午前１０時２分 開会

０００！ 愛・未来・元気」のスローガンのもと、

○議長（奥和田好吉君） ただいまから平成１３年

泉南市市制３０周年記念事業実行委員会を中心に

第１回泉南市議会定例会を開会いたします。

さまざまな催しが企画、事業実施をされ、市民の

出席議員が法定数に達しておりますので、会議

方々は申し上げるまでもなく、周年事業を間近に

は適法に成立いたしました。

控える市町村にも、周年事業のあり方に大きな関

なお、１２番 北出寧啓議員からは欠席の届け

心を呼んだところであります。

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

さらに、この３０周年を記念して、和歌山県龍

本定例会には、市長以下関係職員の出席を求め

神村と友好姉妹都市提携を締結いたしましたが、

ております。

この締結による龍神村元湯館の利用証も既に１，３

これより日程に入ります。

００件以上の発行数となりましたのを初め、既に

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

官民産を問わず早くも活発な交流が推進され、お

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

互いの交流と補完機能の役割が大いに発揮されて

定により、議長において２０番 西浦 修君、２

いるものと喜んでおります。私の市政運営の主要

１番 薮野 勤君の両君を指名いたします。

な柱であります開かれた市政、市民参加の市政の

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

基本理念が、市民の皆様の手により醸成されつつ

す。

あるものと考えております。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日

さて、我が国の経済は、これまで政府の途絶え

３月５日から３月２９日までの２５日間といたし

ることのない財政出動による経済対策により、デ

たいと思います。

フレスパイラルに陥りかねない危機的状況からの

これに御異議ありませんか。

脱却はしたものの、家計部門の改善がおくれるな

〔「異議なし」の声あり〕

ど厳しい状況が今なお残る反面、企業部門を中心

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

に自律的回復に向けた動きが継続し、全体として

よって会期は、本日３月５日から３月２９日まで

は緩やかな改善が続いていると判断されておりま

の２５日間と決定いたしました。

す。

次に、日程第３、市長の市政運営方針について

しかしながら、依然として雇用情勢は厳しく、

を議題といたします。

個人消費もおおむね横ばいであり、すべてのマイ

市長から市政運営方針について発言を求めてお

ンドがまだまだ底冷えの感から脱し切れない状況

りますので、これを許可いたします。市長 向井

であると認識をいたしております。今後、政府に

通彦君。

おいても急激な公需の落ち込みはできる限り回避

○市長（向井通彦君） おはようございます。平成

し、我が国経済を自律的回復軌道に確実に乗せる

１３年第１回泉南市議会の開会に当たり、市政運

とともに、２１世紀にふさわしい経済社会の構築

営に対する基本的な考え方と主要施策の推進につ

をするための施策が実施されるものと考えており

きまして、私の所信の一端を申し上げ、議会議員

ます。

各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りた

このような社会情勢の中、本市を初め自治体を

いと存じます。

取り巻く環境も激変し、平成１２年４月に実施さ

希望と期待に満ちた新世紀を祝う記念イベント

れました地方分権一括法も今や実行の段階を迎え、

があちこちで催され、華やかに明けた２１世紀も

多様化、高度化、さらに専門化する市民ニーズに

はや２カ月余りが過ぎ、その余韻も徐々に冷め、

的確にこたえていく簡素で効率的な地方行政体制

ふだんと変わらぬ日常生活に戻りつつあります。

の整備、確立に努める必要があり、今後は合併も

昨年は、２０世紀最後の年であるとともに、本

視野に入れた広域行政の推進も重要課題であると

市にとりまして、昭和４５年７月１日の市制施行

認識をいたしております。

以来３０周年と記念すべき年を迎え、「翔け ２

本市におきましては、これまで行政サービスの
−７−

低下をできる限り避けながら、財政の健全化に向

の声を拝聴するとともに、昨年４月から施行いた

けて平成９年度から行財政改革大綱に基づき改革

しました情報公開条例の趣旨を基本に、開かれた

を実施し、一定の成果をおさめたところですが、

市政、公平な市政を堅持してまいります。

さらなる改革が必要であると認識しており、現在、

今後とも恵まれた自然や文化を大切にしながら、

新行財政改革大綱の確定及びその実施計画の策定

「臨空都市」にふさわしいまちづくり、本市の独

に努めているところであります。

自性を生かした個性と魅力あるまちづくりを目指

一方、関西国際空港関係につきましては、平成

し、行政改革に取り組みながら創意工夫を凝らし、

１１年７月に現滑走路に平行する４，０００メート

今幕あけした新世紀を「夢世紀」と位置づけ、夢

ルの滑走路を沖合側に建設する２期事業が着工さ

と希望のある２１世紀を展開してまいる決意でご

れ、平成１９年（２００７年）の供用開始を目指

ざいます。

して目下順調に工事が進捗しているところであり

以上申し上げました観点に基づき、平成１３年

ますが、泉州市・町関西国際空港対策協議会や関

度当初予算案につきましては、限られた財源の中、

西国際空港全体構想促進協議会とともに、２期事

将来を見据えながら、施策の優先順位を徹底し、

業はもとより全体構想の早期実現に向け全力を傾

市民生活はもとより、将来の泉南市の発展のため

注いたしたいと考えております。

編成したものであります。

また、関西国際空港の中長期的なあり方につい

予算の規模は、一般会計で１９６億５，４４０万

ては、国土交通省と「関西国際空港全体構想促進

円、特別会計で１７８億４，８３４万９，０００円、

協議会」の双方に検討会議が設置されております

合計いたしますと３７５億２７４万９，０００円で

ので、ここでの検討状況を注視していくとともに、

ございます。

大きな話題になった空港島の地盤沈下問題につい

以下、主要な項目について、予算案を中心に御

ては、今後も関西国際空港株式会社に対して、定

説明申し上げます。

期的に迅速かつ詳細な情報の公開を行うよう強く

総合計画の体系に沿い、安心して住めるゆとり

求めてまいりたいと考えております。

と安らぎのあるまちに関する施策から御説明申し

関西国際空港連絡南ルートについては、昨年７

上げます。

月、大阪府側３市２町、和歌山県側２市６町の計

住環境の整備についてでございますが、２１世

１３自治体によって「関西国際空港連絡南ルート

紀は環境の世紀とも言われ、人類が持続可能な発

等早期実現期成会」が結成されましたが、南ルー

展を遂げていくためには、地球環境の保全が最重

トを根幹とした関空周辺地域交通ネットワークの

要課題であると認識し、まず地域から自然との共

整備促進に向け、協議調整、関係機関への要望等

存共生の信念に基づく施策を展開することが不可

を今後積極的に展開してまいります。

欠であると考えております。

また、本年１月に泉南市、阪南市、岬町の２市

そのため、平成１２年度には天然ガス車の導入

１町の３商工会により、「関西国際空港南ルート

と簡易なガスステーションの設置を初めとして、

等早期実現連絡会」が結成されておりますので、

本庁及び別館の照明には省エネ設備も設置し、環

これとも相携え活動してまいりたいと考えており

境への負荷を軽減するとともに、環境問題に対す

ます。

る市民の意識を啓発してまいりました。

私は、海や川等水辺の自然特性を生かし、山間

平成１３年度は、地球規模で深刻化する環境問

部の緑の保全と活用を推進しつつ、世界の玄関都

題に対応するためと、自然的・社会的条件に応じ

市にふさわしい「住・職・学・買・遊」がそろっ

た新エネルギーの導入を検討し、有効利用を推進

た、快適で安全に生活できる「水・緑・夢あふれ

するための地域新エネルギービジョンの策定制度

る生活創造都市」を目指してまちづくりを進めて

に名乗りを上げ、今後本市での利用可能なクリー

まいります。

ンエネルギービジョンを策定してまいりたいと考

特に、直接市民の方々との「対話」を通じ、生

えております。
−８−

さらに、快適な都市生活を目指し、良好な環境

しては、物件補償も順調に進み、平成１３年度に

に対する市民意識の啓発を推進するため、「泉南

は工事着工が可能となり、一日も早い完成に全力

市環境実践アイディア大賞」の表彰制度を設け、

を挙げてまいります。

市・市民・事業者が一体となった環境保全施策を

さらに、情報化が日々進む中、本年１月に泉南

実施します。

市の電子化の実現に向けた取り組みを目的とし、

また、平成１２年度から実施しました家庭用生

情報通信技術（ＩＴ）革命に対応した庁内及び市

ごみ処理機の購入のための補助制度も継続すると

内の情報化を総合的に推進する「泉南市情報化推

ともに、ペットボトルやその他プラスチック類の

進本部」を設置しました。今後、この推進本部を

分別収集の徹底により、リサイクルやごみの減量

中心に、本市の各種申請書のフォーマットを市の

化に努めてまいります。

ホームページに掲載し、申請や手続の簡素化に努

都市環境の整備と公共用水域の水質保全を目的

めてまいります。

とした下水道整備事業につきましては、普及率が

次に、豊かな人間性をはぐくむ教育と文化のま

３２．３％となり順調な伸びを示しておりますが、

ちにつきまして、施策の御説明を申し上げます。

厳しい財政状況の中、今後も流域下水道幹線の整

まず、生涯学習体制の整備についてでございま

備に合わせて汚水の面整備を効率よく整備すると

すが、社会の成熟化とともに人々の価値観が「物

ともに、公共施設の下水道接続に努めてまいりま

の豊かさ」から「心の豊かさ」へと変化し、生き

す。

がいや人生の潤いを求めて、生涯学習に対するニ

また、生活の三大要素の１つであります「住」

ーズは高まっています。生涯学習は、人が生涯に

についての施策といたしましては、「公営住宅ス

わたって家庭・学校・職場・社会といったあらゆ

トック総合活用計画」を策定し、公営住宅の活用

る場と機会を通じて行われるものであると考えて

方法や今後のあり方について検討します。

おります。だれもが、学びたいときに学びたいこ

次に、安全で便利なまちづくりでございますが、

とが学べるよう多様な学習情報と学習機会を提供

阪神・淡路大震災を契機に防災に対する市民意識

するとともに、国際化や情報化等に代表される現

も高まり、初期防災活動の重要性や地域住民が一

代的課題に対応したＩＴ講習会を行うなど、生涯

体となった自主的な防災活動の意識の高揚が求め

学習体制の整備を推進してまいります。

られており、一昨年より地域の自主防災組織の構

学校教育につきましては、社会情勢の変化に伴

築に努めた結果、現在２組織が誕生いたしました。

い児童・生徒を取り巻く教育環境にも年々変化が

平成１３年度には、万一の災害に備えた防災マ

見られるところであり、時として児童・生徒の人

ップを作成し、一層の防災の意識高揚に努めると

間形成をもゆがめかねない問題が発生しているの

ともに、消防庁舎については、耐震診断を実施し、

も事実であり、今後高度情報化や国際化などの社

災害に対して万全な体制を図ります。

会・時代の進展に対応できる能力を持ち、たくま

一方、道路は、人や自動車の交通路を確保し、

しく豊かな心を持った人間性を形成できる学校教

防災空間としての機能を持つとともに、活力ある

育を推進してまいります。

地域社会の形成に大きく寄与する重要な都市基盤

園児・幼児・生徒の健全な育成と教育の充実を

施設であります。りんくうタウンを縦断する泉佐

図るため、各幼稚園、小学校、中学校におきまし

野田尻泉南線の４車線化も予定より早く開通する

ては、教育施設の維持修繕、改修の実施と給食セ

とともに、泉佐野岩出線の改良工事も順調に進み、

ンターの改修を行い、教育環境の向上に努めると

市内の広域幹線道路網の充実が図られました。

ともに、引き続き小学校へのコンピューターの導

平成１３年度には、市内の交通を円滑にすると

入を行い、情報化社会に向けての対応も進めてま

ともに、地域住民の利便性を図るため、新たに旧

いります。

防潮堤道路の整備や、市場長慶寺砂川線の改良事

さらに、国際化がますます進む中、市内中学校

業に着手いたします。また、砂川樫井線につきま

に外国青年を英語指導助手（ＡＥＴ）として招致
−９−

し、英語教育と国際理解教育の充実に努めます。
次に、市民文化の創造についてでございますが、
地域に根差した市民文化の振興は、人々の住んで

条例」を初め、人権問題を総合的に対処するため
の人権推進部の設置と、これまで施策の充実に努
めてまいりました。

いる地域への関心と愛着を高め、地域としての一

同和問題につきましては、同和問題の解決は基

体感や誇り、愛情をはぐくむものであり、地域の

本的人権にかかわる重要な課題であるとの認識に

特性を生かしたまちづくりには欠かせないもので

立ち、その早急な解決を市政の重要課題と位置づ

あると考えております。

け、国及び大阪府の同和対策審議会答申を指針に

そのため、文化ホール、公民館を中心に、市民

総合的な施策を計画的に推進してきたところであ

の文化・芸術の創造・鑑賞の機会を提供するとと

ります。その結果、各分野に一定の成果が得られ

もに、今後もより利用しやすく、より親しまれる

たところでありますが、今なお完全に解消された

会館運営を目指しながら、市民一人一人が文化を

とは言いがたく、今後も、これまでの成果を損な

楽しみ創造していくことを支援いたします。

うことのないよう配慮しながら、一般施策への有

また、埋蔵文化財センターと海会寺跡広場につ
きましては、本市の歴史・文化・情報の発信基地

効かつ適切な活用を含め、効果的に推進してまい
ります。

として、広く市民に親しんでいただくとともに、

次に、女性施策につきましては、女性も男性も

地域のアメニティの場としても活用を図ってまい

お互いの人権を尊重し、個性と能力を発揮するこ

りたいと考えております。これらの各種催しにつ

とができる男女共同参画社会の実現に向けた環境

きましても、公民館、図書館、文化ホール等関係

づくりが必要であります。

施設と連携し、施設の有効利用を図ってまいりま
す。

そのため、本市ではこれまで、本市女性施策の
指針ともいう「せんなん女性プラン」の行動計画

青少年の海外研修事業につきましては、少年・

に基づき、男女共同参画社会の実現に向け、職場

少女を海外に派遣し、２１世紀の国際理解と平和

や家庭、地域において一人一人がみずからの問題

に貢献できる人格を形成するため、平成１３年度

としてとらえ、行動できる取り組みを実施してま

におきましても継続して実施してまいります。

いりました。

続きまして、差別のない社会の実現についてで

昨年には、この行動計画も達成年度に近づくた

ございますが、人権は人間が人間として生まれな

め、女性問題意識調査の実施を行い、実態の把握

がらに持っている個人として尊重される基本的な

に努めたところであります。平成１３年度にはこ

権利であり、日本国憲法において、すべての国民

の調査結果をもとに次の行動計画を策定し、時代

は法のもとに平等であり、その人権は何人にも侵

に即した真の男女共同参画社会の実現に向け努力

すことのできない権利と明記され、人類普遍の原

してまいります。

理であるとし、人間の自由と平等を保障していま

さらに、本市の重要な施策であります平和施策

す。すべての人々が真に人間として尊重され、さ

につきましては、これまで平和月間、平和講座等

らに人権が守られ、差別のない公正な社会の実現

いろいろと啓発活動を推進してまいりました。そ

が強く望まれていると認識しております。

の結果、昨年は市の催しに市民団体からも参画が

私は、いつも申し上げておりますように、２１

あり、共催で「非核・平和の集い」という催しが

世紀のキーワードは、「人権」・「教育」・「福

実施され、多数の参加者を得て、マスコミにも取

祉」・「環境」と考えております。「決して侵し

り上げられ、市内外に平和のとうとさを発信でき

てはならない」、また「決して侵されない」もの

たものと判断しております。今後も、絶えること

が、「人権」そのものではないかと強く認識をい

なく、戦争の悲惨さや平和のとうとさを市民とと

たしております。

もに市内外へ伝えてまいります。

そのため、本市におきましては、「泉南市部落

次に、健康と思いやりで生き生きと暮らせるま

差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する

ちにつきまして、施策の御説明を申し上げます。

−１０−

まず、市民の健康づくりについてでございます

を社会全体で支えるため、保健・福祉サービス、

が、すべての市民が生涯にわたり健康で安心した

生きがい活動支援サービスの質・量を向上させる

生活を営むためには、保健・医療・福祉の総合的

とともに、すべての市民が住みなれた地域で自立

な連携が必要であり、良質できめ細やかな保健サ

した生活を送れるよう、地域の特性とニーズに合

ービスの提供ができる環境を整備充実することが

った地域社会の構築が必要であると考えておりま

必要であります。

す。

特に、ライフスタイルや食生活が多様化する現

すべての子供が健やかに成長し、子供を持ちた

在、生活習慣病が増加するなど疾病構造が大きく

い人が安心して子供を生み育てることのできる社

変化している中、健康づくりは市民みずからが自

会が必要であると判断しております。そのため、

覚し、“健康は予防から”の精神を一層強くはぐ

これまで保育所での延長保育や土曜日の保育所の

くむ必要があると考えております。

開所等を実施しました。平成１３年度には、さら

そのため、従来から実施してまいりました定期
的な健康診断や各種の検診を基本に、各種がん検

に土曜日の延長保育を実施し、子育て支援の一層
の充実に努めます。

診や骨密度測定などを総合的に診査する「セット

総合的な福祉活動の拠点である総合福祉センタ

健診」を初め、休日健診を実施するとともに、健

ーにつきましては、障害者（児）、高齢者、母子

康に関する情報や検診の情報をケーブルテレビで

（父子）家庭等の福祉の増進と市民参加による地

の放映やホームページにも記載しております。今

域福祉の促進を図る拠点であります。地域福祉の

後も手軽にこれらの検診等が利用できる環境づく

推進に当たっては、地域住民やボランティアの参

りを推進し、市民の主体的な健康増進を支援して

加による福祉活動が重要なことから、今後も社会

まいります。

福祉協議会や民生委員と連携し、ボランティア意

また、おくれておりましたりんくうタウン内の

識の啓発や高揚を図り、情報の提供、ボランティ

特別養護老人ホームの建設も始まり、福祉・医療

アの養成講座の開催も検討し、より自主的な取り

・保健ゾーンとして整備されつつあります。残る

組みの中でさまざまな活動が展開できるよう支援

公的医療機関として期待の大きい済生会泉南病院

に努めます。

及び老人保健施設においても、もう間もなく着工
され、平成１４年度完成予定であります。

また、昨年４月から実施されました介護保険制
度は、高齢者の保健・医療・福祉サービスを総合

国民健康保険事業につきましては、一定の改善

的に提供するとともに、高齢者みずからの意思に

は図られつつありますが、被保険者の高齢化や医

より必要なサービスを選択できるシステムであり

療の高度化に伴う医療費の増加など、依然として

ます。既に実施以来１年を経過し、順調に事業が

厳しい状況にあると考えております。

スタートしたと認識をしており、今後も引き続き

また、昨年４月から実施されました介護保険制

制度の拡充に努めてまいります。

度の実施に伴い、国民健康保険料に介護保険料を

高齢者一人一人が健康で生きがいを持って暮ら

上乗せし徴収することから、国民健康保険事業の

せる社会こそ、真の社会ではないかと考えており

より効率的な運営に努める必要があります。その

ます。そのため、生きがいと健康づくり対策の一

ため、保険税の収納対策や滞納の解消に努めると

環として、高齢者の有している経験や知識の生か

ともに、一般会計からの繰り出しを行い、被保険

せる場やボランティア活動、また世代間交流が広

者の負担軽減を図り、引き続き国や府に対して国

がる生涯活動・文化・スポーツなどでの活躍の場

民健康保険制度の抜本的な改革や、補助金の増額

の充実に努めてまいりたいと考えております。

等を強く要望し、国民健康保険事業並びに保険財
政の健全化に努めてまいります。

また、平成１３年度は、痴呆性の徘回高齢者の
介護をされている御家族を支援する徘回高齢者家

次に、福祉都市の実現についてでございますが、
少子・高齢化が急速に進む中、高齢者などの介護
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族支援サービス事業を新たに実施します。さらに、
平成１２年度より実施してまいりました「街かど

デイサービス」も増設を行うとともに、地域の高

われていますが、まだまだ予断を許さない状況下

齢者、障害者（児）及び子育て中の親子等が安心

にあると考えております。

して生活できるよう、地域住民の参加と協力によ

さらに、今なお雇用不安や経済不安が払拭され

る支え合い、助け合い活動として社会福祉協議会

ず、景気回復の大きな要素であります消費需要の

が実施する「小地域ネットワーク活動推進事業」

拡大に至らず、昨年同様まだ厳しい時期が続くの

にも助成し、地域福祉の充実に努めます。

ではないかと認識をいたしております。

次に、空港とともに産業が栄える活力のあるま

そのため本市では、この不況を直接受ける中小

ちにつきまして、施策の御説明を申し上げます。

企業に対し、経営安定と活性化を図るため、「泉

まず、農林水産業の振興についてでございます

南市中小企業資金あっせん融資利子補給」や「泉

が、農林水産業の振興については、環境問題を語

南市中小企業事業資金融資利子補給」等の助成を

らずして語れるものではありません。良好な自然

行うとともに、昨年から本市の産業振興と経済の

環境が存在してこそ初めて農林水産業の振興が可

活性化を図るため、りんくう南浜に事業場を新設

能であり、またこれらの自然環境こそ我々の人間

する企業に対して奨励措置を講じております。

生活を足元から支えているものだと認識しており

さらに、商工会、商店会連合会など関係団体に

ます。また、農地は生産機能面だけではなく、緑

助成を行い、商工業の振興と活性化に向け支援に

地・防災・環境保全機能としての役割も担ってお

努力してまいります。

り、今後は都市と共存できる農業を確立していく
必要があります。

このたび、全国でも年間５〜６件程度しか採択
がされない財団法人地域総合整備財団（ふるさと

しかしながら、急激な都市化の進展により、農

財団）が行う「新分野進出等企業支援補助事業」

地の減少、住宅地の隣接などや、新規就農者の減

にエントリーした事業所もあらわれ、平成１３年

少、担い手の高齢化等により営農条件の悪化が懸

度にその受け皿体制を準備しております。このよ

念されます。今後は都市と共存できる農業を確立

うな事例が市内の事業所の弾みになればと期待し

していく必要があります。

ております。

そのため、かるがも計画の推進とあわせて、農

一方、りんくうタウンにおきましては、大阪府

業公園の整備に努めてまいりました。昨年には、

が昨年末に「りんくうタウン活用推進プロジェク

経営改善事業の一環として、既に花卉栽培の農家

トチーム」を設置し、外部有識者で構成される

が組合を設立し、入植し、ハウスの建設等が始ま

「りんくうタウン活用方策検討委員会」の意見も

り、近い将来、本市を代表する名所の１つになる

聞きながら、りんくうタウンの活性化に向けて検

ものと確信しております。また、農業用水の確保

討が行われており、本年２月には分譲価格も当初

や水害防止としてのため池改修事業や水路改修事

の４０％程度まで下げ、りんくうタウンへの企業

業も順次整備するとともに、林道の整備に努めま

進出に努められることが決定され、現在、既に数

す。

社の問い合わせもあると聞いておりまして、今後

さらに、漁業につきましても、引き続き岡田浦、

明るい方向へ進むものと期待をいたしております。

樽井の両漁業協同組合に対する助成を行うととも

また、観光振興といたしましては、昨年、市制

に、地元水揚げの水産品として、ケーブルテレビ

３０周年を記念して実施しました各種の催しで、

等を活用し、市内外へのＰＲに努めてまいります。

本市の観光資源が多く掘り起こされるとともに、

次に、商工業の振興についてでございますが、

市内外にＰＲがなされました。平成１３年度には

政府の途絶えることのない財政出動による経済対

市外からの訪問者やその他の地域の方々に本市の

策により、デフレスパイラルの危機から脱出し、

魅力あふれる観光資源を発信するため、観光マッ

企業部門を中心に自律的回復に向けた動きが継続

プの作成を行うとともに、「華やいで大阪・南泉

し、全体としては緩やかな改善が続き、平成１３

州観光キャンペーン推進協議会」の活動を通し、

年度の実質経済成長率は１．７％になる見通しと言

多くの人に訪れていただけるまちとして活性化に
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努めてまいります。

やかな情報提供に努めております。

続きまして、健全な産業活動の展開についてで

また、市民への情報手段として「広報せんなん」

ございますが、健全な産業活動は、夢あふれる生

を初め、ＣＡＴＶ、インターネットのホームペー

活創造都市としての大きな要素を持ち、その活動

ジ等を充実させ、情報提供に努めます。

は勤労者が担っております。良好な勤労環境が整

さらに、市民からあらゆるニーズや提案を把握

ってこそ、健全な産業活動が展開されるものと考

するため実施しております「おはよう対話」や

えております。一日も早くリストラによる雇用不

「市民の提言」等の制度は、今後も積極的に続け

安や賃金の減少等不安材料の解消が待たれるとこ

てまいります。

ろであります。

次に、計画的な行財政運営の推進についてでご

そのため、今後も中小企業従業員の福祉の増進

ざいますが、本市の財政は、長引く景気の低迷や

と、市内商工業の振興に寄与するため、中小企業

地場産業の業績不振などにより、市税収入は横ば

退職金共済に加入する事業者に対し、掛金の一部

いの状況であり、非常に厳しい状況に陥っており、

助成制度を初め、勤労者の社会的地位の向上を目

財政構造の硬直化が危惧されます。

的とした阪南自治体労働行政協議会等に対しての

このため、長期的な視野に立って、限られた財

支援を実施してまいります。また、ハローワーク

源の合理的配分と効率的な予算執行、市税や受益

との連携のもと、創意工夫に基づいて、少しでも

者負担などの自主財源の安定確保に努めるととも

多くの雇用・就業の機会を創出してまいりたいと

に、行財政改革に積極的に取り組み、健全な財政

考えております。

基盤の確立を図る必要があると認識しております。

さらに、消費者保護の観点から、今後も消費者

本市は、いち早く平成８年度に行財政改革大綱

相談員の設置や消費生活リーダーの養成を実施し、

を策定し、その大綱を基本として、平成９年度か

健全な消費生活の推進に向け市民サービスの向上

ら３カ年の実施計画を定め、人件費の抑制や行政

を目指してまいります。

運営体制の簡素化、効率化、財源の確保など思い

次に、市民参加で未来に生きる喜びのまちにつ
きまして、施策の御説明を申し上げます。

切った改革を実施し、一定の成果を上げてきたと
ころであります。平成１３年度には、この１次実

まず、市民参加のまちづくりについてでござい

施計画の成果の検証、その結果を踏まえ、第２次

ますが、行政への市民参加は地方自治の原点であ

の行財政改革に着手してまいりたいと考えており

り、市民が主体的に市政のさまざまな分野に参加

ます。

・参画し、まちづくりを進めていくことが地方自

地方分権が実行の段階を迎えた現在、多様化・

治法の本旨であります。本格的な地方分権の時代

高度化・専門化する市民ニーズに的確にこたえて

を迎えた今、地域の発想と市民の積極的な参加が

いくとともに、これまでの行政サービスの水準を

重要であり、この市民参加があって初めて市民に

低下させることなく、向上させるためにも、簡素

よる市民のためのまちづくりが可能であると考え

で効率的な行政体制の整備、確立が急務であると

ております。

考えられます。

そのため、昨年４月から「泉南市情報公開条例」

また、モータリゼーションの発達により住民の

を施行し、公正で透明な市政運営の推進に努めて

活動範囲も広がり、住民意識も市町村の枠を越え

まいりました。平成１３年度には、情報公開コー

た連携が強くなり、住民ニーズも一体化し、広域

ナーを設置し、本制度が簡単で便利に活用できる

的になりつつあります。

よう努めてまいります。

このような状況下、先般、泉南市、阪南市、岬

さらに、情報公開条例の施行とあわせて、市民

町の首長が集まり、今後この２市１町が合併特例

の団体やグループより要望があれば、市民のおひ

法の期限を踏まえ、合併も視野に入れながら、広

ざ元に出向いて市の情報を伝える「伝市メール」

域的な連携を積極的に推進することで合意すると

（出前講座）制度を設立し、より積極的にきめ細

ともに、「（仮称）泉州南広域行政研究会」を早
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急に組織し、平成１３年度より調査研究を実施し
てまいります。

では、日本共産党泉南市会議員団を代表し、市
政運営方針及び市政上の幾つかの問題に対して質

以上、平成１３年度当初予算案を中心に所信を
申し述べました。

問します。
２１世紀に入った最初の年として、国民にとっ

新世紀を迎えましたが、今市行政を取り巻く環

て日本の将来に期待できる年となるのか、それと

境は、非常に厳しい状況にあります。しかし、こ

も現状をこのまま続けるのか、国民が判断する時

の厳しい現状を試練と受けとめ、この試練のとき

期が今日目の前に来ているのではないでしょうか。

こそ大胆な行財政改革を断行し、財政健全化へ向

森自・公・保内閣の支持率は、朝日新聞の２月１

けて限られた財源を有効に活用し、市民生活の向

９日の世論調査では９％、戦後２番目の低さと発

上と泉南市の将来展望が肌で実感できる市政に取

表され、森内閣はまさに死に体と言える状況です。

り組んでまいります。私も全職員の先頭に立ち、

さらに、総務省の発表では、１月の完全失業率

職員一丸となってこの２１世紀、すなわち「夢世

は４．９％と過去最悪、株価も連日安値を更新する

紀」の実現に向けてスタートを切る決意でござい

など今の経済がこのまま続くならば、国民の暮ら

ます。

しと日本経済は立ち行かないと新聞報道される状

終わりに、市政を運営するに当たり常に最も重

況であります。

要なことは、市民ニーズの的確な把握と市民本位

３月２日には村上自民党前参議院議員がＫＳＤ

の清潔で公平・公正な姿勢であり、今後ともその

をめぐる汚職事件で逮捕されました。そればかり

姿勢をみじんたりとも崩さず市政運営に心がけて

か、村上前参議院議員の参議院議員比例区の名簿

まいる所存でございます。

登載順位を上げるためにＫＳＤ会員を勝手に幽霊

議員各位並びに市民の皆様方のより一層の御支

党員に仕立てた上、ＫＳＤが肩がわりした党費お

援と御協力をお願いを申し上げまして、市政運営

よそ１８億円を吸い上げたのは自民党でした。ま

方針とさせていただきます。ありがとうございま

さに今度の汚職事件は、自民党丸ごと汚染として

した。

厳しく責任は問われるものであります。

○議長（奥和田好吉君） 次に、日程第４、代表質
問を議題といたします。

さらに、予算を党略的に流用する機密費疑惑、
米原潜による「えひめ丸」衝突沈没事故に対する

この際、申し上げます。本定例会における代表

森首相のゴルフ三昧と危機管理能力の欠如、アメ

質問につきましては、先ほどの市長の市政運営方

リカ言いなりの無責任な対応など、今国民の中か

針に対する質問に限りますので、その点よろしく

ら森首相とそれを支える自・公・保政権に即時退

お願い申し上げます。

陣の声が出てくるのは当然のことであります。

質問者の持ち時間につきましては、その答弁も

このような中で、野党４党は２月２１日、４党

含め１人１時間といたします。なお、発言順序に

首が会合し、森自・公・保連立内閣の無条件即時

つきましては、議会運営委員会における抽せん順

退陣を要求することで合意しました。我が党は、

位といたします。

その先頭に立って頑張る決意であります。

それでは、これより順次代表質問を許可いたし
ます。

市政運営についても、今求められるのは従来と
同様の開発優先の政治でなく、市民の目線に合っ

まず初めに、１８番 成田政彦君の質問を許可
いたします。

た市民こそ主人公の立場で市政運営することが強
く求められているのは言うまでもありません。

○１８番（成田政彦君） おはようございます。２
１世紀に入って初めての議会質問として、大変光
栄であります。

大綱第１点目は、市政運営の中にある住環境整
備についてであります。
地球的規模で深刻化する環境問題に対して、ク

最初に私は、「えひめ丸」の原潜の被害者に対
して御冥福をお祈りしたいと思います。

リーンエネルギービジョン、快適な都市生活を目
指して環境保全施策を実施しますと述べています
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が、実態はどうでしょうか。２月に入って第二阪

合併、仙台市と泉市、盛岡市と周辺町村の合併を

和国道の緑地帯を大幅にカットしました。森林の

見ても証明されております。

伐採、緑の減少は、ＣＯ の排出量を増加させ、
２
現在地球的規模で温暖化が進む重要な原因となっ

合併の問題は、あくまでも住民の意思を尊重し
て決めるものです。とりわけ、我が市のように多

ています。また、緑は自動車などから排出される

額の借金財政を抱え、また今市民サービスの切り

窒素酸化物を吸収し、道路公害から人間の健康を

捨てに血眼になっている、こういう自治体にとっ

守るとして科学的証明もされています。

て、住民にとって合併がよいことなのか、甚だ疑

尼崎公害訴訟では、裁判所は今日もなお自動車

問に思うところであります。市長の言う行政サー

公害から来る危険は増加するものの減ってないと

ビスの水準を低下させることなく合併を視野に入

述べているように、緑の保全は大切なものとなっ

れた広域行政を進めるというならば、その裏づけ

ています。市長が市政運営方針で「地域から自然

を含めて所見をお伺いしたいと思います。

との共存共生の信念に基づく施策」と言うならば、
まず環境への負担を軽減することではないでしょ

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、市長の答弁を求めます。向井市長。

うか、お伺いしたいと思います。
大綱第２点目は、計画的な行財政運営でありま

○市長（向井通彦君） 成田議員の御質問にお答え

す。

申し上げます。

今日、泉南市は１９８６年から進めてきた同和

まず、１点目の環境問題でございますけども、

事業、空港関連開発優先の結果、市の借金は１９

本市は過年度から特にこの環境問題について全般

９９年決算で２３４億円の市債、債務負担行為１

に非常に積極的に取り組んでいるところでござい

２４億円と大きな借金を背負っています。しかし、

ます。これは、近隣市町との取り組みで比較して

空港関連事業を当てにした収入は大きく見込み違

いただいてもおわかりかというふうに思っており

いとなり、景気の後退と税収の落ち込みなどで財

ます。
環境問題といえば非常に広いわけでございます

政状況は全く見通しが立っていません。
このような中で、１９９７年より進められてき

が、御指摘のありました第二阪和の側緑地帯の問

た行財政改革なるものは、経常経費の１０％のカ

題を取り上げておられますので、そのことにまず

ットを初め人件費の抑制、幼稚園保育料の値上げ、

お答えを申し上げたいと思います。

敬老祝い金の削減、学校プールの開放の縮小、図

第二阪和国道の側緑地帯につきましては、今日

書費の大幅カット、そして今年度予算から保育料

まで地元関係者より沿道土地利用活性化並びに防

の大幅値上げ、さらに水道料金の値上げと、赤字

犯上の安全対策として、低木化に対し住環境を守

のしわ寄せはますます市職員と住民に犠牲を強め

る立場から保存を求める内容で、それぞれ市に対

ている傾向があります。

して、関係者の署名を添え要望書が提出されてお

今、財政改革を行うには、むだな公共事業を初

ります。

め不要不急な事業、補助金の見直しをすべきでは

市といたしましては、この問題を解決するため

ないかと思いますが、お伺いしたいと思います。

道路管理者であります建設省と協議調整を重ねた

大綱第３点は、合併を視野に入れた広域行政に

ところ、平成１１年の初旬に国道２６号沿道環境
検討委員会を設置し、その後４回の当委員会を開

ついてであります。
森自・公・保政権が進める合併推進は、地方分

催し、一定の結論を得るに至ったものでございま

権に名をかりて、全国３，２５０余の市町村を３分

す。この委員会は、学識経験者並びに地域の皆様

の１に減らし、その多くは大型開発を効率的に進

方、そしてこの植樹帯に批判的な方、あるいはそ

める体制をつくり、住民サービスを合併の機会に

れの継続を望まれる方も入っていただいた中での

切り下げることがねらいであることが明らかであ

委員会でございます。

ります。そのことは、最近の東京のあきる野市の
−１５−

そして、４回の委員会を開催された中で一定の

案が示され、具体的には平成１２年度中に信達樽

しかし、景気の長期低迷など地方自治体を取り

井線から府道泉佐野岩出線の間をモデル区間とし

巻く財政環境は依然として厳しく、このような時

て、高木を残し、そして間伐をしながら低木を植

代の変化に的確に対応できる行財政システムの確

栽するということで事業をするということになっ

立が急務となっております。

たものでございます。

そこで、昨年１２月に新行財政改革大綱案をお

現在、モデル区間の整備につきましては、既に

示しさせていただき、議員各位の御意見をいただ

ほぼでき上がっておりますけれども、これまでに

いた上で一部修正を行い、新行財政改革大綱とい

対しましては我々も慎重に広報でその周知徹底を

たしたところでございます。

図りますとともに、現場では完成予想図も含めま

この新大綱につきましては、行政の内部的な努

して、市民の皆様にわかっていただけるよう広報

力を徹底し、関係各位の御協力を賜りながら、収

を行い、その上で建設省に事業をしていただいた

支の均衡が図れるよう安定した財政基盤の確立を

ものでございます。

行い、多様化する今後の行政需要に的確に対応で

今回の高木については既に残っておりますけど

きる財政構造への転換を果たし、市民サービスの

も、低木、要するに築堤の部分についての植栽に

向上に努めてまいりたいと考えているところでご

ついては、ヤブランを一面に植栽をするというこ

ざいまして、現在実施計画の策定に取り組んでい

とで、現在施工中でございます。ですから、これ

るところでございます。近い時期にお示しをさし

を一定のモデル区間としていろんな方々の評価な

ていただきたいと考えております。

り意見を求めた中で、今後これをさらに進展をし

次に、市町村合併の問題についての御質問でご

ていくという形で検討をしていきたいと思ってお

ざいますが、我が国は戦後、他に類を見ない高度

ります。

経済成長を遂げ、モータリゼーションを中心とし

今のところ、広報に掲載した以降もこれらに対

た交通ネットワークの発達により、住民の日常生

する批判的な御意見等はございません。現在もご

活や経済活動の範囲が大きく広がってまいりまし

ざいません。大阪側については、早くあのように

た。さらに、価値観の多様化やライフスタイルの

引き続いてやってくれという意見が寄せられてい

変化、国際化の進展や環境問題への関心の高まり

るところでございます。

の中、住民ニーズは次第に複雑・多様化し、また

道路は、道路交通を円滑に処理するという主目
的と、もう１つは沿道の土地利用を促進すると、

高度・専門化するなど自治体の行政サービスに対
する新しい展開が求められております。

この２つがあるわけでございます。第二阪和が開

これまで、これらのさまざまな行政課題に対し

通いたしまして十七、八年たつわけでございます

各自治体がそれぞれ取り組んでまいりましたが、

けれども、残念ながら泉南市においては沿道の土

地方分権推進法が施行され、実行の段階となりつ

地利用がいまだ十分とは言えない状況でございま

つある中、住民に最も身近な自治体行政への期待

す。したがって、道路の持つ機能としてのもう１

がますます大きくなり、自治体の果たす役割が大

つの沿道土地利用ということを考えましても、一

きく変わろうといたしております。このような状

定の改善というものはやはり必要ではなかったか

況下、私は地方自治体は広域的な視点に立ち、連

というふうに思っております。今後、この状況を

携・調整し、行政を進めていくことが重要である

見据えながら、さらに改善に努めていくという考

と考えております。

えを持っております。

我が国におきましても、これまで社会情勢の変

次に、行財政改革についてでございますが、本

化の中、明治の大合併、昭和の大合併と大きな市

市の行財政改革につきましては、平成８年１２月

町村合併の時期が２度あり、本市の歴史もその都

の行財政改革大綱の策定に続きまして、平成９年

度合併を実施し、今日に至っております。今回の

度より改革への取り組みを行い、一定の成果が得

合併推進は、地方分権推進法の施行に伴う地方自

られたところでございます。

治体の独創性や住民ニーズの高度化・専門化に伴
−１６−

う行政コストや人材の確保を初め、行政サービス

度からその判断材料となるべき資料の抽出なり、

の全般のグレードアップを目指して、地方分権制

あるいは研究を行うということは、極めて大切な

度の受け皿、組織の構築が主たる目的ではないか

ことだと考えておりますので、そのような広域的

と考えております。

な研究会をつくることといたした次第でございま

このような社会状況と本市の将来展望をあわせ

す。

てかんがみ、今後市民の方々に多くの新たな負担

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

を求めないで住民ニーズに対応していくためにも、

○１８番（成田政彦君） 何分までですか。

広域的な行政連携の研究が必要であるとともに、

○議長（奥和田好吉君） ４５分まで。

合併特例法の期限も見定めた研究も避けることの

○１８番（成田政彦君） 私は、まず最初に住環境

できない問題であると考えております。

の整備という問題から、市長に基本的な考えをお

そのため、本年１月１１日に、これまでも連携

伺いしたいと思います。

の深い阪南市、岬町の市長、町長に、今後の広域

市長は、意識的にか、緑の問題についてこれが

行政のあり方について研究する研究会の設立を呼

どのような影響を及ぼすのかという点の私の質問

びかけ、マスコミにも報道されましたように、１

に対しては触れずに、道路の効率的な運用、そし

点として、「泉南市、阪南市、岬町の２市１町は、

て地域の発展、そういう観点からあの緑の伐採は

合併も視野に入れながら広域的な連携を積極的に

やむを得ない、正しかったという論を展開された

推進すること」と、２点目に「仮称泉州南広域行

んですけど、私はしかし、市長の言う「地球環境

政研究会を早急に組織し、次年度より調査研究を

の保全が最重要であると認識し、地域から自然と

実施する」との２点を合意いたしました。

の共存共生の信念に基づく施策、そして環境問題

この研究会は、首長で組織する研究会、助役・

に対する市民の意識を啓発してまいります。地球

部長で構成する幹事会、課長級で構成する作業部

規模で深刻化する環境問題に対応するため」と、

会の組織とし、今研究会の規約等の検討を行って

この部分については私も極めてそのとおりであり

おりまして、平成１３年度の早々には第１回の研

ます。今日、地球温暖化の問題を考えるため、地

究会を開催したいと考えております。

球的規模で物事を考えなければならないと思いま

また、今後の進め方につきましては、この２市
１町で既に実施している広域的な施策の検証を初
め、それぞれの市町が抱える諸問題などを抽出し、

す。
そして、平成１２年度には天然ガス車の導入を

どのような広域的な連携がよいのか、また連携よ

市長はしました。天然ガスはＣＯ２ の排出が３０
％ぐらい削減されるということを私は聞いており

りは合併の方がよいのか、また合併となればどの

ます。その点と緑の問題についての考えでありま

ような規模がいいのかというさまざまな角度から

す。

検討してまいりたいと考えております。

私は切られたとこを歩いて、どのぐらい木が一

何分にも広域的な連携や合併は、地域の将来像

体切られたのか、そして現在何本木が残っておる

にかかわる大きな問題でございますので、今後こ

か、正確に数えました。両側に残った大木は約１

の研究会での議論につきましては、議会を初め市

２０本。一体どれだけ木が切られたかというと、

民の方々にも十分情報の公開に努め、より議論を

僕はちょっと密集したとこへ行ったんですが、大

深めてまいりたいと考えております。

体１平米四方に２０本の木が密集、これは僕は驚

もとより合併を行うためには、一定の手順、手

きました。密集してました。ということは、大体

続がございます。当然、議会の議決、あるいは市

５００と５００ですから、１，０００メートル近く

民からの発議等の手順がございますので、最終的

の伐採が行われたんですから、僕は大体２，０００

には市民あるいは町民の皆さんの多数によって方

本ぐらいの木が伐採されたんじゃないかと、こう

向性を定めるというのは当然でございます。その

いう結論的になります。

ためにも、その準備といたしまして、いろんな角
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確かに明るくなった、防犯上よくなったという

意見は、それはあるかもしれませんけど、そした

の国道とか岸和田の国道とか、ああいうとこはも

ら今までの第二阪和の緑の保全は一体何であった

ともとないから、そら、ないところを切るという

のか。まさに裸同然、いわゆる９５％の木が伐採

より、あるところから切ったという問題ですから

されたと。私は、ここに基本的な市長の緑の保全

ね、保全ということについては、もともと私はあ

に対する問題はどういう立場に立っとるか。

れほど切るべきではないと思うんです。

切られた木は、ナンテン、マサキ、コジイ、ア

あれで何ぼか地球温暖化に貢献してると私は思

セビ、タブノキ、クロガネ、クスノキ、サンゴジ

いませんけど、そういう基本的な市長の緑に対す

ュ、ヤブツバキ、ヤマザクラ、イヌツゲ、カシ、

る

カンツバキ、シシガシラ、ヤマハギ、それで緑に

ですけど、しかし、こういう平地の緑はどんどん

大変効果のあるクスノキ。

切ってもええかと。ましてや公共の道路につくっ

市長は山の方の緑は保全すると言うとるん

それから、僕は植樹を見たんですけど、恐らく

た緑については、こういう植生、多くの木がある

建設省は最初は緑地のＮＯ２ やＣＯ２ を吸収しや
すい木としてクスノキとかモチノキ、こういう種

んですからある程度はね。あんな裸にするという

類が非常に多いんです。植生帯としても大変大切

切る数が多かったんじゃないかと思うんで、その

な木だと思うんですが、そういうのは一切残さな

点は市長どうお考えですか。

ことは、私は防犯上の問題から考えてももう少し、

いで、カシの木、高木は僕はカシの木だけでなく

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

クスノキもあったような気がするんだけど、カシ

○市長（向井通彦君） 環境というと非常に幅が広

の木だけ残されたというふうなんですけど、この

いわけでございますけども、特に第二阪和を例に

点、私は木は泣いてるんじゃないかと。まさに、

出されておられますが、第二阪和が泉南市内に開

もし４キロの第二阪和全体に木を切った場合、泉

通したのは昭和５８年だったと思いますが、その

南から見える山、１つの山全部の木を切る、恐ら

ころからもう約十七、八年たつわけでございます。

く数万本の木をこれから切るだろうと私は思うん

泉南の場合は側道方式という形で、他とは若干

ですけど、そういう木を切るんじゃないかと私は

違う方式が採用されておりまして、その間に比較

思います。

的高い築堤の分離帯があったわけでございます。

その中で、緑が果たす役割というのは、ブラジ

その中に植栽をしたということでございます。た

ルのリオで行われたアジェンダ計画、ストックホ

くさんの木が植わっていたのも事実でございます

ルム計画、それから京都議定書計画でＣＯ２ を削
減するという決定がなされました。それは、緑の

し、相当成長して、いわゆる剪定しない方式の植

木を切るということは、ＣＯ２ を木は蓄えとるや
つが、それを切ることによって大気に放出される

れは一定やはり成果はあったというように思いま

と。大気に放出されるということは、結局気温を

先ほど言いましたような、やはり防犯上の問題と

上げて、人間生活、農業に大きな影響を与えるの

か、あるいは沿道土地利用とか、あるいは道路を

は、世界的に国連報告で出とるんですけど、多分

利用する方々にとってマイナス面もないことはな

市長もそういう観点で地球環境の保全が最重要課

かったわけであります。

題と、これは私も思います。

栽帯ということであったわけでございますが、そ

す。しかし、それがもう１つ、逆に言いますと、

そこで、どうあるべきかということを研究をす

その点で、あの切り方は裸同様やと。高木１本

る調査委員会を設置していただいて、いろんな角

残して、あとはへばりついとるやつを１つ残しと

度から検討した中で、その双方をうまく成就でき

るけど、車から流すＮＯ２ 、大気は、緑に接する
ことで光合成を起こして、そこでなくすというの

るというんですか、そういう方法はないかという

が基本的な原則なんですけど、あれでいくとまさ

築堤がございますから、そこに低木でずうっとす

に緩衝帯がなくなって、全部そのままＮＯ２ とか
ＣＯ２ が流れるという状況なんですけど、泉佐野

べて覆うという形がいいんじゃないかということ
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ことで、高木はできるだけ残して、そしてあとは

になったわけでございます。

したがって、確かに伐採した分もございますけ

緑の効用と全く同じことを、将来天然ガス車をど

れども、新たなヤブラン等の地面を一帯的に覆う
という方式で今工事がなされておるわけでござい

んどん購入してＣＯ を出さない、これは当然そ
２
のとおりであります。しかし、二律背反性という

ます。私も見に行ってまいりましたけども、非常

か、天然ガスの車は購入しても、緑を切ることは

にすっきりした形になったというふうに思ってお
ります。当然見通しもよくなりましたし、明るく

別にＣＯ２ の大量の排出とは関係ないという、そ
ういうとらえ方、何か矛盾したとらえ方をしとる

なりましたし、また歩行者を目で確認もできます

んですけど、環境問題に対する市長の考え、いわ

し、防犯上からも非常によかったのではないかと

ゆる市民の健康問題、こういう問題を果たして緑

いうふうに思っております。

を切ったことによってどのように、今後ぜんそく

今回は、モデル地区として一定区間だけやりま

とかいろんな、今浮遊粉じん、これも大きな問題

したので、これを我々の方としても再評価をして、

ですけど、こういう問題についてこのまま切り進

今後ああいう形で進めていくかどうかということ

んでいくのか、ある程度まだ、これはまだあるの

の検討も含めて考えていきたいというふうに思っ

は当然ですからね、まだこの緑についてはある程

ております。

度保存していくのか、私は市長の地球的に深刻な

それから、沿道の都市計画につきましては、従

環境問題、いわゆる市長の環境問題に対するこれ

前一部住居地域もあったわけでございますが、現

は基本的問題だと思うんです。これは山の問題も

在は第二阪和沿道すべて準工業地域というふうに

しかり、緑の問題というのは、私は基本的な問題

用途変更もいたしておりまして、社会活動あるい

であります。

は企業活動ができるような土地利用として変更い

その点について、何一つ緑の問題について答え

たしておりますので、それともマッチングするよ

てないので、その点について、あれでは余り丸裸

うな形にいたしておるところでございます。

と違うかと私は思うんです。ちょっと痛みません

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

か、胸が。あれだけ切って。１２０本で２，０００

○１８番（成田政彦君） ちょっと話がかみ合わん

本切ったんですわ。今度何万本という木だと山１

で、市長は地球温暖化の問題とエコロジー、環境

つ切るということになるんですけどね、市長の環

に負担を与えない。これは人間に負担を与えない

境、緑、そういう点でそのままこれを進めていく

ということになるんですけど、人間をこそ大切に

のか、ちょっとこれ、環境問題の市長の考えとは

するということなんですから、この緑を切ること

非常に対立するように感じるんで、その点はどう

によっていわゆる人間の環境にどういう影響を与

ですか。

えるのか、こういうことについても、切る場合こ

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

れは環境アセスもやられてなかったし、全く市民

○市長（向井通彦君） 環境全般を論議するなら論

に対してこの木の１６年間果たしてきた役割につ

議したいというふうに思います。あなたのおっし

いても、ただ一方的に切るということでこのこと

ゃってるのは、その中の中の中の第二阪和の植栽

が続行されたと私は思います。

のことをおっしゃってるわけでございます。

市長に僕は何度もこの問題で市長の基本的な、

私の環境に対する考え方を申し上げますと、今

環境かいわゆる開発優先か、沿道の開発か、こう

実施をいたしておりますのは、まず我々、この庁

いう論で論議すると、市長は沿道の開発だったら

舎のエコオフィスということで省エネ対策をやっ

緑を切るのもこれはやむを得ないと、そういうふ

ております。それとグリーン購入ですね。これも

うに私は聞こえてきます。しかし、政治信念でも

他市より先駆けてグリーン購入をいたしておりま

市長はここに書かれている、矛盾したことを言う

す。それと、さっき言われた低公害車の導入等や

とるんですわ。

っているわけでございます。

天然ガス車の導入なんていうことは、ＣＯ２ を
削減する車を導入するんですから、まさにこれは
−１９−

それから、環境家計簿の配布とか、そういうこ
ともやっておりますし、それからリサイクルの推

進ということでペットボトルの再生、あるいは今

ら見たらそんなに大したことでないというのは、

度企業に上がっておりますけれども、そういうと

私はちょっと驚いたんです。これだけ環境を叫ぶ

ころも積極的に市内で展開をされておられますし、

人がこういうことを言うと思うと、私は驚きまし

我々の方もそういうことを順位として１番に上げ

た。

て、大阪府下でも分別収集を初めすべて１番にや

私は、道路が先か緑が先かという、そういう問

っているわけでございます。ごみの減量化もそう

題じゃなくて、今の切り方は余りにも切り過ぎじ

でございますし、それから水の汚濁の問題の公共

ゃないかと、そういうことを言っとるんです。も

下水道の問題もそうでございます。たくさんござ

っと残すべきじゃないかと。クスノキとかいろい

いますから、それだけをとらまえるというのはど

ろな木が残っとるんですけど、そういうことを私

うかなというふうに思いますけれども、全体とし

は言うとるんです。五十歩譲ったとしても、第二

て環境対策を積極的に推進しておりますことは御

阪和国道の必要性、そういう点はあると思います。

理解いただきたいというふうに思います。

しかし、あのままでは余りにも私は市民に対して

それと、今の第二阪和のことは、一方的にやっ

も申しわけないし、緑をカットするということは

たというお話でございますが、そういう委員会を

やっぱり健康上もよくないんでないのかという、

つくって賛成派も反対派もいろんな方々が入って

市長のこういう考えはないのか。もう今後全部伐

いただいた中で議論をして、こういうやり方がい

採していくんやと、開発、もうそれ優先で行くと、

いという結論に基づいて、しかも昨年の１月でし

こういう考えなのか、それをちょっと聞きたかっ

たか、広報で全市民にお知らせをして、念には念

たんですわ。

を入れて行ったところでございます。しかも、一

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

定の限定の区間をまずやって、その推移を見よう

○市長（向井通彦君） 開発優先というのはよくわ

ということでやったわけでございます。

かりません。道路の沿道利用というのは、当然あ

決して軽くは見ておりませんけれども、しかし

ってしかるべきでありますし、それがまちの活性

一方でやはり道路を効率的に運用する、活用する

化につながっていくわけでありますから、それは

と、あるいは道路が市民あるいは住む方々と一体

ぜひ必要だというふうに思っております。

的に使われると、こういう視点も極めて大切なこ

何回も申し上げますが、今回の改善については、

とでございますから、その両方をどうアジャスト

慎重の上に慎重を期して行ってきております。し

していくかということでございますから、その中

たがって、一つ一つのステップを着実に踏みなが

で生まれたのが今回の高木を残し、そして低木を

ら、そしていろんな御意見も承りながらやってき

密集して植えるという方式でありますので、御理

てるわけでございまして、結果としてああいう形

解をいただきたいというふうに思います。

がいいのではないかという結論のもとに広報等も

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

行い、そして周知も行い、行ってきたわけでござ

○１８番（成田政彦君） 私は、第二阪和国道の道

いますから、一定理解はいただけてるというふう

路の問題について、これを効率的に運用するとい

には思っております。

うことについては何も反対しません。また、沿道

したがって、一定区間、まだちょっとすべて完

の問題にしても、これを利用できることは、私は

成はしておりませんが、間もなく完成すると思い

それはそれで大変いいと思います。私はそういう

ますので、それを１つのモデル地区として、ああ

ことを市長には言うてないんです。

いう形式が非常にいいのかどうかということで評

私は、市長の基本的な政治姿勢の中で環境問題

価も得ながら次のステップに入ると、こういうこ

を大切にするというんだから、小さなことだと言

とにいたしておりますから、したがって、用意ド

うたのは、私はそうではないと思うんですわ。４

ンですべてをああいう形にするということじゃな

キロ四方にわたって木を切るということは何万本

くて、一定区間をまずモデル的にやろうと。それ

という木を切るんですから、これは環境の問題か

は何かといいますと、周辺の土地利用も一定進ん
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でおりますし、それから商業施設もあるというこ

そこにあるということは、こういうふうに報道し

とでございますから、あそこをモデル的にやった

とるんですけど、今の泉南市の基本的な巨額赤字

ということでございますから、それはいろんな評

財政はどこから来とるのか。泉佐野では空港関連

価はあると思います。それはそれでいただいて、

事業とはっきり言うとるんですけど、これを返す

また次のステップに考慮していくということでご

ために赤字再建団体に転落、給与のカット、人件

ざいます。

費抑制……、こういうふうになっていっとるんで

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

すけど、その点まず基本的に今日の赤字財政はど

○１８番（成田政彦君） この質問は、市長は住民

こにあるのか、その点について市長に見解を述べ

の意見も聞いて、学識関係者の意見を聞いて進め

てほしいと思います。

たと言うんですけど、しかし本来だったらこうい

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

う道路問題とかこういう環境問題については、環

○市長（向井通彦君） 起債をどう見るかなんです

境アセスを行って市民に大きく公開して、マイナ

が、起債制度というのは、御承知のように現在お

ス面もあればプラス面もあると、そういうことも

住みになっておられる方々の負担だけではなくて、

よく理解した上でやっぱり判断を仰ぐのが私は当

こういう公共事業あるいは公益施設というのは、

然ではないかと思います。

現在その受益を受ける方々だけではなくて、将来

私はその点を市長に、今切ったんですけど、今

受益を受ける方々にも一定負担をしていただくと、

後どういうふうに切っていくかについては、ある

いわゆる後年度負担という考え方に立っておりま

程度緑を守る立場からこの問題を進めてほしいと

す。

思います。

したがって、いろいろ進めてまいりました公共

次に、行財政改革問題なんですけど、私はまず

事業というのは、一定市民の皆さんに受益をもた

行財政改革の問題につきましては、今日この問題

らしているわけでございますが、これは将来泉南

の基本的な問題はどこにあるかというのは、もち

市民となられる方々におかれましても、一定その

ろん巨額の赤字財政であります。それは、先ほど

享受をいただくという性質のものでございます。

示したように市債で２３６億円、債務負担行為で

泉南市の場合は特に従来から、私もそうですが、

１２０億円、これが今市のすべてに大きく重くの

前任市長さんもそうでございますけれども、生活

しかかって、これを返すのにどうするのか。これ

に密着した事業を中心に進めてまいりました。特

は基本的な入りと出の問題なんですけど、この問

に道路、それから下水道、それから公園、福祉施

題をどう解決するかは大きな問題であります。

設等ですね。教育施設もそうですが、そういう形

私はその前に、市長はかねがね空港関連公共事

で進めてまいりました。特に空港関連事業につき

業優先と言うと、これに反発するんですけど、今

ましては、確かにいっときに集中したという部分

日赤字をもたらした原因がどこにあるか。これは、

もあると思いますが、しかし、それは通常のスケ

市民にいわゆる値上げ、いろんな問題で今負担に

ジュールからいきますと、極めて短期間に、しか

なってくるんですよ。

も有利な条件で整備ができたという点がございま

私は、きのう泉佐野市の財政再建団体転落の危

す。

機、市民生活に影響、これは他の市のことですけ

特に都市計画道路、海山道路については、４本

ど、市長も読んでおると思うんですけど、この中

の都市計画道路を計画決定したわけでございます

に泉佐野市は関西空港開港に合わせて基盤整備な

が、そのうち３本が既にでき上がっておりますし、

どに９９年度末に約２，１５０億円をつぎ込み、年

１本は事業中ということでございますから、道路

間５０億円の借金返済に追われると。空港関連事

というのは１本するのに１０年、２０年、３０年

業に２，１５０億円、泉佐野市は３８０億ですから

とかかる事業でございますから、それを短期間に

泉南市の１．８倍、こういう巨額な財政をつぎ込ん

できたという成果は非常に大きいというふうに思

で青息吐息。ということは、今日の赤字の原因は

っております。

−２１−

特に公共下水道につきましても、一番後でスタ

る他の市に比べて財政の問題ではそんなにひどく

ートしたわけでございますが、現在では３２．３％

ないと、それで開発優先と言うけど、これは後年

という極めて高い、後からスタートしたまちにし

度負担で返すものだという話をしたんですけど、

ては高い普及率まで至っているということで、そ

市長も助役をやって事業部長をやってたんですけ

れは効率的に運用してきた結果だというふうに考

ど、泉佐野のようにならなかったのは何も行政が

えております。

やったというわけでないですよ。これは当初、い

そのときに確かに起債も相当発行もいたしまし

わゆる財政見通しの推計結果というのを、むちゃ

たし、現在残高が二百数十億あるということでご

くちゃな財政計画を出して、これに対して議会初

ざいますけれども、これも平成１４年度には返済

め住民の方からね、何回財政の見直ししましたか。

の方のピークに達すると。起債残高は、もう既に

市は３回財政の見直ししたんですわ。

ピークアウトしているわけでございますので、今

財源もそうでしょう。りんくうタウンは最初１

後徐々に減らしていくということでございます。

００億入るなんてむちゃくちゃで、それが５０億

泉佐野さんの例も出されましたけれども、他市

になって、今回はこういう見直しをしたと。当然

のことは余り申し上げるべきことではございませ

そういう見直しをしたならば、やっぱり大規模な

んけれども、私どもは３年半前に既に先行きを見

事業はできないと。そのことで、私は砂川駅前再

通して行財政の改革に取り組み、また事業も２０

開発事業、あれは最初６００億やったと思います

億前後まで減らしてブレーキを踏んで、一方では

わ。それから、文化福祉センター、最初は「文化」

いろんな改革に取り組んできたと、その成果があ

がひっついとったけど、それを削ったと。あれは

らわれてるんではないかというふうに思っており

６０億ぐらい減ったのかな、僕らの追及で。それ

ます。

ともう１つ、いわゆる産業センターね、りんくう

残念ながら２年続きの赤字決算ということにな

タウンに。

りましたけども、その額は極めて少額でございま

こういうものは結局、議会での厳しい追及の中

すので、この平成１２年度は何とか努力をして単

でローリングする中で、これは今日の例えば泉佐

年度黒字、あるいは収支とんとんまで持っていき

野が２，０００億だったら、泉南市のいわゆる空港

たいということで、今一生懸命頑張っているとこ

関連事業は僕が計算したら大体５２０億、約４分

ろでございます。

の１ですわ。まさに佐野並みにやっとったらパン

したがって、決して財政そのものが破綻してい

クしとったということになるんですけど、これは

るとか、そういうことではございません。苦しい

何も市長が自慢するものではないんです。指摘さ

のは確かでございますが、その苦しい中を知恵を

れて３回も直しとるんですよ、税制、税の。これ

出しながら一生懸命努力をして、毎年毎年予算を

は資料で持っとるんですけど。３回財政見直しを

組み、そして執行もし、そして大幅な赤字になら

行って、そして行政改革で１回やって、最終的に

ないように全力で取り組んでいるところでござい

は５回ですな。

ます。

しかし、それでもなおかつ今日の行政改革の最

おっしゃるように、確かに一時的に公共事業が

終を見ると、平成１５年では４０億の再建団体す

集中したという面はあろうかというふうに思いま

れすれになると、こういう結果が報告されとるん

すが、これも近隣とお比べいただいたらわかると

ですけど、私はまずそのことを、何も行政がやっ

思いますが、特に道路網あるいは下水道、その他

たわけでなく、これは厳しい指摘の中でローリン

基盤整備については決して劣っていない、我々の

グせざるを得なかったと、それが１つの問題。

方が進んでいるという確信を持っておりますので、

それから、もう１つ、後年度負担と言うんです

御理解を賜りたいと存じます。

けど、後年度負担というのはどういう形で負担す

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

るんですか。例えば、平成９年度からいわゆる財

○１８番（成田政彦君） 私は、市長が今日におけ

政見直しをしとるんですけど、職員さんとそれか
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ら市民に対するいわゆる公共料金の値上げは、こ

まま載せただけで、僕は別に市の意見でも何でも

れは今ラッシュアワーでしょう。後年度負担とい

ないと思うんですけど、しかしお粗末なんですけ

うのは、保育料の値上げとか、あるいは水道料金、

ど、私は大阪府の市町村の合併の推進要綱という

そういうものが市長の言う後年度負担ですか。後

のを全部読みました。

年度負担とはどういうことですか。市財政には高

この中で、大阪府は合併についてどのようなメ

額滞納者が多くて、これも青息吐息なんですけど、

リットがあるのか、そしてデメリットがあるのか

後年度負担とは一体どういう形で負担するんです

というのは全く抽象的なんです。当然だろうと思

か。結局、弱い者にこの負担が行くのが、今の形

いますわ、何もまだしてないんだから。

から見たら事実ではないですか。

ただ、言えるのは財政の問題ですね。いわゆる

私はその点大きな原因が、結局開発優先で進め

困難な財政のことがあるから、この問題について

てきたのを今度のいみじくも市が示したこれには

は財政状況が緊迫しとるからこのことは必要だと、

明確に、いわゆる新行政改革大綱では明確に市は

こういうことはなぜか強く触れられております。

これは訂正したんかな、ようわからんねけど

それから、住民サービスについては、きめ細かな

ね。りんくうタウンからの空港関連税収に大きく

行政サービス、料金の問題、これは全く触れられ

期待した本市としてはということで、いわゆるり

ておりません。

んくうタウン開発、はっきりと言うたらりんくう

だから、これを読んで市長は、現在実施してる

タウンからの収入が大幅に減ることによって財政

広域行政を説明したんですけど、私はこれでは全

の構造改革を大きく狂わしとると。これは開発優

く不十分であります。これで市長が上の方からト

先がもたらした１つの、行政さえもあなた方から

ップダウン方式で広域行政を進めるということに

も言わざるを得ないと、こういう結果ではないで

ついては、盛岡もそうだったし、仙台市もそうだ

すか。

ったし、それから徳島県の新南陽市、多くの市で

りんくうタウンからでは５１億円というのが平

今合併問題がされております。しかし、多くの市

成１６年の税収入であったんですけど、実際には

では、成功するというより、ほとんど公共料金の

一億五、六千万しか入ってませんわな。全くの見

値上げが、結局低い方から高い方に公共料金が最

込み違いなんですけど、そういういわゆる開発優

終的には全部もたらされたと。これが合併のもた

先の、結局税収も見込み違いになったと。本来な

らす影響になってると。

ら後年度負担という中、税収によってそれを賄う

それから、合併のもう１つの３市町の問題なん

ということになっとったんだけど、それが入らな

ですけど、私は指摘したいんですけど、３市町が

かったと。それが結局、今保育料金、次は何です

合併になって一体どんなことになるかということ

かな、まあ次は大体予想できるんですけど、市民

ですわ。財政力指数を見ると、泉南市は０．８、阪

の負担へとなっていくんではないですか。時間が

南市は０．６、岬は０．７、財政力指数はこれだけし

ない。

か３市町でありません。それから、借金をどれだ

そういう点の後年度負担に対して、それは一体

けこの３市町が抱えとるかというと、泉南市が２

何なのか。市民負担なのか、保育料の値上げなの

４０億、阪南市が１６０億、岬町は１２０億、こ

か、その点について市長のちょっと見解を。

の３市町で５２０億の借金を抱えています。だか

それから、合併問題なんですけど、時間もない

ら、公債費比率はみんな１５％近くになっとると。

ので私は急ぐんですが、大阪府が示した合併の基

こういう点から見たら、合併によるいわゆるメ

準というのを私は全部読んだんです、１回。いわ

リット論、デメリット論、これは当然あると思い

ゆる２市１町の合併合意事項という中でちょっと

ますわ。もちろん住民の意思が尊重され、住民自

こういうふうに、大阪府市町村の合併の推進につ

身が決める問題なんですけど、この指標を見る限

いての要綱、これはまるっきり大阪府のことを載

り、あなたが言うように合併の行財政基盤の充実

せただけで、大阪府のここに載っとる細目をその

強化、これは大阪府が言っとるんだけど、より効
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率的な行財政運営の確保、これはより借金がふえ

おっしゃった５年間というのは通常の場合ですね。

る合併ではないんですか。ということは、負担も

合併特例法は、その今までもらっておった地方交

また大きくなると。

付税を１０年間保証しますというのがこの特例法

私は、合併の有利な方法として大阪府が言っと

でございます。

る合併特例債の創設、これは各市町村で明らかに

さらに、複数のまちが一緒になって一体的にま

なっとる。合併特例法の財政措置の１つである合

ちづくりを進めるために、どうしてもこれとこれ

併特例債は、３つ合併したら、カードローンだっ

とこれはやらなきゃいけないという事業に対して

たら５０万まで今まで借りれるのが１５０万今度

は、特例債というのが認められております。（成

借りれるということで、借金を多く借りられると。

田政彦君「そんなん借金や、全部」と呼ぶ）いや、

そういう規模、今は借りられないが、さらにたく

違うんですよ。それは泉南、阪南、岬で大体４５

さん借りられると、こういうふうに借金もしやす

０億円と見込んでまして、そのうちの９５％を特

くなる、事業もしやすくなる、そういう合併特例

例債で見ますと。（成田政彦君「特例債って借金

法。

と違うの」と呼ぶ）後まで聞いてください。その

それから、もう１つは、財政措置で地方交付税
が今度減るということで、それも５年

うちの７０％を地方交付税で見ますということで

もとも

すから、実質３５％ということでございます。そ

とそうですな。３市町は３つ地方交付税をもらっ

のほか基金も積めるということになっております

とったんですから、本来合併しても３つとも地方

し、それから当然、補助金等いろんなメニューが

交付税をもらったらいいんですけど、それはそう

示されております。

ならないと。５年間平均して減らして、最後に３

それから、手順、手続というのは、これからの

市町を１つにするというふうに私は聞いとるんで

話でございまして、正式な合併協議会の設置とい

すよ。私は聞いとるんです。

うのは当然必要でございますから、それは私から

ただ、合併特例債の創設が果たして有利なのか

も提案できますし、住民発議でもできることにな

どうか、これは東京にありますあきる野市の合併

っておりまして、住民発議は有権者の５０分の１

で残ったのは借金だけだと、それは市庁舎をつく

ですから、泉南市の有権者、ざっと５万人としま

っただけということが明らかになっています。こ

すと、１，０００人の有権者の署名でもって発議が

の点でも、合併が有利なのかデメリットか、その

できると、こういうことでございますから、一定

点でも何１つ明らかになってないと私は思います

の手順、手続を経て可否判断をするということで

が、どうです。

ございます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

私どもが先般合意したのは、もちろんその前段

○市長（向井通彦君） まず、保育料あるいは水道

の任意の研究会をつくるというものでございます

料金等の値上げというのは後年度負担に該当する
んかという話ですが、これは全く違います。これ

から、御理解いただきたいというふうに思います。
○議長（奥和田好吉君） あと１分ですので、まと

は受益と負担の話でございます。

めてください。成田君。

それから、後年度負担というのは、いろんな公

○１８番（成田政彦君） 特例債云々、それは４５

共施設、道路も含めてつくった、そういう公共施

０億すべてが借金でないけど、特例債といえば３

設の受益を受ける方というのは、現在の泉南市民

割は借金となるんですか、そしたら。３割は結局

だけではなくて、将来泉南市民になる方も含めて

借金ですか。特例債ですからね。だから新たな借

一定御負担をいただくと、こういう考え方でござ

金をふやすことになるでしょう、合併したら。今

いますから全く違いますので、御指摘を申し上げ

それぞれ５００億の借金を抱えながらそれを返す

ます。

能力あるんですか。現状でもこんな厳しい、例え

それから、合併の話でございますが、これも全

ば岬の財政状況、阪南の財政を見たら、新たな借

く間違っておりまして、合併特例法、今あなたが

金を抱え込むだけじゃないんですか。現状で平成
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１５年までに赤字再建団体になるって、あなたこ

ます。そういう意味では、この市政運営方針では

こで言うとるでしょう、はっきり。四十何億の赤

我が泉南市の夢を感じることが、すべてないとは

字を抱えて。そうじゃないんですか。私はそう思

言いませんが、余り感じなかったということを言

いますよ。

わざるを得ないと思います。

夢があるという、何かそこへ逃げ込んで、開発
優先でない、そこへ逃げ込むという、何か開発が、

そういう中で、私は全部で６点にわたって質問
を行わさしていただきます。

今はもうお金をどうやったら今度借りれるのか、

まず、先ほど申し上げました市政運営方針につ

夢がもうこれ以上ないからそういう合併によって

いてでありますが、まず市長は最後に、結びに市

切り抜けようとする、何かそういう手段として選

民生活の向上と泉南市の将来展望を肌で実感する

んどるんじゃないかという気が私はするんです。

市政に取り組むと、こう結ばれておるわけであり

以上で質問を終わります。

ますが、果たして市長、本当に肌で感じるような

○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。

市政でありましょうか、また先ほど申し上げまし
たように市政運営方針でありましょうか。

午後１時まで休憩いたします。

今、市民は我々に対して何を言っておるか。一

午前１１時４５分 休憩

生懸命税金は納めておるが、泉南市は一体どうな

午後 １時 ２分 再開

っておるのか。２１億になる滞納があり、同時に

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を
開きます。

それが一般会計の１割に匹敵する金額であります。
そんな中で果たして本当に我々の納税者の気持ち

次に、１７番 角谷英男君の質問を許可いたし
ます。

をわかっていただいてるのか。
また、関西国際空港ができれば必ずまちはよく

○１７番（角谷英男君） 皆さんこんにちは。市政

なりますと、そう言いながら現在に至って、確か

研究会の角谷でございます。代表質問を行わさし

に関空に絡む道路はよくなったことは事実であり

ていただきます。

ます。大阪に行くのも楽になりました。大阪市内

代表質問といえば、テレビ等で改めて代表質問

からこちらへ来るのも楽になりました。それは理

の重さを感じさしていただきました。村上前参議

解はできるが、一方市内はどのように変わってい

院議員が代表質問による贈収賄、職務権限があっ

ったか。ほとんど変わっていないのであります。

たということであります。それほど代表質問の重

その点について、まずお聞きをしたいと思います。

みというものが重要であるんだなということを、

それと、次に広域行政及び市町村合併について

当然でありますが、改めて感じさせていただきま

であります。私は、市長のマスコミでの発表、ま

した。そういう観点から、会を代表し、真剣に市

た平素の言動から感じさせていただくのは、市長

長に市政運営方針について質問を行っていきたい

はまさに合併ありき、そういう中で進んでおられ

と思います。

るんではないかというふうに感じます。

さて、平成１３年第１回泉南市定例議会に出さ

その証拠に、例えば新聞発表されました、これ

れました市政運営方針でありますが、一生懸命読

は平成１３年１月１２日でありますが、各紙に報

まさしていただきました。市長にとっては大変耳

道されております。「合併視野に連携強化」、

ざわりの悪い話でありますが、読ましていただき

「泉州南広域行政研究会発足」、「合併視野に積

ましたが、残念ながら市民の現状認識を市長はお

極連携」、非常に合併が前面に出ておるわけであ

わかりかなと。市民が今どのような思いを持って

ります。まして、我々議会に対して事後報告は確

この市政、行政を見ておるかということが欠けて

かにいただきました。しかし、これほど重要な問

おるんではないかということを言わざるを得ませ

題である以上、事前に私たちに対し、議会に対し、

ん。また同時に、市民は我々に対して何を期待し

こういう会を発足さす、こういう考え方でやると

ておるかと。それはまさに夢ではないかなと思い

いうことがあってしかるべきではなかったかなと
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いうふうに思います。

汚いものだけを泉南がかぶるんだということにも

市民は今、当然のようにこの新聞報道だけを見

なります。

て、ああ、泉南市は合併をしていくんだなという

同時に、私は泉南という市は、素材的にはすば

ふうにしかとっていないんです。それも、市民の

らしいまちであろうと思います。それはりんくう

中には、なぜ泉南以南なのか、岸和田以南とか泉

タウンもあるわけであります。市長、りんくうタ

佐野以南という考え方はないのかという考え方も

ウンが幾ら土地価格が安くなったとはいえ、果た

出ております。同時に、市民はできる限り行政は

して全部詰まれば税収はどれぐらい上がるものな

身近なものであってほしい、政治も議員も身近な

んでしょうか、お答えを願いたいと思います。そ

ものであってほしいという願いを持っております。

れによっては、泉南市は何も合併しなくても十分

そしてまた、それ以外にも財産区の問題もありま

泉南だけでやっていけるまちになるんではないで

す。文化、風習、慣習、そういうものもあります。

しょうか。

いろいろなものがまだまだ研究をしなければいけ
ないし、そして合併するといったって大変な問題

次に、行財政改革であります。現在の進捗状況
についてお教え願いたいと思います。

があるわけであります。そういう中で、市長はま

また、行財政改革と同時に機構改革がこれは避

るで頭から合併ありきなんだという考え方を示さ

けて通れない問題であろうと思います。現実に事

れてるように思います。

業部の下には新しい部屋ができつつあるわけであ

また同時に、それがないというんであるなら、

ります。当然これは機構改革に絡む話であります。

まさにこの新聞発表は、とりようによっては、ま

それまでに当然我々に対し、このような機構改革

ことに申しわけない言い方かもわかりませんが、

を示すということを示されて、私は当然であろう

市長のパフォーマンスというふうにとられても仕

と思いますが、いかがでしょうか。

方がないというふうに思うわけであります。合併

また、実施計画がなぜできないんでありましょ

についての考え方をお示し願いたいと思います。

うか。大綱はできましたが、当然この議会開催ま

また、後ほど自席から質問しますが、私は合併

でに実施計画を示されて、我々と議論するのが当

の前に、かねがね市長にもお話ししましたが、当

たり前ではなかったでしょうか、答弁をお願いし

然広域行政を進めて、そして市民に対して、なる

たいと思います。

ほど大きな行政体がいいんだなということを示し、

また、これも自席で時間があれば質問させてい

納得して、その上で合併案というんであれば、私

ただきますが、行財政改革の中に当然民間委託の

も決して反対するものではありません。そのため

問題も避けて通れない問題であります。かねてよ

には、まず私がかねがね申し上げ質問いたしてお

り出ておりますが、ごみ収集問題、民間委託問題、

ります病院問題があります。これは十分できたは

双子川し尿処理場の問題、または保育所の給食問

ずなんです。そういうものをやって初めて市民が

題、こういう問題はどの程度進捗しておるのか、

納得するんではないかと、そのように思います。

お聞かせ願いたいと思います。

今のまま合併をいたしますと、残念ながら病院

次に、まちづくりであります。

はそれぞれのまちにつくり、泉南は公的医療機関

まちづくりでありますが、市長のこの市政運営

といいながら手術ができない病院をつくる。それ

方針によりますと、世界の玄関都市にふさわしい

で市民が納得するでしょうか。私は決してしない

まち、また「水・緑・夢あふれる生活創造都市」、

と思います。それどころか、場合によっては双子

「住・職・学・買・遊」そろったまち、非常に抽

川浄苑の問題も出てきます。阪南市は海洋投棄を

象的であります。具体的に我々市民に対して、具

しております。今現在、すぐし尿処理場を建設す

体的な答弁をお願いしたいと思います。

ることは不可能であります。当然、広域行政、合

もうそろそろ私たちのまちは将来こういうまち

併ということになれば、そういうものをやらなけ

になりますと、具体的な方向を示す必要があるん

ればいけなくなる。そうなると、言葉は悪いが、

ではないでしょうか。私たちのまちのもともとの
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カラーは繊維産業でありました。また、タマネギ

同時に、新しい都市計画道路を決定しなければい

で有名なまちでもありました。それが今、大きく

けない時期に来ておるんではないでしょうか。お

変わろうとしております。今、市長みずからがこ

答えを願いたいと思います。

ういうまちにする、具体的な方向を見せる必要が

最後に、住宅問題であります。

あるんではないでしょうか。それがまさに夢とい

住宅問題でありますが、ただいま係争中であり

うものにつながるんではないでしょうか。

ます。係争中でありますから、私たちはそのこと

次に、臨空都市にふさわしいまちづくり、これ

にかかわることはできません。ただ、お聞きしま

も同じことでありますが、りんくうタウンについ

すと、原告側が証人申請をどんどんし、また、そ

てお聞きしたいと思います。

の中には元市長さんが証人として出廷されておら

りんくうタウンは、確かに２社ほど何かお買い

れます。これは所有権移転の裁判でありますが、

になられる業者がおられるというふうに聞きまし

当然住宅の建てかえ、払い下げ問題がこの中に入

た。非常に結構なことだと思いますが、問題は、

っておるわけであります。これを前提としたもの

空港問題委員会でも質問さしていただきましたが、

であります。

大阪府が一生懸命やる努力だけを待ってていいん

そこで、向井市長さんは、マスタープランの最

でしょうか。今こそ土地の値段が下がった以上、

高責任者でありました。同時に現在は市長であり

泉南市がりんくうタウンをこのようなまちにしま

ます。当然、政治家として、また時の責任者とし

す、そういう絵をかいて、その絵に沿ったいわゆ

て、受けて立つ以上勝たなければいけない、そう

る誘致活動を泉南市みずからがやらなければいけ

いつも言っておられるわけであります。なぜ証人

ない時期が来てるんではないでしょうか。大阪商

に出て、過去の流れから、同時に市の考え、それ

工会議所、その他商工業の関係する団体に対し、

を言われないんでしょうか。このまま行って、も

堂々と誘致活動をやっていく必要があるんではな

し負けることがあれば、市長の責任は重大であり

いでしょうか。今、私は泉南市がそんなことをや

ます。当然そうなるわけであります。一審で仮に

ってるとは夢にも思わないんです。そういう意味

負けたら上告できる、そんな問題で私は済むはず

では、今後どうされるのか、お聞きしたいと思い

がないというふうに思います。

ます。

最後に、先ほど申し上げた市長の責任の問題で

同時に、言葉の問題で大変申しわけないんであ

ありますが、私はこの行財政改革もそうでありま

りますが、新世紀、それを「夢世紀」と市長が名

すし、まちづくりもそうであります。すべてそう

づけておられます。「夢世紀」とはいかなる世紀

でありますが、中でもこの市政運営方針を読ませ

なのか、具体的にお聞かせ願いたいと思います。

ていただきまして改めて申し上げますが、市長の

また、まちづくりといえば新家の問題を避けて

行政的な責任、これが全然明確にされていない。

通ることができません。今度、新たに５０戸ほど

当然新しい考え方を打ち出し、中でも保育料の値

の開発が行われると聞いております。それはまさ

上げ、幼稚園の値上げ、水道料金の値上げ、市民

に法手続を終えれば、当然建設許可されるもので

にとって大変厳しいお願いをするわけであります。

あろうと思います。

行財政改革そもそもがそうであります。財政難に

しかし、問題は、私たちが考えなければいけな
いのは、新家全体を考えた中での開発を許可して
いかなければいけないんではないか。あわせたイ

陥ったのはなぜなんだという市民の声がたくさん
あります。
一般会社及び一般社会においては、みずからの

ンフラ整備をやらなければいけないんではないか。

責任を明快にし、そこに間違いがあるなら間違い

そうでなければ、新しく泉南に来られた方がたく

がある、その責任も認め、よってこれからこうし

さん新家には住んでおられるんです。泉南はだめ

たいということを明快にして初めて市民や議会が

だということになりはしないでしょうか。

納得し、新しい施策が進んでいくんではないでし

具体的に言うと、新家駅前の問題であります。
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ょうか。それ抜きに、私は市民は理解もしません

し、議員の皆さんもなかなか理解することはでき

まして、今後の市町村は、みずからの判断と責任

ないんではないかなというふうに思いますが、市

において地域の特性を十分生かした主体的なまち

長の行政責任について最後にお答えを願いたいと

づくりを進め、個性豊かで活力に満ちた地域社会

思います。

を構築することが期待されております。その実現

以上で壇上からの質問を終わりますが、時間が

のためには、今後市町村は財政基盤の充実強化や

ございましたら自席から改めて質問させていただ

行政の効率化を図ることはもちろん、地域の実情

きます。

に応じた創意工夫が必要でございまして、住民参

以上であります。ありがとうございました。

加のもと、行政サービスや施策を主体的、自主的

○議長（奥和田好吉君） ただいまの角谷議員の質
問に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

に決定して実施することが責務となっているとこ
ろでございます。

○市長（向井通彦君） 多岐にわたる御質問でござ

一方、社会情勢の厳しい変化の中で、私たちの

いますので、ちょっと順序等は変わるかもわかり

日常生活圏はますます拡大して、市民の方々が必

ませんが、御容赦をいただきたいというふうに思

要とする行政サービスも多様化、高度化するなど

います。

自治体の行政サービスに新しい展開が求められて

まず、市政運営方針のことでございますけれど

おります。これまでは、これらのさまざまな行政

も、まず夢の部分が少ないのではないかというお

課題に対しまして各自治体がそれぞれ取り組んで

話でございましたけども、これは基本的に当初予

まいりましたが、今後自治体の果たす役割は大き

算に盛り込んでいる内容を主として挙げておると

く変わろうといたしております。

いうことでございますから、長期将来というより

特に明治以降第３の改革とも言われます今回の

も、むしろ今の時点での平成１３年度の施策展開

改革は、地域の行政は地域の住民が自分たちで決

を主に挙げております関係上、現実的なストーリ

定をするいわゆる自己決定、その責任も自分たち

ーになっておることでございます。

が負うという自己責任という行政システムの構築

それから、肌で感じて取り組むということでご

であり、全国的な統一性や公平性を重視する画一

ざいますけれども、私は市民の皆さんとは、基本

と集積の行政システムから、住民や地域の視点に

的にどなたであっても時間があればお会いすると

立った多様と分権の行政システムの変革が迫られ

いうことにもいたしておりますし、「おはよう対

ているものと認識をいたしております。

話」もやっております。また、「伝市メール」で

このような社会状況の中、本市の将来展望をあ

私も出前講座に行ったこともございますし、接す

わせてかんがみ、今後市民の方々に多くの負担を

る機会はたくさんございまして、いろんな御意見

求めないで住民ニーズに対応していくためにも、

あるいは御質問もちょうだいをいたしております。

広域的な行政連携の研究が必要であるというふう

そういう意味で市民の皆さんのお感じになられて

に考えておりまして、現在時限立法としてござい

ることというのは、ある程度わかっているつもり

ます合併特例法の期限も見定めた研究も避けるこ

でございます。

とのできない課題であると考えております。

ただ、現実はこういう厳しい中でございますか

昨年１２月には、大阪府が市町村合併推進要綱

ら、必ずしもそのとおりというわけにもいかない

を策定されまして、多くの合併パターンも示され

部分がございますので、それは市民の皆さんのお

たところであり、国や府においては合併へ向け基

考えはお考えとして、市として今この現況をどう

盤整備が着々と進められております。このため１

して乗り切るべきかということに全力で取り組ん

月１１日に、これまでももともと連携の深い阪南

でいるところでございます。

市、岬町の市長、町長さんとお話し合いをして、

それから、広域行政の件でございますけれども、

先ほど披瀝のあったような合意を見たところでご

これにつきましてはさきの質問者にも御答弁申し

ざいます。これはあくまでも当然、行政の長とし

上げましたけれども、地方分権推進法が施行され

て今後広域行政を積極的に取り組んでいこうとい
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うものでございまして、まだ正式に発足はいたし

簡単な手術は当然できるシステムにもなっており

ておりませんが、これから近い将来正式に発足さ

ますし、先般、将来こちらで担当される責任者の

せたいと考えております。

方が決まったようでございまして、ごあいさつに

その中で、１つは合併特例法の期限、平成１７

来られましたけれども、お聞きしますと、今の手

年３月末ということは１つ法律としてあるわけで

術というのは大規模に切開とかするというのもも

ございますから、それはそれで見定めなければい

ちろんありますけれども、内視鏡でかなりの部分

けないと思っております。

が可能だというお話もされておりまして、そうい

それから、もう１つは、広域行政をどんどん進

うことも当然この泉南病院でもやっていきたいと

めていくということから当然スタートするわけで

いうお話も承っておりますので、できるだけ今の

ございますが、それがどんどん進化していきます

時代に合ったような医療の中で、最大の機能が発

と、行き着くところは広域連合あるいは合併とい

揮できるように今後とも努めてまいりたいと考え

うことになると思います。したがいまして、そう

ております。

いうことも視野に入れて

視野に入れるという

それと、病院の問題は当然これから広域行政を

ことは、物事の考え方、見方というふうなことで

推進する中で幾つかの大きな課題の中の１つだと

ございますが、それも視野に入れた中で検討をし

いうふうに思っておりますから、今後広域の研究

ていくと、こういうことにいたしたところでござ

会の中でどう取り扱っていくのかということは議

います。

題としてしていきたいというふうに思っておりま

当然、これから具体にどういう形で進めるかと

す。下水道の問題もございますし、し尿の問題も

いうのは今後の問題でございますけれども、まず

あるかというふうに思います。ごみの問題もあろ

新年度から共通の課題や、あるいはそれぞれの市

うかというふうに思いますが、これらについては

の現状分析や、あるいは持っておる課題等々につ

今後の研究会の課題ということで進めてまいりた

いて、まず取り組んでいきたいと考えている次第

いと考えております。

でございます。

それから、まちづくりの観点から、特に今の

具体にその合併云々というのは、まだ俎上に乗

「水・緑・夢あふれる生活創造都市」が見えにく

ってるわけではございませんし、一定法的手続も

いというお話でございますが、常々申し上げてお

決められているわけでございますから、そこまで

りますように、それはキャッチフレーズでござい

は至りませんけれども、その前の１つ、広域行政

まして、私の考えておりますのは、この泉南市の

の推進という形での任意の研究会の発足というこ

持っている海から山まであるという自然特性を生

とでございます。当然、議会の議員の皆様方のお

かしたまちづくりをしたいという考えを持ってお

考えもあると思いますし、市民の皆さんのお考え

りまして、水というのは当然海岸もございますし、

もあるというふうに思っております。したがって、

河川もございます。１００を超えるため池もござ

今後はそういう幅広い御意見も聞きながら進めて

いますから、これらをどう生かしていくのかと。

いく必要があるというふうに考えております。

水辺環境といいますか、オアシス構想も今やって

それとあわせまして、広域行政の中で具体に病

おりますが、ああいう形で水辺に親しんでいただ

院の問題もお示しされましたけれども、当然これ

けるような、そういうまちづくりをしたいという

は阪南市立病院でございますから阪南市さんがど

のが１点でございます。

うお考えになるかというのが主体の問題でござい

緑というのは、和泉山脈も控えておりますので、

ます。私どもは今りんくうタウンに済生会泉南病

今度、金剛生駒紀泉国定公園として拡大指定して

院の整備充実という形で着工をしていただいてお

いただきましたけれども、緑の保全と、ただ保全

りまして、平成１４年度には完成するということ

だけではなくて活用と、この二面から進めてまい

になっております。

りたいと考えているところでございます。

大規模な手術というのは難しゅうございますが、
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夢というのは、やはり関西国際空港が前にある

わけでございますから、これからの２１世紀のや

が、それに近い形の値段設定がなされたわけでご

はり国際都市の玄関都市としての優位性があるわ

ざいます。

けでございますから、それを最も生かしたような

今回２社、正式に申し込みをされましたけども、

形でのまちづくりを進めたいという意味で、しか

この２社も、１社は紹介の方もいらっしゃいまし

も将来大きな夢を持ったまちという意味を込めて、

たが、ぜひりんくうタウンへ来ていただきたいと

そういう形をさせていただいております。

いうことで、すぐに企業局と私どもの職員を派遣

生活創造都市というのは、市政運営方針にも書
いておりますように、このまちで生活していくた

さしまして、今回正式に申し込みをされたわけで
ございます。

めにいろんなことが充足されていくまちにしたい

もう１社は、神戸の方に行くというお話もござ

というふうに考えております。特にお買い物、今

いましたけども、私と太田知事のメッセージを携

まで約６割が市外に流出しておったわけでござい

えて勧誘をさせていただきました。向こうも、神

ますが、かなり市内に戻って、外からも吸引する

戸の方も若干事情があったようでございますが、

というようなことで、商業の伸び率というのは全

今回こちらの方に正式に申し込みをされたと。こ

国トップということになっているわけでございま

れは、今吹田の方にある大阪支店及び大阪工場が

す。

泉南市に移ってくるということでございまして、

それから、遊ぶこと、レクリエーションですね。

成長産業でございます。

こういうことについても海岸部も含めて、山間部

ですから、この２社が来ることによって１つの

では国定公園の整備なり、あるいは農業公園なり

また核ができて、今後さらに大きく広がっていく

ということでやっておりますし、すべての方にこ

ことを期待いたしたいというふうに思いますし、

れからの２１世紀のいやしの部分を享受できるよ

それから雇用の効果というものも相当あるという

うに考えていきたいと思っております。

ふうにもお聞きをいたしておりますので、現在雇

学ぶことについては、残念ながら現在まだ大学

用の面で大変問題が多い地域でございますけれど

等はございませんけれども、これらの誘致につい

も、幾らかでもそれらに貢献できればというふう

ても積極的に取り組んでいるところでございまし

に思っております。

て、今後ともさらに努力をし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。

それから、行財政改革の問題でございますけれ
ども、これは泉南市は本当に４年前からいち早く

こういうものを幾つか組み合わせた中で生活創

取り組んできたという成果が一定あらわれておる

造都市と。もちろん働く場所もそうでございます。

というふうに思っております。全体的に行財政運

そういうふうなキャッチフレーズにいたしている

営をコンパクトに行ってきた成果が出ておるとい

ところでございまして、全国的ないろんなリサー

うふうに思います。残念ながら２年連続の赤字と

チからしましても成長都市に挙げられております

いう決算でございましたけれども、１２年度につ

し、いろんな面でかなり上位の評価をいただいて

きましては、これからの決算を打ってみないとわ

いるところでございますから、これからさらにそ

かりませんけれども、できれば収支とんとん、あ

れを維持できるように頑張ってまいりたいと思っ

るいは単年度黒字に何とか持っていきたいという

ております。

ことで頑張っているところでございます。

それから、まちづくりに関連いたしまして、り

中長期には、１３年度から１５年度の３カ年に

んくうタウンの企業誘致ということでございます

わたりまして新行財政改革大綱を策定いたしたと

が、これは大阪府と泉南市と、もちろんりんくう

ころでございます。御指摘のありましたように、

センターも一緒になっていろんな活動をやってお

順序としましてまず大綱をつくって、その大綱に

ります。今回、値下げということも、私どもの方

沿って実施計画をつくっていくということになっ

から思い切った値下げをしなさいということを提

ておりますので、今実施計画の方を策定中という

案して、やっと今回、内陸部並みとは言いません

ことでございますので、近々また御意見をお聞か
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せいただく機会を設けたいというふうに思ってお

とについては、当然私が責任を負うべき立場にあ

りますし、あわせまして機構の改革、それから職

るというふうに考えております。

員の定数管理、この問題もセットでお示しをして
まいりたいと考えております。

特に行財政の部分で非常に厳しい状況にござい
ますけれども、これは全般的に地方自治体が、現

いずれも泉州の自治体は非常に厳しい行財政運

在の景気状況を踏まえて非常に厳しい行財政運営

営を強いられているところでございますけれども、

を強いられてるというのが１点ございますのと、

泉南市の方はいち早く取り組んだということもご

中でも都市周辺の自治体というのは行財政運営が

ざいまして、結構頑張らしていただいてるつもり

非常に厳しいという特徴的なものがございます。

でございます。今後ともさらにこの行財政改革を

本市におきましては、関西国際空港関連といた

進めることによって、一番厳しい起債償還のピー

しまして、現在まで都市計画道路でありますとか、

クであります１４年度あるいは１５年度を乗り切

あるいは公共下水道の整備、あるいは公園の整備

りたいというふうに考えているところでございま

等々数多くの都市基盤整備を行ってまいりました。

す。

箱物といたしましては、そこにございます総合

それから、住宅問題について、現在係争中のこ

福祉センター、あるいは埋蔵文化財センター、あ

とでございますけれども、証人として出てはどう

るいは学校施設等がございますけれども、いずれ

かという御意見でございますけれども、３住宅入

も必要不可欠な、極めて地道な行政の運営を行っ

居者が訴えの提起をしております所有権移転登記

てきたところでございます。

手続請求事件につきましては、現在まで計１０回

しかし、一気にそういう整備ができるときに、

の公判が行われております。これらの公判を通じ

しかも有利な条件で行うことができるときにする

まして本事件における争点は絞られてきておりま

というのは行政責任として当然でございまして、

して、今回の所有権移転登記請求事件というのは、

数多くの成果ができ上がっているというふうに思

今現在のことをおっしゃっているわけではござい

っております。

ませんで、昭和４９年当時のことでございますが、

結果として人件費の増加、あるいは公債費の膨

当時の市長の発言が１つの問題提起となっている

張という部分は確かにあるというふうに思います

わけでございます。したがって、その発言が当該

が、これについては当然、起債の趣旨であります

住宅の売買予約の成立に至るのかどうかというの

後年度負担も含めて償還をしていただかなければ

が、争点の１点でございます。

ならないということでございます。それも間もな

もう１点の争点といたしましては、払い下げ譲

くそのピークを迎えると、平成１４年度がピーク

渡を実施するにつけて、建設大臣の承認が条件と

ということでございますから、間もなくでござい

なっていたのかどうかと、この２点が本事件の争

ますから、それ以降は徐々に減少していくことに

点でございます。

なっておりますし、起債発行残高のピークは既に

したがって、この争点の起因とするところは、
過去における事実関係でございまして、現時点の

峠を越えたということで、少しずつ減少をさして
いっております。

ことではございませんので、私が証人として出る

こういう行財政運営でございますから、まだし

ということではございませんので、御理解を賜り

ばらく厳しい中ではございますが、さらに新たな

たいと存じます。

３カ年の新行財政改革大綱に基づいた行財政全般

それから、いろんな行政運営の中での行政責任

にわたる見直しを行うことによって、財政危機か

という問題でございますけれども、これは当然、

らの脱却や財政の健全化を図ることによって、新

最終責任は市長にあるというふうに思っておりま

たな行政需要や市民ニーズに的確に対応していけ

す。長い行政経過もある部分もございますので、

る環境を整えていきたいと、このように考えてい

それは現時点でどの程度さかのぼってというのは

るところでございます。御理解を賜りたいと存じ

あるかもわかりませんが、私が就任してからのこ

ます。
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○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

ら、原告側から今のところお１人でございますが、

○１７番（角谷英男君） それでは、自席から質問

もう１人ぐらいあるようにも聞いておりますけれ

させていただきます。時間も２０分ほどでござい

ども、されるということでございますから、それ

ます。

は原告側が申請した証人でいらっしゃいますが、

まず、住宅問題からやりたいと思いますが、な

当然それに対して被告側も反対尋問ができるわけ

るほど市長のおっしゃられたことも一理ございま

でございますから、それはその方に対しても十分

す。過去の問題である、事務処理で書類上の問題

させていただいたというふうに思っておりますし、

だということをおっしゃってるんだと思いますが、

その記録もいただいているところでございますか

問題は、それであっても私は不思議だなと思うの

ら、それでそのことの証人をこちらから別に立て

は、市、いわゆる被告側が一切の証人を出されな

るということではなくて、その意を尽くせてると

い。当然、そのとき手続をされた担当職員もいら

いうふうに判断をしております。ましてや、私は

っしゃるわけであります。でなきゃおかしいわけ

当時のことを直接関与もいたしておりませんから、

で、そういう方も一切ないんだと。過去の書類だ

私が証人に出るということはございません。

けで十分やっていけるんだというふうにお考えな

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

んでしょうか。

○１７番（角谷英男君） 市長の証人に出ないとい

私はそうは思わない。どう考えたって、原告は

う理由は一定理解ができると思いますが、私が先

どんどんいろんな証人を出されてるわけです。そ

ほど申し上げたのは、市長以外にも証人がゼロな

れに対抗して初めて裁判が成り立っていくと思う

んだというのはおかしいということを言ったわけ

んですね。まして市長は、私は６万市民のために

です。そら考え方の違いもあります。こればっか

建てかえが必要なんだということをおっしゃって

りやってるわけにいきません。

るわけなんです。そういう意味でも、市長からい

私は、きょうは代表質問でありますから、会派

えば勝たなければいけない裁判だと思います。そ

の皆さん、議員さんの同意を得て質問をいたして

ういう意味では、なおさらそういう対抗的な証人

おります。私どもの会派の考え方は、住宅問題に

というものは必要ではないかと。なぜなんかと不

関して全く中立なんだと、冷静に判断をするとい

思議な疑問なんですけど、いかがでしょうか。

う態度でやっております。ですから、きょうもご

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

らんのように一切傍聴もありません。通告もいた

○市長（向井通彦君） 建てかえは必要だというの

しておりません。そういう立場でやってる。その

が私の考え方でございますし、私が就任してから

立場にあっても、私は市側の態度がやはり弱いな

もそうでございます。先代もそうであったんです

と思わざるを得ないということで、要は質問をさ

が、そういうことには変わりはございません。

せていただいたということであります。

ただ、今の裁判の提起されてるというのは、先

なお、そういう流れの中で、一審であろうが、

ほども言いましたように昭和４９年ごろのときに

もし被告側の証人がなければ恐らく結審は早いと

そういう売買予約があったのかどうかと。建てか

思いますね。裁判の中身に我々は触れることがで

え云々じゃなしに、そのときに払い下げしますよ

きませんから申し上げませんが、結審の結果、こ

ということの発言が、売買予約として成立するの

れはそんなもんその場になってみなわからんやな

かどうかという争点なんですね。そのときには、

いかということでしょうけども、もしも負けたら、

市長の判断だけでそういうことができるのですか

これは先ほどの市長責任ではありませんが、非常

というもう１つの争点ですね。当時として建設省

に重いものになると思いますよ。これだけは申し

の承認が要るのではなかったですかというのが２

上げなければいけないというふうに思います。

つ目の争点であります。

それを言いますと、市長は当然、先ほど申し上

したがって、それはその時点での議論を今

げたように、こんなもん今ごろ想定して答えられ

議論というか裁判がされてるわけですね。ですか
−３２−

るかということになりますから、答弁は結構です。

しかし、その一審の結果には非常に重いものがあ

というのが前提でございまして、視野に入れると

るということだけは御理解いただきたいというふ

いうのは、物事の考え方、見方、これは私も辞書

うに思いますが、いかがですか。

を引いてまいりましたので、間違いございません。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

それと、これから広域行政をどういうふうに進

○市長（向井通彦君） 当然、裁判結果がいずれ出

めていくのかということでございますけれども、

るわけでありますから、どういうふうな形で出る

やはりこれからの時代というのは、小さなまち、

かわかりません。わかりませんが、中立公正な裁

あるいは市町村がそれぞれで完結していくという

判官の判断ということになろうというふうに思い

のはなかなか難しいというふうに思っております。

ます。

したがって、機能分担をしなければいけないとい

その中で、当時その請求されている

所有権

う部分と

機能分担と役割分担ですね、それと

移転登記請求事件でございますから、そのことが

共同でやらなければいけない部分に分かれるとい

昭和４９年ごろ本当にそうなのかという争点でご

うふうに思います。

ざいますから、それはいかなる判決が出ても冷静

既にさっきやっておるのは申し上げましたけど

に受けとめて、今後、今の事態に照らしてどう対

も、そのほかでは御提起ありましたような医療問

応していくかというのは、今度私の判断になって

題なんかもそうですね。公立病院をどうするかと

まいるというふうに考えております。

いう問題もありましょうし、当面の問題としては

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

２市１町で１つ要ると言われている休日・夜間診

○１７番（角谷英男君） 合併というよりは、広域

療所ですね。これらは俎上に当然のせるべきだと

行政について改めてお尋ねをしたいと思います。

いうふうに思っております。

先ほどから市長の御答弁をお聞きしますと、や

それから、道路交通の問題、ネットワークの問

っぱり時限立法も含めて合併を前提としたお話が

題もあります。第二阪和は現在進行しております

多いんですね。私は果たしてそういうスタンスで

けども、一方では臨海線の南進の問題、あるいは

いいんかなと。まずありきは広域行政をやってい

湾岸線の南進の問題とか、南ルートもございます

かなきゃいかん。広域行政について具体的な話は

が、そういう道路交通網のネットワークの問題も

何もないんですね。合併の話はあるんですよ。広

ございます。

域行政をどうやっていくか、これは全然具体的な

それから、これからの時代ですから、いろんな

話は聞いていない。今後どうしていくのか、広域

情報の受発信、それから情報のネットワーク、こ

行政についてのみお聞かせ願いたいと思います。

ういうことも広域で考えるべきだというふうに思

どんな広域行政をやろうとしておるのか。それも

っております。ＣＡＴＶは今貝塚以南、広域でや

今度の研究会が発足してから、その中でやります

っておりますけれども、さらにもっと身近な市町

と言われるかもわかりませんが、そうではなしに、

村レベルのいろんな業務に関することも、情報化、

向井市長として広域行政についてどう考えるのか、

ＩＴ化を進めなければいけないというふうに考え

その点についてどうですか。

ております。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

し尿の問題も当然あるかというふうに思います

○市長（向井通彦君） 既に２市１町で広域行政を

けれども、かなり数多くのそういう議題が抽出さ

やっております。１つは公共下水道ですね。それ

れるというふうに思っておりますから、まずそう

とごみ、それから阪南、岬は消防、それから介護

いう課題抽出と、それとこれからの行財政運営、

保険ですね。これは共通の土俵で認定審査会をつ

お互いに行政レベルをできるだけ平準化していく

くっております。

という問題もありましょうし、それから行財政の

合併を前提ということは私は一切申しておりま

効率的な運営ということもあります。

せん。合併も視野に入れてというのは申し上げて

そういうことをひとつ含めて、これから共同で

おります。前提というのは、そういうふうにやる

いろんな調査をしていきましょうと。その調査の
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中でいろんなメリット、デメリットも当然あると

第４次総合計画がむだになってしまう可能性があ

いうふうに思いますし、スケールメリットの部分

るんです。

も出てこようというふうに思っておりますから、

この２点、いかがですか。

それをやはり多くの市民の皆さんに、当然議会も

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

そうでございますが、お示しをすると。データと

○市長（向井通彦君） 泉南市が将来にわたって単

して示していくということが広域行政の推進につ

独でやっていけるのかどうかという御質問でござ

ながるというふうに思いますし、またそれが進化

いますが、当然単独で十分やっていけるまちだと

していけば、これは住民発議があるかないかは別

いうふうに思っております。

にして、そういうことにもつながってくるという

ただし、これからの２１世紀のあり方、そして

ふうにも思いますので、最初から合併ありきとい

地方分権が進むという中で、やはり地方分権を受

うことではございませんで、広域行政を推進して

けていって、自主・自立のまちを目指そうという

いく中で、到達点としてはそういうものが見据え

ことになれば、当然一定の基盤強化をしなければ

られますよということでございます。

なりません。これはやはりスケール的にもそうだ

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

というふうに思いますし、それから行財政的にも、

○１７番（角谷英男君） 広域行政についてはよく

あるいはマンパワー的にもそういうことがないと

わかりましたが、しかし、その到達点が合併とい

なかなか分権が進行していかないというふうに思

うことになるということでありますが、何度も申

います。それよりも、広域でやった方がさらに大

し上げますように、そういう順番を、広域行政を

きなメリットがありますよという結論になれば、

一生懸命皆さんでやりましょうやという中からそ

その方向を進めばいいと私は思っております。

ういうものが出ればいいですけども、新聞発表が

その手段として、じゃ何もなしにその可否判断

あったように市民も動揺するわけなんですね。ま

というのはできないわけでございますし、現実に

ずありきに見えてくるんですよ、どうしても。

既に時限立法もあるという中で、これからやはり

それと、もう１つ、広域行政は大いに結構だと

そういう１つのデータ、研究をして、そして共通

思います。問題は、合併ありきでないと言われま

の課題なり、あるいはそれを解決していくための

したのでお聞きしますが、泉南が独自でやってい

いろんな財政需要なりというものも含めて持って

くことは不可能なんでしょうか。

おかなければ、これは市民に対しても非常に申し

先ほど壇上で質問いたしましたが、例えばりん

わけない話でございますから、私はまずそこから

くうタウンが全部詰まったとしてどれぐらいの税

取りかかりたいと、こういうことでございます。

収を得られるか、当然試算をされておると思うん

それから、りんくうタウンの税収予測というこ

ですね。そして、山の問題、もちろん内陸部も当

とでございますけども、約１５億円程度見込んで

然いろんな産業誘致ということにもなるかもわか

いるということでございます。まだ、そんなに入

りません。そうなれば、泉南というまちは素材的

っているわけではございません。これからまた新

にはすばらしいんだというふうに思います。

たに立地する企業等大いに期待をして、雇用の面

それと、もう１点、これも前にお話ししたかも

と、そして税収の面と、それから活力の面でりん

わかりませんが、第４次総合計画が今策定中であ

くうタウンの活性化にこれからも大阪府と一緒に

ります。６月ごろとか言われてますが、問題はこ

取り組んでいきたいというふうに考えているとこ

の中に広域行政も市町村合併のアンケートも何も

ろでございます。

入っていないんです。本来、市長が言われている

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

ような話からすれば、当然この第４次総合計画の

○１７番（角谷英男君） もうちょっとだけ合併に

中に市民のアンケートに入れてもいいんではない

関してお聞きしたいんですけども、合併の問題は、

かと思いますよ。そうでなければ、将来広域行政

先ほど言ったように理解はできる部分もあります

の議論をするにしても合併の話をするにしても、

し、できない部分もあるんですけども、どうして
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も引っかかるのは、何度も申し上げますが、市民

年、樽井地区については特別地方公共団体として

はある意味では動揺もするわけですね。中にはこ

財産区があるわけでございますが、ああいう財産

ういう議論もあるんですよ。２つあるんですね。

区というのは合併のときの１つの遺産ではあるわ

１つは、やっぱり住民、市民から見れば政治や

けなんですけれども、未来永劫財産区というのが

行政が身近な方がいいんですよ。例えば議員でも

残るのかどうかという問題ですね。これについて

身近なところにおって、すぐ物が言えるんだとい

はやはり一定何らかの考え方をきちっと持ってお

う方が、これはいいに決まってるんです。行政に

く必要があるんではないかというふうに考えてお

しても役所が近い方がいいに決まってるんですよ。

ります。

例えば、新家その他いろんな遠いとこから巡回バ

ですから、泉南市も３０年たったわけなんです

スの話もあります。私も提案しましたが、それで

が、まだその正式な財産区は存在しておりますし、

もなかなかこの役所まで来にくいんです。

他はそういうものはないという状況でございます

そういう意味では、我々は地方分権といえども

から、これは今後新たな合併が仮に行われるとい

何といえども、住民にとって我々が何をしなけれ

うことになれば、その議論の中でそういうことも

ばいけないか、どうあるべきかということをやっ

当然議論になってくるというふうに思っておりま

ぱり考えなきゃいかんと思う。そういう意味では、

す。問題提起はしていきたいというふうに思って

合併というのはそう軽々に言えるものではない、

おります。

市民に動揺を与えるというふうに私は思います。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

ですから、ぜひ慎重な言葉遣いをやっていただき

○１７番（角谷英男君） だんだん時間も迫ってま

たいというふうに思います。

いりました。

それと、もう１点は財産区の問題でありますが、

先ほど最後に市長の行政責任ということで質問

市長、これはどうなんですか。確認みたいなもの

さしていただきました。改めて申し上げますが、

ですけども、仮に合併ということになれば、今の

財政難になったのは市民から見ればなぜなんだと、

あるみなし財産、及び樽井の財産区も含めて、こ

泉南市がここまで貧乏になったのはどういう理由

れは当然なくなるんですか、どうなんでしょうか。

があるんだということをよく言われます。バブル

この２点。

崩壊後、不況でありますとか、そういう中で税収

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

難に陥りましたとか、いろんなことがあるわけで

○市長（向井通彦君） ちょっとさっき答弁漏れが

ありますが、問題はやっぱり泉南市においてもい

ございました。アンケートの話ですね。これは総

ろんな問題があったんではないかと。例えば駅前

計ではやっておりませんけれども、泉南地域広域

再開発の問題、これは約１３０億の公社の借金が

行政圏協議会、こちらの方でやっております。そ

あるわけであります。

れからまた、当然これから広域行政を進めるとい

それと、私は福祉センターは大いに結構だと思

う研究会なんかの中でも、そういうアンケートと

います。当然あるべきものだと思います。しかし、

いうのはやっていく必要があるというふうに思っ

当時は大変な議論になったと思いますが、今のあ

ております。

いぴあがあの場所にできていいのかどうか。あれ

それから、今御指摘がありました、もし新たな

で過去、新たに土地を取得しなければいけない。

市町村合併が生じた場合、今ある正式な財産区は

中央公園の用地ですから、それで約３０億弱の土

樽井だけでございますけれども、そういうものは

地を購入しておる。ランニングコストは２億３，０

どうなっていくのかということでございますが、

００万。要は、やっぱりそういうものがもし違う

これはまだ整理できておらないというふうに思い

場所にできておれば、中央公園でない場所にでき

ます。

ておればどうだったのか。

大阪府に対しましては、１つ問題の投げかけを

私どもは、福祉・文化・医療ゾーンという提案

しておりますのは、泉南市も合併して昨年で３０

をさしていただきましたけども、残念ながらそれ

−３５−

はだめだったわけです。そうすることによって今

年間１０万人、あれだけ利用されてる施設はない

の財政難はある程度防げたんではないか。当時は

わけでありますから、これはやはり胸を張って、

いろんな議論になりました。そういうふうな問題

多くの人々に利用いただいてるということですか

をやっぱり明快に示して、そして次にこうやるん

ら、非常によかったんではないかというふうに思

だということをやっぱりやる必要があるんじゃな

います。

いでしょうか。

その他も、中止すべきは中止、延期は延期とい

行財政改革においてもそうであります。これか

う形でやっておりますし、駅前再開発についても

ら市長、どうなんですか、これを真剣にやらなけ

新たな展開ということで因数分解をして、我々行

れば、平成十五、六年か、４０億ぐらいの赤字に

政のやる部分と民間さんでお願いする部分と仕分

なる可能性がある。再建団体ですね。待ったなし

けをいたしました。やれる部分は徹底してやって

なんですよ。それも行政責任、市長責任において

いきます。そして、お示ししましたように、ここ

やらなければいけないんです。それはやっぱり明

しばらく厳しい状況が続きますので、それに十分

快にやっていく必要がある。もう今そういう時代

耐えていけるような行財政改革をやっていきます。

ではない。開かれた市政、市長は市民にできるだ
けオープンにしたいと、それは大いに結構だと思

終わります。
○議長（奥和田好吉君） 以上で角谷議員の質問を

います。だけど、一定非があるとするなら認め、

終結いたします。

だからこうするんだと、時代背景がこうだったか

次に、１４番 南 良徳君の質問を許可いたし

らこれは仕方がなかったけど、結果的においてこ
うだったとか、いろんな言い方があろうと思いま

ます。南君。
○１４番（南 良徳君） ２１世紀クラブの南 良

す。

徳でございます。平成１３年第１回定例会に当た

しかし、そういうことを全部なしで、例えばこ
の市政運営方針についても、私が申し上げたのは

り、市長の市政運営方針について代表質問をさせ
ていただきます。

そういうことなんです。市政運営方針は、市長は

夢と希望を持って迎えた新しい世紀、２１世紀

予算に基づいてと言われますが、市民はそうは見

の幕があき、はや弥生３月となりました。経済を

ないんです、これを見たら。我々もそうなんです。

中心として２０世紀の終わりの１０年は、「失わ

やっぱり予算はずっと積み上げのものなんです、

れた１０年」であったと言われています。そうい

過去からのずっと流れなんです。そういう中で、

ったことからも、２１世紀の中で最初の１０年は

本年度の予算が、来年度の予算ができるわけです

最も重要であると思います。

から、そういう意味ではそういうものを明快にし
ていく必要があるんではないでしょうか。

しかしながら、負の遺産を引きずり景気回復に
は至らず、政府の２月の月例経済報告で１月の判

もう時間は恐らくないでしょうね。最後の答弁
をお願いします。

断を下方修正し、「景気の改善テンポがより緩や
か」となっています。３月の月例報告も２カ月連

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

続下方修正し、「景気は足踏み状態」といった表

○市長（向井通彦君） ですから、過去に計画され

現になりそうです。

たものも見直しあるいは延期、中止をやってきて

そういった中、８２兆６，５２４億円の国の予算

おります。御指摘がありました総合福祉センター

案が３月２日衆院を通過し、参院に送付されまし

も文化センター併設ということでございましたが、

た。一日も早く予算を成立させ、景気回復を図ら

もう文化センターはやめております。それは私に

ねばなりません。昨年も同じようなことを申し上

なってやめたわけでございますが、正解だったと

げまして、まさに「失われた１年」であります。

いうふうに思います。今あれをやっておれば、恐

また、大阪府は一般会計３兆１，５８７億円とな

らく破綻かなという懸念をいたしております。

る今年度当初予算を発表されました。予算規模は

場所的には、やはりあそこが一番よかったと。
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過去最大であるものの、財政運営では２００６年

度決算段階での赤字再建団体転落は避けられない
見通しであると言われています。そういった中、
本市においては一般会計で１９６億５，４４０万円
の予算案を示されました。

環境問題２点目は、ごみの減量化対策について
お伺いいたします。
本年４月からリサイクル推進のため、家電リサ
イクル法や再生品の購入拡大を目指すグリーン購

さて、市政運営方針にも述べられていますが、

入法も施行されます。本市においても今議会に関

本市は昨年、市制３０周年を迎え、各種イベント

連の条例が上程されます。ごみの減量化について

や記念事業を実施されました。御協力をいただい

は、分別収集を初め生ごみ処理機の購入補助等、

た市民の皆様や関係各位の御苦労に対しまして感

積極的に取り組まれていますが、さらなる減量化

謝申し上げます。大きな節目を通過し、新たな第

には有料化の問題があります。

一歩を踏み出しましたが、このスタートの年が２

先般、読売新聞の全国世論調査で有料化につい

００１年、すなわち２１世紀のスタートでありま

ての調査結果が掲載されていました。それにより

す。

ますと、有料化賛成が５２％、反対が４５％であ

そこで、具体の施策についてお聞きする前に、

り、１，９９７年度現在、有料化をしている自治体

まずプロローグとして総論的なことをお聞きいた

は８７２市町村となっていました。全国ベースと

します。

各地域の考え方には格差があるとは思いますが、

先ほども質問がございましたが、市長は以前か
ら「水・緑・夢あふれる生活創造都市」をスロー
ガンにまちづくりを推進しておられますが、２１
世紀がスタートした今、改めてこの「生活創造都
市」とはどういった都市像なのか、お示し願いた
いと思います。

市長はこの問題についてどういうふうにお考えに
なられてるか、お伺いいたします。
次に、大綱２点目は、豊かな人間性をはぐくむ
教育と文化のまちについてお伺いいたします。
１点目は、生涯学習体制の整備についてであり
ます。

次に、冒頭申し上げたように、２０世紀最後の

平成２年の泉南市第３次総合計画で生涯学習体

１０年が「失われた１０年」であるならば、この

制の整備がうたわれ、１０年が経過いたしました。

２１世紀の最初の１０年が重要であると思います。

しかし、この間どれだけ整備ができたのかといい

市長は、夢と希望のある２１世紀を展望されると

ますと疑問符がつきます。生涯学習については何

言われていますが、どういった展望なのか、お伺

度か質問をさせていただき、市長も深い御理解を

いいたします。

いただいておりますので、今回はこの体制の整備

私は、新世紀に当たり、発想の転換でアイデア

について質問をさせていただきます。

を出し、アメニティなまちづくりを基本に、安心

体制の整備といううたい文句だけではなく、具

で生きがいのある泉南市を目指し、活動してまい

体にどう推進していくのかとなりますと、少なく

りたいと考えています。そういった観点から、大

とも担当課の創設や整備計画の策定をしなければ

綱５点について質問をさせていただきます。

前進はないと思います。２１世紀が始まった今、

まず、大綱１点目は環境問題であります。

まずそういったところから取り組むべきと考えま

２１世紀の重要テーマである循環型社会の実現

すが、市長の御所見をお伺いいたします。

に向けて、環境問題に関心が高まっています。昨
年、地球温暖化について質問をさせていただきま

２点目は、教育施設の整備についてお伺いいた
します。

した。その中で、環境に対する市民意識向上のた

教育環境を考えるとき、教育施設の整備は最も

め表彰制度の提案をさせていただきました。そし

重要であります。本市の教育施設は、老朽化も含

て今般、「泉南市環境実践アイディア大賞」を設

め維持改修が急務であります。しかしながら、財

けていただきました。この大賞については、その

政状況の悪化等により改修ペースが遅くなってい

アイデアを施策に反映させるべきであると考えま

るのが現状であります。今般、トイレの改修につ

すが、いかがでしょうか。

いては国の補助基準も緩和され、トイレの改修に
−３７−

ついてのペースを早められると思います。あわせ

の契約ができそうであると伺っています。しかし、

て大規模改修についても中期的な年次計画を立て、

全体的に見ればまだまだ頑張らなければならない

早急に整備をすべきであります。

状況であります。

また、先般の決算委員会でも申し上げましたが、

今後、それぞれの委員会において活性化につい

入札減等不用額が出た場合、不用額とするのでは

て議論され、分譲促進につながっていくものと思

なく、優先的に維持改修に努めていただきたいと

いますが、あわせて議論しなければならないのは、

思いますが、いかがでしょうか。

分譲することだけに主眼を置くのではなく、泉南

次に、大綱３点目として農業公園についてお伺
いいたします。

市としてこのりんくうタウンをどういったまちに
していくのかを考えなければなりません。そして、

平成４年の構想以来、一部工事に着手されてま
いりました。その後、厳しい財政状況により、こ

その考え方を発信していかなければならないと思
います。

の事業を１期と２期に分け、まず１期事業として

検討委員会の活用の素案で、実現のための取り

２５億円、規模は１０ヘクタールとして取り組ま

組みの方向性の１つに、核機能の創出とあります。

れています。しかしながら、この１期事業にして

魅力的な産業支援機能の実現として何点かの例示

も、当初の構想段階における投資効果の予測と現

がありますが、私はその１つとして、ベンチャー

状とでは差異が生じていますし、運営コンセプト

企業を核としてベンチャービレッジにしてはと考

が十分反映できるかどうかについても懸念してお

えますが、市長の御所見をお伺いいたします。

ります。

次に、大綱５点目として、市民参加で未来に生

さらには、開園後のランニングコストにつきま

きる喜びのまちについてお伺いいたします。

しても、明確な提示もございません。私は、そう

先般、ある雑誌で佐賀県多久市の市長が紹介さ

いった課題も含め、見直しをする必要があると考

れていました。この市長は、市長はＣＥＯ（チー

えますが、市長の御所見をお伺いいたします。

フ・エグゼクティブ・オフィサー）、つまり最高

また、紀泉ふれあい自然塾が平成１５年に完成

経営責任者であり、政治、行政も経営との信念で、

すると伺っていますが、こことの整合性や相乗効

市役所は市民の役に立つところであり、職員を雇

果についてはどうでしょうか。

用しているのは市民であると、あくまで視点は市

財政再建のため、大阪府においても全事業をゼ

民に置いて市政を創造されているとのことであり

ロベースで見直し、再構築を図られているようで

ましたが、この考え方について市長はどう思われ

すが、本市においても大型工事についてはＰＦＩ

ますか。

の導入等を検討する必要があると考えますが、い

次に、行財政改革についてお伺いいたします。

かがでしょうか。

２月２８日に新行財政改革大綱が示されました。

次に、大綱４点目として、りんくうタウンの活
性化についてお伺いいたします。

この中で基本方針として、効率的、効果的な行財
政運営の確立、健全な財政運営の確立となってい

りんくうタウン活性化のため、Ｅ−６地域にお
いては分譲価格が平米９万円台に引き下げられま

ます。勇気を持って本気で取り組んでいただきた
いと思います。

した。また、府において企業誘致を促進するため

また、事務事業評価システムの導入については

の税制面の支援措置も検討中と伺っています。さ

検討を行うとなっていますが、昨年私の代表質問

らに、外部有識者によるりんくうタウン活用方策

でこのシステム導入について提案させていただき、

検討委員会を設置され、既に数回の会議を開催さ

市長からは前向きな御答弁をいただき、早速組み

れているとのことであります。

入れていただきまして、ありがとうございます。

一方、本市においても企業誘致促進条例を制定

ただ、１次のときもそうでしたが、この行財政

し、新たにりんくう南浜活性化委員会を立ち上げ

改革によりどれだけの効果があるのかの金額ベー

られました。そういった御努力もあり、新規２社

スでのお示しがございません。お聞きしますと、
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実施計画の中で提示されるとのことでございます

以上、総論と大綱５点について質問をさせてい

ので、それは了としますが、実施計画を策定され

ただきました。市長の御答弁をよろしくお願い申

る中で、市長のリーダーシップにかかわる点につ

し上げ、壇上からの質問を終わります。

いてお伺いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの南議員の質問

それは、機構改革と定数管理であります。機構
改革については、さまざまな観点からの取り組み

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。
○市長（向井通彦君） まず、プロローグの部分か

が求められています。しかし、重要なのは理念を

ら御答弁を申し上げます。

明確に打ち出し、どういった効果を期待し、改革

まず、生活創造都市像ということでございます

されるかであると思います。また、適正な定数管

けども、本市の将来都市像を「水・緑・夢あふれ

理についても、理念により信念を持って取り組ん

る生活創造都市」と位置づけ、本市の特徴であり、

でいただかなければならないと思います。そうい

かつ貴重な財産であります自然環境の保全と活用

った理念については、やはりトップリーダーが示

を基本に、海や川等の水辺の自然特性を生かし、

す必要があると思いますが、市長のお考えをお示

山間部の緑の保全と活用を推進しつつ、世界の玄

しください。

関都市にふさわしい「住・職・学・買・遊」がそ

最後に、広域行政についてお伺いいたします。

ろった快適で安全に生活できるまちづくりを目指

本年１月１１日、泉南、阪南、岬の２市１町の

しております。

首長により、合併も視野に入れながら広域的な連

具体的に申し上げますと、山間部におきまして

携を積極的に推進することで合意をされました。

は金剛生駒紀泉国定公園の指定を受け、現在滞在

そして、仮称泉州南広域行政研究会を早急に組織

型の自然体験ができるふれあい自然塾の整備や、

し、本年度より調査研究を実施するとなっていま

本市の特徴でもございます花卉栽培を中心とした

すが、その内容についてお伺いいたします。

農業体験もできる農業公園の整備、また学園計画

私は、広域行政については進めるべきだとは思

地ライブラリーの登録、高等教育施設の誘致を行

っていますが、この中での問題は、先ほどもござ

うとともに、平野部ではこれらも本市の特徴の１

いましたが、合併も視野に入れての部分でありま

つでありますため池を水辺のふれあいの空間とし

す。市長は、合併特例法の期限を意識されてのお

てのオアシス計画の整備や、大臣表彰も受けた緑

考えだとは思います。また、プロセスとしての理

住タウンインフラ整備促進事業による住環境の整

解はできますが、合併となりますと市民のコンセ

備や、さらには企業進出のおくれているりんくう

ンサスが重要であります。

タウンでは、企業誘致促進条例の制定を行い、企

ある合併シンポジウムで、市町村合併の話は、
ふろに例えれば上の方

国でございます

で

業進出の促進や雇用機会の創出と、まさしく「住
・職・学・買・遊」のそろった夢と希望のある生

は沸騰しているが、真ん中、市町村はまだぬるく、

活都市へのまちづくりに努めております。この施

一番下、住民では冷たい水のままだといった発言

策を推進することで、将来に向けてさらなる夢と

があったという記事もございました。

希望が展開できるものと考えております。

広域行政を進める中で必然的に合併の話が出て

次に、２１世紀の展望の中で、夢と希望という

くることには理解はできますが、最初から合併を

部分ということでございますけれども、２１世紀

視野に入れるのであれば、合併によるメリット、

が始まったわけでございますが、２１世紀のキー

デメリットについて十分説明し、論議し、市民の

ワードとして、人権・福祉・環境・教育というこ

声を聞きながら今後のあるべき方向を決めるべき

とを挙げております。これらを着実に実行してい

だと思いますし、合併協議会や地域審議会の設置

くことによりまして、２１世紀の泉南市といたし

等についても並行して議論する必要があるのでは

ましては、非常に夢の多い、あるいは飛躍の世紀

ないでしょうか。市長のお考えをお伺いいたしま

であるというふうに考えておりまして、特に関西

す。

国際空港の全体構想完成と相まって、さらなる地
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域の利便性、そして活力が発揮できるものと考え

おります。

ておりまして、将来的には夢のある、あるいは希

また、家庭の生ごみ減量化を行うため、コンポ

望の多い２１世紀が展開できるというふうに考え

ストなど提供を行ってまいりましたが、昨年４月

ているところでございます。

からは生ごみ減量化等処理機器購入補助金交付要

次に、環境問題の「環境実践アイディア大賞」

綱を施行いたしまして、生ごみの減量化を促進し、

でございますけども、昨年南議員の方から環境家

ごみ減量化に対する意識の高揚を図られることを

計簿をつけてる方に何か賞をお渡ししてはという

目的として、生ごみ減量処理機器の購入に対し一

御提案をいただきまして、そのときに私の方から、

定の補助を行ってまいりました。

環境家計簿だけではなくて環境全体としてとらま

ちなみに、１月末現在で７５件の補助を行って

えて何か励みとなるような、例えば環境大賞的な

おります。通年１００件を想定いたしておりまし

ものを検討したいということを申し上げておりま

たので、ほぼ順調な内容かというふうに思ってお

した。

ります。今後とも、資源ごみの分別収集はもとよ

そして、１３年度から「泉南市環境実践アイデ

り、生ごみ減量化処理機器購入に対しての補助に

ィア大賞」というのを設けたいと思っております。

よる生ごみの減量化、資源化もあわせて行い、ご

これは、市民が日常生活において、環境の保全及

みの焼却処理をできる限り減量してまいりたいと

び創造に市民みずから積極的に努めていただくた

考えております。

めの啓発活動の一環として、「環境実践アイディ

有料化につきましては、昨年清掃事務組合議会

ア大賞」を創設して表彰をしていきたいと思いま

において山形県に視察に行きました。このとき東

す。

北地方はほとんど有料化をされておりまして、そ

地球温暖化防止や水環境の保全など環境保全全

の内容を十分私も、それから当時の副管理者であ

般に関する実践アイデアが他の模範となる個人ま

ります阪南市長、それから清掃組合議会議員の皆

たは団体を表彰しまして、その実践アイデア事例

さんも研修をされまして、現地でもやはり有料化

を広く市民に紹介することにより、市民の環境保

というのは必要だなという意見が大勢でございま

全に関する自主的な取り組みを促進していきたい

した。

と思います。

そこで、私も帰りましてすぐに清掃担当に命じ

御指摘ありましたその中で行政として取り入れ

まして、泉南市と阪南市でこの有料化についての

るべきことがあれば取り入れていくのかという御

研究をしなさいということを指示いたしまして、

質問でございますが、当然これは市民提案と同じ

昨年１１月に阪南市との共同の会議を持って、ご

ような性格を有するというふうに受けとめており

み処理費用の適正負担のあり方や、導入するに当

まして、本市といたしましては、従来から市民提

たりどのような問題を解決する必要があるかとい

案を積極的に受けとめております。昨年は市民提

うことを協議をさせているところでございます。

案で泉南市民証の発行もいたしました。ですから、

今後とも先進市の実例を参考に協議、検討してま

環境の分野でも市民の皆さんからこの「アイディ

いりたいというふうに考えております。

ア大賞」の中でいろんな御提案をいただければ、

なお、本年４月からは、その他プラスチック類、

行政として取り組んでいける部分があれば積極的

それから紙製容器の分別をいたしております。こ

に取り組んで、また取り入れてまいりたいと考え

れの成果も出ておりますし、泉南清掃事務組合の

ているところでございます。

平成１２年度、まだ１月末現在でございますが、

次に、ごみの減量化についてでございますが、

人口はふえておりますにもかかわらず相当焼却ご

本年４月からはプラスチック容器並びに紙製容器

みが減少しているという結果が出ておりますので、

を加え、資源ごみの分別収集を大阪府でも先行し

大変大きな成果があったのではないかというふう

て行ってきたところでございます。これらにより

に思っておりますので、この推移については今後

排出されますごみの減量化並びに資源化を図って

とも十分見てまいりたいというふうに考えており
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ます。

に対応して全国の市町村に、成人を対象としてイ

次に、生涯学習の問題でございますけども、週

ンターネットあるいはコンピューターの初期的な

休２日制の拡大等に伴う余暇時間の増大や情報化、

講習を行うということになっておりまして、本市

高齢化社会の到来、ライフスタイルの変化など社

も先般の１２月議会で補正をいただいて、現在そ

会の急激な変化が進む中で、市民一人一人が生涯

の機器の購入なり計画を進めているところでござ

にわたって潤いと生きがいを持って充実した生活

いまして、先般の３月号の広報でもお知らせをし

を営むことができるよう、生涯学習社会の実現を

ているところでございます。

図ることが重要な課題となっており、行政として

また、教育施設の整備につきましては、本市の

多様な学習機会を提供することが強く求められて

教育施設の多くは、昭和４０年代以降の児童・生

います。

徒の急増期に新築、増改築され、築後二十数年経

現在、策定中の第４次総合計画の中に生涯学習

過し、施設そのものの構造、機能面に老朽化が進

体制の整備も盛り込まれるものと思われますが、

み、補修や改修の必要性が生じてきております。

生涯学習推進計画は全庁的に取り組む必要があり

施設の整備につきましては、学校運営上支障を来

ますので、第４次総合計画がある程度まとまった

さないことを第一に考え、緊急性、危険性のある

時点で内容を具体的なものにしていく必要がある

ものから優先的に実施しております。

と考えております。

また、大規模改修を計画的に実施すべく、耐震

また、各部署においては、生涯学習としての講

診断を小学校１１校で実施してまいりました。１

座を開催しておりますが、これらの関連施策を項

３年度におきましては、中学校４校の耐震予備診

目別や対象者別などについて整理し、全体的な把

断を実施してまいりたいと考えております。御指

握に努めるべく取り組んでいるところでございま

摘ありました今年度より学校における老朽トイレ

す。

の改善を促進するための補助制度の変更により、

昨年も南議員からこの点の御指摘がございまし
て、すぐに教育委員会の方にお願いいたしまして、

年次的に整備を進めてまいりたいと考えておりま
す。

それぞれ市長部局も含めてやっておる生涯学習と

今後とも、児童・生徒の生活の場としてふさわ

言われるものを一覧としてまとめなさいというこ

しい安全と潤いのある教育環境づくりの推進に全

とを申し上げまして、一定の取りまとめは行って

力で取り組んでまいりたいと考えております。

おります。それは一堂に集めたものでございます

次に、農業公園についてでございますが、農業

ので、今後ちょっと年齢階層別とか、それをまた

公園につきましては、地域農業の振興や市民の余

組みかえて、どういうエージ、年齢層にどういう

暇活動の場を提供する目的で事業を進めておりま

生涯学習がなされているのかということのまとめ

す。また、雇用機会の創出、農業を介した交流促

もしてまいりたいと考えております。

進などにより、地域の活性化にも資する幅広い機

なお、生涯学習を担当するそういう名称を付し

能を有する施設になると考えております。

たような課なりあるいは部なりという御指摘もご

施設整備にかかる費用につきましては、現下の

ざいますが、これは現在教育委員会の組織全体の

厳しい財政状況の中で負担を軽減するため、事業

見直しをするということにいたしており、検討を

全体を１期事業と２期事業に分け、開園するため

いただいておりますので、先般も教育長にこの生

に当面必要な施設整備を１期事業として、平成１

涯学習というのが１つの柱ですよということを申

６年度の完成をめどに取り組んでいるところでご

し上げておりまして、その中で検討をして、また

ざいます。

御意見をちょうだいする機会を得たいというふう
に思っております。

さらに、１期事業の一部につきましては、農林
水産省の補助事業の採択を受け、国５０％、府１

次に、ＩＴ講習の問題でございますけども、こ
れも社会教育の一環として、国等がＩＴ革命時代
−４１−

５％、合計６５％の補助を受けるなど、より有利
な財源確保に努めてきているところでございます。

また、開園後のランニングコストにつきまして

次に、りんくうタウンのことについてでござい

は、農業公園は植物の栽培管理を初めとする面的

ますけれども、りんくうタウンの現状につきまし

な土地管理のほか、農園や花畑の運営や直売施設

ては、まちづくり、あるいは商工業や観光業等の

など施設の性格上、一般の都市公園よりもコスト

産業振興の観点から、さらには財政上の視点から

を必要とする傾向がございます。

も極めて遺憾であり、その活性化に向けて全力を

施設を設置する目的を達成し、効果を発揮して
いくためには、できるだけ多くの市民に親しまれ

傾注すべきであり、市政上の最重要課題の１つで
あると考えております。

利用していただく施設にしていくことが重要であ

このような状況下、りんくうタウンの活性化を

り、一方で施設の収益性を高めるためには、利用

目指し、これまで大阪府は産業活性化ゾーンの設

者により多くの負担をお願いすることにもつなが

定と分譲価格の引き下げ、補助制度、融資制度の

り、これをどのようにバランスさせていくかは大

充実を図ってまいりました。本市もこれらの施策

変難しい問題でございます。

との相乗効果を考え、一昨年の４月からりんくう

本市の農業公園が魅力ある施設として多くの市
民に利用され、また可能な限り市の負担が軽減で
きるよう、利用料の設定方法も含め総合的に検討
していきたいと考えております。

タウンへの立地企業に奨励金を交付する泉南市企
業誘致促進条例を施行したところであります。
ところで、大阪府はりんくうタウンの活性化を
目指し、職員によるプロジェクトチーム、学識者

ＰＦＩの導入につきましては、農業公園に限ら

による検討委員会を昨年１１月に相次いで設置し、

ず公共施設整備への導入の可能性について検討を

活性化方策の検討を進めておりますが、今回さら

行っているところでございます。

に約３０％の分譲価格の引き下げを実施するとと

農業公園への導入につきましては、施設整備に

もに、法人事業税や不動産取得税の軽減などを含

対して既に公共事業として補助事業も導入し工事

む税制優遇策をも検討しているところでございま

を実施しておりますので、途中からＰＦＩ事業に

す。

切りかえることは困難であると考えております。

本市も、りんくうタウンの活性化を目指し、諸

しかし、２期事業に対しましては、整備内容、整

課題への対応を図るため、過日、助役を座長に関

備時期、整備手法等これからの検討課題でござい

係する部課長で構成するりんくう南浜活性化検討

ますので、ＰＦＩの導入の可能性も含めて検討し

会を設置したところです。今後、企業誘致策の充

てまいりたいと考えております。

実や土地利用のあり方など市としての一定の考え

次に、紀泉ふれあい自然塾との整合性について

を早急に確立する予定でございます。

でございますが、紀泉ふれあい自然塾は、自然体

なお、今回、産業活性化ゾーンへ新たにＩＴ化

験滞在拠点整備事業により、自然の中で暮らし、

時代にふさわしい精密機器部品、情報関連メーカ

学ぶ施設として、炭焼きや間伐、まき割りなどの

ー２社が進出することが決定され、分譲申し込み

里山体験のできる滞在型の施設として計画されて

をされました。御指摘のようなベンチャー村、ベ

いるものでございます。一方、農業公園につきま

ンチャービレッジという御提案でございますが、

しては、地域農業の振興と花摘みや貸し農園での

今回の２社はまさに今の時流に乗る２社というふ

耕作など農業との触れ合いをテーマとして計画し

うに考えておりまして、これを核にさらにすそ野

ている施設であり、おのずからすみ分けが図られ

が広がって、また将来性のある企業の立地誘導策

るものと考えております。

や特色あるまちづくりに向けまして、より一層大

同じ泉南市の山間部に位置する施設でございま
すので、施設の運営に当たりましては、互いに機

阪府と連携を強化して、りんくうタウンの活性化
に努めてまいりたいと考えております。

能を補完し合うことによって、利用者のサービス

それから、広域行政の問題でございますけれど

の向上並びに誘致につながるよう大阪府とも協議

も、これは先ほど来の御質問者にもお答えしまし

してまいりたいと考えております。

たように、この１月１１日に２市１町の市長、町
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長が寄りまして、今後２市１町は広域行政を積極

できることを基本理念に、行政効率の向上や同一

的に推進していこうという意見合意がなされたと

行政目的の組織の一元化、それと既成概念の払拭

ころでございます。それを受けまして、平成１３

の中で効率的な組織、機構を考えていくというこ

年度から泉州南広域行政研究会というものを立ち

とと、行財政改革の実効ある推進ができる体制、

上げまして、調査を実施してまいりたいと考えて

そして開かれた市政の推進ということを旨として、

おります。

第２次改革の実施計画とともに、それとも整合さ

そして、どういう調査をするのかという御質問
でございましたけれども、これはまだ規約案でご

せながらお示しをしてまいりたいと考えていると
ころでございます。

ざいまして、成案になっておりませんが、規約づ

それから、１つありましたこれからの行政のあ

くりを私ども泉南市が任されておりますので、そ

り方として、佐賀県の多久市のことが紹介されま

の中で既に立ち上げております南河内の広域行政

した。ＣＥＯ（チーフ・エグゼクティブ・オフィ

研究会のも参考にしながら、主に次のようなこと

サー）という方式なんですが、これは従来から市

をやっていきたいと考えております。

というのはもともと市の行政を行うところである

１つは、２市１町の地域の現況調査、それから

わけなんですけども、一方では都市経営という一

２市１町の広域的課題に関する調査研究、そして

面もあるわけでございまして、このことは当然以

広域的連携のあり方等に関する調査研究、広域的

前から、英語で書くかどうかは別にして、既にそ

連携についての住民意識に関する調査研究、その

ういう認識は十分ございましたし、私自身もそう

他広域的連携に必要な事業、このようなことをや

いう感覚で運営をしておりますし、しなければな

っていきたいというふうに考えております。

らないというふうに考えております。

いずれにいたしましても、今後はこれらの進捗

職員に対しましても、昨年秋に部課長全員を対

を逐次御報告いたしますとともに、市民の皆様に

象として数回に分けまして研修をいたしまして、

もお知らせをして、そして十分いろんな方々の御

私が講師となって、御指摘ありましたように市役

意見もお聞きしてまいりたいと考えているところ

所、いわゆる行政が最大のサービス産業であると

でございます。

いうことと、職員のあり方、あるいは市民との接

次に、行財政改革大綱の件でございますけれど

し方等きめ細かく講義を行い、また実例も示して

も、機構の改革をどう考えているのかということ

お話をさしていただいたところでございます。一

と、新行財政改革大綱２部の具体的な実施計画に

方では、都市経営的な感覚ということで、これか

ついての御質問でございました。

らのいわゆるバランスシートも含めて、行政全体

先般お示しをいたしましたのは大綱でございま

がやはり民間的な考え方に立った運営をしなけれ

して、これをいかに今後ここに示されております

ばいけないということも申し上げたところでござ

内容を実現していくかということについては、実

います。

施計画を策定して、その中できめ細かく取り決め
をしていきたいと考えております。

いずれにいたしましても、これからの時代、非
常に厳しい地方自治体の時代を迎えるわけでござ

あわせまして、御指摘ありました組織の問題、

いますから、いち早くいかにこういうことに取り

これは当然市長部局と、それから教育委員会がご

組み、そして行財政改革を成功させるかというこ

ざいます。そして、もう１つは、これも指摘のあ

とがサバイバル、すなわち生き残りにかかわって

りました定員管理計画、これらをあわせてお示し

くるというふうに思っております。幸い本市は４

をしてまいりたいと考えておりまして、その中で

年前、現実的には４年半前に緊急対策から始まっ

特に組織等の改革に努めてまいりたいと考えてい

て行ってまいりました成果が、ようやく実を結び

るところでございます。

つつあるというふうに考えております。

これについては、やはり市民の利便性を最優先

なお、これから先も非常に厳しい状態が続くと

にするため、最少の経費で最大のサービスを提供

いうふうに思いますけれども、後でこれらに取り

−４３−

組んだ近隣市町と比べていただいても、本市がい

市長の御答弁をお聞きしてても、せっかくそうい

かに早く立ち上がり、そしてできることから、わ

ういい考え方をしていただいてても、そういった

ずかなことでもやってきたという成果が一定上が

ことが伝わってこないというふうに思いましたの

っているのではないかというふうに思っていると

で、あえて聞かしていただいたわけでございます。

ころでございます。今後とも不断の努力をしてま

そういうことで、今後の市政運営方針の書き方

いりたいと考えているところでございますので、

といいますか、お述べになられることについて御

よろしく御理解を賜りたいと存じます。

答弁をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 南君。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○１４番（南 良徳君） 一通り御答弁をいただき

○市長（向井通彦君） 市政運営方針は従来からこ

まして、若干時間がございますので、再質問をさ

ういうスタイルで来てるというのもあるんですけ

せていただきます。

ども、現実論としてやはり１３年度の冒頭の議会

まず、プロローグでございますが、なぜこれを

であるという、そして予算を提案してるという立

私がお聞きしたかといいますと、壇上からも申し

場からすれば、その１３年度に特化して書かざる

上げたように、やはり２１世紀の始まりであると

を得ないというふうには思っております。ただ、

いうことと、本市の第４次の総合計画がこれから

例えば市長の改選期とか、そういうときには中長

策定されようとしている。それが１つは１０年先

期のビジョンというものは当然お示しすべきであ

を考えた中で、１つのグランドデザインになって

ろうというふうには思っております。

いると。そういった意味では、この市政運営方針

したがって、今後の書き方については、今いろ

はその４次総合計画のことには触れられていない

んな御意見、先ほどもいただきましたので、来年

んですね。

度以降どういう書き方をするかというのは、もう

先ほども若干ございましたが、市長の御答弁で

一度我々の方でも工夫してみたいと、このように

は平成１３年度の予算を中心にということでござ

考えているところでございます。

いますが、少なくともこの冒頭の初めにという欄

○議長（奥和田好吉君） 南君。

に１つの泉南市の将来像、ビジョンをやはりもう

○１４番（南 良徳君） 時間が余りございません

少し語っていただきたい。そういう意味で、今ま

ので、ちょっと飛ばしてお伺いをしたいと思いま

でのスローガンなり何なりを改めてお聞きしたわ

す。いろいろ御答弁いただきまして、非常に私の

けでございます。

期待した御答弁もいただいております。若干、今

だから、具体にこの５ページ目からは予算につ
いての施策なり何なりについてお述べになってお

こういった形で再質問をさせていただかなければ
ならないところもございます。

りますが、最初の１ページ、２ページ、３ページ

生涯学習体制の整備でございますが、私は具体

については、やはり当然１３年度の予算もござい

に課の創設であり、いろんな今後の取り組みなり

ますが、今後の５年、１０年あるいは何十年とい

を申し上げたわけでございますが、やはり言葉だ

った先のビジョンも含めてお述べいただきたいと

けではなしに、具体にやっていかないと成果が上

いうふうに思うわけでございます。

がらないわけで、そういった意味では平成２年の

それでないと、一体どっちへ向いて行くんだろ

３次総合計画から余り変わっていないのではない

うと。予算は厳しい厳しい、赤字だ何だというよ

かということを指摘させていただいたわけで、や

うな話ばかりが先行して、まさに言われてる夢世

はり入り口論だけではなしに、具体にじゃどうや

紀に私はなり得ないと。本当に何か夢ばっかり見

ねんということで、ぜひ取り組んでいただきたい

て、本当に夢で終わってしまうというのでは困り

と思います。

ますので、せっかく市長、いろいろお考えをお持

その中で、ＩＴの問題がございまして、１３年

ちですし、特に第４次総合計画にはこういうこと

度からいわゆる講習をされます。これは既にお聞

をうたっていくんだということぐらい、やはり今

きしておりますように１２０台、６カ所でトータ

−４４−

ルで１２６台で講習をされるということですが、

省けるようなサービスを提供していこうと、まず

それはそれとして今後のＩＴ戦略ということで市

そういうことからやろうということでスタートし

長はいろいろ研究なり勉強なりされてると思いま

たわけでございまして、とにかく身近な、しかも

すので、それは講習でございますから、そうでな

やれることから、今の環境ですぐやれるものから

くて市全体の、今学校関係も既にいろいろ配置さ

順次やっていきたいと、このように考えておりま

れておりますが、今後の例えば図書館でどうなん

す。

だとか、あるいはどこでどうなんだというような

○議長（奥和田好吉君） 南君。

こともあろうと思いますので、１つのＩＴ戦略と

○１４番（南 良徳君） ひとつ頑張っていただき

してどういうお考えをお持ちになっているのか、
その辺、お聞きをしたいと思います。

たいと思います。
先ほど御答弁いただいた中で、以前から市長が

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

言われてますが、教育長に生涯学習の機構なり中

○市長（向井通彦君） これからはやはり情報化の

身についてもいろいろまとめていただいてると、

時代だというふうに思っておりまして、先般泉南

こういうお話がございました。

市も情報化推進本部というものをつくりました。

３月３日付の朝日新聞に、出雲市が非常に画期

一応私が本部長で、あと助役、各部長あるいは担

的というか、これは私まだ、先ほどいただいたの

当課長なり、そしてＩＴに興味のある、そしてわ

で中を読んでないんですけども、社会教育部門を

かるといいますか使える職員を係長、課長代理級

市長部局に移管するということで、反対、賛成両

で公募いたしまして、先般命じました。

方載ってるようでございますが、やはり私は生涯

そういうことで、行政として全体としてこれか

学習というのは確かに教育部門が中心になろうと

ら総務省が行おうとしております住民基本台帳ネ

思いますが、全体的に対応していく必要があると

ットワークなんかも、期限を切られて全国の自治

思うんですよ。市長が言われてる人権、教育、環

体で相互乗り入れできるようにしようというよう

境、福祉ですか、これがキーワードというふうに

なことも計画されておりますので、そういう面へ

言われておりますが、私はこの４つについてはテ

の対応とか、それから対市民と行政とのあり方、

ーマであって、そのキーワードが生涯学習という

それをうまく使って、もっと簡素化、あるいは迅

とらまえ方をしてるんです。

速化、あるいは遠隔化できないかというようなこ

そういった意味からも、じゃなぜ福祉なり環境

と。それと、医療とか保健とか、あるいは御指摘

にそういったものが関係してくるのか。本来的に

がありました教育の場も含めて、あるいは生涯学

生涯学習とは関係ないんじゃないかという議論も

習も含めて、そういう体制をつくっていくにはど

ありますが、やはり生涯学習の基本は、私は人づ

うしたらいいかと、どういうビジョンを持ったら

くりだと思います。そういった中で、人づくりを

いいかということを行うということにいたしてお

することによって環境への理解も深まりますし、

ります。

そしてまた福祉についてもいろいろ生涯学習、特

当面１３年度で、その市政運営方針にも少し書

に高齢者の方に取り組んでいただくことによって、

いておるんですけれども、市役所のいろんな各種

いわゆる本来寝たきりになる方が元気に外へ行っ

申請書、いわゆるフォーマット、様式があります

ていろいろ勉強してると。結果的には医療費の削

が、これを各家庭のコンピューターでダウンロー

減であるとか、いろんな福祉への貢献というか、

ドできるようにしたいというふうに考えておりま

していただけると思うんです。だから、私はそう

す。いわゆる泉南市のホームページからダウンロ

いった意味で１つのキーワードとして、テーマは、

ードして、もう既にそれを各家庭で入手していた

言われてることは同感ですが、このテーマ自身は

だいて、そこで記載をしていただくなりして、今

私は何も教育委員会の問題ではないと思うんです

のところ持ってきていただかないといけませんが、

ね。

そういうこっちで書いたりという事務的なものが
−４５−

だから、今の社会教育課がされてることは、確

かに公民館活動を初めいろんな形で生涯学習の７

いかなければいけないというのは私もそうですし、

０％なり何十％はやっていただいてると思います

南議員も一生懸命実践されておられますので、十

が、そういった以外の部分、これはまさに以前市

分意見としては同じものがあるというふうに考え

長も言われましたように、全庁的な問題だと思い

ております。

ます。いろいろまとめていただいたということも、

〔南 良徳君「議長、あと何分」と呼ぶ〕

そういった意味で教育委員会だけではなしに、他

○議長（奥和田好吉君） あと２分です。南君。

の部局もまとめていただいたのかなというふうに

○１４番（南 良徳君） 時間がございませんので

思うんですよ。

最後に、先ほどりんくうタウンの件で市長は今回

だから、機構改革をされる中で、１つは市長部

２社の契約なり、されたのか、まだ途上なのかわ

局に生涯学習という１つのキーワードとして持っ

かりませんが、いずれにしても２社が有力だとい

てきていただけたらなというのが私の要望なんで

う中で、２社とも精密関係のベンチャーであると

すが、その考え方について市長はどういうふうに

いうふうに言われましたけども、私の申し上げて

思われますか。

るのは、これは偶然じゃないんかなと思うんです

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

よ。

○市長（向井通彦君） その新聞報道にありました

特に大阪府がベンチャー企業に対して、いろん

方は、教育委員会制度そのものに批判的な方でご

な助成なり等これから育てていこうと。それとと

ざいまして、全国市長会でもそういうお考えを披

もに関西の地盤沈下をそういったベンチャー企業

瀝されているわけでございます。

によって補っていこうと、こういう姿勢でいろん

確かに教育委員会制度、要するに市長という政
治家が関与できないようにしてるという歴史的な

な補助制度なんかも活発にされてると思うんです
ね。

ものがあるんですけれども、果たしてそうなのか

だから、そういう中で私は逆にそういうベンチ

というのが一方ではやはり議論としてはあるとい

ャー企業で融資なり何なりする場合には、例えば

うふうに思います。ですから、全国市長会でも市

りんくうタウンのこの部分という、そういう位置

長部局と教育委員会とのあり方というのは、１つ

づけをしてやっていかないと、ただ決まったから

の議論になっているのは確かでございます。

ここ、ここというのは、いわゆる歯抜け状態で、

その中で、今御指摘がありました生涯学習とい

結果的にじゃそのゾーンとして何かしようという

うのは、当然両部門にまたがる部分でございます。

ときには、いやこれがあるからだめというような、

従来は教育委員会が中心になってやっておったと

そういうものになるとまずいと思うので、私の申

いうのも、全国的に大体そういう傾向であったわ

し上げてるのは、ベンチャー企業であればベンチ

けなんですが、最近市長部局へ、その組織なりあ

ャー企業、そういった核を、まさにお城ができて

るいは市民全体という考え方から移行という話も

城下町ができる格好でやっていくべきだと思うん

あちこちで現にやってるとこもございますし、計

です。

画されてるとこもございます。ですから、是非論

その中で、例えばベンチャー企業を核とするな

としては当然あるというふうには思っております。

らば、そういう形でベンチャービレッジにしたら

当面、我々の方は一応教育委員会の方でその生

いいんじゃないですかという提案をさしてもらっ

涯学習のあり方というものを議論いただいて、教

たんです。市長は、そういう２社がベンチャー企

育委員会でやる方がいいのか、あるいは市長部局

業ですよというふうに言われました。私も具体に

と一体的にということであれば、また協議もある

わかりませんが、やはりこちらから本市の委員会

というふうに思いますし、まずは主体的に教育委

等において、こういうまちですよ、こういうまち

員会の方で検討をしていただきたいということを

をつくりたいんですよということをいろんな各上

申し上げてるところでございます。

部団体に対しても僕は発信していくべきだという

結論は別として、生涯学習をこれから充実して
−４６−

ことを申し上げてるので、その辺ちょっと偶然で

あれば、それはまたその中に入りますから、ベン

午後３時３０分まで休憩いたします。

チャーで決まればそういう形で行きますし、そう

午後３時 ３分 休憩

いう意味でお伺いしたんで、その辺勘違いされた

午後３時３３分 再開

らぐあい悪いので、ちょっと市長、最後に答弁を

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

お願いします。

開きます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

次に、１番 井原正太郎君の質問を許可いたし

○市長（向井通彦君） りんくうタウンの土地利用、

ます。井原君。

しかも業種別にそういう集約ができるかというこ

○１番（井原正太郎君） 大変お疲れのところ済み

とでございますけども、現実の問題としてはなか

ません。公明党の井原でございます。さきの質問

なか難しいというふうに思います。ただ、今元気

者と相当重なるかなというふうに心配しておりま

があるのは、ベンチャーあるいはＩＴ関連という

す。市長におかれましては、簡潔に御答弁の方を

ことだと思います。

お願いしたいと思います。

さっきの２社というのは、ベンチャーとは私申

最初に、去る２月９日、アメリカ、ハワイ・オ

し上げておりませんで、ＩＴ関連といいますか、

アフ島沖でアメリカ原子力潜水艦「グリーンビル」

まあベンチャーといえばベンチャーかもわかりま

と愛媛県宇和島高校の実習船「えひめ丸」が衝突

せんが、そういう情報関係、あるいはＯＡ機器関

いたしました。この大きな事故で犠牲者になられ

係の企業ということでございまして、正式に申し

た方々に心より同情し、お見舞いを申し上げるも

込みはされたというふうに聞いております。契約

のであります。そして、行方不明の方々の一日も

は４月になるというふうに聞いております。

早い発見を祈るものでございます。

我々の方も府に対しましては、できるだけりん
くうのグレードといいますか、何でもええわとい

市長の市政運営方針について、党を代表して質
問をさせていただきます。

うことではなくて、やはり一定のもともとの基本

まず、昨今の日本の政治を取り巻く諸情勢は、

コンセプトもございますし、それからグレードも

極めて不安定な要素を露呈しながら推移をしてお

ありますので、そういうことを保持しながらでき

ります。中でも現森内閣については、その傾向が

るだけ早く多くの企業に来ていただきたいという

著しく、本日も衆議院で内閣不信任案が出された

言い方をしております。

ようでありますが、支持率においては１けた台に

今回の２社は、別に限定したわけではございま

まで落ちるというありさまで、政権の一端を支え

せんけども、２社ともそういう今の時流に乗る企

てまいった私ども公明党といたしましても残念で

業だということでございましたので、できればそ

なりません。

の２社がまた１つの吸引力を深めていただいて、

その原因は、マスコミ等でも種々報じられてい

そういう関係の企業が来ていただければ、１つの

ますが、森総理の総理としての、また政治家とし

そういうゾーンができるんではないかなというふ

ての基本的な資質が問われ、また国民が望むもの

うに思っております。

から遠くかけ離れていた点に絞られております。

もう１つは、保健・福祉・医療ゾーンがござい

その１つは、ＫＳＤの問題があります。これは

ますので、これはそのゾーンとして１つのその周

公益法人ＫＳＤ（中小企業福祉事業団）が自民党

辺を含めて枠取りを大阪府の方にもお願いをして

の議員選出に関連して、架空党員と党費肩がわり

おりますので、当面はそういう２つの核をつくる

の不正の疑いと、政策決定が金でゆがめられたか

ことで、いろいろ大阪府の方に対してもお願いを

否かの事実等々から、再び政治と金の問題が噴き

しているということでございます。

出しました。その結果、村上正邦元自民党参議院

○１４番（南 良徳君） 終わります。

議員が逮捕されるという事態にまで発展いたしま

○議長（奥和田好吉君） 以上で南議員の質問を終

した。

結いたします。

また、外務省の機密費横領問題で、元要人外国
−４７−

訪問支援室長が公金横領という疑惑は、私どもか

うにかかわっていくのかをお示し願いたいと思い

ら見れば絶対許されないことであります。言いか

ます。

えれば、税金を湯水のごとく利用して私腹を肥や

また、市長は、海、川、水辺の自然特性を生か

していた姿を見るにつけ、国民から見たときには

し、山間部の緑の保全と活用を推進しつつ、住・

怒りとなり、ますます政治に疑いが増してくるの

職・学・買・遊のそろった快適で安全に生活でき

は当然であります。

る「水・緑・夢あふれる生活創造都市」を目指し

さらに、冒頭にも触れましたが、愛媛県宇和島

てまちづくりを進めてまいりますと表明されまし

高校の実習船「えひめ丸」がアメリカの原子力潜

た。そこで、市民の声を聞き、開かれた市政、公

水艦と衝突する大事故が発生いたしました。この

平な市政を示されていますが、この点を具体的に

とき、第一報が森総理に入ったとき、総理はゴル

説明いただきたいと思います。

フ中でありました。このようなとき一国のリーダ

続きまして、新年度予算を示された上で、安心

ーはどのように対処するのか、またどう動くのか、

して住めるゆとりと安らぎのあるまちを挙げられ

政治家としての資質が問われる結果となりました。

ました。その中で住環境を１番に挙げられており

近年、政治と金、そして危機管理が問われ続け

ます。とりわけ地球規模で深刻化する環境問題を

ながら、このような形で国民に不信を植えつけた

示され、本市におけるクリーンエネルギーの策定

だけでなく、信用を失ってしまったわけでありま

を示されております。そこで、エネルギーだけで

す。改めて国民を思い、庶民のために政治家もま

はなく、泉南市の環境問題の取り組みの具体策を

た官僚も目を覚まさなければいけないと思うわけ

示していただきたいのであります。

であります。私ども公明党は、日本の政治の正し

次に、公営住宅ストック総合活用計画の策定に

い安定のため、そして当面する経済の回復軌道、

言及されておりますが、その活用について改めて

さらには国家的課題の解決とさらなる改革の推進

お示し願いたいと思うわけであります。

を大衆政党として政治に反映すべく頑張ってまい
る所存であります。

次に、安全で便利なまちづくりでは、新年度防
災マップを作成し、一層の防災意識の高揚に努め

さて、これより市長の市政運営方針についてお

る、また災害に対する万全の体制をつくると示さ

尋ねをしてまいりたいと思います。今回の市政運

れておりますが、今まで進めてまいりました各学

営方針は、全般的に見て当面する泉南市の諸課題

校の耐震診断の進捗について改めてお答えをいた

がるる触れられておりますが、具体的に実施をし

だきたいと思うわけであります。

ていくとなると極めて厳しい対応を余儀なくされ
ると思うわけであります。

また、便利なまちづくりという観点から、幹線
道路網充実に努力をする旨の方針が出されており

まず最初に、市政運営方針の主要な柱として、

ます。それは市民が待ち望んでいた整備内容であ

開かれた市政、市民参加の市政の基本理念が市民

り、うれしいことでありますが、あくまでも車社

の皆様の手により醸成されつつあると考えられて

会が前提であろうと思います。高齢者・社会的弱

いるとありますが、何をもってそのように言われ

者対策には言及されていませんが、その点をお示

るのかを示していただきたいと思います。

し願いたいと思います。

次に、関空の問題でありますが、平成６年より

大きな２点目として、豊かな人間性をはぐくむ

スタートし、国際空港としての大きな期待とは裏

教育と文化のまちの中で、教育施設の維持、改修、

腹に、空港島の地盤沈下は深刻の度を見せていま

さらに教育環境の向上に努力をされるとの内容に

す。市長は、関空会社に定期的に迅速かつ詳細な

なっておりますが、ソフト面におきましても具体

情報の公開を求めていくと示されておりますが、

策を示されたいわけであります。

予想を上回る沈下は内陸での沈下と異なり、海水

そして、差別のない社会実現で、市長はかねて

を相手に深刻なものとなっている今、どのような

より人権、教育、福祉、環境は２１世紀のキーワ

対応が考えられるのか、また泉南市としてどのよ

ードであるとの表明をされる中、対人権に対して
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は特に引き続き力を入れる旨の内容となっており

で、順序なり、あるいは答弁漏れがあるかもわか

ます。今までとは違うという内容があれば、補足

りませんけれども、また御指摘をいただきたいと

をしていただきたいと思うわけであります。

いうふうに思います。

大きな３番目として、健康と思いやりで生き生

まず、市民参加の基本理念の中で、何をもって

きと暮らせるまちの中では、福祉都市の実現を表

市民参加の機運が醸成されているのかということ

明され、保育所、総合福祉センターでの機能を生

でございますけれども、行政への市民参加は地方

かしたボランティアのありように言及されており

自治の原点でありまして、市民が主体的に市政へ

ます。そういった中、その背景にあると思われる

のさまざまな分野に参加、参画し、まちづくりを

市民の福祉ニーズをどうとらえ、このようなビジ

進めていくことが地方自治の本旨であると判断を

ョンになったのかを示していただきたいと思いま

いたしております。本格的な地方分権の時代を迎

す。

えた今、地域の発想と市民の積極的な参加が重要

４番目には、空港とともに産業が栄える活力の

であり、この市民参加があって初めて市民による

あるまちを挙げられております。開港以来、共存

市民のためのまちづくりが可能であると考えてお

共栄を大前提として推進してまいったものの、市

ります。

長の運営方針にはその苦渋のさまがにじみ出てお

そのため、これまで「おはよう対話」や「市民

ります。特にりんくうタウンが今もって荒涼とし

の提言」、さらに泉南市情報公開条例の制定や

て寒き風にさらされている姿に心を痛めるわけで

「伝市メール」の制度等各種の制度を設け、開か

ありますが、一歩具体的な見通しと夢を示してい

れた市政、市民参加の市政の土壌の醸成に努めて

ただきたいものであります。

まいりました。その結果、市内の各種団体の方々

５点目の市民参加で未来に生きる喜びのまちに

や多くの市民の方々が、各種の催しや講演会等に

あっては、計画的な行財政運営の推進の中で、市

も参画していただくとともに、市の事業にも合わ

税収入は非常に厳しい状況との認識を吐露され、

せて独自の実行委員会を設立して、市と協働で活

財政構造の硬直化の危惧を述べられております。

動していただくなどいろいろなところで活躍され

行財政改革は喫緊の課題と理解をいたします。そ

るようになられたというふうに考えております。

こで、簡素で効率的な行政体制の整備確立にどの

これらの状況から判断しますと、市民の方々の

ようなビジョンをお持ちなのかということを示し

市民参加への機運が徐々に醸成されてきたものと

ていただきたいわけであります。

考えております。今後も少しでも市民の方々が参

そして最後に、マスコミでも、また先ほどから
の質疑でも、注目を集めるに至った泉南市、阪南

加、参画できる環境づくりを検討してまいりたい
と考えております。

市、岬町の２市１町の広域合併論について、その

次に、関西国際空港の地盤沈下問題でございま

合併を視野に入れた調査研究が新年度からスター

す。これは昨年来から新聞紙上をにぎわしており

トを切るようであります。私も注目をしています

まして、私も関空会社に対しまして、情報の迅速、

が、合併特例法の期限を踏まえているということ

また的確な公開ということを求めてまいりました。

でもあります。その特例法の重立った部分を示さ

その中で、沈下問題につきましては、本年１月３

れるとともに、今後の当面するスケジュールを示

１日に関空会社から最新の資料として「平成１２

していただきたいと思います。

年１２月の沈下観測結果について」が示された上

以上であります。時間が許せば、その範囲内で
再質問をさせていただきます。御清聴ありがとう
ございました。

で、「関西国際空港の沈下観測結果を踏まえての
当社の考え方」が公表されました。
それにつきましては、沈下の見通しについては、

○議長（奥和田好吉君） ただいまの井原議員の質

最終的な沈下は当初予測と大きくずれずに収束す

問に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

る。もう１つは、沈下への対応については、通常

○市長（向井通彦君） 多岐にわたっておりますの

の維持管理の一環として適宜適切な対応を行うこ

−４９−

とにより、安全かつ円滑な空港機能を確保する。

は低ＮＯｘ車の導入、それから本庁舎につきまし

３つ目は、今後の沈下観測については、２期島の

ては昨年、天然ガス車の導入と簡易供給ステーシ

埋め立てによる影響の把握と、下部洪積層のより

ョンの設置を行いまして、１３年度も引き続き天

精度高いデータの取得を行うという内容でありま

然ガス車への切りかえを進めてまいりたいと考え

した。

ております。

一方、空港島の透水性が高く、予想以上に島内

また、環境家計簿モニターの実施を行っており

の地下水位が高くなっていることや、ターミナル

ますのと、インターネットで環境家計簿のダウン

ビル周辺地区及び給油タンク地区で局所的な不同

ロードができるようにいたしております。

沈下が発生していることに対しての対策として、

リサイクルの推進では、不要用紙類の活用とい

ターミナルビル周辺地区及び給油タンク地区の周

うことで古紙再生と、それからペットボトル等の

囲を止水壁で囲み、必要に応じてポンプにより地

再生ということで職員の制服に提供しております

下水をくみ出し、地下水位を低下させることとな

のと、卵パック等に再生をいたしている企業が市

り、１月３０日からその止水壁工事が始まりまし

内にございますので、そちらの方も１３年度にお

た。なお、２月２日には沈下計測の詳細なバック

いても支援をしていきたいと考えております。

データも公表されました。

ごみの減量化については、分別収集の徹底、ペ

今後ともこの問題については、関空会社に迅速

ットボトル、その他プラスチック類、それからエ

かつ正確に情報の提供を行うことを強く求めます

コ農園運動、堆肥化等を行っております。自家処

とともに、より一層情報収集に努めてまいりたい

理機の普及については、購入補助を実施して、現

と考えております。

在７５台に対して補助をいたしております。

私もかねてから申し上げておりました沈下曲線
の開示も今回行われまして、それを見ますと、ま

ごみの有料化は今後の課題ということで、泉南、
阪南両市で研究会を持たしております。

だ最終収束とまではいきませんが、グラフはかな

また、水質保全からいいますと、公共下水道の

り水平に近い形になってきておりますので、これ

普及率促進ということで、現在３２％強の普及率

を見れば収束に向かいつつあるのではないかとい

になっておりますし、従来、市が行わなければな

う思いをいたしているところでございます。

らなかった流域幹線の延伸を新家駅前からさらに

本市としても、今後ともさらに関空会社に対し

狐池交差点付近、さらにそれよりももっと延伸が

てはさまざまな情報の開示を引き続き求めてまい

できるように今最終の詰めをいたしているところ

りたいと考えております。

でございます。面的整備の促進によって、普及率

次に、環境問題の取り組みでございますけれど
も、地球規模の環境問題は深刻化しており、市民、

の向上を図っております。
自然環境保護につきましては、男里川の干潟保

事業者、行政が連携しながら実践的な取り組みを

全を初め動植物調査等を行っておりますのと、河

進めていくことが重要と考えております。

川改修等では金熊寺川におきますような多自然型

本市におきましては、既にいろんな対策なり施

工法の採用をいたしております。

策を講じておりますけれども、全般的なことをか

また、ダイオキシン対策としてバグフィルター

いつまんで申し上げますと、本庁舎におきまして

の設置を行い、現在ほぼ完成いたしまして、試験

はエコオフィス行動計画というものを策定いたし

運転を実施しておりますのと、余熱利用で温水プ

ておりまして、この中で省エネ対策、休憩時の消

ール、それからリサイクルの推進ということで資

灯、冷暖房温度の見直し等を行っておりますのと、

源化ごみ、有料資源化のセンターの増設、それか

グリーン購入、古紙使用、グリーンマーク、エコ

ら分別、売却等を行っております。また、南部下

マーク商品の使用、環境に優しい物品の購入を既

水においては、ＩＳＯの取得、それから処理水の

にいたしております。

再利用ということで、給水くんというスタンドを

低公害車の導入については、清掃車等について
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設けまして、トイレ、植木の散水、それから道路

の散水等に公開をしております。

今回実施した耐震予備診断につきましては、建

また、情報公開条例につきましては、本市のみ

築物の一生レベルでの考えをもって、社会的財産

ならず泉南清掃事務組合、南部下水道組合におい

としてどのようにしていくのかを考える１つの要

ても制定いたしまして、両組合は本年４月から情

因としてとらえ、建築物の保全とあわせて合理的

報公開条例の施行をすることとなっております。

な判定を下して、効果的な改築、修繕に早急に着

そのほかいろんなことをやっておりますけれど

手できるようつなげていきたいと考えております。

も、積極的に取り組んでいるということを御理解

これは同じ小学校であっても、棟別に具体に整備

いただきたいと思います。

方法がこの診断によって一定の方向を示すという

なお今年度、新エネルギービジョン策定におい
ては、自然エネルギーを活用したさまざまなエネ

のが特徴でございまして、今詰めの作業を行って
いるところでございます。

ルギー活用についての調査をＮＥＤＯの補助をい

また、教育面のソフト面のことでございますけ

ただいて実施をするということにいたしておりま

れども、現在我が国には自立した個人が自己責任

す。

のもとに多様な選択を行うことができる社会を創

それから、公営住宅ストック総合活用計画の御

造することが求められています。また、国際化、

質問でございますけども、本計画は既存公営住宅

科学技術の発展等社会の変化に柔軟に対応できる

の改善あるいは建てかえ計画立案の資料とするべ

個性的な人材や創造的な人材の育成が求められて

く策定するものでございまして、住宅の個々の住

います。

棟単位それぞれにおいて住宅内、外部あるいは共

教育委員会では、このような人材を育成するた

用部等の実情状況を把握した後、住棟の持つ性能

めには、まず第１にわかる授業、楽しい学校を実

としての検討、すなわち構造安全性、災害安全性、

現する必要があると考えておられます。そのため

高齢者対応等の基準についての検討評価、及び費

国の教職員配置計画に基づく加配教職員を活用し

用対効果の経済性の評価を行い、建てかえ、全面

て、個に応じたきめ細かな授業の実施、生徒の関

的改修、個別改修、維持保全の４つの手法のうち

心に応じて選んだ教科や課題に主体的に意欲を持

最適な手法を選択しようとするものであり、１３

って取り組む選択教科の拡大等を図りつつありま

年度におきましては、宮本団地の４棟について本

す。また、変化の激しい社会に対応するため、総

計画を策定すべく予算計上をいたしておりまして、

合的な学習の時間を今後一層充実することによっ

これは国庫補助金の採択条件として本活用計画を

て、みずから学ぶ意欲や主体的に学ぶ力、論理的

策定することが前提となっておりますので、これ

に考え判断する力等の能力を培う考えでございま

をやった上で具体の改造なり改善、あるいは場合

す。

によっては建てかえに進めてまいりたいと考えて
おります。

さらに、学校と家庭・地域との連携、協力は欠
かせないと考えております。現在、各校・園では

次に、小・中学校教育施設の耐震診断の状況と

情報を公開したり保護者のニーズを把握したりす

計画ということでございますが、学校施設は児童

る等開かれた学校づくりを推進しているとのこと

・生徒の教育の場であるとともに、地震等による

でございます。教育委員会では、今後これら施策

災害時には、時に地域住民の一時的避難施設とも

を一層推進する中で、社会の変化に対応できる個

なる重要な施設であり、より安全で信頼に足る建

性的で創造的な人材育成を図る考えを持っておら

物である必要があると考えており、可能な限り施

れるとお聞きをいたしておりますので、御理解を

設の改善に努めてまいっております。

お願いしたいというふうに思います。

耐震診断につきましては、１２年度より耐震予

次に、人権の問題で、従来にないもの、あるい

備診断を小学校１１校で実施してまいっておりま

は今までと違うものを示されたいということでご

す。１３年度につきましては、中学校４校の耐震

ざいますけれども、国においては平成８年の地域

予備診断を実施してまいりたいと考えております。

改善対策協議会の意見具申におきまして、差別意
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識の解消に向けた教育及び啓発に当たっては、こ

提とした制度改正がなされております。また、福

れまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられ

祉ニーズが多様化され、さまざまな新しい施策が

てきた成果と、これまでの評価を踏まえ、すべて

展開されております。

の人の基本的人権を尊重していくための人権教育、

本市といたしましては、このような新しい施策

人権啓発として発展的に再構築すべきと考えられ

を積極的に推進するとともに、今まで本市がゴー

ると指摘し、これを受ける形で人権擁護施策推進

ルドプラン、介護保険事業計画、障害者プラン等

法を制定し、人権擁護推進審議会を発足しました。

を策定いたしておりますが、その際に市民アンケ

そこで、人権擁護に関する施策の推進について、

ートを実施し、市民の方々の御意見、御要望等を

国を初めとする責務を明らかにするとともに、必

聞かせていただいております。これからもあらゆ

要な体制の整備に向け取り組みが行われていると

る機会を通じ、市民の方々の意見、要望をお聞か

ころです。昨年１２月には、人権教育及び人権啓

せ願い、市政に反映してまいりたいと考えており

発に関する法律が制定されました。議員御指摘の

ます。

ように、人権擁護推進審議会による教育及び啓発

次に、りんくうタウンに対する今後の見通しに

に関する施策の基本事項についての答申でも、主

ついてでございますが、りんくうタウンの現状に

な人権課題として同和問題はもとより、女性、子

つきましては、まちづくり、あるいは産業振興の

供、高齢者、外国人など多岐にわたる課題を指摘

観点から、さらには財政上の視点からも極めて遺

し、人権教育の国連１０年と連携して、人権教育、

憾でございまして、その活性化に向けて全力を傾

人権啓発の一層効果的な取り組みを進めることを

注しているところでございまして、市政上の最重

提言しています。

要課題の１つであると考えております。

大阪府及び府下の市町村においても、人権教育

今回、大阪府が産業活性化ゾーンの設定と分譲

の国連１０年−行動計画を初め、人権教育基本方

価格の引き下げ、補助制度、融資制度の充実を図

針を策定し、人権教育、人権啓発の取り組みを進

ってまいりました。本市もこれらの施策との相乗

めているところです。

効果を考えまして、一昨年４月からりんくうタウ

本市におきましても、泉南市部落差別などあら
ゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例を制定す

ンへの立地企業に奨励金を交付する泉南市企業誘
致促進条例を施行したところでございます。

るとともに、人権教育の国連１０年−泉南市行動

これらのことによりまして、現在、活性化ゾー

計画、泉南市人権教育基本方針を策定をいたしま

ンの分譲を去る２月初旬から下旬にかけて公募い

した。また、男女共同参画社会の実現に向けた女

たしました結果、現在南地区活性化ゾーンで新た

性施策の指針としての「せんなん女性プラン」の

にＩＴ化時代にふさわしい精密機器部品メーカー

改訂を平成１３年度に、実施計画の策定を平成１

２社が進出を決定され、分譲申し込みをされまし

４年度に取り組んでまいりたいと考えております。

た。

このように人権教育、人権啓発事業のさらなる

民間企業の設備投資意欲は厳しい状況でござい

展開により、人権が尊重される社会の創造に努め

ますが、今後ともりんくうタウン活性化のために

ているところでございます。

大阪府と連携をして企業立地に努力をしてまいる

次に、福祉都市の実現の中で、市民の福祉ニー

所存でございます。

ズをどうとらえているかということでございます

次に、行財政改革に関連いたしまして、職員定

が、老若男女を問わずすべての人たちが住みなれ

数の適正化の問題でございますが、行財政改革を

た地域で明るく生活が送れる、そういったまちづ

進める中、第１次定員管理計画のもと、年次計画

くりが必要であると考えております。

的に職員の削減を図ってまいりました。

特に福祉の面でいいますと、従来の行政による

今後も人件費抑制のため、引き続き職員定数の

措置の時代から、サービス利用者が選択を行う、

適正化に努めてまいりたいと考えておりますが、

言いかえますと利用者と提供者が対等な関係を前

これまでの退職者の不補充という方法だけではお
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のずと限界があるものと考えております。今後は

井原議員さんにおかれましては、昨年１２月第４

行政と民間の役割分担について明確な位置づけを

回定例会において広域行政について御質問いただ

行った上で、職場によつては民間委託等の導入も

き、泉南市がリーダーシップをとって積極的に対

進めながら、職員定数の適正化に取り組んでまい

応していけという御意見をいただいたところでご

りたいと考えております。

ざいます。

それから、幹線道路網においての高齢者・障害

地方分権が実行の段階を迎えた現在、多様化・

者対策ということでございますけれども、高齢者

高度化・専門化する市民ニーズに的確にこたえて

や障害者などさまざまな人が泉南市に暮らし、泉

いくとともに、これまでの行政サービスの水準を

南市を訪れ、このまちを利用しています。しかし、

低下させることなく向上させるためにも、簡素で

高齢者や障害のある人々にとっては、移動を困難

効率的な行政体制の整備、確立が急務であると考

にする障壁があるなど必ずしも使い勝手のよいま

えられております。

ちだとはまだ言いがたい面はあるというふうに認
識いたしております。

さらに、モータリゼーションの発達により、住
民の活動範囲も広がりまして、住民意識も市町村

高齢者や障害者を含むすべての人が地域社会で
ともに生活し、活動する社会を目指すノーマライ

の枠を越えた連携が強くなり、住民ニーズも一体
化し、広域的になりつつございます。

ゼーションの理念の社会への浸透が進み、障害者

このような状況下で、先般２市１町の市長、町

などが障害のない人とともに活動し、サービスを

長が集まりまして、今後とも２市１町は将来の合

受けることができるよう配慮することが必要であ

併も視野に入れながら広域的な連携を積極的に推

ると思っております。このため、高齢者や身体障

進することと、それから２点目として、これを推

害者等が自立した日常生活や社会活動を営むこと

進していくために、仮称泉州南広域行政研究会を

ができる環境を整備することが急務であると認識

早急に組織し、次年度より調査研究を実施すると

をいたしております。

いうこの２点で合意をいたしました。

従来の歩道は、車道より約２０センチほど高く

また、合併特例法によります内容ということで

築造されたいわゆるマウンドアップ方式を採用し

ございますけれども、これは御承知のように２０

ていた関係上、車両の出入り口、交差点部分で歩

０７年３月までの時限立法でございます。趣旨と

道が波打つ、段差が生じる、また横断勾配、縦断

いたしましては、市町村行政の広域化の要請に対

勾配が急になるなど高齢者、障害者の通行に支障

処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて

を来しているのが現状でございます。

合併市町村の建設に資することを目的とするとい

このようなことから、今後新たに施工していく

うこととなっております。

歩道は、マウンドアップ方式だけではなくて、原

この中で、法律改正が幾つかでき上がっており

則セミフラット方式を導入し、高齢者、障害者等

まして、法的な合併協議会を設置する場合におい

にとって通行の障害にならないような歩道の整備

ては、従来からは我々行政の長が議会に対して提

を進めていきたいと考えております。

案するというような制度があったわけでございま

また、従来の道路につきましては、道路管理者
でございます大阪府、また泉南市がそれぞれの立

すが、今回の改正で合併協議会の設置を住民発議
によって行えることとなりました。

場から段差解消に向けて逐次取り組んでいるとこ

すなわち、有権者の５０分の１以上の署名をも

ろでございます。何分相当量の延長がございます

って、市町村長に対して合併協議会の設置の請求

し、歩道が設置されていない道路もございますの

を行うことができるということになったわけでご

で、しばらく時間がかかろうかというふうに思い

ざいまして、すべての関係市町村で同一内容の請

ますが、できるだけ早期にこれらの改善を引き続

求が行われた場合には、すべての関係市町村長は

き図ってまいりたいと考えております。

合併協議会設置協議について、議会にその意見を

それから、広域行政の件でございますけれども、
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付して付議しなければならないというふうにされ

たところでございます。本市におきましては、約

いただいたところでございますし、担当部局にお

５万人の有権者がいらっしゃいますので、５０分

いてもそれぞれ要請に応じて出前で行っていると

の１ということになれば約１，０００人の署名をも

ころでございます。

って行えるということになっております。

また、公正な行政の推進ということで、特に工

それから、今また法律改正が予定をされており

事関係につきましては、昨年より事前公表等も含

まして、この合併協議会の発議があって、市町村

めて透明性、公正性を高めているところでござい

議会に付した場合、それが否決されれば、従来は

まして、あらゆる角度から今後ともそういう期待

それでジ・エンドであったわけでありますが、今

にこたえていく必要があるというふうに考えてい

回はさらに有権者の６分の１以上の署名があれば

るところでございます。

住民投票にかけることができるという法律改正が

以上、御答弁申し上げましたが、漏れました点

今国会に提出される予定というふうにお聞きをい

があればまた御指摘をいただきたいと存じます。

たしております。ちなみに、６分の１というのは、

○議長（奥和田好吉君） 井原君。

本市に照らしますと約８，４００人ということでご

○１番（井原正太郎君） 一通り答弁をいただきま

ざいます。

した。余り質問が多うございまして、自分がイメ

そのほか、議会の議員の定数、あるいは在任に

ージした時間とはちょっとずれておりますので、

関する特例とか、それから市町村の議会の議員の

走って再質問をさせていただきたいと思います。

退職年金に関する特例とか、農業委員会委員の任

１つは、福祉施策の中で市長の基本姿勢を確認

期等に関する特例、職員の身分の取り扱い、地方

したいと思います。それは所管の部局といいます

税の不均一課税等に対する対応、地方交付税の額

か、部長あるいは課長等でも非常に御苦労いただ

の算定の特例ということで、けさからも議論があ

いて、この春から新しい展開を見ることができた

りましたように、従来は５年ということになって

なというものの１つに、やはり障害者保育という

おりましたけれども、合併特例法の中では、従来

ものがあるわけなんであります。

の団体に支払われておりました地方交付税につい

府下であっても、豊中市が先行市ということで、

ては、合併が行われた日の属する年度及びこれに

いわゆる重度に近い障害者を公立なり私立の保育

続く１０年度について合併前の合算額を下らない

所で見ていただこうと思ったときに、大きな障害

ように算定し、その後５年度については段階的に

があってそれがなかなかできないと。これは決算

増加あるいは縮減を行うと、こういうことになっ

委員会でも真砂委員から若干触れられとったよう

ております。

な気がするんですが、ここら辺の壁を今回泉南市

また、市町村計画に基づく事業等あるいは基金

が打ち破ったんじゃないかなというふうに私は理

の積み立てを行う場合、地方債の特例等が行える

解しておるんですが、その点ひとつ市長はどうと

ということになっております。そのほかいろんな

らえておるのかをお答えいただきたいと思います。

ことが今回の改正の中で盛り込まれているところ

２点目であります。特に人権というものにつき

でございます。

まして、新しい時代を迎えたなという感を否めな

それから、開かれた市政、公正な市政というこ

いんでありますが、特に久しく同和教育であった

とでございますが、開かれた市政については、先

り、あるいは部落差別であったり、そういうよう

ほど申し上げましたように、あらゆる機会を通じ

なことで私どものこの泉南市も非常に苦しんでき

まして情報の発信あるいは対話を続けておるとこ

た。そして、今市長が答弁されたように、人権な

ろでございまして、いろんな会合にも出席をした

り差別の解消に向けての新しい出発をされたと理

中で市民の皆さんの御意見をいただいてるところ

解しておるんですが、特に学校等で生徒さんの、

でございます。

あるいは児童のいじめであるとか暴力であるとか

また、「伝市メール」制度も昨年４月に発足い

いうのは、やはり大きな人権問題であろうし、ま

たしまして、私も先般、出前講座でお話をさせて

た学校の先生も、あるいはその学校で働く方々が
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非常につらい目をしておるというふうな事例が幾

な障害者の問題として提起されてるようなことに

つか挙がってきております。そういうことに対す

ついても積極的に対応していくということにいた

る人権部局からのとらまえ方も変わっておると思

しております。

うんですが、市長の見解を聞きたい、これが２点
目であります。

ですから、泉南市がまだまだ不十分な点はあろ
うかというふうに思いますけれども、一歩一歩着

それから、昨年でしたか、聾唖者に関する欠格

実にそういう福祉対策の底上げに向けて進んでい

条項を取り除こうやというふうなことの意見書が

るということをまず御理解をいただきたいという

採択されました。非常にありがたかったんであり

ふうに思います。

ますが、特にそのような方から市長にじきじき要

その中で、要望のありました要点筆記の問題で

望書が届いたということを私は理解をしておりま

ございますけども、これもその方々からも要望を

す。特に要約筆記等に関してはやはり放置できな

いただきまして、岸和田の方でそういうボランテ

い状態になっておる、このようにも理解しており

ィアでされておられる方々もいらっしゃるという

ます。その点について、市長の基本的な考え方を

こともお聞きをいたしまして、福祉の方でも検討

示してもらいたいと思います。

するようにということで指導を行っておりまして、

それから、４点目でありますが、やはり行財政

当面必要とあらばその方々にお願いするなり、ま

改革、これが喫緊の課題であるということで、市

た市の職員がかわって要点筆記するなりという形

長もみずから今その改革に乗り出すという話をさ

で対応していきたいというふうに思っております

れたんでありますが、具体的に注目をされたのは、

が、将来的にはやはり要望のありましたように充

民営化をどうするかというふうなことで、前の議

実をしていかなければいけないと、そういうこと

会でも双子川浄苑、あるいは幼稚園、保育所等々

が一番わかりやすいと、こういうお話でございま

でもそのような形で研究もしてまいりたいという

したので、そういう方向に向けて努力を重ねてま

ふうな御答弁をいただいたと記憶しております。

いりたいと思っております。

そういった意味で、その進捗も改めて一歩具体的
に御答弁をいただきたいと思います。

それと、学校教育施設によりますいじめの問題
でございますが、これを単なるいじめとか、そう

以上、一応ざっと４点答弁をお願いしたいと思
います。

いうことでとらえるんじゃなくて、人権問題から
もとらえるべきではないかと、こういうお考えで

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

ございます。

○市長（向井通彦君） まず、福祉の問題でござい

御指摘のとおり、やはりそういういじめられる

ますけれども、私は以前からここでも申し上げて

というのは、非常に弱い方がいじめられるという

おりましたが、福祉については従来の個人的給付

ことになっていくわけでございますので、そうい

型から真にお困りの皆さんへの施策展開の方にか

うことだけではなくて、学校だけの問題というこ

じを切っていくということを申し上げたわけでご

とではなくて、やはりもう少し広い視野で見てい

ざいまして、そのことによっていろんな新しい施

く必要があるというふうに考えております。

策も踏まえて展開をしていっております。

これについては、今後やはりこれの発見とか、

特に１３年度からは土曜日の延長保育もいたし

あるいは確認するというのは、どうしても教育委

ますし、また御指摘がありました障害者の方々へ

員会が一番先になろうかというように思いますの

のサービスも展開をしてまいりたいというふうに

で、それをまず情報をいただいて、市の方でも一

思いますし、それから障害者基本計画にのっとっ

体的な対応ができるように努力をしていきたいと

た新しい施策も展開をしてまいりたいと考えてお

いうふうに思っております。

ります。また、社会福祉協議会とも手を携えなが

それから、行財政改革に伴う民営化の問題でご

ら、今の小地域ネットワークのことも充実をさし

ざいますが、幾つかの点について既にケーススタ

てまいりますし、グループホーム、それから新た

ディーとしてやっております。その効果なりも一
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定把握している分野もございます。

のものが６３件にももう既に上っておる。あるい

ただ、長期的には効果が当然あらわれてくるわ

は、恐喝に至っては、これは中学ですけども、６

けでございますが、一時的には民営化することに

件が１４件になっとる。どの１つを見てもこれは

よって職員の配置がえ等が生じてまいりますから、

ほうっておけないし、そしてその被害者にとって

急激に当初から減るということにはならないとい

は私は大きな人権問題であろうというふうに考え

うふうには思いますけれども、年を追うごとにそ

ております。そういった意味から、学校当局では

の効果が出てくるということでございますから、

大変御苦労なさっておるなというふうに思います。

双子川浄苑初め給食調理の問題、その他の問題に

先般も所管の委員会で、巴里委員長のもとで各

つきましても、いろんな角度から今最終の詰めを

中学校を回らせていただきました。昨年いろんな

行っているところでございまして、また関係団体

方の応援でトイレも一定修理いただいたにもかか

の理解も得ながら切りかえていけるようにしてま

わらず、やはり厳しい状況があるというふうに感

いりたいと考えております。

じました。そういった意味で、ここで言う人権と

○議長（奥和田好吉君） 井原君。

いうのは、本当に教育委員会だけに任しておけな

○１番（井原正太郎君） ちょっと質問の仕方が悪

いというふうに考えます。

かったんかなというふうに思うんですが、１つは

それから、時間があったらと思うんですが、私

障害者対策の中でいわゆる障害者保育の問題であ

の方に極めて人権問題にかかわるような手紙が届

ります。これは特に親御さんにとっても、自分の

いております。時間も余りないんですが、その一

子供が障害者であるということだけで非常に肩身

端だけちょっと紹介して、市長の基本的な見解も

の狭い思いをしておる。そんな重度に近い障害者

確認しておきたいと思います。

の方が、今保育所の現場で健常者と一緒に保育を

事の始まりは、卒業生がほぼ毎日と言っていい

していただく、このような喫緊のテーマが僕はあ

ほど、しかも午前中、本人も通学時間に中学校に

ったというふうに認識しております。

用事もないのに遊びに来ていました。しかも、授

また、そういった意味では、担当部長とも机を

業中にかかわらず、職員室や廊下をうろうろ回り、

たたきながら、涙を流しながら、そのお父さんや

あたり構わず大声で暴言を吐くのでした。そして、

お母さんが訴える姿も目の当たりにしてきました。

女の子なんですが、そんな彼女に我慢ができず注

そういった意味で、市長にはそのような障害者保

意をしたのがきっかけで、彼女は私を見かけるた

育のありようを私は聞いたんでありまして、私の

びに大声で暴言を吐き、食ってかかってきました

認識では一歩足を踏み入れたんかな、あるいはそ

ということから端を発して、暴力事件になってお

のように私は考えておるわけでありますが、その

ります。

点を先ほど聞いたわけでありまして、その辺に絞

そして今、体の調子も悪く、彼女の幾度かの暴

って御答弁をお願いしたいというふうに思います。

言で精神的にも不安定になり、病院へ通院してい

それから、広く人権の意味といいますか、従来

ましたと。その矢先にまた彼女が中学校へ出入り

からの差別事象とはまた一歩方向を変えて、そし

し、私に暴言を吐く態度に我慢の限界を超えたと

てやはりそういうふうな人権をじゅうりんされる

いうことで、そんなことをするんだったらという

ようなというんか、そういうようなことは単なる

ことで、別のところへ来なさいと言うたんですが、

問題行動でおさめてはならないんだというふうな、

彼女は後を追うようにして土足でその部屋へ入る

今世の中の動きがあろうかと思います。

なり、いすをけ飛ばし、私の腰を思い切りけ飛ば

ちょっと資料請求いたしまして、平成１１年度、

したというふうなことで、騒ぎを知った１人の先

１２年度と校内における特に中学校、小学校を含

生が彼女を押さえたというて、あとまだ続くわけ

めての問題行動の中で、１１年度で生徒間暴力が

なんですが、傷害事件として名前を出してもらっ

２２件あったものが、泉南市で４２件に上ってき

ても結構ですというふうなことで、このことに関

ておる。あるいはまた、器物破損・損壊が２５件

しては教育委員会も私はつかんどると思うんです
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けども、市長がこの大きな事件をつかんでおるん

特に福祉の問題、あるいはまた学校等でのいじ

かどうか。こういうふうなことこそ本当に、先ほ

めに関する問題、これはやはり精力的に市を挙げ

どのいじめもそうでありますし、恐喝事件もそう

てやっていかんといかん問題であろうと思います。

でありますし、人権問題として大きくやっぱりみ

それでないと、今この卒業の時期あるいは入学の

んなで悩んで解決していかないかんのと違うかと

時期を迎えて、中学校へ行くのが怖い、あるいは

いうふうに思うんです。

学校へ行くのがいわゆる恐怖となっておる方の声

以上の２点について、若干お答えをいただきた

もよく耳にします。こういうふうな環境では断じ

いと思います。

ていかんやろなというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

あわせて、やはりそういうことを大きな人権問

○市長（向井通彦君） まず、１点目の重度障害者

題だととらえて、過去に経験してきた同和関係の

児の保育についてでございますが、まだ最終的な

差別事象であるとか、あるいは問題行動に関して

実施というところまでは至っておりませんが、考

本当に今まで苦労してきたわけですから、うんと

え方といたしましては、１３年度から前向きに対

生かすべきときが来ておるんじゃないかなという

応していきたいという考えでございます。現在、

ふうに考えます。

職場で前向きに検討しているという状況でござい

最後に、もう時間もあと３分ほどしかないと思

ます。ですから、一歩前進に向けて動き出してる

うんですが、特に前回の議会でも私は福祉施策の

というふうに御理解をいただきたいと存じます。

中で、泉南の福祉事務所から、あいぴあ泉南とい

それから、青少年の非行問題につきましては、

うのはやっぱり福祉ゾーンであり、あるいはシル

御指摘ありましたように、学校だけではなくて、

バーゾーンでもあるし、非常に障害者が行き交う

教育委員会だけではなくて、行政の方でも青少年

大事な地域であろうと思います。そういった意味

問題協議会等各種団体が入った中で設置をいたし

では、先駆けてここら辺にはやはりバリアフリー、

まして、そして教育委員会からのそういう先ほど

あるいは先ほど言いました障害者と共存できるよ

披瀝のあったような件数の報告なり状況なりとい

うなまちづくりのモデルとしていかないかんのと

うものをお示しをいただいて、それに対してどう

違うかなというふうに思うんですが、その点に関

対応すべきかということの議論をいたしていると

して最後に御答弁いただきたいと思います。

ころでございます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

今、お手紙の披瀝がございましたけども、具体

○市長（向井通彦君） その前に、ちょっと１点間

のことについては、私もその件についてはお聞き

違いがございましたので、訂正させていただきた

はいたしておりませんでしたが、そういうことが

いと思います。

あるとすれば、教育委員会あるいは学校とも毅然

合併特例法の期限、２００７年と申しましたが、

とした態度で、法的な措置も含めて告発なり告訴

２００５年３月、平成１７年３月末でございます。

なりすべきであるというふうに考えておりますか

申しわけございませんでした。間違いでした。

ら、そういうふうにやっていただけるものという

それから、今御指摘ありましたのは、恐らくこ

ふうに思っておりますし、またその解決について

の市役所周辺からあいぴあへ行く道路のことでは

は教育委員会だけで非常に難しいという中であれ

ないかというふうに思いますが、これは将来的に

ば、大勢の方々の議論も踏まえて、力を合わせて

は都市計画道路で２０メーターになりますので、

学校、地域、そして行政、一体となって解決に向

市役所前のようにああいう広い歩道になるわけで

けて努力をしなければいけないというふうに考え

ございますが、まだ事業認可が取れていない部分

ております。

でございますので、非常に狭い部分もございます。

○議長（奥和田好吉君） 井原君。

ここにつきましては一部、以前も御指摘がありま

○１番（井原正太郎君） どうもありがとうござい

して、先行取得した一角だけは広げておりますが、

ます。

それから向こうはまだ狭いままということでござ
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います。
したがって、都市計画道路が整備されるまで、
まだかなりの年月がかかるというふうに思います
ので、その間どういう形で暫定的にでも通りやす
くできるのかということにつきましては、一度私
どもも検討してまいりたい。幸いあの車道幅員が
２車線幅員よりもかなり広うございますから、そ
の辺もうまく活用しながら、もう少し安全で通行
しやすい歩道にならないかなということも含めて
検討をしたいと存じます。
○議長（奥和田好吉君） 以上で井原議員の質問を
終結いたします。
これにて代表質問を終結いたします。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし
た。
なお、次回本会議は明６日午前１０時から継続
開議いたしますので、よろしくお願いします。
本日はこれにて散会といたします。
午後４時３３分 散会
（了）
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