金が要ると、こういうふう

に 現在２７０億円でしょう。三笠教授はこう

言うてましたわ。全部やったら５９０億円だと。

１万円札を５９０メートルというから、もし全部

止水壁をやったら、この２期目の工事にも膨大な



工事費、土砂料がかかるということを言うたんで

すけど、その点について市長にお伺いしたいんで

す。

まず、関空の言うてるいわゆる沈下速度の問題

については、正しく地方自治体に、また市民に発

表してるのかどうかと。それから、止水壁の問題

ですけど、現況地盤高、ＣＤＬ値ですけど、これ

は２．３と２．９しか止水壁してないんですけど、高

潮、台風が来たとき、他の３．３、３．９、３．８、滑

走路ですな、これ、僕心配しとるのは。何でやと

いうと、朝日新聞で空港の曲がった写真写しとる

んですけど、滑走路の３．４、３．８、３．９、これに

ついてはなぜ空港会社は 止水壁あったら飛行

機飛べないわな、恐らく。僕は大変な問題で、飛

行機飛べないと思うんだけど、こういう問題につ

いても心配はないのか、市長にちょっとお伺いし

たいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 極めて技術的な問題でござ

いますから、お答えを申し上げます。

地盤沈下につきましては、沖積粘土層というの

が相当沈むというのは、当初からこれは学説的に

も認められておったわけでございますから、地盤

改良というのは主に沖積粘土層で地盤改良 地

盤改良というのは、粘土層というのは粘土の中の

水が出ますと下がりますから、急速に水を抜くと

いうサンドドレーンとか、そういう砂ぐいを打っ

て早く沈まして、それで工事をすると、こういう

やり方をやっておるわけでございます。

その下に、御承知のようにかなり厚い層の洪積

粘土層があるわけなんですが、この洪積粘土層が

沈むかどうかというのは、今までなかなかそうい

う事例もございませんでして、極めて学術的にも

難しい問題であったわけであります。一般的には、

洪積粘土層までは及ばないというのが当時 今

もそうだと思いますが、その土木工学界の１つの

考え方であったわけなんです。

そういうことでスタートしたわけなんですが、

最近御承知のように沈下速度が速いということに

なってまいりまして、これはひょっとすれば沖積

粘土層だけではなくて、洪積粘土層も沈んでいる

んではないかという疑問が出てきたわけでござい

－６７－

まして、今そのあたりの調査をボーリングを含め

てされておられるわけでございますので、これに

ついては、まだもう少し時間をかけてきちっと分

析しないと結果は言えないかというふうに思いま

すが、いずれにしても沈下速度が当時予測された

ものより早いというのが現状でございます。

通常、縦軸に沈下量、横軸に経過年をとった沈

下曲線というものがあります。ですから、最初は

ドーンと下がりまして、もちろん平行になれば収

束ということなんですね。それが５０年ぐらいと

いうふうに言われておったんですが、その沈下の

速度が当初のこの曲線よりも立っておるというか、

それがまだストレートの部分になっているという

ようなことでございますから、まだしばらくは沈

下が進むというふうには言えるのではないかとい

うふうに思います。

ただ、これも急速に沈下をいたしましたので、

急速に終結する可能性もないわけではありません

ので、これももう少し今の調査を見ていかなけれ

ばいけないというふうに考えております。関空会

社の考え方は、ある程度沈下速度は速いけれども、

予測の範囲内だというようなことを言っておりま

すが、私としてももう少し見てみないといけない。

ただ、沈下曲線は、この間の「クローズアップ現

代」でも出ておりましたけども、ちょっと予想の

線より下回っておるというのは事実でございます

から、これは注視をしていかなければいけないと

思っております。

そこで、成田議員も言われましたけども、私も

関空会社の情報公開に対する態度といいますか、

非常に積極的に対応するという考えが見られない

ということで厳しい注文をつけました。それは新

聞報道もされたわけでございますけども、そのと

き社長は出席しておらなかったんですが、辻関空

会社副社長は、非常に申しわけなかったと、反省

をしておりますと、今後はできるだけ速やかに正

確な情報を提供するようにしたいというお話がご

ざいました。また、運輸省本省からも関空課長が

出席をしておりまして、関空会社任せではなくて、

運輸省としても情報の公開に努めていきたいと、

こういうお話がございましたので、私としては、

一定その反省の上に立って、今後情報の提供をい



ただけるんではないかというふうに思った次第で

ございます。

次に、地下水の問題でございますが、御指摘あ

りました地盤高については、かなり下回っている

部分がございます。特に、今回給油施設のところ、

それからターミナルビルのところ、いずれも上物

があるところなんですけれども、２．３あるいは２．

９ということで下がっております。ここに止水壁

工事をするというのは、特にタンクのところは消

防法との関係でそれを割ってきたという部分があ

りますので、これを消防法に適合するように壁を

つくると、こういうものでございます。

ターミナルビルの方は、地下室がございますか

ら、地下水位が上がってまいりますと水圧がかか

りますから、水圧と上の荷重で、地下室に上から

と下からの荷重がかかって破壊するおそれがある

ということで、その地下水を防ぐために止水壁を

周りにめぐらして、そして外からの地下水をそこ

で遮断すると。したがって、それによって地下室

にかかる水圧を軽減しようというのが関空会社の

今のターミナルビルの方の止水壁工事でございま

す。それはそういう目的、地下水対策と消防法の

関係でやるということでございます。

滑走路の部分というのは、地下構造物はござい

ません。上物もございません。したがって、破壊

云々ということはないというふうに思います。た

だ、今後もしあるとすれば、全体的に下がった場

合に、高潮とかあるいは第二室戸台風的なときの

高潮に対応するということの中で、護岸の一部か

さ上げなりというのは発生する可能性はあるので

はないかというふうに私は個人的には思っておる

わけでございます。ですから、地下水対策の止水

壁と、それから全体的に下がった将来の高潮対策

というのは、ちょっと質が違うということを御理

解いただきたいと思います。

いずれにいたしましても、やはり関空会社がま

ず積極的に情報公開をして、そして皆さんの理解

を求めた上で物事をするということが何よりも大

切だというふうに思っておりますので、今後とも

情報公開を強く求めていきたいと、このように考

えております。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

－６８－

○１８番（成田政彦君） 私は、沈下問題について

は、市長もやっぱり関空会社に厳しくこのことに

ついては情報公開の面と、それから今までこの１

７地点は年２回継続的に実測していたが、データ

を公開しなかったと。工事するために発表して、

なぜ工事 それは府から金借りないかん、国か

ら金借りないかん、そのためにデータを公開した

という、こういうことは僕は非常にけしからんこ

とだし、まさに２７０億というのは関空の財政を

圧迫しとると、そういうふうに思います。

特に、同社の幹部は、これは新聞だけど、こう

言っとるんですね。空港島の沈下量の再検証につ

いては、現段階で何もコメントできない。見直す

必要はない。これはターミナルビルと貯水タンク

の水をとめる、そういうことに対してのコメント

ですわ。さらに、関空会社は、当面は大丈夫と思

うが、将来的には何らかの対策を考える必要があ

るて、まさに無責任で、一体これから、１期工事

のずさんな埋立工事、どんだけ下がるかわからな

いという問題があったんですけど、何ぼこれから

さっき市長はいみじくも言ったんですけど、

護岸をしなければならないんと違うかと。

いわゆる滑走路が沈んでいったら、高潮が来た

ら その護岸工事に今度また何十億、何百億か

かるか。こういう問題が次々と出てきたら、関係

の人が言うとるのは、２期工事凍結や事業の見直

しが恐らく出てくるだろうということで、関空会

社はオープンな議論を避けてきたと。いわゆる１

期工事が地盤沈下などの問題で改修するのにまだ

非常にお金がかかると。そういう問題を逃げてき

たんじゃないかということが指摘されてきており

ます。その点で、市としては情報公開、そして地

盤沈下の問題、そういうものを関空会社に厳しく

言う必要があると思います。

それから、経営の問題で市長は、ことしはちょ

っと持ち直したんと違うかということを言われた

んですけど、これはこの間関空の２期滑走路供用

開始後の経営見直しということで発表されとるん

ですけど、その中の一番根本になってるのは、こ

れは朝日新聞でも各新聞でも言われとるんですけ

ど、結局経営見通しの基本的な問題がどこにある

かというと、関空会社は結局バブル時代の右肩上



がりの第７次空港整備計画にいまだにしがみつい

て、それを根拠にして発着回数は２００６年、こ

こで５年後には黒字になると言うとるんですけど

ね、これが１６万回になると。それで、２０１８

年には２３万回になるという、こういう右肩上が

りの、もういつか崩壊した計画なんですけど、こ

れを使って大丈夫だと。

それから、もう１つは、関西空港株式会社職員

リストラ、それから着陸料を引き上げると、こう

いう能天気なことを言うて、３２年には黒字転換

になるて言っておったけど、大蔵省さえもこれに

ついては信用しないと。会社社長に至っては、着

工したら黒字になるんと違うかと、全くもう無責

任そのもののことを言うとるんです。

市長、その点、関空会社の経営について、今度

発表された経営 本来だったら２０００年に黒

字転換するということですから、最初は２０２３

年で黒字になるっと言っとるんですけど、それが

３２年になったこと自体けしからないんですけど、

関空会社が発表したこの経営の見直しですね。こ

のことについて余りにも能天気じゃないかなとい

うことで、例えば今度２期目工事が始まったら、

その有利子負債８，０００億、それだけじゃないで

すわな。１期目工事の有利子負債１兆円と、それ

から今後起きるかわからない改修工事とかそうい

うものも、すべて２期目工事の赤字に転嫁される

と思うんですけど、こういう問題は新聞報道でも

全く報道されてないと。

産経新聞ではこんな皮肉を言っとるんですね。

関空会社の言い分は、減価償却費を除けば黒字で

現金利益を稼いでいる。どうしてここまで批判さ

れるのかというものだ。これに対して新聞記者は、

赤字でお客の来ない有料道路のことを取り上げて、

営業するための費用すら稼げず、資金流失を続け

ている一部の有料道路より優等生だったと言いた

いんだろうか。当たり前ですわな。借金した金を

返すためには営業してお金をもうけなきゃならな

い、これは当たり前ですわ。関空会社の人は、営

業利益のお金はあると言うとる。こんなん営業し

とっても、借金返すためのお金を稼がんかったら、

関空会社はとっくになくなっとると思うんですけ

ど、そういう点で産経新聞では責任問題、見通し、

－６９－

甘い予測ということになっとるんですけど、その

点はどうなんですかね。ちょっと市長に見解をお

伺いします。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 関空会社から２期滑走路供

用後の経営見通しということで、３つのケースで

試算をされております。これについては先般私ど

もも入手をいたしておるわけでございまして、先

般の空港特別委員会にもお示しをしたところでご

ざいます。この内容につきましては、運輸省もこ

れをもとにもう一度精査をするというふうにおっ

しゃっておられますし、それからこの３つのうち

の最悪のケース、一番伸びが鈍化したケースでも、

かなり改善されるという見通しをここに示してい

るわけでございます。

これについては、私どももいただいてまだ間も

ございませんので、詳しくは検証できておりませ

んけれども、たださっきも言いましたけども、最

近旅客数が非常に伸びているというふうにもお聞

きをいたしておりますし、また近々オープンいた

しますＵＳジャパンの最も近い国際的な玄関口に

なるということもございますので、見通しとして

は明るい部分もややあるというふうに思いますの

で、これについては今コメントできる状況ではご

ざいませんけれども、関空会社のこの経営見通し

ということについては、私どもも毎年十分注視を

しながらこれを検証していく必要があるというふ

うに考えているところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 関空会社２期目の工事に

ついては、極めて財政的にも厳しい状況であり、

沈下問題についても解明されてない。そういう意

味では、私どもはこの工事については凍結すべき

ではないかと思っております。

次に、私は巡回バスの点をお伺いしたいと思い

ます。

先ほど部長の答弁では、バスの運行素案を１１

月２７日、バス検討委員会に提示し、検討をしと

るということをお伺いしました。これ議会には、

素案というのは具体的にどんなもんか全然示され

てないというのはどういうことですか。やっぱり

住民の声を反映したそういう巡回バスというのは、



私は必要だと思うんです。そう言うて、なぜ素案

までできてながら一向に議会にも明らかにしない。

例えば、議会の常任委員会に明らかにされとるの

か。されてますか。もうそこまで来とるとなった

ら、一体バス問題検討委員会でどんなことが検討

されて、どういう路線で、どういうふうになっと

るか。これは我々が知る、やはり市民の声をどう

いう便利なバスにするために知る必要があると思

うんですけど、その点はどうでしょうか。

それから、もう１つは、体育館の問題なんです

けど、私は体育館の問題については、隣の泉佐野

市も大変財政状況が苦しくて、大変な市でありま

すけど、私は泉南市の体育館と泉佐野市の体育館

をちょっと見てきたんですけど、泉南市の体育館

は予算６，０００万、指導員、嘱託入れて１１名、

それに対して泉佐野市は１億８，０００万、職員、

嘱託２５名、それプラス健康増進センターの予算

が１億７，４００万、それプラス温水プールがある

んですけど、温水プールは別にして、健康増進セ

ンターも体育館に設置されとる。泉南市は６，００

０万程度なんですけど、あの財政困難な佐野でも

泉南市の６倍ですね。

器具も見ました。非常に新しい器具が設置され

てました。先ほど体育館の器具の問題を言われま

したけど、体育館に設置されとる器具は、およそ

昭和５３年からのもんが半分、６０年代が３分の

１、そして平成６年以降は何一つ新しい器具を設

置してないと、こういう結果であります。

私は、体育館について、夏に行ったら、成田さ

ん、夏に体育館に行く必要はないと。なぜやとい

うと、着がえが必要で汗かいたらシャワーもない

と、こういうことを聞いたんです。１つお伺いす

るんですが、体育館のシャワーは今どんな状況に

なってますか。僕が見たら不良というのが２カ所

あったんです。男子のシャワー室ですよ、２カ所

不良。何年間それは修理されてないんですか。い

わゆるお湯の出るシャワーですよ。何年間シャワ

ーは修理されてないんですか。

巡回バスとその２点についてお伺いしたいと思

います。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 成田議員のバス問
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題についての再度の御質問でございますが、先ほ

ど御答弁申し上げました素案につきましては、環

境整備課事務担当の素案でございまして、先ほど

御答弁申し上げましたとおり、バス問題検討委員

会で泉南市としての素案ができ次第、当然所管の

厚生消防常任協議会に説明申し上げ、皆様方の御

意見も取り入れた後決定を行ってまいりたいと、

このように考えてございますので、よろしく御理

解いただきますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 体育館のシャワー

についてでございますけれども、シャワー設備は

体育館設置以来ほとんど修理されておらないとい

うのが現状でございます。ただ、水とか出ますし、

お湯も出るということなんですが、そのお湯が継

続的にずっと出っ放しというようなあたりの状況

がないので、その点機能が果たせてないかなとい

うふうには感じております。そういう現状でござ

います。

○議長（奥和田好吉君） あと３分です。成田君。

○１８番（成田政彦君） シャワーの件ですけどね、

体育館できたのは２０何年前かな。最低２０年間

はシャワー室が修理されてなかったということは、

市民は夏行っても冬行っても、汗かいてもそこか

ら着がえを持って帰らなきゃならないということ

が実際続いたということですね。

教育委員会、これどうですか。施設も貧弱です

けど、市民の皆さんは１回行ったら行く気がなく

なると、こんな施設というのは僕は最低だと思う

わ。泉南市にはスポーツ関連施設というのは極め

て少ない。そういう点で、これシャワーぐらい直

しなさいよ。あの体育館の施設というのは貧弱だ

けどね、これはまた後から整備しなきゃならん。

最低、行った人が最低汗を流せるシャワー施設、

２０年ぶりに修理するかわかりませんけど、これ

だけ修理したらどうですか。

それから、部長、巡回バスのことで、バスを走

らせるのは大体いつごろになりますか。

その２点、最後にお伺いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 時間がありませんので簡

潔に。金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） シャワーの整備で



すが、体育館自身、泉南市が設置した中で、その

当時脚光を浴びたすばらしい体育館だと思ってお

ります。ただ、古いということでいろいろ御不便

をおかけするというような点が市民に対してある

と思いますので、そのあたりは改修に向けての努

力はしたいと考えております。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） バス問題のいつか

ら運行できるのかというお尋ねでございますが、

現時点ではまだ泉南市トータルでの素案ができて

ございませんので、きょう現在いつをめどにと言

えない状況でございますので、もうしばらくお時

間をいただきたいと、このように考えてございま

す。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 以上で成田議員の質問を

終結いたします。

次に、２番 竹田光良君の質問を許可いたしま

す。竹田君。

○２番（竹田光良君） 皆さんおはようございます。

公明党の新人の竹田でございます。この壇上にて

初めて質問をさしていただきます。つきましては、

不備な点や御無礼な点がございましたら、どうか

お許し願いたいと思います。さきの泉南市議会議

員選挙では、初挑戦さしていただき、初当選さし

ていただきました。今後、若輩者ではございます

が、諸先輩議員の皆様によく教えをこうむり、ま

た理事者の皆様に御協力を賜り、この４年間死に

物狂いでしっかりと学び、働き、動き、市民の皆

様のために頑張ってまいりますので、どうかよろ

しくお願いいたします。

それでは、議長よりお許しをいただきましたの

で、一般質問をさしていただきます。

いよいよ本年も残すところあとわずかとなりま

した。本年は、御存じのとおり２０世紀最後の年

であり、新世紀への橋渡しをする重要な年と意義

づけされた１年でありました。しかし、現状は橋

渡しするどころか、特にここ何年かバブル以降に

見られますように、大きなたくさんの課題を残し

たまま２１世紀を迎えようとしています。

今世紀はまさに物の時代であったように思われ

ます。私たち青年層が知らない大きな世界大戦が

－７１－

あり、そこですべての物を破壊し、そして復興。

私たちの祖父、祖母、父や母たちの年代の皆さん

の必死の頑張りが好景気を迎え、やがては経済大

国となり、社会には物があふれ、私たちが知らな

いうちに生活水準が高くなり、何でも手に入るよ

うなそんな時代となりました。

しかし、物があふれる反面、社会の繁栄、環境

の激変に伴い、自然が破壊されていくと同じよう

に、私たち人間の心まで破壊されているように思

われます。あのバブル以降、経済大国日本という

看板ははがれ、不況が長引き、社会は混乱のきわ

みに達し、時に自然の猛威の前に人間の無力をた

たきつけられ、人間の心の破壊は加速度を増し、

善悪の判断を失い、この世紀末には、連日連夜殺

人事件を初め、これまでには考えられないような

事件が当たり前のように、日常茶飯事のように繰

り返され、報道されております。

２１世紀の時代は、まさしく心の時代であり、

人間主義の時代であると思います。私たちは、２

０世紀のこの大きな課題を抱えながら新世紀を迎

えることになりますが、私自身今回このような大

きな立場で頑張らしていただく以上、どこまでも

人間主義を貫き、光と希望と夢がある社会の構築

を目指し頑張っていく決意でございます。

前置きが少々長くなりましたが、それでは通告

に従い質問をさしていただきます。

質問の内容は、大綱３点でございます。

１点目は、青少年問題についてであります。

先日、東京歌舞伎町のビデオ店で爆発事件が起

こりました。またまた県立高校２年の１７歳の男

子生徒による事件でした。詳しくは現在警視庁新

宿署捜査本部にて取り調べ中とのことですが、報

道されている内容を少し拾い上げてみると、人生

を終わりにしたいとか、人の悲鳴を聞いてみたか

った等々、本当に１７歳なのかと耳を、目を疑っ

てしまいます。

本年は特にこういった１７歳の犯罪が目立ち、

あの５月に行われた西鉄高速バス乗っ取り事件、

８月の大分県の一家６人殺傷事件等々、殺人、恐

喝、暴行、不登校、校内暴力、学級崩壊等はいよ

いよその激しさを増し、本当に待ったなしの状態

になっていると思われます。



特に、２１世紀は少子化に伴い、本当に未来を

託す青少年一人一人について、もっと私たちが真

剣になり、取り組まなければならないと思われま

す。冒頭、私は２０世紀は物の時代であり、何で

も手に入る時代であり、そのため人間の心が少し

ずつ破壊されているように思われますと話をいた

しましたが、最もその被害に遭っているのは青少

年たちだと思われます。戦後、社会のための教育

をつくり上げ、とにかく学校では競争を、成績を

重んじ、いい学校、いい大学、いい会社を目指し

勉強する。そこには何のためという肝心な、もっ

といえば自分自身の人格の形成という最も大事な

部分を置き去りにされているような、ただ知識の

習得のみに主眼を置いたものであったように思わ

れます。

ところが、経済が破綻し、社会が混乱を来し、

大人たちの慌てふためいた姿を見て青少年は不安

に思い、社会に対する期待や夢が閉ざされてきて

いる現実にショックを受けているんではないかと

思われます。青少年時代は文字どおりかけがえの

ない時代であり、二度とは戻ってまいりません。

生きるということのすばらしさ、命のとうとさ、

夢のある希望の社会を一刻も早く、また社会のた

めの教育から、教育のための社会への変換を実現

していかなければならないと思われます。

そこで、大綱１の１としてお聞きします。

この一連の青少年の犯罪についてどのようにお

考えか、お聞かせください。また、この青少年の

犯罪について、とうとう少年法が改正されました。

当然、少年法の改正がすぐに青少年の犯罪を抑制

できるものではありません。現に、先ほど述べさ

していただいた東京歌舞伎町の爆発事故は、少年

法が改正された後に起こっているからです。

しかし、１９４９年の同法施行以来、初めての

本格的改正だそうですが、２点目に、この少年法

改正について理事者の皆様はどうお考えになって

いるのか、お聞かせ願いたいと思います。

そして、大綱１の３点目として、この青少年の

さまざまな問題について、特に当泉南市では中学

生の荒れ方がひどいとお聞きしていますが、今後

どうすれば、何が課題であるか、また泉南市とし

てはどう取り組んでいくのかをお聞かせ願いたい
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と思います。

次に、大綱２点目は、関空問題についてです。

この問題については、過去諸先輩議員からも幾

度となくさまざまな角度から議会において議論さ

れてきたことだと思われます。御存じのとおり、

関空は平成６年の９月に開港し、はや６年以上の

歳月がたち、いろいろな問題を抱えながらどうに

か飛び続けております。また、その間何かと話題

になりました２期工事も開始され、また南ルート

についても調査をされるようになり、今後ますま

す当泉南市についても大きな存在であり続けるも

のと思われます。

そこで、大綱２の１として、現在の２期事業及

び南ルートの進捗状況をお聞かせください。

関西国際空港は、御存じのとおり、岸より５キ

ロメートル先に人工的に埋め立ててつくられ、ま

さに対岸からはあたかも海の上に浮いているよう

に見える夢のような景観をあわせ持った空港であ

ります。そのため、災害に非常に弱い欠点があり、

特に現在関空への連絡橋は１本しかなく、台風な

どで幾たびか交通網が遮断されてまいりました。

しかし、今回の南ルートは、その１本しかない連

絡橋では有事の際に非常に危険であり、交通網の

遮断、ライフラインの確保の意味からも、もう１

本必要ではないかとの議論から出てきたものと思

われます。

現在、関西国際空港では年に１回、航空機事故

消火救難総合訓練を実施していますが、これは航

空機事故についての訓練でありますが、有事とは

それだけではないというふうに思います。万一、

あの阪神・淡路大震災のようなものが再び起こっ

たならば、関空は前回のように果たして持ちこた

えることができるのでありましょうか。あの阪神

・淡路大震災が起こったときは、開港間もないこ

ともあり、多少関空の方も被害に遭ったものの何

とか持ちこたえ、災害救助拠点としての役割も果

たしました。

しかし、あれから年月がたち、関空はなおも不

等沈下がおさまらず、ジャッキアップ工法にて建

築物を持ち上げ、道路を補修し、その姿を変わら

なく保っております。

また、今回は地下水の浸食も問題となり、国際



貨物地区と旅客ターミナルビル付近に止水壁も設

けることになりました。少々飛躍した考え方かも

しれませんが、本当に現在の連絡橋が使用不可能

な状態になり、ライフラインが遮断されるような

災害が起こったとき、もちろんそのときは対岸の

各市町村も甚大な被害をこうむることとなるでし

ょうが、関空に多くの被害者が出、かつ多いとき

には、島内で働く従業員及び旅客等を合わせ何万

人もの人の救援ができる体制があるのかどうか、

お聞かせ願いたいと思います。

大綱３点目は、悪臭の問題についてです。

この件につきましても、過去何度となく、また

時には大変激しい議論がされてきたことと思われ

ますが、私は初めてのこともあり、質問さしてい

ただきたいと思います。

本悪臭問題は、もう約７年以上続いている極め

て深刻な問題となっております。特に、においだ

けに風向きが非常に大きな要素を占め、夏場の南

風には新家方面、特に楠台あたりを中心に大変な

被害をこうむっております。特に、本年に至って

は大変な猛暑でありましたし、そこへあの悪臭が

してきた日には、本当に不快感が募り、苦しい思

いをされております。あのにおいのために、食事

ができない人もいます。あのにおいのために、子

供が泣き叫ぶようなこともあるそうです。また、

本年は夜中にもそのにおいがし、眠ることができ

なかったこともあるそうです。あげくの果てには、

現実に引っ越しをされた方もいます。

「水・緑・夢あふれる生活創造都市」泉南とい

うキャッチフレーズからしますと、このような問

題で転居者を出してしまうとは極めて残念なこと

だと思われます。よって、一刻も早く、これまで

もさまざまな手を尽くされてきていることとは思

われますが、早急に解決をお願いしたいと思いま

す。

つきましては、大綱３の１として、何度となく

のことだと思われますが、再度これまでの経過と

現状をお聞かせ願いたいと思います。また、今後

どのように取り組んでいくのか、お聞かせくださ

い。

以上をもちまして、壇上での私の質問を終わら

していただきます。御清聴ありがとうございまし

－７３－

た。なお、引き続き再質問につきましては、自席

にて行わさしていただきます。ありがとうござい

ました。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの竹田議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、関空問題につ

いての危機管理体制について御答弁を申し上げま

す。なお、２期事業、南ルートについては進捗と

いうことでございますので、担当部局より答弁を

させたいというように思います。

関空と行政の危機管理体制についてということ

でございますけども、まず空港での危機、とりわ

け災害となりますと、離着陸の際の航空機事故で

はないかと思われます。そのため、関西国際空港

株式会社を初め、運輸省、大蔵省、法務省、厚生

省、海上保安庁、自衛隊、警察、医師会、医療機

関などや本市及び関係自治体による災害対策活動

を取り決めた関西国際空港緊急計画が策定されて

おります。

この緊急計画は、空港、連絡橋及び空港周辺で

航空機事故が発生した場合に備え、事前に関係機

関の緊急連絡体制、活動内容及び相互調整等を計

画し、もって消火、救難及び救急医療活動等を迅

速かつ適切に実施することを目的といたしており

ます。この計画に基づきましてこれまで何回も訓

練が行われ、最近では本年１０月２６日に実施さ

れ、本市からも職員５名が参加をいたしました。

御質問の航空機事故だけではなく、地震等が発

生し、連絡橋が長期に使用不可能で空港本島が孤

島となった場合の空港利用者や空港関連職員の救

出策でございますが、過去にも台風の接近により

連絡橋が不通となり、長時間空港島にアクセスで

きない状況があり話題を呼んだことがありました。

そのとき、空港島内にいた人は、食事等は開店し

ているレストラン等を使用するなど空港ロビー等

で一時待機をして、台風の通過を待ったと聞いて

おります。

また、阪神・淡路大震災のときには、空港連絡

橋も一時不通となりましたが、神戸と空港を結ぶ

高速艇は、午前中運行をしてその後欠航となった

と記憶しておりますが、幸いにも空港本島には大

した影響はなく、国内外からの救援物資の到着基



地として非常に活躍したことも記憶に新しいとこ

ろでございます。

しかしながら、災害となれば予測も難しく、ま

た御質問のように万一の災害等の対応を想定する

に当たりましては、神戸のポートアイランドでも

計画実施されておりますように、代替いわゆるリ

ダンダンシーの連絡ルートが災害防止の上からも

必要不可欠であり、我々自身もその意味も込めて

関係機関に早期実現に向けて要望しているところ

でございます。

なお、関西国際空港本島は地震には比較的強い

強いといいますか、弱くないというふうに考

えております。むしろ内陸部の海浜部のあたりの

方が特に地盤的に弱い部分がございますから、そ

ちらの方を十分警戒する必要があるというふうに

考えております。

そして、空港本島にも当然ヘリポートもござい

ますし、私どものりんくうタウンにも広域防災拠

点がありまして、臨時ヘリポートも備えておりま

すので、そういう空からのアプローチも可能かと

いうふうに考えておりますが、いずれにいたしま

しても、いついかなることが起こるかもわかりま

せんので、常々その備えあるいは一方が不通にな

ればもう一方の代替措置があるといういわゆる複

数ルート、代替ルートというものも当然きちっと

整備をしておかなければならないというふうに考

えておりまして、そういう意味でも南ルートは大

きなこれからの役割を果たすんではないかという

ふうに思っておりますので、早期実現に向けて今

後とも全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 私の方から関西国際

空港の２期事業の進捗と南ルートの進捗について

御答弁をさしていただきます。

まず、２期事業でございますけれども、関西国

際空港を我が国を代表する国際ハブ空港に育て上

げるには、３本の滑走路から成る全体構想の早期

実現が不可欠であるというふうに考えております。

当面、第７次空港整備計画において最優先課題と

して位置づけられております４，０００メートルの

滑走路を整備する２期事業が円滑に推進されるこ

－７４－

とが求められております。

さて、２期事業につきましては、目下順調に進

捗いたしておりまして、１１月２７日からは和歌

山市加太地区からの土砂搬出も始まりました。と

ころで、前議会以降、地盤沈下問題や関空の経営

問題、あるいは２期事業についての来年度予算を

めぐる大蔵省の厳しい考え方などが新聞をにぎわ

しておりますが、既に１期島に係る地盤沈下対策

としての止水壁設置工事などは、一部今年度に実

施される事業分について国の補正予算が確定して

いるところでございます。

今後、関空２期事業や国際競争力強化のための

着陸料引き下げの補てん費用、さらに止水壁設置

残工事費用などを盛り込んだ１３年度予算につい

ては、年末にかけて運輸、大蔵両省の折衝が円滑

に進展し、満額獲得できることを期待するもので

ございます。直接関西国際空港に関係する本市と

いたしましては、地元と共存共栄する関空につい

て、その２期事業の確実なる進捗、そして全体構

想の早期実現に向け、従前以上の活発な取り組み

を進めてまいりたいというふうに考えております。

次に、南ルートの進捗でございますけれども、

今年度におきまして国 運輸、建設両省を初め、

大阪府、和歌山県、泉南市、和歌山市、さらには

関空会社も参画して、南ルートを含む関西国際空

港周辺地域交通ネットワークに関する調査を共同

で実施いたしております。この調査は、その前段

として平成９、１０年の２カ年にわたって、国土、

運輸、建設、通産、農水の５省庁によって行われ

た関西国際空港を活用した広域国際交流圏整備計

画調査において南ルートの必要性がうたわれたこ

とが、今回の調査が実施される契機となったもの

であります。

いずれにせよ、これまで本市が提起してきた政

策や要望活動、加えて市議会でのたびたびの決議

や要望書等の提出などによりまして、南ルートの

理解の輪が着実に広がってきた結果だと考えてお

ります。

さて、現在の北ルートは、絶えず機能停止の不

安定要因を抱いておりまして、また上水道、電気、

ガスなどのライフラインについても心配な点がご

ざいます。さらには、沿道環境問題を考えた交通



量の分散化、地域間の相互連携を支援する交通軸

の形成、国際空港と一体となった広域交通体系の

充実、将来的な交通需要増加への対応などを考え

ると、南ルートの必要性は大きなものがあるとい

うふうに考えております。

一方、７月２７日には、大阪、和歌山両府県の

自治体５市８町によりまして関西国際空港連絡南

ルート等早期実現期成会を設立いたしましたが、

１１月１７日には期成会として初の中央要望を実

施いたしまして、運輸、建設両大臣に直接お会い

をいたしまして要望を行ったところであります。

今後、南ルートを初めとする関空周辺地域にお

ける交通ネットワークの早期整備を目指し、積極

的な活動を展開する予定であります。

また、１１月２９日には、泉州９市４町で結成

しています関空協の中央要望がありましたが、こ

の要望の中にも南ルートが含まれておりますので、

よろしく御理解と御支援のほどお願いいたします。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 青少年問題につい

て３点にわたり御答弁を申し上げます。

まず、青少年の非行の現状でございますが、御

報告申し上げます。

昨年１年間に全国で検挙された刑法犯少年は約

１４万１，７００人で、前年より１０％減少してい

るものの、その内容としては、少年犯罪の凶悪化、

低年齢化が進んでいることであり、凶悪犯、いわ

ゆる殺人、強盗、放火等のものでございますが、

その検挙は２，２３７人と３年連続して２，０００人

を超えております。また、大阪府内の刑法犯少年

検挙人数でございますが、平成１１年度は全国の

１２％強を占め、全国第１位の１万７，６７９人で、

前年に比べ１，９２９人減少しているものの全刑法

犯の約半数が中学生による非行という厳しい状況

が続いております。

また、内容的にも凶悪犯、ひったくり、覚せい

剤乱用等が激増するなど、凶悪・悪質化、低年齢

化の傾向を一段と強めており、まことに憂慮すべ

き状況にあります。

なお、泉南署管内の特徴的傾向としましては、

非行少年のうち中学生非行が全体の５割強を占め

－７５－

ており、次いで高校生となっている点でございま

す。

こうした状況のもと、ことしも名古屋市内での

５，０００万円恐喝事件、佐賀のバスジャック事件、

大分の一家殺傷事件など少年による凶悪事件が続

発し、少年法改正の世論が高まる中、刑事罰対象

年齢引き下げや審判への検察官の立ち会いを盛り

込んだ改正少年法が去る１１月２８日成立し、来

年４月１日から施行されることとなりました。

戦後間もない１９４８年に誕生した少年法は、

犯罪少年に対して保護、教育を通じて健全な育成

を期し更生をさせようとしたものでしたが、今回

の改正少年法は、犯罪の抑止や少年の立ち直りに

つながるのかどうか。また、家庭裁判所の果たす

役割がこれまで以上に重要となってくるため、適

切な運用に期待するとともに、５年後の見直しの

有無も含めて、関心を持って長い目で注視してい

く必要があるものと考えております。

そして、今後の課題でございますが、このよう

な中で次代を担う少年の非行を防止し、健全な成

長を図ることは、我々大人に課せられた重大な責

務であり、青少年問題に携わる関係機関、関係団

体はもとより、家庭や学校、さらに地域社会が一

丸となって取り組んでいくことが何よりも増して

重要であると考えております。

ついては、青少年指導員を初めとする各種関係

機関によります社会環境の整備、有害環境の浄化、

街頭指導、街頭啓発、青少年団体の育成指導、保

護者への啓発など、青少年の非行防止及び健全育

成に向けた積極的な取り組みや活動をより強力に

推し進めてまいりたく考えております。

具体には、青少年を取り巻く社会環境の整備促

進を図りつつ、街頭啓発、危険箇所における夜間

巡回パトロール、大型スーパー前での保護者啓発、

夜店や盆踊りあるいは祭礼時のパトロール、中学

校生徒指導担当教諭との懇談会等々さまざまな活

動を展開し、中でも非行防止、健全育成に向けて

の啓発活動については、積極的に取り組み、強力

にその実践に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 竹田議員の御質問



のうち、悪臭問題について御答弁申し上げます。

議員御指摘の事業所では、従前から畜産業を営

んでおり、そこから出るふん尿を発酵処理し、肥

料として再生利用しておったところでございます。

その後、昭和６３年５月には産業廃棄物処理法に

基づく中間処理業の許可を取得し、ふん尿のほか

動植物残渣を混入して発酵、肥料化するように事

業を転換してきたところでございます。

当初より付近住民の方から若干の苦情がありま

したので、その都度私ども現地を確認するととも

に、泉佐野市へ報告し指導を求めてまいったとこ

ろでございます。

しかしながら、平成１１年夏ごろから広範囲よ

り苦情が寄せられ、件数も急増してまいりました

ので、その都度泉佐野市とともに現地確認を行い、

その後大阪府、泉佐野市、泉南市、田尻町の４者

の担当者が対応策について協議を行ってまいりま

した。その結果、関係する行政機関の４者で当該

事業所に対しまして、施設の改善を早急に図るよ

うに行政指導を行ってまいりました。

悪臭がひどくなった原因ですが、畜産のふん尿

及び動植物残渣等から製造する肥料製造工程から

臭気が発生し、その臭気対策用の施設が一部破損

しているのと老朽化によるものでありました。こ

の対策として、事業者から泉佐野市及び産業廃棄

物処理業の許可権者であります大阪府の双方に施

設改善計画書が本年１月２８日に提出されたとこ

ろでございます。

なお、改善計画書によるこれら施設につきまし

ては、本年２月末日改善が完了しまして、３月７

日にこれらの施設改善完了確認検査を大阪府、泉

佐野市が実施しております。また、３月１４日に

は大阪府、泉佐野市、泉南市の３者により第２工

場施設の改善完了確認検査を実施したところでご

ざいます。その結果をもちまして、本年４月１５

日に産業廃棄物中間処理業の許認可は継続される

ことになってございます。

また、その他維持管理上の改善対策につきまし

ては、大阪府より事業者に対し、乾燥施設や発酵

施設からの臭気脱臭装置の点検励行、著しく臭気

を発する産業廃棄物の受け入れを中止、また産業

廃棄物の搬入管理の徹底をすること、また排出事

－７６－

業者からの受け入れ制限の実施、万一施設の整備

不良や破損等が生じた場合には、一時操業を停止

し改善を図った後、再稼働するように指導してご

ざいます。

当該事業所につきましては、従前から畜産業も

あわせて営んでいることから、牛ふんに伴う悪臭

防止対策も必要でありますので、そのため場内整

理を徹底するように指導を行っております。本年

１０月末につきましては、本市域内の野積み部分

の一部撤去が実施されたところでございます。ま

た、１２月２日から４日までの３日間、臭気測定

のため採取を行ってございます。

本市としましては、その採取の結果を踏まえま

して、大阪府、泉佐野市と連携を密にしまして、

早期に改善されるよう今まで以上の行政指導を行

ってまいりたいと、このように考えてございます

ので、よろしく御理解いただきますようお願い申

し上げます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） それでは、この後は自席よ

り再質さしていただきたいと思います。

まず、青少年問題についてですけども、非常に

深刻な社会的な問題になっているというふうに思

います。特に、青少年につきましては、今後泉南

市、また日本を本当に支えていく大事な宝だと思

うんですよね。ところが、先ほどありましたよう

に、いろんな殺人事件を起こす。正直言いまして、

私たちがそういう中学校、高校時代のときも、暴

力であるとか、いじめであるとか、そういったも

のは実際あるにはあったんですけども、行き着く

ところ殺人まで起こすというような、そんなのは

なかったように思われます。

ところが、昨今いっとき、本当に言葉だけ先走

った形になりましたけども、キレるというような

状況がありまして、一言言われたことに対してキ

レたいうことで本当に無残な事件が多いわけです

けども、徹底的に相手をのすまでやってしまう。

一体どうしてそういうことになったんであろうか。

もっと人間というのはどういうものか、命という

もののとうとさはどうなのかということをしっか

りと本来教えていくのがやっぱり教育の１つだと



思いますし、その辺について具体的に、例えば当

泉南市ではそういう問題につきまして、どういう

ふうな分析であるとか、また対応する機関がある

のかどうか、いま少しお聞かせ願いたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 昨今の青少年をめ

ぐる状況あるいは課題につきましては、社会教育

の観点からの取り組みということで、先ほど金田

部長の方より申し上げたとおりでございます。学

校教育における取り組みにつきまして御答弁を申

し上げたいというふうに考えます。

何はともあれ、子供の生活の場というのは、ま

ずは学校でありますし、学校における授業であり

生活でございます。そういった意味で、まず基本

的にはすべての子供にわかる授業を行い、一人一

人の子供に達成感を味わわせ、楽しい学校を実現

すること、また最近の社会状況ともかかわり、命

の大事さあるいは規範意識の育成等、心の教育の

充実に取り組めるよう助言や支援を行っておりま

す。

また、具体の指導に当たります教職員の資質向

上に関しましては、教職員に対し生徒指導上の諸

問題やカウンセリングに関する専門的・実践的研

修を実施したり、本市に配置しておりますスクー

ルカウンセラーやスーパーバイザーを校内研修会

に派遣をし、積極的な資質向上に努めております。

また、さまざまな課題を抱えた子供や保護者の

相談体制の充実ということにつきまして、先ほど

申し上げましたように、中学校に対してスクール

カウンセラーや心の教室相談員を配置し、小学校

や幼稚園にも派遣できるよう調整し、問題の早期

解決に対応できるような体制をとっております。

また、幼稚園、小学校を中心にスーパーバイザー

に月に二、三回各学校を巡回いただき、不登校等

の問題に悩む教職員や保護者の相談に対応できる

よう努めているところでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 今のお話の中でスクールカ

ウンセラー、またスーパーバイザー等々あると思

うんですけども、この問題につきましては、先ほ
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どの答弁にもありましたけども、家庭、また教育

の現場、そしてまた行政が本当に一体となって今

や取り組まなければならないような問題になって

るというふうに思うんですけども、例えば諸外国

におきましては、そのほかにコミュニティスクー

ルであるとか、また最近では不登校に限ってかも

しれませんけども、チャータースクールというよ

うな、そういう学校ができているそうであります。

特に、チャータースクールというのは、御存じ

だと思うんですけども、別に推進者でも何でもな

いんですが、先日ＮＨＫのテレビでしていたわけ

なんですけども、子供に沿った、特に教育委員会

とその間で契約を交わしてつくっていくそうです

けども、現在１，０００件以上、ほんとに急速に伸

びている学校だそうで、例えばパソコンをずっと

したければずっとさす、また子供がきょうは一日

本当に何を勉強したいのか、何をしていきたいの

かというたときに、自分自身できょうはこれがし

たい、あれがしたいというふうな申告をし、そし

てやるような、そんな学校というふうにお見受け

しました。

１つには、見てまして、私自身、非常におもし

ろいものだなというふうに思いますし、これから

の１つの考え方として、やっぱりそういうのも大

事じゃないかなというふうに思います。

特に、青少年につきましては、私の周りにもお

るんですけども、学校が犯罪だけじゃなくて行け

なくなったとか、そういった人間もいまして、学

校に行けないということは、社会からある意味で

は脱落してしまったいうふうに自分自身を追い込

んでしまいまして、なかなか社会復帰できないよ

うな、そんな人間も周りにいます。

どうかここでいろんな角度から今まさに手を打

たれてると思いますけども、まずお願いしたいの

は、市長を初め理事者の皆様が先頭に立たれまし

て現場の中に入っていただいて、そしていろんな

意見をじっくりと聞いていただけるような、そう

いう場所を設けていただいて、そして本当に一人

一人と対話しながらお願いしたいいうふうに思い

ます。この問題につきましては、私自身もまだま

だ認識不足もございますので、これからまた勉強

して質問さしていただきたいと思います。



続きまして、関空問題の方に移らしていただき

たいと思いますが、先ほども関空問題につきまし

ていろんな質疑がございました。また、私の質問

からいろんなそちらの御答弁をいただきましたが、

まず１期目と２期目の間で、またこの関空問題に

関しましては経営面といわゆる不同沈下、その問

題が大きいというふうにございましたが、今回、

今２期目をされてるわけなんですけども、２期目

の平均水深というのは１９．５メートル、１期目に

ついてより１．５メートル深いわけですね。先ほど

３点目に私の方から、緊急なそういう行政と関空

についての体制があるのかというふうにお話しさ

してもらったんですけども、まずその不同沈下、

いわゆる島内、関空自体が沈んでいくということ

でさっきもあったんですけども、この不同沈下と

いう問題が取りざたされ、なおかつ１期目の非常

に大きな問題になってるんですけども、その辺２

期目につきましては、こういうところの１つの改

善、そういったものがあるのでしょうか。

また、先ほど市長もおっしゃってましたけども、

なかなか情報開示がないということで、その辺わ

からなければ結構なんですけども、今回の１期目

のそういういろんな問題点を特に不同沈下につい

て網羅しながら、２期目について改善があるよう

なところがあるのかどうか、ちょっとお聞きした

いと思いますんで、よろしくお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １期目は、御承知のように

当然沈むということを前提に建物にはくいを打っ

ておりません。普通はくいを打つわけなんですが、

くいを打ちますと沈まないというか、沈みにくい。

周りはどんどん沈むということで当然落差が出て

まいりますから、１期の場合はくいを打たずに全

体的に沈むと、こういうことでターミナルビルも

くいは一切打っておらないわけです。不等沈下に

対しては、それに対応するためにジャッキで調整

するということで、ジャッキアップによってコン

トロールするということにしているわけでござい

ます。

ただ、沈下量が予想以上に大きいということで、

そのジャッキアップのストロークを超えるという

ような記事もありましたけども、それはまたその
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間にプレートを入れていけばいいわけでございま

すから、そういう調整をやってると。

高い建物は余り空港島内にはありませんが、管

制塔が一番高いかというように思いますが、そこ

は御存じのように地震のいわゆる振幅に対して上

に制振装置というのを備えておりまして、揺れを

減衰する装置をつけておりますから、これも有効

に働いているというふうに思っております。

２期の方は、御承知のように１期よりかなり深

いということもございまして、１期目の沈下量の

予測が先ほどありました１１．５ということでござ

いましたけども、その学習を踏まえて、２期の方

では１８メーターという沈下量を予想されており

ます。ですから、これも将来的にそれが１８以内

にとどまるのかどうかというのは、まだ工事中で

すからわかりませんが、一応１期のときのいろん

な経験を踏まえて、２期では１８メーターという

ことを想定して埋め立てをするということになっ

ております。

島が非常に大きいもんですから、地盤によって

は不等沈下というのは当然起こり得るというふう

に思います。それは１期でもありましたけども、

いろんな地盤改良あるいはこれからの埋め立て、

あるいは上物によって変わってくるかというふう

に思いますが、均一に沈むということは常識的に

はあり得ないわけでございますから、いかにその

不等沈下を少なくするかということだというふう

に思いますので、それはいろんな先ほど言いまし

た地盤改良なり、あるいは上にかかる重みによっ

て若干修正をしながら埋め立てていくという工法

をとるということになっておりますから、１期の

いろんな経験を踏まえて、今度は慎重に工事を進

めておられるというふうにお聞きをいたしており

ます。

○議長（奥和田好吉君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 不同沈下ということでジャ

ッキアップシステムというふうなのがありました

けども、ジャッキアップシステムは、例えば旅客

ターミナルでしたら８７０カ所ぐらい採用されて、

１つ沈むごとにつきましてフィラプレートという

のをかましながら持ち上げていくわけですけども、

例えば旅客ターミナルにいたしましては、北から



南まで１，６６０メートル、本館が３２０メートル、

ウイングは６７０メートル掛ける２メートルとい

う非常に長いものがあると思うんですけども、そ

のジャッキアップの中でも、先ほど市長の方の御

答弁にもありましたけども、全体的に沈むんなら

全く問題ないと思うんですけども、例えば北だけ

沈んでしまうとか、南側だけ沈むぐあいが大きい

とか、そういうのが非常に問題であって、そうい

うことが出ることについて、何が出るかというた

ら、本当に建物自体に大きな負担がかかってしま

うと思うんですよね。

例えば、北だけ上げていく。実際ジャッキアッ

プと言いますけども、ジャッキダウンというよう

な方式も使っているというふうにお聞きしてます。

要は、北から南まで一定に下がり一定に上がると

いうのは非常に問題ないと思うんですが、例えば

この８７０カ所で中央だけが上がり、また北、南

については下がったり、そういうふうな問題が起

きたときに、やはり建物自体にひずみが起こるで

しょうし、なおかつ現実あかなければならない扉

があかないというような、そういうところもある

そうですけども、そういうところをしっかりと把

握しながら、今回の２期工事というのは進めてい

くべきではないかというふうに思うんですけども、

その辺はいかがでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 建物が不等沈下いたします

と、当然ストレスが発生するわけですね。そのス

トレス解消のためにジャッキで調整しながらやる

と。ですから、全体的には下がっているんですが、

その下がる速度がこっちとこっちで違うという場

合は、当然建物の構造にもよってあり得るという

ふうに思います。それはジャッキでコントロール

していくと。一方では上げる、一方ではジャッキ

ダウンということもあるかもわかりませんが、一

般的には全体で下がってますからジャッキアップ

ということになるわけですが、それによってプレ

ートをかましながら調整していくと。

その調整によってひずみを直していくわけです

から、主構造に対するストレスはそれで減少され

るということでございます。ただ、細かい、入り

口がどうのとかいうのは、若干それはあると思い

－７９－

ますが、根本的な構造体については、ジャッキア

ップの調整によってストレスが発生しないように、

しにくいように調整をしていくと、こういうこと

でございます。

２期島の方は、御承知のように今計画されてお

りますのは、ほとんど建物はございません。少し

サテライトがあるようなところもありますが、１

期のような重い構造物というのは、今のとこ計画

されておりませんので、ほとんどが滑走路あるい

は誘導路というものでございますから、そういう

重たい構造物が今現実には計画されておりません

ので、これも１期の状態も含めて、同様のそうい

うくいを打たない工法ということで考えられると

いうふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） その中で、今御答弁いただ

きましたけども、そういうジャッキアップにもや

はり限界もあると思うんですよね。何ぼでも上げ

れる、また何ぼでも調整できるというものではな

いと思うんですけども、そういった中で、例えば

今回止水壁という要は水対策、そういうものをと

られたわけでなんですけども、私が冒頭いろんな

有事の際というふうに思いましたけども、特に震

災について触れさしていただいたわけなんですけ

ども、当然そういう建物のひずみであるとか、ま

た止水壁を設けるということは、現に幾らか水も

当然入ってきてることでしょうし、今度そういっ

たものが起こったときに、確かに御答弁の方では

震災に非常に強いような、そういうお話がありま

したけども、本当にまた大きなのが来たときに、

例えばあの大震災があったときのように、実際に

液状化現象であるとか、そういったもんが考えら

れないことはないというふうに思うんです。

現に私が一番今危惧してるのは、そういった中

であの大きな震災が起こったときに、本当にもつ

ことができるのかと。本当に孤島になってしまっ

たときに、確かにいっときはもつかもしれません

けども、例えば論外的な話かもしれませんけど、

あの連絡橋が本当に壊れる、つぶれるというよう

なことはないというふうにお聞きはしてますけど

も、ほんの数十メートル、数メートル、そのあた

りがひずんだだけでも当然使えないようになって



しまうんじゃないかなと思うんですよね。そのと

きに多くの方があの関空島内に残されると思うん

ですけども、そんなときに一体どういうふうに救

援をしていくのか、どういうふうな対応をとって

いくのか。また、そういうものが実際あるのかど

うか、再度ちょっとお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 液状化現象というのは、細

かい砂ですね、細砂、細かい砂でしかも含水率が

非常に高い場合、揺れることによってその細砂中

の水が噴出するという現象なんですね。

関空の場合は、御承知のように主にれきで埋め

ているわけですね。れきというのは、非常に大き

な粒径の岩を砕いたものですね。ですから、そう

いう液状化というのは非常に発生しにくい素材で

埋めているということでございますから、液状化

が起こるという可能性というのは内陸部に比べま

すと非常に低いという意味で、地震には必ずしも

弱くないということを申し上げたわけでございま

す。

連絡橋の方は、先ほどのターミナルビルと違い

ましてくいを打っております。ですから、橋梁自

身は安定層まで達したくいを打っておりますから、

沈下あるいは地震に対しても強いと思います。強

いて、もし連絡橋が使えにくい、使えないという

ことになるとすれば、その橋梁のいわゆる橋台、

アバットメントと後ろの盛り土の部分ですね。こ

こには、当然こっちが下がるわけですから、ある

いは何らかの沈下が起こるということですから、

この段差ができるということが考えられるわけで

ございます。現実に起こっておるわけでございま

すから、それによって、急激な段差が生じること

によって連絡橋が使えないという可能性はあると

思います。

１期でも我々経験したんですが、神戸へ救援物

資等を運ぶ場合、一番何が有効だったかというと

やっぱり船だったわけですね。地震はもちろん津

波が来れば別ですが、津波は仮に生じたとしても

そう長くは生じませんので、それがおさまれば一

番有効なのは船ではないかというふうに思います。

それと、先ほどのヘリコプターですね。それと、
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滑走路が無事であれば当然航空機も可能でござい

ますから、そういう意味では、アプローチの仕方

というのは他にもあるとは思いますが、やはり大

規模な輸送ということになれば、連絡橋あるいは

それにかわるもう１つの連絡ルートということが

最重要だというふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） あと２分です。竹田君。

○２番（竹田光良君） わかりました。本当に初め

てなもので、時間の配分がなかなかつかめなくて

申しわけございません。

最後ですけども、悪臭の問題ですが、先ほども

御答弁いただきましたが、これにつきましては、

理事者側の皆様方も本当に努力をしていただいて

いると思いますが、きのうも楠台の方面ではにお

いがしてました。一日じゅうしていたそうです。

本当にあのにおいをかぐと物が食べられないと、

そういう方もおられます。もっと具体的に そ

うなると当然経費というものもかかってくると思

うんですけども、具体的に例えば本当にどこの施

設が悪いというふうにわかっているんでしたら、

その施設を改善するには、改良するのにはこうい

うものがある、こういうものもあるんじゃないか

というところをやっぱりしっかりとまた見ていた

だきながらお願いしたいと思います。

特に、この問題につきましては広域的な問題に

なってますし、一刻も早く解決をお願いしたいこ

とを要望いたしまして、私の質問を終わらしてい

ただきます。ありがとうございました。

○議長（奥和田好吉君） 以上で竹田議員の質問を

終結いたします。

午後１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ６分 休憩

午後１時１７分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、１９番 和気 豊君の質問を許可いたし

ます。和気君。

○１９番（和気 豊君） 日本共産党泉南市会議員

の和気 豊でございます。２０００年度第４回定

例市議会に際し、一般質問をしてまいります。

多くの高齢者の皆さんにとって２１世紀を迎え

ての年の瀬、いよいよ厳しくなってきています。



介護保険に加えて、来年年初めから医療費が増額

されます。非課税世帯１，１５０人余の皆さんにと

っては、８月の府の高齢者医療助成の打ち切りも

あり、一気に月額５，０００円前後の負担増になり

ます。また、地場産業の廃業と倒産、そして受注

の激減による操短により、失業、給料の切り下げ

で暮らしそのものが成り立たなくなっている人た

ちがふえています。今ほど市民の命と暮らしを守

るとりでとしての市の大いなる役割が求められて

いるときはないのではないでしょうか。そのこと

に万感の期待を込めて、大綱５点にわたり質問を

してまいります。

大綱第１は、介護保険制度の改善についてであ

ります。

その１は、保険料、利用料の減免ついてであり

ます。国及び地方自治体の介護費用負担額の軽減

分を国民に肩がわりさせる制度改悪によって、高

齢者の皆さんの保険料、利用料負担がふえました。

泉南市でも非課税世帯の皆さんの負担は、老人医

療費の負担増と相まって大変な状況になっていま

す。

まず、保険料の軽減についてでありますが、こ

の間府下各市で高齢者の実態調査を進め、軽減策

をとっている市がふえ、利用料軽減についても３

市で実施しています。市で非課税世帯を対象に保

険料の軽減を実施した場合、どれだけの持ち出し

となるのか、試算したことがあればお示しを願い

ます。

利用料についても、在宅介護サービスを国の制

度で実施されている訪問介護サービス並みにすべ

て３％に軽減した場合に幾らになるのか、お示し

を願います。

あわせて、介護サービスのこれまでの給付額と

それを踏まえた年間予想額、そして年度当初に保

険料の積算の根拠として立てられた給付額、その

差についてもお示しを願います。

その２は、サービス基盤の整備についてであり

ます。施設サービスの基盤整備の現状と入所希望

者と待機者の現状についてお示しを願います。

その３は、オンブズパーソン制度の創設につい

てであります。泉南市に寄せられている現在まで

の苦情の中身とその対応についてどうされている
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のか、特徴的な点をお示し願います。あわせて、

苦情処理の第三者機関創設に向けては検討中とい

う答弁で毎回推移しておりますが、取り組みの現

状についてお示しを願います。

大綱第２は、老人対策の拡充について、敬老祝

い金と非課税世帯への老人医療助成制度の復活に

ついてであります。

この両制度がことし一度に廃止されたことによ

って、この制度によって生活を支えられていた高

齢者世帯、例えば老齢福祉年金受給者やそれに準

ずる家庭にとっては、まさに生活破壊につながっ

ています。この層の対象家庭と対象者はどれだけ

おられるのか、またこれらの人たちに制度復活す

るのにどれだけの財源が必要なのか、試算されて

おればお示しを願います。

大綱第３は、障害者対策の拡充について、市内

４駅のバリアフリー化についてであります。

理事者の答弁は、鉄道事業者との協議を積極的

に進めていきたいというのが最終答弁でありまし

た。それに対して、文書に残るようけじめを入れ

てほしいとお願いをしておきましたが、そのこと

を含めてその後の取り組みについてお示しを願い

ます。

大綱第４は、同和行政終結に向けた取り組みに

ついてであります。

市長を初め市理事者は、同和行政についてこれ

までの必要施策の積極的な推進に努めてきた結果、

同和地区の生活環境は大きく進み、ハード面の登

録事業も事業完遂を見ております、とされていま

す。ならば、地区指定の必要はもうなくなったの

ではないでしょうか。地区指定がなくなれば同和

地区も消滅し、属地に基づき進められてきた個人

給付事業、同和住宅、同和保育、同和地区内の公

共施設の限定使用もなくなるのではないでしょう

か。具体的に伺ってまいります。

その１は、住宅入居のあり方についてでありま

す。同和住宅として建設され、属地に基づき入居

者を決定したこれまでのあり方は変わるのか。そ

のために、地区精通者の意見を聞くとして、市同

和促進協議会の判断を聞きながら、行政の主体性

のもとに決定するとしていたこれまでの入居のあ

り方をどうしていかれるのか、お伺いをいたしま



す。

その２は、老朽住宅の改修についてであります

が、府への登録残事業がなくなった今、宮本住宅

２号棟、３号棟、そして前畑の改修に至っていな

い棟の改修については、一般施策として進めるこ

とになると思いますが、これまでと違いそのあり

方については、まず入居者の意見をよく聞くこと、

今不便を感じている開閉の自由がきかないサッシ

についても、もちろん入居者の意見を大切にして

進めなければならないと思いますが、いかがでし

ょうか。

その３は、同和保育所の入所問題についてであ

ります。他市で既に実施されている地区外入所に

ついてはどうするのか。保育に欠けない子弟を措

置しているいわゆる皆保育については、継続して

いかれるのか。また、実施されていない５歳児保

育についてはどうされるのか、お伺いをいたしま

す。

その４は、同和地域だけに限って使用されてい

る公共施設と解放同盟鳴滝支部長個人に委託して

いる若松湯、寿湯についてはどうされるのか。

以上、４点についてお示しを願います。

大綱第５は、地場産業の振興策についてであり

ます。

市は、特紡繊維を初めとした地元商工業の実態

を商工会の協力を得て調査されていますが、何の

目的で調査をされているのか。例えば、今繊維に

とっての一番の問題は、東南アジアからの輸入攻

勢とされていますが、このことは調査の中に入っ

ているのか。調査結果に基づいて適切な手だてが

講じられるのか。調査結果を業界の皆さんを中心

に専門家、学者を交え、市民ぐるみで検討してい

く幅広い検討会議、仮称地場産業振興対策会議の

ようなものを立ち上がらせる考えはないのかどう

か、お伺いをいたします。

その２は、外国農作物が市農業を圧迫していま

す。３９５の自治体の議会が野菜輸入制限を直ち

に行うよう求める意見書を採択しています。農水

省も重い腰を上げて、ネギ、トマト、タマネギな

ど６品目の政府調査を大蔵、通産両省に要請いた

しました。通産省もセーフガード発動要件緩和の

検討を輸出入取引審議会に諮問いたしました。市
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としての対応をお示し願います。

質問は以上５点であります。市長を初め理事者

の答弁、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの和気議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、同和行政終結

に向けた基本的な考え方を申し上げたいと思いま

す。

本市におきましては、同和問題の早期解決を市

政の重要課題の１つとして位置づけまして、必要

施策の積極的な推進に努めてきたところでござい

ます。その結果、同和地区の生活環境を初め、諸

般の分野においても相当の改善が進み、とりわけ

ハード面における登録事業も既に完遂を見てござ

います。しかしながら、差別意識の解消、内外交

流の促進、みずからの選択に基づく自立の促進、

教育の格差、不安定就労等、なお解決を図るべき

諸課題が残されております。

こうした現状を踏まえ、国におきましては法的

措置が平成９年３月になされております。また、

平成８年地対協意見具申並びに同年府同対審答申

におきましても、同和問題は解決に向かって進ん

でいるものの、依然として日本社会の重要な課題

であり、その早期解決は国際的な責務である。ま

た、同和問題は過去の問題ではなく、この問題に

向けた取り組みを人権にかかわるあらゆる問題の

解決につなげていくという広がりを持った現実の

課題である、との見解が示されております。した

がいまして、地区指定については今後とも必要と

いうふうに考えております。

また、個人給付的事業等特別対策につきまして

は、一般施策へ移行することを基本に、事業の廃

止や縮小等段階的に見直しを進めてきておりまし

て、既にかなり改善をいたしたところでございま

す。今後も、一般施策への早期、円滑な移行へ向

けて努めてまいります。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） そ

れでは、私の方から和気議員御質問のまず介護保

険制度について御答弁申し上げます。

まず、保険料、利用料の減免等でありまして、

ちょっと順番がてれこになるかもわかりませんけ



ども、このほど御容赦願いたいと思います。

まず、保険料の軽減で、その軽減を実際にほか

の市で実施している分について、泉南市が実施し

た場合にはどういった影響額になるかという御質

問であったと思います。

現在軽減している団体を見ますと、これから軽

減しようという団体もありまして、お隣の泉佐野

市さんとかも現在この軽減策については、どうい

うふうにするかというのを出されております。そ

して、泉南市が同程度の減免をした場合にはどう

いった数字になるかという御質問だったと思いま

すが、うちの方もある程度試算しましてやります

と、まずこの第１段階、そして第２段階の分につ

いてある程度の所得要件等を勘案して、２分の１

減免という制度が 制度というんですか、そう

いった形で打ち出されているところでございます。

その市ですね、そういったところを参考にいた

しまして、減免をした場合には、平成１３年度ベ

ースでは約６８万円ぐらいの減免額になってくる

と、そのように試算しております。それと、１４

年度は、今度これは４分の４という形になります

けども、１４年度は９１万円という試算を行って

おります。

それと、次に利用料の軽減の分についても御質

問があったと思います。この分については、現在

ホームヘルプサービスのみ３％で、７％相当額に

ついては減免をしてるという、これは国の制度で

やってるわけなんですけども、ほかの制度ももし

これを３％にした場合には、どれぐらいの影響額

になってるかというところでございますけれども、

こちらの方で試算というんですか、費用を見込ん

でおります１，８００万円が７％相当額の影響額と、

このように試算をいたしております。

それと、次に介護療養型病床などのサービス基

盤の整備についてでございます。

介護保険事業計画における介護保険施設の必要

整備数でございますが、市内の特別養護老人ホー

ム及び老人保健施設については、平成１６年度ま

での必要整備数をそれぞれ１５床、１８床として

おります。これらの必要整備数への対応としまし

ては、厚生省通知に基づくショートステイ床の特

別養護老人ホーム床への転換措置や一時的活用の
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特例措置を運用すること、またりんくうタウンで

の老人保健施設の建設により、ほぼ充足するもの

と考えております。

一方、介護療養型医療施設につきましては、市

内の療養型病床群からの転換見込みを２４０床と

しておりますが、これはあくまで介護保険適用施

設への転換予想数値であり、整備目標数値ではご

ざいませんので、御理解をお願いいたしたいと、

このように思います。

介護療養型医療施設としては、医療保険適用と

介護保険適用があり、広域的な利用実態があると

いう医療施設の性格から必要整備数とはせず、泉

州圏域での大阪府における指定目標数としている

ものでございます。現時点では、泉南市内で指定

を受けている介護療養型医療施設は、堀病院の３

０床のみでございまして、泉州圏域全体でも１，７

３８床の指定にとどまっており、指定目標数３，１

１０床とはまだかなりの開きがある状況となって

おります。

なお、事業計画を策定する際に、介護療養型医

療施設入院必要者数を１１４名と見込んでおりま

したが、保険給付実績によりますと、９月の介護

療養型医療施設の利用者数は４６名となっており

まして、残り６８名程度の方の多くは、医療保険

適用施設に入院中であるか、他の介護保険施設や

居宅サービスなどの介護保険サービスを利用され

ているものと、このように考えております。

それから次に、オンブズパーソン制度創設に向

けての取り組みについて御答弁申し上げます。

本市介護保険事業計画では、介護サービス等に

関する福祉オンブズパーソンの仕組みづくりを検

討するとしているところでございますが、あくま

で福祉ボランティアの活用が主眼となっておりま

す。この場合、既存のボランティア団体等の活用、

施設等のボランティアの組織化、新規ボランティ

アの募集などの手法が考えられるところです。

どちらにいたしましても、高齢者が気楽に不満

や苦情を相談できるためには、一定の研修の修了

者であって、相談ボランティアとしての資質、活

動の継続性、活動に対する意欲、客観的な判断能

力等を有することが必要になると考えております。

現時点では、研修のレベルや実施方法、ボランテ



ィアの活用手法、組織化に伴う財源の確保など種

々の検討すべき課題がございますが、ボランティ

アの活用手法としては、従来から地域で活動され

ているという観点から、既存のボランティア団体

等の活用が最も現実的ではないかと考えておりま

す。

本年４月から介護保険制度が施行され、１０月

から保険料徴収が開始されるなど、保険事務本来

の作業に全力を挙げなければならない時期でござ

いますので、ボランティア団体等へのお願いなど

福祉オンブズパーソンの具体的な作業については、

年明け早々をめどに行いたいと、このように考え

ておりますので御理解のほどお願いしたいと、こ

のように思います。

それと、相談件数が幾らあったか、あるいは相

談の苦情の中身はどうだったかといった御質問が

あったと思います。

相談件数につきましては、この１０月末までに

５２件ございまして、そしてその主なものといた

しましては、保険料あるいは認定関係、サービス、

こういった項目の相談がございました。

続きまして、老人対策の拡充について、敬老祝

い金、老人医療助成制度の復活についての御質問

でございます。

この御質問は、要するに生活が困窮されている

方々の対象家庭でありますとか、あるいはそうい

った方の人数、家庭の数字を把握しているかとい

う御質問であったと思うんですけど、その具体的

な数字については、現在その資料を持っておりま

せんので、人数については御勘弁願いたいと、こ

のように思います。

ただ、以前にもこの敬老祝い金、そして老人医

療助成制度の件についてお願いしたときに影響額

というのを出しておりまして、その数字について

御答弁申し上げたいと、このように思います。

影響額については、まず老人医療については平

年度化しまして約７，７００万、また８月以降の改

定ということになっておりますので、約４，２５０

万という形で答弁さしていただいたと思います。

それと、敬老祝い金については約２，２００万、こ

れが減額になったということで御答弁にかえさし

ていただきたいと、このように思います。
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それと、もう１つ、同和行政の終結に向けた取

り組みについてというところの地区外保育など保

育行政の今後の進め方について御答弁申し上げた

いと、このように思います。

保育所の入所システムが児童福祉法の改正によ

り、従来の行政処分としての措置から選択利用方

式に変更され、保護者の選択権が明確にされたこ

とにより、同和保育所においても入所希望があれ

ば、地区外からの一般児受け入れを行うことが必

要となっております。現在、同和保育所の入所に

つきましては、小学校区により児童の入所を限定

し実施していますが、今後は地域事情、経緯等を

考慮しつつも、地区外からの児童の受け入れを促

進していく方向でその円滑的な実施に向け努力し

てまいりたいと、このように考えております。

また、今後の同和保育行政の方向性といたしま

して、さまざまな諸条件などを考慮しつつ、激変

緩和措置をとりながら、従来実施してきた同和保

育行政の成果と課題を確認し、人権保育の推進を

一般施策へ一元化する方向で進めてまいりたいと、

このように考えております。

それと、あと皆保育、それから５歳児保育の件

についても御質問がございました。

この分につきましては、特に５歳児の分につき

ましては、幼稚園の方とも関連してまいります。

この問題につきましては、今後関係機関とも協議

しながら検討してまいりたいと、このように考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

〔和気 豊君「議長、肝心なとこが抜けてるん

ですよ」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 公共施設、とりわけ市

内４駅のバリアフリー化について、その後の取り

組みという御質問でございました。お答えをさせ

ていただきたいと思います。

市内４駅ございますが、和泉砂川駅及び新家駅

につきましては、ＪＲ西日本和歌山支社に対しま

して、市長が駅のバリアフリー化の整備について

毎年要望に出向いて行っておるところでございま

す。また、南海電鉄に対しましても、交通弱者対

策といたしまして、エレベーター等の設置要望を

前提とした協議を行っておるところでございます



が、南海電鉄といたしましては、駅利用者の多い

ところから順次整備をしていく方針であるという

ことを聞いております。特に、樽井駅につきまし

ては年々乗降客も減っておりまして、昨年では８，

０００人を割ったというような状況でございます

ので、後回しにされる可能性もあると思います。

泉南市域のメーンの駅でございますので、できる

だけ協議を進めていきたいというふうに考えてお

るところでございます。

また、いわゆる交通バリアフリー法の施行によ

りまして、公共交通の事業者に対しましては、旅

客施設を新しくする、また全面的な改良をすると

いう場合には、エレベーターの設置等が義務づけ

られております。既存の施設につきましても努力

義務として、平成２２年までに整備をするという、

長い期間ではございますが、課せられて、期間が

決められておるところでございます。本市といた

しましては、この法律の趣旨に基づきまして、駅

も含めた周辺整備につきまして、関係機関ととも

に十分に協議調整を図ってまいりたいと考えてお

るところでございます。

次に、市営住宅の入居のあり方についてお答え

をさせていただきたいと思います。

同和向けの市営住宅の空き室の入居決定に際し

ましては、入居の選考基準に基づきまして入居者

の決定を行っております。当然なことながら、今

後も適正な入居に努めてまいりたいと存じており

ます。

また、市営住宅の老朽化していることに対して

の改修、また建てかえ等の検討をしておるのかと

いう御質問でございますが、前畑の住宅、また宮

本の住宅に対しましては、築後３０年以上経過し

ておるものが多く、建物の老朽化あるいは設備の

劣化等によりまして入居者から改修を求められる

声が多数寄せられておりまして、住宅管理につい

て年々経費的にも増加をたどっておるという状況

でございます。

このことから、平成１２年度で宮本の２号棟及

び３号棟において耐震診断を実施しまして、調査

の結果を踏まえて耐震改修を含めた改修事業を行

うのか、また建てかえ改修事業となるのか、市と

しての具体的な方向を明らかにする考えでありま
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す。現在、事業内容を精査しつつ、補助金の採択

等も含めて大阪府と協議を行っている状況でござ

います。

次に、地場産業の振興策ということの中で、外

国輸入農産物への対応についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。

本市の農業は、都市近郊を生かした生鮮野菜等

の供給地でございまして、近年では花卉栽培にお

いて府下有数の産地となっています。近年、本市

の農業を取り巻く環境は、都市化の進展とか消費

者のニーズの変化、また環境に対する人々の関心

の高まりなど、国際化の進展による輸入農作物の

増加等大きく変化が見られるところであります。

輸入農産物でございますけども、全国収穫量に

対しての割合は、タマネギで１５．１％、ネギで３．

４％、キャベツで３％でございまして、作付、作

柄等の他の要因もございまして、農業経営者に対

する影響は明確でないものがございます。その可

能性も十分にあるものと考えておるところでござ

います。

国におきましては、輸入増加による影響につい

ての調査を進めているということが近々の報道で

も伝わってきておる中で、本市といたしましては、

地域的な条件を生かした生鮮野菜の供給地として

高収益型の農業を今後も維持していくために、生

産基盤の整備、新規就農者や女性の参加、また地

域における農業推進のリーダーの育成等、高収益

で大都市近郊農業として経営基盤の充実を図るべ

く、大阪府、またＪＡとの連携をとりながら、農

業者へのさらなる支援を行ってまいりたいと考え

ております。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 和気議員の地場産

業振興策について御答弁申し上げます。

泉州地域は従来より紡績、撚糸、毛布、タオル、

最近では軍手など繊維を中心としたさまざまな地

場産業を有しており、地域の基幹産業として輸出

を主体に生産を順調に拡大させてきた時期もあり

ましたが、昭和４５年前後より過剰生産、途上国

の追い上げといった構造的問題により成長が鈍化

いたしました。昭和５０年代に入っても需要の停

滞、多様化等により、より一層厳しい状況となっ



てございます。

近年の地場産業は昭和４５年から輸入の増加傾

向がありましたが、年を追うごとに増加傾向が見

られ、その多くはアジア諸国の製品であり、輸入

品の価格が一層低下したことに加え、途上国へ進

出した企業による国内への逆輸入や市場を国内向

けにシフトしたことなどにより、地場産業にとっ

て大きなダメージとなってございます。このよう

に泉州地区の地場産業は、輸入品の急増から地域

製造業の著しい衰退を招いているのが現状である

と考えてございます。

本年、市内の製造業者の実態調査を行っておる

ところでございますが、この内容につきましては、

繊維産業のみならず泉南市の製造業が置かれてい

る実態を人、物、金や情報など、経営実態の把握

と製造業の今後のあり方を見出すためのものでご

ざいます。この調査につきましては、今年度末に

はその取りまとめができてまいりますので、調査

結果の内容を検討し、従来からの振興施策にあわ

せ今後の施策展開に生かし、引き続き商工業の活

性化に努めてまいりたいと考えてございます。

また、お尋ねの地場産業振興対策会議の創設に

つきましては、近隣各市の状況を早急に調査し検

討してまいりたいと、このように考えております

ので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上

げます。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 申

しわけございません。１つ答弁漏れがございまし

たので、改めて御答弁申し上げます。介護保険の

サービスの見込み額、当初の給付額と、そして現

在の年間予想額との差がどれぐらいになっている

かという御質問であったと思います。

この分につきましては、現在で見込み数を出し

ますと、当初このサービスの給付額が約１８億５，

９００万で予算措置をいたしておりました。そし

て、現在の決算見込み額につきましては、約１２

億７，８００万という形の決算見込みを出しており

ます。そして、その差につきましては、約５億８，

０００万程度の差が出てくるのではないかと、こ

のように考えております。

以上でございます。

－８６－

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 和気議員の同和行

政の終結に向けた取り組みのうち、公共施設の一

般開放についてのうち、若松湯及び寿湯の運営に

ついてお答えをさしていただきたいと思います。

現在、地区内には、議員御指摘のとおり２カ所

の公共の銭湯がございます。この公共施設につき

ましては、若松湯は昭和４５年建設、寿湯につい

ては昭和４６年建設であり、両施設とも築後２０

年余りが経過いたしております。

施設の運営につきましては、建設当時より部落

解放同盟大阪府連鳴滝支部に運営を委託している

状況であります。本日現在、関係諸団体と協議を

し、見直しを実施すべく協議に入っている状況で

ございます。

今後ともこの協議を進めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） まず、介護保険の問題か

ら質問していきたいと思うんですが、今言われま

した給付実績を踏まえた１２年度年間の予測が

実数値に近いと思うんですが、それと当初予測

との間に５億８，０００万の差がある。大変なこと

ですよね。

問題はこの５億８，０００万、この差が出ている

わけですが、これは利用者、いわゆる１号被保険

者、２号被保険者にとっては、この１８億５，９０

０万、この給付額から逆算して保険料が算定され

ているわけですね。府下で第３番目という高い保

険料になっているわけです。ところが、実際はこ

れだけのいわゆる給付予想しかないと。これだけ

のお金が余ってくるわけです、取り過ぎて。これ

をどうするのか。当然、この負担軽減のためにこ

の枠は使う。３年間このままでいくわけでしょう。

法でローリングが許されるのはこの額で３年間。

若干人数はふえてくるだろうというふうに思いま

すから、当然１３年、１４年は額もふえるでしょ

うけれども、この年度に限っていえばこれだけの

差がある。どうされるんですか、この見込み違い

の額を。利用者、市民に還元される、こういうお

気持ちはあるんですか。



先ほどいみじくも言われましたが、減免を１号

被保険者から第１段階、第２段階の非課税世帯に

所得を制限してやれば、保険料の２分の１の減免

が平成１３年でわずか６８万、平成１０年で９１

万で済む。それから、今国がホームヘルパーの派

遣だけに限って３％の軽減をしておりますが

１割、１０％のね。これをすべてのサービスに実

施した場合、わずか１，８００万。これぐらいの額

の見返りは、当然利用者にしたらどうですか。

先ほど苦情の５２件の中身をお示しいただきま

した。私も資料をとっておりますので、圧倒的に

多いのが保険料が高過ぎる。年金がわずかなのに

保険料がこの非常に減額されている今年度でも夫

婦合わせて１万５，０００円、これだけの保険料を

払わなあかん。生活に大きく響いてくる。老齢福

祉年金受給者であって、わずか月３万３，４００円、

こういう家庭に情け無用に保険料が徴収される。

この辺で生活破壊につながっているんだと、こう

いう苦情が圧倒的に多いわけでしょう。

５２件のうち、ちょっと精査いたしますと、情

報を提供してくれというのが１２件ありまして、

大体４０件、このうち２２件が保険料が高過ぎて

払えない、これ何とかしてくれ、利用料が高くて

思う存分１００％のサービスを受けられないんだ、

こういうやつが圧倒的に多いんですね。そういう

声にこたえて、この差額を、取り過ぎた分を還元

していく、こういう腹はないのかどうか。その点

に限ってお答えをいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 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、このサービスの供給量の問題でございます。

これにつきましては、平成１０年当初につきま

しては我々３年間の経費の総額を出しまして、そ

の数値からこの予算を計上したものでございます。

ただ、介護保険制度の円滑な運営を図る中で、保

険料あるいは利用料につきましては、公的な社会

保険制度としての公平性が求められているところ

でございます。

また、保険料につきましては、法制度上５段階

の負担率も定められておりまして、利用料につい

ても所得に応じて利用者負担上限額が決められて

いるなど、低所得者に対して一定の配慮がなされ
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ていると我々は考えております。しかし、個々の

状況に応じては別途軽減が必要な事例が考えられ

るところであり、法やあるいは条例に基づく減免

措置や介護保険の円滑導入のための特別対策で示

されたホームヘルパー利用者の利用料を３％とす

る軽減措置や、社会福祉法人の利用者負担減免な

どで適正に対応してまいってきております。

なお、厚生省の考え方としましては、介護保険

制度においては保険料を所得に応じた５段階設定

とするなど、低所得者への配慮を行っているとこ

ろでございまして、さらに一定の収入以下の者に

ついて、収入のみに着目して一律に減免措置を講

じることは、正確な負担能力を個々具体的に判断

しないまま減免を行うこととなり不公平であると、

このようにされております。

また、一般財源による保険料減免分の補てんに

つきましても、介護保険の費用が第１号保険料が

原則１７％、市町村の一般財源が１２．５％という

ふうにそれぞれ負担割合が決められておりまして、

保険料を減免し、その分を定められた負担割合を

超えてほかに転嫁することは、保険制度の助け合

いの精神を否定することになるため適当でないと、

このようにされております。

このようなことから、保険料の独自の減免につ

いては、種々の課題があるわけでございますが、

他市で予定されている独自減免における保険財政

などへの影響や近隣市町村の動向を踏まえながら、

社会保険制度の枠を逸脱することのないよう、慎

重にこの問題については対応してまいりたいと、

このように考えておりますので、よろしく御理解

のほどお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） なかなか利用実績が出て

こないんですが、これは毎回利用実績を出してく

ださいと、こういうことでお願いをしてきたんで

すが、なかなか利用実績が出てこない。ちなみに

大阪府下、これは３７なんですが、具体的な各種

の資料に基づいて利用実績をほぼ―具体には確

定しないんですが、おおよそ超概算と言われれば

それまでですけれども、サービスの利用実態がど

の程度になってるのか、１００％受けられるサー

ビスが現実にはどうなっているのか。大体３割か



ら４割どまりなんですよね。やっぱりこれは負担

料が高いのと、サービス基盤が十分整備されてな

い、この２つの両側面からくるんでしょうけれど

も、やっぱり負担が大変だと、こういう声が圧倒

的なんです。

今、答弁を聞いてますと、一生懸命厚生省の代

弁者みたいなことを言われて、本当に腹に据えか

ねるんですが、市独自で取りすぎている財源ある

やないか。これをなぜ使わないんだ、こういうこ

とを私聞いてるんですよ。独自にできるじゃない

ですか。５億８，０００万のうち、市の持ち出しが

約１億ほどこのことによって減るんですよ。敬老

祝い金はぶち切るわ、老人医療助成制度は大阪府

に倣ってそのままわずか７，７００万ですか、この

程度で―年間ですよ。１年間トータルででも負

担すれば、お年寄りに安心して老後医療を受けて

いただけるのに、こういうことにも市はこの関係

でお金をだぶつかせて使わない。一体この金どな

いするんですか。

もうちょっと利用実態を踏んまえて、一遍利用

実態を調査される考え方ありますか。アンケート

のようなもんではなくて、阪南市のように直接市

の職員が調査員になって個々の家庭を訪ねて、事

細かないわゆる利用実態を把握して、そして施策

を考えていく、こういうお気持ちはありませんか、

あわせてお聞かせをいただきたい。利用実態出な

いんですか。利用実態を含めて調査をして、その

上でこの施策、保険料あるいは利用料の軽減です

ね、考えていかれる腹があるのかどうか。厚生省

の代弁者みたいな答弁やめときなさい。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 介

護保険の給付費のこの問題につきましては、現在

我々つかんでいるのは、９月末現在の数字でつか

んでおります。それで、あとこの伸びをどういう

ふうにするかといったところで、先ほどの数字を

出さしていただきました。この実態につきまして

は、まだ若干時間もございますし、あるいは期間

もございます。ですから、その中でまたこの決算

見込み額について我々は把握していきたいと。そ

して、この保険料についてもあわせて検討してま

いりたいと、このように考えております。

－８８－

それと、あと保険料の問題につきましては、ほ

かの団体でも独自に減免ということも出てきてお

りますが、その実態も我々としては把握してまい

りたいと、このように考えております。

それと、あと先ほどのアンケートの問題でござ

いますけれども、これ現在、市が独自でサービス

の利用状況、そういったアンケートを行っており

ます。基本的には、我々今その実態調査というの

をこのアンケートでもって行っておりますので、

まずこれを分析して、今後のこの介護保険制度の

運営に利用してまいりたいと、このように考えて

おりますので、よろしく御理解のほどお願いした

いと、このように思います。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 市長が同和行政に対する

基本的な方針、これをお述べになりました。市長

ね、ちょっとお伺いをしたいんですが、いわゆる

地区指定ですね。これはなぜ 基本的なことな

んです。どういうことで地区指定がなされたんで

すか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 同和事業を円滑、適正に行

うためでございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） えらい胸張って同和行政

のことについて基本方針をお述べになりましたけ

れども、大阪府の平成８年の答申、これもお述べ

になりました。府のとおりやっていくんだと、こ

ういうことなんでしょうけれども、大阪府の見解

というのは、同和地区の指定、この問題について

は、いわゆる同和地区は昭和４４年の同和対策事

業特別措置法を初め現行の もう長いんで省略

して言いますが―地対財特法、この特別法にお

いて規定されている事業の対象地域、歴史的・社

会的理由により生活環境などの安定向上が阻害さ

れている地域、こういうふうにこの対象地域に生

活環境の安定向上のためにやっていくんだ、地域

を指定して行政がやっていくんだと。

したがって、この法律 今、地対財特法です

ね、直近の法律では。これが１３年で失効されま

すけれども、基づく事業の対象地域としてのいわ

ゆる同和地域については、法が失効すれば消滅す



るものと考えていると、これが大阪府の基本的見

解ですよ。総務部長もこういう考え方です。総務

部長は早くから、９年の３月３１日、地対財特法

が延長されましたけど、これが廃止された段階で

こういう見解出してますよ。国も府もそういう見

解なんです。もう生活環境の改善、これについて

はあと残事業をやる必要もないんだ、完遂してる

んだ、事業は基本的には終わってるんだ、こうい

うことなんでしょう。そうしたら、いつまで地区

指定続けるんですか。地区指定を続ける必要はな

いじゃないですか。

例えば、個人給付なんかでもそうでしょう。も

うやめていくんでしょう。属地に基づいてこの地

域に住んでいるがゆえに差別があった。この人ら

に対して一定の施策、生活向上を果たしていくた

めに個人給付をやってきた。こういうことは、も

うこの法が失効されれば、法の効果がなくなれば、

法が消滅すれば地区指定も消滅する。もう地区を

限ってする施策は要らんことになるんでしょう。

例えば、先ほど言われました。啓発教育が必要

だと。啓発教育なんていうのは、私どもは個人の

内心の自由を踏みにじるもんで、これは個人の自

覚に基づくもんだ、行政が上からやるもんではな

い、行政はそこまで権限ない、こういう立場で、

上からの啓発教育については反対ですけれども、

しかし市の立場からいえば、啓発推進、いわゆる

まだ差別意識を持っておる泉南市民の中に施策を

やっていくんだと。これは全体的な施策でしょう。

地域を限ってやる施策と違いますやろ。地域を限

ってやるいわゆる同和対策事業というのはもう完

遂した。そしたら、地区の指定は要らんじゃない

ですか。どうなんですか。一般的なそんな話では

あかん。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 地対財特法は一応終了した

わけでございますが、１５事業に限って５年間延

長と。１つ減ってますから１４だと思います、現

在はですね。そういうことで、まだ本市にも関係

のある事業がございますから、現在もそういう形

で遂行をいたしております。ハード事業について

は終了したと、こういうことを申し上げたわけで

ございます。

－８９－

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） だから市長ね、例えば啓

発教育とか、そんなん期限を限ってするものと違

いますがな。それから、不安定就労の問題とか、

教育の格差の問題とか、そういう問題は同和地域

に限っての問題と違うでしょう。不安定就労の問

題なんていうのは、今の泉南の置かれている繊維

なんかの現状で出てきている極めて特定の措置に

よって解決できる問題ではなくて、国の１つの中

小企業対策等を踏んまえて全体的に解決する問題。

地区を指定して地域を限ってやる施策というのは、

ほぼ完遂してるんでしょう。

だから、個人給付なんかについても１３年で終

結をする。地対財特法の延長された分が最終的に

期限切れになる、その時期をねらってやっていく

と、これは正しいんですよ。住宅入居についても、

それからそのほかの保育行政についても、他市で

はもうそれを待たずして地区外入所というものを

全面的に取り入れて、広く一般に開放する。一般

行政の中で位置づけ、一般行政としてやっている。

これがあり方じゃないですか。一体何するんです

か、地区いつまでも指定しといて。どんな施策や

るんですか、具体的に教えてください。

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） ただいま議員御指

摘の問題でございますが、我々も１３年度末をめ

どに個人給付事業から始まりまして、いろいろの

施策については当然見直しを進めている状況がご

ざいます。この点については、議員も御承認のと

おりだと思います。ですので、この見直しにつき

ましても、大阪府の動向なり市長会等につきまし

て、当然見直しを実施しております。その中で、

今後の同和行政について検討してまいりたい。以

上、考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） まず、見直しの中心に地

区指定を廃止する、これが原点で、現にそないな

ってるわけですから、具体的には。ひとり歩きし

てる分もあるわけですから、それをやるためにも

地区指定は必要ない、いつまでもね、一般施策で



やっていくんですから。そういうことを私は言っ

てる。むしろこれにこだわって、いつまでもこの

地区指定という垣根を残していくこと自体が、こ

の地区指定というものは、本来一般地域とを隔離

する、そういう制度なんですから、逆に差別を温

存することになりますよと。差別をなくしていく、

こういう立場であれば当然そういうことをやって

ほしい。

それから、こういうことで、大阪府でもそうい

う立場に立って、厳然と明確に地区指定の問題を

言ってるわけですから、これはひとつはっきりと

市としても、大阪府の答申を引き合いに出すんで

あれば、市長、もっとよく勉強して答弁してほし

いと思います。

それから、山内さん、あなたね、住宅の今改修

の問題、建てかえの問題、これあと３年かかるん

ですよ、入居するまでね。その間にたてつけの悪

いサッシの扉なんか一体どないするんですか、そ

のことも質問で聞いたんです。これだけ答えてく

ださい。本当に困窮されてるわけです。ことしの

１０月の中ごろまで続いたこの暑い夏、窓もあけ

られずに大変御苦労されてるんです。このことに

ついてはやっていくのかどうか。

それから、もう１つ、入居のあり方については

市の主体性を発揮する。これは間違いないですね。

間違いないですね。人権推進部長、どうですか。

間違いないですね。

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 当然、泉南市の公

共施設でございますので、同和地域におきます住

宅につきましても、泉南市同和事業促進協議会の

御意見を聞いた上で、泉南市といたしましては、

当然泉南市の主体性において決定をしているとい

うのが現状でございますので、事業部長の申した

部分について相違ございません。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） それじゃ、過日１１月１

日付で泉南市同和事業促進鳴滝地区協議会、ここ

が決定通知に類するものを市が知らない間に配布

した、郵送した、こういう事実、これについては

どうされるんですか。

－９０－

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 遺憾に考えており

ます。ですので、この件については是正してまい

りたいというように考え、協議をさしていただい

てる最中でございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） あと２分です。和気君。

○１９番（和気 豊君） 今、３７の方が住宅の入

居を希望しておられるけども入れない。しかし、

７つについては、もう速やかに内部改装も終わっ

て入れる状態です。それがたまたまこういう先走

った決定通知によって宙に浮いてる、こういう事

実があるわけですね。いつまでに公正な入居手続

を 公正な役割果たしてないんです。公正な同

和行政を進める、そのための機関だ、泉南市同和

対策促進協議会、市長はそういうふうに言われま

したけれども、公平な役割果たしてない、現に。

もうちょっと答弁は心して言うてもらわな困る。

それで、どないするんですか。困っておられる

んですよ。家族６人が２Ｋの部屋に入って、大変

困っておられる人がおるんです。そういう人に公

正な判断のもとに入居をさしていく、こういう立

場に立って公正な入居をやっていかれますか、早

急に。いつまでにやるんですか。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 今年度について第２次

の募集をやっておりまして、７戸改修を行い新し

く入っていただくということで、今現在も各空き

部屋について整理をしておるところでございます。

入居については、できるだけ早く７戸決定をした

いというふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 以上で和気議員の質問を

終結いたします。

次に、５番 真砂 満君の質問を許可いたしま

す。真砂君。

○５番（真砂 満君） 市民わの会の真砂 満でご

ざいます。議員及び理事者各位の皆さんには、向

こう４年間よろしくお願い申し上げます。私は、

３回目の選挙を通じ多くの市民の皆さんとお会い

をし、またいろいろな御意見をお聞かせいただき、

随分と勉強をさせられました。今期は、特に勉強

させられた点について自分自身が真摯に受けとめ、



議会改革とあわせて行政とも対応してまいりたい

と思います。

今回の質問は、選挙戦を通じて、またそれ以降

市民の皆さんから指摘があった項目について質問

を行ってまいりたいと思いますが、余りにも欲張

り過ぎ１１項目にも及びましたので、早速通告に

基づき質問をさしていただきたいと思います。

まず最初に、行財政改革についてお尋ねをいた

します。

行財政改革については、大綱の策定から実施へ

と一定の成果が上がっているとの報告があります。

しかし、長引く経済不況から見れば、まだまだ先

行き不安の中、さらなる行財政の見直しを図らな

ければならない状況であろうと思われます。しか

し、市民の皆さんから見れば、前から指摘をいた

しておりますが、役所の取り組むスピードが遅い、

目に見えた取り組みがされていないという声を聞

くわけであります。そういったことでは理解も協

力もいただけないわけですので、一度広報を通じ

て、必要性や具体策または実績等も含めて公開す

べきであると思いますが、いかがでしょうか。

私は、そこには今日の行財政改革は５年先や１

０年先の未来への責任との位置づけが必要である

と思いますが、職員の皆さんが今日の行財政改革

に対してどのように受けとめておられるのか、内

部的な議論も含めて、意識はどの程度なのかもお

聞かせいただきたいと思います。

次に、庁舎の危機管理についてお尋ねをいたし

ます。

ちょうど１年前の１２月議会開催中に数回火災

報知器が作動したことを記憶されておられると思

いますが、そのときの対応は、議会、行政ともど

うであったのでしょうか。本会議はそのまま継続

され、行政からは何らの説明もありませんでした。

何もなかったからよかった、で済む問題ではない

と考えますが、どうでしょうか。阪神・淡路の震

災での危機意識がどこまでみずからの意識として

持ち得ていたのかを考えるとき、報知器が鳴って

も故障としかとらえられない自分自身に反省をさ

せられた一こまでもありました。単純に警報機が

作動するときはどんな状況のときかを思えば、答

えは一目瞭然であります。

－９１－

そこで、こういった件も含めて、庁舎の危機管

理の認識及び管理体制についてどうなっているの

か、また設備についての保守点検等はどのように

なっているのか、お尋ねをしたいと思います。

あわせて、狭隘になっている庁舎内であります

が、廊下や通路、または階段の踊り場等にさまざ

まな物が置かれているわけですが、緊急時におけ

る避難や災害時に支障が生じないのかどうか、ま

た消防法との関係はどうなのか、お聞きしたいと

思います。市民の方からは、我々が建物を建てた

り検査を受けるときはかなり厳しく言われるのに、

役所は何も言われないのかという声も聞いていま

すので、その点についてもお答えいただきたいと

思います。

次に、行政の情報化、電子行政についてお尋ね

をいたします。

インターネットが爆発的な勢いで急速に進み、

個人利用率は家庭内を見ても明らかなように、だ

れもが利用する時代へと移り変わっています。通

信技術の革命的な発展は、人と人との距離を著し

く短縮し、高速で大容量の通信が可能になり、こ

れまで特定の専門家にしかなかった知識が公開さ

れ、情報が共有できることにあります。

今、世間で言われているＩＴ革命は、徹底的な

情報公開を進め、縦型社会の企業や組織の仕事の

仕方を横型に、グループ作業の仕方に変えること

を意味していると思います。現に、課長席や部長

席が廃止され、個人の机もなくなり、ノートパソ

コンだけで仕事をするといった企業も出てきてい

る状況であります。そういった意味では、ＩＴ革

命は、行政システムの大改革との位置づけとして

取り組む必要が出てきていると思われますが、御

所見を賜りたいと思います。

また、関空や静岡県では、事務用品や備品をポ

スシステムで集中管理していますし、事務事業の

電子化や自動交付機での住民票や印鑑証明が５時

以降や休日にも発行でき、サービスの向上が図れ

ると考えますが、どうでしょうか。

次に、入札制度についてお尋ねをいたします。

本年１月より、事前に上限、下限を公表する試

行策を実施されているところでありますが、市民

の皆さんの中からは、下限に張りつく応札は了と



し、上限応札に対しては、何らかの業者間話し合

いがあったのではないかという見方があります。

以前にも同趣旨の質問をいたしており、一定の見

解をお聞きしておりますが、試行をおおむね１年

経過した現在、応札結果はどうであったのか、以

前の応札結果との比較はどうなのか、また来年１

月以降どのようにされようとしているのかという

点についてお聞かせ願いたいと思います。

また、現在土木建築に限って、この種の入札試

行策を実施されているように思われますが、他の

業種はどうなのか、物品や委託等の契約について

はどのような見解をお持ちなのか、お教え願いた

いと思います。

次に、建設省は、官庁や自治体によって異なる

入札契約制度について統一基準を設け、公共工事

の透明性を確保することを目的に、公共事業契約

法の制定を進めていると聞き及んでいますが、さ

きに質問させていただいた点とあわせて、市の見

解を求めたいと思います。

次に、教育行政であります。

教育を取り巻く問題は多岐にわたり、議会でも

さまざまな議員からも指摘を受けることがこの間

多くなってきています。そのたびに教育委員会の

答弁は模範的な回答をされているところでありま

すが、実際現場では一刻を争う問題について何ら

の解決ができ得ていません。それは、根本的な解

決策を先送りしたり、スピーディーな対応ができ

ないことにあります。そんな繰り返しの中、教育

行政が信頼をなくし、保護者や児童・生徒が不安

の中で教育を受けるという状態であります。お互

いがいま一度真剣に議論し、大人の責任として教

育環境の整備を図っていきたいと考えます。

そこで、まず初めに、施設設備の改修並びに優

先順位について再度質問したいと思いますが、限

られた予算の中で、緊急性、危険性を最優先に実

施されるということについて、教育委員会は、全

校的に危険箇所、緊急箇所をどの程度把握し、必

要費用をどのように考えているのか、また優先順

位について、公開も含めて明らかにすべきだと思

いますが、どうなのか、お伺いします。

次に、市民の皆さんや保護者の方に信頼される

には、教育現場に問題があれば話になりません。

－９２－

先生の中には本当に一生懸命取り組んでいただい

ている方もたくさんおられるのですが、一部には

保護者や児童・生徒からも信頼を得られない先生

がいることを訴えています。新聞紙上でもいろい

ろ言われている昨今ですが、本当に安心しておら

れる状況なのかどうか、教育委員会の御見解をお

聞かせ願います。また、仮に問題がある場合、ど

のように対応するのか、お聞かせください。

次に、男女共同参画社会についてお尋ねをいた

します。

昨年６月１５日、衆議院本会議で全会一致で可

決成立し、同月２３日公布、施行された男女共同

参画社会基本法は、男女が対等な社会の実現のた

め、家事や育児、介護での責任分担や性差別の解

消などを初めて法律で定めた画期的なものである

と言えます。また、定義と基本理念を明確にし、

その上で国や都道府県に男女共同参画社会の形成

促進のための行動計画策定を義務づけ、積極的な

対応を求める点も評価できると言えます。後はそ

れを受け泉南市としてどう対応するのかであろう

と思いますが、市の対応についての考えをお聞か

せ願いたいと思います。

加えて、これまで取り組んでこられている意識

調査や「せんなん女性プラン」の取り組み等につ

いてどのようになっているのか、御報告いただき

たいと思います。また、政策決定への女性参加は、

まだまだ少ないように思われますが、現状はどう

なのか。男性の育児休業の取得は、泉南市ではど

のような状況なのか、お示し願いたいと思います。

次に、都市基盤整備についてお尋ねをいたしま

す。

都市基盤の整備は、将来を見据えるとき最重要

課題の１つであると考えています。そういった意

味では、道路基盤整備は今日の厳しい財政状況の

中にあっても計画的に実施していかなければなら

ない事業でもあります。また、道路整備ができて

も、それに伴う交通基盤の整備もあわせて完成し

なければならないと考えますが、道路、交通のそ

れぞれの基盤整備に対する考え方と進捗並びに整

備方策についてお示しを願いたいと思います。ま

た、都市計画決定から完成までの年数が余りにも

かかり過ぎていることも問題になっていると思わ



れますが、その点についても御見解をお示し願い

たいと思います。

次に、市営住宅の問題についてお尋ねをします。

本市の住宅行政は、さまざまな問題が山積した

状況が続いています。私には、その多くの原因が

これまで行政が住宅施策に対して真剣に取り組み

を行わなかったことに起因しているように思えて

なりません。すべての市営住宅が老朽化し、いま

だその行く先が見えていない状況であるからであ

ります。もちろん、それぞれに何らかの要因があ

ることも理解はいたしているところでありますが、

市営住宅に期待している市民の皆さんや早急に問

題解決を望んでいる方からすれば、もっと早く、

また明快な答えの出し方を強く求めていることを

あえて伝えておきたいと思います。

今回は、住宅の活性化と福祉活動についてお尋

ねしたいと思いますが、現在住宅居住者の皆さん

の中から、高齢や障害の理由をもって住みかえの

希望をお持ちの方がおられるわけですが、なかな

か十分な対応ができていないように思われますが、

市の対応についてどのような考え、取り組みをさ

れておられるのか、お尋ねしたいと思います。

また、入居希望者から見れば、市営住宅を安住

の地として長期にわたって住み続けることは、そ

れだけ市営住宅の恩恵を長期にわたって受け入れ

ていることになり、不公平感を持つことにもつな

がってこようかと思います。公営住宅は収入基準

によって入居資格を判定されているところであり

ますが、例えば期限つき入居を条件に、入居の活

性化を図るなどの方策をとるようなことを考えら

れないのかどうか、お教え願いたいと思います。

次に、住宅払い下げ問題等の早期解決と住宅の

再生について、市の基本的対応について改めてお

聞きしておきたいと思います。

清掃行政についてであります。

分別収集を含め清掃行政は、大阪府下の中でも

先進的に取り組みが行われていることは、以前よ

り評価をしているところでありますが、本年４月

から新たに分別項目がふえ、細分化が進みました。

そういった中、市民の皆さんから導入当初から収

集袋や収集回数をふやしてほしいという要望がご

ざいました。そういった声を受け、６月議会でも

－９３－

要望をいたしておりますが、他の種類のごみの選

別や収集方法、収集回数などを総合的に検討され、

市民の皆さんが結果的に分別や資源化に対し協力

がしやすい体制に一層の努力をしていただきたい

と思います。

今回は、行政が行う収集業務だけではなく、市

民の皆さんがみずから搬入しようとするときの体

制についてお伺いし、お答えをいただきたいと思

います。

現在、平日の受け入れはしていただけるのです

が、市民の皆さんの多くが休みである土・日は閉

庁され、事実上一般家庭での搬入処理ができない

状況であります。さきに述べさしていただいてお

りますように、役所の定期的な収集回数だけでは

足りない方や、臨時的に出るごみの処理をしよう

とするときに不便を感じているところであります。

また、許可業者の皆さんの中からも、事業者廃

棄物を取り扱う関係上、土・日の排出量が多いと

いうこともあり、投入業務を開放していただきた

いという希望もお聞きいたしております。事務組

合が行っていることは承知の上で、泉南市の考え

や取り組み方針をお聞かせ願いたいと思います。

次に、市営（規格）葬儀についてお尋ねをいた

します。

新興住民の皆さんを中心に、市営葬儀や規格葬

儀についての要望がございます。私もそんな声を

聞かしていただき、議会で質問さしていただいて

きたところでありますが、はや５年も経過してし

まいました。市役所の仕事は揺りかごから墓場ま

でという言葉を聞くにつれ、泉南市は病院もなけ

れば墓場もお寒い限りだと言わざるを得ません。

同じ税金を払いながら市民として受けるサービス

がこれほどにも違うという現実は、泉南市民にと

って不幸であると言わなければなりません。

財政状況の厳しい中、市営葬儀とまでもいかな

いが、業者の皆さんに御協力をいただき、泉南市

が一定の規格を明示する規格葬儀の実現を提示さ

していただいておりますが、今日まで実施したい

との回答がございません。そこで、これまでの市

の取り組みと進捗について御報告をいただきたい

と思います。あわせて、泉南聖苑の進捗と完成め

どもお聞かせいただきたいと思います。



最後に、選管についてお尋ねをいたします。

国政や市政で各種の選挙が行われています。本

年も衆議院選挙や市会議員選挙が執行され、その

たびに政治離れの問題も含め、投票率のことが話

題に上っています。そういった中、投票時間の延

長や不在者投票の手続が簡素化され、そのことが

投票率向上に若干でもつながっているのは事実で

あろうと思います。市選管としても、投票率向上

について広報活動なども含めて、いろいろと御苦

労されておられると思いますが、具体的な投票率

の向上に向けた対策やそれに伴う費用等について

お示し願いたいと思います。

また、不在者投票の手続が簡素化されることに

伴い、不正防止もあわせて強化しなければならな

いと考えますが、職員配置等はどのようになって

いるのか、お教え願いたいと思います。加えて、

法的な解釈をお示し願いたいわけですが、組織的

に不在者投票や投票所への送迎を行う行為につい

て制限が加えられるのかどうか、お尋ねしたいと

思います。

以上、１１項目について質問いたしましたが、

冒頭にも述べましたように、多岐にわたりました

ので、個別の質問に不十分さがあろうかと思いま

すが、既に質問趣旨につきましては、聞き取りの

中で私の考えなりを伝えてありますので、その点

もあわせて御答弁をよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの真砂議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 行政のＩＴ化について御答

弁を申し上げたいと思います。

我が国の１５歳から６９歳のインターネット利

用者は、平成１１年末の２，７０６万人から平成１

７年末には７，６７０万人に上ると予測されており

まして、これを１５から６９歳総人口に占めるイ

ンターネット個人利用率として見てみますと、平

成１１年の２８％から平成１７年では推計８３％

と爆発的に上昇するものと見られておりまして、

国民生活においてもインターネットによる情報通

信ネットワーク化は急速に進み、行政においても

情報ネットワークの活用がますます重要になって

くると考えております。

－９４－

国におきましては、平成１５年度までに民間か

ら政府、政府から民間への行政手続をインターネ

ットを利用した電子政府の基盤を構築するとして

おり、平成１２年７月にはＩＴ立国の形成を目指

すため、政府の総合的な施策を推進するＩＴ戦略

本部が内閣に設置されたところでございます。

地方公共団体においても、ＩＴ革命に対応し、

国と歩調を合わせた施策の推進が求められており

まして、自治省において、２１世紀において地方

公共団体がＩＴ革命に対応し、情報化施策を総合

的に推進していくため、平成１２年８月にＩＴ革

命に対応した地方公共団体における情報化施策等

の推進に関する指針が示されたところでありまし

て、ネットワークを通じてサービスを提供し、ネ

ットワークを活用して事務の効率化を進める電子

自治体の実現が求められているところであります。

電子自治体の研究は始まったばかりではありま

すが、本市におきましても、全庁的にＩＴ化を推

進するための体制を整備するとともに、電子政府

の動向や電子認証、署名法等の法整備や情報技術

等を考慮しながら、事務事業の電子化への優先順

位、取り組み方を研究し、段階的に導入していく

ことが重要であると考えております。ＯＡ化推進

の一環といたしまして、平成１１年度より４２台

のパソコンを配置いたしまして、財務会計システ

ムを構築し、内部事務の事務処理の効率化に努め

ているところでございます。

また、御質問にありました自動交付機について

は、本市はいち早く導入をして、土曜日、日曜日

も交付をいたしております。ここ数日の新聞では、

この自動交付機を郵便局等に設置をして、そこで

も住民票とか印鑑証明がとれるようにすべきだと

いう話が載っておりましたが、それは技術的には

端末を設置すればいいわけで、そう難しいことで

はないと思います。ただ、国家公務員と地方公務

員の法の問題がございますので、その法整備がで

きればそういうことも十分可能というふうに思っ

ております。

それから、ポスシステムによる物品の購入とい

うお話もいただきました。私ども今回の第２次の

行政改革の中でも、先ほど言いましたこのＩＴ化

の問題とか、それから物品の一元的な購入という



ことも盛り込みたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

また、すぐできるものといたしまして、各種申

請書の定型につきましては、市のホームページか

らダウンロードできるように当面したいと。それ

によって、家庭で書き込んでいただいて持ってき

ていただければ、すぐに交付ができるという形の

ものを開発していきたいと考えておりまして、１

３年度ぐらいからそれを実施していきたいと考え

ているところでございます。

いずれにいたしましても、電子市役所というこ

とが１つの将来の姿であろうというふうに思いま

すので、おくれないように先を進めるように、庁

内組織もつくっていきたいと考えております。

○副議長（谷 外嗣君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 私の方からは、財政改

革、庁舎の危機管理、そして入札制度の３点につ

いて御答弁さしていただきます。

行財政改革についてでございますが、取り組み

方が遅い、何をしているのか伝わってこない、市

民へのＰＲがないという御指摘でございます。８

年度に大綱をつくりまして、９年度から３カ年取

り組み、一定の成果は上がったと思ってございま

すが、積み残した課題もあることは承知してござ

います。

その反省の中で、原因の１つといたしまして、

御指摘のように、まだまだ職員全員のものとなっ

ていない。関係団体への働きかけもまだまだ不十

分であります。それがテンポが遅い、目に見えて

こないことになっていると思います。何よりも市

民の皆さんへの御理解、御協力を求める働きかけ

も不十分であったと思っております。

そういう中で、今回の大綱案につきましては、

今後の行財政改革に取り組むべき基本的な考え方

をお示しするものでございまして、具体の実施課

題や経費効果などについては、早期に実施すべき

もの、実施には中長期的な期間を要すると思われ

るものなどを精査した中で、今後実施計画として

お示しをし、広報等により市民にも理解を求めて

まいりたいと思っております。

また、今後の取り組みといたしましては、これ

は来年度になるかとは思いますが、市民の方も参

－９５－

加していただくような委員会の設置を予定してご

ざいまして、意見や助言などを行財政改革に反映

させていきたいと思っております。

今のいろいろと御論議ある中で、今は時代の大

きな転換期であると言われてございます。行革の

取り組みの中に、時代の流れにおくれないような、

また地方自治の観点から、市民サービスの向上に

つなげるような取り組みを考えていく中で、すべ

ての職員の意識改革を図り、内部的な努力を徹底

することで、市民の多様化するニーズや少子・高

齢化など、時代の要請に的確にこたえていく必要

があります。そして、市民や市議会の御協力もお

願いしながら、早急に財政再建を果たしつつ、未

来の泉南市が健全な行財政運営を行っていけるよ

うな行財政システムをつくり上げていくことに努

めてまいりたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

次に、庁舎管理についてでございます。

来庁者、職員の安全確保及び住民サービスにか

かわります効率的な事務を行っていく上で、庁舎

の危機管理の認識及び管理体制の充実を図ること

は、庁舎管理の重要な役割であると認識しており

ます。

本庁舎は、昭和４０年に建築いたしまして、現

在まで２回の増改築を行ってまいりましたが、築

後３５年を経過しておりまして、一部老朽化の目

立つところもあり、補修及び保守点検を行いまし

て、安全確保、維持管理に努めてきてございます。

これらの庁舎に付随する設備につきましても、各

設備ごとに保守点検、補修等を行いまして、健全

な維持管理及び安全確保に努めているところでご

ざいます。

議員御指摘の昨年の１２月議会開催中に自動火

災報知器が鳴り、御心配、御迷惑をおかけいたし

ました。このことにつきましておわび申し上げま

す。原因につきましては、暖房機器の温度調整は

１階、２階の各フロア単位でしかできず、個々の

事務室におきまして天井の吹き出し口の風力調整

を行っております。その結果、熱感知器に直接熱

風が当たり感知器が作動し、火災報知器が鳴った

ものであります。今後、このような誤作動が起こ

らないよう保守点検を行いまして、また緊急時に



おける敏速な対応及び報告を行いまして、危機管

理体制の充実、認識の徹底を図ってまいりたいと

思っております。

２点目に、庁舎内の廊下、通路等に書類、コピ

ー機などが多く置かれまして、緊急時の避難、消

火機器の使用等がスムーズにできない場所が見受

けられます。この問題につきましては、年１回消

防署において防火設備の検査がございまして、指

摘を受けております。その都度、関係部署には整

理整とんの注意などを行ってございます。

今後、廊下、通路等において避難通路確保、消

火機器の使用などに支障が出ないよう整理整とん

の徹底を図りますとともに、適正な倉庫、書庫の

配置を考えていきたいと思っております。

また、御指摘のように民間の場合、防火設備等

について厳しい指導を行っているわけでございま

して、今後これらの点につきまして市民の模範と

なるべく、努力を行っていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

続きまして、３点目の入札制度のうち、１点目、

事前公表に伴います結果内容と評価についてでご

ざいます。

事前公表の入札結果につきましては、落札率か

ら申し上げますと、１月から１２月５日現在まで

の集計で１３０万円以上の工事件数が８４件、平

均落札率は９６．０８％となってございまして、１

１年度における３００万以上の事後公表にて入札

しました３７件が９２．８２％でした。その対象の

基準額が違いますので一概には申せませんが、比

較しますと３．２ポイント程度落札率が高くなって

いるのが現状でございます。しかし、一方では、

透明性の高い公正入札の確保が維持されていると

考えております。このように現時点ではメリット、

デメリットの両方が結果としてあらわれてきてご

ざいます。

ただ、評価につきましては、事前公表自体１年

程度の試行にて開始した経過もございますので、

当面状況を見守りまして、最終的にはおおむね１

年間の集計結果などを踏まえた上で、今後の事前

公表のあり方について検討してまいりたいと考え

ております。しばらくお時間をいただきたいと思

っております。
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２点目の物品等のその他の業者についての対処

でございます。

土木建築以外の業種の入札方法についてでござ

いますが、現時点におきましては、すべての工事

入札につきましては、土木建築業種と同様に事前

公表による入札を実施しております。

また、物品、委託等についてでございますが、

まず物品業者の取り扱いにつきましては、指名願

申請時におきまして、建設工事と同様に国税、地

方税の滞納がないかどうかの確認のための納税証

明書の提出や、発注内容によりましては、希望し

ている業務を実際に行えるかどうかの確認のため、

登録証明書等の提出を義務づけているところでご

ざいます。具体に申しますと、この登録証明書等

の提出については、特殊車両の整備とか特定の医

薬品の購入等がございます。

また、指名に際しましても、これらの登録証明

書等に基づき行ってございまして、適正な入札の

確保に努めております。

次に、委託等の入札についてでございますが、

現時点では、工事を伴うものに限りまして予定価

格の事後公表を行っております。建設工事と同様

に事前公表での入札方法を導入するか否かにつき

ましては、建設工事の入札結果の集約及び他市の

状況を把握しつつ、検討してまいりたいと考えて

おります。

最後に、入札契約適正化法についてでございま

すが、この詳細につきましては、現時点ではまだ

決定されておりません。概要について申し上げま

すと、大きくは２点の項目に分かれてございまし

て、１点目、発注者に義務づける事項では何点か

ございまして、１点が毎年度の発注見通しの発注

工事名、入札時期等の公表を行うこと。また、入

札契約に係る情報の公表として、入札契約の過程

及びその内容の公表を行うこと。また、施工体制

の適正化といたしまして、一括下請負の全面的禁

止、施工体制台帳の提出の義務づけ及び施工体制

の状況点検を行うこと。もう１点といたしまして、

不正行為等に対する措置として、談合等があると

疑うに足りる事実を認めた場合は、公正取引委員

会、建設業許可行政庁等への通知が定められてお

ります。



大きく２点目といたしまして、発注者が取り組

むべきガイドラインといたしまして、第三者機関

によるチェック、苦情処理の方策、入札、契約方

法の改善、工事の施工状況の評価の整備となって

おります。

なお、市の入札制度とのかかわりでございます

が、当然この法律にのっとって改正を行わなけれ

ばならないと考えております。しかし、現時点に

おきましては、既に導入済みの項目もあるため、

改正すべき項目の検討を行いまして、法律の詳細

が決定次第、早急に事務手続を行ってまいりたい

と思っております。

以上でございます。

○副議長（谷 外嗣君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 教育行政のうち、

施設整備関係をお答え申し上げます。危険箇所の

把握、そしてその必要費用という内容でございま

す。

従来から緊急性、危険性のあるものを優先的に

実施している中、基本的な考え方でやっておりま

す。そして、危険箇所につきましては、学校・園

からの報告を受け現地調査を行い、その事項の危

険性、緊急性を使用状況並びに周辺状況等考慮し、

判断いたしております。

また、その対処方法につきましては、現計修繕

費予算を勘案し、緊急応急処置、復旧修繕処置、

恒久的改良復旧処置を検討、選択し、修繕を進め

ております。状況に応じては、改良復旧から修繕

工事へと予算措置の必要性を感じております。

危険箇所の把握につきましては、学校・園から

の報告だけでは不十分だと判断しており、現在保

全調査を実施し、各幼・小・中学校へ調査員を出

向かせ調査し、危険箇所の発見に努めております。

次に、優先順位についてでありますが、優先順

位をつけるのは難しいことであると思っておりま

す。学校現場から報告されてくる危険箇所等は、

すべて重要だと受けとめさせていただいておりま

すし、そんな中でどれから処置していくのかとい

うことになりますが、専門職員が現場の状況を確

認し、予算内容も見合わせて課内会議で精査し、

決定しておるのが現状であります。今後、さらに

学校・園現場と連携を密にして対応してまいりた

－９７－

いと存じますので、御理解をお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 真砂議員御指摘の

信頼される教育行政について御答弁申し上げます。

まず、信頼される学校教育や学校運営を行うに

は、教職員の資質や能力の向上などが強く求めら

れている時代であると認識いたしております。多

くの教職員は、保護者や子供たちから信頼される

教師になるため、日夜努力をいたしておりますが、

その一方で厳しい社会のまなざしがあることもま

た事実でございます。教育委員会といたしまして

は、今後とも校長と連携を図り、指導力の向上を

図るとともに、自覚ある服務を行うよう指導して

いきたいと考えております。

また、マスコミの報道等にもございましたよう

に、大阪府教育委員会におきましては、教職員の

資質向上に関する検討委員会を設置し、教職員全

般の資質向上の方策について検討されており、近

々にその報告が出されるやに聞いております。泉

南市におきましても、府教育委員会の報告を踏ま

え、より有効適切な対応を行い、市民とりわけ保

護者の付託にこたえてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 真砂議員の男女共

同参画社会についてのうち、条例制定及び女性の

政策決定への参加について御答弁させていただき

ます。

平成６年度に第１次女性行動計画「せんなん女

性プラン」を策定し、女性施策上の基本方向、基

本計画、重要課題、施策の方向を提示するととも

に、「せんなん女性プラン」に基づきまして、女

性問題講座、男性向け講座、ステップフォーラム、

女性総合相談、啓発冊子の作成等の事業を実施し

てまいりました。

この間、議員御指摘のとおり、国では平成１１

年６月に男女共同参画社会基本法が施行され、男

女が対等な立場で責任を分かち合い、性別にかか

わりなくその個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現に向け、国はもと

より地方公共団体での男女共同参画社会が求めら

れております。



このような社会情勢の変化と「せんなん女性プ

ラン」の目標年度が平成１３年度ということをあ

わせまして、本年９月に男女共同参画社会に関す

る市民意識調査を実施し、現在集計及び分析を行

っているところであります。今回の調査結果を基

礎資料として、女性の地位向上、女性の問題の解

決だけでなく、男女共同参画社会への実現に向け

た女性政策の指針として、「せんなん女性プラン」

の改訂を平成１３年度に、行動計画の策定を平成

１４年度に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

このような「せんなん女性プラン」並びに行動

計画の作成に当たり、条例制定及び審議会の設置

につきましても、大阪府、他の市町村の動向を踏

まえつつ、当市といたしましても検討してまいり

たいと考えております。

女性の政策決定にかかわる状況でございますが、

現行の「せんなん女性プラン」におきましては、

審議会における女性の登用目標として３０％を掲

げておりますが、現在の女性登用率は１４．５％で

あり、目標には至っていない現状にあります。ま

た、本市の役付職員に占める女性職員の割合は、

２１．２％となっております。現行の「せんなん女

性プラン」にも述べていますように、今後とも意

識改革を含む積極的な人材育成に努めてまいりた

いと考えております。よろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 男女共同参画社会の

中で、泉南市での育児休業への取り組みというこ

とでございます。

近年、少子化傾向が全国的に進展する中で、安

心して子育てに専念できる環境づくりへの重要性

というのが高まっております。官民を問わずに育

児休業を取得しやすい状況をつくっていかなけれ

ばならないということでございますが、本市にお

きましては、男女共同参画社会の理念のもとに、

女子職員だけでなく、男子職員も育児休業を取得

できる制度となっております。これは、交互にと

れるということでございますので、１回限りにつ

いて父、母それぞれ時期を変えて取得することが

できるという制度でございます。
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現状としては、女子職員のみの取得というふう

になっておるわけでございますけれども、今後と

も周囲の理解のもとに、職員が育児休業を取得し

やすい環境づくりに努めていくという考え方でご

ざいますので、よろしく御理解をお願いしたいと

思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 事業部にかかわります

２点についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。

まず、都市基盤の整備についての御質問でござ

いますが、昨日市長も申しましたように、かたく

なに基盤整備には取り組んでいくということでご

ざいますので、特に道路に限ってのお答えをさせ

ていただきたいと思います。

本市の都市基盤の骨格であります都市計画道路

は、大阪府と和歌山県並びに京阪神の都市圏、さ

らには国土軸につながる第二阪和国道を中心に格

子状の１２路線、延長といたしまして３６．５２キ

ロメートルが計画決定されておるところでござい

ます。

その内容は省かせていただきますが、これらの

整備に対する考えでございますが、既に決定済み

の都市計画道路については、それぞれの機能、役

割を持ち、泉南市域における道路網の形成に必要

でございます。中でも砂川樫井線は、ＪＲ阪和線

和泉砂川駅を起点といたしまして、一丘団地を経

由し、泉佐野市に至る本市の南北交通ネットワー

クを形成する幹線道路でございます。和泉砂川駅

前の地域の活性化と連動させるとともに、隣接市

への連絡強化のために整備が必要な路線でござい

ます。昭和５１年に事業認可を取得いたしまして、

整備に着手し、現在に至っているところでござい

ます。

また、昭和５０年代の高度経済成長の住宅ブー

ムで新家地区の人口が急増いたしまして、今日の

新家駅前の交通混雑が発生していることから、通

過交通の分散を図るため、大阪和泉泉南線 府

道でございますが、これのバイパス機能を有する

市場岡田線の整備を平成１３年度から１６年度の

完成をめどに取り組んでおるところでございます。

また、信達樽井線は、泉南市の中心部を通り、



ＪＲ阪和線和泉砂川駅から南海本線の樽井駅を結

び、りんくうタウン内の都市計画道路の府道に至

る本市の都市基幹道路でございます。メーンスト

リートとして早期完成が必要な路線でございます。

ここ数年はこれらの路線に主眼を置き、整備に努

力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。

また、既に都市計画決定をいたしまして、長期

にわたるもの、また事業認可をとっておりながら

完成までは相当期間を要しておるという路線もご

ざいますが、長期にわたり未整備の路線につきま

しては、長期的な視点からその必要性が従来位置

づけられたものでございまして、単に長期未着手

であるというだけの理由で、路線、また区間の見

直しを行うことは望ましくない、都市全体あるい

は関連する地域全体における道路網としての配置

や規模等を検討する中で見直すべきであるという

国の一定の指針がございますんで、これに基づい

て取り組んでいきたいというふうに考えておると

ころでございます。

続きまして、市営住宅の御質問についてお答え

をさせていただきたいと思います。御質問のうち

住宅の活性化の観点から、高齢者、また障害者の

入居者に対する住みかえを含めた当市の対応につ

いて御答弁を申し上げます。

議員御指摘のとおり、全国的な傾向といたしま

して、公営住宅の入居者の高齢化割合は大変ふえ

ておるところでございます。一例といたしまして、

４階に居住している入居者が高齢によって歩行が

困難ということで日常生活に制限を受けるという

状況の中で、１階に移ったというような事例もご

ざいます。今後、十分に入居者の状況を把握しな

がら、また住みかえについては、一定の基準を設

けて取り組んで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、木造の３住宅の問題でございますが、

この問題は議会等においてその時点における状況

を御説明しておりますように、市としての方針は、

今ある老朽かつ狭小な住宅については建てかえを

行い、公営住宅を求める市民に広く供給を行って

いくという基本的な考えであります。裁判の結果

が出た時点におきまして、市としては建てかえ方

－９９－

針の考えに立ち、話し合いを前提とした解決が第

一であるという認識を持っておるところでござい

ます。

議員はかつて、市営住宅である以上は向井市長

が過去の経過を十分尊重し、政治的な判断を行う

べきであるという御主張でございました。既に５

年前、市としての決定が出ておるというわけでご

ざいますんで、既に幕が開いたということでござ

いますので、それに向かって我々は取り組んでい

きたいというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 真砂議員の清掃行

政について御答弁申し上げます。

現在、事業活動は年中無休や２４時間営業など

のスーパー、事業所などが多く、それにつれ事業

系ごみも年々増加傾向にあり、議員御指摘のとお

り、一般家庭の臨時ごみの持ち込みを土・日曜日

にしたくても工場が閉まっていて困っているとの

話を伺っておるところでございます。このことに

より、特に年末の平日には、清掃工場は大変搬入

車両が多くございまして、本市のごみ搬入にも若

干の支障を来す日もございます。これにつきまし

ては、私どもも一般市民からの声も聞いてござい

ますので、早急に清掃事務組合の方へ要望してま

いりたいと考えてございます。

続きまして、規格葬儀の件でございますが、前

回の本会議におきまして御答弁申し上げましたよ

うに、長年にわたる地域と密着し事業を行ってい

る４業者には、本会議での質問、提案内容、市と

しての意向、必要性等を個別に説明を行ったとこ

ろでございます。業者によりましては、足並みが

そろわないのではないかとの意見もございました

が、一定の理解をいただいておると思ってござい

ます。

真砂議員も御承知のとおり、花卉組合はござい

ますが、葬儀関係の組合は現在設立されておりま

せんので、一堂に集まっていただき協議を行うこ

とにつきましてはなかなか難しい面もございます

が、今後につきましては、４業者以外の業者につ

きましても協力をいただき、取りまとめをいたし

たいと考えており、現在規格葬儀の内容、費用等

のもろもろの検討に入るための準備を進めている



ところでございますので、御理解をいただきたい

と考えてございます。

最後に、泉南聖苑計画事業につきましては、既

に議会答弁で申し上げておりますとおり、基本計

画の見直しを行ってまいりたいと考えてございま

す。そのため、金熊寺区、六尾区の各区の役員さ

んに説明を申し上げておりますが、今後につきま

しては、見直しについての一日も早い地元地域の

同意をいただけるよう鋭意努めてまいりたいと、

このように考えてございますので、よろしく御理

解いただきますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 津野選管事務局長。

○総合事務局長（津野和也君） 真砂議員の方から

３点の御質問がございましたので、御答弁さして

いただきます。

まず、第１点目の投票率の向上に向けた具体的

な対策、それに伴う費用についてという点でござ

いますが、きのうも申し上げましたが、この投票

率の向上に向けた明確な答えというのはなかなか

ございません。今回の市議会議員選挙におきまし

ての投票率向上に向けての対策について御答弁を

さしていただきたいと思います。

まず、最初に市の広報等に掲載をしてまいりま

した。そして、あわせて市庁舎に懸垂幕の掲示、

そしてポスターを作成いたしまして、掲示板等に

掲示をしてまいりました。また、投票日前日及び

当日におきましては、市の広報車並びに飛行機を

委託いたしまして、投票の呼びかけを行ったとこ

ろでございます。この部分らにつきましては、お

おむね３０万ぐらいの費用を使っておるところで

ございます。

そして、またこれは直接的に議員さんの方から

見られますと、これがそうなるんかと思われるか

わかりませんが、私どもといたしましては、投票

入場券という形で有権者の皆様方全員に入場券を

送付いたしまして、選挙の案内を申し上げたとこ

ろでございます。そして、あわせて選挙広報とい

う形で議員皆様方の御紹介並びに選挙の投票参加

を呼びかけたところでございます。この２点を合

わせまして約３１０万ほどのお金を使っておると

ころでございます。ですから、おおむねこの向上

－１００－

に向けて使った費用というのは、私どもは３４０

万から３５０万ぐらいと考えているところでござ

います。

次に、第２点の不在者投票の職員配置について

でございますが、現在私ども総合事務局といたし

まして、私を含めて５人でやっておりますが、選

挙管理委員会、公平委員会、そして監査事務局と

いう、そういう形でやっておりまして、現実的な

形といたしまして、５人では１５日の朝の８時半

から２１日の８時までの不在者投票業務というの

はなかなか困難でございます。

特に、市民の方々や候補者の皆様方からのお問

い合わせとか、そして体に故障のある方に対して

の代理投票等々に職員を配置する関係上、不在者

投票の用紙の配付、名簿の対照等々につきまして

手が足りませんので、臨時職員を雇用したところ

でございます。

３点目の組織的に不在者投票なり投票所の送迎

行為についてでございますが、これは選挙管理委

員会といたしましては、公職選挙法上の考え方と

いうことで御理解を願いたいと思います。特定の

組織等が特定の候補者の当選に資するためにその

ような行為を行うというのは、公職選挙法の２２

１条の利益供与に抵触するおそれがあると考えて

おります。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 以上で真砂議員の質問を

終結いたします。

午後３時５０分まで休憩いたします。

午後３時１７分 休憩

午後３時５２分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、１２番 北出寧啓君の質問を許可いたし

ます。北出君。

○１２番（北出寧啓君） それでは、市民わの会北

出寧啓、一般質問に入りたいと思います。我が敬

愛する真砂議員のわだちを踏まないためにも、簡

潔に質疑応答を行いたいと思います。

それでは、教育から始めたいと思います。

地方自治体の全般的危機の時代に入っています

が、昨今大阪府では泉佐野市が財政再建団体に転



落するとの報道が掲載されました。しかし、本市

の財政危機は、より一層深いものがあるように思

います。財政危機のさなか、再び来年度の予算編

成も本年度予算から一律に５％カットになるとい

うことです。しかし、財政危機はどうあれ、未来

を担う子供たちには、借金してでも大きく育って

もらわなくてはなりません。長年冷や飯を食い続

けてきた学校、生徒、その根っこには、結果とし

て予算取りに負けてきた市教委という存在もあり

ます。

確かに、例えば大規模改修には耐震構造の問題

があり、新設ほどの予算が取られるなどの原因が

あるにしても、今後は明確な年次計画を立て、学

校施設の改善を計画的に推進すると同時に、重ね

て言いますが、必要な人材のための費用や需用費

の増加に力を注いでもらわなければなりません。

もっと荒々しく予算取りにかけてもらいと思いま

す、未来を担う子供たちのために。

第１点として、学校改革、現状の報告を受けた

いと思います。

市教育委員会は、本市の幼・小・中の学校改革

をどのように、どこまで進めてきているのか、ま

ずその御報告をお聞きしたい。泉南中学校では昨

年、保護者の学校参画、授業参加を中心として、

保護者－地域－学校のネットワークづくりに励ん

できました。また、本年１月から教員の研修授業

を開始し、本年度からは本格的な授業改革に乗り

出すことになっていました。班活動はその中軸を

占めるものでした。しかし、授業改革が一定の成

果をおさめてきたという報告がありません。今、

それはどうなっているのか、本市の他校の授業改

革も添えてお願いしたい。

２点として、研修授業が出発点として、教育現

場の壁を乗り越えるということについて。

教育には、文部省－府教委－市教委－学校をめ

ぐっていろんな壁があります。しかし、教育にと

って最も高い壁は学校現場内の壁であり、その中

には、教科の壁、学年の壁、そして教科内の教員

相互の壁があります。この障壁の除去が例えば授

業改革等を通してどのように取り除かれてきたの

か、御報告いただきたい。

学校が暴力や破壊行為にうろたえ、教室がエス
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ケープや私語や無視で混乱するのも、高度成長後

の政治、経済、社会システムの硬直化や地域、家

庭の解体等が背景に控えているとはいえ、それら

を主体的に乗り越える契機は教室の運営の中にこ

そあり、結局地域や家庭に支えられた先生でしか

ないということを率直に受けとめるべきでしょう。

身体の怠惰や精神の怯懦は許されません。

公教育を復活させるためにも、いや公教育であ

るからこそ、先生一人一人が自分の教室を、自分

の授業を公開し、相互批判を繰り返しつつ、みず

からを生徒に向かって開いていかなければなりま

せん。それができない教員は、もはや生徒ととも

にある先生ではなく、これからの時代みずからの

進退をも考えるべきときに来ているのではないで

しょうか。

さて、研修授業や反省会を通して、一体何が得

られたのでしょうか。また、それは先生が授業改

革を進めるための積極的な契機になってきたので

しょうか、お答え願います。

第３点として、新しい観点からの授業改革につ

いて。

言うまでもなく、大量生産、大量消費システム

を公教育の内部にあってイデオロギーレベルで牽

引してきた効率主義、高度経済成長を保障した階

級、階層の流動化を伴う立身出世につながる教科

主義と、その下での競争の時代は終えんしました。

時代分析を待つまでもなく、学校崩壊・学級崩壊

・受業崩壊の諸現象、生徒の受業での私語や無視、

学校からの逃亡がそのことを端的に物語っていま

す。

しかし、たそがれ時にフクロウが飛び立ったも

のの、夜明けの光明が学校関係者の目には差して

こないようです。あるいは、身体の怠惰と精神の

怯懦がそれを妨げているのでしょうか。（発言す

る者あり）真砂議員のわだちを踏まないために、

加速されております。申しわけございません。

今、総合教育への取り組みが始まっていますが、

忘れてならない基本事項は、それが旧来の教科主

義を再編する一般教育への転換をはらんでいるこ

とです。したがって、受業改革はこの総合教育に

連動しなければならず、それは先生の学び合う教

室での一般的知識と教養に満たされた一般教育の



実験であり、同時に公教育の現場で失われた公共

性を共同性、規範性として回復することにあると

思います。市教委の考えを原理的レベルでお示し

ください。

第４点として、教員の資質向上への施策として、

聖域を超えて質問いたしたいと思います。

きのうも府教委の教職員の資質向上に関する検

討委員会の中間まとめ案が明らかになりましたが、

研修受業以外に教育の資質の向上にかかわって、

教委は何をしてきたのかをお答えいただきたい。

意識改革はどのように取り組んでいるのでしょう

か。

大阪府では、適正を欠く教員、指導力のない教

員５００人の再教育、改善の見込みのない教員や

意欲のない教員には、退職勧告まで考えていると

聞きますが、心優しい生徒の心、無為ということ

で結果としてじゅうりんする先生等に対して、教

育委員会はどのような方策を出しているのでしょ

うか。もはや心で生徒と感情と精神において関係

しにくくなっている先生について、そのまま放置

していいのでしょうか。対策はいかがなものでし

ょうか。

府教委は、問題教員の程度に応じて、第１、支

援が必要な教員、第２に指導力不足の教員、第３

に適格性を欠く教員に分類しています。小・中学

生として一回性をしか生きられない、我が国の未

来につながる生徒が、根本的なところで担任への

不信にバタバタと音を立てて倒れているのが現状

なのです。

さて、教員を市民社会の一員として見た場合、

彼らがどのような社会的経験を積んできたかが大

きな意味を持ってくると思いますが、とりわけ今

公共性との関連で生徒のボランティア活動が重要

視され、中教審でも学力とともに社会的活動の評

価が言われる中、それだからこそ教育を担当する

教員の社会的活動はどうなのか、改めて議論され

なければなりません。そうした現状が把握できて

いるのでしょうか、お示しください。

もう１つ、現在、教員の読書についてお聞きい

たします。

かつて教員は、知識人として世間からの評価を

受けていた時代もありました。しかし、現在の教
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員にどれほどの教養と読書の積み重ねがあるのか、

疑問視せざるを得ません。きのうも小山議員から

司書制度についての提言がありましたが、果たし

て生徒以前に日々生徒と対する教員の読書が問わ

れなければなりません。専門的な知と、教養と呼

ばれる総合知、そして経験の諸相、こうしたこと

を問題にしなければ、学校から逃走する生徒のや

み、彼らの失意や倦怠あるいは希望の消滅などが

決して見えてはこないでしょう。

今、教員の専門性に関して大学院入学・再学習

が実施されつつありますが、総合教育が実施され

ようとする段階になって、学校現場の教員集団が

どのような専門知並びに教養を身につけているの

かが問われなければなりません。教育委員会は、

本市の教員の知と経験の位相をどの程度把握され

ているのでしょうか。

第５点として、総合教育の本質に迫って。

さて、総合教育に関して、本市の学校が初年度

に取り組もうとしている課題は一体何なのでしょ

うか。単なる寄せ集めの継ぎはぎでも、旧来の教

科的分類、つまり英、数、国、理、社や音、美、

技、体でもなく、旧来の枠組みでは取り扱われな

かった諸課題 環境、文化、生、仕事などが取

り組まれていくでしょうが、それは私の推測であ

り、市教委として構想する諸課題は何なのでしょ

うか。付言すると、衰退している日本語の運用能

力、論理的な言語の運用能力、観察、実験あるい

は分類能力、想像力、表現力などを涵養するシス

テムを企画することも市教委の役割であると思い

ますが、現段階での準備について説明をいただき

たい。

第６点として、学校の運営体制について、とり

わけ先生のセーフティーネットについてお尋ねい

たします。

つまり、生徒が楽しく学べるために、教員は複

雑な運営や会議等の時間をできる限り削減し、先

生が真摯に授業改革に取り組めるようにするのが

本来の筋でしょう。その点で、市教委はどのよう

な対策を講じているのでしょうか。先生が授業改

革や教材研究のための時間、集団的な、また個人

的な時間を確保するために、校内での各種会議や

校務分掌をできるだけ削減する方法について、市



教委としての案をお示しください。それは授業改

革と不可分の関係にあり、教員はまさしくそのこ

とを望んでいるのでしょうから、とりわけ明快な

お答えを求めます。

今や先生は、知識人でも鉄人でもなく、翻って

国家の威厳と地域の支援、そして保護者の信頼を

も失ってしまった弱者になってしまっていること

にそろそろ気づいてもいいころだと思います。規

制緩和、市場主義を時代背景として、脅迫的にナ

ショナルチョイス、つまり合理的選択論をベース

に自己責任、自己決定が問われていますが、先生

にも生徒にも彼らが自己責任、自己決定ができる

教育環境をつくることこそが今緊急に問われてい

るのです。お答え願います。

第７点として、幼稚園－小学校－中学校の教育

ネットワークについてお聞きしたい。

恐らく、旧来からも校園長会議があり、一定の

関係はできているのでしょうが、あくまでそれは

運営に関してであって、幼稚園－小学校－中学校

の授業のつながりにかかわるものではないでしょ

う。でなければ、現在の小学校１年生の学級崩壊

は、深刻なものとはなっていないはずです。さて、

この教育ネットワークをどう構築するか、もうで

きているのか、お尋ねいたします。

第８点として、市民のヘゲモニーとしての教育

コミュニティについてお聞きいたします。

家庭－地域－学校ネットワークの形成に関して、

市教委は府教委の指示を受け、２地区に地域教育

協議会を設置しました。しかし、その目的や構成、

手続や討議内容、あるいは一定の成果が公には示

されてはいません。また、それはだれに向かって

開かれているのかもわかりません。生徒を出発点

として、整理した上で報告を求めたい。

もちろん、地域－家庭－学校をつなぐネットワ

ークは、決して教委の独占物あるいはヘゲモニー

で成り立つものではなく、逆に市民がヘゲモニー

を有する地域教育協議会が催されないことが問題

なのでしょう。つまり、地域－家庭－学校をつな

ぐネットワーク形成は、自覚的な市民あるいは自

覚的な保護者の参画と支援なくしては、満足な結

果を得ることはできないでしょう。さて、教委は、

地域教育協議会を契機にどのような学校改革に踏
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み出そうとしているのか、お示し願いたい。

第９点、子育て支援について。

地域の解体と少子化がますます子育てを困難に

し、一方では幼稚園や保育所が子育て支援を徐々

に始めていますが、今後の幼稚園３年保育の取り

組みを含めて、教委の子育て支援についてお聞か

せ願います。

第１０番目として、小・中学校の授業崩壊、学

校崩壊、中学校の暴力、器物破損等の統計的処理

について、その現状と実態をお尋ねしたい。

言うまでもなく、基本的な方針、細部にわたる

施策を実施するためには、まず現状の的確な把握

が必要とされます。数年間にわたる小・中学校の

実態を克明に報告していただきたい。

１１点として、バス通学についてお聞きいたし

ます。

市は費用負担の観点から、市教委は適正規模、

適正配置の観点から、幼稚園、小学校の統廃合の

問題の審議に入っていますが、今後統廃合がなさ

れた場合の、現状でも阪南市とのボーダーに住ま

う住民の子弟が信達小学校への電車通学を余儀な

くされていますが、統廃合以前にバス通学の実施

を訴えるものですが、いかがでしょうか。

大綱２点として、街づくりについてお聞きいた

します。

第１点、駅前再開発の現状と今後についてお伺

いいたします。

大規模駅前開発が巨額の投資をしたまま中途挫

折の憂き目に遭い、民間主導の駅前再開発になろ

うとしていますが、駅前広場という公的施設の建

設が焦眉の課題として残っております。都市計画

決定との関連で今後の施策について、とりわけ砂

川樫井線、信達樽井線との関連でお聞かせ願いた

い。

第２点として、地域整備予算についてお聞きい

たします。

納税者が快適で健康的な日常生活を送るために

は、生活道路や側溝、排水路等の身近な地域整備

が欠かせません。しかし、本市では、地域整備予

算を見ても一目瞭然にわかるように、その予算は

余りにも乏しいと言えます。年間３，３００万円に

しか過ぎず、これが全市にわずかずつ配分される



にすぎません。それに需用費がたかだか１，９００

万円、これでは市民の満足のいく地域整備ができ

ません。

確かに、こうした性格の地域整備は単費であり、

基本的には補助金がつかないにせよ、生活保護費

１３億円と比べても、余りにも少ないと言わざる

を得ません。一けた違うのではないかということ

が、事情を知った市民のとっさに口から出る言葉

ではないかと思います。ここに地域整備の増額を

要求するものです。

第３点として、どのような街づくりか、総合計

画についてお聞きいたします。

数年前、市長に総合計画の策定を要請いたしま

したが、それから本格的に策定作業に入ったよう

ですが、現在の進行状況についてお示し願います。

また、安易にコンサルタント業者に委託するとい

った愚策ではなく、職員を軸とした真に総合性と

現実性に満ちた総合計画であることを期待してい

ますが、その一端をお示しください。

第４点として、ミニ開発の現状についてお聞き

いたします。

関西国際空港の開港から、本市も地場産業の衰

退に翻弄されながらも、次第に都市人口が増大し

てきています。バブル崩壊前後にマンションや建

て売り住宅を購入し、不動産価値の下落に嘆く不

幸な３０代、４０代の青息吐息をしり目に、ミニ

開発は我が市の空き地を埋め続けていますが、そ

の現状を本市の街づくりの視点からお示しくださ

い。

大綱第３点として、環境についてお聞きいたし

ます。

第１点として、生態系の調査の市民的公開を訴

えます。

本市の貴重な自然生態系を保全する第一歩とし

て、生態系の調査を提案してから数年がたちまし

た。生態系調査を開始してから２年目を迎えます。

この膨大な調査の結果を簡潔にまとめ、市民の目

に触れるように要請いたします。その方法、手続

等をお示しください。

第２点として、新家の悪臭問題についてお聞き

いたします。

乾燥施設や発酵施設に付随する臭気脱臭装置の

－１０４－

改善に加えて、１０月の初旬までに牛ふんの半分

を撤去するという行政指導が府によってなされま

した。しかし、残念ながら悪臭の大部分が除去さ

れたわけではありません。さらに、それとともに

原料としての産業廃棄物の搬入時の悪臭、肥料生

産に伴う発酵過程での悪臭、第一次製品の搬出時

の悪臭、この４要素に関していまだに完全には対

策が講じられてはいません。これらを今後どうす

るのか、その日程について御報告ください。

第３点として、野鳥園の現状についてお聞きい

たします。

野鳥園は、私が本会議で提案してから６年、本

市の街づくりに取り入れられてから４年という歳

月が経過いたしました。関西新空港第２期埋立工

事の条件にも組み込まれました。一昨年、府と市

の協議会が設置され、実施に向けた取り組みが続

いているはずです。現在に至るまでの取り組みの

経緯と来年度の日程をお示しください。

大綱第４点として、税についてお聞きいたしま

す。

宗教団体の免税の現状と規模についてでありま

す。日本には宗教団体が山とあります。それぞれ

が宗教法人として憲法に保障されつつ、固定資産

税等の免税の特典を付与され、自由な宗教活動を

営んでいます。本市にも巨大宗教団体があり、そ

の神殿は空に突き出すようにしてそびえ、泉南市

民にはもちろん、本市を通過する旅客にも、はる

かかなたから本市の山々を眺望する人の目にもと

まります。この巨大な宗教団体も含めて、本市の

宗教団体への免税対象の土地、家屋及びその規模

をお示しください。

壇上での質問をこれにて終わりたいと思います。

答弁の方、よろしく簡単克明にお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの北出議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から北出議員も御提

案になられました生態系調査の市民的公開につい

て御答弁申し上げます。

生態系調査を平成１１年度から実施しておりま

して、既存資料による基礎調査が終わり、その既

存資料調査データをもとに、今年度は本市の主だ

った湿地、ため池を抽出し、植物、水生生物の調



査を行っているところでございます。

自然環境の保全には生物多様性の考え方が広ま

っており、生物相互の関係を含んだ生態系の保全、

また人の手の入った里山、水田、ため池といった

自然も保全していかなければならないと考えてお

ります。

人間と自然が共生し、さまざまな自然との触れ

合いの場や機会を図ることにより、健全な生態系

を維持し回復し、人間による維持管理とともに、

生活領域に近い身近な自然も大切なものでありま

す。そのためには、常に人々が自然に関心を持つ

ための１つの資料として、生態系調査が終了した

段階で市立図書館や学校での参考図書として公開

をしていきたいと考えております。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） ただいまの北出議員さん

によります教育問題に関しての１１項目に対して

の御質問につきまして、私の方から全般的な本市

教育の現状につきまして御答弁申し上げます。

まず、幼稚園教育につきましては、個性に応じ

た指導方法の工夫と子育て支援センターとしての

機能がうたわれていますが、本市幼稚園におきま

しては、環境構成に工夫を凝らす中で、園児一人

一人が安心して自分の思いを出せるとともに、集

団の中の一員としての自覚を高める指導の充実に

取り組んでいます。また、園庭開放や親子登園日

の設定、保護者の子育て支援のための取り組みや

子育て相談に応じる等、子育てセンター的な役割

も果たしているところでございます。

次に、小・中学校におきましては、特色ある教

育活動を展開するための総合的な学習の時間の平

成１４年度からの本格的な実施を控え、地域の人

材を活用したり、体験的な学習を取り入れるなど

の研究に取り組んでいるところでございます。

教育方法の改善に関しましては、個に応じたき

め細かな指導により、学習に対する成就感を育て

ることが求められているところでありますが、平

成１３年度から導入されます第７次教職員配置計

画に基づく教職員の増員を受け、小人数による学

習の充実を図り、基礎的、基本的な学習内容の定

着についての研究を深める考えでおります。

教育課題に機敏に対応するための学校運営体制

－１０５－

の見直しが求められているところでございますが、

そのためには、校長のリーダーシップの確立と教

職員が一致協力して教育活動に取り組む体制が重

要であります。そこで、本市におきましては、職

員会議の位置づけを明確にすることによって、学

校運営体制の確立を図っているところでございま

す。

また、教職員の資質は、教科指導に限らず子供

の人格形成に大きな影響を与えるものでございま

す。教職員の資質向上を図るため、府の教育セン

ターで実施されます各種研修会への参加を促すと

ともに、市といたしましても、独自に研修会を実

施し、教職員の資質向上を図っているところでご

ざいます。

地域社会のさまざまな人々がともに子供の教育

のために力を出し合い、ネットワーク化を図ると

いう教育コミュニティの形成に関しましては、そ

の推進のための組織としまして、本年度より泉南

中学校区と西信達中学校区に地域教育協議会を発

足させ、その取り組みを進めているところであり

ます。なお、一丘中学校区及び信達中学校区にお

きましては、遅くとも平成１４年度当初にはこの

組織を発足させる計画でございます。

家庭の役割に関しましては、しつけを初めとし

て社会的善悪を判断する力や基本的生活習慣等を

育成する重要な場であるととらえております。し

かしながら、最近の就労形態の多様化、社会生活

の変化する中で、親子の団らんの機会が少なくな

ったり、子育ての方法がわからず児童虐待という

悲しい現象が生起いたしたりしております。家庭

教育の危機が叫ばれておりますけれども、教育委

員会では、教育相談室の設置や定期的な子育て相

談等の相談体制を確立いたしまして、子育て講座

の開設により対応しているところでございます。

今後、総合的な教育力活性化事業の取り組みの１

つといたしましても、家庭の教育力の充実を図る

考えでおります。

あと、詳細につきましては、担当よりお答えを

いたしたいと思っております。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 教育予算について

御答弁申し上げます。



議員に厳しい御指摘をいただいたところであり

ますが、教育予算の一般会計予算に占める割合に

つきましては、１９７５年３０％、１９８５年２

０％、１９９５年１６％、１９９６年９．６％、１

９９７年１１％、１９９８年１２％、１９９９年

１３％、２０００年で１１％でございます。この

数字を見る限り、減額傾向にあると思われます。

この原因につきましては一概には言えませんが、

ここ数年、大規模改修が行われていないのが主な

要因であると考えられます。

今後とも、財政状況の厳しい折ではありますが、

教育予算の確保に可能な限り努めてまいりたいと

存じます。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 北出議員の御質問

に答弁さしていただきます。質問事項が多岐にわ

たっておりますので、順序については必ずしも御

質問どおりにならない部分があるかと思いますの

で、あらかじめ御勘弁願いたいというふうに思い

ます。

第１点目の泉南中学校における班活動のその後

の現況あるいは授業改善について御答弁申し上げ

ます。

議員御指摘のとおり、泉南中学校におきまして

は、仲間の思いや悩みをともに共感できる仲間づ

くりを目標に班活動を実施いたしております。班

活動の中で、子供たちはお互いの実践について学

び合ったり刺激し合ったりすることで、学級集団

は高まってきており、授業におきましても、班学

習においてお互いの意見のぶつかり合いがあるも

のの、お互いを尊重し、語り合う場、認め合う場

として学習意欲も高まってきております。

また、御指摘の授業改革でございますが、公開

授業あるいは授業改革を効果的に進めるため、外

部講師を招聘し、授業論なり教材論の研究、実践

が行われておりますし、３学期には英語、数学の

公開授業も計画されております。また、信達中学

校、西信達中学校におきましては、平成１４年よ

り完全実施されます総合的な学習についての研究、

あるいは一丘中学校におきましては、ＴＴによる

数学の授業研究等に取り組んでおるところでござ

います。

－１０６－

次に、障壁の除去と授業改革の件でございます

が、授業研究はその過程を通し、切磋琢磨、指導

技術の磨き合い、あるいは新しい教育理論の実践

化を図る上で、教育活動の中核ともなる極めて重

要なものであると認識いたしております。現在、

各市内の学校におきましては、１４年度に本格実

施される新学習指導要領における総合的な学習時

間の実施に向け、その理論的な研修あるいは実践

化を図るための研究授業に取り組みつつあります。

また、わかりやすい授業は、生徒指導上の問題

行動を解決するための１つの方法でもありますが、

生徒指導上の問題は、教師の授業技術の向上のみ

では解決できません。その背景には、子供たちの

精神力や忍耐力、あるいは幼少期における自然体

験の減少、異年齢集団における交流の乏しさ、あ

るいは自己表現力やコミュニケーション能力等の

不足が指摘される実態がございます。

これらの課題解決のためには、市内中学校にお

いては開かれた学校づくりを推進し、子供の実態

や学校教育が抱えている課題を理解していただき

協力を得るという地域との連携した取り組みが必

要であるというふうに考えております。

次に、教員の資質向上への施策の件でございま

すが、信頼される学校教育や学校運営を行うには、

教職員の資質、能力、勤務意欲の向上などが強く

求められております。新学習指導要領による教育

課程の実施、特に総合的な学習の時間の本格実施

を控え、学校の特色を生かした教育内容が必要と

なり、多くの教員はこれまでの内容や方法から、

地域の特性や児童・生徒の実態に応じた指導力が

求められており、その研修に努力をしているとこ

ろでございます。

また、開かれた学校づくりにおける説明責任の

具体化として、学校長、教職員、児童・生徒、保

護者による学校教育自己診断がございます。本市

におきましても、おおむね全小・中学校を含む形

で自己診断が実施できる状況下になりつつござい

ます。当然、学校教育自己診断におきましては、

教育内容にとどまらず、多様な声が学校に寄せら

れ、その課題解決にかかわり、教職員の意識改革

の一助になるものと考えております。

また、府教育委員会は、教職員の資質向上に関



する検討委員会を設置し、教職員全般の資質の向

上の方策について検討しており、本市におきまし

ても、府教育委員会の資質向上のための報告を踏

まえ、より有効適切な対応をしてまいりたいと考

えております。

また、教職員のボランティア活動につきまして

は、教育活動における児童・生徒のボランティア

活動の推進が指摘されており、教職員にもボラン

ティア休暇制度の活用等も含め、促進を図りたい

と考えております。

次に、総合的な学習の時間の現状と課題でござ

いますが、御指摘のとおり、総合的な学習の時間

のねらいは、みずから課題を見つけ、みずから学

び、みずから考え、主体的に判断し、よりよく問

題を解決する資質や能力を育てること、また学び

方やものの考え方を身につけ、問題の解決や探求

活動に主体的に、あるいは創造的に取り組む態度

を育て、自己の生き方を考えることができるよう

にすることでございます。本市の学校におきまし

ても、本年度は移行期であり、全小・中学校で研

究授業や研修会が実施されているところでござい

ます。

教育委員会といたしましては、１４年度の完全

実施に向け、学校に対しましては、総合的な学習

の時間の趣旨やねらいの徹底と保護者や地域への

発信、２点目に教科の基礎、基本をしっかり身に

つけることを大切にした総合的な学習時間の研究

の一層の推進、３点目に総合的な学習時間の学校

独自のカリキュラムづくりの研究を指導、援助し

てまいるとともに、教育委員会としては、そのた

めの人材バンクの整理、あるいは学校間のネット

ワーク化等の取り組みを進めてまいりたいと思い

ます。

次に、学校の運営体制の問題でございますが、

議員御指摘のように、今日教育現場は、新たな教

育課題、例えば総合的な教育の時間、選択教科の

拡大あるいは日々の生徒指導上の問題、家庭や地

域社会との連携、あるいは日々の授業に直接関連

する教材研究等多様な職務がございます。教育委

員会におきましては、こういった学校の現場の実

情を少しでも踏まえ、事務事業の省力化、簡素化

あるいは部活動への外部指導者の活用等の取り組
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みを進めております。しかし、根本的な問題は、

生徒指導上の問題行動の解消にあると考えており

ます。

次に、幼・小・中ネットワークの件でございま

すが、全国で１３万人と言われる不登校児童・生

徒の問題、１年生における学級崩壊等の問題の原

因の１つとして、校種間の連携がスムーズに行わ

れていないことが指摘されております。

本市の現状といたしましては、幼・小間におい

ては行事調整等の領域を超え、発達や教育内容の

引き継ぎ等の連携も行われております。中学校に

おきましては、体験入学や体験入部等が実施され

ておりますが、全体のものにはなっておらず、さ

らに取り組みを進めてまいりたいと思います。

次に、教育コミュニティと学校の改革の件でご

ざいますが、本年度より２中学校区において総合

的教育力活性化事業が実施されております。この

事業の目的は、当初は学校関係者の主導で一定進

めておりますが、将来的には保護者、地域の人々

を中心とした事業展開を目指す中で、地域全体で

の教育機能を高め、地域ぐるみの子育てを最終目

的といたしております。こうした取り組みを通し

て地域の教育力の活性化が図られ、教育力の回復

は学校における教育活動に大きな支えとなり、そ

れぞれが果たす役割が連携をもって実践化が進め

られるものと考えております。

３年保育と子育て支援の問題でございますが、

本市幼稚園におきましては、平成１０年、１１年

の子育て支援文部省委託を契機といたしまして、

各幼稚園におきまして専門家による子育て相談、

シンポジウムの開催あるいは未就園の親子登園、

園庭開放、子育て情報の提供等さまざまな取り組

みを進めてきております。

３年保育については、現在泉南市教育問題審議

会において議論をいただいておるところでござい

ますので、その議論を受けて今後の対応を考えて

まいりたいと思います。

最後に、通園バスの問題が御提示されておった

かと思いますが、そのことも現在幼稚園問題審議

会におきまして、今後の幼稚園教育のあり方、適

正配置、適正規模、そして３年保育についてと、

こういう３つの諮問事項で御議論をいただいてお



るところでございますので、基本的には通園バス

等の問題については、そういった答申の中身との

関連の中で、教育委員会としてはそのあり方につ

いて考えてまいりたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 大綱１点目のまちづく

りのうち、駅前の再開発の現状と今後についてお

答えをさせていただきたいと思います。

砂川駅前につきましては、駅前にふさわしい魅

力あるまちづくりの整備を図るために、都市計画

事業の市街地再開発事業として法的な整備を目指

してこれまで取り組んでまいったところでござい

ますが、この間に事業成立に向け準備組合ととも

に事業化の可能性を見出すべく、事業規模の縮小、

段階的な整備等、種々検討を行ってまいりました。

しかしながら、現事業を取り巻く事業環境は依

然として厳しく、９月の準備組合の総会で、景気

の回復等が見られるまでの間、一時凍結するとい

う方針が承認されました。あわせて、砂川樫井線、

また信達樽井線等の都市基盤の整備の要望も市に

対して行われたところでございます。このことで

法的な整備手法としての再開発事業の早期実施と

いうことは、困難な状況となったものでございま

す。

したがいまして、市としましては、山側の都市

核として位置づけ、これまで駅前整備に取り組ん

でいるところでございまして、駅前の抱かえる諸

問題等も含め、公共施設の整備、道路、駅前広場

等に取り組む必要があると考え、鋭意努力をいた

したいと考えております。

また、駅前にふさわしい魅力あるまちづくりを

目指すためには、公共施設の整備だけではなく、

公共施設と一体的に整備する良好な市街地形成が

望まれているところでございます。区域内の民間

の動向に対しましては、いかに誘導していくか、

また協力等の要請をしていくかが今後の課題であ

るとともに、民間の動向があればこの機会をとら

え、公共施設整備のための用地の確保や良好な市

街地形成への誘導を図る必要があるものと考えて

いるところでございます。そのため、地区計画等

の法定的な誘導制度の導入の検討も考えまして、
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また民間の動向に対応するためには、総合設計等

の非法定的民間誘導制度も視野に入れながら導入

の整合を図りまして、駅前にふさわしいまちづく

りに取り組んでまいります。

次に、地域整備予算、特に市民生活に直接つな

がる道路や側溝などの予算が少ないのではないか

という御質問でございました。

御指摘のように、今年度については３，０００万

円台の道路工事費でございますが、かつてここ５

年ほどをとってみますと６，０００万台のときもご

ざいました。今後、一番市民の要求が多い部分で

ございますので、財政当局と十分協議をしながら

予算の確保に努めてまいりたいと思います。

続きまして、ミニ開発の現状という御質問でご

ざいましたが、住宅地の供給は、国民生活の質の

向上のため、ゆとりと潤いのある健全な都市の形

成において重要な役割を担うものでございます。

地域整備と一体となった宅地開発の推進の重要性

が指摘されているところでございます。したがい

まして、良好なまちづくりに資する住宅宅地開発

事業が円滑に促進されるよう、また公共団体と開

発事業者が連携し協力しつつ、魅力ある地域づく

りが望まれているところであります。

近年の開発状況を見ますと、住宅宅地の供給を

取り巻く社会経済状況は大きく変化しているとこ

ろでありまして、従来の新市街地型の大規模開発

が減少し、既成の市街地におけるマンション開発

が進み、特に近年は開発の小規模化が進んでいる

ところであります。このことは、人口の地域間移

動が安定的に推移するとともに、高齢や少子化の

進行等人口構造が変化していることと、また短期

間に住宅供給ができることによるものと考えてお

るところでございます。

余り小規模化が進むと、議員御指摘のとおり、

法の許容が及ばない開発行為が行われ、無秩序な

市街地に陥るおそれがあります。このため、大阪

府では開発行為の許可対象規模を１，０００平米か

ら５００平米以上に枠を広げ、現在運用しており

ます。それ以下の開発につきましては、市の方の

指導要綱で３００平米以上の開発を対象として補

完をしておるところでございます。

もう１点、野鳥園の現状でございますが、大阪



府が野鳥園の予定地付近の現地測量調査を行いま

した。大里川の水を自然流下で予定地の園内に流

入させるという場合には、既設のボックスカルバ

ートが障害となって不可能であります。また、現

在の仮排水路を利用した場合には防潮堤の撤去が

できないなど、さまざまな障害事項が明確になっ

てまいりました。このような状況の中で、仮排水

路を利用し池をつくる案は困難と私どもは考えて

おります。

今後、野鳥園の検討協議会といたしましては、

どのような施設がよいのか、大阪府、泉南市でそ

れぞれの考案したものを持ち寄って、協議調整を

進めるという手法で行いたいと考えております。

議員御指摘の野鳥園の整備につきましては、関

西国際空港の埋め立ての第２期事業の約束でござ

いますので、調査費等の予算を確保されるよう大

阪府に強く要望を行っているところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 総合計画の御質問で

ございましたので、お答えをさしていただきたい

と思います。

第３次泉南市総合計画の目標年度も近々に控え

まして、一昨年より第４次泉南市総合計画の策定

作業に着手をいたしております。総合計画は将来

のまちづくりの根幹でございまして、法でいえば

まちづくりの憲法のようなものであるというふう

に考えております。既に、２１世紀はまさに手の

届くところまで迫り、２１世紀初頭の泉南市はど

うか、どうあるべきか、またどうすればそのよう

になるのかを念頭に策定作業に着手をいたしてお

ります。

今回の策定の方法は、従来の市民アンケートは

もちろんのことでございますけれども、実際に策

定作業に当たる職員を充て職でお願いするのでは

なくて、課長代理級までの全職員から広く公募い

たしましてワーキングチームを設置し、職員によ

る手づくりの計画策定を試み、実施してまいりま

した。これまで３０名余りの参加がございまして、

５つのチームに分かれて、何度も勉強会並びに市

内各所に出向きながら、近くワーキングとしての

素案として位置づけられる運びとなりました。

今後、市の内部の組織としての課長級を中心と
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した部会、また部長級を中心とした委員会にその

素案を呈示し、議論を重ねるとともに、近々総合

計画審議会も立ち上げたいというふうに考えてお

ります。そして、平成１３年度には、議会の方に

御承認をいただくように提案をしてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 北出議員の質問の

うち、悪臭問題について御答弁させていただきま

す。

当該事業所は、廃棄物を原料とする肥料化施設

から生ずる悪臭防止対策については、一定の施設

の改善が図られましたが、今なおにおいが発生す

る日もあることは事実でございます。

もう１つの悪臭の原因でございます畜産業に伴

う牛ふん、いわゆる堆肥でございますが、敷地内

に野積みされておりましたこれにつきましては、

大阪府環境整備室と同農政室が連携を図り、場内

整理を行うよう行政指導を行った結果、泉南市域

内の一部が撤去されたところでございます。また、

泉佐野市と泉南市が連携いたしまして、臭気測定

を１２月２日から４日までの３日間測定を行って

ございます。

今後につきましては、それらの測定結果を踏ま

え、大阪府、泉佐野市と今まで以上に連携を密に

しまして行政指導を強力に行ってまいりたいと、

このように考えてございますので、よろしくお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私の方から宗教団体

の免税の現状、その規模について御答弁申し上げ

ます。

宗教法人等の固定資産税につきましては、地方

税法第３４８条第２項第３号の規定によりまして

非課税となっております。事務の流れといたしま

しては、当該法人等より非課税申請が市に提出さ

れた段階で、関係法規等により審査の上判断し、

対応するものでございます。市内の非課税対象と

なる宗教法人数は５７件となっており、内訳とい

たしましては神社８、神道１、仏教３７、その他

宗教、諸教１１となっています。



また、個々の施設の公開につきましては、泉南

市情報公開条例第９条第１号及び同条例施行規則

第５条第１項第５号等の関係法規に照らし合わせ

ると、これはなじまないものと考えていますので、

御理解賜りますようお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 宗教団体の免税云々とい

うことで、個々のものはだめ、公開しないにして

も、総体としては何件でどの規模かというのは把

握されてるわけでしょう。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 非課税の課税客体、

土地、家屋の件数でございますが、概算徴収にお

いて一応の数は把握しております。しかしながら、

これはコンピューターのデータの入力されている

のを反映しているものでございまして、コンピュ

ーター導入以前から非課税だったものをすべて網

羅しているものではございません。

また、最近のもので非課税申請書を受け取って

いても、実際課税対象にならないためコンピュー

ターに入力していないものもございます。そうい

ったことで、コンピューターで非課税、課税の判

定は、マルとペケとだけの１種類で、例えば道路

非課税、宗教施設で非課税など区分はされていま

せんので、個々の実数の把握はなかなか難しい一

面があると考えておりますので、正確には数値は

つかんでおりません。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） これは怠慢だと思います

けれども、資料の請求を求めたいと思います。議

長、よろしくお諮りください。

○議長（奥和田好吉君） 質問者の内容をよく把握

して答弁いただきたいと思います。池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） 北出議員の質問

につきまして少し御答弁いたしたいと思います。

まず、データのことなんですけども、実は課税

課の方でありますコンピューター上の非課税コー

ドにつきましては、先ほど参与が言いましたよう

に、非課税客体全部につきまして１つの表示に分

かれておりまして、はっきり申し上げて台帳整備

という観点からは、先ほど御指摘のありますよう
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ないわゆる各施設ごとの課税客体の整理という点

では、確かにこれは積み上げで、コンピューター

上すぐに出るような措置を講じなければならない

という点は、我々も認識をいたしております。

先ほど参与が少し申しましたように、コンピュ

ーター化される以前から非課税になっております

施設の関係の積み上げとか、データ整理する上で

は的確な数値を出さなければならないと思ってお

りますので、実は現在その辺の台帳の整理作業を

継続して今年度やっております。

そういうことで、積み上げで個々全部拾い上げ

をしなければいけませんので、通常業務の傍らで

やっておるというような状態でございまして、冬

場に向けまして、また忙しい時期に入りますので

ちょっと中断しますけども、それが終わりまして、

大体予定といたしましては、来夏にはその辺の全

部の積み上げのデータ整理ができるというふうに

思っておりますので、ひとつよろしくお願いした

いと思います。

○議長（奥和田好吉君） あと１分です。北出君。

○１２番（北出寧啓君） じゃ、３月議会で改めて

質問に入りたいと思います。

教育委員会にいろんな質問をさしていただきま

したけれども、隔靴掻痒ということで、確かに現

場教育と教委というのは、やっぱり隔たりがある

というのは事実なんで、それはよくわかるんです

けれども、ただそれでは教委の教育現場に対する

指導性は何かというふうなこともいろいろ問われ

ざるを得ません。

時間もございませんけれども、１点だけ、総合

教育というのは新しい転換を呼び起こしているわ

けですよね。だから、それが旧来の１９世紀レベ

ルの学問方法と、あるいは今後の２１世紀の方法

との根本的な転換が起こってきたこともあってや

られているわけですよ。

私、申し上げましたように、日本語の運用能力

とか論理的な言語の運用能力とか、教科を超えて

どういう形に統合、再編成していくのかという、

そういうことが底流にありまして、その中で総合

教育が現場の先生のいろんな関心事、そして彼ら

の教養と専門的な知に依存しながら展開されてい

くべきもんでありまして、そういうことをお聞き



したんですけれども、的確に答弁いただけないん

で、一言だけでも言っていただきましょうか。

○議長（奥和田好吉君） 時間がありません。

以上で北出議員の質問を終結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明１３日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明１３日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時５３分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 奥和田 好 吉

大阪府泉南市議会議員 稲 留 照 雄

大阪府泉南市議会議員 南 良 徳
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