
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３回泉南市議会定例会継

続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、１５番 堀口武視議員、１８番 成田政

彦議員からは遅参の届け出が出ておりますので、

報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において６番 東 重弘君、１０

番 上山 忠君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、３番 小山広明君の質問を許可い

たします。小山君。

○３番（小山広明君） おはようございます。アメ

リカでの同時テロに抗議するとともに、犠牲者に

心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思い

ます。

政治は、命を守るということだと思います。私

も政治家の一人として、いかなる理由においても

命を奪われない、そんな社会の実現のために心し

てまいりたいと思っています。人を殺すことは、

いかなる理由においても許されることではありま

せん。それが日本の憲法の基本的立場でもあると

思います。市民から選ばれた政治権力者は、いか

なる理由においても、自国民はもちろん他の国の

人であってもその命を守る、ある意味で専門家で

なければなりませんし、その責任は重大でありま

す。

政治は結果責任であります。その意味から、今

回のアメリカの世界貿易センタービルでのテロ行

為によって亡くなった多くの人たちへの政治家と

しての反省が、まずなければならないと私は思う

わけであります。それが、テロが悪い、もちろん

当たり前であります。しかし、それだけ言ってい

れば犠牲者への責任が済むというものではないで

しょう。ましてや、報復ということで新たな人の
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命を奪うことがあっては決してなりません。報復

が報復を生む環境をつくることは、新たに人を犠

牲にすることであり、市民が犠牲になることであ

ることを私たちは考えなければならないと思いま

す。

テロは、強烈な使命感や他に手段がないという

追い詰められた気持ちに裏づけられてあると、き

のうの朝日新聞の夕刊で五十嵐武士東大教授が書

いておられます。日本国民は、国際紛争を解決す

る手段としては武力を用いないという憲法を持っ

ています。このことを生かす役割を市民一人一人

が持っています。平和を願う市民の代表として、

市長の世界に向けての言葉が私は必要だと思いま

すので、その点、まず市長にこのことに対する見

解を聞いておきたいと思います。

それでは、通告の質問に入ってまいります。

まず１つは、自然に学ぶ人づくりということで

あります。

安く泊まれて、会議のできる施設をつくること

を提案したい。利用者が自炊をし、自分で掃除も

する、自主管理をする、市民の参加で運営する、

建設資金も市民から、また広く世界からも主体的

に参加できる仕掛けを行政はつくってはどうでし

ょうか。長期滞在可能な、安く滞在できる施設を

泉南市につくることを提案したい。以前にも言い

ましたが、りんくうタウンを地球環境問題を研究、

実践するものにしてはどうかということとあわせ

て提案をします。市長はこの考え方にどのような

感想を持たれるか、お聞かせをいただきたいと思

います。

次に、市営住宅の問題であります。

９月２８日には司法における判決がおりること

になっております。このことに至った責任は一体

どこにあるのか、このことを明確にしていただき

たい。そして、入居者が勝訴した場合に、市長は

控訴すべきでないと私は思いますが、いかがでし

ょうか。

次に、関空問題についてお尋ねをいたします。

時間を短くする理由の今回の陸上飛行のルート

問題は、関空建設の基本にかかわる問題でありま

す。陸上飛行を導入した海上ルートが満杯という

理由とは全く異なるものであります。今回の理由



は、環境を軽視する、地元の合意を軽視するもの

であると私は思います。なぜこのような重大な変

更に対して議会や住民への説明をしなかったのか、

お聞かせをいただきたいと思います。

次に、２期の問題であります。だれが考えても

２期は採算的には合わない。関空を国に買い取る

ようにとの声もあります。地元の市長として採算

性も含めた２期問題への言及があってしかるべき

でありますが、このことを検証し、市民にも２期

の問題の財政問題も含めてきちっと報告をし、市

長としての役割を果たしていただきたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。

最後に、ごみの減量化の問題であります。

報奨金制度の導入について、検討状況と実施予

定をお聞かせをいただきたいと思います。

また、ごみ問題は製造者責任ということを欠い

ては解決しません。この問題について、市長とし

てできる限りの努力をすべきだと思いますが、ご

み問題はこれまで国が責任を持ってきましたが、

地方分権の中で一番ごみ問題で影響を受ける、ま

た実際に処理をしてる地方自治体の発言は、大変

重要であります。私は市長に原因者責任というこ

とを製造者が自覚するような政治的な発言、行動

をぜひお願いしたいわけでありますが、このこと

について市長の考えをお尋ねをしておきたいと思

います。

以上で壇上からの質問は終わりますが、ぜひ明

確な、質問に沿った答弁でよろしくお願いしたい

と思います。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの小山議員の質

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、先般起こりま

したアメリカでのテロ事件のことをおっしゃいま

したけども、私も今議会冒頭のあいさつの中で少

し触れさしていただきまして、大変卑劣な無差別

なテロというものは絶対許してはならないという

ふうに思っておりますし、今回不幸にして多くの

方々がお亡くなりになられたり、あるいは行方不

明になったり、あるいは負傷されたりしているこ

とに対しましては、衷心よりお悔やみと、それか

らお見舞いを申し上げたいというふうに思ってお

ります。
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こういうテロ行為というのは、やはり全世界が

これを排除していかなければいけないというふう

に思っております。ただ、その手段として武力行

使をもってテロを撲滅するということではなくて、

やはり法にきちっとのっとって、そういう解決を

図るというのが一番大事ではないかというふうに

思っております。

それから、御質問の中の特に関空問題の一部陸

上ルートの飛行、行き先航空便の変更ということ

につきまして御答弁申し上げたいというふうに思

います。

関西国際空港の新飛行経路につきましては、一

昨年の１２月３日から導入されておりますが、当

時飛行経路導入に当たりまして、環境面の特別の

配慮の誠実かつ確実な履行を国が確約したことを

受けまして、地元９市４町すべてが受け入れ、新

ルートを容認したという経緯がございます。

その後、折々に開催されております飛行経路問

題に係る協議会では、騒音・高度・経路の観測結

果、また苦情処理結果などが逐一報告されており

ますが、今回は去る８月２４日に開催されまして、

前回報告分以降の航空機騒音、飛行高度、飛行経

路についての観測結果が報告されました。いずれ

も当初の約束の数値を上回る、クリアするもので

ございました。

ところで、今回飛行経路の一部変更が国から提

案されました。その内容は、１つは航空交通容量

の拡大に向けた飛行経路の整理であり、２つ目に

は航空シャトル便の利用者利便性の向上のためで

ございます。

今回の変更案をそれぞれ方面別の合計便数で見

ますと、当初の新飛行経路導入時あるいは現在と

比較してほとんど変わらないものでありまして、

また新飛行経路が導入されてから２年半、十分な

飛行高度が確保されていることや、航空機騒音も

低いレベルで推移していること等を勘案しまして、

地元９市４町の市長、町長からは異議がなく了承

されたものでございます。

今後とも飛行経路問題につきましては、地元と

共存共栄する空港という関空建設の理念を踏まえ

つつ、環境面の特別の配慮が確実に履行されます

よう適切に対応してまいりたいと考えております。



○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 小山議員さんの御質

問のうち、まず１点目の自然に学ぶ自立型の宿泊

施設ということにつきまして、御答弁をさせてい

ただきたいと思います。（小山広明君「市長の考

えはと聞いたんだから、ないんだったらいいよ、

もう」と呼ぶ）いやいや、答弁ですから。（小山

広明君「言うとるんだから、そこで。あなた、市

長じゃないんでしょう」と呼ぶ）

本市域は、海から山へと、規模は別にして日本

の自然環境がすべて備わっていると言っていいほ

ど自然環境に恵まれた地域であるというふうに考

えております。市といたしましては、これまでも

自然環境の保全と活用の施策をいろいろと実現し

てまいりましたけれども、最近では農業公園なり

ふれあい自然塾が代表されるものではないかとい

うふうに考えております。

特にこの２カ所の施設におきましては、体験型

の施設としての位置づけをしておりまして、特に

ふれあい自然塾につきましては、自然を十分体験

しながら里山や森林との触れ合いを体で満喫でき、

宿泊も可能な施設として整備され、その宿泊施設

もコテージ風もありまして、またキャンプサイト

もございます。自炊、バーベキューサイトもござ

いますし、特にあずまや風の宿泊施設につきまし

ては、かまどや五右衛門ぶろといった施設も設備

されておりまして、平成１５年春にはオープンが

予定されております。一部では、産地キャンペー

ンとか農業体験等にも利用されておりまして、大

変好評だというふうに聞いております。これらの

施設を効率よく利用すれば、議員提案の趣旨にも

対応できるんではないかというふうに考えており

ます。

また、近くでは、外国の方々から来る施設とし

ては、田尻町に立地する関西国際センター等もご

ざいます。そこでは、外国からの留学生等が１カ

月から６カ月程度、専門的な日本語研修に励んで

おられるということで、また日本の文化を初め泉

南地域の文化とも触れ合い、体験されておりまし

て、時として本市の市民の皆様方の家庭にホーム

ステイもされて、国際交流ということに一役買っ

ておるということでございます。
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それと、今小山議員が言われましたように、市

で宿泊施設を考えたらどうかということでござい

ますけれども、現況といたしましては、市では現

段階でそういう計画というのはないということで

ございますけれども、さきに述べましたように、

先ほど申し上げました紀泉ふれあい自然塾とか田

尻町の施設等を有機的に活用すれば、そういうも

のをネットワークとして結べば活用できるんでは

ないかというふうに現況としては考えておるとこ

ろでございます。

それと、りんくうタウンの関係で地球環境問題

の施設という提案をいただいておりますけれども、

府の方でもりんくうタウンの見直しということで

りんくうタウンの活用方針と事業計画の見直し案

が出されました。その中では、大阪府では今後大

阪府下の最大級の資産であるりんくうタウンに産

業集積を図るというふうに言っております。その

中で本市としても大阪府と従前以上に連携を強化

して、りんくう南浜における産業集積と活性化に

ついて、我々としても努力していきたいというふ

うに考えております。

それと、続きまして関空２期につきましてでご

ざいますけれども、今までの質問の皆様方と考え

方は一緒でございます。ですから、答弁としては

同じようになるわけですけど、ちょっと縮小して

答弁させていただきたいと思いますけれども、本

市につきましては、関空については国際ハブ空港

に育て上げるということで、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けれ

ども、当面、現在実施いたしております第７次空

港整備計画に決められております現在の２期につ

いて、円滑に事業が進められるように我々として

は望んでいるところでございます。

国におきましても、財政状況等の問題もござい

ましたけれども、昨年１２月に大蔵、運輸の各大

臣間で、２期事業の経費の圧縮等について見直し

等を条件に２００７年に供用開始するということ

で合意されて、覚書も締結しているところでござ

いますので、本市もそのような中でございますけ

れども、関空に直接関係する本市としまして、地

元と共存共栄する空港ということで２期事業の確

実な進捗を望むという考え方でございますので、



よろしく御理解をお願いしたいと思います。

〔小山広明君「全然聞いてることと違うよ、答

弁。ちゃんと注意してくださいよ、質問した

ことに答えるように」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

〔小山広明君「どこに責任があるのかだけ、聞

いとるのは」と呼ぶ〕

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） ２点ござ

いましたので、２点お答えをさせていただきたい

と思います。

まず、訴訟に至った泉南市の責任がどうかとい

うことでございますけども、訴訟に至った経過は

あるにしても、市の責任というのはないというこ

とでございます。裁判に対してですね。それぞれ

原告の方もある別の面の責任を持って提訴された

わけでございますし、我々としても責任を持って

市の意見を述べ、市の主張を行い、また公営住宅

としての住宅政策、これについては遂行できるよ

うに職務に励むのが我々の責任であるというふう

に思っております。

それから、判決後、一審後の控訴の関係の御質

問でございますけども、この議会でも述べさせて

いただいてるように、住民側が敗訴した場合は住

民側さんが考えられることでございまして、泉南

市が敗訴した場合、勝訴した場合も同じでござい

ますけども、所管の委員会に迅速に御報告申し上

げて、市の考え方をその場で述べて、議員さんの

意見も聞く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） ごみ減量につきま

して御答弁申し上げます。

まず、報奨金制度導入の進捗でございますが、

これにつきましては、指定袋制によって余った袋

に一定の報奨金を支払うというような報奨金制度

導入の進捗につきましては、以前にも答弁を申し

上げましたけれども、集合住宅などの収集の方法

ですね。コンテナ収集というふうな方法ですか、

これを変更するということにつきましては非常に

難しいということで、現状では人員とか機材を補

充するということが困難であるということで、現

有によるごみの減量化、リサイクル化を推進する

ために、分別収集により焼却ごみの減量を推進し
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てまいりたいと、このように考えております。

府下では、泉南市はごみの分別についてはでき

る範囲の分別を実施してると、このように自信を

持ってると思います。

つきましては、昨年も阪南市さんと勉強会を実

施やってますが、今後につきましても協議会、勉

強会、これらを開催しまして、先進市の情報等も

収集しまして検討はやってまいると、このように

考えております。

それから、もう１点の製造者責任の明確化……

（小山広明君「それは市長の考えやからいいです」

と呼ぶ）

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 最後の質問でも、私は市長

にね、今地方自治体でそういうことをやるという

のは限界があるのはわかって言っとるわけですか

ら、しかし政治家としては、やはりそういう製造

者に責任があるんですよということを市長の１つ

の発言としてきちっと言うことが私は大変重要だ

と思うからお尋ねしとるわけですから、市長、積

極的に質問を聞いていただいて、発言をして、人

々のそういう自覚、また考えをちゃんとしていく

ように、そういう政治的な行動をぜひお願いした

い。そういうことでお尋ねしたわけですから、な

いというのは大変残念でございますけども、そう

いうことで私はぜひ市長に政治家としての役割を

果たしてもらいたい、そのように思います。

それと、集合住宅のコンテナ収集の問題で否定

的に言われましたけども、やはりこれは富田林を

中心としたところでも実際にやっておりますし、

わずか３０円の還元でも相当な効果を上げとるわ

けですからね。ごみというのはやっぱり意識によ

ってかなり減っていくわけですよ、買い物の段階

からね。

だから、今のＳＡＴＹなんかでも、ごみ袋を要

らないといえば点数をつけて、ああいう小さなご

み袋でも努力しとるわけですからね。そういう企

業もやはりいろいろ努力をしてると。行政もやは

り出さない人については還元をしていくというの

は当たり前のことであってね、だからこれはやっ

ぱり積極的にやってもらいたい。



今、あなたが自信を持ってやっとると言っても、

いまだに黒いごみ袋を見るだけでも、このまちは

全くごみに対しての対応をしてないなと私は思い

ますよ。中に何が入ってるかわからんわけですか

らね。もう少しそういうこともきちっと責任を持

ってやっていただきたいと思います。

それから、自然に学ぶ人づくりの問題で、市長

公室長がふれあい塾なんかで対応できるという答

弁をされたんですが、もう少しスケールの大きい、

国際会議なんかでもできるぐらいの大きなスペー

スを持った宿泊施設、またイベントができるもの

をやると。そういうものも行政が全部やるという

時代ではないでしょうから、そういう未来の人づ

くりのために広く市民、また市域を越えてもいろ

んな人から投資をしてもらって、泉南の自然、魚

とか野菜とかそういうものを食べながら、それも

自炊ですね、自分でつくってもらって、そして長

期間そこで滞在することによって、泉南市の自然

と触れ合いながらいろいろ勉強していくと。

そういうものを私は提案しとるわけで、それは

事前に言いましたりんくうタウンの地球問題を解

決するための一大トータル的な研究、実践、そし

て子供のときからそういう子供を育てるとか、そ

ういうものにりんくうタウンをしてはどうかとい

う、そういう提案をしている流れの１つなんで、

市長、こういうことについて、私のそういう考え

方について、町づくりについてどういうような未

来を描けるのか。

私は、まだ泉南市はそういうものをきちっと出

してないと思うんですよ。今までの延長線上に少

し改善しながら町づくりを進めておるのはわかり

ますけども、やはり時代は新しく変わって、環境

問題も大変な問題になってきたわけですから、そ

ういう点ではやはりそういう夢のあるというのか、

実現性も含めて人々が協力できるようなプランを

示す必要が私は行政にあるんではないかなと。

プランは示しても、何から何まで行政がやる必

要は私はないと思うので、そういう市民が参加し

やすいような形の未来図、泉南の将来図を語って

いただきたいということで、私はそういう提案を

いたしました。

それから、市長が「武力ではなく」と言ったこ

－１１８－

とに、当たり前のことですけども、私は大変注目

をして聞かしていただきました。そして、法にの

っとってというのは、当然日本国憲法というよう

に私は読みかえたわけで、このことは今の小泉首

相の、アメリカの報復には断固支援をするという

スタンスとは随分違うスタンスだということで、

当然武力で解決するわけはないわけですね。力で

ねじ伏せたって、よりそういうテロリストなりテ

ロ行為というのは起こる環境をつくり出すだけで

あって、何ら解決にならない。

大きな意味では、ベトナム戦争なんかでもテロ

的な、きちっとした国が戦争したんじゃなしに、

そういうゲリラ的なことに立ち向かってアメリカ

は最終的に負けたんですけども、相当な大きな死

傷者が出たわけですね。それも多くの市民が亡く

なったということで、ここでも議論いたしました

が、ジュネーブ条約の追加第１議定書というのは

ベトナム戦争が終結する２年前から議論がなって、

本当に平和を守る担い手は地方自治体だというこ

とに根拠を置いたのが、このジュネーブ条約追加

第１議定書なんですね。無防備な市民をいかなる

理由があっても殺してはならない、そういうこと

が骨子なんですよ。

しかし、アメリカも日本もその条約には加盟し

てないんですね。１５４の国が加盟しておるにも

かかわらず、日本国なりアメリカはその条約に加

盟をしておらないと、そういう現実があるわけで、

市長のきょう言われたことは、これまでの平和に

関する議論の中では一定市長の延長線上にあって、

絶対私は平和主義者で、平和を守るのには人一倍

負けないといった発言を裏づけるきょうの発言だ

ということで、希望を持ってこれは聞かしていた

だきました。

それから、関空問題で、市長はわずかな、ほと

んど変わらない便数増だという表現をされたんで

すが、市長、これ当初の陸上飛行を導入した経緯

は、予測が間違っておって、海上ルートだけでは

予測の１６万回は飛べなくなった。十二、三万回

でも満杯だから、これ以上飛べないから何とか陸

上飛行を認めてほしいということで、大変な議論

があり、初めはそのことも市長も玄関先で追い返

したんだと、座敷に上げなかったんだというぐら



い、当初の陸上は飛ばないということに強い意志

を持って立ち向かったわけですね。

その結果、専門家の学者を入れて長い長い検討

の末、いろんな条件をつけて陸上飛行を容認した

わけなんですが、そのときでもまず第一には海上

ルートですよと。そして、夜間便なりいろんな努

力をしなさい。そして、どうしてもそれでも対応

できない場合には、それは陸上を認めましょうと

いう、こういう構造になっとるんですね。

しかし、今回は、朝日新聞なんかの報道なり事

務局の資料なり、ちょっと数字は違うんですけど

も、朝日新聞では２０が２５．１という、２５％で

すか、ふえたと。行政からいただいた資料は便数

にして２３に２５．１ですから、２機か３機ぐらい

ふえたということで、そこを市長は押さえておる

んだと思いますが、理由としては利便性なり効率

性なんですね。東京－大阪間が１０分短くなるん

だと、このことで。それは初めからわかっとるん

ですよね、海上飛行を通れば。

それは、当初の陸上飛行導入のときでもＩＡＴ

Ａという国際航空のそういう機関から、伊丹は陸

上が飛べるのに何で関空は陸上がだめなんだ、お

かしいじゃないかという要求が出て、しかし、そ

れは余りにも経緯を知らない要求で、引っ込めて、

運輸省もそんなことは何も理由ではありませんよ

と、予測が間違っとって満杯だから、物理的にも

うできないから、どうしてもということで導入さ

れたんで、今回のは明らかに正面から経済効率が

悪いんだと、時間がかかるんだということを前面

に立てて便数をふやしてきたんですよ。

そのことについて、これは理念からいえば、１

期のときよりもっと大変な問題なのに、なぜ市長

は説明を聞いて、その場でいいですねと、異議な

しと言って、市長はどう言ったんか知りませんが、

市長はどういう発言をして、全部の市長が何にも

言わずに運輸省、今は国土交通省ですか、そこの

説明に対して結構ですと言ったんですか、これ。

余りにも議会なり この建設の経緯を考える

ならば、やっぱり議会なり住民の思いからいった

ら、もうずるずると陸上飛行がメーンで、陸上飛

行できない分を海上に回すというように大きく転

換したと、私はそうとるのは当たり前で、重大な
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問題だと思うんですが、このことについては市長

に改めてお尋ねをしておきたいと思います。

私は、少なくとも考え方の違いはあるとしても、

議会にも説明をし、一定住民にも説明した上で、

そして最終的に長が判断をするというような最低

限の民主的な手続をとってもらいたい、そのよう

に思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 順番にお答え申し上げます。

最初のごみ減量で、部長が答弁途中でちょっと

遮られた格好になったんですが、部長答弁は、私

は直接いたしませんけれども、やはり私と同じ、

私のかわりに答弁をしてるわけでございますから、

そのようにお聞きをいただきたいというふうに思

います。ですから、市長は何も言わないというよ

うな言い方を先ほどされましたけれども、それを

言おうとしたのをとめられた、あなたがね。

ですから、改めて申し上げますけれども、当然

２１世紀は環境の時代でございますし、私も一生

懸命その分野でできるものからというふうにやっ

ておるわけでございまして、その中のいわゆる循

環型社会の構築ということで、要するに不要なも

のはできるだけなくすと。再利用するなり廃棄物

を減らそうというシステム、これは国も含めて当

然我々もその方向に向かっていると。ゼロエミッ

ションを目指して頑張っているということでござ

います。

それと、有害な袋類も、仮に焼却しても有害で

ないものに置きかえたり、そういうこともやって

おります。

それと、ことしから始まりました容器包装リサ

イクル法の家電リサイクル法もその一環、要する

に製造者がある意味では最後まで責任を持つと。

ただ、その費用負担については、今まだ消費者に

行っておりますけれども、そういう１つの考え方

だというふうに思います。ですから、これからそ

ういう方向がどんどん拡大されてくるというふう

に思っております。

ですから、我々行政もできるだけ廃棄物を出さ

ないという方向で、当然これからもいろんな施策

なり、あるいは府なり国に申し上げていかなけれ

ばいけないというふうに思っておりますので、そ



の点だけ一言申し上げたいというふうに思います。

それから、りんくうタウンに例えば市民とか多

くの皆さんが出資をしてそういうものをつくって、

特に外国の、例えば東南アジアの方々は余り高い

ところには難しいという問題がありますから、廉

価な宿泊費用で泊まれるようなものをつくっては

どうかということでございますけれども、趣旨的

には私は賛同はしたいと思いますが、ただ、今の

時勢、そういう大きなものをつくって、もちろん

建設費の問題もございますし、償却もしていかな

ければいけないわけでございますし、それから利

用者が果たしてそれだけあるのかということを考

えますと、非常に難しいというふうに思います。

今、堀河の奥でも里山ということで、あなたが

いつも言われております里山体験できるようなも

のをつくっておりますし、ごらんになられてると

いうふうに思いますが、もう相当でき上がってま

いりました。

あれは短期滞在というのが１つのあれになって

おりますけれども、それも年間コンスタントに宿

泊者あるいは利用者を維持していくというのは極

めて厳しい状況でございまして、一般の方々の家

族あるいは個人、友人等の利用だけではなかなか

埋まらないということで、企業にも働きかけをい

たしまして、会社の福利厚生とか、あるいは研修

施設としても使ってくれということで、今大阪府

も一生懸命動いておられますけれども、あれぐら

いの施設であっても年間コンスタントにお客さん

を確保するというのは非常に難しい時代でござい

ますから、なかなかそういう大きなもの、国際会

議的なものができるというようなもの、今岸和田

で浪切ホールというのをつくっておりますけど、

ああいうものも維持していくというのは非常に困

難だというふうに思います。

ですから、その発想については、そういう願い、

思いというのはわかるわけでございますが、実際

それは果たして実現できるのかと、経営的にも成

り立っていくのかというと、極めて厳しいものが

あるというふうに思っておりますので、我々とい

たしましては、似通った施設でありますが、生涯

学習施設としての紀泉ふれあい自然塾、ここには

そういう施設、短期滞在でございますが、廉価で

－１２０－

できるものができるわけでございますから、まず

これをきっちりと機能させることに力点を置いて、

大阪府とともに頑張ってまいりたいと考えており

ます。

それから、今回の飛行便の振り分けの問題でご

ざいますけれども、御承知のように現在のルート

というのは、特に貝塚から入っていきます河和ル

ートは、東北、北海道便、割方スパンの長い航空

機が入っているわけです。それと、大津ルートに

ついては、欧州、北米東部便ということで、これ

は国際便でございますから、非常に大型機。そし

て、大型機ということは重いわけでございます。

燃料をいっぱい積んでおりますから非常に重たい

わけでございますが、今回この欧州、北米便を、

そのうち欧州便を岡山ルートに振りかえるという

ことでの分散化を図っておりまして、欧州、北米

東部便の一部、これを大津に残すと。そのあいた

部分に、今河和ルートで運航しております北海道

便の全便のうち、北海道西部便を大津ルートに振

りかえるということでございます。北海道便も当

然スパンが長いわけでありますから、大型機ある

いは燃料をたくさん積んでるということで重い飛

行機であります。

それを大津ルートに振りかえることによって、

河和ルートに空きスペースができますので、ここ

に関空－羽田のシャトル便を持ってくるというこ

とでございます。これはスパンが短いですし、シ

ャトル便、私も何回か乗りましたけども、中型、

小型機ですね、こういうものがそこに振り向けら

れるということでございます。

それと、今の陸上ルートの御坊串本ラインでご

ざいますけども、こちらの方にも北米東部便が、

従来大津ルートに乗っていたものをそちらへも振

り分けると、海上ルートにも戻すということでご

ざいますから、これは一定の成果であるというふ

うに思います。

ですから、それらを総合的に勘案いたしますと、

便数は多少ふえるにいたしましても、比較的スパ

ンの短い軽い飛行機が河和ルートに乗っかってく

るということも含めまして、特に我々としては異

議がなかったわけでございます。

その会議の発言ということでございますが、一



番その上空を飛ぶ貝塚市長さんの方からは、今後

ともこういう環境面、高度、それから航路逸脱の

ないということを十分に満足させる、履行すると

いうことであるならば、このルートについては賛

成であるというお話がございました。

私どもといたしましても、直上を飛ぶ貝塚さん

がそういう御意向であるというのを確認した上で、

特に異議がないということでございました。

以上でございます。

○副議長（谷 外嗣君） 小山君。

○３番（小山広明君） 運輸省のかわりにここで説

明してもらうのもそれは大事なんですけども、そ

ういうことをちゃんと議会にも住民にも説明をし

た上で、これは関空建設の基本にかかわることで

すからね。長い経過の中で新陸上ルートを導入す

るときに、あれだけの議論と時間をかけたわけで

すよ。それがやっぱりこういう形で、理念的には

あのころは満杯だからという物理的な要因でやら

れたらしゃあないから認めるようなことになりま

したけど、今回は利便性、経済性とか効率でしょ

う。そうなってきたら、どんどん陸上がメーンに

なって、やっぱりそら海上を回ればそれだけ時間

もかかるし、経済的に効率が悪いのはわかります

よ。

しかし、それでもなお住民合意なり環境面にこ

そ配慮しようというのが関空の基本理念じゃない

ですか。経済性よりもそういう住民合意なり環境

問題、そういう基本を、今度は利便性なり経済性

なり追求するんだったら、それは全然関空の建設

の基本がなくなってしまうじゃないですか。そこ

を私は言っとるんですよ。

それは重大な問題だから、その場で貝塚の市長

もすぐ発言したのは、それはほかの市長ですから

どうこう言いませんが、やっぱり地元の泉南市長

としては議会にも住民にも説明をして、その上で

御返事をしますぐらいのことは、私は市長の立場

としては言うべきではないかなと。

あなたに全部そんな 大したことないという

判断をしたのはわかるけども、それはあなたがわ

かっただけで、ほかはだれも新聞発表で初めてわ

かるわけですからね。また、これは１１月ごろに

導入ということですから、やはり議会にも住民に

－１２１－

も納得するような対応をぜひお願いをしたいと思

います。

それから、ごみ問題で、私は市長のメッセージ

が欲しいというのは、今の市長の御説明を聞いと

っても、国なり社会の流れを説明して、拡大の方

向にあると、そういうことがね。生産者責任とい

うことがだんだん内容を持ってきとるという説明

はあったけども、やはりいまだに使い捨ての缶と

か、どんどん道路にあふれとるし、それを全部行

政が処理しとるんじゃないですか。当然ああいう

ものは使い捨てられたらほられるわけですから、

そうでないような容器の開発なり ほとんど塩

ビ製品じゃないですか、それもね。

そら、泉南市にもそういう塩ビ製品をリサイク

ルするのはあるけども、あれが目的じゃなしに、

やはりああいうものを出さないのにどうするか。

コストがかかるわけですからね、税金が使われる

わけですから、初めから生産コストの中に処理費

用も全部入れるということになればあんなことし

ませんよ。全部自治体なり市民が負担するから、

行政はつくり放題、あとはどうでもいいというこ

とが今の実態じゃないですか。

そら拡大してますよ。しかし、まだまだ遅々と

して、市民レベルからいうたらまだまだ進んでな

いというのが私の印象ですから、市長もやはり今

の国の方向なり社会の方向に不満を持っとると思

いますので、部長かて自信を持っとると言ってる

んだから、やはり市長としては今の現状をもっと

早めるような政治的なパフォーマンスというんで

すか、考えをぜひ言ってもらいたい。

それから、一言言っておきますが、部長が言う

から私の意見だというんじゃなしに、ほかの市の

例を出してもあれですが、すべて私が答弁してま

すという市長もいてますよ。それは当然でしょう。

私かて１人やからね。あなたら何十人かかってく

るよりも、市長と私とやったことが、そこで議論

が、行政の方がプロとしてより効率的な行政運営

をするというのは当たり前であって、手分けして

みんなでやって、それは私が言ったことやと、そ

うではないですよ、常識的にも。やっぱり市長が

前面に立って議員と議論してもらいたいというの

が私の願いです。



それから、住宅問題で最後にちょっと再質問さ

していただきますが、私は裁判になった責任を言

っとるんじゃないですよ。裁判というのは住民が

起こしたんですけども、私は裁判を起こさざるを

得ない状態に追い込んだと思っとるんですね。そ

ういうことも含めて今日まで、きのうもある議員

が私の生まれる前からの問題ですねという話もあ

りましたように、大変長い経過、そこから入って、

いまだにその住宅に入っとる方がいらっしゃるわ

けでしょう、高齢で。

そういうことを総合的に考えた場合に、今日ま

でこの問題がこういう状態にあるというのは一体

だれの責任かと、そういうことを聞いとるんです

から、裁判になった責任を聞いとるわけじゃない

んで、これもやはり市長ね、数々の長が泉南市の

歴史の中に誕生し、そのときそのときで市民の信

任を得て、市長の場に座っていろいろ行政を一生

懸命やってきたと思うんですよ。それは全部否定

されないと思うんですね。すべてそのときに一番

よかれと思ってやってきたわけですから。

しかし、人間のやることですから間違いもあり

ますし、政治は結果責任と言いましたけども、結

果的に泉南市がお約束をしてきた払い下げをしま

すと、しかも議会の議決を得て決定したことが今

日までなお解決に至ってない。６年前ですか、７

年前、市長が決断してからでも建てかえも進んで

ない。何にも進んでないんですよ、これ。そうい

う責任は一体どこにあるのかということを聞いた

んで、市長どうですか、この問題。

市長は任期中、来年５月ですからね、やはり任

期中に解決したいという気持ちはわかりますし、

またそうしてほしい。そうなってまいりますと、

今回の判決というのは大変重い意味を持っとると、

こういう議論もありました。私もそのように思い

ます。そういう点で、市長、この責任は一体どこ

にあるのかということをまずお聞きをしておきた

いと思います。

○副議長（谷 外嗣君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 長い歴史はありますけれど

も、本格的にこの問題についてひざを突き合わせ

て何回も話ししたというのは、私になってからで

ございます。

－１２２－

私どもも誠意を持って過去のいろんなデータも、

倉庫を含めて捜しまくって、過去の経緯というも

のを懸命に探ってきたわけでございます。その中

で、もちろん入居者の方々もいろんな過去の記録

なりお見せもいただきましたし、そういう中で何

とか円満に解決できないかということで話し合い

を進めてきたところでございます。

その中で、一定の結論を一定の時期に出してほ

しいというお話がございまして、それは守らして

いただきました。その中で、建てかえ、それから

払い下げと、両方について話をしましょうと、こ

ういうことであったんですが、建てかえの方の話

はまだ聞いていただいておらないということでご

ざいます。

ですから、私どもは誠意を持って話し合いを進

めてきたと。その中で訴訟されるという話を聞き

ましたので、私どもは訴訟をしてはだめですよと

いうことは言えませんから、それは権利ですから、

一定のお話があったときには私の一定の考え方を

申し上げましたけれども、訴訟に踏み切られたと

いうことでございますから、訴訟になればそれぞ

れの立場で全力を尽くすというのは当然のことで

ございますから、今日に至っているということで

ございます。

○副議長（谷 外嗣君） 小山君。

○３番（小山広明君） 私が聞いた肝心のことがお

答えになってないんですけどね。一体これ、だれ

の責任なんですか。入居者が市の言うことを聞か

ないからなんですか。何でこの問題が解決できな

いんですか。あなたは誠意を持ってやってきたと、

結論も出したと。しかし、解決してないですね。

あなたが判断してからでも７年目ぐらいに入りま

すよ。どこに責任があるのか。責任がはっきりし

なかったら解決もしないでしょう。どうなんです

か。

○副議長（谷 外嗣君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 前市長のときに１回話し合

いしてるわけですね。そのときには払い下げは難

しいということで、当時お答えされております。

私も直接の担当ではございませんでしたが、出席

しておりましたから承知をいたしております。

その中で、じゃしっかりと管理をしてくれとい



うお話がございまして、屋根の改修とか集会所の

新設とか、そういう形でやってきたところでござ

いますから、その時点といいますか、それは建て

かえというか、払い下げをしないという前提で我

々は進んできたわけでありますから、それは市の

方針としては変わってないということでございま

す。

その間、一定の投資もしてきたわけでございま

すから、住宅の管理者としての立場で行ってきた

ところでございますから、それがその建てかえ問

題が出てきたときに再度噴出してきたと、こうい

うことですから、我々としてはなぜなのかなとい

うのはありました。

ですから、それらの経過も含めてよくお互いに

調べて、お話し合いをしましょうということでス

タートしてるわけですから、それは一定の経過の

中であったわけでございますから、我々としては、

行政としては建てかえという形で積んできておっ

て、私もそれを引き継いでるということでござい

ますから、そういう方針で今も行っているわけで

ございます。

○副議長（谷 外嗣君） 小山君。

○３番（小山広明君） 責任がどこにあるかという

ことは言及されないんですけども、ということは

住民の側にあるんじゃないかと。あなたが建てか

えをするという判断をしたけども、それをうんと

言わない住民にあるということなんですか。そう

いうことを言いたいんですか。

○副議長（谷 外嗣君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 住民に責任があるというこ

とは言ってないです。長い経過の中で市の方は最

初、当時は払い下げをしようということで動きま

したけども、結局国の承認が得られなくて残って

るわけですね、３団地については。その長い経過

の中で、国の方針も当然変わりましたし、市の方

針も変わってるわけでございますから、それはそ

の方針で今現在に至ってるわけですから、これは

長い時間と、それからその時々の社会情勢、ある

いは法なりの変遷があるわけですから、それは一

概にどちらがどうということは言えないと。やっ

ぱり話し合いで解決するという姿勢で今日まで来

ておったところでございます。

－１２３－

○副議長（谷 外嗣君） 小山君。

○３番（小山広明君） 向井市長が、泉南の長い歴

史の中の今の市長という立場にあるんですよ。す

べての歴史の上にあり、そこに起こる問題のすべ

ての解決する法的権限は、あなたが持っとるんで

すよ。そういう自覚はあるんですか。

○副議長（谷 外嗣君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 公営住宅の本旨をきっちり

と押さえないといけないと思うんですね。これは

どなたか、きのうかぐらいの質問でもおっしゃい

ましたけども、市民全体の財産であるということ

ですから、それを効率よく運営していくと、それ

で市民の福祉に供するということですから、それ

はその本旨を取り違えてはいけないというふうに

思っております。

○副議長（谷 外嗣君） 小山君。

○３番（小山広明君） あなたは、浅羽市政のとき

に泉南市に来られたと思うんですね。浅羽市政が

財政問題を解決するために、あなたの言う今の公

営住宅ですね、それを払い下げする決断をして、

これはなかなかその当時でも国との交渉は大変だ

ったと思うんですよ。そして、議会の理解も得て、

１９５戸の払い下げを行政決定をして議会でも議

決したんですよ。そして、当座財政問題をクリア

したんです、ある意味で。

そういう決断が政治家として 行政としては

知りませんよ。政治家として財政が破綻して多く

の市民に迷惑をかけるということの中で、どうし

たらいいかということを、それほど苦渋の決断を

したんじゃないですか。そして、住民にもお願い

をして払い下げの決定をしたんじゃないですか。

そして、そのことは新聞にも載り、財政難で市営

住宅が売れるのかということで問い合わせが殺到

したという産経新聞の報道がありますよ。それは

異例ですよ。

ハンセン病の小泉総理の控訴しないというのも

異例ですよ。政治判断ですよ。だから、市民や国

民は喝采したんじゃないですか。行政的な単なる

つじつま合わせのそういうメンツだけを守るよう

な、そして住民を忘れた市政だったら、一体この

議会なり行政というのはだれのための行政なんで

すか。



そして、しかも浅羽市政４年間、稲留市政１２

年間、１６年間ですよ。払い下げをするというこ

とを明確に約束して、その間には家賃も上げませ

ん、そして修繕もちゃんとやってください、自分

の家になるんですからと。たばこ店の営業権まで

市長が保証人になっておろしとるんじゃないです

か。

そんな明確な事実がある上に、平島さんがそう

いう建てかえの事実が、払い下げの約束があるこ

とを知らずに、担当者がマスタープランを計画し

ましたと。そこまではいいですよ。なぜその途中

の段階でチェックができなかったんですか、それ。

議会もそうなんですよ。議会はこれ承認、通っと

るわけですから。

しかし、こういう明確な間違いが明らかになっ

たら、それを修正する責任が今の市長にあるでし

ょう。でなかったら解決しないですよ。あなたが

建てかえると言ったって、その建てかえることが

実現しなくても責任とろうとしないでしょう。そ

れは、あなたが言う市民が新しい住宅を待ってる

という人に対してどう責任をとるんですか、あな

た。

しかも、長山住宅ですよ。あなたは長山住宅は

何の問題もないから、あれでちゃんとやって、新

しい住宅がどういうものであるかということを見

てもらったら、今の３住宅の人にも理解してもら

うということで身を張ったんじゃないですか。予

算も出しましたよ、これは。何したんですか。何

にもしてないですよ。あなたのそういう何にも決

断をしようとしない、本当の意味での実効性のあ

る、そういうことが今問われとるんじゃないです

か。そのことについて私は聞いとるんですよ。何

ですか、あなた、今の答弁は。

これだけの市民を悲しませて、一体何の行政を

しようとしとるんですか。これだけ明確な、行政

がやってきた約束の問題ですよ。

山内さんは要望があった 要望があったんじ

ゃない、今も言ったように行政からお願いして、

市を助けるために買ってくれと言ったのが出発点

なんですよ、これは。それを長い間放置しておい

て、いきなり建てかえプランを、そんな人に一切

の話もせずにやってまとまりますか、こんな話が。

－１２４－

長山住宅でまとまらないんですよ。あなた方はち

ょっと反対があったら、異議があったらとまるん

でしょう。これは違いますよ、そんな程度の問題

じゃないですよ。どうして解決するんですか。責

任と、明確なこの点についてのちゃんと解決策を

言ってくださいよ。議会もこれ責任あることなん

ですよ。

○副議長（谷 外嗣君） 向井市長。あと３分です。

○市長（向井通彦君） 長山のことを言われました

けども、長山については建てかえ計画で地元に御

説明をして、話し合いをしてまいりました。その

中で、地元の全体の意見として、もうしばらく今

の形で我々は住むと、建てかえについてはもう少

し待ってほしいと、こういう話でございまして、

というのは確かに住環境もよくなるし、それから

いろんな形での戸数もふえるんですが、まだ……

（小山広明君「住宅を待ってる人についてはどう

なんだよ、それは」と呼ぶ）黙ってください、私

が答弁してるわけですから黙ってください。（小

山広明君「ちゃんとした答弁してくださいよ」と

呼ぶ）話し合いをして、一定地元ももうしばらく

我々はこれで我慢しますという合意のもとに今な

ってるわけですから、それは間違えないでいただ

きたいというふうに思います。

それから、私どもは入居者の方々と一生懸命本

当に話し合いをしてまいりました。しかし、その

話し合いというのは、代表者という方がおられま

すが、１時間の会議をすれば、一方的に５０分ぐ

らいその方が、ある人がしゃべってると、こうい

う状況ではなかなか具体の議論にはならない、そ

ういう会議が非常に多かったわけで、非常に残念

に思います。

〔傍聴席で発言する者あり〕

○副議長（谷 外嗣君） 静粛にしてください。

○市長（向井通彦君） ですから、もっとお互い真

摯に話し合うと、そういう姿勢がないとなかなか

解決できないというふうに思います。

今回、判決が出ますから、その判決を十分我々

は受けとめて、今後の対応を考えたいと存じます。

○副議長（谷 外嗣君） 小山君。

○３番（小山広明君） 主権者、市民から選ばれた

市長が司法の判断にゆだねないかんというのは、



あなた、大変な恥な問題ですよ。いつでもあなた

は、この問題を解決する力と法的な権限を持っと

るんですよ。そういう市長としての立場に厳粛に

立つならば、過去やってきた長の責任を含めて、

平島さんのことも含めて解決をするということが、

すべての人に対する責任じゃないですか。

私はそのことをもって、判決を待つんじゃなし

に、あなたがここでこの問題の解決に向けてやっ

てもらいたいし、長山住宅の問題でもあなたは全

市民のために建てかえるというんでしょう。じゃ、

待っとる全市民はどうなんですか。それを説得す

るのが仕事だし、住民と話してて５０分話したと。

それでさじを投げるんですか。あなたはそれに倍

する話をしたらいいじゃないですか。住民はいつ

でも会いますよ。５０分したら、会談時間を倍に

して、あなたはしゃべったらいいじゃないですか。

一切そういうこともせずに放置して、建てかえも

しないわ、払い下げもしないわ、皆さん死ぬのを

待っとるんですか、そうしか思えませんよ、この

問題は。そんなことでは責任ある行政とは言えま

せんね。そう言っときます。

○副議長（谷 外嗣君） 以上で小山議員の質問を

終結いたします。

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） おはようございます。市

政研の角谷でございます。通告に従い質問を行い

たいと思います。

まず、アメリカでありました同時多発事件、心

からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思いま

す。ただ、この中には、アメリカ人だけではなし

に、全世界の人間が入っておる。中でも日本人が

二十数名入ってます。日本も同じ攻撃をされたと

いう思いを持っております。

そこで、先ほど質問者から市長はどのように考

えるかという質問がありました。市長は、法に基

づいて対処すればいいということでありました。

今現在、日本政府が自衛隊法の改正、またその他、

憲法を拡大解釈してでもアメリカと同一歩調をと

って対テロに向かっていくんだということを言っ

ております。そのことについて市長はどのように

お考えでしょうか、まずお聞きをしたいと思いま

－１２５－

す。

それでは、大綱６点でありますが、順次質問を

行っていきます。

まず、たくさんの方が傍聴に来られております。

余りお待たせをするのもなんですから、まず住宅

問題を質問さしていただきます。

実は、今議会において６名の方が質問をされま

した。中身を見ますと、各会派代表で質問されて

るように思います。各会派代表であるということ

になりますと、各会派合計しますと１６名ぐらい

になるかもわかりません。初めて１６名の方が、

議会において住宅問題を質問されました。これは

どういうことなんでしょうか。そして、質問の内

容も、多少の言い回しの違いはあれども、弱者の

立場に立って発言されてる共通点はあると思いま

す。

私は、この裁判は大変不幸な裁判であると思い

ます。住民の皆さんにとってみたら、時の首長の

判断によってその都度変わっていったという経過

があるわけであります。市長は、この一審の判決

の重みについてどのようにお考えでしょうか、改

めてお聞きをしたいと思います。

また、先ほどの質問もありましたが、改めてお

聞きをします。過去の首長の判断によっていろん

な判断が出ました。市長は、過去の首長の判断、

それをどのようにお考えでしょうか。どこに原因

があってこの問題が出たんでしょうか。いろいろ

な問題はあります。書類上の問題もある。しかし、

最終的には首長の判断であったことは事実であり

ます。どのようにお考えでしょうか。

また、今回質問しましたのは、９月２８日に一

審の判決が出ます。これは休会中であります。簡

単に質問します。休会中であって、もし泉南市が

敗訴するということになれば、当然控訴されると

思います。その場合、予算が伴います。市長は、

休会中でありますから、これを専決をされますか、

それとも臨時議会を開いて審議をしますか、どち

らなんでしょうか。

同時に、住民が敗訴した場合、問題は建てかえ

ということになっていく可能性があります。現在

の住宅は老朽化しております。同時にまた、裁判

をして２年数カ月、向井市長になってからも７年



強の時間がたちました。皆さんは、その間当然の

ようにお年寄りになられました。年をとられたわ

けであります。建物の老朽化、入ってる人は高齢

化、大変な問題であります。この住民敗訴になっ

たときに、市長はマスタープランを前面に出して、

さあ建てかえるんだということを前面に出される

んでしょうか、それとも改めて話し合いをするん

だと、その辺のお考えをお聞かせ願いたいと思い

ます。

行政改革についてお聞きいたします。

私は、財政問題は今度は避けまして、まず行政

改革も大事であろうと思います。中でも最近市民

の皆さん、同時に議会の中もありますが、職員の

モラール、職員の士気が著しく低下してるんでは

ないかという声を聞きます。幾ら財政改革をして、

幾ら立派な絵をかいても、「人は石垣、人は城」

と言います。人が、職員がやらなければだめなん

です。

市長、今こそ本当の職員に対するリーダーシッ

プが求められると思います。厳しいリーダーシッ

プ、強いリーダーシップが職員に求められている

のではないでしょうか。具体的な士気についての

市長はどのようなリーダーシップを発揮されてお

られるか、お聞かせ願いたいと思います。

そして、阪南市では現在大きい名札を首からぶ

ら下げております。そして、職員の配置も、机の

配置も変えました。大変好評だと聞いております。

私は、いいことはまねをすればいいと思います。

恥ずかしいことではない。そういうことに対して

市長はどのようにお考えか、お聞かせを願いたい

と思います。

次に、近郊緑地の問題についてお聞きいたしま

す。

私は、予算委員会で近郊緑地について質問いた

しました。岡中その他、畑や田んぼ、住宅まで入

った中に近郊緑地の網がかかっているのはおかし

いじゃありませんか。一方では、近郊緑地の中で

商売されてる方もあるじゃないですか。最近見ま

すと、開発も進んでるようであります。

このことに対しては、上林助役は間違いなく意

見を言われました。私はそのことを言っておるん

ではありません。どう見たってこの近郊緑地の線

－１２６－

引きはおかしいんです。近郊緑地の趣旨は、緑の

保全であります。国が法律をつくるんです。それ

であるなら、なぜ岬の山は近郊緑地の網がかかっ

ていないんでしょうか。そして、公みずからがな

ぜ土取りをするんでしょうか。そもそもおかしい

んであります。

近畿圏整備法で縛られてるなら、その部分は岬

へ持っていけばいいんです。その役割をまず果た

さなければいけないのは、泉南市ではないでしょ

うか。市長のその後のお考えをお聞きしたいと思

います。

駅前広場についてお聞きいたします。

駅前広場というよりも、私は前回の質問で駅前

再開発は凍結であるというお答えを聞きました。

中止ではないと。しかし、駅前再開発に使った費

用は二十数億円になります。このことに対して市

長は、経過説明と結果責任を市民に示さなければ

いけないと私は思います。

今、大変な状態であります。税金の使い方はど

うなっておるのか。市民は血税を払ってるんです。

その流れについて市民が知りたいのは当たり前で

あり、情報公開の時代、市長はそのことについて

説明、そして責任を明快に示さなければいけない、

そのように思いますが、いかがでしょうか。

道路問題についてお聞きいたします。

長慶寺市場線であります。１３年度から着工と

いう答えを聞いておりますが、いまだに動きが全

くありませんが、その後の進捗はどうなっておる

でしょうか。

６番目、本市発注の全工事の品質についてであ

ります。

実は、これは貝塚で行われてるものをあえてそ

れを見ながら質問いたします。貝塚市は、請負業

者の責任体制を明確化しなければいけないと。そ

ういう中で、市が主導権を握りながら、工事現場

の工事責任者、現場監督、そういう人たちが腕章

を巻いたりつけたり、責任の所在がはっきりして

おるのかどうか、そして品質管理は市が主体的に

管理しておるのか、そういうことを貝塚市は明快

に組織をつくってやっております。泉南市はその

組織があるんでしょうか。なければ、今後やって

いくおつもりがあるのかどうか、お聞きしたいと



思います。

以上であります。残りました時間があれば、自

席から質問を行いたいと思います。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、住宅問題についての

御質問にお答え申し上げます。

今回、間もなく判決が出るわけでございますが、

その判決の重みについてどうとらえているかとい

うことでございますけども、これは従前から申し

上げておりますように、第三者の公平な裁判とい

う中で争われてるわけでございますから、その判

決の重みというのは非常に重いものがありますし、

また基本的には尊重すべきであるというふうに考

えております。

それから、勝訴、敗訴の場合どうするのかとい

うことでございますが、特に御質問にありました

のは、市が敗訴した場合控訴するのか、あるいは

控訴するとすれば当然控訴費用が要るじゃないか

と、その辺の議会対応はどうかということでござ

いますが、これはまだ判決が出ておりませんので、

非常に答えにくいわけでございまして、今それぞ

れの立場で勝訴をかち取るために頑張ってきたと

ころでございますから、はっきり言えないかとい

うふうに思いますが、ケースとしては私どもが勝

訴した場合、原告が控訴されるのかどうかという

のが１つ、それから我々が敗訴した場合に我々が

控訴するのかどうかということでございますから、

これは今の時点でははっきり物が言えないという

ふうに思っております。その判決がどうなるのか、

あるいは判決理由 きのうも御質問がありまし

たけども、それを十分見させていただいた中で市

の方針を決めたいと、それによってまた議会とも

御相談をしたいというふうに思います。

その控訴、敗訴、それはちょっとさておいたと

して、判決が出たということにつきまして、でき

るだけ速やかに所管の委員会に御報告をまずさし

ていただきたいと、このように考えております。

限られた時間で一定の判断をしないといけないと

いう部分がございますけれども、それらについて

はまだ今具体にその手順についてどうするという

－１２７－

ことには至っておりません。その結果と、それか

ら内容によるというふうにお考えをいただきたい

というふうに思います。

それから、職員の、特に研修も含めた形でどう

いうふうなことをやってるのかということでござ

いますが、私の方は昨年、幹部職員を何十人かに

分けまして、計５回の研修会を開催いたしました。

それは私が直接話をしまして、１つは私の考えて

いるまちづくりについて、それからもう１つは、

これからといいますか、現在も含めての地方公務

員のあり方と、こういうことについてお話をしま

して、具体に各市の事例なり、あるいは職員に求

められる資質、これらについて話をいたしまして、

質疑応答を含めて５回開催させていただきました。

それと、若い職員の皆さん、入られて１年ぐら

いから７年ぐらいまでの職員の皆さんとは、メン

バーは変わりますが、もう一昨年ぐらいから定期

的に会合を行いまして、ようやく一巡をいたしま

した。

これらの皆さんは、特に将来の泉南市を担って

いただく職員の皆さんですから、率直に皆さんの

意見を聞かしていただいて、またそれに対して私

の考えを言う。あるいは提案ですね。なかなかふ

だん職場の限られた中では言いにくいこと、そう

いうことを率直に言ってくれということで会談を

いたしまして、それらも一巡をいたしまして、特

に若い職員の皆さんはいろんなアイデアをお示し

をいただきましたし、また提案なり、それからこ

れからのあるべき姿ということも含めてお話を、

これは気楽な立場という形でさしていただいてお

りまして、こういうことを通じまして職員の皆さ

んと我々と意思疎通を図るということと、それか

ら我々の考えを伝えて、そして研修の成果にして

いただくということで取り組んできております。

今後とも、研修というのは非常に大事でござい

ますから、さらに深めてまいりたいと考えており

ます。

それから、名札とかについては、後ほど公室長

の方からお答えをしたいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 角谷議員さんの御質

問でございますけれども、先ほど市長が御答弁さ



せていただきましたけれども、職員の意識改革と

いうことの中でございますが、これからの時代は、

高齢化、国際化、情報化等が進んでいくという中

で、国主導から地方主導という行政を進めていか

なければならないということの中で、職員の研修

の充実に努めていかなければならないというふう

に考えております。

そのような中で、いろんなシステム等を確立し

ていかなきゃならないという課題があるわけでご

ざいますけれども、今回の新行財政改革大綱の中

にも、行財政運営検討部会において人材の育成に

ついては一層その推進を図るということにしてお

りますので、これまで以上に職員の研修の充実に

は努めてまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

それと、名札の関係でございますけれども、名

札につきましては現在は、私が今つけております

この名札ですね。ポケットに差し込むような名札

でございますので、すぐに外れてしまうという面

がございますので、ことし中に少し大きくした形

で、字も大きくして、市民の皆さんからわかりや

すく、また外れないようにきちっとつけられると

いう形態のものに取りかえするという考え方でご

ざいます。ことし中にその作業を行って、各職員

に配布したいというふうに考えておるところでご

ざいます。

それと、次に現在の机の配置の関係でございま

すけれども、執務形態を廊下側に向けたらどうか

という御提案をいただいたわけでございますけれ

ども、以前質問者にもお答えしたんですけども、

市民の方が窓口に来られたときにすぐ対応できる

という利点があるというふうに思いますけれども、

現在の泉南市の庁舎につきましては非常に狭いと

いうことがございまして、すぐにそういう形にで

きるかどうかという物理的な問題があるというふ

うに我々は考えております。

これは、こういう形にするのか、すぐ対応でき

るほかの考え方があるのかどうか、これは検討し

ていかなきゃならないというふうに考えておりま

すけれども、現状ではそういう状況でございます。

それと、もう１点、近郊緑地についてお答えを

させていただきたいというふうに思います。

－１２８－

近郊緑地の保全区域の見直しにつきましては、

本議会におきましても、昭和６２年に区域内にお

きます届け出に要する行為に関する要望決議がな

された経過がございます。御案内のとおり、この

問題は法の趣旨から近畿圏全体の緑地保全に大き

く関連することでございまして、変更につきまし

ては非常に厳しい状況下にあるというふうに考え

ております。

しかしながら、社会情勢の変化や地域の変貌等

を見れば、線引きにつきましては一定の見直しが

あってもよいのではないかという認識をいたして

おるところでございます。これまでも本議会で見

直しについての御質問をいただきました。本市と

しては、地物、地形に整合した線引きに見直しを

要望してまいりたいと御答弁をさせていただいて

るところでございます。

本年、近畿圏整備区域の整備計画の策定に係る

意見照会等があった際、府に出向きまして、保全

区域の見直しについて議論をさせていただいて、

本市の現況等も伝えたところでございます。そし

て、見直しについても要望してまいったという状

況でございます。

何分にも、初めに申し上げましたように、近畿

圏全体の問題でございまして、すぐに線引きの見

直しができることは厳しいというふうに考えてお

りますけれども、今後も継続的に機会あるごとに

要望してまいりたいというふうに考えております

ので、御理解をお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 和泉砂川

駅前の広場について、お答えをさせていただきま

す。

御指摘のように、和泉砂川駅前の再開発事業、

これにつきましては組合手法による整備、これに

ついては凍結を行うということで準備組合にお諮

りし、決定をされておるところでございます。

その際に、準備組合の方からは、駅前の整備に

関して交通広場、また砂川樫井線、信達樽井線な

どの都市基盤の整備を市の方で行うよう強い要望

がなされたところでございます。

本市といたしましても、山側の都市核として駅

前にふさわしい整備を行う必要があると痛感をい



たしておるところでございまして、準備組合の要

望にこたえる形で本年度予算計上を行っておると

ころでございます。（角谷英男君「そんなこと聞

いてへん」と呼ぶ）

広場用地の取得につきましては、権利者と交渉

中でございまして、現時点では取得に至っており

ませんが、年度内に駅前交通広場用地の取得を完

了するよう進めてまいりたいと思いますので、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） 答弁者に申し上げます。

余分なことは答弁しないように。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 市といた

しましては、砂川駅前の周辺の都市核として広場

を位置づけておりますので、これまで取り組んで

きたことがむだにならないように、今後も社会状

況を見据えて、先行取得用地も活用した整備手法

の検討や、駅前にふさわしい市街地整備に取り組

んでいく必要があると考えているところでござい

まして、交通結節点の機能の整備と駅へのアクセ

スの向上を目指した道路、駅前広場等の公共施設

の整備を早期に図る必要がありますので、また道

路、駅前広場等、公共施設の整備が図られること

によって事業環境が推進され、良好な市街地整備

が促進されるものと考えております。

したがいまして、市としましては早期に公共施

設整備と駅前にふさわしい拠点整備に向けて、引

き続き取り組んでまいりたいと考えておるところ

でございます。

それから、道路に関する御質問でございますが、

特に御指摘いただいた市場長慶寺砂川線、この進

捗でございますけども、目に見えた工事等はやっ

ておらないわけでございまして、長年にわたって

用地の先行取得、これはやっておりまして、既に

３分の２の用地の取得は行っておるわけでござい

ます。今年度は予算計上もお願いいたしまして、

土地開発公社の用地の買い戻しを行ったところで

ございます。

今後は、工事実施に向けて、大阪府、また国な

りとの協議を行って、平成１６年度の供用開始を

めどといたしまして精力的に取り組んでいきたい

というふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

－１２９－

○総務部長（谷 純一君） 角谷議員御質問の本市

発注の全工事の品質保証について、御答弁申し上

げます。先ほど議員が貝塚市の事例を紹介されま

して、本市の状況はどうであるかということを説

明させていただきたいと思います。

本市発注の工事現場におきましては、従前より

請負業者の担当技術者を明確にさせることは、適

正な施工を行うため、あるいは公衆安全対策の面

からも、その必要性を認識しております。今年度、

４月１日施行の公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律により、特定建設業者は施工

体制台帳の提出等が義務づけられているところで

ございます。また、一般建設業者につきましても、

法に準じた指導を行ってまいりたいと考えており

ます。

次に、工事施工管理についてでありますが、現

行は工事担当課の監督員が工事施工に関する打ち

合わせや指示などを随時、請負業者の担当技術者

と行っており、安全管理や工事施工に不備があれ

ば指導等を行っているところでございます。

議員御指摘のように、市発注工事の安全管理と

品質管理のさらなる向上を図るため、統一的、整

合的に全庁的な対応が必要であると考え、関係課

調整を行い、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。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） それでは、再質問を行わ

していただきます。

住宅問題でありますが、市長は一審の重みを十

分理解をしておるということであります。問題は、

先ほど申し上げましたように、休会中に判決が出

るわけであります。当然わかってるわけですね、

２８日というのは休会中であると。当然市として

は、住民の皆さんもそうだと思うが、その両方の

対応はもう考えてると思うんです。中でも、控訴

する場合は、判決後２週間以内と聞いております。

そうなれば、当然何らかのアクションを今から考

えておかなければいけないと思うんです。中でも

泉南市は、市長は判決は十分皆さんにお知らせを

するんだと、報告するんだということを言ってお

られます。当然そういう場合は、専決なのか、そ



れとも臨時議会を開くのか、そういうふうな全議

員に諮らなければいけないと思うんですよ。

先ほど申し上げたように、６名の質問者が出て、

それを会派合計すれば１６名ぐらいになるんです

よね。それだけの議員が注目をしておるわけです。

イコールそれだけの市民が注目をしておるという

ことなんで、判決が出てから判断しますでは私は

おかしいと思いますよ。両方想定しなければいけ

ない。だから、両方の中の１つ、泉南市敗訴の場

合はどうされますかと。簡単に言えば、臨時議会

を開かれますか、どうなんですかという非常に簡

単な質問なんです。改めて。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） やはり判決ですから、その

結果を見ないと次の行動はとれません。それと、

判決内容、これを見た上で対応するということに

なるわけでございます。

おっしゃるように、例えば市が敗訴した場合に

控訴するのかしないのかという判断をしなければ

いけません。それによって、当然議会にも御相談

をしなきゃいけない。当然どういう形でしていた

だくかというのは、また議長さんとも御相談をし

ないといけないと。それによって対応、方向性が

出てくるというふうに思います。

それはそれとして、先ほど言いましたのは、と

にかく結果が出たということについて、まず所管

の委員会に御報告をさしていただく準備をいたし

ております。日程調整もさしていただいてるかと

いうふうに思いますけれども、そういう形でまず

報告をさしていただこうということで考えており

ます。

それは結果の報告ということでございますが、

それと別に次のアクションということになれば、

当然議会の議決が必要なものがあれば、議会と御

相談して、閉会中でありますから、どういう形で

対応するのかというのは、御相談しながら話をさ

せていただきたいというふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 市にとって残念な結果が

出た場合は、議会と十分話をすると。当然議会で、

先ほど担当常任委員会に報告して 報告だけで

はないと思いますね。当然、委員長は報告を受け

－１３０－

て、そのまま終わるということは多分ないと思う

んですね。当然、議員の意見が出ると思います。

そこで、市は、当然市に対していろんな意見が出

ると思いますので、それは十分踏まえるというこ

とですね。そう理解して、その場でうんと言って

いただければ結構ですけども。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 当然、議会の御意見もお聞

きをいたします。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 一方、裁判ですからどっ

ちかしかないわけです。住民の皆さんが不幸にし

て敗訴ということになりますと、市長はどうされ

ますかね。当然、先ほど言いましたけども、建て

かえという考え方をずっと持ってきておられるわ

けなんです。それを改めて当然のように建てかえ

で行きますと、これからずっとそう言い続けられ

るのか、そういうことをやっていくのか。それと

も改めて一審の内容、先ほど言われましたけども、

十分中身を見て、そしていわば皆さんは弱者だと

思うんですね。これは不幸な裁判だと思いますよ。

市長と住民が戦うと、これはよくないことだと思

います。そういう意味では、改めて１つの区切り

として今後どうするのか、十分話し合いをやって

いくんだと。その辺はどうなんでしょうか。

当然そのことも、もともと建てかえ論ですから

持っておられると思いますけども、住民敗訴の場

合は住民に対してどのような対応をしていくのか、

お聞きしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 市が勝訴の場合ですね。そ

の場合は、まず原告側がどういう対応をするかと、

控訴されるのかどうかですね。控訴されれば当然

応じていかなければなりません。

されない、仮に確定するといたしますと、裁判

はそれで終わりになるわけですね。我々の主張が

認められたと、こういうことになるわけでござい

ますが、きのうも御質問者にもお答え申し上げま

したように、もちろん判決、勝つか負けるかとい

う１つの判断と判決内容がついてくるわけでござ

います。それは十分我々の方も精査すべきだとい

うふうに思っております。今のところは、それ以



上のことは申し上げられません。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 今、それ以上申し上げら

れないと、そういう答えが多分出るだろうなと思

いました。しかし、何度も申し上げますように、

休会中に起きる判決なんですね。当然もともとわ

かってるわけなんですね、２８日というのは。

問題は、行政として判決が出るまで何も言えま

せんと。これから議会がまたあって、例えば議会

中に判決があるとか、議会前に判決があるとか、

それであるならまあよろしいわ。しかし、そうで

ないんです、何度も申し上げてますように。当然、

両方の考えはもう持っておられなければ私はいけ

ないと思うんですよ。見てから見てからでは、私

はどうかなというふうに思いますよ。

住民の皆さんも、両方の考えがおありかもわか

りません。そういう意味では、事前にそういう情

報、話、いろんなものを判断材料として入れたい

という思いもあるかもわかりません。見てからで

ないと今判断できませんというのは、私は何かち

ょっと今の段階で 裁判が始まったり、また途

中であるなら、そらそういうこともあるかもわか

りません。しかし、もう判決がわかってるわけな

んです。そういう意味では、そのお答えはどうか

なというふうに私は思いますよ。

幾ら質問しても、判決の内容を見てみなければ

どうもお答えできないということだと思いますね、

今これから質問することについても。私はそれは

どうかなというふうに思いますよ。もう今の段階

では、勝てばこういう考え方でやります、負けれ

ば皆さんとこれから十分話し合っていきますとい

うような考え方、両方持って当たり前ではないか

というふうに思いますけども、再度お聞きします。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 判決が間もなく出るわけで

ありますから、その判決と判決内容によって当然

考えていくべき問題だと。今ここで論じることは、

適切でないというふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 大体予想された答弁とい

うふうには思いますが、ただ私はもし泉南市が敗

訴ということになれば、当然これは臨時議会を開

－１３１－

かなければいけないし、当然市長、大変きつい言

い方になりますが、これは市長の責任も大変重い

と思いますよ。市民との裁判で敗訴ということに

なると、大変な重要な問題が出てくるんではない

かというふうに思います。そういう意味では市長

も、その判決の重みを十分感じるという答弁をさ

れておりますので、そういうふうに理解をします。

大変重いというふうには思います。

続いて、近郊緑地の問題について質問します。

近郊緑地については予算委員会で上林助役にも答

弁いただきましたが、問題はその後市として具体

的に行動されておるのかどうか、されておるなら

どういう行動をされたのか。

それと、市長にもお聞きしたいんですけども、

改めて近郊緑地を聞きますけども、この線引きは

市長としておかしいと思いますか、思いませんか、

法の趣旨からして。お聞きしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） おおむね妥当だというふう

に思います。一部不明確な部分、それから現状の

土地利用に照らしてその趣旨が合わないといいま

すか、その部分はございますが、一応山全体を保

全するということについては、適切ではないかと

いうふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 先ほど答弁が出てません

が、後で進捗ですね、具体的にどういう行動をと

られたのか答弁いただきたいと思いますが、おお

むね妥当であると、だけど一部に問題があるとい

うことを言われました。やっぱり一部の問題は、

実はそこに関係する地権者といいますか、そうい

う方は大変な問題なんですね。

一方、これは予算委員会で問題になりましたけ

ども、その中で現実に開発が行われる。それは当

然だと思いますよ。インターチェンジがあって、

そこにやっぱり、正直言いまして農業はだめです

から、ビジネスチャンスを求めてくるのは無理な

いことだと思いますよ、ある意味では。だから、

問題はそれを市長として、市としてどうしていく

んかと、これが問われるわけです。

そこで、これは企画が担当されていますから公

室長だと思いますけども、あの予算委員会から本



日まで具体的な行動を示していただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 最初の答弁でも一部

さしていただいたと思うんですけども、ことしに

入りまして、企画広報課が窓口でございますので、

大阪府へ行ったときに、向こうの担当係長に市の

現況等を伝えて、不都合な部分もあるのではない

かということで、見直しについて要望したという

ことでございます。

これはことしの１３年度の予算委員会以後の動

きということで、現在まで大阪府に１回赴いて、

市の意向については伝えてあ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） 担当課の職員、課長さん

でしょうね、動かれたと、陳情に行かれた。そん

な質問してなかったはずなんです。そんな要望も

してなかった。これは市長も一部おかしいという

ことを認められている。市長がどんな動きをされ

るか、市全体としてこれをどうとらえてるのか、

どういう動きをするのか、これが問われてるわけ

です。それは、申しわけないけど、一担当課長さ

んが行かれて片づく問題では絶対ないです。

しかも、予算委員会の答えははっきりしてるわ

けなんです。上林助役は「間違いなく違法建築で

す」と、こう言い切ったわけです。そういう事実、

僕はそれを言ってるんじゃない。何度も言います

が、それを言ってるんではないんです。だけど、

そういうものが、極端な言い方をすれば、みんな

がやればいいのかと、法を無視してでもやったら

行政は何も言わないのか。そんなことじゃだめで

しょう。だから、この際市を挙げて整理する必要

があるんではないですか。どっちも不幸なんです。

一方では、岬は全然そんな網はかかっていない。

そんなばかな法律あることない。だけど、現実に

はあるわけですな。だけど、おかしいでしょう、

現実に。だから、市長を先頭にこの問題は取り組

まなければいけないんではないですか。市長、ど

んな動きをこれからされますか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、阪南、岬が入ってな

いということでございます。これは制定するとき

－１３２－

に、泉南市は山間を保全しようという積極的な対

応のもとに網をかぶせられたものでございますか

ら、それは泉南市の１つの考え方であって、今泉

南の山が守られてるというのは、１つはその成果

だというふうに思います。

ただ、おっしゃいますように、当時と今とかな

り時代も進み、また現況も変わってまいっており

ますから、地形、地物も変わってきてるわけでご

ざいまして、一部不整合といいますか、ところが

あるんではないかということを前から申し上げて

るわけでございまして、今回もその近畿圏整備の

法律の一部ヒアリングがあったので、担当の意見

ということではなくて、市としての意見として申

し上げてきたということでございます。ですから、

今後とも我々の方もその不整合と思われる部分に

ついての是正、これをきっちりと申し上げていき

たいというふうに思っております。

ですから、これは近畿圏整備全体の問題ですか

ら、全体見直しとか、そういう機会をとらえない

といけないというふうに思いますけれども、その

チャンスをとらえて十分申し上げていきたいとい

うふうに思います。当然、もっとレベルを上げて

府の方にも話をしていきたいと、このように思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 前回一歩進んで、今回ま

た一歩進んだかなと。過去に申し上げましたが、

これは執拗にチェックし、追っていきたい。だか

ら、次の機会でないかもわかりませんが、その次

ぐらいにその後どうなりましたかという質問を間

違いなくさしていただきます。そのつもりでお願

いをしたいというふうに思います。

砂川駅前の問題でありますが、中でも再開発に

かかわる費用、予算ですね。これを前回の質問で

私は市長にお聞きしたわけであります。経過説明

並びに結果責任というものが問われませんかと。

先ほど替え地の部分については今後十分検討し、

まちづくりのために使っていくんだというふうな

答弁をいただきましたが、しかし現実的には非常

に問題として残っておるわけです。間違いなく残

ってる。

その辺、市長の認識を改めて、大変な財政難で



すから、開発公社に至っては借金が１３０億ある

わけですから。まだまだこれ、大変な問題として

残っていくわけです。それは間違いなく執行責任

者として、その責任の所在も今後の問題も含めて

明快にしなければいけないというふうに思います

が、いかがでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 和泉砂川駅前の整備につき

ましては、砂川樫井線と信達樽井線の道路整備の

都市計画決定をするに際しまして、特に信達樽井

線ですね。駅前通り、これは府道でありますけど

も、都市計画決定する際に地元から強く、我々は

駅前に残りたい、ただ単なる用地買収での拡幅は

だめですと。要するにそこに権利者として残りた

いんだと。したがって、面的整備と一緒にやって

くださいという要望があったわけでございます。

それを受けまして、面的整備ということになれば、

土地区画整理か市街地再開発ということでござい

ますが、物件がたくさんあるということで市街地

再開発事業という形の計画をつくって、しかも権

利者施行、組合施行という形で今日まで来たわけ

でございます。

当時としては、当然全国各地でそういう市街地

再開発が行われました。和泉砂川もかなり面積的

にもふやして、３．３ヘクタールという非常に大き

なエリアでやってほしいという話もございまして、

そのような形で準備をしてまいりましたけれども、

バブル経済以降これがこの事業そのもの、市街地

再開発というのはあくまでも独立採算、事業主体

責任でやるわけでありますから、そこで権利床を

取って、残りの保留床を売って資金回収できるの

かどうかということが一番大きなポイントでござ

いました。

これが成立しないと再開発事業はできない。あ

るいは、仮にやっても、市から最後かなり投入し

ないと精算できないということになるわけでござ

いまして、慎重に対応してきたというのが事実で

ございます。

そういう中で、今のこういう時勢になってまい

りまして、とても採算性が合わないということに

なってまいりまして、凍結をするということにな

ったわけでございます。

－１３３－

しからば、凍結をしたら、じゃ我々の方は街路

は街路事業としてやりますよと、それでいいんで

すねということを念を押したわけでございますが、

それは結構と。ただし、駅前広場も一緒にやって

ほしいというお話がございましたので、その再開

発の計画の中の１つの案でありましたものをベー

スに、本来単独でやるのならば公共でやるべき街

路と駅前広場 駅前広場も街路の一部でござい

ますけども、これでやりましょうと。じゃ、残り

の土地はあなた方で土地利用を考えてくださいと、

そのかわり用地買収方式になりますよと。という

ことは、ここにとどまれない場合も出てきます。

あるいは転出ですね。どこかの代替地を求めてい

ただかなければいけないと。あるいは、かかる方

は後の整備をされる方とのお話し合いでそこに一

緒に入っていただくか、任意の話になりますとい

うことのもとに、一応分離をいたしまして、今回

街路と駅広は市でやると、残りは民間でやるとい

う整理をいたしたわけでございます。

再開発を予定しておりました関係もありまして、

確かに代替地として公社保有もございます。ある

いは、街路の一部代替地用地ということでもござ

います。そういうものについては、今後街路事業

でやった場合の種地として、転出される場合の代

替地といいますか、そういう形での転用というこ

とも考えられるというふうに思います。

したがって、今後具体にお話をさしていただく

中で、そういう公社所有地の有効利用というもの

を十分見定めていかなければいけないというふう

に思いますし、それにどうしても希望者がないと

いうことになれば、処分なり、また他の転用とい

うことも考えていく必要があるというふうに思っ

ております。

いずれにいたしましても、まちの第３次総合計

画の核という形で、我々も地元も一体となって取

り組んできたものでございまして、結果、再開発

については凍結するということになりましたけれ

ども、その精神は生きているということでござい

ますから、こういう時代背景の中で非常に厳しい

状況に置かれてるのは事実でございますけども、

日本全国がこういう形になっておるわけでござい

まして、一概にどこがすべて悪いというのはなか



なか言いにくいというふうに思います。

今後、我々の担当の部門、街路は街路、駅広は

駅広という部分をできるだけ早期に整備をすると

いうことが、我々の責務であるというふうに考え

ております。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 道路問題で再質を行いた

いと思います。

長慶寺市場線ですね。先ほども言いましたけど、

１３年度着工と。部長の答弁は、用地買収を行っ

てるんだというふうに言われましたが、問題は、

皆さん期待してるのは、道路という事業、用地買

収はもちろんでありますが、形がどんどん見えて

くる、１３年度中に。例えば、砂川生コンの電柱

１本まだ動いてないんですよ。１３年度中に用地

買収、何件ありましたか。そして、道路工事とし

てやれる部分はどれだけやったんですか。で、こ

の道路の補助金は幾らあるんですか。

○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） 街路事業

で、何も目に見えてする部分だけが街路事業では

ございません。この大きないわゆる都市計画道路

でございますので、やはり順序立てて効率よくや

るのが我々の仕事でございますので、１３年度に

つきましては９，０１６万９，０００円の予算計上を

させていただいておりますので、御承認いただい

た範囲内で用地の取得を行ったということでござ

います。

どっちみち１６年度までの間には当然砂川樫井

線との連動で道路としての効果を発揮しなければ

ならないわけでございますので、効果的な工事を

するについては、ちびちび工事をするよりも、効

率的な工事をするのが我々の務めでございますの

で、３０２メーターの区間でございますので、工

事そのものは用地の取得さえできればそう期間は

かかるものではございません。かなりかかるのは

尋春橋のかけかえのことでございまして、これに

ついては当然橋の下にはＪＲがございますので、

これらについては精力的にＪＲとの協議を進めて

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） いやいや、部長、１３年

－１３４－

度中に用地買収その他工事は具体的に行われたん

ですか。予算はわかりましたよ。本当に補助金、

これうまく取ってるんですか。どうなんですか。

もう一回聞きますよ。どれだけ工事が進みまし

たか。用地買収があるとするなら、どれだけあっ

たんですか。具体にできるものからとか効率的に

と言われてますけども、何か事業として行われた

んですか。１３年度からスタートすると言うてる

んですよ。事業スタートと言うてるんですよ。簡

単に言えば生コンから尋春橋まで。これは大事な

んですよね。新家駅前の混雑に大きく影響してる

んですよ。影響する、いい意味で効果をもたらす

んです。もちろん砂川樫井線も絡みますけども。

お答えください。

○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） 補助金の

関係でございますけども、国庫補助事業の採択を

目指しておったわけでございますけども、採択は

１３年度はされなかったということでございます

ので、１３年度については、先ほどから申してま

すように用地の取得に当たったということでござ

いまして、面積、金額についてはちょっと私記憶

してませんけども、民間地の取得を１件完了いた

しました。また、公社の先行しておる部分につい

ての買い戻しも実施したところでございます。

来年度には、当然国庫採択されて、補助事業と

して工事できるような部分につきましては、でき

るだけ効果的な部分を発揮しなければいけないと

いうことでございますので、尋春橋の山手側につ

いての一部改良工事を行いたいというのが今の現

状でございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 国庫採択されなかった、

要はできなかったということは、どうなんですか、

何のミスがあって ミスというか、なぜできな

かったか、されなかったのか。

○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） 国庫採択

されなかったのは、ミスがあってされなかったと

いうわけではございません。国の方のいわゆる大

阪府に対する予算配分、また大阪府からの泉南市

に対する事業の配分、これについて要するに採択



されなかったということでございますので、補助

の申請に当たってのミスはございません。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） ミスとかそれよりも、さ

れなかったということが大変なんです。要は、言

葉は悪いかもわからんが、皆さんの努力が足りな

かった、泉南市がなめられた。皆さんは期待をし

たんですよ、これに。そして、皆さんも１３年度

からやると言ったんですよ。そらおかしいでっせ。

採択されませんでしたって簡単に言われますけど

も、要は力 泉南市、なめられたということで

すな。

○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） 国または

大阪府、泉南市の中で、なめたとか、なめられた

とか、そういうようなことはございません。我々

は一生懸命業務に励んでおるわけでございまして、

まだトータル的にこの事業について採択はされな

いというわけではございません。年度年度で申請

も行うわけでございますので、（角谷英男君「１

３年度の話ししてるねん」と呼ぶ）ことしについ

ては、先ほどから申してますように、事業費につ

いては、当然事業をするということになると市の

単費の事業になってしまいますので、工事につい

ては後延ばしにしておるということでございまし

て、ことしの事業としては用地の取得に全力を注

いだということでございます。

どっちにしても、土地の取得をしなければ事業

にもかかれないわけでございますので、いつでも

事業にかかれるように用地の１００％の取得に当

たりたいということで、他の地権者に対しても交

渉を精力的に行っておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） それはおかしいでっせ。

市民の皆さんに約束しといて、採択されませんで

した 聞いてまっか。採択されませんでしたと。

そんなばかな話おまへんで、ほんまに。いやいや、

そうなりまっせ、そやけど。

最後、もう時間もありませんから、本市発注工

事の品質保証についてでありますが、部長、これ、

貝塚は組織化してるわけですよね、庁内にね。泉

南市でやるという前向きな答弁でありますけども、

－１３５－

全庁的に例えば委員会を組むとか、貝塚の場合は

規約もあるわけです。持ってます。あとは、全庁

挙げて貝塚市公共工事等関係課連絡会というのが

ありまして、専門委員会名簿というのがあるわけ

ですけども、やる以上、当然こういう組織化をし

てやられるおつもりなのかどうか、お聞きしたい

と思います。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。時間があり

ませんので、簡潔に。

○総務部長（谷 純一君） 私ども、貝塚市さんが

どういった形でこの事例について対応されてるか

というのは、資料としては持っております。そし

て、関係連絡会ですか、そういった形で対応され

てるということも聞いております。

これから我々としましても、こういった事例に

ついても研究を行っていきたいと思いますし、ま

た当面は、先ほども答弁させていただきましたが、

全庁的な対応が必要であるということも考えてお

りまして、関係課のまず調整を行って、あとでま

た今後そういった事例もございますので、それも

参考にしながら検討してまいりたいと、このよう

に考えております。

○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。

これにて一般質問を終結いたします。

１時３０分まで休憩いたします。

午後０時 １分 休憩

午後１時３２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。

日程第３、泉南監報告第８号 例月現金出納検

査結果報告から、日程第６、泉南監報告第１３号

例月現金出納検査結果報告までの以上４件を一括

議題といたします。

本４件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 成田政彦君。

○監査委員（成田政彦君） 例月現金出納検査結果

報告。議長の許可を得ましたので、ただいまから

平成１３年５月、６月、７月分の例月現金出納検

査を執行いたしました結果を報告いたします。

地方自治法２３５条の２の第１項の規定に基づ

き、平成１３年５月分は平成１３年７月５日に、



平成１３年６月分、７月分は平成１３年８月３０

日に井上監査委員と私が検査を執行いたしました。

それについては、一般会計、特別会計など収入役

扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、

出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高に

ついて収支内容を照合したところ、いずれも符合

しており、出納は適正に行われたものと認定いた

します。

以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの監査委員の報

告に対し、質疑等ありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 前回の本会議の中でも質疑

さしていただいたんですが、いわゆる旅費規程の

問題で、本人の書類が本人が知らないところで作

成されている問題を指摘させていただきました。

だから、帳簿を見ただけでは本人が書いたかどう

かわからないと思うんですが、そういう点で井上

監査委員とも合議をして対応したいという答弁も

されておりますので、その辺の周知徹底ですね。

このことを実施するとなりますと、ある意味で事

務が大変煩雑になることはよくわかるんですが、

やはり書類というのはちゃんと、本人が出すもの

は本人が目を通して、本人が書くということは当

たり前と思うので、その辺のことはどのように監

査として対応されましたのか、御報告いただきた

いと思います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） 小山議員がおっしゃっ

てるのは清掃組合議会における問題でありまして、

その問題は清掃組合議会の監査すべき性質のもの

であります。なお、泉南の分については、事務局

長に対しても適正に行うようにいたしております。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 確かに清掃事務組合のこと

で判明はしたんですが、私は市会議員４期目に入

っとるんですが、一度も旅費精算で自分が書類を

つくった経験がないので、恐らく私だけがそうだ

というんではないと思います。全体がそういう処

理をしとるんじゃないかなと思いますので、これ

は清掃事務組合だけの問題じゃなしに、一般的に

泉南市の会計処理の中でもそういう実態ではない

－１３６－

かなと思うので、もう少し具体的に、そういうも

のがまずあったのかどうか、それからあったんで

あれば今後はどうするのか。今後の対応について

は恐らくいろんなやり方なり、いろいろ変わって

くると思いますので、そういう点でその後どうい

う具体的指示をされたのか、それでどういうふう

に監査委員としては掌握をしていらっしゃるのか

をちょっとお答えをいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） 何度もおっしゃいます

ように、清掃組合における監査のあなたの請求は

それでありますけど、泉南市における監査委員と

いたしましては、私は旅費規程に基づいて実施す

るよう事務局長に指導しております。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 答弁になってないんでね。

私も市会議員をやっとって、何回も視察なりいろ

いろ旅費請求をやっとるはずなんですが、一度も

私、自分でしたことないんですよ。確かに事務局

に判を預けてありますから、事務局が長い慣例で

やっとると思うんで、何もこれは清掃事務組合の

ことではなしに、泉南市の行政の中でも、職員も

含めてそういうやり方が行われておるんであれば、

これは大変な問題ですので、そういう注意を持っ

て当たったのかどうか。

合議すると言いましたからね。合議をして、合

議をしただけじゃなしに実態を調査して、今後そ

ういうことのないようにするのか、いや今後もそ

ういう方針でやることを監査として認めるのか、

その辺を聞いとるわけですから、ちゃんとまとも

に答えてください。（成田政彦君「はっきり答え

たから。きっちり言うとる」と呼ぶ）

答えになってないでしょう。議長、整理してく

ださいよ。そんなん答えになってないじゃないで

すか。

○議長（奥和田好吉君） どうですか、成田君。成

田君。

○監査委員（成田政彦君） 私は井上代表監査とと

もに、例月監査は、金銭の間違い、数字一切の間

違いきちっと点検いたしております。すべてきち

っとしております。だから、いわゆる監査のその



問題について結果がどうかということについては、

私は正しいと思っています。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で監査委員の報告に対する質疑を終結

いたします。

以上で監査報告４件の報告を終わります。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 書類を見てちゃんとなっと

るというのは、それは私の質問と全然違うでしょ

う。私は１２年間議員をやっとっても一回も自分

で書類をつくったことないと。しかし、旅費規程

からいったら、本人が精算することになっとるん

ですわ、請求して精算ね。書類を見たってちゃん

となってますと言ったって、それは本人がつくっ

た書類でないことが判明したわけやから、そうい

う実態があるのかどうか、そして今後はそういう

ことについてはどうするか、そういうことを監査

はちゃんと指示しなかったらいけないでしょう。

答弁になってないですよ、答弁に。

○議長（奥和田好吉君） 議事進行の内容とちょっ

と違いますので。

○３番（小山広明君） 何でですか。私が質問しと

ることにちゃんと答えてないじゃないですか。

○議長（奥和田好吉君） この際お諮りいたします。

本日これより上程予定の報告及び議案のうち、平

成１２年度各会計決算認定２０件を除く他の議案

につきましては、いずれも会議規則第３７条第２

項の規定により、委員会の付託を省略いたしたい

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、本日これより上程予定の報告及び議案の

うち、平成１２年度各会計決算認定２０件を除く

他の議案につきましては、いずれも委員会の付託

を省略することに決しました。

次に、日程第７、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１３年度大阪府泉南市老

人保健特別会計補正予算（第１号））を議題とい

たします。

－１３７－

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１３年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げます。

議案書の第１ページをお願い申し上げます。

専決理由でございますが、平成１３年７月１９

日をもって平成１２年度老人保健医療費交付金及

び審査支払手数料交付金の額が確定された結果、

概算により既に交付されている額が当該確定額を

３，７６７万円超過し、当該金額を返還する必要が

生じたことから、当該返還に要する予算措置を行

うため、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分したものでございます。

３ページをお願いいたします。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３，７６７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４６億７５３万８，０００円とす

るものでございます。

歳入歳出の明細につきましては、７ページから

８ページに記載のとおりでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第１号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第８、議案第１号 泉南市固定資産

評価審査委員会委員の選任についてを議題といた



します。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の

選任について、提案理由を御説明申し上げます。

泉南市固定資産評価審査委員会委員であります

竹中 昭氏が平成１３年１０月８日をもって任期

満了となりますので、同氏の後任といたしまして、

税に関する経験、知識とも豊富な馬野和俊氏を最

適任者と認め、新たに選任いたしたく、地方税法

第４３２条第３項の規定により議会の同意を賜り

たく提案するものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書１１

ページにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単でございますが、本議案の説明にかえ

させていただきます。何とぞよろしく御同意賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 和気君。

○１９番（和気 豊君） ただいま市長が、税に関

する知識を有する方だと、こういうふうにお示し

をいただいたんですが、この議案第１号の参考資

料、経歴を見る限り、なかなかその経歴からは読

み取れないというふうに思うんですね。やはり経

歴をお出しになるときには、もう少し提案理由と

見合ったような経歴をお出しいただかないと、ち

ょっとね。私はこの方の在任中、私ももう既に議

員をしておりましたのでよく知っておりますが、

しかし議会全体にお諮りになる場合には、そうい

うことが一目瞭然読み取れるように、そういう資

料を添付をいただきたいな、こういうふうに思い

ます。ちょっとその辺、もうやむを得ませんから、

口頭なりで経歴をお示しをいただきたい、これが

１点です。

それから、この方は他市にお住まいになってい

るというふうに思うんですね。地域に精通すると

いうのは、やはりこういう役職の場合には、私、

非常に大事だろうというふうに思います。確かに

－１３８－

欠格条項、欠格事項の中からは省かれております。

その市町村に在住をされていた方、こういうのが

欠格条項から省かれておりますけれども、やはり

例えば審査請求なんかが出てきた場合に、非常に

きめの細かい審査、これをしていく、この上では

非常に そうでしょう。

例えば、道路からどれぐらい奥まったところに

なるのかと、そしてそこに行く道はどうなのか、

そしていわゆる道路盤とどれだけの段差があるの

かとか、本当にそういうことが審査請求の１つの

理由になってるわけですね。だから、この評価で

は耐えがたい、何とかしてくれ。極めて地域にか

かわりの深いお仕事なんですよね。だからこそ、

従来は欠格条項の中に市町村に在住する者でない

とだめだと、そこから出た者はあかん、こういう

ふうに規定があったわけですね。

法が変わったから、その法にのっとって即やら

れるということは、これは法に照らしては間違い

ではないですけれども、やはり地域に精通すると

いうこの基本は、私、生きているというふうに思

うんですが、その法改正がされて欠格条項から抜

け出ているということになれば、その辺の趣旨等

もあわせてお示しをいただきたいな、こういうふ

うに思います。

以上、２点です。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 議案書１１ページの経歴に

つきましては、ちょっと簡単過ぎるという部分が

ございまして、非常に申しわけございません。

ちょっと補足説明さしていただきますと、昭和

２８年４月に当時の信達町の職員になりまして、

即税務課に勤務されておられます。その後、３１

年９月には合併されまして泉南町になりまして、

泉南町の税務課に勤務されておられます。それか

ら、４５年に泉南市になったわけでございますが、

ここでも税務課、固定資産税係長という形で勤務

されておられます。それから、４７年には、同じ

税なんですが、徴収課ということで徴収の係長と

いうことでございます。その後、少しだけ会計課

長もされましたけども、また昭和５２年に収税課

長ということで勤務されまして、その後、衛生課

長、それから都市計画課長をしばらくされまして、



昭和５６年にはまた税務課長ということで、退職

されるまでの間、在職期間３２年１０カ月のうち

に、税務職員として在職した期間が２４年１１カ

月ということでございますので、先ほど申し上げ

ましたように、経験、それから知識豊富な方であ

るということでございます。

それと、地域に精通しているのかということで

ございますけども、確かに今の住所地は泉南市で

はございません。泉佐野市でございますけれども、

もともと泉南市の信達市場の方でございますし、

泉南市の事情あるいは地理的なことも含めまして、

十分精通されておられる方であるということでご

ざいます。それと、なおかつ税務の経験が非常に

長いということで、そのあたりの知識、経験を活

用していただけるということで、選任をさしてい

ただいたところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） いつごろまで泉南市にお

られたのかわかりませんが、最近とみに、例えば

共同住宅、分譲のマンション、こういう関係から

いわゆる共有地、通路、あるいは集会所、その他

共有部分、共用部分、これについて軽減してほし

いと、こういうふうな中身も出てまいります。泉

南市もそういう点ではここ１０年ぐらい、いわゆ

るほんとに都市的な構造が非常に変わってきてい

る。そういう点では、やはり今現にお住みになっ

ている方、こういう方から選ばれるのが至当では

なかったかなというふうに思うんです。他に人が

なかったのかなというふうに思うんですが。

それから、昨日も、やっぱり行政は住民の目線

でと、こういう言葉が出ました。非常にいい言葉

だなというふうに思って、私は感心してメモして

おったんですが、ある方が言われました。行政サ

イドから、税を取る側で見ておられた方と、いわ

ゆる取られる側でいろいろ不公平感を抱かれなが

ら固定資産の異議申請はやられるわけですから、

そういう行政の側におられる方、あるいは住民の

側におられる方、やはり私は、３人泉南市では固

定資産評価審査委員がおられるわけですが、そう

いう人たちも両々相まって、総合的に審査がいく

というふうに思うんですね。

今、確かにそういう税に関する有識者だと、こ

－１３９－

ういうふうにおっしゃられましたけれども、いわ

ゆる請求者の立場で物が見れる方、こういうのも

必要だろうというふうに思うんですが、他のお２

人についてはその辺どうなのか。他のお２人とこ

の方との兼ね合いですね。両々相まってというこ

とになればうまくいくんでしょうかね。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉南市には固定資産評価審

査委員さん、３名ということでいらっしゃいます

が、あとの２人はもちろん市内の方でございます

けども、２人とも納税者なんですが、住民として

の納税者という形の方々でございます。そのうち

の１人は、後ほどの議案２号で出てまいりますけ

ども、税理士ということで税の一定の知識もお持

ちで、しかも納税者という立場ということでござ

いますので、それぞれの角度から公平に、審査が

請求されれば判定、御判断をいただける方々であ

るというふうに考えております。

〔和気 豊君「最後にしますが」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 市長も御案内のように、

税理士さんというのは、税理士法が昭和５６年に

改正されまして、従来いわゆる吏員がおった、そ

の吏員の数を減らすことによって徴税機構の中に

組み込まれたと、私はそういうふうに思っている

んです。だから、納税者の立場よりも、どちらか

というと機構の末端を担う、そういう取る側の人

だというふうに私は思ってるんです。私はですよ。

ですから、そういう点ではやはり納税者とは言

いがたいと 納税はされてますが、もちろんそ

の他の事業者ということで納税はされております

が、しかし、やはり側からいえば取る側だという

ふうに思うんですが、その辺は今後提案されると

きには、やはり住民の目線で審査が行えるような

体制をひとつおとりいただく。そういうことにか

なうような人選をお願いしたいなということで、

今後のあり方の問題なので、市長にその点、一言

最後に御答弁いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 行政委員さん初めいろんな

お願いをする方々につきましては、一定期間、余

り長期にわたらないようにということとか、ある



いはできるだけ重複を避けると、新たに選任する

場合はですね。そういう形で一定の考え方を持っ

ておりますので、そういう形で今後とも他のいろ

んな行政委員さんの選任についても行っていきた

いと考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

北出君。

○１２番（北出寧啓君） 簡単に聞きたいんですけ

れども、今回やめられた竹中氏のかわりに馬野氏

が入られるということで、課税、そういう公的業

務にかかわってらっしゃったということで、そう

いう形になったのかなと思うんですけれども、３

名いらっしゃいますよね。だから、すべて３名の

バランスというんですか、今回税理士の方があと

出てきますけれども、不動産の評価に何らかの形

でかかわった人を選任の対象にしてらっしゃるの

か、それプラス、もうちょっと幅を広げた判断を

されているのかですね、３名を含めて。

それと、前任者は、専門家でよくやられたと私

は評価さしていただいてるんですけども、今回年

齢とか、今長期にわたらないと市長はおっしゃら

れましたけども、その辺の勘案はどんなふうにさ

れてるのか。それで、今回選出の場合に必ずしも

２名だけではなかったと思うんです。何人か対象

者を選ばれて、そこから選んでこられたと思うん

ですけども、そういう選定の仕方、説明できると

こだけでもちょっと御説明いただきたい。

以上、お願いします。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ３名で構成されておりまし

て、残りの方については、お１人は御商売もされ

ておられますけども、農業もされておられる方で

ございます。もう１人は、後ほどの議案で出てま

いります税理士さんということでございます。で

すから、今回改選を機に新たにお願いをしている

方については、税に対する知識、経験、特に固定

資産とか評価にかかわっても知識のある方でござ

いますので、お願いをしたわけでございます。

それと、おっしゃった専門的なということにな

りますと、例えば不動産鑑定士とか、そういう方

もいらっしゃるわけでございますけども、そうい

う方々につきましてもいろんな形での選考範囲の

－１４０－

中にも考えさせてもいただいたんですけれども、

高齢の方もいらっしゃいますし、それから民間に

お勤めの方もいらっしゃいますので、できるだけ

そういう方については避けるという意味で、今回

絞り込みをさしていただきました。

それと、一定の考え方でございますが、これに

ついては前にもお示ししたかというふうに思いま

すけれども、４年任期の方については３期１２年

ぐらいを１つのめどにと。この場合は３年任期で

すので、４期といいますか、一応１２年というよ

うなことを１つの考え方にいたしまして、順次そ

の任期の来る方についてお話を申し上げて、でき

るだけ交代をしていただくという考え方を持って

おります。それは基本的な考え方でございますの

で、御理解いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 集約的に、固定資産の評

価ですから、やっぱり原課の係員以下課長等にや

っぱり一定の指導も含めた、そういうことができ

るという判断だと思うんですけども、その点だけ

ちょっと。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） それから、さっきの不動産

鑑定士の件ですけども、不動産鑑定士の場合はそ

れぞれの市や町の不動産の鑑定をされておられる

場合もありますし、あるいはまた路線価等でかか

わってる方もいらっしゃいますので、その専門家

である一方、決定といいますか評価をする側にも

ありますので、避けさせていただいたということ

でございます。

それと、これは独立した機関でございますので、

当然審査申し入れがあった場合に公平に判断をし

なきゃいけませんし、また一方では行政の意見も

聞かないかんという部分があるんですけれども、

それは当然公平に判断でき、しかもそれだけの知

識をお持ちだというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意



することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第１号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

次に、日程第９、議案第２号 泉南市固定資産

評価審査委員会委員の選任についてを議題といた

します。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第２号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の

選任について、提案理由を御説明申し上げます。

益金 昇氏は、平成１３年１１月３０日をもち

まして任期満了となりますが、同氏は泉南市固定

資産評価審査委員会の委員として最適任者であり

ますので、再任いたしたく、地方税法第４３２条

第３項の規定により議会の同意を賜りたく、提案

するものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書１５

ページにお示ししているとおりでございます。３

年任期の今度は２期目という形でございます。

甚だ簡単でございますが、本議案の提案にかえ

さしていただきます。何とぞ御同意賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） この方は再任ということで

すから、この固定資産評価委員の活動の状況をち

ょっと御報告をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 東納税課長。

○総務部納税課長（東 三郎君） 委員会の活動状

況について御答弁を申し上げたいと思います。

平成１２年度におきましては評価がえの２年目

でございますので、審査申し出もお２人で１件あ

ったのみでございまして、１１年度につきまして

は評価がえの年でもございましたんで、かなり審

査申し出もございまして、最終決着を見たのは本

年の２月であったというふうに記憶をいたしてお

－１４１－

ります。

ただ、委員会の開催回数につきましては、ちょ

っと今手持ちの資料がございませんので、また後

ほど資料として提出したいというふうに考えてお

りますので、よろしく御理解をお願いしたいと思

います。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） この制度、なかなか住民が

使いにくい制度じゃないかなと思うんで、申し入

れに対してこの固定資産評価委員会で審査をして、

申し入れ者の要望が通ったのはどれぐらいで、通

らずに却下されたのがどれぐらいかというのはあ

ると思うんで、その辺わかったら御説明をいただ

きたいと思います。

１１年度が評価がえの年でかなりありましたと

いうことですが、後で書類を出すということです

が、ここで今言ったようなことで御報告をいただ

きたいと思います。

それと、この制度の市民に対するＰＲというの

は、具体的にはどういうようにしておるのか。法

文に書いてあるからそれで勝手に読みなさいとい

うんではなしに、もう少し市民にこういう制度を

十分使ってくださいということも私はやっぱり大

事な１つの仕事ではないかなと思うので、その点

のことの御説明をいただきたいと思います。

先ほど不動産鑑定士 不動産の評価の問題を

市民からちょっと高過ぎるやないかということを

審査すると思うんで、この税理士という方につい

ては、そういう点での心配とか、そういうことは

職務上はないのか。税理士が大変そういうものに

向いているという根拠というんか、意味合いがも

しありましたら御説明をいただきたい。

それから、この固定資産評価委員というのは、

書記を置いてやっておるということなんですが、

この辺の事務局体制の状況についても、少しわか

るように説明いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 東納税課長。

○総務部納税課長（東 三郎君） 審査申し出の中

でどれくらいの部分が、申し出人の意見が反映さ

れてるかということでございます。その前に、平

成１１年度の活動状況をさきに御報告させていた

だきたいと思います。



委員会開催回数１４回、それと審査申し出のご

ざいましたものが、土地で６０件、家屋で５件ご

ざいました。このうち口頭審理、書面審理をやり

まして、一部申し出人の意見が容認された部分も

ございます。これは必ずしも全部が一部容認とか

いうことではございませんで、却下したものも大

部分ございますので、容認された部分はほんの一

部分だというふうに理解をしていただきたいと思

います。ただ、その容認された件数、ちょっと今

見てきたんですけど、手元に資料がございません

ので、必要とあればまた後ほど御答弁させていた

だきたいと思います。

事務局体制につきましては、課税課がいわゆる

課税庁ということになりますので、我々納税課の

方で事務局を持たしていただいております。事務

局２名で対応さしていただいてるところでござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 税理士は直接、路線価とか

そういう評価はいたしておりませんで、むしろ税

に対するいろんな相談とか、そういう指導とかい

う立場でやられておりますので、何ら問題はない

というふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） この固定資産評価審査委員

会条例というのを見ますと、書記というところに、

書記は市職員のうちから市長の同意を得て委員長

が任命するというようになっておりますので、こ

の辺の委員長をだれがやっとるんか、私ちょっと

今存じませんが、そういうように委員長が職員を

使うというんか指揮してやられるということです

から、今の２名の体制で、さっきの言う６０件で

すか、というふうなものが出た場合に、果たして

処理がうまくいけるのかなあと。

結果的にはほとんど申請をしても認められない

という結果であれば、やはり市民のための制度に

なってないのかなと思いますので、この辺の制度

をよく理解してなくて、結果的に容認されないと

いう部分もあるのかなというふうにこの内容から

見たら思うので、もう少し市民に、こういうよう

なやり方でやれば不服というものが権利として申

し出ができるという、そういうこともやっぱり必

－１４２－

要なんじゃないかなと。基本的なそういう制度を

うまく理解してない中で、なかなか市民の思いが

通じずに、一回やっても何ぼでもだめになればも

うやらなくなりますからね。

そういう点では、私も市内を歩いてますと、何

でうちは中へ入っとるのにあそこより高いんかと

いうような声はよく聞くし、それはそういう制度

があるから、ぜひそれは申し込んでくださいよと

いう話はするんですけどね。実態的には大きな網

をかぶせるからいろんな不満があると思うので、

そういうものはやっぱり市民が使いやすく、また

申し入れをすればそういうものが認められるよう

な制度にならないと、なかなか市民のための制度

としては機能しない。

それがあえてこういう市民から選ばれ、しかも

市長が任命する委員ではなしに議会の議決ですか

ら、かなりこの委員の方は市民の立場で審査をす

るということにウエートを置かないといかんよと

いう制度的なことから、私はやっぱり議会の議決

事項だと思いますので、もう少しこういう委員の

活動については、市民の側に立った制度の使いや

すい説明なり、そういうことが相伴わないとなか

なかこの制度の 税は基本ですからね、やっぱ

り市民の不満がある中で税が執行されても、滞納

額がふえたり、なかなか税徴収に成果が上がらな

いわけですから、こういうものが機能するために

は、もう少しこの制度の使いやすい宣伝をぜひや

っていただきたいと思います。

意見にかえておきます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

次に、日程第１０、議案第３号 人権擁護委員

を推薦するための意見を求めるについてを議題と



いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第３号、人権擁護委員を推薦するための意見を

求めるについての提案理由の御説明を申し上げま

す。

初めに、あらかじめ正誤表をお配りしてたかと

いうふうに思いますが、議案書１９ページの下か

ら７行目の「平成７年８月泉南市人権養護委員再

任」という、その「養護」の「養」がちょっと間

違っておりまして、正誤表をお配りさしていただ

いておりますので、まことに恐縮ですが、御訂正

をお願い申し上げたいというふうに思います。

本市人権擁護委員の亀岡 弘氏は、平成１３年

９月３０日付をもって任期満了となります。同氏

を泉南市人権擁護委員として最適任者と認め、再

推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の

規定によりまして議会の御意見を賜りたく、お願

いするものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、先ほどごら

んいただきました議案書１９ページにお示しして

いるとおりでございます。

甚だ簡単でございますが、本議案の説明にかえ

させていただきます。よろしくお願い申し上げま

す。

○議長（奥和田好吉君） 本件に関し御意見等あり

ませんか。 成田君。

○１８番（成田政彦君） 私は亀岡氏に対して批判

的な意見を持っとるわけじゃないんですけど、選

出の基準というのを市長にちょっとお伺いしたい

んですけど、この亀岡さんは昭和４年ですから、

昭和でいったらことしは７６年ですから７２歳。

それから、この人が泉南市の要職、審議会の委員

を見ますと、ざっと泉南市公害対策審議会委員、

泉南市社会教育委員、泉南市総合計画審議会委員、

泉南市人権擁護委員、そして大切な泉南市教育委

員長という重職にも至るということで、もし私だ

ったら泉南市の教育委員長だけでも重大な責務に

－１４３－

あると私は思うんです。

そういう点で市長にお伺いしたいんですけど、

大変な仕事をなさってる方に、非常勤といえこう

幾つも仕事があるということは、なかなか大変な

ことではないかと私は思うんです。

それから、別に年齢的に年とってもしっかりし

た人はおるだろうし、しかし泉南市にもいろんな

人材、たくさんの方がおると思うんです、６０、

７０ぐらいまでの人だったら。幅広く当たる必要

があると思うんですけど、そういう点で高齢者だ

から私は悪いというんじゃないんですけど、やっ

ぱり若い人たちにこういう仕事をどんどん委任、

探すということも必要だろうと思うし、５つも６

つも兼務するというのは、やはり本人にとっても

大変ではないかと。本人がいいと言うならそれで

いいんですけど、５つも６つもこういう仕事を持

つというのは大変だろうと思うんで、その点、市

長はどういうふうに考えられとるんか、ちょっと

お伺いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 人権擁護委員につきまして

も法務局の方で一定の考え方を持っておられまし

て、再任の場合の方については、その再任時にお

いては７５歳未満の者ということで、一定の年齢

的な考え方を示されております。ですから、もち

ろんそれ以下なんですが、今後はこの規約 規

約でもないんですが、１つの考え方に当てはまっ

てくる、次回ぐらいはそういうことになるんでは

ないかというふうには思っております。

それから、確かにいろんな要職をされておられ

るわけですが、これは私どもが任命するものでは

ございませんで、推薦をさしていただいていると

いうことでございまして、その推薦、本人にも教

育委員就任のときに確認をいたしております。そ

のときには、人権擁護委員についてはぜひ継続し

てやりたいという強い意志を持っておられました

し、我々人権問題のいろんな行事あるいは街頭啓

発等、私も巡回いたしますけれども、常々出席も

していただいて大変御熱心に活動していただいて

る方でございます。もちろんお元気でございます

し、十分この職務を遂行されるというふうに考え

ております。



ただ、今後そういう交代の時期になった場合、

他のいろんな行政委員なりを経験されていない方

にできるだけやっていただく方向で、今後考えて

まいりたいというふうには思っております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する御意見等を終結いたし

ます。

お諮りいたします。本件は、これを了承するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第３号は、原案のとおり了承すること

に決しました。

次に、日程第１１、議案第４号 字の区域の変

更についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第４号、字の区域の変更について御説明申し上

げます。

今回変更しようとする区域は、平成１３年第１

回定例会において議決を賜りました本市と泉佐野

市との境界の一部変更に伴い編入された区域の字

を変更する必要が生じたため、字の区域の変更を

行うものであります。詳細は２３ページ、別図１

の斜線で示す上之郷区域を廃止し、兎田の区域に

編入するものでございます。

したがいまして、平成１４年３月１日から本市

の兎田の字の区域を変更するため、地方自治法第

２６０条第１項の規定により、本市議会で御審議

賜り、議決を経た後、大阪府知事に届け出するも

のでございます。

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

－１４４－

これより議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第４号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１２、議案第５号 市道路線の認

定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第５号、市道路線の認定について、その概要を

御説明申し上げます。

２７ページでございます。

提案理由でございますが、道路法第８条第２項

の規定により、市場西線ほか２路線の認定につき

まして議会の議決を求めるものでございます。

なお、市道認定につきましては、都市計画法第

４０条の規定により、新たに公共施設として本市

に帰属を受けた道路を道路法の適用を受ける道路

として管理していく必要があるため、新規認定を

行うものでございます。その位置図は２９ページ

から３１ページに記載のとおりでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。御承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 松本君。

○１１番（松本雪美君） この３点の市道認定の分

がありますけれども、私は市場西線と市場西山線

と２つ質問したいと思うんですけども、とりあえ

ず基本的に、市道を認定する場合、どういうふう

な基準で認定をされるんでしょうか。

○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） 平成５年

の４月１日に泉南市の道路認定基準というものを

定めております。その趣旨につきましては、道路

の適正な管理と道路網の整備を図るために、道路



法第８条の規定に基づき、市道の認定について必

要な事項を定めるものでございまして、２条、３

条以下、施設、また自転車専用道路等の認定など

も含めまして基準を設けておるものでございます。

これに基づきまして市道認定を実施しておるとこ

ろでございます。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） もうちょっと詳しく聞か

していただきたかったんですけれど、２条、３条

というのは、私ちょっとそういう基準の、今聞か

してもうた中でお答えになった２条、３条という

のも持ってませんから、もうちょっと詳しく聞か

してほしいんですけど、その辺はどうなんでしょ

うかね。自転車などの専用道路なんかでも基準と

して見るということをおっしゃったんでしょうか

ね。

何回も質問の回数をとって、議長もなかなか最

近は質問の回数が厳しくなっておられるから、ち

ゃんと答えてもらえなかったら私は質問の趣旨を

言わない間に終わってしまうことになりますので、

それ、きちっと言うてください。そうでなかった

ら次質問できませんわ。ちょっと議長、その辺を

お計らいくださいね。

○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） 事前にお

っしゃっていただければ基準表をお渡しするわけ

でございますけども、ここで概略申し上げますと、

認定の対象道路というのがございます。

これは５項目ございまして、これが第２条でご

ざいますが、１といたしまして、路線の両端が道

路法第３条に規定する道路に接続している道路、

２といたしまして、路線の一端が道路法上の道路

に接続しているもので、他端が通行の用に供され

ている里道または河川堤防道路等に接している道

路でございます。３といたしまして、路線の一端

が道路法上の道路に接続しているもので、他端が

公園、学校等の公共施設に接続している道路でご

ざいます。４といたしまして、路線の一端が道路

法上の道路に接続している循環状の道路というこ

とでございます。５といたしまして、路線の一端

が道路法上の道路に接続し、他端部分に回転体ま

たは回転体設置可能な場所を有し、かつ通行に支

－１４５－

障がないと認められる延長３５メーター以内の道

路。これは開発などによって帰属を前提とした協

議を行って引き取る道路などでも同じことでござ

います。

それから、３条といたしましては幅員を規定し

ているものでございまして、認定対象道路の幅員

は原則として４メーター以上とするということに

なってございます。

それから、先ほど申しました自転車専用道路等

の認定ということでございますが、この２条の規

定にかかわらず、道路法の第４８条の７の規定に

基づく自転車専用道路の指定をすることができる

道路は、あらかじめ道路管理者の協議、同意を得

て、本市または開発事業施行者等によって道路構

造令により適合するよう設置されたものとすると

いうことでございまして、全面の都市計画道路な

どでも設けておるところでございます。

それから、施設といたしまして規定をしておる

わけでございますけども、道路の施設としては、

認定対象道路の構造、施設は、いろいろと道路勾

配とか道路の幅員とか隅切りとか、構造上通行と

かに支障のないような細かい規定を行っておると

ころでございます。

ほかには、道路の敷地の寄附とか登記手続など

を含めて規定をしておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） そうしますと、この２つ

の道路はどれに該当するのかなあと、今答弁を聞

きながら考えておったんですけれども、１つは開

発などによって引き取るというので、市場西線の

方はわかるんですが、もう１つの市場西山線、こ

れは現場をきょうも朝見せていただいてきたんで

すけれど、これは本当になぜ市道になるのかもよ

くわからなくて、現場の状況を見てみますと、市

場西線と市場西山線、これは皆さんもちょっと地

図を見ていただいたらいいんですけれど、市場西

線の碁盤の目になった開発地域の一番端に細い農

道みたいなんが通ってて、右の上の方に２５．３と

書いて駐車場の丸がついてますでしょう。そこに

行く農道みたいなのが市場西山線なんですよ。こ

の２枚の地図を１枚にできるぐらいの市道認定の

地図なんですよ。別々のものなんです 別々の



ものに思ってたんですよ。よく見ればそういうこ

となんです。

それで、現場を見てみますと、ちょうど開発地

域から２５．３と書いてるところまで行くのに、同

じ太さのもので農道みたいに書いてますけども、

この開発地から約１０メーターぐらいの部分が、

次の家のあるとこですね。そこまでの部分なんか

は私１人通るので精いっぱいですわ。バイクで通

っても右側の田んぼに転がり落ちるぐらいの場所

です。ちょっと油断したらそういうぐらいのとこ

なんですよね。

しかも、左側の１軒目の家からずうっと２軒目、

３軒目の家までの間ですね。これは市場の地域内

のちょうど元泉南農協、今は阪南農協の信達支所

ですが、その裏側に当たる部分ですけれど、家が

密集していて、そして軽四の自動車が精いっぱい

通るぐらいの、それもすれすれですわ。もう通る

か通らないかというぐらいの道路になってるわけ

ですね。

開発地域内の道路でしたら、事前に道路幅なん

かも設定されて、きちっと整備がされた中で引き

取ることになるんでしょうが、ここの市場西山線

というのはまるでそういうことはなく、何一つ手

をつけてない現状のまんまです。しかも、道路最

大最小幅員で４．５メーターと書いてますよね。道

路延長８５メーターと、こう書いてくれてるんは

いいんですが、これは実際の道路幅とは全く違う

当然でき上がったものとして見るとそうなる

んでしょうが、現状とは違う形で、こういう形で

提案してきておられますから、その辺の事情も何

一つ説明もいただいてないです。一体なぜこうな

ったんかということで、私は不思議でなりません

わ。

それと、２つ一緒くたの質問になって悪いんで

すけれど、１つはそういう市場西山線の問題があ

ります。

それから、市場西線の分についても、これは大

体開発してから市道認定までの間は、普通どのく

らいの基準で引き取るようなことになるのか。今

までずうっと開発したところを引き取るような、

市道として認定するような場合は、その基準、今

おっしゃったんですけど、開発後大体どれぐらい

－１４６－

の期間を置いて引き取ってこられたのか。今回の

場合は、開発が終わったとこですね、今。いつ完

了されたんでしょうかね。幾つか申しましたが、

お答えくださいますか。

１つは、今の道路認定基準のどれに合うのか。

それから、市場西山線の現状の分ですね。それで

開発地の市場西線の分は、引き取るまでの期間と

いうんですか、完工された時期も聞かしていただ

いて、今引き取る、今回の上程ですから、それは

完工した日にちも聞かしてもらったらいいかなと

思います。

○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） ３回目で

ございますので、きちっと全部御説明をさせてい

ただきたいと思います。

まず、市場西山線、これにつきましては、なる

ほど現道はいわゆる認定基準には合致いたしてお

りません。泉南市、いわゆる道路認定に当たって

の、あれはたしか平成６年の１２月議会でござい

ましたが、５路線の認定を行って、それから整備

に着手をすると、そういう手法もとっておるとこ

ろでございまして、今現在事業をやっております

男里北線などはその道路でございます。

今回、市場西山線につきましても、ことしの当

初予算で予算は計上させていただいております。

内容といたしましては、地元の地域が工事費及び

用地の取得費について半額を負担するということ

の御支援もいただいておりますので、その約束事

に基づきまして今回道路認定を行って整備に着手

したいということで、認定の議案を上程させてい

ただいたところでございます。

御説明いただきましたとおり、２９ページに西

線の開発行為によって引き取る道路の黒塗りの部

分がございますが、それの右上の方のマル駐の２

５．３と、ここまでは市道でございまして、それか

ら西の方になるんでございますけども、市場西線

に、途中で行きどまりになっているわけでござい

まして、この部分については、この地域は住宅も

かなり密集しておりまして、行きどまりの道で、

かなり防災上も狭隘な道路でございますので、便

利が悪いということでございました。たまたま市

場西線が開発行為によって市に帰属をされるとい



うことになりましたので、少し延長すれば地域の

生活道路として安全性が保たれるということで、

今回整備をしようということで予算も計上させて

いただいたということでございます。

それから、市場西線につきましては、これは住

宅の開発行為によって市に帰属を受ける道路でご

ざいまして、時期的にはちょっと記憶がないわけ

でございますけども、既に工事完了が終わってお

るわけでございます。法的には工事の完了が行わ

れれば直ちに市に帰属するということになるわけ

でございまして、そこから期間を置いて引き取る

とか、そういうような取り決め等はございません。

法的には既に完了が終われば市に帰属するという

ことになっておるわけでございます。

以前、工事完了が終わっても市にきちっと認定

道路に上げずに放置 放置と言うたらなんです

けども、おくれてたという部分がございまして、

果たして道路の管理責任はどこにあるんかという

ようなこともございましたので、工事完了が終わ

れば速やかに市が引き取って、道路認定をしてき

ちっと管理をするというのが我々の方針でござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

〔松本雪美君「ちょっと待ってください」と呼

ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ３回です。質疑は限られ

た範囲内でやってください。

ほかにありませんか。

〔松本雪美君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 詳しく説明してください

と、認定基準の説明をしてくださいと言うたら、

粗っぽく、それこそ文章にしたら１行の答えだっ

たでしょう。だからそれじゃ困るということで、

きちっとしてくださいと、私はそういうことでお

願いしたし、議長にも認めてくださいとお願いさ

してもらってるんです。

○議長（奥和田好吉君） 認められません。

○１１番（松本雪美君） ちゃんと説明をしてくれ

ればそういうことにはなりませんやんか。

○議長（奥和田好吉君） 限られた範囲の中でやっ

てください。

－１４７－

○１１番（松本雪美君） それはおかしいですよ。

やっぱり理屈が合わない答弁をしはるから、だか

ら……

○議長（奥和田好吉君） 答弁は悪いことありませ

ん。私が判断しております。

ほかにありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） そら、２回はあるけど、そ

れは十分議論の中身が深まるということが条件で

すからね。やっぱりお互いに努力せなあかんわけ

ですから、行政の方から今回３回ですからって、

そんなことを言って答弁するような問題と違うで

しょう。それは議長がしてはるわけですから。私

もそういうので切られるんであればちょっと困る

んでね、議長はやっぱり中身を踏まえて 我々

はできますよ。行政側をちゃんとやってもらわな

いと、今の話を聞いとったら、やっぱり行政側が

ちゃんと説明してないわけですから。

それで今、これは松本さんの質疑を受けて私が

やらざるを得ないんですが 質問ですよ。この

道路がつくられる前に先に認定して工事に入ると

いう、こういう説明だったと思うんですね。これ、

なぜ工事が終わってから認定しないんですか。何

か不都合があるわけですか。

だから、やっぱり道路認定というのは道路がち

ゃんとできて、アスファルトもどんだけになっと

るか、道路の形態がちゃんとなってから認定する

というのが今までのパターンだと思うんで、何か

男里のどっかもそうだという話を説明されとるん

ですけどね、それは市道の何か計画を打って、計

画と道路として認定するんと違うんじゃないです

かな。

だから、そういう何か使い分けとるようなあり

方では私は問題じゃないかなと思いますし、こう

いう大事な道路認定の場合に、こういう条例集に

は全くないわけですね、その条項は。あなた方の

内部文書なんですね。そういうなんで、やっぱり

市道をこういう形できちっと認定していくんであ

れば、これに載せるということは、だれでもが見

ようと思ったら見れるわけですからね。そういう

点ではちゃんとこの条例集に載るような形でして

いただきたいと思います。

この御説明ですが、私もこの議案書をもらいま



して、これがここの場所だとわかるまでに物すご

い時間がかかりましたわ。だから、もう少し目印

をちゃんと名前を書いてもらうとかして、僕らは

西山線とか番地を言われるだけでは、まだ番地整

理もできておりませんからわからないんで、もう

少しだれが見てもこれはここの線だということが

わかるような図示の仕方をしていただきたいと思

います。

それから、この西線ですね。私もちょこちょこ

通っとるんですが、水路がずうっと蛇行して道路

の中に組み込まれとるんですが、これ本来水路は

水路なんですね。どうしても道が狭いときに、後

で水路の上へふたをするということは、防災上も

そら考えられるんだろうと思いますが、こういう

新設道路の場合に、本来水路としての場所を道路

に取り込んでしまって、その水路も道路認定する

という、こういう手法は一体どうなのかなと思い

ますね。

水路というのは、そら雨が降らなければ余りわ

かりませんが、雨が降ればやはりどっと流れ込ん

できますし、ああやってふたした状態であれば、

何かあったときにそこへだれか人間が流れ込んで

しまえば助けられへんわけですからね。そういう

点ではなるべく水路というのはオープンにしとい

て、やはり環境上も、それから空間的な面からも、

私は例外的にふたすることはあっても、水路には

ふたするという ここはほとんどふたが入っと

るでしょう。水路が通ってますね。そういうもの

を市道として認定していいのかどうかというのが、

１つ疑問であります。

それから、この新家南住宅団地内線というのも、

一般に議会で議論しとる名前とは全然違うんで、

ここかなと思って読んでたんですが、これは団地

の名前があるわけですね、一般に何とか。だから、

そういう特に行政がつける道路名というのはわか

らないですよ。布施屋貝塚線とかいろんな、それ

だけ聞くんではなかなか私たちもどこの道かが特

定できないんで、道路の名前については、もう少

し一般的にわかりやすい道路表示をしていただき

たいと思います。

この開発絡みで引き取るというのについては、

今までは工事中にいろいろ道路を傷めるというこ

－１４８－

ともあって、工事がある程度完了してから引き取

るというのは、これは僕は整合性があったと思う

んですね。この団地なんかもまだこれから上物の

工事が入っていくわけですね、どんどん。当然ガ

スなり水道なり、それは敷地内に出してあるんで

しょうけども、かなり工事車が、大型が入って道

路を傷める可能性があるんじゃないかなと思うの

で、市道に認定となりますと市道ですからね、か

なりそういう点での規制もかけれるし、工事をす

る側もかなりそれは使いにくい面があるんですが、

そういう支障がないのかどうかということも１つ

お聞きをしたい。

それから、早くこうやって道路認定をしていく

というのは、交付税の計算根拠になって、いわゆ

る財政需要額がこれでアップしてくると思うんで

すね。そういう点で、どれぐらいの財政需要額が

この道路認定によってアップするのかですね。そ

ういうことが、もう１つの目的として行政はある

と思うんですよ。道路認定して、道路の長さによ

って財政需要額が決まり、市税との差額を交付税

で補てんするという、こういう財源になっており

ますから、その辺の説明もひとつしていただきた

いと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） まず、先

に道路形態のない、道路としての用を果たしてな

い部分を認定してということでございますけども、

以前小山議員もおっしゃられてたように、やはり

市民にきちっと事前に認知をしていただいて、そ

れから道路整備をするというのも１つの手法でご

ざいますので、先ほどの質問者に挙げましたよう

に、男里北線とか男里６号線とか新家上村暮間線、

これなんかは時期的にかなり期間を要する部分で

ございましたんで、事前に市民にお知らせして、

この区間については市道として整備を行いますよ

と、そういう手法でやるのがベターと申しますか、

いきなりここの道路は整備するというような手法

をとらずにやった方が、やはり市民の納得を得ら

れるのではないかという手法でやってるわけでご

ざいます。

この市場西山線につきましては、ことしの当初

予算でも議論いただいたわけでございまして、地



域としては狭隘だし、それから行きどまりになっ

てると、安全上不都合やということでございまし

たので、協議の結果、地域も負担していただくと

いう約束事も得られましたので、予算計上させて

いただいたところでございます。

８５メーターほどございますけども、この中に

は両側に家が建って、立て込んでいるという部分

がございますので、立ち退きまでして道路拡幅を

するという部分までは至っておりません。だから、

認定を行って順次工事に着手をしていくというこ

とでございまして、ことしについては、建物のな

い部分についての道路整備を行うということでご

ざいます。これによって事業効果が上がるという

ことでございます。

それと、市場西線の中には、今度帰属を受けた

道路の中には、確かに水路部分がございます。水

路については、これは水路管理者である泉南市及

び地元の水利組合と協議の結果、道路の中での水

利施設としての公共物、これについて協議をした

結果入れておるわけでございまして、勝手に開発

事業者が道路面の中に水路を入れたというわけで

はございません。開発の事前協議の中で十分に地

元との協議もし、また泉南市との協議も行って工

事を行っておるわけでございます。

それと、確かに道路と水路と共用するというこ

とは管理上不都合が生じるかもわかりませんが、

それは地元が納得していただいておりますので、

また我々も構造上、管理に支障がないかという判

断も行って許可をしたということでございます。

それと、まだこれから建築物の工事はやってい

くということで、更地が多いわけでございますけ

ども、更地の中で工事するに当たって、市が引き

取った道路が傷められるというようなことになれ

ば、当然傷めた者が補償するというのが建前でご

ざいますので、我々も十分、傷められたら傷めた

原因者に補償させるというような手法も考えてい

かなければならないというふうに思っておるとこ

ろでございます。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 私の方から、こ

の市道認定をすることによって交付税がどれだけ

ふえるんかという御質問にお答えさせていただき

－１４９－

ます。

まず、交付税につきましては、基準財政需要額

の中にカウントされるということでございます。

それで、市道につきましては、道路延長、そして

道路面積でカウントされていると。そして、道路

延長につきましては、キロメートル当たり６６万

円、そしてまた面積につきましては１，０００平米

当たり１２万２，０００円がカウントされるという

ことでございますけども、ただ交付税算定につき

ましては、この面積あるいは延長に基づいて、補

正係数等を掛けて出てくる数字でございますので、

ただこれを今回の市道認定がされました場合どれ

だけふえるかというのは、今のところ持っており

ません、額が補正係数等の関係もございますので。

ただ、単位としては、先ほど御説明させていただ

いたように、キロメートル当たり６６万円、そし

てまた面積につきましては、１，０００平米当たり

１２万２，０００円ということでございます。

以上でございます。（小山広明君「ダブルカウ

ントやな」と呼ぶ）はい。

○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） 答弁漏れ

がございまして、申しわけございません。

市道のネーミングの問題でございますけども、

確かに団地については開発事業者が、また建て売

りの業者の方がネーミングをやってるわけでござ

いますけども、それをつけるのもどうかというこ

とで、ネーミングの基本としては、場所を示すの

を基本としてネーミングをやっておるわけでござ

います。

今回、新家の南方面に当たる住宅ということで

ございますので、新家南住宅団地内線ということ

にすれば位置も示されるし、大体このネーミング

だけで場所がわかるんではないかなということで、

ネーミングさせていただいたということでござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） そうすると、この南住宅と

いうのは勝手に行政がつけた名前と、こういう理

解でいいの。こんなもので通用するんかね。いろ

んな団地の名前があるわけですから、ちょっと行

政のひとりよがりじゃないかなと思うんで、もう



少しそれはやはり団地名をかぶせるとか、これで

あったら括弧内へでも入れて、やっぱり団地名を

入れてあげないと、私はほんまこれ、そうだと思

うけど、はっきりわからないからなかなか理解し

にくかったんで、それはもう少し勝手に名前をつ

けないように、よろしくお願いしたいと思います。

それと、説明を一応聞きました。認定道路、で

き上がっとる道路を認定するということと、それ

から俗に言う計画道路ですね。ここは市道に計画

してますというのはわかりますよ。しかし、今回

はごっちゃになっとるでしょう。つくった道路の

呼び方も認定道路、つくってでき上がったところ

は認定道路と。今度出てきたこれは、まだできて

ないのに認定道路となると、さっきの交付税の絡

みからいっても、これはちゃんとそれだけ維持管

理が要るということで、市の財政需要額としてカ

ウントされるわけですから、そういう点からいっ

ても計画道路と、それからそれが完成したときに

認定するのとを分けないと、それはだめですよ。

私がわかりやすいようにというのは、それはそ

ういうことで言うんであって、ここは市道が将来

つきますよということであれば、何らかの認定を

して将来ここに市道がつきますというのを市民に

知らすのは大事ですよ。それと、完成することは

また別やからね、時間もかかるだろうし。ちょっ

と今回の出し方は問題じゃないでしょうか。私は

これでは理解できません、こういう形で認定して

いくんであればね。

それと、こういう手法で行くんであれば、やは

り泉南には４メーター未満の道路がいっぱいあり

ますし、しかし実際生活しておる道路があるわけ

ですから、それはここだけという問題じゃなしに、

泉南市の生活道路の計画決定というのを全部打て

ば、あなたがこういうことをやれば、そこに家を

建てるときには４メーターに控えて建てるから、

将来的には理屈的には４メーター道路がずうっと

ついていくという理屈でしょう。

しかし、今建っとるところは無理やりのけられ

んけども、何か建てかえるときには、ここは認定

道路になってますから控えてくださいと、こうな

って道路が整備されていくという、そういう手法

でしょうから、そうであるならばやはりこれから

－１５０－

つくる道路も認定道路というのはちょっと問題が

ありますけども、こういう手法で認定をしていく

んであれば、泉南市全体の生活道路のこういう認

定方式をやって、将来の泉南市のまちはこうなる

んだと、建てかえのときは強制的に協力せないか

んようになっていくわけでしょう。確認申請を出

す場合でも、それは控えないとできなくなるわけ

でしょうからね。

そういうことを分けて、やはり泉南市の全体の

都市計画、道路計画というのを私はやっていかな

いといけないんじゃないかなと思うんで、とりわ

け泉南市長は、道路に関しては自他とも認める道

路行政のプロですから、こういう泉南市の生活道

路も含めて、大きな道路だけじゃなしに、そうい

う泉南市の全体の生活道路のあり方、今私はいい

示唆だと思うんですよ、このやり方はね。そうい

う点で、ここだけじゃなしに、ほかの地域も全部

こういうことをやっていく方針に私はしてもらい

たいと思うんですが、その点をお伺いをしておき

たいと思います。

それから、水路の関係は、地元が合意した、水

利も合意したというのはわかるんだけども、やっ

ぱり行政としてはもう少し継続的にやっていかな

いかんわけですから、そういうあるべき姿に修正

をして、お話もして、やっぱり水路というのは確

保して、それ以外に道路を確保すればそれだけ公

共空間がふえるわけですからね。そういう点では、

地元が合意したといったって何も地元の個人的な

ものじゃないわけですから、将来にわたって使っ

ていかないといけない水路ですから、水路は水路

としてやはりスペースとして確保していくと、こ

ういう方針にしていかないと、勝手にやるんだっ

たら議会で議論する必要ないわけですから、議会

というのはそういうことを含めて議論する。それ

に耐えるような提案の仕方をぜひお願いをしたい

と思います。

そういうことで、ひとつ御答弁いただきたいと

思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 市の生活

道路の整備、これはかなりの市道認定の、１７０

キロにも及ぶ道路がございまして、この中には２



メーターに満たない道路も十二、三％ございます。

これらすべて整備を行うというのは、これは大変

期間もかかるし、費用もかかるということでござ

いますので、今回上げさせていただいたのは、地

域の協力が得られるということで上げさせていた

だいたわけでございます。

これからは積極的に、最低限でも生活道路が４

メーターになるように、建築基準法のセットバッ

クの関係もございますけども、これらは道路にす

るというんではなしに、建築物を中心線から２メ

ーター後退させるということになりますんで、市

としては積極的にそのような後退の部分について

市道認定を行って、整備をするというふうに取り

組んでいきたいというふうに思っております。

それと、道路、水路の公共施設の問題でござい

ますけども、なるほど公共施設というのは、それ

ぞれ水路は水路の目的とした用地も確保し、管理

もしやすいようにし、また道路は道路として併用

せずにすればいいわけでございますけども、開発

事業者及び地域の関係もございますので、経費の

かかる部分でございますんで、ゆとりをとって公

共施設を整備していただくという部分については、

これは当然根本的には考えなければいけないわけ

でございますけども、開発の事前協議の中で調っ

た部分でございますんで、これからはできるだけ

公共施設の敷地については、ゆとりを持ってとれ

るようにというふうな考えを持って開発指導に当

たっていきたいというふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） ミニ開発がどんどんふえて

きて、これはミニ開発の典型的な道路認定だと思

うんですね。ものすごく複雑に曲がって、ところ

どころで行きどまり道路があるという、そういう

中で水路がああいう形で長い期間にわたって全部

ふたされておるとなれば、安全上もあれだからち

ょっと市としては、これからどんどんそれはふえ

てくるわけですから、水路を利用したらそれだけ

助かるわけですからね。それだけ宅地が売れるわ

けですから、そういう点では、長い歴史の中で水

路というものが果たしてきた役割は今後も変わら

ないと思いますから、そういうものを安易に道路

に利用してしまわないように、それは泉南市の指
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針としてきちっと出して指導していっていただき

たいと思います。

１７０キロですか１２０キロあって、１２％が

４メーター未満というんか２メーターというよう

な内容であれば、とりわけ建築基準法の中でも家

を建てるときには道路から２メーター後退ですか

ら、その理屈からいえば何十年か何百年かしたら

全部４メーター道路になるという理屈ですよね、

ある意味でね。

それをやっぱりこういう市道認定、市道計画

どう呼んだらいいのかわかりませんが、いわゆ

る市道計画道路というんですか、計画ですね。だ

からそこに全部線を引いて、将来泉南市は生活道

路は全部４メーターに、こういう形になりますと。

今でも周りが田んぼとか畑とかいうところでもな

お３メーターとか２メーターのとこありますよ。

そういうとこは極力すぐ買い取って、やっぱり４

メーターにしていくというようなことで、泉南市

の生活道路というんか生活空間を整備していくこ

とをぜひ考えて、議会にも提案をいただきたい。

それから、工事中にもかかわらず引き取ること

で、傷めた場合には傷めた人が直してくださいと。

しかし、それはどうしていったらいいか、なかな

か難しいので、手法を考えていきたいと、そうい

う答弁があったんで、これは単にそこで答弁した

だけじゃなしに、傷めたらその人がちゃんと直さ

ないといけないようなことをね、市道ですから届

け出をしないと工事できないとか、かなり不自由

になってきますよ、業者はね。

今だったらどんどん道路の中でも工事したり仕

事したりできるけども、そうなってくるとなかな

か不自由にもなってくる。そういう関係もありま

すから、私は、工事が完成したら傷めたところは

ちゃんと直してもらって引き取る方がむしろ合理

的じゃないかなと思うんですよ、どっちにとって

もね。まだ二、三軒しか建ってないでしょう、あ

そこ。そういうなんで、やはりこの手法はいかが

なものかなと。

あなたが言うように傷めた人が直してくれるよ

うに、ほんまに責任を持ってやれるんであれば、

私はそれはそれでいいと思いますけども、その辺

はきょう言ったことはちゃんと形にして、そうい



う手法を示していただきたい。それで、業者なり

関係者にも周知徹底できるようなことをぜひ示し

ていただきたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 答弁は要らないんですか。

○３番（小山広明君） いいですよ。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 数点にわたってお伺いを

します。

まず、市場西線ですが、これは先ほど水路を取

り込んでというお話があったんですが、水路をど

の程度取り込んでおられるのか、水路を取り込ん

で初めて市道認定に係る幅員が確保されるのか、

その辺をお示しいただきたいというように思いま

す。

それで、いわゆる水路部分の全長と、あわせて

その面積ですね、これが一体どれぐらいになるの

か。

それから、過去においてこういうふうに、私は

まさに業者サイドの有利な水路の提供と、こうい

うふうにしかとれないんです、話を聞いておりま

してもね。こういうふうな手法を過去においてや

ったと、開発によってそういう足らざる分を水路

を 提供するといっても、地元の同意があるわ

けですから。しかし、地元の同意があったにして

も水路の管理者は市なんですから、その辺はどう

なのか、過去にそういう例があったのか、お示し

をいただきたいと、こういうふうに思います。

それと、現在ここは都市計画法で言う３６条の

完工検査は終わってるんですね。そういうことを

確認して、その上で速やかにこの施設、いわゆる

開発者から地方公共団体がこれを引き取ったと、

こういうことで、この点では他に完工検査が終わ

っている、そういうところで引き取りをしていな

いところがあるのかどうか。そういう点では、そ

の方針が一貫して、すべてにわたって貫徹されて

いるのかどうか、その点もお示しをいただきたい

と、こういうふうに思います。これは新家南住宅

団地内線、これも一緒です。

それから、泉南市は従来完工検査が終わってか

ら、いわゆる帰属は受けてても、認定にかかわっ

てはいろいろと泉南市の財政事情を考えて、道路
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が損壊される、あるいは道路表示を 道路表示

は市の仕事ですよね。府にやってもらう部分もあ

るでしょうけれども、こういうものについてはや

っぱり市がやらないかんということで 道路表

示はいいですわ。カーブミラーとかガードレール

とか、そういうことは市がやらないかんというこ

とで、後々住民が住まれた場合に要求が出てくる

と、こういうことは一定原因者の負担でやってい

ただこうと、こういうことで引き取りをあえて遅

延さしたという、こういう手法をとってきたわけ

ですが、私たちはそれを了としてきたわけですよ

ね。

ところが、その間にむしろできないということ

でいろいろ、業者にもっとせっついてやってもら

わなあかんのじゃないかということで、それはも

う完了したのかと。市道認定のときにはかなりそ

ういう意見が出てたわけですよ。原因者にやらし

切ったのか、それから引き取りという順序になる

んと違うか、それは大丈夫なんだなというような

意見、ここでいろいろ出ましたよ。だからそうい

うことも、１つは議会の一定の意思として す

べての意思とは言いませんが、一定の意思として

行政には突きつけているわけですから、少しそう

いう意思に反した今回の認定ということになるん

ではないかなと、こういうふうに思うんですよね。

それで、先ほど損壊した場合には原因者にして

もらうと。そんなもん開発に絡んでいっぱい水道

の漏水事故起こってますがな。全部市がかぶって

ますよ。原因者にやってもろたことありますか。

ありませんやん。わかりませんがな、だれが重機

を持ち込んで損壊したのか。ほぼ見当ついとって

も、現場を見てへんわけやから言えませんやろ。

そういうことでやむを得ず市が全部、市民の皆さ

んの水道料金で処理してるんじゃないですか。そ

んなことね。

それで、私が聞きたいのは、この市場西線です

ね、今どれぐらい張りついてるんですか。全部で

開発戸数幾らで、どれぐらい張りついてるのか。

それから、新家南住宅団地内線、これ総開発戸数

３０８戸ですね。これでどれぐらい張りついてる

のか。この辺もお示しをいただきたい。それで、

引き取った暁に速やかにこれが張りつく可能性が



あるのかどうか、張りつきの展望みたいなものも

お示しをいただきたいというふうに思います。

それから、市場西山線ですが、こういう手法と

いうのは僕はあり得ると思うんですよ。それで、

平成６年にも認めてきましたからね。しかし、あ

そこは公費で買収してやるというやり方なんです

が、今回の場合は地元負担ですね。市がやられな

いんですね。どの程度の地元負担になるか。すべ

て地元負担になるのか、市はどの程度かかわられ

るのか、この点もお示しをいただきたい。

それから、こういう狭いところは、市道認定す

る限り整備の暁には４メートルにするわけでしょ

う。そしたら中心点から２メートル、２メートル

両側に後退しないけませんね。そしたらこの地図

を見る限り、当然住民の皆さん、沿道の皆さんに、

中心線から２メートル後退、両側でやってもらわ

ないきませんね。そういう了解はとれてるのかど

うか。速やかに２メートル、４メートルを確保す

る、そういう条件ができているのかどうか、その

辺もお示しをいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） まず、開

発行為の中で道路部分に水路敷が入るということ

があるのかということでございますけども……

（和気 豊君「いやいや、過去にあったかと聞い

た。よう聞けよ。ゆっくりゆっくり言うてるのに」

と呼ぶ）多々ございます。

それと、今回開発行為によって引き取るわけで

ございますけども、これは法的には速やかに引き

取るというふうに義務づけられておりますし、今

まで意図的におくらせてきたという部分もござい

ますが、これからは速やかに市が法律に基づいて

引き取って管理を行っていくということでござい

ますので、要するにこの２団地だけ意図的に早く

引き取るというような部分ではございません。

それと、水路敷の道路敷の中における割合と申

しますか、そこらについてはちょっと開発の事前

協議書、また許可の内容についても調べないけま

せんので、今現在書類としては持っておりません

ので、後ほど御報告もさせていただきたいという

ふうに思っております。

それから、当然これから開発行為によって引き
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取った住宅も張りついてくるわけでございますけ

ども、現在両住宅とも入居者の方はおられないん

ではないかなというふうに思います。新家南住宅

団地、これにつきましては開発者の方から１１月

ごろには５０戸程度の入居が始まるということを

聞いております。ここ２年以内に３０８戸全戸を

建てて順次入居していきたいというふうに開発者

の方から聞いておるわけでございます。この際、

安全装置としてのカーブミラー、また防犯灯など

については、これは開発者と事前に協定も結んで

おりますんで、必要が生じた場合には即座に建設

をするということになっておるところでございま

す。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 抜けてます。議長から注

意してください、抜けてる部分。僕が言うたらま

た１回に数えられて、かなわん。議長からちゃん

と言うてくれ。

○議長（奥和田好吉君） 事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 市場西山

線の負担割合でございますけども、これは先ほど

の小山議員の質問にもお答えさせていただいたよ

うに、地元が工事費も半分、また用地費も半分と

いうことでございます。

〔和気 豊君「まだ抜けてる。議長、指導して

ください」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 言ってください。そうい

う意地の悪いそれじゃなしに、意地の悪い言い方

せんと。わからんと言うてるんやから言ってくだ

さい。

〔和気 豊君「あなた、１回に数えるやないか。

意地悪いことあるかいな。それが議長の仕事や

ないか」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ちゃんと質問者のことを

メモとってください。そして、漏れのないように

やってください。あなた方がやることをこっちが

やるというようなことできませんから。山内事業

部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 大変申し

わけございません。完工検査が終わってるのに市

に帰属をしておらない開発道路があるのかという

ことでございますけども、ございます。



○議長（奥和田好吉君） それでいいですか。

〔和気 豊君「いや、一貫した指導になってる

のかということも聞いたんやで。あるかない

か聞いたんと違うで。それは一貫して徹底し

た指導になってるのかということを聞いてる

んやで」と呼ぶ〕

○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） 申しわけ

ございません。柴田団地などは、これはかなり古

いものでございまして、道路については市道認定

はやっておるわけでございますけども、市に帰属

はしておらないという 帰属と申しますか、用

地の底地の分筆とか行って帰属はしておらないと

いうものでございまして、ほかにいわゆる完了検

査が終わってるのに、きちっと用地の登記など行

っておらないという部分は、私の記憶ではござい

ません。

〔和気 豊君「そんなもん何ぼでも出すぞ、そ

れやったら。現にあるんやから」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 暫時休憩いたします。

午後３時２１分 休憩

午後５時 ０分 流会

（了）
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