
午前１０時２分 開議

○議長（奥和田好吉君） おはようございます。た

だいまから平成１３年第２回泉南市議会定例会継

続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、２３番 重里 勉議員からは欠席の届け

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１８番 成田政彦君、１

９番 和気 豊君の両君を指名いたします。

会議に入る前に先立ちまして、昨日の松本議員

の一般質問における市長の答弁にあって、一部訂

正をしたい旨の申し出がありますので、これに関

する発言を許可いたします。向井市長。

○市長（向井通彦君） おはようございます。昨日

の松本議員の御答弁の中で、大阪府の老人医療の

助成に関する数字で若干誤りがございましたので、

おわびをして訂正をさせていただきたいと存じま

す。

現行、要するに平成１２年度までは５分の４、

８割補助でありましたけれども、今年度から３分

の２に下がるというふうに申し上げましたけども、

正確には５分の４から５分の３、８割から６割に

補助率が下がるということでございますので、少

し間違っておりました。まことに申しわけござい

ませんが、おわびをして訂正をさせていただきた

いと思います。よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 次に、日程第２、前回の

議事を継続し、一般質問を議題とし、順次質問を

許可いたします。

まず初めに、１８番 成田政彦君の質問を許可

いたします。成田君。

○１８番（成田政彦君） おはようございます。日

本共産党泉南市会議員の成田政彦です。

質問に入る前に、去る６月８日に起きた大教大

附属池田小学校の児童殺傷事件で亡くなられた８

人の児童の方の御冥福をお祈りするとともに、二

度とこのような悲しいことを起こさないために、
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私も微力を尽くしたいと決意して、大綱５点の質

問をしたいと思います。

大綱第１点は、市内巡回バスの実現についてで

あります。

南海バスは、泉佐野市、泉南市に対して、一丘

団地と泉佐野駅を結ぶ一丘団地線を７月１日より

廃止することを申し入れたと聞いております。こ

れが事実ならば、一昨年一丘団地と樽井駅を結ぶ

鳴滝線の廃止を含めて、一丘団地、市場、大苗代、

新家地区住民にとって、南海本線に直接行く足の

便がなくなります。バス利用者は、車を使えない

高齢者と生徒、学生が多くを占めている点を考え

れば、バス廃止問題は住民の移動の足の権利を奪

うものとなります。特に、長寿社会が進む中、巡

回バス整備をすることは、まちづくりや福祉を推

し進める上で大変重要であります。

また、財政的措置を含めて、巡回バスは図書館、

文化ホールと同様ぐらい歩く公共施設であると位

置づけ、積極的に進めるべきであります。今日、

民間バスが赤字で撤退していく中で、全国的にも

路線バスの見直しが始まり、巡回バスまたはコミ

ュニティバスを導入している市町村は、全国でも

２０９市町村に及んでいます。

そこでお伺いしますが、市として巡回バスの実

施について、具体的にどのように考えられている

のか、お伺いしたいと思います。

大綱第２点は、図書館司書暴行事件についてで

あります。

この事件は、市民の教養と文化発展に寄与する

と図書館法でも定めている図書館で起き、しかも

図書館司書が起こしたということは、本来あって

はならないことであります。泉南市の文化等社会

教育行政への信頼を著しく失うことにもなります。

さらに、図書館行政の市民に与える影響はどうで

しょうか。

例えば、９７年度の年間図書館利用人数は本館

と児童図書館を入れて９万１２２人、貸し出し数

は３２万９，９７５冊であります。図書行政は市民

と深く結びついており、市民への影響は極めて大

きいものがあります。教育委員会が発令した処分

説明書によれば、人格を無視したような過剰な暴

力行為を長年にわたって繰り返したとか、威圧を



背景に冷蔵庫などを購入させたとか、以前にも注

意を受けたにもかかわらず、反省することなく暴

力行為を繰り返して行うという理由が述べられて

おります。図書館行事では、多くの幼児や子供た

ちにお話を聞かせたり読書指導を行います。この

暴力事件は、この泉南市の未来を担う子供たちば

かりか、親御さんにも大きな衝撃を与えかねませ

ん。この問題の解決については、市民は注目して

いるところでもあります。

そこでありますが、暴力事件の全容と再発対策

について、教育委員会の明確な対応をお伺いした

いと思います。

大綱第３点目は、市営住宅払い下げ問題であり

ます。

まず、昭和２８年、昭和３０年と築４６年から

４８年経過した木造住宅に今なお住み、市当局の

払い下げ不履行について今日裁判まで市に起こし、

その実行を求めなければならない住民の闘いに対

して、私は敬意を表するものであります。既に、

払い下げ問題の経過については、過去上林、浅羽、

稲留市長時代に議会でも議決され、また約束した

ことを平島、向井市政になっていろいろな理由を

つけてそれをほごにしたことであります。

さらに、建てかえ問題のマスタープランにして

も、払い下げを求める住民がいるのに十分話し合

いをしないまま計画をつくるなど、あってはなら

ないことであります。住民が裁判まで持ち込むこ

とは、住民不在と言わざるを得ません。二重地番

問題しかり、この払い下げ問題については、３０

年もの長い間、当初は払い下げを約束し、市長が

かわればしないと住民をないがしろにした行政の

態度は、地方自治の原点、住民の福祉の増進を図

ることと、憲法で保障された健康で文化的な生活

をする権利も奪いかねません。

この問題の解決については、住民自身の高齢化

を配慮するならば、市は住民の意向を尊重し、一

日も早く解決すべきで、いたずらに時間的浪費を

過ごすことは正しい態度ではありません。市とし

て裁判問題を含めてどのように解決するのか、お

伺いしたいと思います。

大綱４点目は、砂川樫井線進捗及び交通安全対

策であります。
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これについては、昨年の予算の繰越明許及びこ

としの予算執行状況、及び将来団地内を通過する

場合、信号設置を含め、団地内の交通安全対策に

ついてどのように考えられているのか、お伺いし

たいと思います。

大綱５点目は、児童の学校現場における安全対

策であります。

市の対応をお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの成田議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。藤岡市民生

活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 巡回バスについて

御答弁を申し上げます。

巡回バスの運行につきましては、従来から庁内

で組織をしておりますバス問題検討委員会、これ

を数回開催はやっております。最近では６月の１

２日に開催しております。この開催の内容につき

ましては、泉南市のバス交通サービスについての

考え方、それからある一定具体的にコースとか走

る時間帯につきましての御意見の集約をしており

ます。つきまして、現在運行している福祉バス、

これを毎日運行としまして、巡回バスというふう

な形で泉南市内を回ってまいりたいと。早期に試

行運行ができるように頑張ってまいるつもりでご

ざいます。

また、運行する路線につきましては、現在運行

している福祉バス、これの路線を基本的に考えて

運行しようとしております。数年運行してるとい

う実績から安全性、そういうふうな実績もあると

いうことで、現状の路線を基本に考えてまいりた

いと思っております。

詳細につきまして、調整なり検討なりする事項

もまだまだ多く残っておりますので、今後とも早

期に試行運行ができるように進めてまいりたい、

このように考えてございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 成田議員さんの御質問に

お答えをいたしたいと思います。

このたびの図書館での不祥事につきましては、

大変残念に思っております。実は、この事件の全



容でございますが、一部報道もされておりますが、

４月の９日、被害者であります図書館司書職員よ

り職員組合の方に職場内問題の訴えがありまして、

職員組合から教育委員会、市の人事課に連絡が入

り、被害者本人より確認をいたしまして、暴力あ

るいは人権侵害等に係る問題でありますので、直

ちに事実確認をするため、関係者９人に対しまし

て、教育委員会並びに人事課におきましての司書

職員及び事務職員の事情聴取を行いました。

その結果、本人が指導内容を理解しないことに

腹を立てて、人格を無視したような暴力行為、こ

ういったものが行われたと、こういうことでござ

います。また、本人の明確な同意も得られないま

まに、威圧を背景に書籍を購入させたり、冷蔵庫

を購入させたという行為があったということが判

明いたしました。

これにつきましては、公務員としてみずから暴

力を排除し、法律を守る立場であり、いかなる理

由があるにせよ、その行為は許されるものではな

いため、地方公務員法に基づきまして懲戒処分と

して、個々の事情の内容によりまして、停職２名、

減給１名、戒告１名、計４名の懲戒処分を行った

ところでございます。

また、かかる不祥事を招来いたしまして、未然

に防止することができ得なかった私を含めまして、

上司の管理監督の責を全うできなかったというこ

とで、上司４名につきましても厳重注意の処分を

受けたところでございます。教育行政に責任ある

立場の者といたしましては、深く責任を痛感いた

すものでございます。

また、今後の再発防止につきましては、従来よ

り図書館では、２階の事務室において館長並びに

係長が執務を行っておりました。司書職員につき

ましては、１階での図書貸し出し業務を中心とし

て業務を行ってまいったわけでございますが、職

員動態の目配りが十分行き届かなかったこと、ま

た職員の人権問題の基本認識や公務員としての責

務が欠如していたのが、今回の職員不祥事が生じ

た要因ではないかと考えられますので、この機会

に館長あるいは係長が１階図書事務室におきまし

て執務を行い、指導監督及び課内の定期的会議を

初め、ライン・スタッフの有機的な連携、職員の
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コミュニケーション等を図ってまいりますととも

に、職員の人権意識の重要性と自己改革を図るた

め、地方公務員法の服務の根本基準等初期研修か

ら社会教育研修等、積極的に研修会に参加させた

いと考えております。

また、停職職員が職場復帰後は、教育委員会と

いたしまして、課題別のプログラムを作成し研修

を行ってまいりたいと、このように考えてござい

ます。

次に、池田小学校での事件につきましてでござ

いますが、昨日も質問をちょうだいいたしており

まして、その折にも答えさせていただいておりま

すけれども、本市教育委員会といたしましては、

事件直後、各学校・園等への文書通知あるいは臨

時の校園長会議、あるいは臨時の教育委員会等を

開催いたしまして、危機管理の再点検、見直し、

このことに力を入れ、指示事項等を伝達し、不審

者への対応等共通理解を図り、安全確保に努めて

おるところでございます。

各学校・園でおきましては、今日的な状況を踏

まえ、従前にも増しまして危機管理に関する情報

収集、共有化など、教職員の意識の高揚を図るこ

とに努めております。

また、不審者等への対応方につきましては、校

門、通用門等の限定、できる限り１カ所程度にし

ていただくということ、あるいは外来者が来られ

たときに職員室における用件の確認、あるいは外

来者への声かけ、また教職員並びに一部の学校・

園におきましては、ＰＴＡの方々の応援をいただ

き校内巡視活動の実施、また校外巡視活動の実施、

登下校時の指導あるいは集団、場合によりますと

複数による登下校並びに降園と申しますか、幼稚

園から帰る折にもそういった形での対応をしてい

ただいているということでございます。

また、不審者の情報が入手されました場合には、

連絡体制を整備し、緊急時の通報体制あるいは避

難誘導方法、経路、また警察、教育委員会などへ

の通報体制の整備、こういったものも確認をして

いただいて、具体に申しますと、できる限り電話

等の場所に連絡の仕方等を明示していただくとか、

そういった対策をとっていただいております。

また、教育委員会といたしましては、青少年指



導員協議会との連携によりまして、事務局の職員

もあわせて市内のパトロールの実施をやったり、

あるいはこども１１０番の黄色い旗の増設、更新、

こういったことにも取り組んでおります。並びに、

各種団体への啓発、協力依頼等、このこともお願

いをしておりますし、警察等の関係機関とも連携

を密にいたしております。

学校施設の設備等への対応方でありますが、こ

れにつきましては、教育委員会の方から指導主事

を各学校・園に派遣いたしまして、学校・園での

取り組みを含め施設・設備面におきましてのヒア

リングを行った上で実態把握に努めておりまして、

当面の対応といたしましては、先ほど申し上げま

したように、学校・園に入ります入り口の限定、

あるいはフェンス等の点検や補修を早急に実施す

るということ、また緊急対応策の１つといたしま

しては、すべての幼稚園、小学校の教職員並びに

児童施設の職員等に対し、早急に携帯用の防犯ブ

ザーを配布したいと考えておるところでございま

す。

また、機器等によるセキュリティーシステムの

確立に関しましては、府教委において緊急のプロ

ジェクトチームが設置されまして、７月をめどと

して危機管理の基本的な考え方や具体の方策が示

されると聞いておりますので、府の動向や府下の

状況を踏まえ、十分に調査研究してまいりたいと

考えております。

以上が今現在、教育委員会の方で協議をいたし

ている内容でございます。よろしく御理解を賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 私の方か

ら２件の御質問に対してお答えをさせていただき

たいと思います。

まず、木造の３住宅についてでございますが、

議員御指摘あったのは、住民の意向を尊重して問

題解決をどのようにするんかということでござい

ますが、問題の解決ということは、住民の意向を

尊重するということは、これはもう払い下げしか

ないわけでございますね。泉南市の場合、判断と

いたしまして、払い下げはしない、建てかえを行

うという判断のもとに我々業務を行っておるわけ
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でございますので、対立しているわけでございま

す。この解決には当事者同士の解決、これは無理

な話でございますんで、裁判による訴訟に至った

ということでございます。

行政を進めていく中で、当事者同士では問題が

解決しないというような場合が多々ございます。

その場合はもう訴訟しか仕方がないということで

ございますんで、この訴訟が解決すれば、どうな

るかはこれはちょっと今の時点での判断は私はで

きかねるわけでございます。いずれにしましても、

近々裁判の結果が出るわけでございますんで、そ

の結果を踏まえて泉南市はどう判断するのかとい

うのは、重要なことになってくるんではないかな

という認識を持っておるところでございます。

続いて、砂川樫井線の進捗状況、また一丘団地

内の交通安全対策はいかがかという御質問でござ

いますが、お答えをさせていただきたいと思いま

す。

砂川樫井線につきましては、現在の状況はＪＲ

の阪和線の和泉砂川駅から一丘団地に至る区間の

１，４９８メーターについて、一部の権利者を除い

て用地の取得もおおむね完了しておるところでご

ざいます。事業認可の区間のうちの一丘団地内の

６００メーターにつきましては、既に供用を行っ

ておるところでございます。

工事の進捗状況でございますけども、毎年事業

を行っておるところでございまして、平成８年度

におきましては、牧野地内で１５０メーターの改

良工事を行いました。平成９年度には、一丘団地

から尋春橋までの１４０メーターの改良工事を行

いました。平成１０年度には、同じ区間での車道

部分の１００メーターの改良工事を行いました。

いろいろ部分的に工事を行っておるわけでござい

まして、なかなか事業の効果が出ないということ

でございますが、今後できるだけ事業効果のある

部分についての事業を行っていきたいというふう

に思っております。

また、懸案でございましたアルミニウム工場の

移転補償の関係も、平成１１年度及び平成１２年

度で完了いたしましたので、今後その部分につい

ても事業効果のあるような道路整備を行っていき

たいというふうに思っておるところでございます。



また、砂川樫井線の供用部分と、それと市場岡

田線の事業もことしからやっておりますので、そ

れらが結合することによって事業効果がかなり出

てくると思いますので、その時点で今現在団地内

の生活道路的になってる部分は、通過交通用の道

路になるわけでございますんで、これの交通安全

対策については、十分配慮していきたいというふ

うに思っております。

また、今現在ＪＲとの隣接の協議も進めており

ますので、かなりの通行量が見込まれる道路にな

ると思いますので、交通安全は万全を期していく

ということで考えておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 時間がないもんで、答弁

なさる理事者の方には、簡潔に答弁してくださる

ことをお願いいたします。

私は、まず最初に巡回バスの問題についてお伺

いしたいと思います。

私は、偶然きのう９チャンネルで夜１１時ごろ

ですかな、泉佐野市のコミュニティバスのことに

ついてテレビ報道しておりました。村野という泉

佐野の部長がアナウンサーの声に答えて、７月１

日から佐野はコミュニティバスを実施しますと、

３コースを実施しますと。それで、これはまず３

カ月きちっとよく見て、またさらに改善していき

たいという、こういうテレビを偶然見まして、私

は複雑な思いでこのテレビを見てました。という

のは、先ほど質問しましたように、一丘団地泉佐

野線は、７月１日から南海ウイングが経営するバ

スが廃止になります。佐野は廃止と同時にその路

線にコミュニティバスを走らせると、こういうこ

とに取り組んでおります。

残念ながら我が市は、今の答弁をお伺いいたし

ますと、何ですか、走る時間、コースの意見を聞

いとるとか、まだ聞くこともあるという、こうい

う住民行政の態度であります。それから、もう１

つ、南海バスがすべて廃止となった岬町ですが、

これはもう４月１日からバスが３路線走っており

ます。これは１０分、１５分に１回という、こう

いう路線もあります。

こういう点から考えると、さっき言った早期に

実施したいということは、時期も明確でないし、
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中身についても毎日運行ということを言っとるん

ですけど、今から意見を聞いて走るコースを聞い

て、そういうことをやっていて果たして、早期と

言うんですけど、実現をいつするのか、私はまず

その点をお伺いしたいと思います。

それから、ミニバスですけど、泉南市はその実

施に当たって、過去私どもが視察した調布市など

では、ミニバスについては懇談会を設けて住民の

意見を聞いてますわね。懇談会を持って住民の意

見を聞き、そしてミニバス導入に関するアンケー

ト調査などをして、極めてきめ細かくそういうバ

ス路線を検討してます。市の検討委員会は、いわ

ゆる足、住民の意見を聞いてその問題を集約して

便利な路線をつくろうとする、そういうことはや

っているのか。そういう点についてお伺いしたい

と思います。

それから、図書館問題でありますけど、これは

極めてゆゆしき問題でありまして、図書館法に書

かれている基本的な問題は、先ほど私が読んだん

ですけど、図書館法では、市民の教育と文化の発

展に寄与するということが昭和２５年法第１１８

号によって書かれております。文化、教養を推進

する社会教育の中心の場で、全くそれとかけ離れ

た暴力が、それも数年、長くて４年にわたって繰

り返し行われてたと。

この問題について、先ほど職員の動態とかそう

いう問題をお答えしたんですけど、１つは職場の

状況を市当局はどのように把握していたのか。そ

れから、各自働きやすい職場にするという意味で、

職員の状況、職員の声はどのように教育委員会に

反映されていたのか。

それから、再発防止なんですけど、いわゆる図

書館法に定める法律では、今日図書館協議会が図

書館行政について的確に指導及び意見を申し述べ

るということを言われておるんですけど、この暴

力行為が行われた後、図書館協議会は開かれたの

か。

それから、もう１つ、館長のことを言われたん

ですけど、現在実態として専門職の館長はない。

これは前から言われてます。専門職の館長はあり

ません。具体的に指導すると言われても、事務職

の課長、係長と専門職の司書の間には、今回の事



件が起きた背景にはこの乖離があると思います。

専門職でない事務職員といわゆる専門職である司

書の間に、指導の中に若干の乖離があるのではな

いか、意思疎通がないのではないかという気がし

ます。

それと最後に、もう少しお伺いしたいんですけ

ど、さっきの暴行事件の中で、人格を無視したよ

うな過剰な暴力行為が長年に繰り返されたという、

この人格を無視したということは、具体的に

あなたはこの文章しか言われなかったんですが、

どういうことですか、人格を無視した行為という

のは。これは何枚も人格を無視した暴力行為……。

それから、処分内容で、威圧を背景に書籍を購入

させた。これは具体的にどういうことですか。暴

力行為を働いた、本人から金品を巻き上げて本を

買わせて、その金で買った本を図書館に今も寄附

さして置いとるんですか。そういう本が今でも置

いてあるんですか。暴力行為で恫喝して買った本

を寄附行為として今でも置いてあるんですか。そ

れはどのぐらいの金額に上るんですか。こういう

ことが泉南市という市で本当にいまだに図書館に

そういう本を置いてあるんですか。そのこともお

伺いしたいと思います。

それから、払い下げ問題なんですけど、ちょっ

と市長に聞きたいんですが、市長の家は築何年で

すかね。それから、木造建築というのは、大体耐

久年数が一体何年であるのか、ひとつそのことを

お伺いしたいと思います。私どもは国連憲章で、

住むということは権利であります。福祉というこ

とで住ということは、その人の人格を形成する大

変大切なものであるということで、築４６年から

経過した住宅を、しかも今なお裁判問題でこれを

放置している。行政は裁判を受けてやっとるんで

すけど、現に住んどる人は、修繕をしたとはいえ

今なおその家に住み、しかも高齢化を迎えて、払

い下げをしてほしいという希望を持って裁判闘争

をしとると思います。

私は、これはこういうことが長年続くというこ

とは、今後あと１０年続くということになれば、

これは大きな社会問題になると思います。今住ん

どる人たちの住居をどうするのか、こういうこと

は行政として、そらもう訴訟、そういう問題以前
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として、その人たちの住む権利、そういう問題を

どう保障していくかということを念頭にして考え

なければならないと思います。これが行政の責任

じゃないですか。

だから、裁判で例えば、市長にお伺いします。

勝ってもブルドーザーを出して追い出すことがで

きますか。居住する権利、生きる権利、また例え

ば負けて払い下げしない。これは残るも地獄、去

るも地獄ということで、こんな人権を無視したこ

ういう方法を行政が今後ずっととり続けるという

ことは、私は社会的に言っても許されないと思い

ます。

そういう点で、市長の根本的な住民の住む権利、

住宅問題、住民が将来希望を持ってこの地で生き

ていかれる保障をするために、この問題について

どういうふうに考えとるのか。今後１００年争う

のか。私は、その点について真摯に市長の考えを

お伺いしたいと思います。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の家のことの問いもあっ

たんですが、個人的なことですから余りここで言

うのはどうかと思いますが、私は昭和４５年、で

すからもう三十一、二年になります。まだ何とか

住んでおります。

それと、確かに老朽化してるというのはもちろ

ん十分承知をしておりまして、それをいかに、今

の時代に合った、居住スペースにしましても、あ

るいは耐久性にしましても安全性にしましても、

確保していくかということで、建てかえをしたい

ということで進んでおるわけでございます。

ですから、何もこのまま置いておくということ

ではなくて、新しく建てかえて、そして住環境を

もっとよくしていこうと。しかも、さらに多くの

方々にも入居をしていただこうということで、建

てかえということで進んできておるわけでござい

ますが、過去において払い下げという意向もあっ

たということで今訴訟されておりますので、これ

は間もなく結審をするというふうに聞いておりま

すので、その結果については、いわゆる第三者、

公平な１つの判断が出ようかというふうに思いま

すので、もう間もなくだというふうに思いますか



ら、まずそれを確認したいというふうに思ってお

ります。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 先ほどのバスの件

でございます。早期とはどういうふうな時期なの

かという御質問だったと思います。

早期と申し上げましたのは、積極的に進めたい

というふうに考えております。従来は巡回バスの、

どっちかといいますと積極的ではなかったような

感じもしております。先ほど答弁を申し上げまし

たけども、つい直近の検討委員会の方では、今後

は積極的に進めてまいりたいというふうなことで、

事務局の方でも素案は示しております。

先ほども申し上げましたように、今後市トータ

ルとして重要なのは、財政面であるとか、あと既

存の走っている路線バス、これとの調整、それと

実際に運行するという場合の時間帯ですね。何時

から何時まで走らすのかとか、それから回数、そ

れから乗降場所 停留所でございます。それと

か、受益者方式でやってまいりたい、どうなのか

と、そういうふうな問題を今後は検討、調整して

まいりたいということでございます。

それと、住民さんの御意見を聞きという件でご

ざいますけれども、これにつきましては、従来か

らあいぴあの方で走っておりますバスの方に各住

民さんの方から御意見を相当数ちょうだいしてい

るというふうに聞いておりますので、この声を今

後も十分参考にさしてもらいたいと、このように

考えております。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） まず、このたびの

図書館における不祥事の件、市民の皆様の信頼を

裏切りましてまことに申しわけございません。深

くおわびを申し上げます。また、私自身管理不行

き届きであったこと、深く反省いたしております。

今後、信頼回復に最善の努力をしたいと考えてお

ります。

さて、お尋ねの職場の状況をどのように把握し

ていたのかということで、この点につきましては、

先ほど教育長も申しましたように、従来から２階

の事務室、それに管理職等がおります。そして、
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司書職員については１階というようなことで、図

書貸し出し業務を行っておるわけでございますけ

れども、その動態の関係につきまして目配りが十

分行き届かなかったこと、このあたりが反省点で

あると考えておりますので、今後このあたり管理

の徹底をしたいというふうに考えております。

そして次に、図書館協議会が開かれたのかとい

うことなんですが、これにつきましては、今現在

この問題につきましての協議会は開いておりませ

ん。この議会が済みまして、７月に開く予定を持

っております。

そして、館長とそれから司書等の職務の関係で

ございますけれども、これにつきましては、図書

館司書は専門的な分野で貸し出し業務を行ってお

りますけれども、当然管理職とも連携を持った中

で、そういうシステムの中で管理・運営をしてい

くものというふうに考えております。

そして、人格を無視した行為、これにつきまし

てはどういうことなのかといいますと、当然暴力

行為もありました。人間の尊厳を無視してるとい

うようなことで、暴力については当然人格を無視

しているものという内容でございます。

そして、図書を購入の件でございますけれども、

今現在金額は１，０００円でございますが、これに

つきましては、本人の意思ではなかったいうこと

で本人に一応返済されております。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 何分までですかな。

○議長（奥和田好吉君） ５分までです。

○１８番（成田政彦君） 巡回バスなんですけど、

巡回バスに対して大体佐野と岬はどのような費用

がかかってるかというと、これは従来どおりの費

用しかかかってないということです。ということ

は、従来どおり佐野は２，１００万、あとはバス収

入１００円ということです。それから、岬につい

ては２，１００万、これもバス収入を充てとると。

３，０００万かかるのに、実際は２，１００万と。従

来のバス、岬にもあったんですけど、福祉バスが

あって、それにかかったお金以上はかかってない

ということで、佐野は７月１日、岬は４月１日か

ら実行してるんです。やればできるんですわ、こ

れ。



泉南市も福祉バスというノウハウを既に持って

ると。だから、そのノウハウを生かせれば、少な

くとも南海バスが廃止と言ってきたのはもう既に

７月ではありません。佐野には去年の８月ごろか

らもう廃止のことを言ってます。泉南市も既にそ

ういう意向を南海バスが言ってるんですから、そ

の当時からもうこういうことをやっておれば、佐

野並みに７月１日から実施できても当然でありま

す。ちなみに、泉南市の福祉バスの予算は、平成

１１年決算で１，２００万です。１，２００万です、

泉南市は。わかってますか。佐野は２，１００万。

それから、岬町は２，５００万をかけて実施しとる

んです。いいですか。

１，２００万という泉南市のこの金額、そんな多

くないでしょう。泉南市がもう少し足せば、この

７月１日の実施はできたんじゃないかと私は思う

んです。私は早期じゃなくて、いいですか、住民

は既に南海本線に行く足を奪われとるんです。だ

から、４月 少なくとも、うちだけですよ、バ

スが廃止されて地域バスを運営してないのは。だ

から、少なくとも日付を明確にして、９月でもそ

れから４月でも、それは もうこれは早ければ

早いほど住民は喜ぶことです。こんな喜ぶことは

早くすべきじゃないですか。やって喜ばれること

は、早く私はすべきだと思います。そういう点で、

早く、４月１日からでも私は実施すべきではない

かと思うんですが、その点はどうですか。

それから、図書館司書の問題で、私はこの事件

が起きてから市民の方、また私にも直接電話があ

ります。市民の方はどういう反応をしてるかとい

うと、もう図書館が怖くていけないと。子供を連

れて行かれない。それから、巡回バスがあるわね、

かしのき。うちの団地もそうですけど、前回より

来る人が減った。恐る恐るどんな人なんだろうと、

こういう雰囲気がやっぱり市民の間に浸透しとる

と、自動車文庫でも。本館もそうということで、

私は電話ではどういうことを僕に言われたか知っ

てますか。電話がかかってきてね、泣きそうな声

で。のろまで仕事の遅い、そういう人間はふさわ

しくないと、図書館の職員に。そういうことで、

市当局にも問題があるんやと、そういう人間をあ

あいうとこに置いとくのが問題であると、こうい
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う電話が私にあったんです。図書館の本人ではな

いですよ。

私は、暴力行為に対してはいかなる理由があっ

てもそれは許せないと、ここに今日の図書館で起

きた、４年も暴力行為が行われた根本的な原因が

あるんじゃないかと。劣った人間、遅い人間、こ

れは中学生のいじめ問題であるならまだ未熟であ

りますわ。まだわからんままにこつく。しかし、

４０過ぎたおっちゃん、おばちゃんがこういう行

為を何年も繰り返すということは、単に職員の動

態、指導という点だけで現在の職場が明るく、そ

して市民にとっても行きやすい職場になるかとい

う問題については、私は根本的に図書館の体制、

館長の問題、１６年間同じ体制で今の図書館は来

ております。

それで、私どもの調査によりますと、かしのき

号のバスの運営も、いつも一部決まった人間が運

行しとるということを私どもは聞いております。

だから、職員間にも１つの何かランクがあるのか、

そういうことが続けられてたんではないかという、

そういうことも私は聞いてます。

それから最後に、この暴行事件について公平委

員会に処分を受けた人たちからは何か異議があり

ましたか。その点もちょっとお伺いしたいんです

けど。私は、再発防止について根本的に図書館の

体制を変えること。館長も事務職員ではいけませ

ん。本職を置くこと。それから、今の９人体制で

人事の交流、いわゆる活性化を図る、こういうこ

とが私は必要ではないかと思います。

聞くところによると、処分された人間がいまだ

に、職員室には入ってこないんですけど、堂々と

図書館のとこまで入ってくると聞いとるんです。

これは処分をどのように受けとめとるんですかね。

自分のしたことを真剣に受けとめ、今後こういう

ことをしない。これはまあはっきり言うたら教育

委員会自身がなめられとるんと違うかと、私はそ

ういう気もしますよ。罰則は厳しく、そして優し

く直るように、大人ですからね、やるべきじゃな

いですか。そういう点での適正な人事交流を含め

て再発防止をどうするのか。その点をひとつ……。

それから、もう１つ、同和教育じゃないんです

けど、私は教育の大もとである教育委員会で、し



かも大人がこういう暴力行為、しかも図書館で起

こしたんですからね。泉南市人権教育基本方針と

いう、私は立派かどうか思ってませんけど、ここ

に、生涯学習時代の到来の中、同和問題を初めと

する人権問題に関する市民の理解と認識を深め、

人権意識の高揚を図るため、多様な学習機会の提

供や体験、参加学習の導入など学習方法の改善を

行い、市民の主体的な参加による人権啓発の推進

に努めている。

人権問題に関する市民の理解と認識を深め、人

権意識の高揚を図る、これは理解できますか、市

民が、こういう状況で。こんなもん全然できませ

んわ。教育委員会の中の、しかも文化と教養の地、

図書館で暴力事件が起きとる、何年間。これが生

涯教育、そんなもん信じられないですわ。今回の

問題は、泉南市の社会学習に対しては決定的な汚

点を残しました。これは今後何十年かかるか知り

ませんけど、そら市民にしては大変なショックで

す。その点についても、単に教育委員会の云々で

はなくて、教育委員会の体制そのものもきちっと

やるべきではないですか。

それから、払い下げの問題です。私は、市長は

払い下げの問題、裁判訴訟の中で、裁判で決着す

るということを言っとるんですけど、平成１２年

の９月の答弁の中でこういうふうに言ってるんで

す。「裁判の結果についてどう思うかということ

でございますが、基本的には尊重するという立場

でございます。ただ、御承知のように、裁判制度

というのは三審制になっておりますから、これは

原告も被告も三審制を否定するという言い方はで

きないというふうに思います。ですから、一審判

決が出ればその内容を これは我々もそうでし

ょうし、相手方もそうだと思いますが、十分吟味

をされてそれでお互い納得するのか、あるいはし

ないということであれば高裁へ行くと、そういう

ことも考えられるわけでございますが」というこ

と。

裁判結果がどう出るか、私はわかりません。し

かし、例えば勝つにしても負けるにしても、最高

裁まで行くとあと何年、大体１０年、２０年と経

過しますわね。そうすると、今氏の松とかの住宅

は築４８年ですわな。これがあと２０年、６８年
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ということは、結局この木造住宅は自動的に崩壊

するのを待つという、まさに非人間的な裁判闘争

になりますよ。住めないよう市はずうっとそのま

ま放置していくという、こういう非人間的なこと

を そら三審制で市長は何回もやったらいいで

すわ。しかし、現実に住む人にとっては毎日そこ

に住んどる。こういう問題を放置して裁判闘争す

るんやと、今。

私は、そこに今日の市長、あなたの解決しなき

ゃならない、この住民たちにこういう住宅に住ま

わしてはならない、払い下げするか、そういう点

では和解、いろんな問題があるんですけど、私は

住民よりこれはやっぱり行政の方が権力であり力

があるんですわ。これは行政がやっぱり住民の立

場に立って、これを解決するという立場に立たな

い限り、これはそういう市長を持った住民は悲惨

な姿ですよ、これ。私はさっき社会問題でありま

す、ここ何十年これが続くと言ったことは、住民

の住む権利、こういう保障をどうするのか、こん

なことを考えたら当たり前ですわ。

もう１つ、建設省の通達ということをこの壁に

よく言われるんですけど、こんな壁ね、前に市長

さんがいらっしゃるんですけど、通達が出たとき

も、建設省に行って一生懸命努力されたと聞いて

おります。もし、市長のそういう姿勢があったら、

ペナルティーか何かあるんですけど、通達、そん

なことより市民の住宅のことが大切だということ

で、積極的に払い下げをね、そんな通達なんか破

ってもいいと、断固として払い下げるんだという

姿勢でやるべきじゃないんですか。

聞くとこによると、大阪府がこの通達を守らな

かったら、府下で非常に多くのこういう訴訟が行

われてると。そうすると建設省から目玉を食らう

と。行政の官僚のメンツ、そういう問題でこれは

なかなか払い下げについては困難な面があるとい

う大阪府の強い態度があったということも聞いと

ります。ハンセン氏病じゃないんですけど、いわ

ゆる行政のメンツで住民の犠牲をないがしろにす

ることは、私は許されないと思います。

だから、住宅問題については、一日も早くじゃ

なく、今すぐ私はあなたが手を差し伸べて、どう

いう方法で解決するのか。私は、三審制という、



１０年、２０年、自動的に家が崩壊するなんて非

人間的なことをするんじゃなくて、率直にその解

決策をすべきではないかと思うんですが、その点

はどうですか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） その答弁を読んでいただい

たように、裁判制度そのもの、制度のことを申し

上げてるわけでございまして、これは今の段階で

その制度そのものを否定するということはお互い

にできません。したがって、それはそれで答弁を

さしていただきまして、当然一審が間もなく出る

わけでございますから、基本的にはその一審の結

果、いわゆる公平な第三者の結果というのは尊重

するという立場、前提で対応を考えていきたいと

いうふうに思いますが、その中身にもよりますの

で、これについてはその時点で判断をするという

ことでございます。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 市内巡回バスの件

でございますけれども、事務局としまして、市民

生活部としまして、従来から答弁を申し上げてお

りますように、積極的に進めてまいります。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 今回の図書館の件

に関しましては、本当に市民の皆様には申しわけ

ないことであります。文化の拠点であり、このよ

うなことが起こったのは非常に残念なことであり

ます。人権尊重の模範となるべく、特に公務員と

してあるまじき行為であります。この点は私も含

め反省し、また本人も一応この点については、ま

ことに申しわけないことをしたというようなこと

で深く反省もしておりますし、本人たちも真摯に

受けとめてると思っております。

そして、また公平委員会につきましては、今の

ところ申し立てがあったというふうには聞いてお

りません。今後、時間がかかるとは思いますけれ

ども、いい職場、明るい職場というような形で、

市民の信頼の回復に向けて努力してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、どうかよろしく

御理解賜りますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。
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○１８番（成田政彦君） 巡回バスについては、そ

ういう消極的な 具体的に目標がなけりゃあか

んでしょう。現実的に一丘団地とかああいう人た

ちは、もうバスからほうり出されたんですよ。そ

の人たちはどうなるんですか。そういうことが観

点から抜けとるんですよ、住民のサイドが。行政

のサイドではないでしょう、これは。

それから、図書館司書の問題ですけど、人事の

刷新はどうですか。３カ月たったらまた来るんで

すよ、同じ人が、９人体制があって。私は信頼す

るという問題でやるんですけど、人事の刷新、や

っぱり新しい血を入れて、二度とこういうことを

起こさないという、こういう明確ないわゆるサイ

ンを市民に送らなければならないんです。また行

ったら同じ人間が並んどると、あ、また起こるな

と、これでは私はだめだと思います。その点はど

うですか。

それから、市長には巡回バスの点についてお伺

いしたいんですけど、佐野市も きのうテレビ

見ました。テレビでは堂々とやっとるんですわ。

そういう巡回バスについては、早急にこれは私は

すべきではないかと思います。

それから、払い下げ問題なんですけど、三審と

いうのは制度としての問題なんで、私はこれは住

民の意向を尊重するならば、市の方が勝っても負

けても、市の方から住民の方に解決の方法、和解

の方法もあるし、払い下げの方法もある。具体的

に私は市の方が解決策を出すべき問題であります。

私はその点で市長ね、そら形として三審と言った

んですけど、その言葉の中には解決すると、住民

の立場に立って。いろんな方法があるんですけど、

解決するんだと。通達の問題がありますけど、一

日もこれは延ばすことができない問題です。その

ことをもう一度、この問題については、解決する

と、住民の立場に立って。明確に、もうそんな１

０年、２０年争う問題ではありません、市民を相

手にして。私はそう思います。あと２分ある。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） バスの問題は、一定整理を

いたしまして、福祉バス、これをコミュニティバ

スに転換していくという方針でございます。岬町

もそういう形でやっております。当然、台数とか



いうのは多くしないといけないわけでございます

し、連日運行ということになります。ルートにつ

いては、福祉バスで一定ノウハウもあるという話

も出ましたけども、そういうことでございますか

ら、あのルートをベースに、多少場所については

最寄り駅も含めて検討をいたしております。

あとは予算的なことと、これは補正予算なり何

なりということを組んでいかなきゃいけないとい

う問題がありますし、一方では陸運局の許可とい

うことになりますので、これが約３カ月 多少

あるかとは思いますが 程度手続にかかると。

振りかえる場合ですね。ということでございます

から、そういうスケジュールの中で、そういう手

順、手続がきっちり踏まれた段階で早期に実施を

したいと、こういう考え方でございます。

それから、住宅の方は、一審の判決が出ました

ら、基本的に尊重するという立場でございます。

その中で所有権移転請求が認められるかどうかと

いうのがあるわけでございますが、我々の方は従

来から建てかえて、市民の住宅でございますから、

多くの皆さんにも入っていただきたいというスタ

ンスでございますから、それをベースにお話し合

いをさしていただきたいと思っております。

○議長（奥和田好吉君） 以上で成田議員の質問を

終結いたします。

次に、１２番 北出寧啓君の質問を許可いたし

ます。北出君。

○１２番（北出寧啓君） わの会の北出でございま

す。附属小学校の残虐事件で、今開かれた学校が

またどのような形に今後展開するのか、非常に複

雑な面持ちでおります。教育委員会の方には、そ

の開かれた学校への配慮を適切に判断して、今後

ともより地域－家庭－学校という枠組みでの学校

の再生を考えていただきたいと思います。

それでは、第２回定例議会一般質問に入りたい

と思います。

まず、教育問題から入らしていただきます。

我が国では不毛の９０年代を通して未曾有の危

機が一層深まり、しかも光明が一向に見えてこず、

多くの人々は不安に駆られています。危機の深ま

りは、学校教育において一層明白になっています。

大衆消費社会で多様化し、かつ私人化する子供
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たちには、戦後の日本の高度成長を下で支えた画

一的な授業スタイルはもう通用しません。文部省

は授業時間を削減し、生徒の創造性や能動性を引

き出そうとしていますが、果たして現在の学校に

生徒の創造性や能動性を引き出す能力や環境があ

るかが不問にされています。さらにいえば、人間

関係がファミコンゲームにすりかわり、ますます

他者性を喪失しつつある生徒が、どうすれば授業

に参加できるかがより鋭く問われなければなりま

せん。

さて、今日、文部省は、新しい学習指導要領で

教育課程の３割減を行い、生徒がみずから学び、

みずから考え、みずから行動して問題の解決に当

たることを目指しています。しかし、気になるの

は、みずからということが果たしてうまく成立し

ているのかということであります。みずからが成

り立つためには、心の中には第２の自己、つまり

他者が育ってこなければなりません。他者は神で

あったり古典であったりします。感じ、考える自

己と反省する自己の対話によって、みずからがは

ぐくまれてきます。このみずから、つまり単なる

自己ではない自我は、自己内対話を通して自己を

コントロールします。

教育委員会は、このみずから、しかし生徒たち

にとっては危うい自我をどう理解しているのでし

ょう。しかし、日本の子供たちの事情は、みずか

らの時熟ができにくい環境に置かれていると言わ

ざるを得ません。子供たちは、はんらんする情報

と欲望を無限に刺激する消費のための商品の洪水

の中で生活しています。

簡単に事例を挙げても、ファミコン、貧困なお

笑い番組、対話のない家族、かかわりのない隣人、

人格の形成を主題にできない学校など、子供たち

が自己をはぐくむには、社会は余りにも無味乾燥

としています。自己と向き合う他者が少なく、過

剰でかつ瞬間的な情報や、ゲームと過剰な商品が

ひっきりなしに子供たちの意識を刺激する社会は、

子供たちにとって悲惨としか言いようがありませ

ん。

こうしたことの対策を教育委員会は具体的に考

えているのでしょうか。おまけに、不況の真った

だ中で終身雇用制や年功序列制が解体し、勤勉、



豊かさ、幸福という価値観が崩落した今、子供た

ちはとりわけ夢をはぐくみにくくなっています。

学校の荒れの根っこにはこのような社会変動が潜

在していることを、教育委員会は明示的に理解す

べきです。

次に、学校－家庭－地域のネットワークについ

て。

このような子供たちを取り囲む状況がどれ１つ

とっても厄介であり、学校だけでは何１つ解決で

きないことは明白です。昨年度、市教委は府の指

導に従って地域協議会を設立しましたが、それに

よって学校は地域の支援をどのように得ることが

できたのでしょうか。地域から協力を得るのに、

市教委が音頭をとり、学校長やＰＴＡ会長が大半

を占める団体であれば、地域協議会に参集する団

体は学校－家庭－地域での独立した地域とは言い

がたく、これでは学校を支援する地域の展望は開

かれません。

一方、子育て支援ネットワークやさまざまな団

体が地域に根差した活動を始めています。そうし

た地域の団体こそ、学校－家庭－地域のそれこそ

まさしく地域の人たちに該当するでしょう。日本

は、近代教育の初めから終始一貫して、官つまり

国家が公を占有してきました。いわゆる行政国家

であり、お上が公のすべてにわたって関与し、指

示してきました。つまり、私たちは近代市民社会、

自発的な個人が集合する社会に生活しているのに、

市民は市民の討議による合意形成やそのことによ

る規範やルールの取り決めといった習慣がほとん

ど身についてきてはいません。

市教委や学校も例外ではありません。公に認め

られた団体だけを選ぶなら、単なる公務としての

行政指導の延長にしかすぎません。今こそ生徒が

学校という学びの共同体で社会化し、よき市民に

なるための学びを教師・生徒間で自発的に始めな

ければならないのです。このことは、そして市教

委にも言えるのです。市教委が地域に入り、自発

的な育ちの団体を自分の目で見、判断すること、

それこそが学校－地域ネットワークの第一歩なの

です。

いかがでしょうか。また、学校が地域や家庭に

支援を求めるとすれば、一体何を求めるのでしょ
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うか。もちろん、それが単なる生徒たちの非行の

取り締まりや私語や授業無視が頻発する授業の鎮

静化に矮小化されるとすれば、それは対症療法で

しかありません。

次に、幼－小－中のネットワークについて。

どう見ても、子供たちが今育っていく幼－小－

中での生徒たちの知的、情緒的な成長に関して、

教師間のつながりがよく見えてきません。地域は

幼－小－中を越えたネットワーク組織をつくり始

めているのに、教委は今後どうするのでしょうか。

次に、いわゆる道徳教育について。

教育基本法の第１条をひもといてみましょう。

そこには、「教育は、人格の完成をめざし、平和

的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を

愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重ん

じ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の

育成を期して行われなければならない。」とあり

ます。

教委は、この目的を逐一完全に理解されるとこ

ろから、教育行政を行っているのでしょうか。人

格の形成どころか、私化し欲望化する子供たちが

どのようにして人格を完成させられるのか。教育

委員会は、あすの日本あるいは市民社会を担う世

代の根源的課題として、この問題に真正面から取

り組まなければなりません。

言い古されつつ繰り返される物の豊かさという

近代の遺物から心の豊かさ、つまり公共性を取り

戻すには、教育基本法でいえば、真理や正義を愛

し勤労と責任を重んじる人間を形成するには、現

在的に言えば、子供たちが法の下に市民として社

会化するためには何をしなければならないのか、

です。

私たちは、今近代化の負の面、ひたすら物の豊

かさを求める大量生産、大量消費、大量破棄とい

う高度経済成長路線を突っ走ってきました。その

中で、家庭から父が、地域社会から商店主などの

まちのリーダーが奪われていきました。それぞれ

が学校とともに、人に迷惑をかけてはいけない、

人は助け合わなければいけないなど、子供たちに

生きる価値や規範を教え伝承する地域社会（共同

体）の良識の担い手でした。この地域社会のよき

伝統が解体を余儀なくされたところにあらわれた



のが、子供たちにとってすさまじい破壊要因とし

て作動している大衆消費社会、情報化社会です。

しかし、私たちは、残念ながらこの事態を所与の

ものとして受けとめるしかありません。

したがって、私たちは、第一に日本全土に出現

した大衆消費社会、情報化社会での生徒の育ちを

その自己のあり方に従って分析しなければなりま

せん。それを踏まえて、危うい社会状況の中で、

徳つまり公共性がいかに養われるのかを考えなけ

ればいけません。市教委は学校での公あるいは公

共性の実現をどう考えているのでしょうか。公共

性とは公とも言えます。つまり、近代市民社会は、

学習し議論し、合意を形成することで成り立って

います。法とは、つまり市民の合意の結果であり

ます。

そもそも徳 公共性は、人の共同営為の中で

こそ基礎づけられるのですから、中学校学習指導

要領に準じていえば、道徳教育を進めるに当たっ

ては、教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深め、

家庭や地域社会との連携を図りながら、ボランテ

ィア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通し

て、生徒の内面に根差した道徳性の育成が図られ

なければなりません。それは言いかえれば、人間

の自由にならない自然との格闘や社会への貢献と

いった公共性を貫くボランティア活動の中で、そ

こでの対話、コミュニケーションを通じてしか望

むべく自我、またよき市民の形成ができないとい

うことであります。そして、子供たちは、それを

通して市民社会の学校である学びの共同体で、生

徒に準じれば生徒イコール市民として、民主的な

市民社会の権利と義務、労働と責任、権力と正当

性などを学んでいくわけであります。

さて次に、いじめや校内暴力について触れてお

きたいと思います。

他人へのいじめや暴力は、もちろん徳目とは対

極に位置します。しかし、近代も市民社会の成立

の過程で、心身障害者が社会から排除されてきた

ことは、フランスの哲学者ミシェル・フーコーが

つとに指摘してきたことです。ただ、欲望のはん

らんと管理社会の抑圧が同時に進む社会で、そし

て学校の授業がリアルな現実世界を読み解くすべ

を教えない現状で、子供たちは一層右往左往し、
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それがいじめや暴力を加速させていることは否め

ません。

さて、教師の生徒への暴力はすぐに法によって

裁かれますが、生徒間暴力や生徒の教師への暴力

を市教委、学校はどのように扱い、今後どうあろ

うとしているのでしょうか。例えば、学校は監獄

である、学校は無法地帯であるとはよく喧伝され

ます。つまり、心優しき弱き生徒たちは、無法に

対して抗議できず、たまに抵抗することも、はた

また抵抗することもままならず、監獄ならまだ身

の安全が図れるのに、それすらできない状況に時

に押しやられています。つまり、場合によれば学

校は監獄より危ない。私たちは法治国家に生きて

いるのに、当然子供たちには市民社会の法とルー

ルを教え、子供たちが主体であるはずの学校では、

生徒を権利と義務の主体として扱わなければなり

ません。

当然、教師もそうです。壮大な公、つまり学び

の共同体を営む教師は聖職でありつつ、法の下で

の基本的人権は当然保障されなければなりません。

つまり、生徒並びに教師の身体の安全は、法と良

識のもとに保障されなければいけません。にもか

かわらず、昨今の公立中学校のいじめや脅迫、暴

力などの非行には、余りにも法治国家のていをな

していないように思います。教育委員会の現況の

説明と太っ腹の対応を求めます。

次に、スクールバスの運行について。

現在、遠距離通学を強いられている児童が一定

数の数に上ります。しかも、道路が危険なので電

車通学であり、そのことで自宅と駅、駅と学校の

徒歩通学時間がかかります。池田小学校の事件も

あり、登下校に不安が募ります。９月からですか、

コミュニティバスの運行が始まりますが、子供た

ちの登下校にもコミュニティバスの運行を考えて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

次に、市民の信頼を裏切った図書館員の処置、

その後についてお聞きいたします。

停職後、同じ勤務に戻るのでしょうが、成田議

員の質問に対する教育委員会のお答えをさらに細

かくお聞きしたいと思います。

次に、地方分権と市町村合併についてお聞きい

たします。



不毛の９０年代に、国の内需拡大方針になびい

て底抜けの公共投資を行ってきた地方自治体は、

今や青息吐息です。その中で、中央政府・総務省

は、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改

正する法律施行を全面に立て、合併を進めていま

す。合併促進の理由については、総務省は、第１

に高齢化への対応、第２に多様化する住民ニーズ、

第３に生活圏の広域化、第４に効率性の向上、第

５に地方分権の推進と５点にわたって説明してい

ます。しかし、その大半は理由らしき理由にはな

っていないように思います。

まず、第１に問うべきは、不況対策と称して既

得権益を確保するためにカビの生えたケインズ型

財政政策を進め、むだな公共事業を拡大してきた

政府と、それに追随して地方債を乱発してきた知

事及び市町村長の責任であります。本市でいえば、

五百数十億円の負債をなぜ抱えたのか、まずその

ことが問われなければなりません。

第２に、市長は合併の対象を実際問題として岬

町、阪南市に求めていますが、それは平成１７年

までの合併による市町村合併推進体制整備事業費

補助金を確保するための見切り発車にせよ、余り

にも選択肢が乏しいと言わざるを得ません。なぜ

補助金が欲しいのでしょうか。それは破綻した市

財政の赤字補てんのための補助金なのでしょうか。

第３に、合併補助金は、現在小泉内閣の言う地

方交付税交付金の削減と一体であります。交付金

や補助金は削減するが、中央・地方関係での中央

から地方への税源の移譲はない、この問題をこそ

自治体の首長は、今こそ声高に主張すべきであり

ます。にもかかわらず、市長の発言にはそれが見

られません。それどころか、合併補助金に三顧の

礼をしているように見えます。

周知のように、地方交付税交付金は、戦後復興

の中で全国の市町村の財源を均等に保障すること

を目的に制度化されました。つまり、ナショナル

ミニマムを保障するために、基準財政収入額と基

準財政需要額の差額を補てんしてきたのです。そ

の原資は所得税、法人税等であり、その税の構造

自体が中央と地方の財源の不平等をもたらしてい

るのです。確かに、そのことによる財政調整効果

はあったでしょう。しかし、市町村優先主義、独
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立税主義等を地方財政改革の原則としたシャウプ

勧告やその具体化に努めた神戸報告でも勧告され

たように、中央政府と地方自治体の財源の配分は

２対１、支出配分は逆に１対２という不公平、中

央への過度の偏りがあり、その再配分こそ問題な

のです。

第４に、市町村合併に関して、総務省は高齢化、

生活圏の広域化、効率性の向上などを理由づけし

ていますが、それらは現行の広域行政でおさまる

ことであって、市町村合併の積極的理由には決し

てなりません。

一方、多様化する住民ニーズには、小規模市町

村の方が過疎地、辺境地のニーズに細かく対処で

きるという利点もあり、結局問題は、９０年代も

延々と続いた土建主義、族議員が暗躍する見境の

ない公共事業による中央、地方の財政破綻が合併

の最大の理由でしょう。

もちろん、地方分権の実施には今後財源移譲が

欠かせず、総務省や財務省は、財源の受け皿であ

る地方自治体が一定の規模と能力を持つことが前

提と考えていることは、地方自治法の制定あるい

はシャウプ勧告の後の議論を見れば明白でありま

す。しかし、それには合併は不可避かということ

については議論の余地があります。

第５点として、首長は執行権者ですから首長に

呼びかける権限はあるわけですが、前段として市

民やその代表である議員と一定の議論をした形跡

は余りないように思えます。合併こそ住民の意見

が最大限尊重されなければならないはずでありま

す。

さて、以上の議論を踏まえて、市長あるいは市

当局は、この合併の意義を主要にどこに見出し、

またその手続と効果をどのように考えているのか、

お答え願いたい。

壇上の質問は以上で終わります。よろしく御答

弁をお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの北出議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から広域行政並びに

市町村合併問題についてお答えを申し上げたいと

いうふうに思います。

平成１１年７月に地方分権一括法が公布されま



して、中央の時代から地方の時代へと地方自治の

あり方が大きく変化しつつあります。御案内のと

おり、この地方分権は、地域の行政は地域の住民

が自分たちで決定し いわゆる自己決定、その

責任も自分たちが負う自己責任という行政システ

ムを構築し、全国的な統一性や公平性を重視する

画一と集積の行政システムから、住民や地域の視

点に立った多様と分権の行政システムへと変換す

ることでございまして、その実行の時代を迎えた

と認識をいたしております。また、この地方分権

の推進によりまして、地域が住民ニーズに沿った

個性豊かな地域社会の構築も、より身近になるか

と判断をいたしております。

一方、この地方分権の推進には、今申し上げま

した住民ニーズは今後さらに多種多様化、あるい

は高度専門化し、地方分権を担うための行政体制

の整備も急がれているところでございまして、当

然ながら財源を伴った権限移譲が必要ではないか

と考えております。

このような状況のもと、国におきましては、地

方分権推進委員会の勧告等も踏まえ、法改正や制

度改革を進め、地方分権の土壌整備に努められて

きたところでございます。その改革の１つとして、

合併特例法の改正があります。この合併特例法の

改正は、期限を定めて、その期間に合併をした場

合には交付税や特例債等の優遇措置が盛られてお

り、合併推進への土壌整備の１つでもあるという

ふうに考えられております。

本市におきましても、地方分権社会の受け皿と

してますます重要となる市町村の役割を十分認識

し、住民ニーズの的確な把握と地方自治体の組織

のあり方の検討も必要ではないかと認識をいたし

ております。そのため、市町村の今後進むべき方

向を検討するため、泉州南広域行政研究会を立ち

上げいたしました。具体的には、研究会として詳

細な項目について現況調査を早急に実施し、課題

の抽出を行ってまいりたいと考えております。

地域の現状や直面している課題等、地域の置か

れている現状をわかりやすく、議会を初め市民の

皆様に情報提供することにより、市民の皆様とと

もに直面している課題を解決するためには、どの

ように進んでいけばいいかということを考えてま
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いる１つの組織体でございます。

なお、この組織体は合併を前提とするものでは

ございませんで、広域行政と、それから将来合併

ということも視野には入れて、一定のケーススタ

ディーを行うということにいたしているところで

ございます。

また、御質問の中にありました本市の起債残高

でございますが、下水道も含めておっしゃったの

かなというふうに思いますが、一般の方では大分

減ってきまして約２４０億ぐらいということにな

っておりますが、御承知のとおり泉南市の場合は、

道路、公園、下水道等の基盤整備、あなたもいつ

も言われておりますシビルミニマムを中心にやっ

てきたものでございまして、むだな投資というも

のはございません。これもピークアウトいたして

おりますし、それから返済のピークも来年度とい

うことで、これから順次減っていくというところ

でございます。

それから、地方分権を考える場合、当然税源の

移譲をもっと声高に叫ばなきゃいけないのではな

いかということでございますが、当然我々地方自

治体、大阪府も含めた都道府県レベルでも、一定

のこの税の配分のあり方については、強く申し入

れなり要望をいたしております。全国市長会でも

同様のことをかねてから申し上げております。

今般の経済財政諮問会議におきまして、ようや

くこの税源の配分の問題が表に出てまいりました。

一方では、地方交付税を削減するという方向とセ

ットということでございますが、一方的に地方交

付税を削減するということについては、当然反対

でございますけれども、その一方で地方の税につ

いては、地方で一定配分を確保していくというこ

とについてのいわゆるセット議論での話というこ

とであれば、当然関心を寄せるところでございま

す。

合併特例法によって補助金なりそういうことを

求めているのではないかということでございます

が、もちろん合併には、北出議員も御承知のとお

り、当然法に定められた手順、手続がございます。

合併協議会の設置については、我々からも提案で

きますし、また一般の方々の住民発議でもできる

ということでございますが、そこからが本来の合



併論議ということでございまして、我々が今研究

会をつくったのはその任意のものでございまして、

これによって１つのいろんなケースあるいはケー

ススタディーを行って、そしてその情報を当然行

政、議会、そして市民の皆さんにもお示しをして、

そこで大いに議論をしていただこうということで

今回行ったわけでございます。

したがいまして、今回は泉南、阪南、岬という

ことで当面スタートいたしましたけれども、これ

は何もこの２市１町に限定したということではご

ざいませんで、今後また参加というところがあれ

ば入っていただいて、一緒に考えてまいりたいと

いうふうにも考えております。

いずれにいたしましても、今地方分権時代を迎

えての１つの地方自治体のあり方ということが問

われているわけでございますから、私としては大

いに研究もし、議論もし、そして今後のあり方を

多くの皆さんとともに考えていきたいと、そうい

う趣旨でございますので、御理解を賜りたいと存

じます。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 教育問題について北出議

員さんの方から幾つかの質問がありましたけれど

も、最後の方の今後の図書館の運営体制というん

ですか、この件につきましてお答え申し上げたい

と思います。

先ほど成田議員さんの御質問にもお答えをいた

しておりましたけれども、図書館の運営体制につ

きましては、今までの２階と１階ということでラ

イン上分かれておったということから、こういっ

たことを早急に解決するというんですか、今後そ

ういうことの起こらないように、１階で館長ある

いは係長が執務をいたしまして指導監督、こうい

った見直しをしていくということで、指導監督を

徹底してまいりたいなと、このように思っており

ます。

また、職員の研修につきましても、公務員とし

ての役割や責務をより認識するとともに、人権問

題をみずから学ぶ意欲と自己改革に努めるべき姿

勢を実践すべき教育委員会所管の研修並びに市の

人権研修計画の目的に沿って、積極的に研修会に

参加させてまいりたいと考えております。
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また、職場環境の改善につきましてでございま

すが、専門職でもあるということで慎重に今後考

えてまいりたいと、このように考えております。

一日も早く市民の皆様の信頼を回復して、図書

館業務が先ほどからも言われておりますように文

化の中心であるという形での運営を健全な形で持

ってまいりたいと、このように我々責任を感じて

おります。職員一同そのあたり自覚をして、今精

励いたしておりますので、皆様方の御理解、御協

力をお願い申し上げたいと思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 北出議員の御質問

に答弁さしていただきます。

第１点目は、地域のネットワークに関する件で

ございますが、議員御存じのように、教育委員会

におきましては、学校、家庭、地域のネットワー

クづくりを通じ、教育コミュニティを形成するこ

とをねらいとして、総合的教育力活性化事業を施

策展開しているところでございます。この事業に

つきましては、中学校区単位の事業であり、昨年

度から泉南中学校区並びに西信達中学校区で、さ

らに本年度からは信達中学校区並びに一丘中学校

区において実施をする予定でございます。

本事業の目的は、地域社会の共有財産でありま

す学校を核として、さまざまな人々が子供の教育

のために力を出し合う協働の関係によって継続的

に子供にかかわるシステムをつくり、地域で展開

されているさまざまな活動の活性化やネットワー

ク化を進めることによって、地域社会の中で子供

を育てるいわゆる教育コミュニティの形成を図る

ことにございます。

この事業の最終目標は、地域の人々と地域の子

供が豊かな出会いを通じ、確かなお互いの関係を

切り結ぶことにあります。そのためには、御指摘

もございましたが、いわゆる事業展開につきまし

ては、可能な限りＰＴＡあるいは地域主導の事業

展開へ進めていくことが重要であると考えており

ます。したがいまして、議員御指摘の子育て、環

境、消費、文化、さまざまな領域で活動されてお

ります個人やグループ等幅広い参画を求めていく

ことが、本事業にとって極めて重要だと考えてお



ります。

次に、幼－小－中のネットワークの問題でござ

いますが、現在、学校・園教育におきましては、

小学校低学年における学級がうまく機能しない状

況、いわゆる学級崩壊の状況や、不登校生徒の解

決のための１つの考え方として、校種間の連携、

段差の解消ということが指摘をされております。

そのため、本市におきましてもその重要性を認

識し、幼・小の連携の取り組み、あるいは小・中

の連携の取り組みが多様に実践されております。

例えば、幼・小間におきましては、行事を通した

相互乗り入れ、あるいは小学校の生活科に幼稚園

児が参画をする、あるいは子供同士の連携、中学

校におきましては、出前授業あるいは入学する前

のクラブ活動や授業等を含めた体験入学、こうい

ったことが実施されておりますし、子供たちの世

界だけではなく、教師間におきましても、日々の

保育、授業をそれぞれの立場から見るという教師

間の連携も進みつつありますし、こういったこと

が教育の中身のあり方の問題、つながりの問題と

して発展していくよう期待をしておるところでご

ざいます。

次に、道徳教育にかかわる件でございますが、

今日、日本の１つの伝統が次第に失われ、大人社

会が次世代を育てる心を失う危機に直面している

などの指摘がある中、改めて道徳教育の重要性が

求められます。道徳教育は、議員御指摘のように、

教育基本法及び学校教育法に定められました教育

の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対

する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における

具体的な生活の中に生かし、豊かな心を持ち、個

性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発

展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し、未

来を開く主体性のある日本人を育成するため、そ

の基盤としての道徳性を養うことを目標にするも

のであります。

具体に、まず道徳の時間におきましては、道徳

教育の１つのかなめとして年間の授業時数を確保

すること、各教科との関連や児童・生徒の日常生

活を考慮した重点的な指導を実施し、指導に当た

っては児童・生徒とともに考え、悩み、感動を共

有していくという姿勢をもとに、道徳的価値の自
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覚が一層図られるよう、体験活動等を生かした多

様な取り組みの工夫や魅力的な教材の開発を行い、

学校全体で取り組む必要があると考えております。

また、児童・生徒の心に響く道徳教育は、道徳

の時間のみならず、各教科、特別活動、総合的な

学習の時間などあらゆる子供たちの教育の場で行

われる必要があり、道徳の時間におきましては、

そのことを深化あるいは統合さす場というふうに

考えております。

次に、いじめの問題等について御答弁申し上げ

ます。

本市のいじめや校内暴力、エスケープの現状に

ついてでございますが、本年４月あるいは５月の

経過を見ておりますと、平成１２年度までいじめ

や暴力行為は対教師暴力を除いて増加傾向にござ

いますが、本年度４月、５月の経過を見ますと、

対教師暴力、生徒間暴力、器物破損等いずれも一

定減少をしております。

また、授業エスケープ等につきましても同じよ

うでありまして、平成１２年６月では７１人の状

況でございましたが、本年５月の状況を見ますと

２９人と、一定授業が昨年に比して成立をしてい

くという状況になりつつございますが、まだ基本

的な問題の改善には至っていないというふうに考

えておりますし、本市のそういった現状を改善す

るためには、まず教師の指導が通る学校、授業が

成立する学校にすることを第一義的に考えるとと

もに、対教師暴力、授業エスケープの問題を本市

の生徒指導上の最重点課題として支援をしてまい

りたいと考えております。

なお、対教師暴力にかかわる件でございますが、

生徒指導に関しましては、教職員の共通理解と共

同歩調による指導体制の確立を図ることが第一義

であります。その上に立って、問題行動への対応

につきましては、社会で許されない行為は学校で

も許されないということを原則に、一定の行為に

対しては、関係機関の協力を得つつ対応している

ところでございます。何はともあれ、それぞれの

学校の生徒指導上の課題を絞り込むこと、例外な

き指導をやること、教職員の統一的対応というこ

とが望まれるというふうに考えております。

次に、スクールバスの運行の問題でございます



が、議員の御質問にありますように、遠距離通学

の危険性を解消するための件でございますが、平

成１１年度等の国の調査項目におきましては、遠

距離通学の件につきまして小学校で４キロ、中学

校で６キロ以上を遠距離通学者としております。

本市におきましては、現在この基準に該当する者、

あるいはこの基準に近い通学をしている児童・生

徒数は、一定あるものと考えております。

例えば、信達小学校区では朝日山団地及びその

付近の児童が１２名おり、和泉鳥取駅から和泉砂

川駅まで電車を利用した通学となっております。

安全面からこのような方法をとっているものでご

ざいますが、各小学校では家庭と学校間の通学路

を設定し、通学路における危険箇所の把握、児童

・生徒に対する安全指導の徹底を図っております。

教育委員会としましては、児童・生徒の通学路

における安全確保に努めたいと考えており、その

ための１つの手法としてのスクールバスの件につ

きましては、研究課題の１つといたしたいと考え

ておりますので、よろしく御理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） それでは、何点か質問さ

していただきます。

合併問題について、市長は財源移譲も含めて論

議されていると、シビルミニマムの方向ではよく

やっていらっしゃるというのは評価さしていただ

きます。ただ、それが１００％ではないというこ

とでは異論はございますけれども、今後地方分権

の枠組みの中で、急がず慌てず時間をかけて合併

問題をもっと深めていっていただきたい。その程

度にとめさしていただきます。

ちなみに、市長、御存じですか。今フランスの

地方自治体の個数何個あるか。フランスでは１７

８９年のフランス革命時点でコミューンが３万８，

０００あったんですね。現在はまだ３万６，０００

あるんです。あの中央集権国家がいかに地方自治

を踏まえた上で成立しているかということを物語

っているんですね。ドイツでは今８，５００ぐらい

ですね。だから、日本は明治で７万、大正で１万

２，０００、地方自治法制定からどんどん下がって

３，０００台ですけれども。必ずしも数という問題
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が縮小すればいいという問題ではないと思うので、

それを踏まえた上で地方分権を真正面から取り組

んでいただきたいと思います。

次に、教育委員会に質問をさしていただきたい

と思いますけれども、道徳云々という話は一番欠

落して、今お聞きしても生徒の悩みとかいろんな

こと言いますよ。日本の公教育で一番欠けてるの

は、公教育という名前がつきながら、公というこ

とからほとんど議論されてない。教育課程の中で、

今ボランティアだとか社会に貢献とかいろいろ言

われてますけども、肝心のその問題が欠落してる

んだなと思います。

それは基本的には、近代の市民社会というのは、

自由な個人が集まって議論して、法を制定して権

力を決定して政治機構を決めて、我々はその中の

市民社会で生活しているわけですから、そのため

の土壌をつくるのが公立学校であって、そこでは

今党とかいろんな形で偏見を持たれてるから、政

治というものがどっちかというと伏されてますけ

ども、あなた方、例えば教育委員会でも教育委員

会の権限があるわけで、文部省の権限があるわけ

ですね。権限とその正当性のもとにあなたたちは

やってるわけですから、そういう政治の枠組み、

法の枠組み、権力の枠組みというのは避けて通れ

ない。こういうことを一切語らないで、個人の悩

みとかいう形で解消していくことに、日本の公教

育の最大の問題点がある。

さらに言えば、日本はやっぱり近代国家成立過

程で、伊藤博文とか山県有朋とかが市町村制をし

き、帝国憲法をつくり、急速にアジア的な近代化

を進めたわけです。それはあくまで国家主導であ

って、だから板垣退助とか自由民権運動が抑圧さ

れてきたわけですよ。それは１つの国家のあり方、

命運のあり方として仕方がない面は含んでいるわ

けですけれども、それが明治から百何十年かけて

延々と公教育と語りながらすべて国家主導で行わ

れてきたことに、市民が一切成熟してないという

ことに、公教育の中に市民が存在していないこと

に最大の問題があるんです。

細かい論議はしませんけれども、道徳教育は個

人の悩みとかそうじゃなくて、いかに公を貫くか。

公というのはみんなが集まって議論をし、コミュ



ニケーションをし、お互いの同意形成を図りなが

ら一定の秩序、制度、政治機構、権力を形成して

いくわけです。その辺の確認をきちっとしていた

だかなければ、あいまいな形で公教育とか道徳な

どと言っては片腹痛いわけです。簡単にちょっと

御答弁いただけますか。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 大変議論が難しく

て、教育委員会という一定公教育を推進していく

上での立場からの答弁というふうにさしていただ

きたいというふうに思います。

いわゆる道徳教育にかかわって、道徳的な信条

とか、あるいは判断力とか実践意欲、いわゆる道

徳的な実践力を育成するプロセスにつきましては、

議員御指摘のように、普遍的な徳目を教材等を媒

介として注入していくと、こういった考え方は現

在本市教育委員会でもとっておりません。まさに、

言葉をかえて言えば、ボランティア活動あるいは

日々の学習活動そのものの中からいわゆる道徳的

な信条や道徳的な判断力、裏を返せば学習活動や

グループ活動や共同活動そのものが道徳性を踏ま

えた活動として展開されてるのかと。そのことを

抜きにいわゆる徳目だけを理解さしていくと、こ

ういったことにつきましては、まあ言えば問題で

あろうと。

道徳の時間というのは、そういう教科や領域あ

るいは諸活動の中で子供たちが感じたその課題、

問題を道徳の時間に、先ほども申し上げましたよ

うに、計画的とか発展的な指導によって補充した

り、深化したり、統合したりと、そういうものだ

というふうに考えておりますし、そういういわゆ

る公という部分で申し上げれば、そういうふだん

の学習活動、共同活動あるいはさまざまな活動が、

議員御指摘のように、きちっとした個々の人間の

関係として成立していること、あるいはコミュニ

ケーションがきちっと成立していること、こうい

ったことを抜きにいわゆる道徳教育というのを進

めることは問題があるんではないかと、このよう

に考えております。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 今後、公という問題につ

いて議論を継続していきたいと思いますが、時間
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の関係上、質問を移りたいと思います。

図書館員の処置の問題なんですけれども、いろ

いろ問題がございます。通常３カ月停職処分を経

たら、ほかの議員もおっしゃってましたけど、奈

良県警では停職処分を受けた職員は全員退職して

いると、そういうとこの判断があるわけです。あ

るいは、停職後の これは首長の権限だと思う

んですけれども、例えばランクを下げるとか、そ

ういうことを考えていらっしゃるのか。教育長で

も首長でもお答え願いたいと思うんですけれども、

ちょっとお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今の停職を受けた職員に

対して今後はどうなのかということでございます

が、このことについて今具体的に検討はいたして

おりませんけれども、その点慎重に検討してまい

りたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 少なくとも常識でわかる

ことは、同じ職場に復帰すれば、それでは市民の

信頼性というのはいかにどうあれ回復はできない

というのは、常識でわかると思います。教育委員

会の今後の対応を見ていきたいと思います。議長、

あと何分ございますか。

○議長（奥和田好吉君） あと５分。

○１２番（北出寧啓君） それでは、世間では加害

者に弁護士がついて、被害者の後のフォローがな

いんではないかというのはよく一般に言われます

けれども、学校においてもいろんな団体、保護者、

先生、教育委員会、いろんな方々の御努力と御協

力で一定の方向は出てきてるんじゃないかなと思

います。それは感謝さしていただきたいと思いま

す。

ただ、問題は、次に例えば泉南中学校でまだ集

団喫煙とか、そういうことが起こってるわけです

よ。それをまだ集団的に取り締まれないと。二、

三年前だとかなり荒れた状況で手がつかないとい

うのはわかるんですけれども、ある程度皆さんの

御努力で鎮静化してまいりましたし、本来的な教

育指導をそこで厳格に行うと。でないと、被害者

というのは、今やっぱり見えないとこでたくさん

います。それと女性教諭が生命の危険まで脅かさ



れてると、生命の危険まで感じていると、そうい

う現状というのはあるわけです。

例えば、そういうことが許容されているのであ

れば、生徒というのはこれから市民になって、市

民社会の法と秩序の中に生きていかなきゃならな

い。それをやっぱり教育委員会、学校、先生は教

えていかなきゃならないはずなんであります。そ

こがあいまいにされていくと、本当の人格形成は

遂げられない。そういうことも含めて、さらに厳

格な指導、性根を入れた指導を行っていただきた

いと思うんですけれども、その点について御答弁、

教育長お願いできますか。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今、北出議員さんが御指

摘されておりますように、学校の現場におきまし

ても、学校は安全で子供たちが楽しく明るく学習

をする場でございます。そういった面で、校長以

下指導者が共通理解の上に、いろんな行動に対し

て、特に暴力的だとかこういった問題に関しまし

ては、毅然とした態度で指導していくということ

を今後も教育委員会といたしましてもきっちり指

導をしてまいりたいと思っております。

先般からの池田での事件、こういった問題、外

からのいわゆるちん入者といいますか、こういっ

た意味の事件、それから校内におきます、特に中

学校等でしきりに言われております校内暴力的な

事件、あくまでその被害になる子供たち、こうい

うことの事態が出てこないように、教育委員会と

いたしましても毅然たる態度で、各学校現場の校

長先生を初めそれぞれの機関の方にもお願いをい

たしまして、指導を徹底してまいりたいと思いま

す。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） それと、教員がよく口に

する言葉なんですけれども、生活指導において、

Ａ君、Ｂ君はいい子だからこの辺でみたいなとこ

はたくさんあるわけですね。人格的に全く悪人は

いないわけです。全くの善人はいないわけですか

ら、みんな葛藤したのが人間存在なんで、絶えず

変転していくわけですから。その局面、局面の犯

罪行為はきちっとただして、罪は罪としてしない
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と、そこが非常にあいまいだと。あの子はいい子

だからまあこの辺でもういいじゃないのと、問題

にしないでこれ以上言わないでというのが学校の

現場教師はよく話すことです。実際、人間関係、

つき合っていればそういう問題はあります。しか

し、そこを拘束されてはいけない。やっぱり公と

して法と秩序の社会に我々は生きてるわけですか

ら、罪は罪として問いただすべきなんです。その

辺をきちっと教育委員会の指導をもっと徹底さし

ていただきたいと思います。答弁願います。

○議長（奥和田好吉君） 時間がありませんので端

的に。亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 御指摘のとおり、毅然と

した態度で、法を守るという形で学校の方にも指

導してまいりたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 以上で北出議員の質問を

終結いたします。

午後１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ５分 休憩

午後１時１７分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、１７番 角谷英男君の質問を許可いたし

ます。角谷君。

○１７番（角谷英男君） こんにちは。市政研の角

谷でございます。第２回定例会に当たり一般質問

を行いたいと思います。

まず、市長にお伺いをしたいのでありますが、

東京都議選が自民党の大変な勝利に終わりました。

これは、小泉効果であると新聞報道にも言われて

おるわけでありますが、市長はこの小泉首相、内

閣総理大臣の考え方、いわゆる聖域なき構造改革、

むだな税金を使わないんだと、市民のために税金

を使うんだと、国民のために税金を使うんだと言

っておられるわけでありますが、向井市長から見

てこの小泉さんをどう評価されるのか、まずお答

えを願いたいと思います。泉南市もこれは大きく

かかわり合いがあることだ、考え方が一致するん

ではないかというふうに思いますが、いかがなも

んでありましょうか。

私は、今回の第２回定例会に当たり、全部で６

つの質問を提出いたしております。



まず第１番、行財政改革でありますが、まず実

施計画について質問をしたいと思います。

実施計画を見せていただいて一番先に感じたこ

とは、なぜ今なのか。簡単に言えば、大変遅いん

ではないかという思いが正直いたしました。もっ

と早くこの実施計画ができなかったのか。なぜか

といいますと、平成９年から行財政改革がスター

トしたわけであります。そういう意味では、第２

回目のこの実施計画は、当然もっと早く過去の経

験を生かしながらできたんではないかと、そのよ

うに思うわけであります。同時に、またこの実施

計画は、まさに聖域がないんであろうというふう

に思いますが、聖域なき実施改革なのかどうか、

御答弁を願いたいと思います。

同時に、またこの実施計画がうまく実行できな

い場合、平成１５年ぐらいが最大ピークだと言わ

れておりますが、再建団体に入ると言われており

ますが、どうなんでしょうか。その辺のお答えも

願いたいと思います。

実施計画の中身を見せていただいて一番感じた

ことは、１３年度からこの実施計画がスタートす

るということでありますが、残念ながら各項目を

見ますと、非常に三角、いわゆる検討が多い。各

項目その内容について見たところ、約６割以上が

１３年度は三角、検討にしておるわけであります。

これはなぜなんでしょうか。事実上２年になって

しまうんではないでしょうか。先ほど申し上げま

したように、聖域なき行財政改革、同時に平成１

５年の財政危機を考えると、１３年度、今から思

い切った実施計画、実施をしていかなければいけ

ない、私はそう思いますが、市長はいかがお考え

なのか、お答えを願いたいと思います。

また、細かいことは自席で質問さしていただき

ますが、補助金とか民間委託の問題につきますと

なおさら三角が多いわけであります。個々の質問

についてはできるだけ避けたいと思いますが、こ

れもあわせてお答えを願いたいと思います。

続いて、まちづくりであります。

駅前再開発が凍結だと言われたわけであります。

凍結なのか中止なのか、改めてお聞きをしたいと

思います。なぜかといいますと、駅前広場、６億

円強の債務負担行為を私たちも承認をいたしまし

－８１－

た。しかし、駅前広場は間違いなく駅前再開発に

つながる事業であるというふうに私は認識をいた

しております。そうなりますと、もし凍結である

なら、残った権利者の用地は、当然泉南市の再開

発として考えなければいけない。中止であれば、

当然中止でありますから権利者は自由にこの土地

を使っていいわけであります。そうなると、再開

発は当然考えられなくなるわけであります。その

辺はどうなんでしょうか。

同時にまた、駅前広場につきましては、都市計

画決定を打っていない。都市計画決定なしに直ち

に買収をしていく。こういうことが今まであった

んでしょうか。なぜ都市計画決定を打たないでや

ったんでありましょうか、お答えを願いたいと思

います。

同時に、行財政改革にすべての私の質問は絡ん

でくると思いますが、今の時期に早くこの駅前広

場をやる。しかし、債務負担行為で６億円強の行

為を行いましたが、開発公社の考え方からいいま

すと、３年後には用地を買い上げなければいけな

い。そうなりますと、泉南市の財政からいって、

今駅前広場はどうしてもやらなければいけないも

のなのかどうか。これも改めてお聞きをしたいと

思います。私は素人でわかりません。同時に、市

民もこのことについて大変な注目をいたしており

ます。泉南市民は今、財政と税金、不況の中で大

変注目をいたしております。そういう意味では、

市長はこれに対してはっきりと答えなければいけ

ないんではないかと私は思います。

同時に、先ほど申し上げましたように、駅前広

場と再開発はリンクしておる。それであるなら、

私はなおさら、市長がかつて再開発凍結前の用地

を代替地として買収した、そして金利も含んだ２

７億強、このお金はどうなるんでしょうか、市民

は知りたがっています。この経過説明と、同時に

結果責任はどうなるんでしょうか。もし、中止で

あるなら、これはむだであったということになり

ます。まさに、結果責任が行政として問われなけ

ればいけないんではないでしょうか。お答えを願

いたいと思います。

続いて、砂川樫井線でありますが、進捗状況は

どうなんでしょうか。大型工場の買収が終わりま



した。そして、一丘の砂川樫井線は供用を開始い

たしました。それは結構であります。しかし、も

う１つ大きなものが残っておると聞いております。

果たして全面開通はいつごろできるんでしょうか。

同時にまた、国は大きく公共事業の見直しを言っ

ております。もし無理であるなら、思い切って方

向転換する考えはないでしょうか。泉南市は東西

線、縦の線が非常に少ない。かつて私も、駅前広

場のかわりに長慶寺市場岡田線にその税を投入し

てはどうなんですかという質問をしたことがあり

ます。改めてその質問をしたいと思います。お答

えを願いたいと思います。

続いて、仮称泉南聖苑計画であります。

私は、かつて火葬場の問題について一生懸命質

問をいたしました。市長もまた選挙の公約として

火葬場問題を取り上げておられます。一生懸命働

いた人が子供をつくり家をつくり、一生懸命全力

で生きてきた人間が最後に行く場所があの場所で

あります。私たち生きている人間が、最後に御苦

労さまでしたと言って送らなければいけないのが

火葬場であります。

それが直近の厚生消防委員会で、最速で７年だ

と言ってます。平成２０年に完成をすると、そう

いう答弁があったそうであります。果たしてこれ

でいいんでしょうか。平島市長時代からの問題で

あります。なぜこのように遅くなるんでしょうか。

市民は待っていません。事実、岡田の火葬場は、

シロアリに食われて大きな台風が来ればだめにな

ると言っておられます。そのときはどうするんで

すか。

同時にまた、これも行財政改革から質問をした

いと思いますが、火葬場だけで約２７億円前後か

かると言われております。しかし、それだけの予

算ではありません。進入路の問題、水道の問題、

そして地元の皆さんに大変な御負担をかける。そ

のために要望も聞かなければいけない。地元の皆

さんは、当然要望を出されて当たり前であろうと

思いますが、その要望の費用もかかります。そう

なりますと、大変な予算がかかるわけであります。

時間と予算がかかります。この火葬場は、補助金

がつきますか。恐らくつかない。起債も何割まで

いけますか。７割から７割５分だと聞いておりま

－８２－

す。

そういう中で、現在の泉南の財政から考えて、

果たして可能なのかどうか。今まさに公共事業の

見直しの中で、これも並行してもう１つの考えを

模索しなければいけないんではないか。もっと安

く、もっと早く、そういう場所を並行して考える

必要があるんではないかと私は思いますが、市長

はどのようにお考えか、お教え願いたいと思いま

す。

広域行政であります。

議員の皆さんも質問されました。私も以前も質

問いたしました。泉南市民の皆さんは、今市長の

言われる合併を視野に置いた考え方にどの程度賛

同しておるか。私も議員でありますから、何人か

の皆さんにお聞きをいたしました。決してもろ手

を挙げて賛成はいたしておりません。素朴な疑問

を持っております。なぜ２市１町なのか。そして、

シンポジウムでもありました。合併をするなら３

０万の都市を基盤とすると。残念ながら２市１町

では１４万であります。そこからしてまだおかし

い。

同時に、私たち議会は、市長から正式に市長の

この広域行政、合併を視野に入れた考え方を聞い

ておりません。市長は、各種団体、いろんな団体

のごあいさつの中で、まさに合併ありきのお話を

されているように伺っておりますが、これでは議

会と市民との間に大きな問題が出るんではないで

しょうか。今こそ市長が視野に入れたありきの合

併を考えておられるのか、それともまず広域行政

を展開して、そして徐々にやっていこうとしてお

るのか、その辺はどうなんでしょうか、お聞きを

したいと思います。

ケーブルテレビであります。

チャンネル９を見ますと、行政アワーで泉南市

のＰＲを一生懸命されます。市長もよく登場され

ます。しかし、チャンネル９は行政のＰＲだけで

よろしいんでしょうか。今、まさに情報開示の時

代であります。私は、この議場で審議されるもの

は市民にとって必要なものばかりなんです。それ

をなぜケーブルテレビのチャンネル９で放映をし

ないんでしょうか。結果で結構なんです。文字放

送でもいいんです。そして、市民の皆さんは、こ



の議場を見たことのない人がほとんどなんです。

私たちの大事な予算がどんな場所でどのように審

議をされておるのか、それを市民の皆さんは知り

たいはずであります。それをなぜ取り上げないの

か、お聞きをしたいと思います。

教育問題であります。

大変な事件が起きました。大阪府の池田小学校、

まさに許しがたい事件であり、お亡くなりになら

れた子供さんの御冥福をお祈りしたいと思います。

二度とあってはいけない事件であります。泉南市

はどうなんでしょうか。教育長が答弁をされてお

られました。各学校長を集めて大変な協議をされ

ておられることは理解をいたしました。どういう

話をされたのか、お聞かせを願いたいと思います。

同時にまた、これを防止するためには、ブザー

とかベルとかいうことも言われておりましたが、

その予算は市長はオーケーですと、要求があれば

私は出しますいうことを答弁されました。これだ

けでいいんでしょうか。この事件を防止するため

に、泉南市でこういう事件を起こさないために、

今予算措置をしなければいけないことは、もうほ

かにないんでしょうか。あれば私は大いに支援を

したい、応援をしたい、賛成をしたい、そのよう

に考えておりますが、お答えを願いたいと思いま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。残された

時間があれば、自席から質問を行いたいと思いま

す。よろしくお願いをいたします。ありがとうご

ざいました。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの角谷議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） まず初めに、小泉内閣の評

価ということでございますけども、私は今回の総

裁選挙は、堂々と選挙されたと。そこで選ばれた

首相であるということが、今までどちらかといい

ますと話し合いとかいうのが結構多かったわけで

ありますが、目に見える形で国民の皆さんにもオ

ープンにされたということが一番よかったという

ふうに思っております。その中で、圧倒的な支持

を小泉さんが得られたということでございますか

ら、それなりの期待もあったというふうに思いま

す。
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いろんな改革の話をされておられます。これは、

やはり当然我々もそうでございますけども、常に

改革を目指して進むということに対する一定の評

価だというふうに思います。ただ、実行が伴うか

というのは、これからの内閣、あるいはむしろ自

民党内という問題もあろうかというふうに思いま

すけども、少なくとも現時点では、そういういろ

んな改革に対して、非常に前向きで熱心に対応さ

れておられるということが評価されてるんではな

いかというふうに思っております。問題は、これ

からそれをいかに実行に移せるかというところが、

支持率の高さとまた関係してくる話ではないかな

というふうに思っております。

それを受けた今回の東京都議選であったという

ふうに思いますので、自民党の方々 全員では

ございませんでしたけども、大変な勝利をされた

ということだというふうに考えております。

それから、行財政改革についての、細かいのは

また担当の方から御説明、御答弁させますけれど

も、今回我々いち早く平成９年から３カ年行いま

して、それを受けた形で第２次の行革ということ

で、今回から３年間行うということでございます

が、もちろん１２年というのは１年あいた形であ

りますが、実際は書いたものではそういうことに

はなっておりませんけれども、１次の継続の形で

実行に移しております。したがいまして、当初中

期的財政展望をお示ししたかというように思いま

すが、その数字そのものは、かなりいい方向に改

善をされたというふうに思っております。

それで、１３、１４、１５で再建団体に陥るこ

とはないのかということでございますが、中期的

財政展望も含めてお示しをさしていただいており

ますとおり、非常に厳しい状況だとは思いますけ

れども、これはあくまでも基金等に手をつけない

という形での一定の収支の見通しということでご

ざいまして、一方では公債管理基金あるいは公共

施設整備基金というものが若干積み増しをしてき

ておりますので、それらも含めて絶対にそういう

ことにはならないという方針で臨んでおりますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

それから、市町村合併の問題についてでござい

ますけども、市町村合併特例法が現実に施行され



ているわけでございまして、私は常々言っており

ますのは、合併を前提ということは申し上げてい

ないわけでございまして、広域行政を進めるとい

うのが１つございます。もう１つは、特例法とい

う一定期限の決められた法律でいろんな優遇措置

が組まれておるわけでございますから、それをも

しパートナーがあって検討しようということがあ

れば、じゃ１つの行政体になった場合にどういう

メリット、デメリットがあるのかということをき

っちりと調査をして、そして議会なり市民の皆さ

んにお示しをして、一定のまたいろんな御意見も

賜っていきたいというのが私の考えでございます。

合併というのはまだまだ法的手続があるわけで

ございますから、幾ら首長が仮にそういう方向を

示したとしてもそうはならないわけでありますか

ら、一定のいろんな手順、手続があるわけでござ

いますから、当然議会の議決あるいは住民発議と

かさまざまな過程があるわけでございますから、

そう短絡的に合併ということには至らないという

ふうには思いますが、２１世紀の今の時代を考え

ますと、地方自治体が今の組織でいいのかと、地

方分権そのものをやっぱり受けていかなきゃいけ

ない。その受け皿として、こういう今の例えば個

々の３，０００余りの行政体でいいのかという問題

は当然あろうかというふうに思いますし、これを

支えている地方交付税、これがもうパイそのもの

が絶対ふえていかない。

今回も何か１兆円ほど減らすという案もあるよ

うでございますけども、そういうことからします

と、地方の財政というのは非常に厳しくなると。

それにいかに耐えていくか、あるいはそれを乗り

越えていくかということを基本に考えないといけ

ないと思っております。１つは地方税源の移譲と

いう問題もありますけれども、今までのように右

肩上がりに経済も非常に成長しないという中でど

うあるべきかというのは、本当に真剣に考えてい

かないといけないというふうに思っております。

それと、今回泉南、阪南、岬で一応のスタート

をいたしました。これは既にごみ行政あるいは介

護保険、公共下水道等で一緒にやっているという

ことがございますから、これはミニマムのスケー

ルであるというふうに考えております。
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それとまた、近隣の市町にもどうですかという

お話もさしていただいております。まだ結論は出

ておりませんけれども、もし一緒になるんであれ

ばどの程度の規模を目指すのかと。中核都市ある

いは特例市、いろいろあると思いますけれども、

２市１町では確かに１５万ぐらい、もう少し大き

なエリアで考えますと３０万ぐらいということに

もなろうかというふうに思いますので、これらは

ただしそれぞれのまちのお考えもございますから

一概には言えないわけでございますが、まず我々

市長、町長が一定の方向を示さないと、なかなか

これに取り組むということにはいかないわけでご

ざいますから、そのあたりの問題提起をさしてい

ただいております。

それから、対議会でございますけども、この今

回の研究会をつくるにつきましては、一定私の方

からも御報告もさしていただいてるつもりですし、

それから正式発足したという時点で所管の委員会

にも御報告はさしていただきました。これは今の

任意の研究会のスタートでありまして、本来の合

併の手順とは違うわけでございます。当然、合併

に至る手順、手続というのは、議会抜きでは考え

られない話でございますし、当然市民の理解、反

応ということがございます。

今回は、いろんなことをお考えいただくための

調査研究をやるというのに主眼を置いているわけ

でございまして、それはできるだけ早く一定の調

査をして、そして情報の開示をして、またいろい

ろな御意見を賜りたいと、こういうのが今回の泉

州南広域行政研究会でございますので、御理解を

いただきたいと存じます。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） それでは、私の方から

角谷議員御質問の行財政改革について何点か御答

弁申し上げます。

この行財政改革実施計画案は、本年２月に策定

いたしました行財政改革大綱を着実に推進し実現

を図るため、平成１３年度を初年度といたしまし

て、今後３カ年で取り組むべき具体の項目につい

て、実施年度や経費効果について取りまとめたも

のでございます。

本実施計画案は、事務事業の見直しや適正な定



員管理などの実施により、財政構造の転換を果た

し、健全な財政運営への道筋をつけることを目標

といたしておりまして、聖域を設けず行財政全般

にわたっての見直しを行いたいと、このように考

えております。

また、今回の実施計画案は、今後３カ年におい

て各年度ごとに実施時期を明確にさしていただき

ました。その中で三角印、いわゆる検討というこ

とでございますが、この分につきましても、でき

る限り前倒しで実施できるものについては実施し

てまいりたいと、このように考えております。

そして、実行できない場合、再建団体云々の話

がございました。この問題につきましては、計画

書の目標といたしまして、平成１５年度末に財政

再建団体への転落の回避を最優先の課題として、

今後この財政健全化への道筋をつけていくと、こ

のように述べているところでございます。

それで、あと１３年度からのスタートというこ

とで、各項目の三角が多いのではないかという御

質問もございました。この分につきましては、先

ほども申しましたように、この実施計画につきま

しては、平成１３年度からの３カ年という形でこ

の実施計画書をつくっております。

その中で、この計画書をつくる前に各庁内で種

々今後やるべきこと、あるいは今まで検討課題に

してきたもの、そういったものの問題を出し合い

まして、そして平成１３年度からまた新しく今後

の問題等について検討していこうということにな

りました。その結果、平成１３年度に三角が出て

きてるということであります。なお平成１３年度

までに実施済みのものにつきましては、丸印とい

う形であらわしておりますので、御理解のほどお

願いしたいと思います。

それから次に、民間委託等の問題でございます

が、この問題につきましては、もし市民に対する

サービスが同じで変わらないのであれば、コスト

の高いシステムからよりコストの低いシステムに

切りかえることが必要ではないかという視点に立

ちまして、今後行財政改革の中でこういった問題

についても引き続き検討していこうと、こういう

ことになっておりますので、よろしく御理解のほ

どお願いしたいと思います。

－８５－

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 和泉砂川

駅の周辺の整備について御質問がございました。

私の方からお答えをさせていただきます。３点ほ

どあったかと思います。

まず、再開発事業については、これは凍結なの

か中止なのかということでございますが、凍結で

ございます。だれも中止とかは言っておりません。

詳しくは、再開発を行うに当たって組合方式によ

る事業手法、これについては凍結をするというこ

とでございます。それによって急がれる都市整備、

これをどうするかということでございましたので、

そのときに午前中の質問者にもお答えさせていた

だいたように、因数分解をして官民それぞれの役

割分担をして、駅前の整備を行うということでご

ざいましたので、泉南市といたしましては、続け

ております砂川樫井線、また駅前広場、また都市

計画道路であります信達樽井線、これの整備に着

手しようということに決定をしたわけでございま

す。

それから、なぜ都市計画決定をせずに都市施設

の整備をするのかということでございますけども、

駅前広場につきましては、これはもうあの場所以

外には いろいろ準備組合の中でも議論をして

きたわけでございまして、信樽線を挟んで東側と

か西側とかいろいろな議論があったわけでござい

ますけども、今現在考えておる広場の位置、これ

についてはもう合意形成ができておるということ

でございますので、都市計画決定の必要はないの

ではないかという判断をいたしておるわけでござ

います。

それから、なぜ性急に用地買収をするのかとい

うことでございますけども、議員先ほど御質問の

中でもございましたとおり、平成１３年度から平

成１６年度の３年間にわたって用地取得の債務負

担行為が御承認されたわけでございますんで、こ

の３年間に用地取得をするというのが我々の責務

でございますので、この期間の範囲内で、決めら

れた予算の範囲内で用地取得をするということに

取り組んでおるわけでございます。特段急いでい

るわけではございませんので、御了解いただきた

いと思います。



なぜ１６年度までかということでございますけ

ども、砂川樫井線、この道路についてはほぼ１６

年度の事業完了をめどといたしておりますので、

この道路の事業効果を上げるためにも、当然引き

続いて駅前広場の整備をしなければならない。そ

れには用地取得を先にしなければならないという

判断のもとに取り組んでおるわけでございます。

それから、砂川樫井線の進捗状況及び考え方と

申しますか、思い切った変更をしてはどうかとい

う御提案もございましたが、砂川樫井線について

も、午前中の質問者にお答えさせていただいたよ

うに、二十数年間にわたって事業をやっておるわ

けでございまして、なかなか道路としての事業効

果が出ていないという部分もございますので、今

年度から市場岡田線も事業に着手しておりますし、

これによって部分的に砂川樫井線の事業効果も当

然出てくるということでございます。できるだけ

早く、長くかかっておる都市計画事業でございま

すんで、片づけたいわけでございますけども、財

政的なものもございますし、また地権者との交渉

の話の中でもございますし、時間がかかっておる

のが現状でございます。

それから、既に事業認可を受けてやってる道路

事業でございますんで、これをもう途中でやめて

また新たな事業に転換をするということについて

は、これはちょっと難しい問題でございます。特

に、この砂川樫井線の道路事業につきましては、

一丘団地の当時の住宅整備公団、これからの負担

金も現在もいただいておりまして事業をやってお

るわけでございますんで、基本的には再評価も受

けた事業でございますんで、早く終えたいという

ことで取り組んでいきたいと思っております。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 市民生活部の方か

らは、仮称泉南聖苑の基本計画につきまして御答

弁申し上げます。

財政を考えるともっと早くできる、安くできる、

そういうように並行して考えてはどうかというよ

うな御質問だったように考えておりますが、市民

生活部としては、従来のこの候補地に絞ってきた

経過があってこの現在の候補地になっていると、

このように存じております。

－８６－

それから、財政面のことを考えましてですけど

も、この現在の財政状況より、事業費をもっとも

っと抑制して効果のある火葬場建設をやってまい

りたいと、このように考えております。今回、議

案提出としまして追加ということになってござい

ますけども、その辺についての見直しとして提案

を申し上げておりますので、どうかよろしくお願

いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほど角谷議員さんから、

今回の池田の事件に関して各学校・園長にどうい

う話をしたのか、指示をしたのかという御質問が

ございましたので、その折のことにつきましてお

答えをしたいと思います。

その臨時の校園長会を持ちます前に、大阪府教

委の方での学校教育指導主管の部課長会がござい

まして、それを受けまして、その折の資料等を提

示しながら教育委員会の方から指示を申し上げま

した。

まず、その時点でわかっておりました今回の事

件の概要、それから文部科学大臣の談話、並びに

一昨年１２月、京都での事件がございまして、こ

の折に文部科学省の方からいわゆる幼児、児童・

生徒の安全確保及び学校の安全管理についてとい

うことで、チェック項目といいますか、危機管理

に対します安全管理上のチェックリストが参考と

して出されておりまして、それでもって府の教育

委員会の方でも昨年の１月でございますけれども、

その時点での指示がありましたので、これを既に

教育委員会としても配布をしておりまして、それ

を再点検し直していただくというようなことをこ

の機会に申し上げました。また、府警本部の方か

らいわゆる安全対策の強化についてという通知も

出ておりましたので、それも配布をいたしました。

具体に申し上げますと、教職員が常日ごろから

危機管理に対する共通理解を図るということ、そ

れから不審者の侵入防止と、いざ入った場合のい

わゆる通報体制の確立。以前からも申し上げてお

りますけれども、通用門を限定するとか、あるい

は外来者の方には用件を聞いて職員室に連絡する

体制をとるだとか、また校舎内に立ち入ってる者

には声かけをしていくとか、不審な挙動がある場



合には職員室へすぐ連絡をとる。

また、緊急時体制のマニュアル化ということで、

いち早く職員室への連絡、あるいは管理職等から

各関係方面への連絡をしていくだとか、それから

保護者に対しての連絡、園児、児童・生徒の逃げ

る避難の方法だとか、そういった具体的なことで

ございます。安全を確認して子供たちを集団下校

させるなり、そういった対応策、そういったマニ

ュアルの整備とこれを職員に徹底をするというこ

とでお願いをしてまいっておるところでございま

す。

それから、仮にいざ事件が起こった場合には、

校外学習等をやっておる児童を安全に学校へ戻す

なりの対応も必要だということで、下校方法だと

か下校のタイミングの判断だとか、こういった細

かい点につきまして学校長、園長さんの方に指示

を出して、早急にその対応策をつくっていただい

ているというところでございます。

それから、予算の方の関係でございますが、た

びたびお答え申し上げておりますように、校園長

の各教職員に防犯ブザーを早急に持たせるという

手配をさせていただいております。

それから、いわゆるハード面の設備に関しての

件につきましては、今後慎重に検討しながら、も

し予算的な問題でお願いをしてまいらねばならな

いということが出てまいりましたら、市長さんと

も相談しながら進めてまいりたいと、このように

思っております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） ケーブルテレビにつ

きましてお答えをさしていただきたいと思います。

ケーブルテレビにつきましては、貝塚市以南の

４市３町で放映を開始いたしまして４年目を迎え

ております。この間に、市の施策や行政の情報を

初めといたしまして、まちの産業や話題、さらに

は市民の皆様のサークル活動等、幅広く泉南市の

トピックスのように紹介をさしていただくととも

に、文字放送では市役所からの案内や情報の提供

に努めております。おかげを持ちまして普及率も

４市３町ではトップとなりまして、最近では市民

の方々からも取材依頼を受けることもございます。

－８７－

今後も、地域に密着した市民のための番組制作に

努めてまいりたいというふうに考えております。

議員御質問の議会の放映の関係でございますけ

れども、本議会を放映するということについては、

技術的な問題等ございまして、まだ課題があると

いうふうに考えておりますので、もう少し検討し

ていきたいというふうに考えております。ただ、

議員御指摘のように、議会の仕組みや議会の様子、

それと内容として行政アワーの中で、文字放送番

組としては技術的には可能ではないかというふう

に考えております。

各４市３町、他の市町の動きも調査をしてみな

ければならないわけでございますけれども、今後

議会の御意見等もお聞きした中で、その辺の放送

もできるように、我々としては前向きに取り組ん

でいきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） だんだん時間が迫ってま

いりましたので、できるだけわかりやすく簡単に

再質を行いたいと思います。

まず、駅前広場でありますが、再開発について

は凍結であるというふうに改めて言われました。

凍結でありますと、駅前広場にかかわる用地であ

りますが、権利者から見れば、都市計画決定を打

ってなければ、駅前広場以外は自由に販売しても

いい、何つくってもいいわけです。そうなります

と、泉南市の再開発は凍結である以上、まだ継続

する可能性は大いにあるわけです。しかし、残念

ながら、権利者が自由に販売をしたり自由にいろ

んなものをつくっていきますと、再開発ができな

くなる可能性があるわけです。そういう意味では、

都市計画決定を打っておかなければだめじゃない

んでしょうか。お答え願います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 街路の信

達樽井線、これについては都市計画決定を打って

おります。だから、当然都市計画法上のそれに係

る用地については制限を受けておるわけでござい

ます。また、砂川樫井線、これについては都市計

画決定を打っております。また、全域ではござい

ませんが、一部事業認可もとっておりますので、



当然都市計画法上の制限を受けております。

広場については、これは計画を打っておりませ

んから、地権者がまた別の事業をやろうというこ

とになりますと、それはできると、可能になると

いうことでございます。当然、準備組合の中での

煮詰まった話の中での広場ということでございま

すんで、現在用地を取得しようとしている権利者、

これについては合意も得ておるわけでございます

んで、特段都市計画決定を打って縛るという必要

はないという考えのもとに事業を進めておるとい

うことでございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 合意形成ができておると

いうことでありますが、要するに残った権利者の

用地についても、市の考え方を了解いただいてお

るというふうに理解していいんでしょうか。これ

１点。

それと、もう１点は、どうしても駅前広場にし

ても、砂川樫井線、同時に駅から府道何とか停車

場線と言うんですな。これらが同時に進んでいか

なければ意味がないんですね。砂川樫井線にして

も完成が１６年と言われていますが、それに間に

合うんでしょうか。事実、砂川駅前の用地にして

も、絶対だめだということで迂回するわけですね、

砂川樫井線が。そうでしょう。右に折れていくん

でしょう。一丘団地から上がってきて、本当は突

き抜けるわけですね、駅に。そうでしょう。それ

がだめだから、とりあえずはライフの後ろ側を通

って左に曲がって そうではないんですか。完

全に突き抜けるということですか。それが１６年。

間違いないわけ、完成予定。いや、問題になって

るでしょう、今。用地買収できてないでしょう、

そこ。なかなかだめなんでしょう。そういうもの

を並行してやっていって、初めて駅前広場もわか

るし、市民も理解していくと思うんです。しかし、

何とか停車場線もなかなかあそこは同時並行でい

かんでしょう、府道ですから。その辺はどうなん

ですか。

それと、合意形成の話も答えてくださいよ。も

う権利者は十分理解されてるわけですな。再開発

に使うということについては、十分理解されてる

わけですね。ということは、自由に売買しないと、

－８８－

泉南市と十分話し合って、民間として再開発に協

力するというふうに理解していいわけですか。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 合意形成

ができておるというのは、駅前広場、この用地の

部分だけでございまして、後は民間で整備をする

ということでございますんで、我々はどうこうと

いうわけにはまいりませんので、その分について

は合意形成はできておりません。ただ、広場の部

分だけでございます。

それと、道路事業でございますけども、この信

達樽井線、これはおっしゃられるように和泉砂川

停車場線ということで、府の道路でございますん

で、当然本来の事業主体は大阪府になるというこ

とでございます。（角谷英男君「いつから」と呼

ぶ）

いつから事業着手するとか、そういうものはま

だできておりません。当初、できておりましたの

は、その道路につきましても再開発事業の区域内

で再開発手法によって道路整備を行うということ

でございましたが、これがもう凍結となったとい

うことでございますんで、それ以後どういう手法

で道路整備をするのかというのについては、大阪

府と協議をしていかなければならないということ

でございます。

それと、砂川樫井線につきましては、事業認可

をとってる部分についての、これは当然用地買収

とかいろいろやってるわけでございますけども、

まだこれから都市計画変更をして、それから事業

認可をとって事業を行わなければならない部分が

駅の近くでございます。これについては平成１６

年度までではなしに、今現在平成１６年度までに

事業を終えたいと考えておりますのは、閉鎖した

踏切、あの部分から一丘団地までの約１．５キロメ

ーターについて、これを完了したいということで

ございます。ですから、駅につながらないわけで

ございますんで、何とか駅につながる方法として

駅前広場も検討しておるわけでございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） お聞きしますと、本来こ

れがセットでなければいけないものがどうもばら

ばらなんですね。これはなかなか理解を得にくい



んではないかなというふうに思います。こればか

りやってるわけにいきませんので、聖苑問題につ

いて質問をしたいと思います。

経過があるから今のままで行くんだという答弁

でございました。経過ということになりますと、

振り返ってみますと、この聖苑は市長、土取りが

絡んでるんですよね、はっきり言いまして。泉南

市は大阪府に、言葉は悪いが、だまされたという

ことになったわけなんです。大阪府、関空の力で

いわゆる造成費用を浮かして、そこに泉南聖苑を

つくり上げていくんだと、墓地も含めて。１００

億円の事業だと言われたわけです。

しかし、本来振り返ってみますと、あの時点で

幾つかの考え方、アイデアを持っとかなければい

けなかったんではないかなと今思うわけなんです

よ。結果として、非常に高いもんになってきてお

る。そういうことをやっぱり言わざるを得ない、

結果として。基本は土取りだったということだと

思います。これが１点。

しかし、それを執拗に追っていきますと泉南市

の財政に大きな影響を与えていく。だから、思い

切って並行した考え方を持つ必要があるんではな

いでしょうかということを言ってるわけです。財

政に大きな影響を与えていきますよ、これ間違い

なく。それぐらいの幅を持った方が私はいいと思

いますよ。そこしか絶対できないのか。考えりゃ

出るかもわからない。要は、市民のためにできる

だけ早く安くつくる必要がありますということな

んです。

それと、広域行政に絡んで、これも質問、提案

をしたいと思うんです。私は、かつて病院問題を

２市１町でやったらいかがですかという提案をい

たしまして、だめだった。まだ将来の期待は込め

ております、残った用地がありますから。

しかし、この火葬場についても、実は阪南市の

火葬場も泉南の男里川の対岸にありまして、実は

男里の近くの住民の皆さんに聞きますと、煙が上

がれば慌てて窓を閉めなければいけないんだ

これは泉南の住民なんです。古い施設なんです。

しかも、阪南市もあそこしかない。老朽化してお

る。泉南市もやらなければいけない。

じゃ、市長、先ほどの泉州南広域行政研究会、

－８９－

ここには広域的連携のあり方等について、２市１

町ですけどもあるわけです。どうなんでしょうか、

市長、こういう問題もこのテーブルに乗せて、で

きるだけ早くお互いに２つ合わせて大きなものを

つくりませんかと、そういう提案はできないでし

ょうか。そういういわゆる広域行政を具体的にや

って実施していって市民に見せていくことによっ

て、いろいろなものが市長の言われるような視野

に入れた問題も理解をされていくんではないでし

ょうか。これは必要だと思いますけども、いかが

でしょうか。土取り問題とこの２点。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目ですけれども、

これはちょっと順序が違うと思うんですね。もと

もと聖苑計画を泉南市は持っておりまして、そこ

にもし土を取るんならばということで、法的な理

屈も含めてあそこから若干取っていただいたらど

うですかと、こういうことでしたわけですね。で

すから、土取りがあるからあそこに決めた、そう

いうことじゃないんですよ。（角谷英男君「平島

さんの時代からと私も言ってますよ」と呼ぶ）で

すから、その道そのものは一応あそこに最終的に

決めて、それをいかに経費節減するかという中で、

何とかそういう土という話があったんですが、土

を出すというのも１つの手ではございますが、御

承知のように谷ですから、切り盛りバランスで出

さなくてもいいというふうには技術的にできます

ので、今回そのあたりを見直そうということと、

それから今地元にお話をさしていただいておりま

すが、地元としては門戸を開いていただいて、も

う絶対にだめだということではありませんので、

我々としては、もちろんいろいろその要望という

のはあるとは思いますが、受け入れ、最終的には

御理解をいただけるんではないかというふうに思

っておりますので、鋭意地元とのお話もこれから

さしていただくと。そのためにいろいろその御意

見もいただいた分も入れて、位井上池の利用も含

めて考えていきたいというのが今回の見直しでご

ざいます。

広域の中で考えてはどうかというのは、考え方

としてはあるかもわかりませんけれども、今のと

ころ地元も何とか協力いただけるんではないかと



いう感触でございますので、スピード的に言いま

してもそれが一番早いんではないかというふうに

思っている次第でございます。

病院の話も出ましたけども、病院の広域化とい

うのは、私は何もそれは違いますということは言

ってないですよ。あなたの言われてるりんくうへ

持ってくるということについては、済生会との時

間的な問題、また関係 お隣のまちの事情がそ

う簡単にそこに落ちつくということは、見通しと

しては考えられにくいということで、済生会は済

生会でやっていただくと。その病院問題というの

は、広域の中で当然議論をしていきましょうと、

こういうことになっております。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 病院問題に触れまして、

これをやりますとまたもとに戻ってしまいますの

でやめますが、ただ私が申し上げてますのは、確

かに地元合意ができつつあると。それは大いにで

きればいい。ただし、それにはある面条件が絡ん

でくるわけですよね。

それと、これから７年かかって平成２０年、こ

れ市民は市長、待てますかな。だから、私が言っ

てるのは、並行して考えたらどうでしょうかと。

だから、今度の補正に反対するものではありませ

ん。私たち総論は、火葬場をできるだけ早く、ま

して今の財政難の時代ですからできるだけ安く、

市民の税金ですから。だから、並行して考えたら

どうでしょうかという提案なんです。決してむち

ゃなことを言ってないんです。火葬場をやめとは

言ってない。そして、今考えている場所をこれも

中止せえとは言ってないんです。ただ、時間と費

用が、先ほども申し上げましたが、道路、水道、

地元要望です。これ幾らかかりますか、予想され

てますか。大変ですよということを言ってるんで

す。

大事なことは、市民のための火葬場なんです。

私たちのためでもあるんです。それには早く安く

が、やっぱり市長、これには反対しませんよね、

場所はともかくとして。それには並行して考えて

も別に問題はないんではないでしょうか。いいと

こがあれば、先ほど壇上でも申し上げましたが、

公共事業の見直しを思い切ってやります、これで

－９０－

小泉さん人気が出てるんですよ。評価されてるん

ですよ。市長だって当然いつも言ってるわけです。

勇気を持って改革やと言ってるわけです。

そういう意味では、並行して研究、勉強してい

くぐらい問題ないんではないでしょうか。ここに

どうしてもだめなんだ、それには幾つか問題があ

りますよと。もう一度お答え願います。私の考え

方、おかしいですか。提案、おかしいですか、意

見は。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） こういう施設というのは、

他のまちでもそうですが、二兎を追う者は一兎も

得ずということで、そういう安易なものではない

というふうに思っております。どうしても地元が

１００％受け入れてくれないということであれば、

それはいろんな考え方を模索しないといけないと

思いますが、今のところ地域の皆さんも御理解を

得つつございますし、今回の見直し案についても

御了解をいただいて予算措置をさしていただくと、

ここまで来たわけでありますから、この今の場所

で詰めていくというのは、時間的にも一番早いと、

こういうふうに考えております。

〔角谷英男君「議長、あと２分ぐらい」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。あと２分。

○１７番（角谷英男君） 市長、教育委員会に最後

にちょっと言わなければいけないことがあるんで、

もうこれで最後にしますけどね、合意形成ができ

つつありますと。だけど、これから７年かかるん

ですよ、まだ言われてるのは。合意ができておる

んであればもっと早いでしょう、進むのは。それ

と、予算的なもんを全然言われない。

だから、これはもうここでとどめますけどね、

私の提案、考え方も一定理解をいただきたいと思

うんですよ。むちゃ言ってないんです。これは市

民のため、市のために言ってることなんです。安

く早くできることを二兎を追う者は一兎を得ずで

はないんですよ。一兎を進めてくださいと。しか

し、もう一兎を研究する必要もあるんじゃないで

すか。それがよかったら勇気を持って変える必要

があるんじゃないですか。それが今の国の考え方

であり、トップリーダーの考え方だという評価が

出てるわけなんです。決して私はむちゃなことを



言ってるつもりはありません。これ１点。もうこ

れで終わります。

最後に、もう２分ですから、教育長、私ね、泉

南市が今度の事件を契機に考えなけりゃいけない

と答弁されました。しかし、教育委員会や学校現

場が一生懸命やったってだめなんです。それでは

全部おさまらない。防止はできない。今こそ泉南

市すべて挙げて、このまちは安全なんだと、教育

の現場も大丈夫なんだという宣言をしなければい

けないぐらいなんです。

そのためには、市を挙げて、市民挙げて各種団

体挙げて検討し、お互いに勉強していかなきゃい

かんと思う。それは教育委員会から言わなければ

いけないと思うんです。区という組織があります。

きょうも傍聴にたくさん来られてましたが、青少

年指導員協議会もあります。いろんな団体があり

ます。そういう人たちに全部集まっていただいて、

泉南市の教育に対する考え方はこうなんだと、危

機管理はこうなんだと、だから協力してほしいと、

全市挙げてやりませんか、やってくださいと、そ

ういうことを言う気ありませんか。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。時間があり

ません。簡潔に。

○教育長（亀田章道君） 全部の各種団体にお集ま

りいただいての会というのものは持っておりませ

んけれども、今回の事件に関しましていろんな形

で協力をお願いしてまいらねばいかんということ

で、各種団体、青少年協議会ほかすべての会の方

に協力依頼の文書は発信さしていただいておりま

す。

今後、今議員御指摘のように、そういったこと

も検討さしていただいて、会議を持つなり、そん

なことも検討してまいりたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 以上で角谷議員の質問を

終結いたします。

次に、１６番 島原正嗣君の質問を許可いたし

ます。島原君。

○１６番（島原正嗣君） 皆さんこんにちは。御指

名をちょうだいいたしました。会派は民社研でご

ざいます。党籍は民主党でございます。東京都議

選では一定の成果はおさめさせていただきました

けども、一般的には民主党振るわんのではないの

－９１－

かと。鳩山君ともいろいろ協議しまして、皆さん

の御期待に沿うように頑張らせていただきたいと

思います。

梅雨期に入りまして、一日の中でこの２時、３

時というのは、非常に疲れやすい時間でございま

す。至らぬ私でございますが、どうぞ長いおつき

合いに免じましてお聞き取り願いたい、このよう

に心からお願いを申し上げます。また、平素は公

私にわたりまして、皆さんからの格段の御支持、

御支援をいただいておりますことに厚くお礼を申

し上げたいと思います。

それでは、本市第２回定例会に際しまして、既

に通告をいたしております大綱第８点にわたりま

しての質問を行うものであります。

今日、我が国の政治社会の環境は、相変わらず

激変の一途をたどっているところであります。私

は、具体的な質問の前に、そのとき歴史は動いた、

激動の時代、救国の範としてその歴史に名を残し

た江戸時代の構造改革者、財政再建をなし遂げた

第８代将軍徳川吉宗は、紀州藩、和歌山出身であ

ります。若干２２歳で藩主となり、当時１００億

に上る借金を返済し、１７６１年６月２６日、３

３歳の若さで江戸を制するに至ったのであります。

元禄時代、当家四男として生まれた吉宗は、自

由奔放に育ったようでありますが、藩主になって

からは、１日の食事を２食とし、食菜、おかずも

２品に限定、みずからが藩の経済と食糧の自給確

保に専念をされたと言われます。

吉宗は、政治の成功は信頼が第一とされ、１日

２食２菜の信念を裏切ることなく、６８歳の生涯

まで守り通したと言われます。そして、みずから

の墓をつくることにおきましても否定をされ、そ

の資金を幕府の収入にと進言されたようでありま

す。また、吉宗は、人は誤りを知るが誠の人を言

う、この名言を残し、幕府中葉の宗として名を残

した人物であります。

小泉総理は長岡藩の米百俵論、小林虎三郎を評

価されておりますが、私は歴史の人吉宗を政治の

哲学として崇拝するものであります。今、世情は

小泉、小泉と草木もなびいているところでありま

す。

しかし、現実は、不況による企業の倒産、合理



化による失業者の増大、働けど働けど我が暮らし

楽にならずであります。老人や社会的弱者のいじ

め、利権集団や既得権益者だけが優遇される政治

構造であってはならないと考えるものであります。

悪の限りを尽くした現状の政治構造を絶対に変え

なくてはならないと考えるものであります。

先進国家を誇る我が国のデモクラシーの確立、

政治は一隅を照らすという政治の理念に徹し、市

民福祉の向上や公正、平等な市政実現に向けて、

ともに切磋琢磨し、最善を尽くすべきだと考える

ものであります。私は、以上の認識の上に立ちま

して、これから具体的な質問を行わせていただき

ます。

日本の地方自治制度は、明治２１年の市町村制、

２３年の府県郡制の施行、ざっと１世紀が過ぎて

まいりました。昭和２２年４月の地方自治法の制

定の発足、地方制度はあっても地方自治はないと

言われた時代でありました。また、三権分立にお

きましても、この法律は議会制民主主義と並ぶ民

主的統治構造のかなめとして、地方自治を守り、

位置づけたのであります。

このような状況からして、私が申し上げたいの

は、大綱第１点の質問、地方分権、広域行政、市

町村の合併についての問題であります。

地域のことは地域で決めていくという地方分権

一括法は、平成１２年４月施行されたものであり

ます。本市もいろいろ御努力なされておりますが、

これらの地方分権一括法に対する今日までの取り

組みを具体的にお答えをいただきたいのでありま

す。

第２の問いは、広域行政についてお尋ねをいた

します。

本問題は、２１世紀新時代に避けて通ることの

できない最重要課題であります。このことは近隣

の自治体が友好をより深め、すぐれた行政効果を

遂行していくことが私は基本でなくてはならない

と考えるのであります。本市は既に泉州地域の市

町村との広域化を進めているところでもあります

が、今後の具体的な展望と対応についてのお答え

をいただきたいものであります。

第３の問いは、本市の合併問題についての基本

認識についてお尋ねをいたします。

－９２－

先般５月３１日、本市文化ホールにおきまして、

大阪府並びに本市の向井市長もパネラーとして出

席をされ、有意義なシンポが行われたものと思わ

れます。問題なのは、この泉南地域、泉州地域に

おける合併の歴史的経過も一定見ることが必要で

はないかと考えるわけであります。過去、熊取町

と貝塚市、泉佐野市と田尻町それぞれがともに合

併問題を検討されてまいりました。まちを挙げて

の賛成、反対の住民運動が展開をされてきた歴史

があります。結果的には、この合併論は白紙で終

わったようであります。

合併問題について最も必要なことは、今なぜ合

併なのかという具体的な政策提言を市民にわかり

やすく行うべきではないでしょうか。既に、本年

１月２１日には西東京市が生まれました。また、

５月１日には、埼玉県の浦和市、与野市、大宮市

の３市が大合併を行ったところであります。

私は、合併における行政サービスがどう変わる

のか、市財政の健全化や文化、教育、福祉、医療、

産業といったメッセージ、すなわちシビルミニマ

ムの策定を早急に具体的なものとして描くことが

必要ではないかと考えますが、本市の基本理念に

ついてお伺いをいたしたいのであります。

大綱第２点の質問は、関西空港問題についてで

あります。

空港対策室が現在ございますが、これも今年９

月にどうも合併なり合理化をするようでございま

す。空港対策室長に質問するのはこれが最後では

ないかと思いますが、私は当初から関空問題にか

かわってきた一人として、関西空港問題について

お尋ねをいたしたいと思います。

空港問題第１の問いは、南ルート及び第２期事

業の進捗状況についてであります。

南ルートにつきましては、本市独自の調査結果

の資料も提出をなされておりますが、今政府は、

小泉さんは聖域なき行政改革が進められようとし

ておるわけであります。これらとの関連及び今後

のあり方について、どのような対応を示していく

のか、具体的な御答弁をいただきたいのでありま

す。また、第２期事業において、１期事業のよう

な地盤沈下等についての問題点は絶対あり得ない

のかどうか、そのことも含めまして考え方をお示



し願いたい。

空港問題第２の問いは、りんくう問題について

お尋ねをいたします。

先般の新聞報道によりますと、大阪府は赤字続

きの企業局の廃止をするのではないかという新聞

記事がございました。また、りんくう用地であり

ます大阪ガス、関西電力に既に売却をしていた土

地の買い戻しを大阪府が行われると書かれており

ますが、このことも含めて御答弁をいただきたい

と思うのであります。

大綱第３点の質問は、行財政改革についてお尋

ねをいたします。

本市は既に数回にわたる改革案が示されている

ところであります。また、今回新改革案なるもの

が議会に提案をされております。今後、検討され

ていくところではありますが、私は改革とはスピ

ードではないかというように考えます。もちろん、

改革には一定の時間が必要でありますし、今後は

改革推進への目標値として明確にもう少しスピー

ディーに行う必要があるのではないかと考えます

が、この改革論についての御答弁をいただきたい。

特に、財政再建、赤字再建団体への防止策など、

実現可能な財政計画の構築も含めて御答弁をいた

だきたいのであります。

また、もう１つは、人員配置につきましては、

適材適所、個々の能力に応じての配置転換が必要

であります。そのことによって、市民サービスが

低下しないような対応というものが必要ではない

かと考えますが、このこともあわせてお答えをい

ただきたいのであります。

大綱第４点の質問は、教育問題についてお尋ね

をいたします。

先般、大阪教育大学附属池田小学校での殺傷事

件に関連し、学校施設での安全管理、危機管理に

ついての対応が検討なされているところでありま

すが、本市教委としての対応策を具体的にお示し

をいただきたいのであります。

教育問題第２の問いは、バランスを欠き常識を

見失ったとされる教科書、特に歴史教科書につい

て批判のあるところでありますが、特に教育委員

会としては、新しい公民教科書の中での公民の意

味、法のもとの平等、天皇と政治、憲法第９条、
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さらに日露の開戦、大東亜戦争、昭和天皇のあり

方など、これらの状況認識について御答弁をいた

だきたいのであります。

教育問題第３の問いは、去る３月定例会以降の

学校現場での問題行動について御答弁をいただき

たい。

大綱第５点の質問は、防犯対策についてお尋ね

をいたします。

最近、特に歩行者や自転車を対象とするひった

くり事件が横行しているようであります。さらに

は、駅前の壁や学校周辺での落書きが非常に盛ん

に行われているようであります。本市はこれらの

防止策について、どのような対応をなされてきた

のか、御答弁をいただきたいのであります。

大綱第６点の質問は、環境問題についてお尋ね

をいたします。

環境問題第１の問いは、樫井川の悪臭問題につ

いてであります。

きのう、きょうと再三にわたりましてこの悪臭

問題等も議論をされたようでありますが、その後

悪臭対策についての対応をどのようになされてき

たのか、具体的にお答えをいただきたいと思うの

であります。

環境問題第２の問いは、樫井川下流の水質対策

及び市内各河川の環境整備とその現状について御

答弁をいただきたいのであります。

大綱第７点の質問は、雇用対策についてお尋ね

をいたします。

本市内におけるパート労働者の実態調査や労働

条件、さらにパート労働者の雇用状況についての

御答弁をいただきたいのであります。

終わりに、第８点の質問は、住宅問題について

お尋ねをいたします。

住宅問題第１の問いは、３月定例会以降、市営

３団地の係争経過について、どのような状況にな

っておるのか。市長、先ほどの御答弁によります

と、結審が近いうちにあると、こういうことでご

ざいますが、その近いうちという日時はいつにな

るのか、あわせてお答えをいただきたいと思うと

ころであります。

住宅問題第２の問いは、府営吉見岡田住宅の建

てかえ問題についてであります。



その後、建てかえ問題についての進捗状況はど

うなってるのか、お答えをいただきたいのであり

ます。今、大阪府営住宅吉見岡田住宅の関係者は、

現状のところを移転して建てかえるという府の提

案に対して、自治会等でもいろいろ議論があるよ

うでありますが、府営住宅吉見の場合は、新しく

新築をしてりんくうタウンの方に移る。岡田側の

府営住宅は現状の位置に新設をすると。したがっ

て、現状の位置ということになりますと、一時ど

っか間借りをして移転をする必要があると、そう

いうふうな問題もありまして、地元では非常に混

乱をしてる部分もあります。

一部自治会の中には、市長の方にお願いをして

ほしいと私の方にも要望してまいりました。それ

は、住宅地域でない泉南市のりんくうタウンの方

に、田尻町と同じように府営住宅を建ててもらえ

んだろうかというふうなことも言われておりまし

たが、私もそれは個人的ではありますけれども、

非常に難しい問題である。

ただ、移転問題については、学校問題もありま

すし、いろいろな地元との関係もありますので、

市としてもこれは全力を挙げて対応しなければな

らないと思います。しかし、基本は府営住宅とい

うことでありますから、府の方の決定がどうかと

いうことを参酌していただいて、市の方もできる

だけ御努力をするのではないかという答弁はして

おきました。

以上、大綱第８点にわたる質問でありますが、

理事者におかれましては言語明瞭、意味明快な御

答弁をお願いいたしまして、演壇からの質問を終

わります。ありがとうございました。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの島原議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目の地方分権、

それから広域行政、市町村合併について御答弁を

申し上げたいと思います。

平成１１年７月に地方分権一括法が公布されま

して、中央の時代から地方の時代へと地方自治の

あり方が大きく変化しつつございます。地方の時

代というのは、地方における自己決定、自己責任

という主体的な行政システムを構築いたしまして、

全国的な統一性や公平性を重視する画一と集積の

－９４－

行政システムから、住民や地域の視点に立った多

様と分権の行政システムへと変革することでござ

いまして、その実行の時代を迎えているというふ

うに考えております。

我々地方分権にかかわって、市の方でも幾つか

権限移譲いただいておりますが、まだ十分移譲を

受けているというわけでもございません。これに

はやはりコストがかかりますし、あるいは人材、

あるいはノウハウも必要な部分もございますので、

順次移譲を受けられるものから受けていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

いずれにいたしましても、地方がもっともっと

充実をして、本当に地方のことは地方で考えて行

い、そして結果を出すということが求められてい

る時代でございますので、我々の方もできるだけ

この分権を推進していくという立場から、権限移

譲につきましては受けていくようにしたいという

ふうに考えております。

それから、広域行政でございますけれども、こ

れは今現在、泉南、阪南、岬はいろんな形で既に

介護保険の認定業務を１つの組織としてやってお

りますし、下水道とかそういうことで既に行って

おります。また、岸和田以南で泉南地域広域行政

推進協議会というものをつくっておりまして、広

域的にいろんな連携を図っております。

ちょうどことしの３月に、第３次の広域行政圏

の計画を取りまとめたところでございまして、こ

の７月２２日の日曜日午後、泉南市の文化ホール

で、５市３町の市長、町長がパネリストとなりま

して、この広域行政の計画の策定を記念したシン

ポジウムを行うということになっております。前

回も一度行いまして、そのときにはお互いの市民

病院とか、そういう公的病院の医療格差をなくし

ていこうという合意をいたしまして、市民であっ

ても、泉州 岸和田以南の泉南地域の方であっ

ても、同じ条件で利用いただけるというふうなこ

とを合意いたしたわけでございます。今回も７月

２２日に、まだ最終の詰めは行っておりませんが、

幾つかのことについて基本的な合意をしたいとい

うことで今準備を進めております。

ですから、広域行政というのはなかなかすべて

というわけにいきませんけども、できるだけハー



ドルをそろえていこうということだというふうに

思いますので、どちらかといいますと、ちょっと

ソフトぎみということになろうかというふうに思

います。

一方、市町村合併ということになりますと、ま

さにハード、ソフト両面にかかわる話でございま

して、特例法が今施行されておりますけども、こ

れが２００５年３月という期限ということでござ

います。その中で、優先的に合併に積極的なとこ

ろについて、交付税措置その他補助を含めて支援

をしていこうということでございます。パイが一

緒ということであれば、そちらに優先的に配分さ

れた残りを配分するということでございますから、

今までより以上にふえるということは、まずあり

得ないというふうに考えております。

２００５年３月の期限ということについて、先

般総務省の財政局長のお話を聞いたときに質問を

したんですが、これの延長はあり得るのかという

質問をさしていただきましたら、今の時点ではそ

ういうことは考えていないと。ただ、期限間際に

なったときに、いろんなグループによって進捗の

度合いが違うであろうということがありますので、

それはその時点になってどう対応するかというの

は、検討するときが来るだろうなというちょっと

含みのある御答弁でございましたけれども、その

２００５年の３月ということが１つのリミットで

あるとすれば、それまでにもし広域で一緒にした

場合にどういう形になるのか、あるいはメリット、

デメリットはどうなのかということをやはりちゃ

んと研究をして、そして議会なり市民の皆さんに

お示しをする我々としてはその説明責任というも

のがあるんではないかというふうに考えておりま

して、今回１つの組織体をつくったということで

ございます。

また、２市１町に限るということではございま

せんで、近隣も呼びかけもさしていただいており

ますので、まだ全体としての結論は出ておりませ

んが、積極的なところ、やや消極的なところがご

ざいますが、近々最終的な話し合いをさしていた

だきたいというふうに思っております。

いずれにいたしましても、今激動の時代を迎え

ておりますので、この地方自治体のあり方という

－９５－

ことについては、大いに研究もし、議論もする時

代だというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） りんくうタウンの問題につ

きまして御質問がございました。第１回の定例会

に引き続いて企業局の廃止問題につきましてお触

れでございますので、私の方から御答弁さしてい

ただきたいと存じます。

りんくうタウンの現状につきましては、産業振

興あるいはまちづくりの観点から、さらには財政

上の視点から申し上げても極めて残念な状況でご

ざいまして、その活性化に向けて全力を傾けてい

く必要があるという市政の重要課題の１つである

というふうに考えておるところでございます。

このような状況の中で、りんくうタウンの活性

化を目指しまして、これまで大阪府におきまして

は産業活性化ゾーンの設定と分譲価格の引き下げ、

補助制度あるいは融資制度の充実が図られてまい

ったところでございます。本市といたしましても、

これらの施策との相乗効果を考えまして、一昨年

の４月からりんくう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

ころでございます。

一方、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、これに加

えまして学識経験者による検討委員会を昨年１１

月相次いで設置いたしておりまして、その活性化

方策の検討を進めており、過日空港問題対策特別

委員会におきまして、その中間取りまとめについ

て御説明をさしていただいたところでございます。

そのような状況の中で、２週間ほど前になりま

すけれども、また企業局の廃局を含めて見直しが

進められていると、具体的な数字も示しながら報

道が行われたわけでございますけれども、企業局

が地価の下落に伴う分譲不振などによって多額の

含み損を抱えており、その会計処理をめぐりまし

てさまざまな数字や予測が新聞等マスコミから報

じられておりますけども、数字はその企業局内部

の議論の経過の中で出てきたものでございまして、

現時点において確定しているものではないという

ふうに伺っておるところでございます。

そういうことでございますので、市といたしま



しても、それについての具体的な論評は差し控え

たいというふうに考えておるところでございます

が、この廃局を視野に入れて検討を行っていると

いうことにつきましては、これまでも府議会でも

取り上げられておりまして、今後の収支計画ある

いは処理策につきまして、この７月末までに取り

まとめられると聞いております府全体の行財政改

革の取りまとめ、この中で最終的に確定をされる

というふうに聞いております。

企業局も含めてでございますが、大阪府も非常

に厳しい事情にあるということは事実でございま

すけれども、特に本市と企業局の関係では、多く

の課題が残されておるということも事実でござい

まして、府に対しましては、このことも含めて十

分認識をしていただくように、機会があるたびご

とに申し上げているところでございます。私ども

といたしましては、７月にも取りまとめられると

伝えられております大阪府の行財政の再建の計画

につきまして、重大な関心を持って注視をしてま

いりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 島原議員さんの御質

問のうち、南ルートと関空２期について、まず御

答弁をさしていただきたいと思います。

まず、南ルートについてでございますけれども、

現在の北ルート空港連絡橋につきましては、常々

機能停止の不安定な要因を抱いておるということ

も御承知でございます。さらには、沿道環境問題

を考えた交通量の分散化、地域間の相互連携を支

援する交通軸の形成、国際空港と一体となった広

域交通体系の充実、将来的な交通需要増加への対

応などを考えると、南ルートの必要性は大きなも

のがあるというふうに考えております。

昨年度におきまして、国（国土交通省）を初め

大阪府、和歌山県、泉南市、和歌山市、さらには

関空会社も参画した南ルートを含みます関西国際

空港周辺地域交通ネットワークに関する調査を共

同で実施いたしました。この調査は、その前段と

して平成９年、１０年の２カ年度にわたって、国

土、運輸、建設、通産、農水の５省庁によって行

われました関西国際空港を活用した広域国際交流
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圏整備計画調査において、南ルートの必要性がう

たわれたことが、調査が実施される契機となった

ものであります。

一方、昨年の７月の２７日には、大阪、和歌山

両府県の自治体５市８町によりまして、関西国際

空港連絡南ルート等早期実現期成会を設立いたし

ましたが、ことしの１月１５日には泉南、阪南、

岬の２市１町の３商工会によって関西国際空港南

ルート等早期実現連絡会が結成されました。今後、

要望や広報活動などをできるだけ相携えて活動し

てまいりた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、これまで本市が提起

してきた政策や要望活動、加えて市議会でのたび

たびの決議や要望書の提出などによりまして、南

ルートの理解の輪が着実に広がってきた結果だと

考えるところであります。今後とも、市議会の御

理解を得ながら、空港連絡南ルートの早期実現に

向けて最大限の努力をしてまいりたいというふう

に考えております。

次に、関空の２期事業でございますけれども、

関西国際空港につきましては、我が国を代表する

国際ハブ空港に育てていくためには、３本の滑走

路から成る全体構想の早期実現が不可欠であると

いうふうに考えております。当面、第７次空港整

備計画におきまして、最優先課題として位置づけ

られております４，０００メートルの滑走路を整備

する２期事業が円滑に推進されることが求められ

ております。

さて、２期事業でございますけれども、既に昨

年中に敷き砂作業・サンドドレーン工法が終了い

たしまして、目下埋め立て工区では２次敷き砂施

工、護岸工区では盛り砂・捨て石・被覆石工事を

行っておりまして、２期島護岸延長約１３キロメ

ートルのうち３カ所、約１．４キロメートルの石積

み護岸が海面上にあらわれるなど、工事は順調に

進捗をいたしております。

ところで、地盤沈下問題につきましては、１月

末の最新の観測結果や関空会社の考え方が示され

ました。また、ターミナル地区と給油タンク地区

の地下水対策といたしまして、連続地中壁工事が

昨年１１月から始まっております。直接関西国際

空港に関連する本市といたしましては、地元と共



存共栄する関空建設の理念の実現を求めながら、

２期事業の確実なる進捗、そして全体構想の早期

実現に向けて、従前以上に活発な取り組みを進め

てまいりたいというふうに考えております。

さらに、関空会社に対しましては、従来からの

地盤沈下の問題等もありますので、一層の経営改

善の取り組みと、それとさらなる積極的な情報の

開示を求めてまいりたいというふうに考えており

ます。

それと、もう１点、順序が逆になるかもわかり

ませんけれども、行財政改革の中で人員配置につ

いて、市民サービスの低下にならないようにとい

う御指摘でございます。

我々人事を預かる者として、職員一人一人の持

てる能力を最大限に発揮させて、また職員の意見

も生かせるような活力ある職場づくりということ

が大事であるというふうに考えておりますので、

今回機構等の改革も提案さしていただいておりま

すけれども、それを含めて今後の職員配置につい

ても、今議員が言われましたように、市民生活の

低下にならないように、原課の意見等も十分聞い

た中で、非常に厳しい職員の数になってきており

ますけれども、最大限努力をしてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、よろしく御理解を

賜りたいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 島原議員御質問の行財

政改革に関する具体的対応について御答弁申し上

げます。

現下の深刻な財政状況から脱却し、高度化、多

様化する地方分権時代の行政需要に的確に対応し

ていくため、本年２月に策定の行財政改革大綱に

基づき、このたび新行財政改革大綱実施計画案を

示させていただいたところでございます。

本実施計画案は、平成１３年度を初年度としま

して、平成１５年度までの３カ年を基本といたし

まして、新行財政改革大綱で定めた視点に基づい

た実施項目の内容や実施時期などを示したもので

ございまして、大綱に沿った項目について、担当

課等との全庁的なヒアリングを実施した上で、市

長を本部長とし、各部長を本部員とする泉南市行

財政改革推進本部におきまして協議し、全庁的な

－９７－

意思統一を図った中で今回お示しさしていただき

ました。

実施計画案に記載のとおり、事務事業の見直し

や適正な定員管理及び経費の節減、合理化等を実

施し、行政に対する市民ニーズに的確に対応でき

る行財政構造への転換を図り、今後の財政の健全

化への道筋をつけてまいりたいと考えております

ので、よろしく御理解、ご協力くださいますよう

お願いいたします。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 学校管理についての市の

教育委員会の対応ということでお答えを申し上げ

たいと思います。

今回の事件が生起いたしてから、本市教育委員

会といたしましては、事件発生の直後、各学校・

園に文書通知をいたしまして、府教委からの指示

事項等も受けて臨時の小・中学校長会、園長会を

開催いたしまして、指示事項あるいは留意事項を

示し、不審者に対する対応方について共通理解を

図り、安全確保に努めてまいっております。また、

指導主事を派遣しまして、施設設備を含め学校・

園における取り組みについてのヒアリングを行い、

適正な実態把握を行い、指導の徹底を図っておる

ところでございます。

各学校・園では、今日的な状況を踏まえまして、

従前にも増して危機管理に関する情報の共有化な

ど、教職員の意識の高揚を図ることに努めており

ます。また、不審者等への対応方につきましては、

校門等をできる限り１カ所に限定するなり、外来

者の職員室における用件の確認、教職員による校

園内の巡視活動の実施、またＰＴＡ等との連携に

よりまして校園内外巡視活動の実施、登校・登園

時の指導、集団ないし複数によります登下校の実

施、また緊急時には通報体制とか避難誘導方法、

経路、また警察、教育委員会等各種関係機関への

通報体制の確認など状況に応じた取り組みを行い、

安全確保に努めてまいっておるというところでご

ざいます。

また、青少年指導員協議会との連携によりまし

て、事務局職員にも市内パトロールの実施をさせ

ております。また、これはＰＴＡが中心になって



いただいておりますが、こども１１０番の増設、

更新、こういったこともやっております。それか

ら、警察等の関係機関との連携、あるいは各種団

体への啓発、協力依頼等の取り組みも進めており

ます。

それから、管理職からのヒアリングによりまし

て、施設整備面で校門あるいは通用門並びにフェ

ンス等で点検補修を行い、どうしても緊急に修理

をしなくてはいけないというところを一定補修に

かかりたいというふうに思っております。

それから、すべての幼稚園、小・中学校の教職

員並びに児童施設の職員等に対しまして、早急に

携帯用防犯ブザーを配布したいというふうに考え

ておりまして、そういう手配をいたしております。

また、機器等によりますセキュリティーシステ

ムの確立に関しましては、府教委において緊急プ

ロジェクトチームが設置され、７月をめどといた

しまして安全確保の基本的な考え方や具体の方策

が示されると聞いておりますので、府の方針や府

下の状況を踏まえまして、十分に調査研究をして

まいりたいと考えております。

さらには、近年の都市化や核家族化を背景とし

て、地域社会が大きく変貌いたしております。人

間関係や相互扶助意識が希薄になり、子どもたち

を地域社会で守り育てるということが十分にでき

切れない状況がございます。今後とも開かれた学

校・園づくりを推進する観点から、積極的に学校

・園情報を提供し、保護者や地域住民が一体とな

って、日常的に学校・園内外において、子供たち

を守っていく体制づくりを着実に進めることが重

要であると認識いたしておりますので、今後とも

教育委員会といたしまして、そういう運動を進め

てまいりたいと思います。御理解を賜りますよう

にお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 島原議員御質問の

教科書と歴史認識の問題について御答弁申し上げ

ます。

御承知のとおり、現在、平成１４年度から使用

いたします小・中学校の教科書につきまして調査

研究を進めておるところでございますが、現在調

査研究しております教科用図書は、御承知のとお
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りいずれも文部科学大臣の検定済みの教科書でご

ざいます。

さて、歴史認識もかかわるわけでございますが、

この検定の基準でございますが、基準に関しまし

ては、義務教育諸学校教科用図書検定基準という

のが平成１１年１月２５日の文部省告示で新たに

出されております。その基準に盛られております

点を踏まえるとともに、学習指導要領に基づいて

いること、内容に誤りや不正確な記述がないこと、

特定の事項などに偏った扱いになっていないこと、

国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなさ

れていること、児童・生徒の発達段階に適応して

いること等、細かく検定基準がうたわれており、

それに基づいて検定された教科書を現在見本本と

して配布されておりますので、来年度の使用にか

かわって調査研究を進めているところでございま

す。

２点目の４月以降の問題行動の現況について御

報告申し上げます。

まず、対教師暴力が２件、これらはいずれも授

業中の態度や喫煙等を教師から注意されたことに

反発し生起したものであります。この件に関しま

しては、本人、保護者に厳重な指導を行い、解決

を見ております。生徒間暴力につきましては４件、

器物破損についても４件報告されております。

また、授業エスケープにつきましては、４中学

校で２９名補導を確認いたしております。器物破

損等につきましては、いわゆるガラス等を割った

りと、あるいは生徒間暴力も中身とすればささい

なことから発展してと、こういうふうな内容にな

っております。

さて、こういった生徒指導上の問題に関する改

善についてでございますが、１点目にはスクール

カウンセラーや心の教室相談員を配置し、問題行

動についても、生徒や教師、保護者の方々への相

談あるいは助言等の支援を行っております。教職

員の生徒理解の資質の向上を図るということで、

心理カウンセリングの方法等の研修を夏場を中心

に充実さしております。校内研修等につきまして

は、本市が抱えておりますスーパーバイザーなり

スクールカウンセラーの派遣を行っております。

学校間の情報交換を密にするとともに、体験授



業あるいはクラブ交流などを通して、子供同士小

学校、中学校の交流の場をふやし、段差の解消に

努めております。また、従来の授業形態、つまり

知識の詰め込み型の授業形態から、一人一人の能

力や適性に応じた授業ができるよう、授業改革の

助言、支援を行っております。

こういった取り組みの根底になるものとして、

幼・小・中それぞれの場において、集団生活を送

るのに必要な規範意識や倫理観をはぐくむための

心の教育、あるいは基本的な生活習慣を身につけ

させる等の取り組みを保護者連携の中で一層進め

ていきたいと、このように考えておりますので、

よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） そ

れでは、私の方から防犯対策について御答弁申し

上げます。

本市におきまして、防犯活動を行っている団体

といたしまして泉南市防犯委員会がございます。

この委員会は、市域の防犯活動を推進し、各種犯

罪の防止を図り、もって市民の安全で快適な生活

環境づくりに寄与することを目的といたしまして、

昭和６２年ごろより本格的な活動を行っておると

ころでございます。

委員会の概要でございますが、組織構成等につ

きましては、防犯委員として１１９名の方を市か

ら委嘱さしていただき、市内を７地区に分け活動

いただいておるところでございます。

次に、主な活動内容でございますが、７地区の

委員長による毎月１回の役員会の開催、月２回の

市内防犯パレードや街頭ティッシュ配布等による

啓発、また夜店、盆踊り、秋祭り、歳末等におけ

る防犯パトロール、また各地区では月１回の防犯

パトロールの実施等の活動を行っておるところで

ございます。

また、議員御指摘のひったくり等につきまして

も、市内駅等々でのひったくり等の犯罪防止啓発

活動も行っておるところでございます。

なお、この委員会は、泉南市、阪南市、岬町の

防犯委員会等で構成する泉南警察署管内防犯協会

に属しており、泉南警察署と連携をとりながら、

防犯活動に取り組んでおるところでございます。

－９９－

以上が泉南市防犯委員会の概要でございます。

お尋ねの落書きの件に関しましては、泉南警察

の方で現場の確認等の対応をしていただいている

と聞いてございます。防犯委員会といたしまして

どこまでかかわれるかの問題もございますが、泉

南警察とも連携をとりながら、防犯委員会にもお

話しさしていただきたいと考えているところでご

ざいます。よろしく御理解のほどお願い申し上げ

ます。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 市民生活部の方か

らは、樫井川の悪臭の問題につきまして御答弁申

し上げます。

改善計画の進捗状況ですが、現在事業者の方か

ら改善計画の提出がございまして、その改善が進

んでございます。まず、飼料製造施設の建設が完

了しております。そして、外部への堆積物の解消、

これの方に向けましてコンポストの増産、それか

ら一層の肥料化を図るということの全自動肥料化

システム、これの施設の建設を現在進めてござい

ます。そして、新堆肥舎２棟につきましても、間

もなく基礎工事に着工するように聞いてございま

す。

続きまして、これらの今後の対応についてとい

うことでございます。

改善計画の進捗状況を大阪府、泉佐野市、泉南

市の３者で十分監視をしまして、この改善計画の

完了後に、泉南市の方でも臭気の測定を実施する

というふうに考えてございます。それから、当泉

南市の権限、指導については、今後も十分にやっ

てまいりたいと、このように考えております。

続きまして、樫井川の下流の水質状況について

の件でございます。

従来から平成１０年、１１年というのは、本当

に最悪の水質状況であったように聞いてますが、

平成１２年度の府の水質測定の調査結果報告では、

ＢＯＤの年平均値が１１ミリグラム／リッターと

低下をしております。基準値につきましては１０

ミリグラム／リッターということでございますの

で、もう少し頑張れば基準値内に入るというふう

に存じております。今後につきましては、樫井川

水系の生活排水対策連絡会議、こちらの方でも十



分検討をやってまいりまして、水質の浄化という

ことに頑張ってまいりたいと思っております。

それから、雇用対策に関する件のパート労働者

対策について御答弁を申し上げます。

不況が長期化をしまして、本当に深刻化すると

いうような状況の中で、かつてない厳しい状況で

ございます。そういうふうな時代であるというこ

とは十分認識をしております。平成１３年３月の

泉佐野公共職業安定所管内の有効求人倍率につき

ましては、０．３７倍と本当に厳しい雇用状況とな

ってございます。

御指摘のパート労働者についての実態調査につ

きましては、現在まで調査はやってませんけれど

も、ライフスタイルの多様化などによりまして、

時間を限定して労働する労働者は増加する傾向に

ありまして、女性や高齢者が本当に労働しやすい、

そういう就業形態であるパートタイム労働は、も

っともっと重要になってくるものと、このように

考えております。

このような状況下の中で、労働条件の明確化、

それから処遇と労働条件等の指針、これが平成１

１年の４月に改正をしてございます。その指針の

改正内容につきましても、商工会等を通じパンフ

レットの配布をし、十分周知をやってございます。

今後につきましても、パートタイム労働者の雇

用管理・改善のための周知をし、労働相談等を通

じまして改善をしていくなど、促進をしてまいり

たく存じておりますので、どうかよろしくお願い

申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の先ほどの答弁の中で、月２回の市内防犯パレー

ドと言いましたが、間違いでございまして、年２

回の市内防犯パレードでございますので、改めま

して御訂正さしていただき、おわび申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 私の方か

ら環境問題のうち、二級河川の樫井川についてお

答えをさせていただきたいと思います。

御存じのように二級河川でございますんで、大

阪府が管理を行うわけでございますが、当然治水

を主体にした維持管理を行っておると。環境の部
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分までは手が回らないというのが府の本音ではご

ざいますが、もう議員も御存じのように、樫井川

の右岸に新しく１６１戸の住宅が建設されるとい

うことで協議をやってるわけでございます。当然、

住環境を守るという意味で、府に対しては治水プ

ラス環境も含めた管理、これについては泉南市と

して要望していかなければならないという考えを

持っておりますので、御了承いただきたいという

ふうに思っております。

それから、住宅問題に関する御質問でございま

す。府営住宅の吉見岡田住宅につきましては、昨

年入居者の方々に建てかえという話がございまし

て、何回となく住民と府が協議をされてるという

ことを聞いておりまして、逐次泉南市に対しても

連絡をしていただいて、住民の意向が反映できる

ようにということで我々も考えておるところでご

ざいます。

先ほど議員御説明がございましたように、泉南

市側と田尻側とそれぞれの建てかえの手法が違う

わけでございまして、最近になって、６月の１４

日でございますけども、泉南市側の入居者の方々

から、田尻側と同じようにりんくうタウンの方に

移転はできないかという話がございました。これ

は大阪府に対しても、直接的に要望に行かれたと

いう話も聞いております。今後、住民がいろんな

不安を持っておられるわけでございますので、泉

南市としてもできる限り住民の要望がかなえられ

るような再建と申しますか、住宅の建てかえがで

きるように努力をしていきたいという考えを持っ

ております。

続きまして、市営の３住宅における裁判の現在

の状況でございますけども、既に訴訟に至って２

年が経過しておるわけでございます。ことしの３

月の９日には、第１１回の公判が行われました。

この公判の中で、原告側の証人の審議が行われて

おります。また、５月の１１日には第１２回の公

判が開かれまして、準備書面の提出をしておると

ころでございます。次回は７月の１３日という日

程が決まっておりまして、このときに双方に最終

の意見書の提出を裁判所の方から求められておる

わけでございます。

泉南市といたしましても、最終意見書の書面の



準備を弁護士と進めておるわけでございます。一

日も早い結審を目指しておりましたわけでござい

まして、進捗を眺めますと、この７月の１３回の

公判のときに最終結審日の日程が裁判所から提示

をされるというふうに考えておるところでござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 演壇で申し上げましたよ

うに、私、もう１つお答えをいただいてないのは、

企業局から りんくうタウンですけれども、保

有した土地が関西電力と大阪ガスに売却されたと。

それはそれでどうということないんですけども、

この前の新聞報道によりますと、これは大体５，６

００平方メートル、値段にして６２億、こういう

ものが逆に今度はまた大阪府が買い戻すというふ

うな記事が掲載をされておりました。これは一体

どういうことなのか、具体的にお答えをいただき

たい。これ、答えられてないですから。

○議長（奥和田好吉君） 中村空港対策室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） お

答えいたします。

りんくうタウンの北地区、泉佐野の市内になり

ますけども、あそこにエルガビルというビルがご

ざいます。りんくうタウン駅のすぐ近く、色がち

ょっと派手な色ですけども、その前の 前とい

いますか、海側の空き地のことだと思います。当

初の計画でりんくうタウンにいろんなビルが立地

する、そういうことを考えてエネルギー関係の将

来を見込んで施設をつくるということで大阪府か

ら購入された。しかし、思ったよりも立地が進ま

なかったということで、将来的にも急には必要で

はない、現施設で十分対応できるということで、

買い戻してほしいということであったろうと思い

ます、詳細は把握しておりませんけども。それに

ついて大阪府がそのような対応をしたということ

でございます。

それと、私の方からもう１つお答えが抜けてい

たと思うんですけども、関空２期事業の関係で、

２期事業のところの地盤沈下はあり得ないのかと

いうことがあったと思いますけども、ちょっとお

答えいたします。

地盤沈下そのものは、当然２期事業についても

－１０１－

あるわけでございます。ただ、これについては、

沖積層については地盤改良は可能ですけども、洪

積層、これは非常に深くて厚いということで、現

実には地盤改良できませんので、その辺で地盤沈

下が起こるわけですけども、ただ、いかに沈下を

予測して対応するのかというのが課題でございま

す。

用地造成会社の方では、２つ明らかにしてるの

は、１つは１期島のときの経験を生かしていくと

いうのと、２期島の工事の過程での沈下測定、こ

れを精密に行って、それを事業進捗の中で生かし

ていくということを明確に発表しております。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） もう余り時間もございま

せんので、簡単で結構ですから、教育長１点だけ

答弁をいただきたいと思うんですが、先ほどの答

弁の中では、学校管理、安全管理についてかなり

詳細な検討をなされておるようですけども、今ま

でですと、放課後、例えば岡田の小学校は自由に

使うてもいいとかいうふうなことになっておった

と思うんですけども、この池田小の関連からして、

今後は放課後も開放せずしてどっか警備会社に管

理をさすということなのか、いやそれは別ですよ

と、今までどおりに一般市民に開放していくとい

うことなのか、そこを簡単に答えてください。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。時間があり

ません。簡潔に。

○教育長（亀田章道君） 今の御質問にお答えをし

たいと思います。

今、当面、こういう事件が起こりまして、類似

犯とかあるいは模倣犯が起こるということで緊急

の措置ということで、集団の登下校、特に降園と

いうんですか、帰りのところでも集団下校をやっ

たりというようなことを実施しておりますが、そ

れ以後今後の課題ということで鎮静化といいます

か、状況を見てまた判断をしてまいりたいと思っ

ております。

ただ、申し上げたいのは、学校の開放というこ

とについては、今後もできる限り続けていきたい

というふうに、そういう気持ちはございますが、

安全管理の面とその辺競合するところもございま

すので、その辺のところは今後の検討課題という



ことで、今結論を出してどうこうということでは

ございません。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 以上で島原議員の質問を

終結いたします。

午後３時４５分まで休憩いたします。

午後３時１８分 休憩

午後３時４７分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、５番 真砂 満君の質問を許可いたしま

す。真砂君。

○５番（真砂 満君） 市民わの会、真砂 満でご

ざいます。本日最後の質問で、皆さん大変お疲れ

ではございましょうが、１時間おつき合いのほど

よろしくお願いいたします。

さて、小泉内閣が恐るべき支持率で今日推移を

いたしております。過日行われました都議会選挙

結果を見ても明らかなとおりであります。一体こ

の数字をどう見るべきなのでしょうか。改革の必

要性を多くの国民が支持をし、変革を期待しての

歓迎であれば、きっとあすの日本の未来は大きく

変わっていくものだと確信をいたします。

変人から変革の人として日本のリーダーシップ

を発揮していくために、同じ政党の自民党の皆さ

んが足を引っ張るようであれば、そこには従来で

は到底考えられない批判が集中することでしょう。

また、政党がたとえ違っていたとしても、大局に

立って今日の難局をともに乗り切っていくという

英断も必要な気がしてなりません。

泉南市に置きかえてみても同じことが言えるよ

うに思えます。この厳しい状況下で今何をすべき

か、どんな街づくりをしていくのか、そんなこと

を本当に率直に、また真剣に、そして腹を割った

話し合いをしていく必要が肝要だと思いますが、

皆さんはどのように考えられるでしょうか。私が

知る限りの狭い範囲では、今の泉南市ではだめだ、

もっと変革をしなければ、との声が最近多く聞か

れるようになりました。私は、そんな皆さんと未

来の泉南市のために、真剣に、また十分に議論し、

よりよい街づくりに少しでも寄与できるようこれ

からも頑張ってまいりたいと思います。

－１０２－

それでは、通告に基づいて質問を行ってまいり

ます。

まず初めに、さきの定例会で否決されました家

電リサイクル４品目に対する取り扱いについてお

伺いいたします。

３月議会では、いわゆる義務外品の収集運搬に

ついて、行政側が提案された収集運搬積算根拠な

り不法投棄対策等について、議会側がノーの判断

をいたしたわけですが、４月以降の現状はどのよ

うになっておるのか、また今後の方策はどのよう

にお考えなのか、お示しをいただきたいと思いま

す。あわせまして、以前から指摘をいたしており

ます不法投棄防止対策については、その後何らか

の検討をされたのかどうかもお示しをいただきた

いと思います。

私は、この法律の趣旨から考えても、また行政

が出されている行財政改革大綱から見ても、行政

が直接的にかかわるのではなく、民間を活用すべ

きだと考えています。行政が行うべきは、民間に

お願いした業務を任せ切りにすることなく、きち

んと管理することにあると考えています。そして、

何よりもこのリサイクルの法のねらいなり必要性

なりをしっかり市民の皆さんに御理解をいただく

よう、啓発に力を注ぐべきだと考えますが、いか

がでしょうか。

また、不法投棄対策は必要不可欠であり、不法

投棄はふえないとした部長発言の撤回と具体的な

対策案を示すように再度求めておきます。

次に、規格葬儀についてであります。

以前より市民葬儀を実施してほしいとの要望を

受け、この場でも何回か取り上げさせていただき

ましたが、このたびようやく規格葬儀として実現

する運びとなりました。中身についてはまだまだ

不十分なところが多く、問題点が山積をいたして

おりますが、まずはこれまでお骨折りいただき調

査検討していただきました担当者の皆さんにお礼

を申し上げたいと思います。もちろん、市内業者

の皆さんにも御協力を願い、御賛同をいただいた

ことに感謝申し上げなければならないのは当然の

ことであります。

財政が厳しい時代であるからこそ、知恵を出し

たり協力を願ったりしながら、市民サービスの向



上に努めなければならないし、やれば必ずできる

ことはまだまだあると思うわけであります。お礼

を言いながら苦言を申すのは少し気が引けますが、

もっと結論を見出す時間を短縮すべきであると強

く感じます。結果だけを見れば、何でこの程度の

ものに何年もかかるんやとの思いは、首を長くし

て待ち望んでいる市民の皆さんからすれば、当然

のことであろうかと思います。

そんな中で確認をしておきたいのですが、この

規格葬儀はいつから実施されるのか、また料金な

り規格内容などの改正はどの程度の年数でとお考

えなのか、お示しをしていただきたいと思います。

次に、市内コミュニティバスについてでありま

す。

都市基盤整備は、他市と比較してもここ数年飛

躍的に伸び、向井市長も胸を張って自慢でき、将

来的に見ても大きく寄与することだろうと思われ

ます。しかしながら、道路の基盤整備がされたと

しても、それを利用する交通手段が貧弱であれば、

その効果も半減してしまいます。特に、みずから

の交通手段を持たない交通弱者からすれば、宝の

持ちぐされ状態であると言わざるを得ません。

また、これまであった路線バスは、経営状況か

ら撤退の一途をたどっており、今般一丘線が廃止

され、ごく一部のみが残る状況になってしまいま

した。そこで、この一丘線の廃止に伴い、行政と

して何らかの対策を講じる用意があるのかどうか、

また対策を講じるとすれば、どのような方策で、

費用等はどの程度が必要なのか、お示しをいただ

きたいと思います。

また、コミュニティバスについての議論も深ま

り、一定の結論を見出す時期に差しかかってきた

ように思われますが、現行の福祉バスとの関係や

運行コース、料金、持ち出し費用など、実施に向

けた取り組みについて具体的に進めていかなけれ

ばならないと考えますが、いかがなのでしょうか。

次に、市町村合併、広域行政についてでありま

す。

今議会でも市町村合併、広域行政についての質

問がたくさん出ております。極力ダブらないよう

にと考えておりますが、通告の都合上、重なる部

分については御容赦をいただきたいと思います。

－１０３－

まず初めに、市長は先日行われました大阪府主

催のシンポジウムにパネラーとして出席をされた

わけですが、率直な感想を述べていただきたいと

思います。少なくとも私には、今回のシンポジウ

ムは成功したとは思えません。出席者を見回して

も行政、議会の関係者が大半であり、住民参加が

余りにも少ないように思えたからであります。実

は、私の後援会の皆さんにも参加を呼びかけ、何

人かが参加をいたしましたが、感想は全く私と同

じでありました。また、やりとりについても、パ

ネラーと主催者側が十分調整していたのかと首を

かしげざるを得ない点も何点かあったように感じ

られました。

向井市長は、今議会で質問者に、そのまま見過

ごすつもりはない、行政の方向性を出す等の発言

を行っておりますが、ややもすれば市長自身が考

えている本心と議会答弁に若干の温度差があるの

かなと思われる点があるやに感じられます。この

際、もっと明確に合併についての市長自身の考え、

ビジョンを明らかにすべきだと思いますが、いか

がでしょうか。

総論賛成、各論反対がこの市町村合併にも出て

きそうでありますが、今はっきりと言えることは、

このままではだめであるという点であろうかと思

います。そういった意味では、このような大切な

ことは、それぞれが自分自身の考えを明確にすべ

きだということであろうと思っています。決して

他人任せにするんじゃなく、みずからの意思を明

らかにし、議論に参加することだと思うわけです

が、そういった意味でも、参加できる環境を整え、

意見反映を担保する機会を設けることだと考えま

すが、その点についてはどのようにお考えなのか、

お示し願いたいと思います。

次に、機構改革についてであります。

さきの議会で示すことのできなかった機構改革

案が示されました。中身を拝見し説明を受けまし

たが、以前に出されようとしていた内容とさほど

変わらない内容案であろうと思います。行政改革

の一環として行うこの機構改革は、理事者側が骨

格として出されている５項目について、文字で見

る限りもっともであり、そのような改革が目に見

えるような形で市民の皆さんにもお示ししなけれ



ばなりません。

しかし、残念ながら今回の機構改革案は、一部

の部課の統廃合があるとはいえ、文字で書かれて

いるような抜本的な改革にはほど遠いと言わざる

を得ません。民間企業や他市の自治体で実施され

ているような大胆な機構変更をお考えにならなか

ったのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

また、この示された素案が目指すものの具体例

と実現性について、納得できるような説明をいた

だきたいと思います。私には承認後でないと張り

つけ人員が出せないということであれば、判断を

しようとしてもできないと言わざるを得ません。

また、それ以前に、組織体制を幾らいじっても、

そこに構成される職員の意識が機構改革とともに

変わらなくては何の意味も持ちません。そういっ

た意味では、それぞれのセクションで理事者側が

出された５項目の骨格に基づいて、何ができるの

かを十分議論、検討すべきであると思いますが、

そのようなことがされたのかどうか、お示し願い

たいと思います。

最後に、新行革大綱実施項目についてでありま

す。

第２次の行財政改革大綱が発表され、アクショ

ンプログラムが過日議会に示されました。事務事

業の見直しについてから行財政改革実施計画の実

施による収支見通しまで、１１項目にわたる計画

が示されたわけでありますが、中身を見させてい

ただきますと、計画３カ年を通じて検討し続けて

いるもの、行革実施項目と直接的に関係がないと

思われる制度変更に伴うものも含まれております。

そこで、たくさん書かれているメニューの中で、

この３カ年の中で本当にすべてのメニュー消化を

されようとしているのかどうか、単に努力目標と

してメニュー列記をされたのか、お尋ねをします。

また、今回の実施計画は、前の３カ年の経過を

経て改めて計画を練ったわけですので、見方によ

れば前回と違ったものを打ち出さなければならな

いと思いますが、実現性についてどのように考え

ているのか。また、３カ年計画でありますが、１

年ごとにそれぞれを精査する必要があろうかと思

いますが、その点についてはどのように考えられ

ておるのか、お示しをいただきたいと思います。

－１０４－

以上、大綱６点についてお伺いをいたしました。

理事者側の明確な御答弁をいただきたいと思いま

す。残りの時間については、自席で質問をさして

いただきます。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの真砂議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から市町村合併、広

域行政について御答弁を申し上げます。

まず初めに、先般行われました文化ホールでの

シンポジウムについての感想ということでござい

ます。

これは、大阪府各ブロックごとでまず一回やろ

うということで、大阪府の主催でやられたもので

ございますけども、我々泉南広域行政推進協議会

も後援をさしていただいておりますし、各市が共

催という形でいたしております。ですから、参加

者につきましては、各市の職員、それから議員さ

ん、各種団体もおられたというふうに思いますし、

それから経済団体あるいは申し込みのあった市民

の方、こういう方々であったというふうに思いま

す。１回目が富田林で開かれたわけですが、その

ときの様子もお聞きしましたけれども、やはり地

方の行政の関係者とか議員の方々が非常に多かっ

たというふうにお聞きいたしております。第３回

目は枚方の方、北河内で行うというふうに聞いて

おります。

今回の目的は、今施行されております合併特例

法等をベースとした中での今の地方分権と、それ

から市町村合併のあり方ということをまず１つ多

くの皆さんに知っていただこうというのがテーマ

でございまして、具体に合併の中身の突っ込んだ

話というのはまだまだ当然ございませんで、まず

今置かれている国と地方の関係、あるいは分権と

の関係、こういうものを広く知っていただこうと

いうのが目的でございました。

いろんな受けとめ方があろうかというふうに思

いますけれども、限られた時間ですから、なかな

かパネルディスカッションというのは時間配分と

か非常に難しいという面もございますし、それか

ら参加されたパネリストの方々もいろんな方々が

おられましたので、事前に意見調整というものは

そんなにしておりません。ですから、ある意味で



は、自然体でパネリストとして発言をいただいた

ということでございます。それの方が自然であっ

たというふうに思います。別に意図があってこっ

ちのことが、あっちのことがということではござ

いませんで、まずそれぞれの立場でこの問題につ

いて議論をしようと、こういうことでございまし

たから、私はあれはあれなりに、一定の今の入り

口論としての理解、あるいはこういうことが今国

あるいは地方で問題になってるんだなということ

について、少しでも理解をいただけたんではない

かなというふうに思っております。

それと、今回の泉州南広域行政研究会を立ち上

げいたしましたけれども、その行動と私自身の考

え方にギャップがあるんではないかということで

ございますが、そういうことは一切ございません。

私は私の信念に基づいて、これからの時代という

のはどうあるべきかというのを本当に真剣に議論

しないと、これからの自治体というのはなかなか

厳しいものがあるというふうに思っております。

ですから、それは例えば今市長をやってるから、

町長をやってるから、そういうことがどうなるん

だとか、そういう打算の部分は全くございません

で、本当にこれからの数年間、こういうことにつ

いてやはり十分議論を尽くし、またいろんな研究

もすべきだという考えで行動をしたわけでござい

ます。

したがいまして、若干その２市１町でも温度差

があるというのは言われておりますが、これは当

然違う自治体が寄っていろんなことをやろうとい

うことでございますから多少はあると思いますが、

方向性については一定会則なりで縛りをかけたと

いうことでございます。なお、２市１町に限らず、

他の市町にも参加の呼びかけをいたしております

ので、また近々その辺の結果なりがわかるかとい

うふうに思っております。

それから、将来のビジョンということでござい

ますけども、特に今の国と地方の関係、あるいは

分権の関係、また国の行財政改革という中で、ど

ちらかといいますと、都市と地方と若干違うと思

うんですけども、都市の方は税源がありながら国

の方に行ってると。それで配分が少ない。それを

補う形で交付税をいただいてるということでござ

－１０５－

いますが、この辺の税配分の見直しと交付税のあ

り方、これをしっかりと議論をすべきだというふ

うに思っております。

一方、地方ではほとんど税源がないわけでござ

いますので、地方交付税に大部分頼ってると。そ

の地方交付税自身、もうパイが小さくなりかけて

いるという中でございますから、なかなか大変な

時代を迎えているというふうに思っております。

そこで、特例法が期限つきでございますが、出

てきておりますので、その期限内に一定いろんな

シミュレーションをする必要があると思っており

ます。何もしないでその期限を迎えてしまって、

その後そういう議論をするということになれば、

振り返ってみたときに、なぜそのときに議論しな

かったのかということにもなるわけでございます

ので、しっかりとそれはその法のある間に、いろ

んなケーススタディーあるいはシミュレーション

をして、情報公開をして議論をするという方が極

めて大切だというふうに思っております。結論は

もちろん、それらを踏まえた上での市長、町長あ

るいは議会、そして市民の皆さんの御判断という

ことになろうかというふうに思っております。

それと、特に市民の皆さんとの意見の聴取の機

会ということでございますが、私は今の時点では

何も材料的には具体例がないわけでございますの

で、ぜひ早い時期に一定のそういうシミュレーシ

ョンをした形をつくって、それをベースに議論の

場を考えていきたいというふうに思いますし、情

報も公開をしていきたいというふうに思っており

ます。

まだ、現時点ではそこまで至っておりませんの

で、とにかく任意の研究会をつくって、共同でお

互いの行政レベルの違いとか、あるいはいろんな

２市１町でスタートしておりますので、西東

京の例から何百項目という項目があるんですけれ

ども、そのうちの当面必要なものの１つのフォー

マットをつくって、調査を始めようということに

いたした次第でございまして、一応先般助役レベ

ルの幹事会を開いて、その項目のオーソライズ化

と、それから７月いっぱいをめどに、一定その調

査の取りまとめに向けて行っていこうということ

を決めたわけでございます。



一方、広域行政の中では、当面の課題としての

ごみの減量化ということを２市１町で取り組んで

いこうということで、専門的なそういう作業部会

についても立ち上げるような形で、先般取りまと

めを幹事会の方でしたということでございますの

で、いずれにいたしましても、今まだ緒についた

とこでございますんで、これからできるだけ具体

のわかりやすい中身の議論ができるように、いろ

んな準備をしてまいりたいと考えております。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） ３点の大きな質問

項目がございましたので、順次内容について御答

弁を申し上げます。

まず、家電４品目の回収の件でございますけれ

ども、３月の条例案は残念ながら否決ということ

になったということで、この後に府下の実施状況

の調査をやってまいりました。そして、その状況

につきましては、４３市町村のうち１３の市町が

行政回収せずということで、そういうふうな結果

であったと。

それと、環境省の方の資料でも、全国の市町村

の方へアンケートの調査をやったと。この調査結

果につきましても、全国での６５％を超える自治

体が行政回収はしないというような状況でもあっ

たということで、行政が回収はしなくても本法律

の趣旨が実現されるというような内容であったと。

もう１つは、本市の行財政改革、こちらの方の

改革の方針との整合ということも考えまして、本

件回収につきましては、一般廃棄物処理業者と、

それから市内での小売業者による回収方法という

ことの方針の転換をしたというふうに考えており

ます。で、現在作業を進めております。

今後の方策につきましては、一般廃棄物業者と

市内の小売業者に義務外品の回収についての協議

を進めるということと、それから住民様の方への

今回の説明、啓発をこちらも十分にやってまいり

たいと思っております。

御指摘の不法投棄の件でございます。

前部長が不法投棄はないというふうなことでの

撤回ということで御質問があったんですが、私は

４月の１日から就任したということで、私が撤回

するというのも変というふうに考えておりますの

－１０６－

で、その辺につきましてはまた別のところで、よ

ろしくお願いします。

不法投棄、これに対する現在の考え方です。現

状では、各４品目のうち１６台は回収しておりま

す。まだまだ市内に点在してるようなことも聞い

ております。こういうふうな対策としましては、

当然泉南市の広報とか、それから看板等で啓発も

し、そういうことも考えておりますけれども、現

在庁内で組織というんですか、はっきりした形態

ではないんですけれども、会議を開催しておりま

す。それは、不法投棄に対する対策会議というよ

うな会議で発展をしております。

それから、今後につきましては、各部課、関係

者が寄りまして、一斉の不法投棄に対するパトロ

ール等を実施してまいり、監視体制を強化してい

きたいと、このようにも考えております。

あと、せんだって郵便局の方からも情報ネット

ワークということで、これが新聞でも掲載してお

りまして、大変効果的でもあるということで考え

まして、現在郵便局でも協議をしていると。

それから、先進市の方のカメラの設置とか、そ

ういうのもやって効果があるというようなことも

若干聞いておりますので、よい方法につきまして

は今後も参考にやってまいりたいと、このように

考えております。

続きまして、規格葬儀につきまして御答弁申し

上げます。

規格葬儀につきましては、議員から数年前から

数回にわたる御質問があったと、このように存じ

ております。これにつきまして、昨年より葬儀業

者さんと数回にわたり話し合いをやってまいりま

した。今回、業者さんには一定の御理解を得るこ

とができました。その内容につきましてですが、

仏式の規格葬儀ということで、費用につきまして

は消費税別で２７万円ということにしております。

内容につきましては今回資料を示すことができな

いんですが、去る厚生消防常任委員会協議会での

資料で内容の御説明を申し上げましたところです。

あと、住民さんへの周知としましては、市の広

報紙による啓発、それから市民課の方での説明と

いうことでやってまいりたいと考えております。

それから、実施時期につきましては、業者さん



とも御相談をしまして、１０月の１日から実施し

てまいりたいということで一応協議をしまして、

合意に達しております。

それと、今回は１種類ということでの内容で始

めるわけでございますけれども、別の内容につい

ても今後視野に入れるというんですか、十分その

辺も近隣市とかそういうことも勉強し、検討して

まいる必要があると、このような認識をしており

ます。

それから、バスの問題でございます。

南海ウイングバスの一丘路線の廃止に伴う対策

の件ですが、大変申しわけないんですが、廃止に

伴う代替案、路線の運行は考えてないということ

でございます。従来から御利用の住民様には大変

申しわけないんですけども、もうしばらく待って

もらいたいなと、このように考えております。コ

ミュニティバスの運行を現在考えておりますので、

そちらの方が運行するまで、もうしばらく待って

もらいたいということでございます。

その代替案についてどういうふうな研究をした

のかということだったと思います。それにつきま

しては、我々代替案について全然検討はしないと

いうことでは決してございませんでした。代替案

を検討しまして、路線で考えますと、やはり一丘

の方から従来というんですか、まだきょう現行の

バスが佐野駅まで走ってるということで、南海電

鉄の方への連絡ということも考えました。そのル

ートでしますと、片道が約５．５キロぐらいになっ

てたと思います。超概算でございますけれども、

これが４３０万ぐらいつくんではないかと、この

ようなことも南海バスの方から聞いております。

従来は、泉南市側が負担しておりますのは８４万

円ほどでということで、３４０万円ほどの増とい

うことにもなったということでございます。代替

案はこのような検討もやったわけでございますが、

残念ながらもう少し様子を見ようということで、

今回は見送ったというふうな実情でございます。

続きまして、コミュニティバス、これの導入に

ついての考え方ということでございます。

従来から庁内で組織をしておりますバス検討委

員会、これを数回開催しております。直近の６月

１２日に開催をしまして、従来から検討、検討と、

－１０７－

そういうふうな近隣市の情報収集とか、そういう

ふうな内容で会議を開催しておったわけでござい

ますけれども、今回で一応各委員さんの御意見の

集約もしまして、方向づけも決まったというふう

な内容でございます。

現在、今運行しておりますあいぴあの方から走

っております福祉バスを毎日運行の方に変えて実

施をしてまいりたいと、このように考えておりま

す。福祉バスの路線を継承するというんですか、

基本的に考えておるというのは、実績もありまし

て、安全性の実績もあります。時間的な定着、こ

っちの方もあるということで、これを基本に今後

は考えてまいりたいと思っております。

しかし、詳細につきましては、まだまだ調整、

検討する事項も多いということで、今後とも早期

に試行運行ができますように、積極的に促進をや

ってまいりたいと考えておりますので、どうかよ

ろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 真砂議員の御質問の

うち機構改革の関係につきまして御答弁をさして

いただきたいというふうに思います。先ほど真砂

議員の方から、過去の経過から機構改革の提出の

経過から含めまして、いろいろ御指摘を受けたわ

けでございますが、今回提案さしていただいてお

ります内容につきまして御説明をさせていただき

たいというふうに思います。

機構改革につきましては、これまで市民のニー

ズ、社会情勢に合わせて適宜実施してまいりまし

たが、特に平成９年度より行財政改革実施計画に

基づきまして、簡素効率化の観点から総合的な施

策展開が図られるように、類似事業の一元化を図

るなど具体の項目について実施、検討を加え、一

定の成果を上げてまいったところでございます。

しかし、地方分権が実行の段階を迎えた今日、

市民のニーズは今後ますます多様化、複雑化し、

信頼される行政運営を行うためには、環境の変化

に即応できるような柔軟性や効率性を備えた組織

体制の構築が重要であると考えております。

さらに、新行財政改革大綱にも方策の柱といた

しまして、組織機構の活性化と人材育成を記載し、

市民から見てわかりやすい組織機構の整備を進め、



より簡素で効率的な機構の確立に取り組むととも

に、地方分権の時代に即応できる幅広い視野と政

策形成能力を身につけるため、職員研修などより

人材育成を図るとともに、今後の方向づけを明確

にし、行財政改革とも整合性をとりながら案の作

成に努めてまいりました。

案の内容といたしましては、先ほど真砂議員か

ら言われました５つの項目から成っておるわけで

ございますが、まず市民の利便性を最優先するた

めの市民の目線を第一に考えた組織ということで

御披露さしていただいておりますけれども、これ

は地域の活性化や地域コミュニティの醸成など、

それと住民ニーズへの迅速、確実、効率的な対応

ということでございまして、具体的には、我々と

しては主に商工課を地域振興課への改称、それと

ここの課の拡大を図って、地域社会への活性化や

住民自治の醸成に努めてまいりたいということで

考えておるところでございます。

それと、最小の経費で最大のサービスを基本理

念に、行政効率の向上や同一行政目的の組織の一

元化ということの中では、今回事業部と下水道部

の統廃合ということの中で、設計部門や計画部門、

設計施工部門、管理部門等に整理をいたしまして、

組織の一元化を図ったということでございます。

それと、あと既存の課の中で統合できる部門につ

いては、統合も我々としてはやっていくという考

え方でございます。

それと、既成概念を払拭し、効率的な組織機構

ということの中では、我々としては企画広報課を

政策推進課に改めまして、地方分権の実行の時代

に備えるという考え方で、空港対策室も統合した

中で柔軟性、自立性等を備えた組織としたいとい

うことの考え方でございます。

そして、今回はこの中に特命事項の調査や重要

施策につきましての企画なり調整をする機能を備

えて、そして重要事項の決定の事務局も一本にま

とめて、素早い対応をとれるような形に我々とし

ては考えたということでございます。

それと、行財政改革の実効ある推進ということ

で、従来、行財政改革の事務局といたしましては、

財政課の中に一部置いていたということでござい

ますけれども、さらにこれを推進する必要がある

－１０８－

ということの中で、行財政改革推進室を設けて今

後さらに行財政運営の推進を図るというふうに考

えております。

それと、開かれた市政の推進ということの中で

は、情報管理課を充実いたしまして、今後ＩＴ化

に向けた組織の構築を図りたいということと、情

報の一本化ということ、収集なり発信の一本化と

いうことを我々としては考えておるところでござ

います。

以上の５つの骨格を中心として検討したわけで

ございますので、よろしく御理解をお願いしたい

というふうに思います。

それと、職員の意識改革についての御意見もあ

ったわけでございますけれども、組織の活性化と

いう観点から、人事政策及び職員の意識改革につ

いて大変重要だというふうに考えております。今、

地方行政は高齢化、国際化、情報化等、時代改革

の潮流の中で大きな転換期を迎えておりまして、

これからのまちづくりは、国主導ではなく地方が

主体となって進めていく必要があるというふうに

考えておりまして、地方行政の活性化についても

いろんな方策が検討されてきておりますけれども、

その中でも重要なことは、行政を支える職員をい

かに活性化、そして持てる能力を最大限に活用し

ていくかということではないかというふうに思い

ます。

本市におきましても、これまで以上に職員研修

の充実に努めてまいっておりまして、職員の意識

の中にも徐々にではありますけれども、自己啓発

の重要性について認識も醸成されておるというふ

うに考えております。こうした中でのこれからの

人事政策のあり方といたしましての考えでござい

ますけれども、職員一人一人の持てる能力を最大

限に発揮させて、職員の自由な発想や意見を生か

していける活力ある職場づくりなど、行政運営シ

ステムの見直しも必要というふうに考えておりま

す。

人事管理面においても、従来の年功序列的なも

のから職員個々の能力の資質に立った昇任なり配

置等の任用管理システムの改善等も考えなければ

ならない。それと、行政需要の変化に対応してい

ける長期的視点に立った意識改革、能力開発等、



人材育成体系の確立ということも考えていかなけ

ればならないというふうに考えておりますし、士

気の高揚が一層図られるような対策なども考えて

いかなければならないというふうに思っておりま

す。

これらが有機的に結びついた人事管理システム

の構築をしていくことが最も重要であるというふ

うに考えておりますが、今回いろいろと行革する

中におきまして、まずこれからの取り組みという

ことでございますけれども、これまで以上に職員

研修についてはさらに充実をしていくということ

が一番であろうというふうに思います。それと、

多様化する行政需要に対応するために、計画的、

持続的な専門研修も行っていかなければならない

というふうに思っております。

それと、人事管理面においての職場の活性化を

図るためにも、配置転換における自己申告制度に

つきましても検討していかなければならないとい

うふうに思いますし、現在昇格制度については、

係長級ではございますけれども、さらにこの制度

の充実した導入についても検討してまいりたいと

いうふうに考えております。これも早い段階で一

定の答えを出していきたいなというふうに考えて

いるところでございますので、よろしくお願いを

申し上げます。

それと、今回の改革の中で、張りつけ人員の意

見も出たわけでございますが、当然張りつけ人員

も我々としては重要なことであります。現在、そ

の作業を行っておりますけれども、今回承認をい

ただきますと１０月１日施行ということでござい

ますので、その中で第１段目の張りつけ人員を行

わなければならないわけでございますが、さらに

来年の３月末で退職者が出る中で、４月１日付で

もさらにその中での張りつけも要るということで、

今回は１０月と４月と２段階の張りつけというこ

とになろうかと思います。

そういう関係もありまして、現在その辺の検討

を行っているわけでございまして、まだ具体的に

議会の皆さん方にお示しをできるような状況には

なっていないわけでございますけれども、その辺

こういう事情もございますので御理解を賜りたい

と思いますが、できるだけ早い段階で、この形も

－１０９－

整理をした中でお示しをさしていただきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願い申

し上げます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 私の方から、真砂議員

御質問の新行革大綱実施項目について御答弁申し

上げます。

本市では、本年２月の新行財政改革大綱の策定

に引き続き、この大綱を着実に推進し実現を図る

ため、新行財政改革大綱実施計画案を策定し、先

般議員各位にお示しさしていただいたところでご

ざいます。この実施計画案は、平成１３年度から

１５年度の３カ年を基本といたしまして、事務事

業の見直しを初め、財政の健全化、経費の節減合

理化など１０項目にわたりまして、具体的に取り

組むべき項目を取りまとめたものでございます。

財政状況が非常に厳しい中、収支の改善により

財政再建準用団体への転落を回避することはもと

より、将来の市民ニーズに的確に対応できる財政

構造への転換を果たすことが行財政改革における

基本的な考えであると認識しております。

御指摘の特にこの実現性の問題でございますが、

今後この実施計画に基づきまして、市民やあるい

は市議会を初め関係諸団体の理解と協力のもと、

１００％達成するという決意を持って今後取り組

んでまいりたいと、このように考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。

そして、あとこの実施計画の中で、実現の経過

というんですか、そのフォローについてどのよう

に評価をしていくかという御質問もございました。

これにつきましては、前回もそうだったと思いま

すけれども、毎年度この成果あるいは効果の検証

をやっていたということでございます。今回のこ

の実施計画につきましても、この検証を行ってい

きたいと、そのように思っております。あと、推

進本部なりでこの結果等を検証していくといった

形で、この３カ年の計画についてフォローしてい

きたいと、このように考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。



○５番（真砂 満君） それでは、余り時間もない

んですが、再質問さしていただきたいと思います。

まず最初に、家電リサイクルなんですが、４月

以降１６台分義務外品を処理されたというお話で

ございます。新しい法律改正でありますから、い

ろんな形で出てこようかなというふうには思って

るんですけども、この法律の趣旨からすれば、今

回はとりあえず４品目限定ということになってお

りますけれども、流れから見ますと、将来的には

パソコンなんかも含めて品目がふえていくという

ようなことも既に言われておるわけでありますね。

今、家電だけですが、ほかの品物についてでも同

じような考え方が今後主流化されるのかなという

ような思いもあるわけであります。

そういった状況の中で、行政が本来的にしなけ

ればいけないこと、また業界とか消費者がしなけ

ればいけない、そういったそれぞれの責任の明確

化をさせていかなければいけないわけであります

ね。ですから、既に泉南市の条例の中にもありま

すように、事業者責任であるとか行政責任である

とか製造者責任であるとか、それぞれの責任の明

確化を今回のこの家電リサイクル法は先進的にや

られたものだというふうに思っているわけです。

その中で、３月の議会では横並び方式という形

でされ、どういう理由があったのかわかりません

が、積算の根拠の説明が非常にまずかったという

こともあって、否決をせざるを得なかったという

ことであったというふうに思っています。

そういった中で、今回行政側が行政回収をせず

して、民間にお任せをするということの方針転換

をされたということでありますけれども、ただ私

はここではっきりと言っときたいのは、民間に委

託をされる。今回の法の趣旨からすれば、それは

それでいいというふうに思うんですが、ややもす

れば業者にお任せすれば任せ切りというようなこ

とが多々見受けられます。どうもこの件に関して

も、そのような動きがちらほらと見えてきており

ます。

事前にいろんな打ち合わせの中で、私自身電器

の小売店業者の皆さんや収集の許可業者の皆さん

とこの種の件で話し合いをさしていただいたとこ

ろ、行政側からいろんなアクションを起こされて

－１１０－

いると。業者さんの方にも依頼をされているよう

ですね。

その中身の説明を聞いてみますと、すべてをお

任せするんやと、全部あんたとこでやってちょう

だいというふうに言われていると。果たしてそれ

でいいのかどうかなんですね。受け付けも収集運

搬も持ち出しも、すべてあんたとこでやってくだ

さいよと。そうなると、義務外品といえども、行

政のかかわりは一体どこでお持ちになるのでしょ

うか。それと、市民は行政とのかかわりの中をど

こに見出せばいいのでしょうか。その辺今進めら

れようとしておりますので、考え方についてきち

っとお示しをしていただきたいというふうに思い

ます。

それと、不法投棄の関係でいえば、当然現部長

は発言をされておりませんので、今の藤岡部長が

撤回するのもどうかということは一定理解をしま

すけれども、行政はずっと動いております。Ａさ

ん、Ｂさんがその職務をされておるんではないわ

けで、ずっと流れておりますから、いいことも悪

いことも含めて、その責任というものはあるとい

うふうに思っております。

そういった観点で、ひとつ発言の撤回があれば

していただきたいし、なぜ私がそれを求めるかと

いいますと、不法投棄対策をするためにもお金が

必要なんですよね。現行の予算の範囲の中で不法

投棄対策はできないんですよ。

と申しますのも、１つの家電製品を処理するに

しても、今回は一定の費用がかかるんですよね。

今までみたいな収集運搬だけの費用ではなくて、

処理する費用がかかるんですよ。それを行政が負

担をしなければいけないわけでしょう。考え方に

よったら、こんな矛盾したことないんですよ。ま

じめにしてる人はみずからのお金で処理をする、

運搬費用も出すという形になるんですね。不心得

な人は勝手にほうるわ、その費用負担は行政に転

嫁させると、これほど矛盾したことはないという

ふうには思っているんですが、ただそのまま放置

するわけにはいかないと。この相矛盾した中で行

政運営をしていかないけない憤りも、担当部課と

してもお持ちだろうというふうに思うんですけど

も、そういうことのないためにも、そういうこと



をしないがためにも、きちっと啓発なり巡回パト

ロールなりしていかなければいけないわけですね。

今、郵便局の話もありましたけれども、単に郵

便局 市役所以外のそういった組織を使うとい

うこともいいんですけどもね。泉南市役所の中で

も福祉の方もおられますし、いろんな方がおられ

るんですよね。市内をいろんな形で回っておられ

ます。そんな活力も当然使わなければいけないん

ですよね。

だから、市役所の中でできるのは、担当の清掃

課なり環境課の人だけじゃなくて、ほかの事業部

の人たちもそうですし、福祉の方もそうなんです

よ。そういった人たちも、縦割り的に考えるんで

はなくて、横断的にそういった仕事もかかわって

いくという必要があるというふうに思うんです。

ですから、その辺についてはきちっと庁内の中で

議論をしていただいて、検討をしていただきたい

と、そのように思うわけであります。その辺につ

いての御答弁を後でいただきたいと思います。

それと、規格葬儀でありますが、これは壇上で

もお礼を申し上げさしていただきましたように、

時期は非常に遅くなりましたけれども、１０月１

日から実施をされるということでありますから、

厚く御礼を申し上げたいと思います。

ただ、内容的に当初は市民葬儀ということから

始まりましたから、この２７万円というのは非常

に高いなと、もっと安価にできるんではないのか

なという思いは個人的に持ってます。何人かにも

お示しをさしていただいたんですが、やっぱり第

一声は、へえ高いなというような声でございまし

た。

その辺で今やろうとしてるときから次の改正の

時期のことを申すのもなにかとは思うんですけれ

ども、今仏式しかございませんよね。ですから、

キリストの場合どうするんだというようなことで

あるとか、内容についてのいろんな改編があると

いうふうには思うんですけども、できて間なしで

非常に申しわけないんですが、その改編のスピー

ドを今回に限ってやや速めていただきたいなとい

うふうにお願いをしておきたいと思います。

それと、バスの件でありますけれども、一丘線

の件についてはもう少し様子を見ていただくとい

－１１１－

うような言葉で申されておりました。ほかの議員

さんの質問の中でも、部長の方は早期にやりたい

とか、以前はどうだったかわからんけど、わしは

積極的にやるんやというような発言をされており

ます。一定の部長の腹のうちでは、いつからとい

うような腹づもりも逆に言うとあるのかなという

ふうに思うんですけども、もし仮にあるとすれば、

その時期を明確に、まずこの時期にやるんだとい

うことで逆算をして、この７月には何をしなけれ

ばいけないんだ、この９月にはどうしていかなけ

ればいけないんだと、逆算したタイムスケジュー

ルの中で検討をしていただきたいなと。そのため

にも、まず時期を明確にしていただきたいなとい

うふうに思うわけなんですが、今そういった時期

を明確にすることはできないのでしょうか。その

辺についてお伺いをいたします。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。的確

に、時間がないので。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 再度の御質問でご

ざいますが、まず家電４品目、これの回収につい

てということでございますけれども、これはそれ

ぞれの役割分担、メーカーはメーカー、販売店は

販売店、それから行政は行政というふうな分担が

ございます。今回はその分担につきまして法の趣

旨にのっとったような形でやってまいりたいと、

このように考えている次第でございます。前回の

岸和田からこっちの阪南のブロックでの横並びと

いうふうな方式ですね。それから、積算のあいま

いさということがあったということも聞いており

ます。

今後につきましては、この回収方法が決定しま

したら、当然広報紙の方でもＰＲもしますし、こ

れからこの法の趣旨が完全に実施されてるかどう

か。これは法の中で廃棄物管理票というものを作

成して、最終的にはメーカーの方に回っているか

どうかということは、排出者いわゆる住民さんの

方からも確認ができるというふうな方法にもなっ

てます。しかし、行政としてもこの回収するにつ

きまして、今後とも決定した各業者さんとは、そ

の辺の協議もしっかりする必要があると、このよ

うに思っております。

あと、白谷部長の撤回の件ですが、私は彼が不



法投棄がないというふうに申し上げたということ

も彼からは聞いております。彼の気持ちは、市民

がそのようなことをするはずがないということで

私は言ったつもりであったと、このように聞いて

おります。

あと、規格葬儀の件でございます。これが別の

種類の規格葬儀、これももっともっと考える必要

があると、このように認識をしております。

それから、バスについての時期ですね、運行す

る実施時期、これは私の方からは大変申し上げに

くい内容でございます。ただ、きょう市長の方か

らは、補正予算云々ということで考えてまいりた

いというふうな答弁もやっていると思います。現

担当としましては、積極的に準備をやってまいり

たいと、このように思っております。

○議長（奥和田好吉君） 以上で真砂議員の質問を

終結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明２７日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明２７日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時４９分 延会

（了）

－１１２－
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