
午後１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。

なお、１３番 稲留照雄君からは欠席の届け出

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１８番 成田政彦君、１

９番 和気 豊君の両君を指名いたします。

お諮りいたします。この際、本日予定している

日程の順序を変更し、日程第５、議案第１１号

平成１１年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算

認定についてから、日程第２４、議案第３０号

平成１２年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）までを先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」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、私の宣告どおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数でございます。

よって、私がただいま宣告したとおりの日程によ

り議事を進めます。

次に、日程第５、議案第１１号 平成１１年度

大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について

から、日程第２０、議案第２６号 平成１１年度

大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出

決算認定についてまでの以上１６件を一括議題と

いたします。

ただいま一括上程いたしました平成１１年度各

会計決算認定１６件については、いずれも議案書

の朗読を省略し、まず初めに監査委員より報告を

求めます。監査委員 成田政彦君。

○監査委員（成田政彦君） 議長のお許しを得まし

－２０８－

たので、ただいまから平成１１年度一般会計及び

各会計の決算審査の結果を報告いたします。

平成１２年７月２６日に黒須前監査委員と島原

前監査委員が泉南市長より審査に付されていた一

般会計及び各会計の決算について、地方自治法第

２３３条第２項の規定に基づき審査いたしました。

審査に付された歳入歳出決算及び附属書類は、関

係法令に準拠して作成され、その計数は関係諸帳

簿と照合した結果、いずれも符合しており、その

収支は正確であることを認めました。

なお、審査意見書につきましては、お手元に配

付しております。

甚だ簡単ではありますが、審査報告といたしま

す。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの監査委員の報

告に対し、質疑等ありませんか。 質疑等

なしと認めます。

次に、ただいま一括上程の各会計決算認定１６

件に関し、理事者から順次内容の説明を求めます。

収入役 辻 勇作君。

○収入役（辻 勇作君） 議長から御指名をいただ

きましたので、ただいま一括上程されました議案

第１１号から同２６号に至ります平成１１年度泉

南市一般会計及び各財産区会計並びに各特別会計

の歳入歳出決算の認定につきまして、地方自治法

第２３３条３項の規定に基づき、ただいま監査委

員から御報告がありましたが、その意見を付しま

して議会の御認定をいただく必要から提案するも

のでございます。

それでは、その概要につきまして簡単に御説明

を申し上げます。

まず初め、お手元の平成１１年度決算書１ペー

ジから８ページにわたります一般会計の決算でご

ざいます。１款市税から２０款の繰越金までの歳

入決算額２１２億７，５６７万２７３円に対し１款

議会費から１４款の災害復旧費までの歳出決算額

は２１３億２，３４４万４，６９７円となり、その差

し引き不足額４，７７７万４，４２４円、並びに（仮

称）農業公園整備事業費ほか３件の繰越明許費の

一般財源及び既収入の特定財源１億２８７万２，６

００円と合わせました額１億５，０６４万７，０２４

円が不足いたしましたので、その不足額を翌年度



歳入繰上充用金によりまして補てんをいたした次

第でございます。

なお、平成１１年度だけの単年度の収支で申し

上げますと、８，２９１万７，３９２円の赤字となり

ました。

続きまして、９ページ、１０ページの泉南市樽

井地区財産区会計の決算でございます。歳入決算

額６億７，５８０万２，９２３円に対し歳出決算額が

４５１万９，１９７円となり、歳入歳出差引額６億

７，１２８万３，７２６円は平成１２年度へ繰り越し

をいたしました。

次に、泉南市狐池財産区会計、同じく信達市場

（久堀池）財産区会計、同じく馬場財産区会計、

同じく海営宮池財産区会計、同じく信達市場財産

区会計、同じく道光寺池財産区会計、同じく新家

高野・野口（大掛）財産区会計、同じく幡代財産

区会計、同じく信達岡中財産区会計の９財産区会

計の各歳入歳出決算につきましては、１１ページ

から２８ページにお示しのとおりでございますの

で、まことに勝手ながら省略させていただきます

ので、よろしく御了承のほどお願い申し上げます。

続きまして、特別会計の決算について御説明を

申し上げます。

２９ページから３０ページの泉南市交通災害共

済事業の特別会計でございます。歳入決算額２９

４万５，３９３円に対しまして歳出決算額は２９３

万４，４８３円でございまして、その歳入歳出差引

額１万９１０円を平成１２年度へ繰り越しをいた

しました。

次に、３１ページから３４ページにわたります

泉南市国民健康保険事業特別会計について御説明

を申し上げます。歳入決算額は４５億２，８６２万

４８７円となり、一方、歳出決算額は４６億８０

０万４，９７８円で、実質収支においてその差引額

で７，９３８万４，４９１円の不足が生じましたので、

翌年度歳入繰上充用金によりましてその不足額７，

９３８万４，４９１円を補てんいたしました。

続いて、３５ページから３６ページの泉南市老

人保健特別会計でございます。歳入決算額４９億

１，７４６万９，７２６円に対しまして歳出決算額４

９億４，５７３万３，８６２円となり、歳入歳出差し

引きにおきまして２，８２６万４，１３６円の不足が

－２０９－

生じましたので、同額を翌年度繰上充用金により

補てんをいたしました。

次は、３７ページから３９ページの泉南市下水

道事業特別会計について申し上げます。歳入決算

額３４億８，４１６万９，２２６円に対し歳出決算額

は３４億８，２８０万８，３７６円となりますが、そ

の差し引き残額１３６万８５０円は、下水道建設

事業の繰越明許費の一般財源といたしまして平成

１２年度へ繰り越しをいたしましたので、実質収

支額はゼロでございます。

最後に、４１ページ、４２ページの泉南市汚水

処理施設管理特別会計でございます。歳入決算額

は４，９０８万１，６３６円、歳出決算額は３，９３４

万７，３７３円となっておりまして、歳入歳出差し

引き残額、すなわち実質収支額９７３万４，２６３

円は平成１２年度へ繰り越しをいたしました。

ただいま御説明を申し上げました平成１１年度

泉南市一般会計を初めとする各会計の歳入歳出決

算事項別明細書並びに主要施策等の成果説明書に

つきましては、お手元に御配付いたしております

ので、お手数ですが、御参照いただきますようお

願いを申し上げます。

以上、極めて簡単で恐縮でございますが、平成

１１年度の本市一般会計、財産区会計並びに特別

会計など各会計決算につきまして概要を説明させ

ていただきました。

何とぞよろしく御審議いただきまして、御認定

を賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより各会計決算認定

１６件に関し、一括して質疑を行います。質疑は

ありませんか。 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます平成１１年度各会計決算認定１６件につきま

しては、１０名の委員をもって構成する平成１１

年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の

上、閉会中の継続審査に付することにいたしたい

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、平成１１年度泉南市各会計決算認定１６

件につきましては、１０名の委員をもって構成す



る平成１１年度決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、閉会中の継続審査に付することに

決しました。

さらに、お諮りいたします。ただいま設置され

ました平成１１年度決算審査特別委員会委員１０

名の選任につきましては、議長において指名する

ことに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、議長において指名することに決しました。

これより指名いたします。

平成１１年度決算審査特別委員会委員に、

２番 竹 田 光 良 君

３番 小 山 広 明 君

４番 大 森 和 夫 君

５番 真 砂 満 君

６番 東 重 弘 君

１４番 南 良 徳 君

１６番 島 原 正 嗣 君

１８番 成 田 政 彦 君

２０番 西 浦 修 君

２３番 重 里 勉 君

の以上１０名の諸君を指名いたします。

ただいま議長において指名いたしました１０名

の諸君を平成１１年度決算審査特別委員会委員に

選任することに決しました。委員各位におかれま

しては、よろしくお願い申し上げます。

次に、日程第２１、議案第２７号 一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、及び日程第２２、議案第２８号 特

別職の職員の給与に関する条例及び泉南市議会議

員の期末手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての以上２件を一括議題といたしま

す。

ただいま一括上程いたしました議案２件につき

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第２７号、一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定、並びに議案第２８号、

特別職の職員の給与に関する条例及び泉南市議会

－２１０－

議員の期末手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定につきまして、一括して御説明申し上げ

ます。

恐れ入ります。分冊の議案書１ページをお願い

いたします。提案理由でございますが、国におき

まして平成１２年１１月１４日に一般職の職員の

給与に関する法律の一部改正法が可決成立したこ

とに伴いまして、本市におきましてもこれに準じ

て一般職の職員の給与並びに特別職の職員、泉南

市議会議員の期末手当の支給率を改正するために、

地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。

今回の改正の内容でございますが、２ページを

お願いいたします。一般職の職員の扶養手当につ

きまして、扶養親族である子等に係る手当を２人

目までについては１人につき月額「５，５００円」

を「６，０００円」に、３人目以降につきましては

１人につき「２，０００円」を「３，０００円」に改

正するものでございます。

同２ページから７ページにわたって記載をして

おりますけども、順次ごらんいただきながらお願

いをいたします。

また、平成１３年度から一般職の職員の１２月

期の期末手当につきましては０．１５カ月、勤勉手

当につきましては０．０５カ月の減額を行い、特別

職等の職員及び市議会議員については、期末手当

を０．２カ月減額するものでございます。

なお、平成１２年度につきましては、特例的な

措置といたしまして、一般職の職員、特別職等の

職員及び市議会議員について、３月期の期末手当

を一律０．１５カ月減額するものでございます。

改正後の扶養手当につきましては、平成１２年

４月１日から適用するものとし、期末手当及び勤

勉手当の支給率の変更につきましては、公布の日

から施行するものでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 今、御説明があったのです

が、大きな理由としては法律が可決成立したこと



に伴うということなんですが、今回のこの改正の

趣旨ですね。どういうことでこういう改正になっ

たのか。

それから、それに伴って地方自治体でそれに連

動してやる意味ですね。自治体によっては財政的

にもいろんな違いがあるだろうと思いますから、

泉南市がこれを採用した理由、他市との関係も含

めて御説明いただきたい。

それから、１４条の３項中の「５，５００円」が

「６，０００円」になったということと、「２，００

０円」が「３，０００円」になった、このことは、

職員の給与というのは、給与本体と調整とかいろ

んな形での手当関係があるわけなんですが、一般

市民にも一体公務員というのはどれだけもらって

おるのかというのがなかなか見えない。市会議員

の場合には５０万ですからすぐ見えるんですが、

もう少し手当とか調整とか特別手当とか、こうい

う問題の整理というのは前からも議論されとるん

ですが、公務員はいろんなところで働いとるわけ

ですから、その場所によっていろんな手当がつく

というのは、なかなかこれは市民から見たらわか

りづらいんじゃないかなと思いますね。

今、滞納が問題になっておりますけども、何か

滞納したのを取りに行ったら特別にその職員には

お金がつくというようなことも、これも余りなじ

まない。じゃ滞納した原因は市の職員だけにある

わけじゃないと思いますけどね、やっぱり業務を

ちゃんとしとればこれだけ高額な滞納に至らなか

ったわけですね。新聞でも出とるように、当然差

し押さえというようなことをすべきものがしてな

いというような報道もあったり、その辺やっぱり

職員の納税に対するきちっとした対応をしておけ

ば、これだけ世間に悪名をとどろかすような結果

にはならなかったんではないかなと、そう思うの

で、そういう手当に対して、もう少しわかる形で

の整理が私は必要ではないかと思いますので、そ

ういう点も含めて御説明いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回の人勧の関係で

ございますけれども、従来から人事院勧告につい

ては、国家公務員についての人事院勧告でござい

ますけれども、それに準じた形で改正を行ってき

－２１１－

たという経過がございます。

大きな市とか地方公共団体、府県につきまして

は人事院というのがあるんですけども、市町村の

場合はそれを持っていないということで、国の勧

告に準じた形で制度として従来から取り扱ってき

たという経過がございますので、今回もそれに準

じた形ということで取り扱ってまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

ただ、先ほど御説明いたしましたように、今回

の改正につきましては、期末手当と勤勉手当の減

額でございますけれども、今年度に限って期末手

当の０．１５ということで本市としては対応してま

いりたいというふうに考えております。

今回の改正の主なものとしては、今年度、国の

人事院が勧告するに当たって、官民の給与格差が

例年になく小さいということの中で、従来どおり

配分にめり張りをつけたような俸給表の改定につ

いては困難だということの中で、昨年もボーナス

の引き下げを行っているということも考慮して、

特に家計への影響が大きいと考えられる中堅層職

員への配慮ということで、扶養手当の上積みとい

う形で人事院が勧告を出したものでございます。

それと、期末手当等につきましては、民間との

比較によって０．２下げる必要があるということの

中で勧告が出たということでございますので、御

理解をお願いしたいと思います。

それと、手当についての御指摘があったわけで

ございますけれども、当然いろいろな手当がござ

います。それはその職種とかによってついてるも

のでございます。ただ、当然今言われましたよう

な特殊勤務手当等につきましては、経年変化によ

って必要性がなくなってきてるものもあるという

ことはいろいろと議論をされているところでござ

いますので、本市としても現在その辺の整理とか、

実際に要るものか要らないものかという整理等を

行った中で、関係団体とも協議をしているという

ことでございますので、これはまた一定の整理を

していかなければならない課題であるというふう

に考えておるところでございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 質問している内容に的確に



答弁していただいた内容でない部分もあるんです

けど、そういう人勧で決められたことをそのまま

ですね、地方にはいろんな状況があると思います

ので、それをやっぱり今までそうしてきたといっ

ても、そういうことに準じてやってきたというこ

とでは説明にならないんではないかなと。やはり

これは歴史始まって以来やってきたことではない

かなと思うんですね、簡単に言えば。

やっぱり地方分権とかいろんな地方に、市民に

選ばれた市長を先頭にして、やっぱり市民との関

係で行政を進めるとなれば、もう少し、泉南市内

の民間の格差が少なくなったんであれば、説明資

料としては泉南市内の民間の給料はこうなんだと、

そして公務員の給与はこうで、これの差額が少な

いとか多いとか、もっと見える形で我々に資料を

いただかないと、今の説明では全く説明になって

ないですよ。

いろんな統計が出て、民間の給与というのは実

態調査がされておりますけど、１００万以下とか、

２００万から３００万とか、そういう数字はきち

っと出ておりますよ。一体公務員の給料、例えば

中谷公室長はどれぐらいもらっておるのか。公務

員ですから、我々は公表されとるわけですからね、

あなた方もきちっとすれば一応わかる仕組みにな

っとるんでしょう、わかりづらいということはあ

っても。別にプライバシーの問題でも何でもない

ですわね、払っとる側からいえば。

そうすると、やはり泉南市の場合には助役まで

は出ておりますから、部長、課長というのはきち

っと特定をして、これぐらいもらってるというこ

とで市民も公務員に対する理解をする１つの手だ

てになるんじゃないでしょうか。秘密にするよう

な問題じゃないでしょう。

だから、可能な限りそういうふうに、市民は全

部出とるわけですからね、収入が何ぼとか。そう

いう形でやはり示して、今回のこういう人事院勧

告があった場合に、泉南市としてどうするのかと

いうやはり泉南市独自の施策を出していかないと、

私は当事者能力というのか、市長の主体性という

ことがないと思いますよ、泉南市政のね。そうい

う点では、もう少し、あなたが説明した範囲の中

でもそれを裏づける資料なり説明をちゃんとして
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いただきたいものです。

それから、関係団体とのお話というのは、関係

団体というのは幾つもあるわけじゃなしに、１つ

しかないわけでしょう。職員組合だけのことを指

しとるんだと思いますが、職員組合の理解を得て

という前に、やっぱり泉南市の姿勢としてピシッ

と出した上で、職員組合の要求とのずれがあるは

ずですね。

そういうものをやはり市民の前に明らかにした

中で、どういうところがおさめどころかというこ

ともちゃんと見える形で理解を求めていかないと、

あなた方はすぐ議会に出すまでに、やはり職員組

合とお話をして、そこをすり合わして、そして議

会に出してきてしまうと。そういうことじゃなし

に、やっぱり行政は行政として、今の財政事情か

らいったら給与はこうなんだということをちゃん

と示した上で、そして議会、それで働いてる当事

者との３つの関係を見える形でやらないと、なか

なかどういう形で決まるのかわからない。

あなた方はみんな職員組合出身でしょう、ほと

んどは。だから、そういう点でやっぱり利害が一

致してしまうんじゃないかなと、そこに市民の職

員の給与についての理解がなかなかできない部分

があるんじゃないでしょうか。あなた方は管理者

として市民の側に立って、働いていただく人には

きついかもわかりませんが、やはり最少の経費で

最大の効果を上げてもらうという、あなた方はあ

なた方の課題があるわけですから、職員はやはり

自分の生活を守る、自分の働いた給料を生活に充

てて、そういう中で貢献していきたいと、全然立

っている視点が違うわけですから、それは何も一

概に対立することが悪いんじゃなしに、そういう

ことを明確にした中でこういう給与なんかも決め

ていけば、高くても理解をするということで進む

んじゃないでしょうか。

何かなあなあで、どこでどう争点があるのか知

らんけど、自分らも職員組合の出身であったと、

余りきついことは言われへんわなということで決

まっていくという実態があるのであれば、それは

とんでもないことですよね。

そういうことで、ひとつもう少し今回の給与改

定というんか、人事院勧告に基づく扱いについて



は、もっとやはり明確な説明をしてもらいたいと

思うんですが、今そういう説明ができるのかどう

か。できないんであれば、今後それはどういうよ

うにして議会に説明していくのか。この２つの点

についてしていただきたいと。

それから、市会議員の報酬にしても、市会議員

の方にも要求がいろいろあるでしょう。これはど

ういう形で事前に関係団体と同じような形で議会

とのすり合わせなり、どうしたのか。そういうと

ころもちょっと明確にしていただきたい、そのよ

うに思います。

それから、手当の問題は、先ほど言ったように

本給で本来はきちっと賄うべきであって、職場が

変わったら手取り給料が変わるというんでは、給

料というのは生活給ですから、そういう不安定な

ものがそこに割合として多くあるのはまずいと思

うんで、その３点はちゃんと整理をしていただき

たいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 従来から人勧の制度

については、我々は取り入れてきたという説明を

させていただいたと思いますけども、これは国家

公務員の給与を決めるに当たって、人事院は国内

の事業所何千カ所かを調査した中で多い少ないの

決定をしてるわけでございますし、公務員として

の仕事をしている泉南市の職員も、やはり他の地

方公共団体の公務員と仕事については大きな差は

ないんではないかというふうに考えておりますの

で、当然公務員は公務員としての給料で平準化し

ていくのが一番妥当な給料ではないかなというふ

うに考えております。

そういうことで、今回も人事院勧告の内容につ

いて準じた形で取り扱っていくということでござ

いますが、附則でも書かしていただいております

ように、今年度につきましては泉南市も既に合理

化案を行っておるということの中で０．１５にとど

めたということでございます。１３年度からは人

勧どおりという形の取り扱いを我々はするという

判断で提案をさせていただいているものでござい

ますので、御理解をお願いいたします。

それと、職員の給与等につきましては、年１回、

市の広報等を通じて市民の皆様方におわかりいた
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だけるような表にして広報さしていただいており

ますので、それをまたごらんいただけたらわかっ

ていただけるんではないかなというふうに考えて

おります。

それと、議員さんの関係でございますけれども、

従来から期末手当等については職員の期末手当に

準じた形で支給をさしていただいておるというこ

との中で、昨年もそうでございましたけれども、

同じ取り扱いをさせていただいたということでご

ざいますので、よろしく御理解をお願いしたい。

それと、手当についても、国家公務員にも当然

制度としてあるものもございますし、市独自のも

のもございます。ですから、先ほど申し上げまし

たように、経年変化等によって要るのか要らない

のかという議論を現在行っているところでござい

ますので、これにつきましては、順次整理すべき

ものは整理していくということで、明らかに条例

化していくということでございますので、条例化

すれば市民にもはっきりとわかっていただけると

いうふうに考えておりますので、その辺御理解を

お願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 時間も一定経過しており

ますので、まとめてください。小山君。

○３番（小山広明君） 私の答弁の感想でいえば、

従来どおりのことをやっていくというようにしか

聞こえません。手当にしても、そういう視点に立

って現在矛盾があるところはやるという、そうい

う答弁にしか聞こえないんですね。そうじゃなし

に、やはり手当というもので給料の重要な部分を

占める構造はまずいんじゃないかということを言

っとるわけですから、職員はどこへ行っても、そ

の行くところによって給料が変わるということで

はまずいわけで、どこに行くにしても同じ仕事で

すから、そういう点で大変な仕事には少し手当を

つけとるという手当のつけ方は、私はやっぱりま

ずいんではないか、根本的な改善をするべきじゃ

ないかということを提案しとるわけですから、そ

の点について、はっきりそれはしないとか、する

とか、そういう答弁があってしかるべきだと思う

んですね。

それから、市会議員についても、従来からやっ

とるだけの答弁でしょう。そうじゃなしに、毎日



毎日新たな視点で取り組まないと、それが従来ど

おりでは何の解決もしないじゃないですか。そう

いう点で市長、やはり市長も当時公務員であった

と思うんですが、それを退職されて、新たに市民

の前に立って、私は市民のために命がけでやると

言ったわけですから、立場は市民の立場に置いて、

ある意味で職員の方とは立場の違いでの対立はあ

るんですよ、それは。それは大事な対立ですから

ね。そういう中でやはり理解をしていく。でない

とどこに対立点があるのかわからない。黙っとっ

たらやっぱりみんな職員出身の幹部だから、職員

からの要求は案外甘く受けるんじゃないかなとい

う印象はありますよ、それは、我々からはね。い

や、あると言っとるんだよ、首振っても。だから、

やっぱり市民は普通そう思ってるんですよね。

だから、あなたはやっぱり市民の立場に立って

はこれだけしか払えないんだと。職員は職員の要

求があります。これは当然ですよ。そこに違いが

あるのは当たり前なんで、調整したものしか外に

出てこない。初めどういうことを提案したのか、

どこを譲ったのかということが全然見えてこない。

これでは市民が理解しようがない。そういうこと

を私は提案しとるわけですから、そういうことに

ついてはやっぱりきちっと政治的な議論をしまし

ょうや、市長ね。

やっぱり世の中が変わってきて、どんどんあな

た方の言葉を信用してきた結果が今日の事態を迎

えとるんですから、この責任はあなた方にありま

すよ、それは、パーフェクトでやってきたんです

から。しかし、結果あけてみたら大変な状態がど

んどん出てきとるのが今の時代じゃないですか。

あなたはやっぱり今までと違う視点で、「小山、

おかしいこと言うな、的外れなこと言うな」でも

いいですよ。あなたもやはりそれぐらいの視点を

持って我々に問題提起をしてもらいたい。我々が

言うのはおかしいじゃないかというような問題提

起をする中で議論が深まっていくんじゃないです

か。

説明責任も何にもわからんような説明しといて、

何かわからんけど決まっていくという、そういう

印象は僕は大変まずいと思うんで、一体市長の考

えはどういうことなのかということを明確に、こ
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の給与の問題にしても出す中でやりましょうよ。

そのことによって、市民かておかしいやないかと

いう声が上がってくるのが大事なんであって、不

満も上がってこなければ、うれしい、満足の声も

上がってこない、何にも上がってこない。傍聴者

かて全く来ない。こんなんで市民のための政治が

できますか。そういうことを言っとるんです。だ

から、あなたの問題提起の仕方がちょっと僕はま

ずいと思うんですよ。どこに争点があるのかわか

らんわけですからね。

そういうことで市長、最後にその３つを含めて、

もう少し議論はどこに問題点があり、我々の立場

はどうなんかということを明確にするような説明

をしてくださいよ。市長、最後にその決意、今な

いからね、そういうことを答弁していただくのは。

今後についてもそういうことについては、市長は

どう考えとるのか、市民にわかるように一遍、最

後に決意というんか思いを言うてください。それ

で僕は終わっときますけどね。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この給与改定につきまして

は、やはり統計的なものもございますから、泉南

市といたしましては、国の人事院勧告ということ

を原則として行っております。

独自性という問題は、またそれとは別に、それ

はベーシックなものですからそれはそれとして、

現在も泉南市は独自として職員の２％の給与カッ

ト３年間という大阪府内でも厳しい措置をいたし

ているわけですし、私どもも１０％カット、過去

３年、この前決めましたが、その前からもやって

おりますし、それから７ページにありますように、

期末手当も特別職についてはさらに０．０５、過去

においてアップのときに上げていないことで、さ

らに減らしているわけですね。そういうことを含

めて独自の部分は独自の部分できっちりとやって

おります。

それから、職員団体とは当然お話し合いはいた

します。それはそれぞれの主張があるわけですか

ら、相手方の主張と我々の主張と当然対立する場

面が多々ございます。ございますが、そこはお互

いに理解をし合って、最終的には円満に理解をい

ただいて、ここに上げてきていると、そういう手



順を踏んでいるということでございます。

それから、全般的な手当等については、過年度

からも見直しを進めておりまして、一部改正をい

たした分もございますが、まだ積み残しの分もご

ざいます。ですから、それは次の今まとめており

ます行革大綱の方に当然盛り込んだ中で今後処理

をしていきたいと、このように考えております。

いずれにいたしましても、やはり職員の生活に

かかわる分ですから、私どもとそれから職員団体

とも率直にいろんな意見を伺う中で、また一方で

は、おっしゃるように市民の皆さんのお考えもあ

ろうかというふうに思いますから、そのあたりは

十分しんしゃくした中で最終的に合意をいたして

いるつもりでございますので、御理解をいただき

たいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 以上で本２件に対する質

疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 討論なしと認めます。

これより本２件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。本２件につきましては、い

ずれも原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２７号及び議案第２８号につきまし

ては、いずれも原案のとおり可とすることに決し

ました。

次に、日程第２３、議案第２９号 平成１２年

度大阪府泉南市一般会計補正予算（第５号）、及

び日程第２４、議案第３０号 平成１２年度大阪

府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第２号）

の以上２件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました議案２件につき

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第２９号、平成１２年度大阪府泉南市一般会計

補正予算（第５号）、並びに議案第３０号、平成

１２年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予

算（第２号）につきまして、一括して内容を御説

明申し上げます。
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議案書の９ページをお願い申し上げます。先ほ

どの一般職の給与改正の条例並びに特別職及び市

議会議員の期末手当に関する条例改正によりまし

て、一般職職員の給与改定を平成１２年４月１日

にさかのぼって実施し、また期末手当の支給率の

０．１５カ月分の減額を実施するに当たりまして、

一般会計予算、下水道事業特別会計予算に変更を

加える必要が生じましたため、２会計予算につき

まして地方自治法第２１８条第１項の規定により

補正予算を調製し、同法第９６条第１項の規定に

よりまして議会の議決を求めるものでございます。

補正の内容でございますが、一般会計につきま

しては、歳入歳出予算の総額に変更はございませ

んが、給与費及び下水道事業特別会計の繰出金の

減額４，２７８万７，０００円を公債費管理基金に積

み立てるものでございます。その明細につきまし

ては、議案書の１５ページから２９ページに記載

のとおりでございます。

次に、３３ページをお願いいたします。下水道

事業特別会計でございますが、同様に歳入歳出予

算の総額からそれぞれ１１２万９，０００円を減額

し、２５億６，１１３万８，０００円から２５億６，０

００万９，０００円とするものでございます。その

明細につきましては、議案書の３７ページから４

０ページに記載のとおりでございますので、御参

照いただきますようよろしくお願い申し上げます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） これは先ほどの議案の結果

での予算書でありますが、公債費に積み立てる減

額分、４，２７８万７，０００円を公債費管理基金に

積み立てるというこの理由と、公債費管理基金の

今の現状を御説明いただきたいと思います。

これは給与のお金ですから、議論になっており

ます退職金積立金みたいなことの議論もあるので、

そういうものにもこれを流用できるのかどうか、

その辺ちょっと御説明をいただきたいと思います。

それから、先ほどの下水道への繰出金というこ

とで、その件ももうちょっと説明をいただきまし



ょうか。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 小山議員の御質

問でございますけれども、今回期末手当の減額に

伴いまして、影響額４，２７８万７，０００円につき

ましては、一応次年度以降の事務事業等の経費に

充てるということの中で基金に積み立てるという

ことで、公債費管理基金に積み立てさせていただ

くものでございます。

そして、その後、公債費管理基金はどれだけか

ということでございますけれども、今回の補正を

いただきまして、公債費管理基金につきましては

３億３，８２６万４，０００円でございます。

下水道の繰出金の関係でございますけれども、

下水道の繰出金につきましては、一般会計から人

件費等を繰り出している関係上、下水道にかかわ

る人件費が減額されますので、その分、繰出金を

減額するというものでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 大きく言えば、財政がしん

どいからこういう給与カットということだと思う

んですね。これ、カットした分４，２００万の分、

これを公債費に入れて事業費に使うという説明が

あったと思うんですが、大きな意味では人件費も

事業費の中という解釈でしょうね。

だから、こういうものはめり張りをつけて、こ

れだけ人件費を皆さんが我慢してというんか協力

したわけですから、こういうものは何にそれを使

うのか。基金にぼんと入れてしまうんではなしに、

やはりこれをどういうふうに使うのかということ

ですね。でないと市民には効果が何にも見えない

ですよ。そういうものも、やっぱり減額予算は理

由が財政難だから減額したわけでしょう。全く赤

字補てんにするのか、何かの事業にするのか、そ

れは明確にしないと、やっぱりこの予算を組んだ

効果というんか意義というのは私はないと思うん

ですね。

この４，２００万というお金は、一体どういう形

で見えてくるんですか。赤字補てんに全部入れる

のか、さっきの退職金の方にプールしておくのか、

そういう性格はどういうふうに考えてそうされた
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んですか。ただ、上から減らせと言うから減らし

ただけやと、何に使うかはまだ全く考えてないと

いうことじゃないと思うんでね。その辺は予算で

すから、大事な、４，２００万といえば、議論の中

でいろんな議論の伯仲した課題ができるでしょう、

何ぼでも。そういうようにちゃんと生かしていく

べきだと僕は基本的には思うんで、その辺はこの

減額補正を出したときに、その予算に責任を持っ

てる方、政策に責任を持ってる方はどう考えとる

のか。これは担当者じゃなしに、やっぱり助役な

り市長が、こういうものについてどういう事業を

していくのか、説明をしていただきたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 小山議員の御質問にお答え

申し上げます。

ただいま御審議をお願いいたしております件に

つきましては、先ほど来御説明申し上げておりま

すように、人事院勧告並びに他の類似団体との関

係から、期末手当等の減額をお願いしてるもので

ございまして、財政が苦しいからカットするとい

うものではございません。

それから、公債費に積み立てますのは、将来の

起債の償還財源、１４年をピークにということを

これまで申し上げておりますけども、しばらく厳

しい状況が続きますので、その財源に充てるため

に積み立てるものでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） まとめてください。小山

君。

○３番（小山広明君） いや、まとめてくださいと

言うけどね、あなたは財政が理由でない、人事院

勧告が理由だと、こんな答弁でいいんですか。人

事院勧告がなぜこういうことをしたかという原因

があるでしょう。それは財政問題でしょう。（成

田政彦君「民間と合わんからやんか」と呼ぶ）あ

なた、手を挙げて言えよ。だから、それは財政が

豊かだったらする必要ないですよ。そうでしょう。

じゃ民間との格差がどれだけだったらどう見直す

か、そんなルールなんかできてないでしょう。さ

っきから議論したけど、全く泉南市の民間におけ

る給与とあなた方の給与がどう差があるんか、一



切説明もしてないじゃないですか。

しかし、このムードとしては、財政難で官の方

もやっぱり我慢するべきだという世の中の流れの

中で、人事院勧告がそういう統一的なことをした

わけでしょう。それに立って、泉南市は市の財政

状態を見ながらこの案を出してきたんじゃないで

すか。あなた方が出しながら、そんな主体性のな

い、人勧がやったから出してきましたんやて、そ

んな主体性のない答弁で対応できますか。できる

んですか、それは。できるて首振っとるんだった

ら言いなさいよ。首振ったって議事録に載らへん

がな。あなた、はっきり言いなさい、はっきり。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 再度の御質問にお答えを申

し上げます。

職員の給与につきましては、職員の生計費、そ

れから国、他の地方公共団体の職員、それから民

間事業者の従業員の給与、これを総合的に勘案し

て決めるということになっておりますので、私ど

もといたしましては、広く人事院が調査している

人事院勧告、それから大阪府も大阪府下の事業所

の調査をされておりますので、これを参考にして

決定をいたしておると。それから、職員団体との

協議の上で決めて、こうして御提案を申し上げて

るということでございます。

○議長（奥和田好吉君） 以上で本２件に対する質

疑を終結いたします。

〔小山広明君「議長、それはいかんですよ、そ

んなもん」と呼ぶ）

○議長（奥和田好吉君） 議長判断です。質疑を終

結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 討論させていただきたいと

思います。

２０００年度大阪府泉南市一般会計補正予算に

反対の立場で討論させていただきたいと思います

が、やはりこれを議論する前には、きちっと議論

が保障され、中身が十分明らかになって討論に立

つというのが議会としての努めだと私は思います。

大変残念でありますけれども、質疑の途中に打ち

切られるという、こういう中ではとても責任を持
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って賛成することはできないわけであります。

説明の中でも、国、大阪府のことはお話しにな

りますけれども、泉南市独自でどのような精査を

し、主体を持って出してきたのかということも不

明なまま議論が終わったわけであります。

○議長（奥和田好吉君） 小山君に申し上げます。

ただいまの中で、質疑の中で途中で切られたとい

う言葉が出てきましたけども、先ほどまとめてく

ださいという話をいたしました。議長の判断で３

回まで許しました。それをまとめないで強行にや

るということは、これは議会のルールを無視して

ると思います。訂正してください。

○３番（小山広明君） 議長の御意見でありますけ

れども、訂正できないわけであります。といいま

すのは、私は質疑の中で助役が首を盛んに縦に振

っておられるので、そこで振っても議事録に載り

ませんよということで答弁を求めたわけでありま

す。私の質疑は全部終わっておらない中で立った

ことは、議長もよく知っておられたと思います。

議長の一番の責任は、やはり質疑の内容がきち

っと深められ、問題点が明らかになって、そして

整理をされるというのであれば、私はそれは議長

の権限でやっていただいたらいいと思います。３

回許したからもう切ってもいいんだという、そう

いう判断での訂正を求められても、私は訂正に従

うことはできないわけであります。

それで、討論を続けていきたいと思いますが、

そういう意味でやはり何がいいか悪いかというこ

とが明らかになっていない中で、私にとっては質

疑ができなくなったわけでありますから、そうい

う点で私がここで賛成の意思を表明することは不

可能でありますから、そういう理由をもって反対

の討論にさしていただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本２件に対する討論を終結いたしま

す。

これより議案第２９号から議案第３０号までの

２件に関し、順次採決いたします。

まず、議案第２９号を採決いたします。

本件は、原案のとおり可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕



○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議案第２９号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

続いて、議案第３０号を採決いたします。

本件は、原案のとおり可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議案第３０号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

暫時休憩いたします。

午後２時 ０分 休憩

午後４時５０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。

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじ

めこれを延長いたします。

暫時休憩いたします。

午後４時５１分 休憩

午前０時 会期切れによる自然閉会

（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 成 田 政 彦

大阪府泉南市議会議員 和 気 豊
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