午前１０時２分 開議

お尋ねします。

○議長（角谷英男君） おはようございます。ただ

新行財政改革大綱実施計画によると、平成１３

いまから平成１３年第４回泉南市議会定例会継続

年度に実施すべき改革項目５３件のうち、上期つ

会を開議いたします。

まり９月末までに何件実施できたのか、またその

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。

効果金額はどの程度になっているのかについてお
示しください。
次に、ペイオフ対策についてお尋ねします。

これより日程に入ります。

ペイオフは、金融機関が破綻した場合、普通預

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

金などの決済性預金を除いて元本１，０００万円と

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

その利息しか払い戻しをしない制度で、来年の４

定により、議長において１番 井原正太郎君、２

月から実施されようとしています。泉南市として

番 竹田光良君の両君を指名いたします。

も基金を初めとしていろんな形で各金融機関に預

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。

けられておるが、ペイオフが予定どおり実施され
たとして、どのような公金保護策を考えておられ

まず初めに、１０番 上山 忠君の質問を許可
いたします。上山君。

るのか、お示し願います。
次に、職員の早期退職優遇制度についてお尋ね

○１０番（上山 忠君） おはようございます。市

します。

政研究会の上山でございます。議長の発言許可を

今年度の６月議会での私の質問で、今年度つま

得ましたので、平成１３年第４回泉南市議会定例

り平成１４年３月末までの退職者数とその退職金

議会におきまして、一般質問を通告に従い順次行

の総額についていかほどになるのかの問いに、退

ってまいりますので、理事者におかれましては簡

職者は２２名で退職金総額は５億７，０００万円と

潔なる答弁をお願いいたします。

の答弁でしたが、再度お聞きいたします。２２名

質問に入る前に、２００１年を振り返ってみま

のうち、定年満願を迎えられる方は何名でしょう

すとどうでしたでしょうか。国内では、大阪教育

か。また、早期退職制度を利用して退職される方

大学附属池田小学校での乱入殺傷事件で幼い子供

への割増額はいかほどになるのか。また、割増率

たちに深い心の傷を負わせる事件が発生しました。

はどの程度か。また、今後の退職者への退職金に

また、経済面ではＩＴ産業の不振に始まり、マイ

ついて、その原資はどのように調達されるのか、

カルＳＡＴＹや青木建設の倒産など我々を取り巻

お示しください。

く環境は厳しくなるばかりです。

質問の２、危機管理について２項目についてお

また、外に目を向けてみますと、９月１１日、
米国で発生した同時多発テロでとうとい命が失わ
れ、それを起因としての世界同時不況に陥ろうと

尋ねいたします。
緊急危機管理対策会議なるものを設置されまし
たが、その目的についてお示しください。

しております。米国は、同時多発テロの報復とし

次に、ハザードマップについてお尋ねします。

てアフガニスタンに侵攻し、戦争に突入いたしま

泉南市のハザードマップ、つまり防災地図ですが、

した。それに応じて、国内では自衛隊の海外派遣

平成８年１月に作成され全戸配布され、現在に至

について国会で激しい議論が行われたことは、ま

っていますが、見直しの時期に来ていると思いま

だ記憶に新しいところです。このような先の見え

すが、いかがでしょうか。１２月８日の新聞報道

にくい暗い昨今において、皇太子殿下と雅子妃殿

によると、政府の地震調査委員会が震度予測の中

下との間に敬宮愛子内親王が誕生されたことに対

で今世紀半ばに発生が確実視されている南海地震

し、国民の一人として心よりお祝い申し上げます。

での震度予測では、大阪は場合によっては６弱以

それでは質問に入ってまいります。

上になることがあるとしている。また、大阪府は

質問の１、行財政改革について３項目について

今までの津波被害をゼロとしていた津波被害につ

−６３−

いても見直しを図るとの報道だが、市としての考

身の読解力を高めます。このことが子供たちの成

え方についてお示しください。

長の段階では不可欠となると私は考えますが、い

質問の３、市税についてお尋ねします。

かがでしょうか。この法案を受けて、教育委員会

市税の中で、固定資産税と都市計画税について

としてどのように対処しようと考えておられるの

お聞きいたします。固定資産税は、市内で土地及

かをお示しください。子供たちの将来を左右する

び建物を所有している人にかかる税金で、都市計

のは大人の責任であると思いますが、いかがでし

画税も同様と思っていましたが、泉南市都市計画

ょうか。

税賦課徴収条例を見ますと、課税客体等の第２条

以上が壇上での質問です。関係理事者におかれ

で市街化区域内に所在する土地及び家屋に対しそ

ましては、冒頭お願いしましたように簡潔なる答

の価格を課税標準として当該土地及び家屋の所有

弁を期待しますが、次第により自席にて再質問を

者に課するとあるが、なぜなのか。線引きによる

させていただきますので、よろしくお願いいたし

差で税金が課せられる地域と課せられない地域が

ます。御清聴ありがとうございました。

あるのは、税として公平、平等の観点から見ても

○議長（角谷英男君） ただいまの上山議員の質問

おかしいのではないかと思うが、市としての考え

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

方をお示しください。

○市長（向井通彦君） 上山議員の御質問のうち、

質問の４、選挙制度についてお尋ねします。

危機管理対策会議について私の方から御答弁を申

このたび、公職選挙特例法（電子投票法）が国

し上げます。

会において成立しましたが、この制度について選

本年９月１１日に発生いたしましたアメリカの

挙管理委員会としてどのように把握されています

同時多発テロは、だれもが我が目を疑いたくなる

か。来年から一部の自治体において電子投票によ

ような事件であり、決死の救出活動にもかかわら

る選挙が実施されるとの報道がありますが、これ

ず、今まだ数多くの人々がコンクリートの瓦れき

らのことを踏まえて、泉南市の選挙管理委員会と

の下に眠っている状況で、今なお復旧活動が続け

して前向きに検討されるのか、お示しください。

られております。さらには、追い打ちをかけるよ

最後の質問になりますが、教育委員会にお尋ね

うにフロリダ州を発端に発生した炭疽菌事件と、

いたします。

これまで人類が経験したことのないような事件が

子供の活字離れを防ぎ、読書で心豊かに育てる

発生し、私たち日常の社会活動が根底から揺るが

ねらいの子ども読書活動推進法が今国会において

されるような状況となりました。政府におきまし

成立しましたが、泉南市内の小・中学校での学校

ても、危機管理室を中心に国としての対応を検討

図書において文部科学省が定める基準に対してど

され、その情報も都道府県を通じ市町村にも随時

の程度の充足率になっているのか。それを指導す

報告されております。

る先生の体制はどのように考えておられるのか。

本市におきましても、市民の不安をできる限り

また、司書教諭との関係はどのようになるのか。

解消し、安全で安心な市民生活を確保するため、

新聞報道によると実効性は自治体次第で、自治体

危機管理対策会議を設置いたしました。この会議

がどれだけ本気で取り組み、子供を引きつける推

は、泉南市における総合的かつ効率的な危機管理

進計画を立てられるかにかかっている。言いかえ

対策を推進し、市民生活の安全、安心を確保する

れば大人たちが目先の利益を考えずに子供の未来

ため設けたものでございます。この会議のメンバ

に投資できるかであると解説されております。

ーにつきましては、市長、助役、収入役、教育長

言葉の中で、聞き言葉と読み言葉があると思い

及び部長等の職にある者をもって構成するという

ます。聞き言葉とはメディア及び会話を通じて覚

ことでございます。また、構成員以外の者を対策

える言葉で、その気になっていなければ一過性と

会議に出席させ、その者に意見または説明を求め

なってしまいます。その点、読み言葉とは活字を

ることができるということにいたしております。

通じて覚える言葉であり、読むことにより自分自

対策会議につきましては、私が招集し、議長とな

−６４−

るというふうにいたしております。担当庶務は防

本市では、ことしの１０月末現在、財産区会計

災担当課において行うというふうにいたしたとこ

のお金を含みます歳計現金が約１５億９，０００万

ろでございます。

円ございます。また、基金で約３３億８，０００万

本会議は関係機関との連絡調整をより密にして、

円ございまして、合わせますと４９億８，０００万

既に策定しております泉南市地域防災計画に記載

円、約５０億の公金を運用しております。そのう

されていない事象が発生した場合の対応と未然防

ち、１４年の４月からのペイオフ対象となります

止のための組織を新たに構築したところでござい

預金額は定期預金の約４１億円となります。

ます。また、万が一重大事態が発生した場合には、

それで、既に各金融機関は本年の４月に預金の

災害対策本部へ移行するものとし、常日ごろから

規定を改正いたしまして、預金と借入金との相殺

安全で安心な市民生活の確保を図るということを

ができるようにいたしております。現在、本市の

目的として設置をしたものでございます。

指定金融機関を交代で担当しております三井住友、

○議長（角谷英男君） 辻収入役。

大和、泉州の３つの銀行からの市債の借入額は証

○収入役（辻 勇作君） ペイオフの対応について

書借り入れ分といたしまして約４２億円ございま

御答弁を申し上げます。

す。それで、おおむね最悪の事態は回避できるも

この問題につきましては、日ごろ新聞とかテレ

のというように考えております。

ビなどで報道されまして、国民、市民が大変関心

また、預金の分散につきましては、先ほど申し

を持っているところでございます。また、我々地

上げました３行を主に市内の金融機関等に分散を

方公共団体が公金を運用している中で、この問題

するようにいたしております。その上、本市の土

をどうするかということにつきましては、大変苦

地開発公社が運営資金に借り入れております当該

慮いたしているところでございます。

金融機関からの借入金の相殺ができるように、今

議員もご案内のとおり、ペイオフといいますの

後その対策を考えていきたいと考えております。

は、金融機関に預金保険上の事故が発生した場合

いずれにいたしましても、そのような事態が惹

におきまして、元本１，０００万円までとその利息

起しないように願うと同時に、各金融機関の財務

を保険金として預金保険機構が預金者に直接支払

状況を把握することが非常に重要なことだと思っ

うということでございまして、平成１４年の３月

ておりますので、その点を注視してまいりたいと

に預金全額保護の特例措置が終了いたしました後

存じますので、よろしく御理解いただきますよう

に、金融機関が破綻した場合に元本１，０００万円

お願いを申し上げます。

とその利息を超える部分がその金融機関の資産の

○議長（角谷英男君） 大前行財政改革推進室長。

内容によりまして一部支払われなくなるというこ

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） 私の方から

とでございます。

は行財政改革問題の中で実施計画中、平成１３年

そのような事態に陥りますと公金への影響が非
常に大きくなりますので、公金に係るペイオフ対
策といたしましては、１つに預金と市債との相殺、

度９月末時点の進捗状況について御答弁さしてい
ただきます。
本市を取り巻く厳しい財政状況を克服し、多様

これはそのためには地方債の借り入れいたしてお

化する地方分権時代の行政需要に的確に対応しな

ります分につきましては証書の借り入れとする必

がら行財政構造の転換を図り、もって財政の健全

要がございます。もう１つには、基金などの運用

化への道筋をつけていくことを目標に、本年２月

をきめ細かくいたしまして預金を分散すること。

に新行財政改革大綱及び８月には同実施計画を策

また、もう１つには、長期運用が可能な基金など

定し、鋭意行財政改革に取り組んでいるところで

は、国債等を視野に入れた確実で有利な運用を図

ございます。本実施計画は、平成１３年度を初年

ると、このようなことがございます。もう１つ、

度としまして平成１５年度までの３カ年を基本と

極端な例でございますが、現金で保管するという

いたしておりまして、新行財政改革大綱で定めた

ことも考えられるわけでございます。

視点に基づき、実施予定項目の内容やその実施時
−６５−

期等をお示ししたものでございます。

に位置を記載するとともに、「災害にそなえて」、

さて、御質問の平成１３年度中に実施を予定し

「災害時の心得」、避難所一覧、医療施設一覧等

ております改革項目の中で、９月末時点での進捗

を日本語だけでなく英語、ハングルで記載をいた

状況でございますが、既に実施できた項目は平成

しております。

１４年度予定項目の前倒し分４項目を含め、合計

また、各戸配布してかなりの期間が経過してい

で４０項目、効果金額といたしましては約２億４，

るとともに、これまで本市に転入された方々にも

０００万円となっております。

その都度配布しておりますけれども、現在在庫が

今後とも、実施計画の進行管理をより徹底しな

ない状況でございますので、コピーを配布してい

がら、全庁挙げて行財政改革の推進はもとより、

る状況でございます。そのため、本年度は新しい

健全な財政運営の確立を目指し努力してまいりま

マップ作成作業に着手をいたしておるところでご

すので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

ざいます。御質問いただきました津波につきまし

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

ても、今回の策定において反映してまいりたいと

○総務部長（中谷 弘君） 私の方から、早期退職

いうふうに考えております。

の関係とハザードマップについてお答えをいたし
ます。

以上でございます。
○議長（角谷英男君） 津野選挙管理事務局長。

６月の定例会以後、退職者の数ですけども、死

○総合事務局長（津野和也君） 選挙制度について

亡退職が１名出られたということでございますの

御答弁申し上げます。

で、本年度の現段階での退職者は合計２３名とい

このたびの地方公共団体の議会の議員及び長の

うことになっております。そのうち定年退職者の

選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票

方が７名、早期退職が１４名でございまして、こ

方法等の特例に関する法律は、情報化社会の進展

の１４名の退職手当の総額は４億１，８１８万円で

にかんがみ選挙の公正かつ適正な執行を確保しつ

ございます。この１４名の職員が現在の年齢で定

つ、開票事務などの効率化及び迅速化を図るため、

年退職を迎えたと仮定した退職金の総額を算出い

地方公共団体の議会議員及び長の選挙に限り電子

たしますと３億８，４７１万ということになりまし

投票を認めるとするものでございます。条文につ

て、差し引き３，３４７万円が割増額ということに

きましては２２条から相成っております。１１月

なります。

の９日に閣議決定され、２２日に全会一致で衆議

職員の年齢構成を考えた場合、今後とも毎年早

院を通過したものでございます。

期退職を希望する職員が出てくるものというふう

法案の内容でございますが、有権者は指定され

に考えております。これらの職員の退職金でござ

た投票所に足を運びまして、自治体は票にかわる

いますけれども、平成１２年度につきましては職

べき電子データ記録媒体を開票所に運んで開票を

員給与の２％の削減を行っておりまして、その一

行うなど現在と変わらない点が数多くございます。

部について現行の基金の中で積み立てをしている

電子投票は、投票用紙に候補者の氏名を書く現在

というところでございますが、それ以外の退職金

の投票形式にかわり、電子投票機のコンピュータ

については、従来の形といいますか、一般財源で

ー画面に表示された候補者の氏名などを指で触れ

対応しているというのが実情でございます。

て投票し、開票事務は投票所ごとのデータを投票

次に、ハザードマップについて御答弁をさして
いただきます。

所に設置したコンピューターに入力するというも
のでございます。

本市におきましては、平成７年に発生いたしま

これを実施することにより、疑問票もなく即座

した阪神・淡路大震災を教訓に、平成８年１月に

に結果が判明するため、開票時間は大幅に短縮さ

泉南市防災マップを作成いたしまして各戸に配布

れ、開票にかかる経費の減額や職員の健康管理面

いたしております。内容としましては、避難所、

などメリットは少なくないと考えております。

準指定避難所、広域避難地等を泉南市全域の地図
−６６−

選挙システムに電子機器を導入していくことは、

近年の社会の情報化、デジタル化の進展の中で選

まず、御質問にありました本市の蔵書達成率に

挙事務の効率化や有権者の利便性の向上を図るた

ついてでございますが、今小学校では１００％以

めには避けることができない流れであると考えて

上充足しておるのは３校でございます。７５％か

おりますが、今回の特例法では不在者投票、点字

ら１００％未満が１校、次に５０％から７５％未

投票などを除くとされており、またシステムの整

満というのが２校ございます。あとの５校につい

備、それに伴う経費や条例の整備、また有権者へ

ては５０％未満ということになってございます。

の投票方法を周知するなど多くの課題が考えられ

これは１２年度の実績でございます。中学校の４

ますので、十分時間をかけて検討してまいりたい

校では大体が５０％未満で、２５％は超えてござ

と考えております。

いますけれども、その範囲という蔵書の充足率に

以上でございます。

なってございます。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

次に、指導いたします教員の体制でございます

○財務部長（谷 純一君） 上山議員御質問の都市

が、各小・中学生とも校務分掌により図書館担当

計画税について御答弁申し上げます。

を置き、環境整備及び貸し出し業務を行っており

都市計画税といいますのは、都市計画事業等に

ます。また、各学校では子供たちが本に対して興

要する経費に充てるために目的税として課税され

味を持ち、読書の習慣が身につくよう工夫してお

るものでございます。都市計画事業といいますの

ります。例えば、図書館だよりを発刊して本の紹

は、都市計画施設、すなわち街路でありますとか

介をしたり、朝の会を利用してそれらの紹介を行

都市公園、下水道等の整備を行う事業でありまし

ったり、あるいは学級によって読書の取り組みを

て、都市計画法の規定によりまして原則的に市街

したり、また授業時間での読書時間、読書の指導

化区域内で実施されるものであります。したがい

等を行ったりしてございます。

まして、これら施設整備等に係る経費として課税

それから、平成１５年度までに各校に司書教諭

標準額の１００分の０．３を税率として課するもの

を配置することになっておりまして、本市では平

であります。

成１４年度から司書教諭の発令を行う予定でござ

議員御指摘の線引きによる都市計画税の格差に

います。この司書教諭と他の教員が協力しまして、

つきましては、都市計画事業を実施する区域とし

学校における読書活動の推進が図られるよう努め

ない区域に分かれているところでありまして、当

てまいりたいと考えております。

然、課税につきましても課税する区域、しない区

この法案を受けまして、今後文部科学省並びに

域に分かれ、整合性が保たれているものであり、

大阪府教育委員会から具体的な通知等があると思

課税の公平性が保たれているところでございます。

いますので、本市教育委員会といたしましては子

以上でございます。

供の活字離れを防ぎ、読書で心を豊かに育てるこ

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

とをねらいとするこの法案の趣旨を受けとめまし

○教育長（亀田章道君） 子ども読書推進法への対

て、子供の読書活動の推進に努めてまいりたいと

応につきまして、教育委員会の方で答弁をさして

思いますので、御理解をよろしくお願い申し上げ

いただきたいと思います。

たいと思います。

子供の読書活動の推進に関しまして基本理念を

○議長（角谷英男君） 上山君。

定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明ら

○１０番（上山 忠君） それでは、再質問に入ら

かにするとともに、子供の読書活動の推進に関す

せていただきます。質問の順番どおりに再質しよ

る必要な事項を定めることにより、子供の読書活

うと思うんですけど、後先になることがあると思

動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

いますので、それは御容赦願います。

し、もって子供の健やかな成長に資することを目

まず、行財政改革で平成１３年度の上期実績と

的とする子どもの読書活動推進法が１２月５日衆

いうことで、５３項目の中で４０項目が一応解決

議院で可決されました。

できて、それの効果金額２億４，０００万という報
−６７−

告がただいまあったわけですけども、これ平成１

続きましてペイオフ問題でございますけども、

３、１４、１５の３カ年を要して１４９項目の実

この問題につきまして助役の方が申されましたよ

施項目が挙げられてるわけですけども、その中の

うに、今盛んに各地方自治体は一番の当面の問題

４０項目というと、単純に平均したとしても年間

と考えておられるわけなんですけども、また先日

５０項目。しかしながら、この改革大綱を見ます

のＮＨＫの世論調査の中で見ますと、まだ３分の

と、平成１３年度はほとんどが三角になってると

１の人がこの制度を理解してないという形の中で、

いう項目が多いという中で、このたび行財政推進

やはり一番重要なのは公金ということ、つまり市

室なるものを新しく組織として設けられまして、

民の税金を扱っておられる部署として、やはりは

その中で重点的にやっていくということなのです

っきりした形の中で、多分うちの取り引きされて

けども、やはりこれらにつきましても今回４０項

る銀行はメガバンクと称される大手銀行だと思い

目ということで、それなりの効果は出ておるとは

ますんで、こういうことは多分発生しないとは思

思いますが、もっともっと早目に早めてやって、

いますが、発生したらどうなるかということを十

３年間で達成するという気持ちじゃなしに、３年

分に検討しながら、先ほどいろんな対策を考えて

間のうち前倒ししてこの改革項目が達成できるよ

おられるということでございます。

うに図っていくのが本来の推進室の役目かと思っ

そういう中で、預金と市債を振りかえるとか何

ておりますけども、その辺については推進室長と

とかいうこと等も挙げておられます。そういう中

してはどういうふうに考えておられますか。

で、やはり今後とも今の自民党の中ではこのペイ

○議長（角谷英男君） 大前行財政改革推進室長。

オフ、まだ尚早で来年１年間また延期しようかと

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） 先ほど上山

いうふうな話も出てきておりますけども、先延ば

議員さんは５３項目と言われましたが、今回前倒

しにすればするほど各金融機関の体質は弱ってく

し分として４項目ございまして、そして合計実質

るというふうな報道もありますんで、そういう中

４０項目となっておりますが、今後、今御指摘の

を踏まえながら、市としての公金のあり方につい

ように前倒しも含めまして極力推進して努めてま

て今後十分意見を聞きながら、やっぱり安全なる

いりたいと思っておりますので、どうぞよろしく

運用をお願いしておきたいと思います。これは要

お願いいたします。

望にかえときます。

○議長（角谷英男君） 上山君。

それと、早期退職優遇制度ですけども、単純に

○１０番（上山 忠君） 第１回の行財政改革と第

考えて、自己都合でやめる人に割増金をつけて退

２回との大きな違いは、この行財政推進室を設け

職金を払うのはいかがなものかと思うんですけど

て全庁内にわたって改革をやっていくという形の

ね。自己都合ですよ。先ほど言いましたように、

目玉となる推進室でありますので、そういうこと

６０歳の定年を満願して全うされたことに対して

を踏まえて、１０月１日の発足になってると思う

は通常のあれですけどね、自己都合で早期にやめ

んですけど、機構としては。今後、どんどん各部

る方に対して何で上乗せせんとあかんのかという

課の垣根を取り払いながら、やはり上げた目標に

ふうなことを単純に考えるわけなんですけど、そ

対しては達成するという気持ちでやっていただき

の辺についてはいかがですか。

たいと思います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

第１期のときは経常収支比率１０２を９２にす

○総務部長（中谷 弘君） このできた経過を詳し

るという数値的な目標がございましたけども、今

くはちょっと調べてないんですけども、やはり人

回は数値的な目標は上げておられません。そうい

件費の増嵩ということの中で、これは国、他の地

う中で、項目的に先ほど言いました１４９項目が

方公共団体ともに同じような制度でございますの

上げられておりますので、それらを早目、早目に

で、そういう制度で人件費の抑制も含めて、それ

達成できるよう推進室長としてのかじ取りをよろ

と新陳代謝というんですかね、その辺も含めての

しくお願いしておきたいと思います。

制度というふうに理解をいたしております。当然、
−６８−

職員としては６０歳まで雇用は保障されておるわ

ある程度我々としても可能であると。そして、今

けでございますから、６０歳まで働いてもらうの

後の退職者の数を勘案いたしますと、平成２０年

が本筋だというふうには考えておりますけれども、

から２１年のピーク時には１年で３０人とか、そ

そういう形での制度ということで創設してるとい

ういった定年退職者の数が予想されるという状況

うことでございます。

になっております。そうしますと、その退職金の

○議長（角谷英男君） 上山君。

額としましては６億から７億、単年度で必要にな

○１０番（上山 忠君） 私と考え方が違いますん

ってくるということも予想されるわけでございま

で、水かけ論になりますんでこれであれしますけ

して、こういった支出につきましては、その年度

ど、しかしこの財源の問題ですけどね、確かに２

の財政運営への影響は非常に大きいものがあると

％、年間約８，０００万か９，０００万になるお金に

我々も予想しております。

ついては一応基金で積み立ててということである

そういった中で、どういった形でこの財政運営

んですけども、到底追いつかないわけなんですわ

を行っていくかということになりますと、以前か

ね。

らも御答弁さしていただいてますように、基金の

その中で、先ほど答弁の中にありましたように、

例えば弾力的な運用を行って、毎年の財政運営を

足らずんば一般財源から補てんします、充てます

行っていくというようなやり方が１つあると思い

よという答弁でございましたけども、しからば一

ます。

般財源のほとんどは市税でもって賄われてると私

それと、あとこの発行条件につきましては相当

は判断しておるわけなんです。そういう中で、や

厳しいものがありまして、地方債制度の中に退職

はりこの退職金問題についても今後かなりの数、

手当債の発行というのも認められているところで

以前の議会で質問した中で、今後１０年間で百四

ございます。ですから、今後この退職手当債の発

十数名の退職者が見込まれ、その原資と資金とし

行等も活用するというんですか、そういったこと

てはやっぱり３０億程度必要となるというふうな

も今後は検討していかなければならないだろうな

答弁があったわけなんですけども、今後そういう

ということは予想されるところでございます。

中で果たして一般財源から退職金の方に振りかえ

ただ、この退職金につきましては、当然確保に

るということが許されてくるのかどうか、この厳

ついてはこれは人件費ということもございまして、

しい財政の中で。

その年度、特に定年退職につきましては当初から

そういう中で、前回の議会の中でも、しからば

これは予想されるものでございまして、当初予算

基金、起債等で賄ったらどうかというふうな議員

にぜひともこれは確保していかなければならない

の質問があった中で、それをやるにはクリアすべ

というふうに我々は考えております。ですから、

き要件が多いということで一般財源に頼らざるを

できる範囲でこの退職金の確保については、市税

得ないというような答弁があったわけなんですけ

が主なものになってきますけども、あるいはまた

れども、これについては再度お尋ねしますけども、

別の角度からその退職手当債という地方債、その

当面の間は一般財源からの繰り出しという考え方

辺も勘案しながら今後は検討していきたいと、こ

でいかれるのかどうか。

のように考えております。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

以上です。

○財務部長（谷 純一君） 今後の退職金に係る予

○議長（角谷英男君） 上山君。

算措置ですか、どういうふうにしていくかという

○１０番（上山 忠君） 今後の課題ということで

御質問でありますので、私の方から答弁さしてい

ありますけども、義務的経費の中での占める人件

ただきます。

費の割合というのはかなり高いというふうな評価

現在、定年退職者の人数というのは年度ごとに

をされてるわけです。そういう中で、今後とも普

一応確定しているということもありまして、その

通の毎月もらえる給料等についてはかなりいろん

分についての人件費のこれからの積算というのは

な対策をとられてきておりますが、この退職金に

−６９−

ついては何ら今のところ方策が講じられておりま

経路をとったりとかいうことは、各住民の方々は

せん。

よく理解されてるんですけども、やっぱり行政と

先ほどの早期退職制度の問題もありますけども、

してのハザードマップについてはかなり有効性が

やはりこれらについても今後はっきりした形の中

あったというふうなお答えの中で、しかしこのハ

で、毎年ですけども、退職金引当金というふうな

ザードマップをつくっただけではだめやと。これ

制度を設ける中でやっていかなければ、今後だん

に基づく防災訓練をすることによって、このハザ

だん財政的に、この３カ年計画の新行財政改革大

ードマップ、防災地図が生かされるというふうな

綱をやったとしても、ここが一番今後ネックにな

答弁がございました。

ってくる項目じゃないかと思っておりますんで、

そういう中で、泉南市の場合は先ほど言いまし

その辺につきましてはやはり今後ともいろんなあ

たように５年ほど前につくられております。つく

れをしながら、なるべく市民から受け取った税金

りっ放しというところもあると思うんですけども、

は市民に還元するというような形の考え方の中で

そういう中でこの防災訓練についてどのように考

やっていただきたいと。市民からもらった税金が

えておられるのか、お聞きしたいと思います。

職員の給与、人件費に消えてしまうというばかな

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

ことがないようなことをやっていただきたいと思

○総務部長（中谷 弘君） 特に災害を忘れないと

っております。

いうことの中では、今、上山議員が言われました

次に、危機管理の中で緊急危機管理対策会議と

ように、防災訓練も非常に重要なもんだというふ

いうことの中で答弁があったわけですけども、こ

うに考えております。それで、過去に泉南市では

れは今後いろんなことが起きたときに、行政とし

防災訓練を５回実施いたしております。大がかり

て各いろんな機関とタイアップ、連絡をとりなが

なものでございますけれども、それと阪神・淡路

ら適切な対策をとっていきたいというふうに私は

大震災の後ですけども、こういう災害を忘れない

理解しております。そういうことが発生しないよ

ようにということで、毎年１回災害対策本部の参

うに今後とも思うわけなんですけども、そういう

集訓練というんですか、これも実施をいたしてお

ことを踏まえた中で、やはりこういう会議という

ります。

ことをつくられましたんで、今後の運営等につき

ですから、毎年１回どちらかの訓練を行ってる

ましては、やはり諸機関との関連をよく考えなが

ということでございますので、当然大規模な防災

らやっていただきたいと思っております。

訓練というのはかなりの費用も関係団体との協力

次に、ハザードマップですけども、この件につ

も必要ということで、毎年やれるわけにはいかな

きましては、ことしの１０月ですか、私らの市政

いんですけども、定期的にこういうことは忘れな

研究会としての行政視察の中で北海道の有珠山の

いような形で市民へも周知するという意味の中で、

ふもと虻田町と、それから伊達市の方にお伺いし

今後ともその辺の企画はしていかなければならな

て、このハザードマップの有効性等についてお聞

いというふうに認識をいたしておりますが、その

きしてきたところであります。特に虻田町につき

間のあく間につきましても、やはり毎年そういう

ましては、洞爺湖温泉という、ああいう有珠山が

参集訓練等何らかの形でそういうことは実施して

噴火した直前のところの対象自治体でありまして、

いくという考え方で現在まで対応しておりますの

このハザードマップについてどういうふうな考え

で、今後も引き続きそういう形で対応してまいり

方の中で作成されましたかというふうなこちらか

たいというふうに考えております。

らの問いかけに対して、やはり有珠山というのは

○議長（角谷英男君） 上山君。

特性がありまして、２５年から３０年間に１回噴

○１０番（上山 忠君） 今後、定期的に防災訓練

火、爆発を起こしていると。

をやっていきたいというふうな答弁がございまし

それぞれの各市民につきましては、それらのこ

た。確かに経費はかかると思うんですけども、や

とを踏まえておられるんで、どういうふうな避難

はり行政として、市民の生命、財産を守るのも大
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きな市としての役割だと思っております。そうい

ども、そういう中で同じように調整区域外のとこ

う中で、特にこの泉南市、住みやすく、台風、風

ろに住んでおられる方でも、そういう線引きの外

水害、地震等も余りございません。そういう中で、

であるがゆえに、下水は将来的にわたっても布設

やはり今後起きるであろうと想定されることに対

しないよというふうな基本的な考え方があるわけ

しての防災意識の高揚ということも今後より重要

なんですけども、道路とか水道等については、や

になってくるかと思いますんで、その辺を踏まえ

はり調整区域外の方でもかなり便利さという点で

ながら、やはり地域、市民を巻き込んだ中でのこ

は受けられておると思うんです、恩恵を。そうい

の防災訓練というのは、今後不可欠になってくる

う方々との差についてはどういうふうに考えてお

と思っておりますんで、その点を踏まえながら今

られるのか、再度お願いします。

後計画、実施の段階でお願いしたいと思っており

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

ます。

○財務部長（谷 純一君） この事業の中で、当然

次に、市税の関係で都市計画税は目的税である

一般の事業もございますし、あるいは都市計画事

ということで答弁ございました。そういう中で、

業といいまして都市計画法にのっとった形の事業、

市街化区域内、つまり線引きの中と外では当然明

これは大阪府の認可を得てやる事業ということに

らかに税としては公平でありますよという答弁が

なってるわけでございますが、そういった要する

なされたわけなんですけども、当然ながら都市計

に地域外というんですか区域外のとこにつきまし

画決定を打った中でいろんなインフラ整備をやっ

ても、当然そういった事業につきましては、我々

ていかれるための１つの重要な財源だとは思って

としては一般事業として道路とかそういったもの

おるわけなんですけども、市街化調整区域内にも

については整備していくということは、それは区

そういう大規模団地等があるわけなんですけども、

域外でありましても区域内でありましてもやって

そういうところに対してはどういうような対応を

いきますので、その辺については対応できるもの

されてるのか、再度お聞きいたします。

と、そういうふうに感じております。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○財務部長（谷 純一君） 議員御指摘の調整区域

○１０番（上山 忠君） どうもちょっと納得しが

内でもその都市計画法の規定によりまして、特例

たいんですけど、あと残ってるんでちょっとこれ

的に大規模団地が立地する場合がございます。本

は次回に延ばしまして、次に選挙制度、電子投票

市におきましても、当該住宅団地が３カ所程度存

について再度お聞きしたいと思います。

在しているのも事実でございます。また、これら

これはきょうの朝の新聞、朝日新聞の中で検証

の区域につきましては、基本的には開発時点でい

という形の中で記事があるわけなんですけども、

わゆるインフラ整備というんですか、それを完了

電子投票は期待が高いという中で、各自治体は開

してるということもありまして、これに係る事業

票は短時間、人件費は節約できますよと。これを

経費等は当分の間不要なものであり、都市計画税

供給する企業側は、機械は高額、不況の救世主と

の対象外となっても税の公平性は保たれていくと、

いうふうな形の中で書いてあるわけなんですけど

このように考えております。

も、泉南市としては時間をかけて検討をしていく

○議長（角谷英男君） 上山君。

というふうな答弁がございました。

○１０番（上山 忠君） 税の公平さは保たれると。

しかし、来年６月に岡山県の新見市が一番乗り

初期の段階でそういうインフラ整備については既

を目指し、電子投票での市会議員選挙をやってい

にもうやっておるので、税の公平性から見たとき

くというふうな形の中で、より具体的に効果があ

には保たれるという答弁ですけども、しからば最

るというふうな形の中で各自治体は取り組んで既

近泉南市内を見てみますと、至るところで小規模

に研究されております。

開発というんですか、１０戸から２０戸程度の建

それから、この新聞報道によりますと、岡山県

て売り住宅の開発等が行われてるわけなんですけ

の新見市は、目指す電子投票の導入で開票に当た
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る職員は３０人に減り、作業時間も短くなるため、

面で７０万からぐらいの金というのは確かに減額

人件費は大幅に削減できるとしている。市は９月

になりますが、この機械の導入、それに伴いまし

に、弁護士、学者らの研究会を設け、１０月には

てまず電子投票するためにソフト部分の相当の依

市民約６００人がタッチパネル式とマークシート

頼をしなければなりませんし、それと同時にここ

式の２種類の機器で模擬投票を体験、どんな機械

までやるならば、今現在、不在者投票なり投票所

にするのか検討が続くというふうな報道がありま

の受け付け業務等についての電子化というのも考

す。

えてやっていかなければならないと考えておりま

そういう中で、やはりメリットがあることに対

す。（上山 忠君「議長、そんなんできんことば

しては時間をかけてゆっくり検討するんじゃなし

っかり並べてもいかんわけや。前向きに検討しま

に、効果があるというふうに認められるやつにつ

すぐらい答弁してもらわんと、これだけ時間私も

いては、やはり選管としても時間をかけんで、い

ないんですよ、あと」と呼ぶ）

ろんなところのあれがあるわけですから、今後や

○議長（角谷英男君） 答弁者に申し上げます。簡

ろうとしておられるそれに対しての問題点等につ

潔にわかりやすく説明してください。

いてもかなりクリアにされてきておると思うんで

○総合事務局長（津野和也君） 私どもとしても、

す。そういう中で、時間をかけないで早くやる方

これは時代の流れというのは十分認識いたしてお

法もあると思うんで、その辺について再度お尋ね

ります。そのつもりで対応してまいりたいと考え

いたします。

ております。

○議長（角谷英男君） 津野選挙管理事務局長。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○総合事務局長（津野和也君） 先生御指摘の朝日

○１０番（上山 忠君） 最初からそういうふうに

新聞、私も読みました。ただ、ここにも書いてお

答弁いただければ３０秒ぐらいで終わっとるのに、

ると思いますが、現実的にこの投票端末機が大体

何かやりたくないからできない理由ばっかり述べ

１台四、五十万かかると言われております。そし

てるように思うわけで、そういうことが行政の仕

て、１年に１台当たりメンテナンスとして１万円

事の１つのおくれにもつながると思いますんで、

ずつぐらいかかってくると。泉南市の場合、現在

やっぱり答弁はこっち側で何を要求しとるんかと。

２１投票区がございます。これに最低二、三台置

何も今すぐやれ言うとるんじゃないんですよ。研

いていくとしてもざっと３，０００万からの経費が

究してやったらどうですかということに対して、

現実的にかかるわけでございます。ただ、一部の

そしたら研究さしていただきますぐらいの答弁で

新聞では何か２分の１の補助やとか何とかと言わ

終わってもらわんとね、できん理由ばっかり何か

れておりますが、これについては今度の特例法で

並べとるような感じして仕方ないんです。あと２

はまだ明確に――国としては一定の助言なり一定

分ですね。

の対策を講じるという表現にとどまっておりまし

子ども読書法について再度お尋ねいたします。

て、どれだけの補助をいただけるかもまだわかっ

先ほどの中で、達成してるとこもあるし、未達

ておりません。

成のところもあるというふうな答弁がございまし

それと、今さっき言われました岡山県の新見市

た。しからば、この基準に届いてないところの小

と泉南市、ちょうど開票に係る人間、新見市も８

・中学校については、今後どのような計画のもと

０人ほどで開票しておると述べておりますが、泉

でやっていこうとされとるのか、その辺について

南市でも大体８０人ぐらいで開票いたしておりま

再度お願いします。

す。これに係る経費というのが大体９０万ぐらい

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

でございます。これで、大体３時間ぐらいの金額

○教育長（亀田章道君） 充足率が達成できていな

でかかっておりまして、これが新見の場合、８０

い学校におきまして、今後蔵書をふやしていただ

人が３０人ぐらいになって、これで大体二、三十

くように、今毎年配当させていただいておる教材

分で時間が終わってるかと思いますが、そういう

備品の中から購入をしていただくということで指
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導の方をやってまいりたいと思います。

の質問でございますので、理事者の方におかれま

○議長（角谷英男君） 上山君。

してはわかりやすく御答弁を願います。それでは

○１０番（上山 忠君） 今の答弁ですけど、達成

質問をさせていただきます。

できてないところについては達成できるように今

長引く不況の中、景気の低迷も長期化しており、

後やっていきたいという形の――ただ、何か知ら

回復の兆しもいまだ不透明であり、先行きの光さ

んけど、中身がないです。そしたら、今まで達成

え見えてこない現状であります。政治も経済も一

できてないところの学校からの要望等については

向に安定せず、国も地方も非常に厳しい状況下で

どういうふうにやっておられたか。今後、法制化

あります。今まさに、政府においても国政の最重

されて実際運用されるのは、各自治体の動きが重

要課題として特殊法人等の統廃合や民営化など、

要な役目になってくるというふうにされてます。

聖域なき行政改革に取り組んでいるところであり

そういう中で、教育委員会として今まで基準に
満たないところがあるということ自体、私は教育
委員会としての読書に対する恥だと思っておるん
ですけどね。そういうことじゃなしに、今回こう
いう形の中でまだ未達成のとこがありますと、来

ます。
それでは、通告に基づきまして大綱５点につい
て順次質問をいたしてまいります。
大綱１点目は、行政改革についてお聞きをいた
します。

年度予算の中ではこれを重点的に配分した中で、

中期的財政収支見通しによりますと、本市にお

来年度中には一応この基準に達成していきたいと

いても財政状況は極めて深刻な危機的な状況に直

いうぐらいの答弁が出てしかるべきやと思うんで

面しており、現在の財政運営をこのまま放置すれ

すけども、その辺についてはいかがですか。

ば平成１６年度末には４０億を超える累積赤字が

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

予測され、基金を最大限活用したとしても財政再

○教育指導部長（吉野木男君） 学校の蔵書の確保

建に向けた緊急かつ抜本的な対策を講じない限り、

につきましては、若干ずつではありますが、教材

財政再建準用団体に陥ることは避けられない状況

備品費は一定の上乗せはしてきております。それ

となると言われております。そこで、新行財政改

から、この推進法にも書いておりますように、地

革の目標は、再建団体への転落の回避を最優先の

方公共団体等についても推進計画等の策定の努力

課題とし、今後の財政の健全化への筋道をつけて

義務を課してるかと思います。あるいは、国の方

いくことであります。そこで何点かお聞きをいた

につきましても一定財政支援等のことも触れてお

します。

ると思いますので、まだ具体に府教育委員会等か

まず１点目は、行革報告書を見ますと、実施計

らこの推進法にかかわる具体施策についての提示

画に基づき一定の成果が得られたとありますが、

はございませんが、恐らくは一定の図書購入に対

第１次の行革大綱の指標である経常収支比率を１

する財政措置等も国の方でなされるものとも考え

０ポイント改善し、９２％に下げることが目標で

ておりますので、そういったものを踏まえ今後対

あったと思います。それが全く達成できず、１２

応していきたいというふうに考えております。

年度でようやく１００％を切り９８．２％となり、

以上でございます。

目標値までにはほど遠い数値であります。今回の

○１０番（上山 忠君） これで終わります。

新行革大綱にはその目標値が示されていないが、

○議長（角谷英男君） 以上で上山議員の質問を終

どうしてなのか。この比率は財政の健全化を示す

結いたします。

指標であり、財政分析を行う上からも重要だと思

次に、９番 谷 外嗣君の質問を許可いたしま
す。谷君。

いますが、いかがでしょうか。
２点目は、職員定数の適正管理についてであり

○９番（谷 外嗣君） おはようございます。市政

ます。

研究会の谷でございます。議長のお許しを得まし

財政硬直化の大きな要因の１つである職員の定

たので一般質問をさせていただきます。久しぶり

数については、削減及び新規採用についてもどの
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ように考えておられるのか。今回、平成１３年度
より１５年度の３年間については５％の削減を目

次に、大綱２点目は、市町村合併と広域行政に
ついてであります。

指すとなっていますが、私は以前から指摘をして

この問題は昨日より多くの方が質問されており

おります中長期的な定数管理計画についてもあわ

ますので、ダブった質問になろうかと思いますが、

せてお聞きをいたします。

よろしくお願いをいたします。

次に、３点目でありますが、民間委託の問題で
あります。

国の時限立法である市町村合併特例法の期限の
平成１７年３月まであと３年数カ月となってきま

今までのように何でもかんでも市が行うという

した。そこでお聞きをいたしますが、泉南、阪南、

ことではなく、民間で委託可能なものは民間にと

岬の２市１町による泉州南広域行政研究会が発足

抜本的な改革を行わなければ、この危機的な財政

してから１年がたち、その基本合意によりますと、

状況を乗り切ることができないと思います。今回、

従来の枠組みにとらわれることなく、合併も視野

実施計画には７項目が上がっておりますが、６項

に入れながら広域的な連帯を積極的に推進してい

目については１４年、１５年度より実施されるこ

くために調査研究を行うことになっております。

とになっております。残りの１項目であります清

現在の進捗状況と市の考え方をお尋ねいたします。

掃課のごみ収集業務についてはどのように考えて

また、合併にはそれぞれメリット、デメリット

おられるのか。

があると思いますが、私は合併に対して否定する

４点目は、納税の取り組みについてであります。

ものではありませんが、広域行政の積み重ねの延

自主財源の確保については、財政の根幹である

長線上に合併があると思っております。あわせて

市税の徴収率の向上を図り、安定的な基盤の確立

お聞かせください。

と健全化を図っていかなければなりません。納税

大綱３点目は、教育行政についてであります。

課職員の臨戸徴収など日ごろの努力により、現年

その１点目は、教育審議会答申についてお聞き

度分については９５％を超える見込みと聞いてお
ります。しかし、滞納繰越分が約１９億ほどあり、

をいたします。
幼稚園の今後の役割、適正規模、適正配置、３

その結果徴収率が下がり、府下ワーストワンとい

歳児保育への取り組みの３点について答申をいた

う不名誉な結果になっておるのであります。それ

だいたところであります。新行財政改革大綱の施

を早く脱却するためには、滞納繰越分を今後どの

設の統廃合については、社会情勢の変化に対応で

ように処理していかれるのか。

きる整理統合など、それぞれの役割、利用実態、

５点目は、りんくうタウンの活性化についてで
あります。

地域性、効率性などを踏まえて、幼稚園、保育所
の統廃合、中長期的には小・中学校の統廃合につ

経済情勢の悪化で進出企業は少なく、現在も数

いても検討する。検討に当たっては教育問題審議

社の進出にとどまっております。りんくうタウン

会の意見などを尊重するとありますが、行革の観

からの空港関連税収に大きく期待していただけに、

点から答申内容をどのように進めようとしておら

今の厳しい財政状況の一因にもなっていると思い

れるのか、お聞かせを願いたいと思います。特に、

ます。

緊急課題の統廃合などについては現実的にどのよ

また、市では企業誘致促進条例の制定も行いま

うに考えてるのか。それと同時に、小・中学校の

したが、樽井駅からのアクセス道路の整備や土地

校区の問題についても避けては通れない緊急課題

用途の問題など、まだまだ解決しなければならな

であろうと思います。

い問題が山積しております。企業誘致に関しても、

２点目は、学級編制についてであります。

大阪府企業局だけにお任せということではなく、

本市はいまだ４０人学級でありますが、文部科

市も誘致にプロジェクトをつくるなどして企業局

学省や府教委の考え方は変わってきているとは思

とともに協力し合い、新規企業の進出を図るとい

いますが、例えば埼玉県の志木市では、来年度よ

うことは考えられないのでしょうか。

り２０人学級に移行するということであります。
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市としては２０人学級とはいかなくても、学級編

答弁申し上げましたように、合併問題というのは

制については何らかの変更を考えておられるのか、

行政だけの問題ではなく、当然市民全体の問題で

お伺いいたします。

もございます。最近、まちの話題にもなりつつあ

３点目は、教育施設についてお聞きいたします。

るというふうに思っております。

教育施設の多くは、開校から既に２０年以上経

さきの１１月２６日には、泉南、阪南、岬の地

過しており、施設の老朽化が進んでおり、大規模

域で構成されております社団法人泉南青年会議所

改修が必要であることは今さら言うまでもありま

のメンバーの方々が学識経験者をお招きして、メ

せん。学校は、児童・生徒の生活の場として安全

ンバーだけではなくオープンの勉強会が開催され

で潤いの場所でなければなりません。教育予算が

ました。市民の方々の関心度が高くなりつつある

ないからといって小規模な改修だけにとどめるの

と考えておりますとともに、行政の責任も非常に

では困ります。大規模改修に向けて早急に年次計

重いものがあるというふうに認識しております。

画を策定し、子供たちに快適な学校生活を送れる

この合併問題につきましては、御案内のとおり

ように努力をしていただきたいと思いますが、ど

泉南市、阪南市、岬町と２市１町で合併特例法の

のように考えておいででしょうか。

期限を見据えながら、合併や広域的な連携につい

次に、大綱４点目は、泉南聖苑についてであり
ます。

ての諸課題についての検討や、一定の地域で合併
も視野に入れたシミュレーションとしての研究を

平成２年に墓地公園構想調査報告書が作成され

行うべく泉州南広域行政研究会を設立したところ

てから既に１１年がたっております。その間には

でございます。ことし５月の設立ですので、まだ

いろいろな問題もありましたが、市民にとっては

１年はたっておりませんで、半年強の経過でござ

切実な問題であります。現在の老朽化している樽

います。

井、岡田の火葬場の現状を見ますと、早急に進め

この研究会におきましては、現在各市町の組織、

なければならない事業であります。現在の進捗状

財政、行政サービス等、行政組織全般にわたって

況と今後の取り組みについてお聞きいたします。

の実態調査を行いまして、現在その集約作業に取

大綱５点目は、農業公園についてであります。

りかかっております。一方、ごみの減量化や有料

大変厳しい財政状況のもと事業が進められてま

化に向けた取り組みの検討も担当部課においてあ

すが、進捗状況をお伺いいたします。農業公園の

わせて行っております。

中心的事業であった花卉団地についても、バブル

今後の進め方といたしましては、府の市町村合

崩壊などにより当初計画していた入植希望者が大

併ケーススタディー調査の結果も参考にしながら、

幅に減り、五、六人と聞いております。果たして

本研究会が今行っている現況調査結果をもとに、

このような大きな農業公園が市民にとってほんと

合併と広域的連携についての課題の抽出へと進め

に必要なのか、甚だ疑問であります。今後の財政

てまいりたいと考えております。また、最初に述

に与える影響も大変大きいものがあると思います。

べましたように、この合併問題は市民の方々の関

そこで、思い切った事業の再構築が必要ではない

心度が高くなりつつございますので、合併問題に

かと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

関する情報も市民の方々に速やかに情報提供をし

質問は以上でございます。どうぞよろしくお願
いをいたします。

てまいりたいと考えております。
それから、市町村合併の問題と広域行政の推進

○議長（角谷英男君） ただいまの谷議員の質問に
対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

というのをどうとらえるかということでございま
すが、広域行政を推進していって、その先に合併

○市長（向井通彦君） 私の方から、市町村合併と
広域行政についてお答えを申し上げます。

問題があるという先ほど議員のお話もありました
けども、そういう見方も当然あるわけでございま

市町村合併と広域行政についての進捗状況とい

すけれども、一方では合併特例法という１つの期

うことでございますが、昨日にも何人かの方に御

限がございますので、これらについては並行にと
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いいますか、広域行政は当然従来からもやってお

く足を運び、面談することで納税に前向きになっ

りますし、その延長線上ということもあるんです

ていただけるよう最善の努力を払っていますし、

けれども、もう一方はさらにそれを進化した形で

従来助役がトップで運営されていた市税収納推進

合併という問題もあわせて検討する必要があると

検討委員会を市長がトップの市税収納対策委員会

いうふうに考えておりまして、そういう形で今２

に改編し、その取り組みを強化、さらに去る１２

市１町で取り組んでいるところでございます。な

月３日から７日にかけて、泉南府税事務所とタイ

お、もう少し広いエリアでということも含めて検

アップし、部次長級の協力を得る中で夜間臨戸徴

討をいたしているところでございます。

収を実施するなど、１２月を市税徴収強化月間と

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

位置づけ、取り組みを強化しているところでござ

○財務部長（谷 純一君） それでは、私の方から

います。今後も引き続き最善を尽くしてまいりた

谷議員御質問の行財政改革についてのうち、経常

いと思っております。御理解のほどよろしくお願

収支比率及び税に関する分について御答弁申し上

い申し上げます。

げます。

以上でございます。

まず、経常収支比率についてでございますが、

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

平成１３年２月に策定いたしました新行財政改革

○総務部長（中谷 弘君） 谷議員の御質問のうち、

大綱の中に、経常収支比率の改善目標数値が示さ

行財政改革の中で職員の適正規模について、それ

れていないという御質問でございますが、第１次

とりんくうタウンへの企業誘致活動の関係につき

の行財政改革大綱策定後、税関係で恒久減税が実

まして御答弁をさしていただきます。

施され、地方交付税の減収に伴う措置としまして

地方公共団体が定員管理の適正化に向けた取り

臨時財政対策債の発行が許可されたこと、またこ

組みを推進するための参考指標であります定員モ

の地方債につきましては一般財源であるというこ

デル――これは一般行政部門のみの比較というこ

とではありますが、扱いにつきましては不透明で

とでございますから、そういうモデルという職員

あること、また地方交付税の積算について見直し

定数の１つの分析手法がございまして、この定員

が言われることと、経常収支比率の議論を行う上

モデルとは住民基本台帳、世帯数、面積、事業所

について流動的な部分が多いため、その目標値に

数、農業就業人口、道路延長など地方公共団体に

ついて掲げなかったということでございます。

密接に関係すると考えられる指標ですね、と職員

ただ、この経常収支比率につきましては、議員

数の相関関係を多重回帰分析という手法により分

御指摘のように財政の弾力性を示す数値でありま

析、各自治体において参考となる職員数をみずか

して、また財政分析を行う上で重要な指標となっ

ら算出することができるように作成されたもので

ておりますので、今後ともその改善につきまして

ございまして、教育、消防、特別会計分を除いた

は留意してまいりたいと考えております。

一般行政部門を比較するものでございます。

続きまして、納税の取り組みについて御答弁申

本市の職員定数をこの指標に基づき算出いたし

し上げます。平成１３年度の滞納繰越分が約１９

ますと、現段階では５名の職員が多いという結果

億あり、市税全体に占める割合が現状で１６％弱

が出ております。しかし、定員モデルは１つの画

となっており、その対策が必要不可欠となってお

一的な参考指標であることから、適正な職員定数

ります。これらの中には競売事件へと発展してい

は各市の重点施策の違いやその地域の特性等も十

る事案もありますが、なかなか競落を見ず、名義

分に考慮した上で総合的に判断する必要があると

の変更がないまま塩漬け状態となり、年々滞納額

いうふうに考えております。

が上積みされていくものも少なくありません。

また現在、本市も職員定数の適正化の問題につ

納税サイドといたしましては、新たな滞納を防

いて取り組んでおるわけでございますが、行財政

止する観点から現年分の徴収に力点を置いた取り

改革を進める中でも一定の削減目標のもとに年次

組みを強化する中で、滞納分に対しても何度とな

計画的に削減を図ってきておりまして、平成９年
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の４月１日から削減に着手いたしておりまして、

施策との相乗効果をねらい、泉南市企業誘致促進

第１次では２８名、それと平成１３年４月１日現

条例を平成１１年４月１日から施行した結果、本

在でトータル４１名の職員が削減いたしておりま

年４月には千代田インテグレの進出がございまし

す。中期目標といたしましては、各部門の委託の

た。この間、商工会との協議の場などを活用して

推進ということの中で、第２次の定員管理の中で

現状説明や情報交換を行ってまいりましたが、本

は５％でございますが、第１次と合わせてトータ

市域内企業においては、厳しい経済情勢を反映し

ルで１０％以上の削減を図ることをめどとしてい

てりんくうタウンへの移転企業があらわれない状

るものでございます。

況であります。

今後とも人件費の抑制のために引き続き職員の

このような状況下、大阪府は本年８月、「りん

適正化には努めてまいりたいというふうに考えて

くうタウンの活用方針と事業計画の見直し（案）

おりますが、あわせて大量に職員がこれから退職

――新たな成長と発展のための再出発宣言」を発

してくるということの中でございますので、この

表いたしました。この中で、企業誘致推進本部の

後のフォローについても考えていかなければなら

設置、分譲価格の再設定や１万社ローラー作戦と

ないというふうに考えております。

銘打った営業戦略の実施を提起し、それらに基づ

過日提出いたしました定員管理計画の中にも、

いて企業局職員が府内外企業への精力的な訪問を

平成１７年度までは退職者が少数でございますけ

展開しているところですが、このほどその初の成

れども、１８年度以降急激に増加するということ

果が生まれ、泉佐野市に所在する診療用ベッド等

の中で、特に仕事が停滞しないということの中で

の製作メーカーの工場進出が決定し、契約が締結

年齢構成等を考えた中で計画的に採用を行ってい

されたところであります。

く必要があるというふうに考えておりまして、本

今後とも、りんくうタウンの活性化のため大阪

年度も従来以上にその辺も踏まえた中で採用数を

府と連携をして優遇措置等を十分ＰＲし、企業立

若干ふやしたということでの対応をしておりまし

地に努力してまいりたいというふうに考えており

て、今後ともそういう対応も視野に入れて考えて

ます。

対応していきたいというふうに考えております。
次に、りんくうタウン関係でございますけれど

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部参事。
○市民生活環境部参事兼清掃課長（油谷宗春君）

も、りんくうタウンの本市部分、つまりりんくう

清掃課の民営化について御答弁を申し上げたいと

南浜の現状については、産業振興や雇用の面だけ

思います。

でなくまちづくり、さらには市財政上の視点から

廃棄物問題は、その量の急激な増加や質の多様

も極めて遺憾でございまして、その活性化は本市

化により、適正な処理がますます困難になるなど、

の重要課題の１つであるというふうに認識をいた

解決しなければならない重要な課題となっており

しております。

ます。本市におきましても循環型社会の構築を目

大阪府企業局は、その打開策といたしまして、

指し、容器包装など資源ごみの分別等の推進に努

平成１１年４月から南地区全体の産業拠点開発地

めているところであり、行政の果たす役割は重要

区指定と補助制度、融資制度の活用などを実施い

になるというふうに考えております。そういう意

たしております。平成１１年１２月には、南地区

味におきましても、民営化につきましても行政改

産業活性化ゾーンの設定とその分譲価格の引き下

革大綱を念頭に入れまして今後検討してまいりた

げ、さらに平成１３年２月に再引き下げを実施い

いと考えておりますので、よろしく御理解のほど

たしております。さらに、本年４月から泉南市の

お願いを申し上げます。

りんくうタウンすべてを府下初の産業集積促進地

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

域に指定し、不動産取得税の軽減を実施するなど、

○教育長（亀田章道君） 教育問題審議会の答申等

新規施策を次々と打ち出しております。

についての御質問にお答えを申し上げます。

本市もりんくうタウンの振興を図るため、府の
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社会環境の変化や保育ニーズ等の多様化を踏ま

え、本市公立幼稚園の今後のあり方についての方

今後、本市教育委員会といたしましては、この

向づけを行うということを目的として、平成１１

答申を受けまして、その方向づけを踏まえ所定の

年１１月に泉南市教育問題審議会に対し、第１点

検討組織を設置し、平成１４年４月を一定のめど

として、本市における幼児教育機関としての市立

として、泉南市幼稚園教育振興計画を策定し、答

幼稚園の今後の役割、２点目といたしまして、市

申の具体化、施策化に努めてまいりたいと考えて

立幼稚園の適正規模・適正配置について、３点目

おります。よろしく御理解のほどお願い申し上げ

としては、市立幼稚園における３歳児保育への取

たいと思います。

り組みについてという内容、項目の諮問を行い、

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

約１年にわたり御議論を願いまして、本年１０月

○教育指導部長（吉野木男君） 谷議員御質問の学

に答申をいただいたところでございます。

級定数の引き下げについて御答弁申し上げます。

答申内容でありますが、第１点目の今後の役割

小・中学校の１学級の児童・生徒数につきまし

につきましては、教育活動、教育環境の充実、少

ては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

子化や社会のニーズの多様化に対応した幼稚園運

定数の標準に関する法律、いわゆる標準法におき

営の弾力化の推進が提言されております。

まして４０人となっております。しかし、国の教

第２点目の適正規模・適正配置につきましては、

職員定数改善計画、７次改善におきまして１学級

第１に幼稚園生活の重要な特性として同年代の幼

４０人という編制基準を維持しつつも、少人数授

児との集団生活を営む場であること。特に、家庭

業の実施などきめ細かな指導の充実を図るため定

や地域社会で同年代の幼児と遊ぶ機会が減少して

数改善が行われているところでございます。

いる今日の幼児にとって、集団生活の場としての

本市におきましても、少人数指導等の学校の具

幼稚園の意義は大変大きなものがあると。

体的な取り組みが進められるよう、国・府から配

また、子供は子供集団の中で育つと言われるよ

置される加配教員の獲得へ向け、１人でも多く泉

うに、幼児が多様な人間関係を経験することの重

南市内の小・中学校に配置されるよう教育委員会

要さ、さらにはその人間関係を通して社会性、道

として全力を尽くしているところでございます。

徳性、倫理性を培うことは今日最も大切な教育課

また、山積しております教育課題の解決に向け

題であること。こうした認識を踏まえ、同一年齢

ての一端として、教師が子供一人一人の実態を把

１学級は複数学級で構成されることが望ましいこ

握し、よりきめ細かな指導を行うためにも、現在

と。ただし、定員３０人における１学級構成が著

の学級定数の削減が必要であることも認識いたし

しく教育効果を損なうとは一概に言うことはでき

ております。

ないこと。

学級定数引き下げに関する市の独自対応につき

また、本市における公立幼稚園における措置率

ましては、確かに学級編制の弾力化が府県段階で

は、昭和５９年以降５０％を下回っており、今後

可能となっておりますが、当大阪府におきまして

も同様な傾向で推移する状況にあり、個別に措置

は、現在の教職員配置の中でその配置数の中にお

状況を見ますと、ほぼ定員を満たしている園、ま

ける学級編制基準の引き下げは可能だと。新たな

た恒常的に定員を下回っている園など偏在した、

人的措置をするというふうには現況なっておりま

偏った形の状況にあること。こうした状況を踏ま

せんので、府下の市町村独自の対応というのも現

えまして、登園距離、安全性、地域性などに配慮

況見られておりません。

しながら適正配置や園区の見直しが必要であるこ

今後とも、府下の状況も視野に入れながら、基

と。それらが提言されております。

本的には国・府に対し加配教員獲得の努力を重ね

第３点目の３歳児保育の実施につきましては、

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお

実施に係る諸課題を十分に検討し、段階的、計画

願い申し上げます。

的に導入することが望まれるとの提言がなされて

○議長（角谷英男君） 金田教育総務部長。

おります。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校施設整備につ
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いてお答え申し上げます。

るのは、来年度には環境アセスメント調査に入り

教育環境整備の充実を図るため可能な限り施設

たいと思っております。その後、都市計画決定の

の改善に努めてまいっておりますが、議員御指摘

ための手続事務を開始し、平成１７年度から基本

のとおり各施設とも二十数年経過しており、経年

設計、実施設計へと進めてまいりたいと思ってい

劣化が進んでおります。施設整備につきましては、

るところであります。早急なる事業の開始を目指

緊急性、危険性のあるものから優先的に実施して

し、全力を傾注していく所存であります。御理解、

いるところであります。現在、各幼・小・中より

御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

修繕要望を受けまして、担当課において維持管理

以上でございます。

業務と修繕業務に分けて、担当者が学校現場に出

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

向いて現場把握し、課内で精査をし、事業効果面

○都市整備部長（山内 洋君） 農業公園並びに花

においてまとめて実施した方が効果的なものは補

卉団地の現状及び進捗状況についてお答えをさせ

修、改修で事業化に当たっております。

ていただきます。

今回実施いたしました耐震予備診断につきまし

農業公園の南側に隣接いたしまして花卉団地が

ては、建築物の一生のレベルでの考えを持って、

立地しておりますことから、市民が花や緑に親し

社会的財産としてどのようにしていくのかを考え

み、また農業や園芸作業の体験を通してレクリエ

る１つの要因としてとらえ、建築物の保全とあわ

ーションあるいは憩い、いやしの場を提供すると

せて合理的な判定を下して、効果的な改築、修繕

ともに、そのような触れ合いを通じて農業への理

に早急に着手できるようつなげていきたいと考え

解を深めていただきまして、また地域農業の振興

ております。

に寄与することを目的といたしまして事業を実施

教育委員会といたしましては、今回の耐震予備

しておるところでございます。

診断で市内の各小学校の施設保全状況を把握でき

現在の事業進捗につきましては、平成１２年度

たということは大きな成果でありまして、大規模

末における事業費ベースの進捗率は工事費で約５

改修までの間できるだけ長く施設の保全、修繕を

６％、また用地費で約２３％となっております。

続けてまいりたいと考えております。今後とも、

１３年度につきましては、事業費のうち３分の１

将来ある子供たちのために施設の整備、充実に努

ほど充てておるかなりの中心的な事業でございま

め、教育環境づくりの推進に努めてまいりたいと

して、１３年度末における事業進捗見込みは工事

存じます。

費で約６３％、用地費で約４５％となっておりま

○議長（角谷英男君） 上林市民生活環境部次長。

して、事業全体で半分の約５３％となる予定でご

○市民生活環境部次長兼環境整備課長（上林 啓君）

ざいます。これまでに基盤の造成、調整池及び水

私の方から、仮称泉南聖苑の進捗状況並びに今
後の予定について御説明申し上げます。

道施設等がほぼ完成しております。今年度末には
アクセス道路でございます府道の泉佐野岩出線か

去る平成１０年３月に策定した基本計画につい
て見直す必要が生じたことから、仮称泉南聖苑基

ら農業公園、花卉団地までの道路が完成する予定
となっておるところでございます。

本計画策定業務その２として８社の設計コンサル

また、花卉団地におきましては、将来に希望の

タント業者を指名し、プロポーザル方式によって

持てる営農環境との農家からの要望によりまして、

委託業者を決定し、平成１４年３月末に基本計画

１０年の歳月を経てようやく本年の９月にハウス

を策定すべく現在その業務を進めているところで

の整備工事が１期、２期とも完成いたしまして営

ございます。そして、本基本計画の策定状況に合

農が開始されておるところでございます。来年度

わせて節目ごとに地元に対し計画内容の説明を行

につきましては、国の補助を得まして出荷場の整

い、本事業計画に対する御理解を得るべく努めて

備が予定されておるところでございます。これに

まいる所存でございます。

よりまして、近い将来、府内でも有数の花の生産

今後の予定についてですが、私どもが考えてい
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団地になるものと確信しておるところでございま

す。

ていただきたいと思います。

現在、用地の売却につきましてはちょうど半分

次に、経常収支比率の問題でありますけれども、

程度でございまして、今後市内の花卉農家以外へ

先ほど経常収支比率に対しては流動的な部分が多

の販売、これについても公社と協議をしていって

いから目標値は今回挙げなかったんだということ

おるところでございます。

になっておりますが、財政を見ていく上からもや

財政が厳しい折ではございますが、花卉団地も

っぱりこの収支比率というのは非常に重要なもの

含めまして事業の効果を発揮していくためには、

だと思います。特に今回は数値を挙げておりませ

より多くの人々に利用される農業公園にしていく

んけれども、この１５年までの行財政改革の終了

ことが重要であると考えております。また、その

年度ですね。そのころにはどれぐらいの数値に持

中で可能な限り市の負担が軽減できるよう、民間

っていくのかという考え方は、しておらないので

の資金やノウハウを活用していく手法も含めて調

しょうか。

査検討を現在行っております。平成１７年度の開

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

園に向けて、計画的に事業を推進していきたいと

○財務部長（谷 純一君） 経常収支比率に対する

思います。

再度の御質問でございます。

事業計画の再構築についてはどうかということ

今回の第２次行財政改革大綱には、先ほども申

でございますが、現在５３％の事業進捗しており

しましたようにこの経常収支比率については流動

ますので、できるだけ期限内に事業が完了して、

的なとこもあり、目標数値は記入してないという

採算面という、市民に費用対効果で利用される部

ふうに御答弁申し上げました。

分が採算として合うようなことを考えていきたい

ただ、この経常収支比率につきましては、最近

というふうに思っております。

３カ年間では平成１０年度が１０４．４から平成１

○議長（角谷英男君） 谷君。

２年度には９８．２まで下がってきてるという現実

○９番（谷 外嗣君） それでは、多少時間がござ

がございます。今後、この経常収支比率について

いますので再質問をさせていただきます。

は、１５年まで具体的な目標数値というのは今現

まず、行財政改革でありますけれども、このま

在まだ持っていないわけでございます。といいま

ま行きますと１６年度末には再建団体に入るので

すのは、先ほど申しましたようにこの積算という

はないかと言われております。そういう意味では、

んですか、する方法がまだ流動的なとこがあると

職員の方々にその辺の行革に対する取り組みです

いうことで御答弁申し上げました。

ね、この危機的な状況の中、その行革の取り組み

ただ、この経常収支比率につきましては、もち

あるいは考え方を徹底しておるのかどうか、お聞

ろん１００％を超えますと臨時的な経費が行われ

きをいたします。

ないということもございまして、我々としまして

○議長（角谷英男君） 大前行財政改革推進室長。

は平成１２年度９８．２という数値をできるだけ下

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） 職員の間に

げていきたいというふうに考えております。そし

行革の取り組みが徹底をしてるのかということで

て、１００％は超えたくないというのが気持ちで

すが、行財政改革本部を通じまして各部長級で組

ございます。

織されておりますが、その意思統一のもとに全庁

ただ、市税とかそういった一般財源がこれから

挙げて取り組んでいくよう今後も進めてまいりた

まだ下がってくるというふうな見込みもございま

いと思っております。よろしくお願いいたします。

すので、その辺につきましては、現在行っており

○議長（角谷英男君） 谷君。

ます行財政改革の中で項目を実施していきまして、

○９番（谷 外嗣君） 職員の取り組みというのは

その辺はクリアしてまいりたいと、このように考

非常に大事なんですよね。成功するもしないも、

えております。

職員の皆さんの努力のたまものだと思います。そ
ういう意味では、真剣にその辺は取り組んでいっ

以上でございます。
○議長（角谷英男君） 谷君。
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○９番（谷 外嗣君） それでは、次に民営化につ
いてお聞きをいたします。

○議長（角谷英男君） 谷君。
○９番（谷 外嗣君） 今、助役の話の中で、７０

実施計画によりますと７項目を挙げられてる中

％近くが民営化されてるということで、特に民営

で、先ほど壇上で言いましたけど、１項目だけが

化されてるところは、収集車２人制でやられてる

全く数値も立ててないと。それは清掃のごみ収集

のがほとんどだと思います。直営だから３人やと

業務でありますけども、この辺はどうなんですか

いうことでは、もう通らない時代に来てるんでは

ね。すぐにできるような問題ではないのはわかっ

ないかと思います。まして、１５年度からごみ収

てます。ただ、どのように考えて民営化なり進め

集の有料化ということが行革大綱の中に出てきて

ていくのかですね。その辺はどうなんですかね。

おりますけれども、この辺はどういう内容なのか

○議長（角谷英男君） 蜷川助役。

お示しを願いたいと思います。

○助役（蜷川善夫君） 民営化についてのお尋ねで
ございます。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部参事。
○市民生活環境部参事兼清掃課長（油谷宗春君）

今、議員御指摘のとおり、今回策定いたしまし

ごみの有料化につきましては、現在、阪南市、清

た新行財政改革大綱実施計画の中では７項目のう

掃事務組合、３者で先進市の事例等を参考に、有

ちごみ収集業務のみが１３、１４、１５と三角印、

料化を進めるためには住民合意などどのような問

検討ということになっております。この検討とい

題点があるかなどを現在協議しているところでご

うことになってる背景につきましては、これまで

ざいますので、よろしくお願いを申し上げたいと

は直営を維持していくということの中で、職員が

思います。

非常に若いということがございましたので、すぐ

○議長（角谷英男君） 谷君。

に民営化という形をとったといたしましても、職

○９番（谷 外嗣君） 実施が１５年度になってま

員の処遇について非常に難しい問題があるという

すんでね。内容も含めて早くやっていただきたい

ことの中で三角が３年間続いておるということに

と思います。特に、今言ったように市民に負担を

なておるわけでございます。

かけるわけですからね。一方では市民に負担だけ

民間委託につきましては、議員も御指摘ござい

をかけて、ほかのとこはそのままだということで

ましたように、経常収支比率が高い中で経常的な

は困るわけですよね。だから、その辺はどうして

支出の大宗を占めております人件費、これについ

いくんかですね。これは担当課ではどうしようも

てどうするかといったときの１つの大きな決め手

できない話ですから、政治的にどうなのかと。２

になるというふうに考えております。特に、御指

人制も含めてですね。当然そうしないと、有料化

摘の部門につきましてはかなり多くの自治体、７

を含めて市民が納得しないと思いますよ。その辺

０数％を超える自治体が既に民営化をしてる部門

はどうですか。

でございますんで、私どもとしてもこれについて

○議長（角谷英男君） 向井市長。

は早期に検討を進めていく必要があるというふう

○市長（向井通彦君） ごみの有料化というのは、

に考えております。

ただ単に料金を市民の皆さんに転嫁するというだ

今御指摘がございましたように、今回の大綱の

けではなくて、一方ではごみの減量化に資すると

中でも具体的な道筋をつけていくということで目

いう目的もあるわけでございまして、その２つの

標の中に掲げておるわけでございますが、この３

目的でもって検討をしているところでございます。

年間の間に早期にこの職員の処遇についても具体

一遍にすべてのごみを有料化するのか、あるいは

的の道筋をつけていく中で、次の民間へのスムー

例えば粗大から取り組むのかということも含めて

ズな委託を進めていくというふうな努力を積み重

検討しているところでございます。

ねてまいりたいというふうに考えておるところで

一方で、今現在直営ということでございまして、

ございますので、御理解賜りますようお願い申し

確かに３人乗車というのはあるんですが、これは

上げます。

厚生労働省からのいろんな安全ですね。要するに
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車をとめて後ろに２人乗って収集するわけで、そ

たしましたが、幼稚園問題の具体化を図るという

の運転席を離れるというのはやっぱりまずいとい

ことで振興計画の策定という中で園区の見直しと

うことがあって３人乗車ということになっている

いうことがございましたけども、園区はすべてで

わけでございます。

はございませんが、基本的には小学校区とリンク

ただ、直営のよさというのも一方でもあるわけ

しておる部分がございますので、とりわけ樽井小

でございますんで、そのあたりやはり今後――そ

の校区問題については一定の手続をとりながら、

れと民営化するにしても、さっき言いました職員

樽井幼稚園も同じような状況を迎えておりますの

の年齢構成等含めて、即効果が、今すぐやるのが

で、そことリンクさしながら具体の解決の手法を

一番効果があるのかどうかということも含めて検

探りたいというふうに思っております。

討しないといけないというふうに思っております。

調整校区につきましては、手元にその該当資料

いずれにしましても、目標の中に掲げておりま

を持っておりませんので、記憶の範囲で申し上げ

すので、一遍にすべての作業について民営化を一

ますので間違ってる部分があるかと思いますが、

度にというのは無理だと思いますけども、その中

本来は雄信の校区にあるけども樽井を選択しても

でもあるいは地域的なもの、あるいは物的なもの

よろしいというのがその調整校区だというふうに

によってやっていくと、順次切りかえていくとい

理解をしております。実態としては、ほとんど樽

うようなことも含めて検討して、行革に載せてい

井小学校の方へ就学してるというのが現状でござ

る以上は、今ちょっと三角、三角、三角になって

いまして、そのことも１つの要因として――すべ

ると思いますけども、これは非常に困難性がある

てではございませんが、要因として、現況の樽井

のでそういうふうにはしておりますが、ぜひ丸に

小学校の児童数になってるということでございま

できるように我々の方も全力で取り組んでいきた

すので、そのあたり十分そのことの歴史的な経過

いというふうに思っております。

も整理して、校区問題については考えてまいりた

○議長（角谷英男君） 谷君。

いというふうに思っております。

○９番（谷 外嗣君） もう余り時間がないので、
教育問題について御説明を願いたいと思います。
まず、特に校区の問題でありますけれども、例

以上でございます。
○議長（角谷英男君） 谷君。
○９番（谷 外嗣君） あと何分ですか。

えば樽井小学校、雄信小学校の例を見ますと、片

○議長（角谷英男君） ２分までです。

方はマンモス化し、もう空き教室もないという状

○９番（谷 外嗣君） 泉南市では、この調整校区

況になり、片方は１クラスがやっとという状況で

というのはここだけだと思うんですよ。そういう

あります。これはバランス的にどうなのか、ある

意味では、現状からしますともとへ戻せば簡単な

いは今まで調整校区というんですかね、そういう

話なんであって、調整区なんて要らないわけです

のがあると聞いておりますけど、その調整校区と

よ。だから、当然校区の見直しをこれからやると

いうのはどういうことなのか、あわせて聞きたい

いうことですから、その辺も踏まえて、ものすご

と思います。

い不自然なんですよね、その調整校区だというの

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

がですね。だから、さっき言ったようにもとへ戻

○教育指導部長（吉野木男君） 第１点目の校区編

せばすぐに解決するわけですね。生徒数だけの問

成の問題ということで、具体に樽井小学校あるい

題からいけばですね。だから、そういう意味では

は雄信小学校を挙げて問題の指摘をいただいたと

今後その辺も踏まえて御検討願って、早急に校区

思うんですが、議員御指摘のように、樽井小学校

問題を解決していただきたいと思いますけれども、

については、今後の推移も含めて一定増加をして

どうでしょう。

いくという傾向が顕著に見えております。片や雄

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

信の状況がございます。

○教育指導部長（吉野木男君） 今御指摘いただき

そういった意味で今般、先ほど教育長が答弁い
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ました点も含めて、私も今手元にございませんけ

ども、どうい歴史的経緯の中で調整校区という手

には手をつけず、都市公団の賃貸事業からの撤退、

続がとられたのか、そういう歴史的経過も一定整

住宅金融公庫の廃止、さらには１２月１３日の整

理すると同時に、現況の樽井小の、例えば浜区の

理合理化案にあるように、奨学金制度の改悪、日

生活の現況というんですか、そのあたりも勘案し

本育英会の廃止、中小企業融資の縮小など、国民

ながら何らかの解決の方向を探っていきたいと、

にだけ痛みを押しつけるという括弧つきの改革で

このように考えております。

はないでしょうか。今、国民に必要な改革は、戦

○議長（角谷英男君） 以上で谷議員の質問を終結
いたします。

後最大の不況と倒産の中で、政府は国民の生活を
守る責任を果たすことであります。今のような小

１時１５分まで休憩いたします。

泉内閣の改革を進めれば、国民からの厳しい批判

午後０時 １分 休憩

は免れないでしょう。私は、市民こそ主人公の立

午後１時１６分 再開

場から、大綱５点にわたって質問します。

○副議長（東 重弘君） 休憩前に引き続き会議を
開きます。

大綱第１点は、教育問題審議会答申についてで
あります。

次に、１８番 成田政彦君の質問を許可いたし
ます。成田君。

答申の特徴を見ると、市立幼稚園の歴史と現状
や今後の幼稚園教育のあり方に触れた中で、同和

○１８番（成田政彦君） 日本共産党市会議員の成

事業が始まって以来３０年以上続いている同和教

田政彦です。政府は１１月２７日、日本道路公団、

育についての総括が余りにも少ないこと、また無

住宅金融公庫など７特殊法人の見直し及び方針を

反省な点であります。今日、同和教育イコール人

発表しました。また、１２月１３日には残りの特

権教育は、特定団体の部落民以外差別者という部

殊法人の整理合理化をまとめました。その中身を

落排外主義に基づく特定思想を押しつけられ、同

見ると、徹底した見直しとはほど遠く、これまで

和指定校と一般校に区別し、子供たちに垣根を設

の自民党政治の姿がはっきりと姿をあらわしてい

けるなど、部落差別解消にとって大きな障害とな

ます。

っています。また、答申では、今日一人一人の人

特に大物特殊法人日本道路公団の改革では、採

権を体した教育とか、鳴滝幼稚園では同和保育推

算の見通しのない第二東名、第二名神など２，４０

進のための昭和３９年より、また違いを認めた人

０キロの未完成道路については、公団の借金の返

権教育という数行しかない。

済期間を３０年から５０年を上限とすることで高

そこでお伺いします。答申では、審議会の中で

速道路建設は続けることになりました。そのほか

幼稚園教育における同和・人権教育についてはど

の高速道路以外の道路についても毎年度の予算編

のような総括をされたのか、お伺いしたいと思い

成で検討するなど、まさに古賀自民党道路調査会

ます。

長は高速道路は１キロも減らさないというゼネコ

さらに、市立幼稚園の統廃合につながる内容と

ンと自民党道路族にとって万々歳となっています。

しては、答申では幼稚園施設の整備、適正規模、

大赤字の本四公団では、関係自治体に追加負担を

適正配置について意見を述べているが、その内容

求めるというとんでもない内容です。

は、同年代の幼児との集団生活を営む立場にある。

一方、国民に対する住宅支援は冷たくなってい

したがって、同一年齢児学級数は複数学級が必要

ます。今年度だけでも５５万戸に融資してきた住

であるとか、通園距離、安全性、地域に根差した

宅金融公庫の５年以内の廃止、さらに７５万戸、

幼稚園ということしか触れてない。

２００万人が居住する公団賃貸住宅を管理する都

そこでお伺いしますが、幼稚園統廃合問題は父

市基盤整備公団に対しては住宅の売却はなくなり

母にとって、地域住民にとって、生活そのものを

ましたが、２００５年までに廃止、新規建設はし

変える大変な問題です。審議会では統廃合につい

ないという方針を明らかにしました。

てどのように審議されたか、教育委員会として答

結局、小泉特殊法人改革とは、むだな公共事業
−８３−

申をどのように受けとめているか、お伺いしたい

と思います。

政党に対しても協力を呼びかけました。

大綱第２点は、行財政改革についてであります。

このような中で１１月２７日と１２月１３日、

新行財政改革で２００１年から２００３年まで

政府が発表した公団に対する最終内容は、売却は

に受益者負担と称して留守家庭児童会事業とごみ

なくなり、都市公団は５年後に廃止する、賃貸住

の有料化計画、保育料、各種手数料、下水道使用

宅の管理・民営化は可能な限り民間委託の範囲を

料の値上げ計画、さらにごみ収集業務と給食調理

拡大するという努力規定となりました。しかし、

の民営化を計画されているが、この不況と雇用の

依然として公団住宅の存続問題は残ります。７０

不安の中で、ますます市民の生活が厳しくなる中

万世帯、２００万人の居住者に生活不安をもたら

でこのような値上げを進めれば、市民生活を直撃

す公団の民営化については慎重にすべきです。政

し、市民の生活を不安に陥れるのではないでしょ

府は、住宅政策についても基本的に責任を持つべ

うか。撤回すべきではないでしょうか、お伺いし

きです。

たいと思います。

そこでお伺いします。市として公共賃貸住宅の

大綱第３点目は、高島ストア一丘店撤退問題と

果たす役割をどのように考えられているのか、お

泉南市における商業振興策についてであります。

伺いしたいと思います。さらに、市営住宅建設に

高島ストア一丘店は、営業上の理由からことし

ついてのマスタープランのその後の取り組みにつ

の１２月３１日をもって閉店することを地元自治

いてお伺いしたいと思います。

会を初め団地居住者に対して明らかにしました。

大綱５点目は、第二阪和国道の緑地帯削減につ

高島ストア一丘は、２８年前公団によって団地創

いてであります。

設のとき団地居住者の生活利便施設として団地に

緑地帯が削減されたとき、道路周辺において硫

附属した施設として、またライフラインの１つと

黄酸化物など自動車排ガスによる自動車公害の心

して設置されました。高齢化社会の進む中、地域

配がないのか、またその対策はどうなっているか、

のスーパーに行かれない高齢者、障害者、さらに

お伺いしたいと思います。

車を持っていない居住者にとって、まさに日常生
活を脅かすものとなっております。

以上です。
○副議長（東 重弘君） ただいまの成田議員の質

一丘団地は泉南市の人口の１０％以上、７，００

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

０人の市民が居住する地域です。この高島ストア

○市長（向井通彦君） 成田議員の御質問の中の特

閉店問題に対して、新しい事業者を探す責任はも

に今焦点となっております都市基盤整備公団の民

ちろん大家である公団の責任ですが、市も単に１

営化問題についてお答えを申し上げたいと思いま

スーパーの撤退というより、市民の日常生活を守

す。

る立場から、また商業振興政策のまちづくりを含

都市基盤整備公団の民営化につきましては、政

めて、高島ストア一丘店撤退問題についての対応

府の特殊法人等改革推進本部において集中改革期

をお伺いしたいと思います。

間中に廃止する旨、先般新聞報道があったところ

大綱４点目は、公団民営化問題と公営住宅のあ
り方についてお伺いしたいと思います。

でございます。
お尋ねの一丘団地を含めた公団住宅の存続につ

８月の政府の行革推進事務局は、公団売却民営

いてでございますが、都市基盤整備公団に問い合

化を発表しました。これに対して、私たち公団居

わせたところ、現段階では具体的な事柄について

住者は売却民営化反対、安心して住み続けられる

明らかではないが、居住者の安定を確保すること

公団住宅、公団住宅を公共住宅として存続のスロ

や、地元、地権者、本市を含めた関係地方公共団

ーガンのもとに、全国公団自治会協議会が中心と

体との信頼関係等の確保に十分配慮し、今後新た

なって全国署名運動を展開し、１４万世帯、３０

に設立される新法人に賃貸住宅の管理業務や必要

余万人の署名を集め、直接小泉首相、扇国土交通

な継続事業が適切に引き継がれることが必要であ

大臣、伴公団総裁に対して意志を伝え、すべての

ると考えていると。また、国土交通省の指導を受
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け、居住者の安定確保等に十分配慮し、改革を進

かかわる部分だけではなくて、この審議の過程の

めていきたいとの回答を得ているところでござい

中では、市内すべての幼稚園でどういった保育が

ます。

展開されているのか、それぞれの園の研究テーマ、

公団住宅も含めた公営住宅は、より多くの方々

あるいは日々の保育実践、教育実践をそれぞれの

が入居できるように関係機関と協力し、努力して

園所の中から出し合いながらそこの課題を探って

いるところでございます。今後につきましては、

いくと、あるいは今後の方向性を見出していくと、

さらに情報収集に努めまして、都市基盤整備公団

こういったことの中で人権保育についても一定の

の動向について注意深く観察してまいりたい。場

総括がされ、その表現が先ほどの表現としてまと

合によっては泉南市としての意見も申し上げてい

め上げたものでございますし、お手元に先生持っ

きたいと、このように考えております。

ておられると思うんですが、各園の推進計画にも

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

そのことが、今申し上げました自己肯定観、生命

○教育指導部長（吉野木男君） 成田議員御質問の

の尊重という部分が位置づけられていると思いま

審議会答申に係る内容について御答弁申し上げま
す。

す。
次に、適正規模、適正配置の問題でございます

質問の要点は２つあったかと思います。審議会

が、細かな説明は省きまして、さまざまな議論が

答申の中で、１点目は、人権教育あるいは人権保

正直言ってございました。中には相対する議論も

育の問題がどのように総括をされたのか、２点目

ございました。したがいまして、そういったさま

が適正規模・適正配置についての審議内容、ある

ざまな意見をまとめるという形で、例えば今日の

いは教育委員会としてどう受けとめているのかと、

社会環境の変化、例えば自然環境の変化、子供た

こういうことであったかと思います。

ちの育ちの変化、あるいは地域社会の変化、親の

まず御答弁に入る前に、今回の審議会にかかわ

子育てにかかわる実態の変化等々を踏まえる中で、

っては御承知のとおり、諮問事項を３点申し上げ

子供たちにとって同年代の一定まとまった集団の

ております。市立幼稚園の今後の役割、そういう

中で子供たちが生活を送る。

３点の諮問事項の枠組みの中でまず御議論をいた

子供にとってみたら他者というのは１つの人的

だいたと。したがって、主たる審議の柱の部分と

環境でございますから、環境を通した教育という

いうのは、まさにその諮問の中身であります。そ

のが幼稚園教育の基本でございますので、そうい

ういう点をまず前提に置いていただいてというふ

った意味の中で一定の集団構成のもとに保育が展

うに思います。それから、人権保育についてどの

開されることが必要だと、こういう論議の１つの

ような総括がされたのか。先ほどの枠組みとの関

まとまりとして、先ほど申し上げました同一年齢

連でお答えを申し上げます。

１学級は集団教育の観点からいえば最小の集団で

御承知のとおり答申の現状の部分、それから今
後の果たす役割の部分に極めて凝縮して人権保育

あり、望むべくは同一年齢は複数学級で構成され
ることが望ましい。

の問題を表現いたしております。議員御承知のと

ただし、今日につながる幼稚園の取り組みの歴

おり、幼稚園における人権教育の目的は、遊びや

史を振り返りますと、必ずしもどの幼稚園も複数

活動を通してみずから健康で安全な生活を送る習

学級あるわけではない。その中でも、営々とした

慣を身につけ、進んで身近な人とかかわり、自然

教育が積み上げられてきたと、こういう部分もあ

や社会へと視野を広げる中で豊かな人権感覚の基

るということの中で、ただしという内容として一

礎となる自己肯定観や他人を大切にする心、さら

定の取りまとめをいたしたものでございます。

に生命の尊さに対する感性を育成する。つまり、

教育委員会としては、今後この答申を踏まえた

基礎的な人間関係の基礎に必要な資質を養うこと

形で、尊重する立場で答申の具体化を図るための

を目的とするものでございます。

振興計画の策定に入ってまいりたいと、このよう

総括にかかわりましては、当然この人権保育に
−８５−

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。

し、経過説明を含め今後の対応策を確認いたしま

○議長（角谷英男君） 大前行財政改革推進室長。

した。公団では、次の事業者は決定していないが、

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） 成田議員御

引き続き営業を行う事業者を公募し、再開に向け

質問のうち、行財政改革についての料金値上げと

努力するとのことであります。

いうことで御答弁さしていただきます。

今後、公団の対応など経過を注視するとともに、

市では、本年２月に新行財政改革大綱を策定し、

必要に応じ公団に対し小売店舗の再開について市

また８月には平成１５年までの３カ年を基本とい

からも要望等を行ってまいりたいと考えておりま

たしました同実施計画を策定し、鋭意行財政改革

す。御理解を賜りますようお願い申し上げます。

に取り組んでいるところでございます。

以上でございます。

御質問の料金値上げについてでございますが、

○副議長（東 重弘君） 山内都市整備部長。

新行財政改革大綱にお示しのとおり、本市の使用

○都市整備部長（山内 洋君） 泉南市域には公団

料・手数料は長年にわたり据え置かれてきたもの

住宅、また府営住宅を初め市営住宅、公営住宅も

が多く、多様な行政サービスのうち受益者が特定

ございまして、それぞれの事業主体の役割分担を

されますサービスなどにつきましては、当該サー

担って住宅施策を講じておるわけでございます。

ビスに要する経費について一般的な租税に求める

泉南市内には市営住宅が７住宅ございまして、

のではなく、特定の方に受益があることに着目し

そのうち木造の３住宅については、築後４５年も

て使用料・手数料、負担金など受益者負担金に求

経過しておる木造建築でございますんで老朽化が

めることが適正であると考えております。

大変激しいということで、平成６年度に再生マス

歳出面において、経費全般にわたり徹底した節

タープランの作成をいたしたところでございます。

減、合理化を図ることはもちろんのことですが、

これに基づいて市営住宅の改善を図っていこうと

こうした受益者負担金について適正化を図ること

いう当初の目的でございましたんですが、平成７

が本市における財源の確保の上からも重要な課題

年に住宅の払い下げ請求ということで要望が出ま

となっており、また多様化する行政需要にこたえ

して、いろいろ話し合いの中で協議をしておった

ていくためにも必要であると考えておりますので、

わけでございますけども、裁判に至ったというこ

どうかよろしく御理解のほどお願い申し上げます。

とでございます。

○副議長（東 重弘君） 上林市民生活環境部次長。

今後、控訴もされたわけでございますんで、裁

○市民生活環境部次長兼環境整備課長（上林 啓君）

判がどのように進むかということも踏まえながら

私の方からは、一丘団地内小売店舗の撤退につ
いて御答弁申し上げます。

市の公営住宅の再生についても検討していかなけ
ればならないということでございますんで、今す

一丘団地内の小売店舗は、昭和４８年に入居者

ぐに建てかえと、そういうような事業は着手はで

及び地域の住民の利便性に供する商業施設として

きないということでございます。今後、入居者の

約２８年間、入居者及び地域の住民に食料品を初

方の希望に沿えるような住宅の改善という部分に

め日常生活用品の供給を行ってまいりました。景

ついては取り組んでいかなければならないと、裁

気の低迷により不況が長期化する中で、都市基盤

判とは別にして取り組んでいかなければならない

整備公団も店舗の賃貸料の引き下げなど事業者に

ということを考えております。

対し支援を行ってまいりました。事業者の経営上

それから、第二阪和国道の植栽帯の改善につい

の理由から、今年１２月末をもって撤退の決定が

ての御質問でございますが、市といたしましては、

なされたと公団の方から聞いております。

長年にわたって相当前から土地利用の観点から道

現在、一丘団地では２，１１４世帯、５，８８９人

路の植栽の低木化、また側道の防犯上の問題点か

の方々が生活され、公団での生活の利便性から小

ら安全対策を講じるようにという要望が再三出さ

売店舗の継続した営業が望まれており、一丘区か

れました。議会にも請願が出されたところでござ

らも要望が提出されております。本市も公団に対

います。
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泉南市としては、これらの内容を踏まえまして

おり、というふうに書かれております。

建設省に精力的に要望を行いました。その結果、

そうすると、まず第１にお伺いしたいのは、こ

平成１１年度には国道２６号沿道環境検討委員会

の幼稚園の統廃合、いわゆる答申、これはここに

を設置いたしまして、この中には建設省も御参加

書かれておる、財政赤字に基づいてこの幼稚園の

いただいております。整備内容について十分に検

統廃合をするのか。

討を重ねました。その結果として、１２年度には

それから２番目に、適正規模、適正配置と言う

府道の泉佐野岩出線から市道の信達樽井線までモ

が、具体的に何を指すのか。答申の中身によりま

デル区間として整備し、ごらんのようになったと

すと、第３章、教育環境の②適正規模、適正配置

ころでございます。事業評価を行いまして、残区

の中で――これは統廃合のことです。適正な規模

間の事業開始を進めるということになってござい

の集団を形成できるよう人的教育環境の整備に努

ましたので、モデル区間の完了後、続いて信達樽

める必要があると。これが最初に前段で述べられ

井線から大阪方面に向かっての整備を進めたいと

て、その後具体的に第４章、ここで市立幼稚園の

考えておりまして、このモデル区間の植栽帯を整

適正規模、適正配置ということで、同年代の幼児

備したことによる騒音とか大気についての測定の

との集団生活を営む場である。

結果は、いずれも整備前も整備後も変わらず、大

そして、具体的に市立幼稚園における同一年齢

阪府の定める環境基準を満足しているものであり

児学級数は複数学級で構成されることが望ましい

ます。

と。それからさらに適正配置の検討で、幼稚園が

また、引き続いて国に対して平成１３年度以降

身近にあることは隣接の小学校へ就学できるメリ

の事業をやっていただくということを要望すると

ットがあり、また地域に根づいた幼稚園づくり、

いうことで、事業評価検討委員会を開催いたしま

幼稚園と小学校の連携をもたらす教育効果も期待

して、この中ではアンケート調査も行ったところ

できるということを述べながら、最後に、こうし

でございます。８０％の回答者の方が他の区間に

た状況を踏まえて、本市における幼稚園通園距離、

ついてもモデル区間と同様にすべきであるという

安全性、地域に根差した幼稚園を配慮しながら適

結果が出ておるところでございます。これらの調

正配置、園区の見直しと、こういうふうに書かれ

査資料をもとに、この９月に大阪国道工事事務所

ております。

に整備を働きかけ、そのモデル区間の延長を１３

ちなみに、教育委員会から提案された複数学級

年度にも行うということで国道工事事務所から返

がないとこですね。それはどういう地域かという

事をいただいておりますので、広報にも掲載をさ

ことを示す――これは報告を見ますと、各４歳児、

せていただいたところでございます。広報の掲載

５歳児で１学級しかないというところは、１つは

後の苦情等、またいろんな問い合わせについては

平成４年から平成１３年の間で園児の増強が見込

一切ございませんでした。

まれない西信達幼稚園、それから雄信幼稚園、こ

○副議長（東 重弘君） 成田君。

れも複数学級でなくて園児が４年から１３年、こ

○１８番（成田政彦君） それでは再質問したいと

れも減。それから新家幼稚園――新家幼稚園は園

思います。

児数はふえとるけど、これは複数学級でない。そ

最初に、答申の中身についてお伺いしたいと思
います。この答申は、まず最初に聞きたいことは、
市の新行財政改革大綱実施計画書によれば、施設

れから東幼稚園、これも園児数が減り複式学級、
これは４歳、５歳一緒にやっとる。
それから、新家幼稚園。いわゆる西信達、雄信、

の統廃合ということで明確に市立幼稚園の適正規

新家、東、新家南幼稚園はここに書かれている内

模、適正配置などについて教育問題審議会の答申

容を見れば、いわゆる複数学級で構成されること

を踏まえ、市立幼稚園教育振興計画を策定すると。

が望ましいと、そういう基本方針から見れば統廃

そのねらいは何であるかというと、公共施設の管

合が考えられるというふうに私は思うんですけど、

理運営の軽減を図ることが財政面から求められて

その点について複数学級の意味、それから今後園
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児がふえない、減っていくと、そういう意味でど

ことは、小泉さんの痛みを押しつけるというより、

こが対象になるのか。

それよりもっと深刻な中身を市民に対して持ち込

私は、審議会もそうであるが、一般父母、地域

むんじゃないかと思います。

住民の、この問題については極めて遠いとこへ通

だから、この受益者負担については緊急避難の

園しなけりゃならない、通園バスも要るし、父母

意味でもすべきではないと私は思います。

の負担もある。そういう点で、地域住民、市民の

ちなみに、市税収入のことを言うとるんですけ

そういう人たちに対してどのように情報公開がさ

ど、３年間でどれだけ市税収入の確保と言ってま

れとるのか。このことについてお伺いしたいと思

すけど、平成１３年では７，４００万増、平成１４

います。

年では１億１，０００万、平成１５年では１億６，３

それから、同和問題なんですけど、同和教育に

００万という市税収入の増額を当てにしとるんで

ついては、私はそもそも幼児教育の間においてい

すけど、これは統計的に見ますと、平成７年から

わゆる特定の思想、いわゆる人権教育ということ

平成１２年の間の市税収入の収入状況を見ると、

が適切であるかどうか。いわゆる生命が大切とか

大体１００億１，０００万から１００億２，０００万

そういうことは、別に同和教育でなくても、これ

の間を市税収入はずうっといってます。最高のと

は教育における当たり前のことですわね。人権教

きで、平成９年１００億５，０００万、最低が平成

育と名を打って３歳、４歳、５歳児に同和教育を

７年の１００億１，０００万、去年の１００億２，０

――今は人権教育と言うんですかね。そういうこ

００万ですから、この市税収入の確保がまさに帰

とを押しつけることが、今までの３０年間あった

趨を占めると。泉南市のいわゆる市税、いわゆる

同和保育の中でそれが正しかったのかどうか。ち

赤字財政をどう解決するか、私はそう思うんです。

なみに、鳴滝の４歳児の幼保一元化について給食

このことについては、毎年――確かに税務職員

料が無料、ただとなっとったんですが、これは来

の方は一生懸命働いとるんですけどね、この市税

年そういういわゆる幼保、鳴滝の方式はすべて廃

収入が財政的、根本的な構造欠陥になっとると。

止されるのかどうか。その点についてもお伺いし

これを見直さない限り、そんな受益者負担１億円、

たいと思います。

あるいは学童保育で大体年間２，０００万、１８７

それから、まとめて質問します。行革の問題な

人定員ですから、この人たちの値上げをしようと

んですけど、先ほど受益者負担ということを言わ

いったら年間１０万円の負担を――若い負担にな

れたんですけど、それならば泉南市が現在立てて

りますからね、取る。だから、取りやすいところ

いるいわゆる新行財政改革、これの財源裏づけを

から取って、取りにくいところは取らないと、こ

見ますと、受益者負担と言いますけど、行財政改

ういう泉南市の税と受益者負担の構造になってる

革実施計画の目標額、歳入の部、受益者負担適正

んじゃないかと私は思うんですけど、その点は行

化、これは約１億円、３年間で対象にしておりま

革の中で受益者負担と言うけど、実際取れるとこ

す。ところが、実際それでは泉南市の赤字を立て

ろからなぜ取らないのか。こういう点についてお

直すことができんのは当たり前です。

伺いしたいと思います。

その中で一番大きいのが市税収入の確保。それ

以上。

から断トツに高いのは職員のリストラという定員

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

管理、この３本柱で行財政計画をこの３年間でや

○教育指導部長（吉野木男君） まず第１点目の今

ろうとしとるんですけど、私はこの不況の中で、

般の教育問題審議会の答申の最大の要因は行革で

非常に厳しい不況の中で、若い共働きの家庭の人

あるのかという御質問について、御答弁申し上げ

たちは、仕事のない中でも保育所に子供を預け、

ます。

学童保育所に子供を預けて生活してます。

諮問事項を見ていただきましたらおわかりのよ

特にこの不況の中で、保育料を２年にわたって

うに、１つはこれから先の公立幼稚園が担う新し

値上げするとか、学童保育料を有料化するという

い教育課題あるいは深めていく教育課題とは何か

−８８−

ということの中で、１つは市立幼稚園の今後の役

たいと。したがいまして、園区の見直しあるいは

割、その中には例えば幼稚園運営の弾力化という

全体のハード面のキャパの状況、あるいはその地

中で、教育時間の問題あるいは預かり保育の問題、

域の歴史性、さまざまな要素を入れながらどう答

あるいは保育内容、保育環境の問題、るる述べて

えを出していくんかということになっていくかと

ると思います。それから、避けて通れない新しい

思います。したがって、それがまさしくこれから

課題として３歳児保育の問題も取り上げていると

振興計画の中で具体の論議をしていくものだと思

思います。

っております。

ただ、じゃ行革と全く関係ないのかと。行革大

それから、情報公開の問題ですが、審議会も当

綱の中の位置づけをしてるわけですから、それも

然審議会規則の中で公開を原則とするということ

関連ございます。どういった点が１つの関連とい

にしております。現に、その都度ほとんど毎回傍

うんか、考えてみるべき課題の１つかということ

聴者の方もお見えになりました。これから策定し

の中で、答申の中にも触れてると思うんですが、

ていく検討組織においても、基本的には審議会の

本市公立幼稚園９園ございます。

公開を原則とするという点を踏まえていきたいと

それぞれの措置状況を現実あるいはこれから先、

いうふうに思います。

あるいは過去を振り返ってみますと、正直申し上

それから、就学前における、幼稚園における人

げてキャパに対しての稼働状況ということでいえ

権保育の中身が特定の云々と、逆な見方をしたら、

ば、約半分近い状況であります。それから、今後

それは普遍性のある問題だというふうにおっしゃ

そういった施設改修の問題も大きな課題として浮

ったと思うんですが、そういういわゆる幼稚園期

上してくることも事実でございます。そういった

にこれから先の教育の原形というんですか、下地

問題は、１つは看過できない問題としてあると。

をつくっていく幼稚園の段階で今申し上げたよう

全体としては、そういう平均値的に見ればそうい

な、先ほど申し上げたような資質を養っていくと

った状況ですが、個別的に見れば非常に過密にな

いうことが、将来の人権問題を考えていく大きな

ってる部分もある。これも一定考えてみなければ

素地になるというふうに私は理解しております。

いけない課題ではないかと。そういった意味で、

それから、鳴滝幼稚園の件でございますが、鳴

非常に総合的な観点からこの答申における適正規

滝幼稚園における保育時間の問題、あるいは特別

模、適正配置というのは、先ほどは集団保育の観

措置による給食実施の問題、総じて幼稚園におけ

点から申し上げましたけども、とらえております。

る推進費の問題につきましては、基本的に１４年

次に、どこが対象かということでございますが、

次から一般対策へ完全に移行していくということ

結論的に申し上げるならば、非常に単純に例えば

で現在取りまとめを行っております。

同一年齢複数学級が望ましいという物差しを今般

以上でございます。

１つただし書きの中でつくりました。その物差し

○副議長（東 重弘君） 大前行財政改革推進室長。

を単純に当てはめれば、先ほど先生がおっしゃっ

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） 成田議員御

たとおりで、５園が該当するということです。単

質問の受益者負担の適正化ということで答弁さし

純にその物差しを当てはめた場合ですよ。片や、

ていただきます。

先ほど言いましたように非常に過密になってると

当然、市税は市の歳入の根幹を占めますので、

ころとそうでないところ、これは１つは園区の問

徴収率が低い中、今後とも努力していって、市の

題もあるかと思います。

財源を確保していくということはまた必要でござ

さらには、実態上申し上げて、例えば０歳から

います。また、職員の定員管理の問題についても、

５歳の就学前期間の就園状況、あるいは保育所の

経費面から考えますと大きな財源になってきます

状況を見ますと、一定保護者ニーズに対応した保

ので、これも適正に進めていかねばならないと思

護者選択が行われてることも事実だと思います。

っております。

そういったあたりも踏まえてこれから考えていき
−８９−

また、受益者負担の問題につきましては、一般

的なサービスについては基本的に市民の皆様の税

得できない人もおるだろうと思うけど、オープン

金で賄われているのが現状です。特定のサービス

にしてこのことを進める必要があるんじゃないか

を受ける場合、そのサービスを受けない人の税金

と思うんです。

についても特定のサービスの方へも賄ってるとい

それから、今度新しく教育検討委員会かね、こ

うような現状もありますので、その辺受益と負担

れがつくられるんですけど、私ちょっと疑問、こ

の均衡を図る、あるいは公平性という面を保つこ

の検討委員会に教育長が含まれとると聞いとるん

とが必要ではないかと考えております。

ですけど、教育長はこの教育委員会のメンバーと

受益者負担の適正化を図っていくということで

して、この諮問を諮ったメンバーですわな、答申

すが、本来これまで当然見直しをして進めていく

の諮問を諮ったメンバー。その検討委員会の規約

べきであったものをこれまでしなかったというこ

を見ますと、答申を具体化するために検討委員会

とでございますので、今後も定期的な見直しが必

というふうに書かれてます。教育長というのは両

要ではないかと考えております。その適正化でい

方にまたがって、教育委員会のメンバーとして統

ただきましたお金ですが、財源につきましてはこ

廃合を委員会として決定する立場にあり、もう１

れからその施設の拡充とか環境整備等、事業の促

つは具体的にどの園が統廃合になる、そういうと

進に向けた環境づくりに役立っていくのではない

ころにも入っとるということになると、これはや

かと考えております。

りにくい、メンバーとしてはね。教育長が中に入

以上でございます。

るということは、非常にこれおかしなことになる。

○副議長（東 重弘君） 成田君。

その点についても、まさに教育委員会の密室にお

○１８番（成田政彦君） 何分までかな。

いてこういう統廃合がやられるんではないかとい

○副議長（東 重弘君） １７分までです。

う心配があるんです。

○１８番（成田政彦君） 幼稚園の統廃合の問題な

例えば、西信達幼稚園などは父兄とか先生たち

んですけど、統廃合については審議会で約１０回

の中から廃園にしてほしくない、そういう意見が

論議されております。その中で行財政については

向こうからも聞かれますし、新家の方からもそう

２回、それから適正規模、適正配置については３

いう意見が聞かれます。もうそういう不安が市民

回論議されております。情報公開されておると言

の中、それから教師の中にも出ております。そう

いますが、先ほど複数学級の中で明らかに東、西

いうのに対しても教育委員会はちゃんと対応でき

信、新家、５つの園が対象となるということにな

ますか、今のこんなやり方で。もっとオープンに

ったら、先に教育審議会を開くのも結構なんです

しなさいよ、市民の参加を得て。なるほど統廃合

けど、やはり地域住民にとってなぜそれを廃園す

についてはこういうふうに納得できる、こういう

るのか、なぜそれが必要なのか、それから将来子

点は無理やという、そういうことを地域に徹底し

供たちはどのようなところで教育されるのか、そ

て説明責任をする必要があるんじゃないですか。

ういうことをまず父母、父兄に私は説明する必要

私は、それが情報公開における民主主義のあり方

が、説明責任があるんじゃないですか。

と思うんですけど、その点はどうでしょうか。

この教育答申を見ますと、いわゆる教育委員会

それから、行財政の問題ですけど、受益者負担

のメンバーとＰＴＡ協議会の会長、議会は議長だ

と言うけど、それは限界があると思うんですわ。

けです。ここには教育委員会の専門家のみが入っ

保育料は平成１３年から１４、１５、３年間連続

とるだけで市民の代表、地域の代表、父母の代表、

して上げるという計画ですよ。これが適正な受益

こういう人たちが一切入ってないと。情報公開と

者負担ですか。いや、ここに書いてある、丸印が。

言いますけど、泉南市の掲げた情報公開では立派

保育料、これ僕の勘違いか。保育料、ここにね。

なことが書いてありますけど、教育委員会自身が

保育料の改正と書いてますわね。そこに１３、１

オープンにして、幼稚園の統廃合についてオープ

４、１５と丸印がずっと打ってあるわね。１３年

ンにして、住民は反対する人もおるし、それに納

は上げましたわね。だから、１４、１５、２年間
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上げるんじゃないかと思います。７ページの財政

それから、教育長を次のいわゆる振興計画を策

の健全化、経費の節減合理化という中で受益者負

定する組織に位置づけておりますのは、教育長の

担の適正化、保育料の改定ということで書いてあ

位置づけというのがいわゆる事務方のトップとい

るんですけど、これはそう受け取っていいのか。

う位置づけが一応法的にされておるわけですから、

そうじゃないと、上げるつもりはないと言うなら

なおさら今回は答申を受けてそのことの施策化、

それで結構です。

具体化を図るということですから、教育長にも参

それから、留守家庭児童会の保育料有料化、こ

画をいただいてるとこでございます。

れは来年から２年にわたってやるということにな

以上でございます。

っとるんですけど、これは大変な値上げに、必ず

○副議長（東 重弘君） 大前行財政改革推進室長。

しも留守家庭児童会の親御さんたちはそんなに、

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） 御質問の保

生活も大変だろうと思うし、この２年連続にわた

育所保育料の改正ということと留守家庭児童会の

ってこういう不況とリストラの進む中でやること

ことなんですが、保育所の保育料の改正につきま

がね、地方自治法には市民の福祉を向上すると明

しては、平成１３年度に既に実施しておりますの

確に書かれてますわね。受益者負担もそういうあ

で、１４、１５はないということです。

なた方の考えはあると思いますけど、市民の福祉

学童保育につきましては、私どもとしてはサー

の向上という立場も、法的責任も明確にいたして

ビスの受益者に対して一定の費用負担を求めてい

おります。だから、そういうことを抜きしてこの

くということですから、他市と均衡を失しないよ

２年にわたってこういうことを続けるのは、私は

うな形で、またコストはどうであるか、その辺を

どうかと思いますけど、その点どういうふうに考

考えまして、あくまで受益者負担をお願いすると

えられとるのか、お伺いしたいと思います。

いう立場で適正化を図っていきたいと思っており

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

ます。よろしくお願いします。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほど具体の園の
名称を上げておっしゃってますけども、そのこと

○副議長（東 重弘君） 成田君。
○１８番（成田政彦君） 最後に市長にお伺いする

はこれから結論を出していくということであって、

んですけど、幼稚園の統廃合については、これは

同一学年２学級という物差しだけを単純に当てた

強行はしないと。これは財源の問題と、行革の中

らそうなるということでありまして、決して具体

身の１つですからね、これについては強行はしな

の結論の出す視点というのは、先ほど申し上げま

いと。十分説明責任、住民の父母負担の話し合い

したように、そういった視点も持ちながらという

をする、そういう中で論議するもんであるという

ことですので、まさにこれから議論をしていくと

ふうにお考えなのか。

いうことでありますので、十分その点よろしくお
願い申し上げます。

それが１つと、それから公団の問題なんですけ
ど、公団の民営化の問題につきましては、市長は

それから、審議会の構成につきましては、保護

答弁の中で、場合によっては地方自治体として公

者層を代弁していくということで、いわゆる市Ｐ

団に申し上げると言いましたけど、どのように申

の会長さん、それから副会長が幼稚園ＰＴＡの方

し上げるかどうかわからないんですけど、東京の

から出ておりますので、幼稚園ＰＴＡの方にも入

武蔵野市長は公団事業見直しで政府に要望書とい

っていただいて、なおかつ幼稚園現場も多数入っ

うことで、この中で公営住宅の重要性、それから

ていただいた中で議論をしてきております。こう

公営住宅を市場原理にゆだねるのは高齢者などの

いった形で一定の取りまとめをさしていただいた

居住の不安定を助長すると。また、自治体の財源

ものでございます。説明責任があるということは

そのものの圧迫を招きかねない、できないと、こ

当然のことでございまして、そういったことには

ういう点で武蔵野市長が国土交通大臣扇千景、行

十分考えてまいりたいと思いますし、公開もして

革担当大臣石原大臣、自由民主党の行革推進太田

まいりたいというふうに思います。

部長に申し入れをしとるんで、そういう形でなさ
−９１−

れるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

す。その点をよう踏まえて、やっぱり４年に１回

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

市長は市民の選択――僕ら市会議員もそうですけ

○市長（向井通彦君） まず幼稚園の統廃合でござ

ど、我々市会議員と違いますから、市長はそうい

いますけども、これは本来的には教育委員会の所

う点を肝に銘じて、やはり６万市民の首長として、

管になっておりますから、教育委員会の方で明確

やっぱりこの住宅問題は解決の立場で住民の立場

な位置づけなり対応をまず考えていただくという

に立ってやるべきではないかと思うんですが、そ

ことでございます。その過程においては、当然地

の点どうお考えですか。

域の皆さんですね、地元といいますか、そこの御

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

理解が当然必要でございます。ですから、一方的

○市長（向井通彦君） 時間がないということです

に推し進めるということではなくて、その内容に

から、裁判に至るまで十分話し合いをしたつもり

よって地元に十分御説明をし、そして御理解をい

でございますが、残念ながら提訴されてるわけで

ただいて、その方が地域にとっても、あるいは通

ございますから、それはやむを得ないという形で

っておられるお子様にとっても幼児教育としてい

ございます。

いということであって、初めてそういうことが可

○副議長（東 重弘君） 以上で成田議員の質問を

能になるというふうに考えております。

終結いたします。

それから、公団の廃止問題でございますけども、

次に、４番 大森和夫君の質問を許可いたしま

これはまだちょっと流動的な部分がございますの
で、その推移を十分注視しながら、必要に応じて

す。大森君。
○４番（大森和夫君） 日本共産党の大森和夫です。

我々の方も物を申していきたいと。今お示しあり

私は、まず財政問題について質問いたします。

ました武蔵野市の方からもそういう要望が出され

市の財政は、３年連続の赤字となっています。

てるというのもお聞きもいたしておりますので、

これは長引く不況の中、国民の痛みを強いる政治

それらも参考にしながら今後の事態の推移によっ

から市民を守るために、福祉、教育を充実する施

て考えていきたいと思っております。

策を進め、歳出もふえ、赤字になったものではあ

○１８番（成田政彦君） あと何分。

りません。歳入は不況による税収不足の上に高額

○副議長（東 重弘君） あと２分です。成田君。

滞納者に甘い姿勢のため、滞納がふえ続け、府下

○１８番（成田政彦君） 市営住宅の払い下げの問

最低の市税の徴収率となり、税収が上がらない問

題で、さきの裁判では市が勝訴したんですけど、

題があります。高額滞納の徴収率を引き上げる市

この問題について住民の方は当然控訴し、この払

の厳しい姿勢が必要です。見解を求めます。

い下げを求めとるんですけど、私、新しい年に当

歳出は、むだな大型公共事業を推し進め、借金

たって、市長も４月に今度出馬声明をしたんです

をふやし、そのツケを福祉、教育の切り捨てで市

けど、裁判闘争によって市民と対決し、やっぱり

民に負担を押しつけているものであります。これ

このまま行けばまた高等裁判所で裁判しなければ

を改め、むだな公共事業を削り、福祉、教育を充

ならないということで、市長、市のトップが住民

実し、市民生活を守る予算をふやすべきでありま

と争うと、そういうことはやっぱりやめるべきで

す。見解を求めます。

はないかと。私はやっぱり住民と率直に話し合っ

さらに、質問の第２は空港問題であります。

て、歩み寄って物事を解決するのが、やはり市長

関空２期事業は、自民党の行革推進委員長が三

が来年市長選挙に出たとき、なるほど市長はその

大ばか事業の１つに挙げ、昨年は財務省、ことし

点解決したと、そういうふうに票もふえるんじゃ

は国土交通省からも凍結や供用開始の延期が提起

ないかと私は思うんですけどね。

されました。また、１１月には会計監査委員会か

しかし、このまま対決姿勢を示して住民と敵対

ら関空会社と国土交通省の需要予測との乖離が指

するような格好でいけば、マイナスこそあってプ

摘されるなど、関空会社の経営破綻が明らかにな

ラス要因には僕は絶対市長にはならないと思いま

っています。市長は、このようなむだと浪費とゼ
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ネコン型公共事業の典型、２期事業や南ルートが

も、同調されるような御発言であったというふう

泉南市の悲願だと言っていますが、泉南市にどの

に思いますが、私はその３つの事業、本四公団、

ようなメリットがあるというのでしょうか、見解

あるいはアクアライン、それと関空というふうに

を求めます。

おっしゃってるわけですが、全く見方が違うとい

小泉不況のもと、泉南市は失業問題、地場産業

うふうに思っております。

の不振、財政難にあえいでいます。泉南市を代表

本四架橋、アクアラインは当然日本国内の話で

する市長が悲願とすることは、市民生活を守るこ

ございまして、それが是か非かというのは議論が

とではないでしょうか。市長の見解を求めます。

あるというふうに思いますが、事、関西国際空港

次に、陸上飛行については、関空の理念からも

に関しましては、やはりこれは日本を代表する世

反対すべきです。

界へのハブの国際空港という位置づけでございま

質問の３番目、福祉、医療の問題です。

すから、それを同列に並べるというのはいささか

市立の医療施設の建設は、市民の第一級の希望

乱暴過ぎますし、ちょっと見解が違うのではない

です。来年度開設される泉南医療ゾーンでの市立

かという思いを持っております。

診療所の計画は全く進んでいません。同時に、が

それでは、関西国際空港の２期事業の対応につ

ん及び基本健診制度の充実を求める声が上がって

いてでございますけども、３本から成る全体構想

います。市立病院を持たない市としてどのように

の早期実現が私どもは不可欠だというふうに考え

市民の願いにこたえるのか、見解を求めます。

ております。当面、第７次空港整備計画におきま

悪臭の問題について質問いたします。

して、最優先課題として位置づけられております

特に１１月上旬から続いている悪臭は、今まで

４，０００メートルの滑走路を整備する２期事業が

になくきつく、頭痛、のどの痛みなどの被害も寄

円滑に推進されることが必要で、地元泉州９市４

せられています。この悪臭は、改善計画中だから

町がこぞって要望いたしておりまして、１１月１

といって許されるものではありません。市民から

５日には中央要望を実施したところでございます。

は改善計画そのものにも疑問の声が上がっていま

ところで、昨年１２月、当時の宮澤大蔵大臣と

す。悪臭を解決しない限り営業を認めない、この

扇運輸大臣によって、２期工事の一部圧縮や経営

立場を市として明確にするために、引き続き府へ

体制のあり方を見直すことを条件に２００７年の

の文書での要望、公害対策審議会の開催を求めま

供用開始に合意する覚書が締結されました。それ

す。市の見解をお願いいたします。

を受けて、経済界や地方自治体で設立されており

最後に街づくりの質問です。

ます関西国際空港全体構想促進協議会がその内部

市の無計画、違法のまちづくりにより、新家駅

に関西国際空港の事業推進方策に関する検討会議

前の交通渋滞がひどく、早急な安全対策が求めら

を設置し、この１１月に最終報告がなされました

れています。市の見解を求めます。

が、その中で国際拠点空港は不可欠な基盤整備で

以上、壇上での質問を終わります。理事者の皆

あり、国家的観点、都市再生の観点からの戦略的

さんは簡潔な答弁をお願い申し上げます。御清聴

整備が重要としております。既に、近隣アジア各

どうもありがとうございました。

国ではその体制にかかわらず、国家事業として大

○議長（角谷英男君） ただいまの大森議員の質問
に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

規模国際空港の建設が相次いでおります。
関空は、世界に開かれた関西圏の都市活動を支

○市長（向井通彦君） 私の方からは、関西空港の

える必須の交通基盤施設であり、都市再生の核の

２期事業、それから南ルートについて御答弁を申

１つであることから、引き続き国と地元が一致協

し上げます。

力してその整備を進めることが必要です。

冒頭、自民党太田誠一行革本部長の講演でのお

また、２期事業は、関空を行政区域とする本市

話の一部を引用されまして、あなたはそういうふ

にとって、直接、間接を問わず財政面、企業立地、

うに思っておられるのかどうかわかりませんけど

あるいはまた雇用、りんくうタウンを中心とした
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まちづくり等、市行政の各般にわたって密接につ

等への要望や岸和田市以南で構成する５市３町町

ながっております。まさに共存共栄の具体化であ

会連絡協議会の関係機関への要望にも南ルートの

りまして、２００７年の平行滑走路の供用開始に

実現が含まれるなど、その必要性の認識と早期実

向けて２期事業を着実に推進しなければならない

現の声はこの間高まってきております。今後、要

と考えております。

望や広報活動など、できるだけ相携えて活動をし

３年延期論もあったわけでございますけれども、

てまいりたいと考えております。

昨日の与党行財政改革推進協議会におきましては、

なお、本市にとっての直接のメリットは、空港

国際化時代の航空需要に対処するため、成田、中

利用者、空港従業員など直接本市域へ呼び込むこ

部、関西の各国際ハブ空港の経営形態のあり方に

とができるほか、りんくうタウンの活性化、主要

ついては、従来の航空行政を検討した上、３空港

道路とのネットワークの充実からの沿道利用や、

一体とした上下分離方式を含めて、民営化に向け

樽井駅周辺を中心としたまちづくりにも大きな期

平成１４年中に政府において結論を得ることとす

待ができるなど、市域の発展には効果的な事業で

るということで、与党３幹事長が合意されており

あると認識をいたしております。

ます。

今後とも、市議会の御理解をいただきながら空

また、確認事項の中で、関西国際空港について

港連絡南ルートの早期実現に向けて最大限の努力

はさきに確認されているとおり、２００７年第２

をしてまいりたいと考えております。

期工事に係る滑走路供用を開始する、これらのこ

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

とを確認し、所要の予算確保に努めるということ

○総務部長（中谷 弘君） 続きまして、空港問題

で、自民党の山崎幹事長、公明党の冬柴幹事長、

の３点目でございますが、陸上飛行につきまして

保守党の二階幹事長が一昨日署名されておられま

御答弁をさしていただきたいと思います。

して、確認がなされたところでございます。

関西国際空港の新飛行経路、つまり陸上ルート

次に、南ルートについてでございますが、昨年

につきましては、一昨年の１２月３日から導入さ

度におきまして国土交通省を初め大阪府、和歌山

れておりますけれども、当時新飛行経路導入に当

県、泉南市、和歌山市、さらには関空会社も参画

たって、環境面の特別の配慮の誠実かつ確実な履

をいたしまして、関西国際空港周辺地域交通ネッ

行を国が確約したことを地元９市４町すべてが受

トワークに関する調査を共同実施をいたしました。

け入れ、新ルートを容認したという経過がござい

調査につきましては、南ルートを含む関西国際空

ます。その後、折々に開催の飛行経路問題に係る

港周辺地域の交通ネットワークのあり方を検討し、

協議会、いわゆる五社協では、騒音、高度、経路

今後の課題を抽出したものでございます。

の観測結果、また苦情処理結果などが逐一報告さ

調査結果については、南ルートの整備の方向と
いたしまして、リスク評価の点からリダンダンシ

れておりまして、いずれも当初の約束の数値等を
クリアするものでございます。

ーの強化の必要がうたわれたこと、また南ルート

ところで、去る８月２４日に開催された協議会

の整備に向けた課題が示されたことに意義がござ

で、飛行経路の一部変更が国から提案されました。

います。さらに、今年度も引き続いて昨年度と同

その内容は、１つは航空交通容量の拡大に向けた

じ機関によって調査を継続実施しているところで

飛行経路の整理であり、２つ目は航空シャトル便

ございます。

の利用者利便性の向上のためであります。

一方、昨夏には大阪・和歌山両府県の自治体５

今回の変更案をそれぞれ方面別の合計便数で見

市８町によりまして関西国際空港連絡南ルート等

ますと、当初の新飛行経路導入時あるいは現在と

早期実現期成会を設立いたしましたが、本年１月

比較してほとんど変わらないものであり、また新

には泉南・阪南・岬の２市１町の３商工会により

飛行経路が導入されてから２年半、十分な飛行高

まして関西国際空港南ルート等早期実現連絡会が

度が確保されていることや、航空機騒音も低いレ

結成され、また数年前から泉州９市４町の国・府

ベルで推移していること等を勘案し、地元９市４

−９４−

町の市長、町長から異議もなく了承されたところ

して歳出総額では前年度より５．３％の減額を図れ

であります。その後、航空関係者への周知期間を

たものの、人件費、公債費などの義務的経費が前

置いて、１１月２９日から新飛行経路の運用が始

年度を上回ったこと、また歳入におきましては市

まっています。

税収入が３年連続の減収となったことなどにより

今後とも、飛行経路問題については、地元と共

まして、これは一般会計でございますが、実質収

存共栄する空港という関空建設の理念を踏まえつ

支で１億６，３００万円の赤字と極めて厳しい状況

つ、環境面の特別の配慮が確実に履行されるよう

であります。

適切に対処してまいりたいと考えております。

御指摘の投資的事業の見直しでございますが、

以上です。

事業実施に当たりましては、事業費を可能な限り

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

縮小するとともに、緊急性、投資効果を十分検討

○財務部長（谷 純一君） 大森議員御質問の財政

し、単年度の事業費といたしましては約２０億円

問題について御答弁申し上げます。

以内をめどに実施しているところであります。今

まず、市税の確保対策についてでございますが、

後とも市民ニーズを的確に把握し、先般策定いた

自主財源の根幹をなす市税の確保につきましては、

しました行財政改革大綱、同実施計画を着実に遂

従来から庁内一丸となった取り組みを実施する中

行し、効率的、効果的な財政運営を図り、市民福

で努力を重ねているところでございますが、長引

祉の向上に努めてまいりますので、御理解のほど

く不況など税環境の悪化がハードルとなり、徴収

よろしくお願いいたします。

率にあらわれてきております。

以上でございます。

お尋ねの滞納に対する抜本的対策でありますが、

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

まずは現年分の徴収に力点を置く中で、新たな滞

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

納を最小限に食いとめることが大事であると考え

の方から、大森議員質問の医療、福祉施策につい

ております。

ての御質問について御答弁を申し上げます。

また、滞納分につきまして速やかな臨戸徴収を
する中で納税相談を実施し、分納誓約なりを取り
つけ、常に納税意識を失わせない方向に持ってま
いりたいと考えております。

まず、診療所について御答弁を申し上げたいと
思います。
議員も御存じのとおり、医療法第７条の２によ
り、公的機関及び公的医療機関が一般病床の病院

次に、高額滞納者についてでありますが、昨年

の開設許可または病床数増加の変更許可を申請し

より増加していることも事実であります。先月１

た場合においては、当該申請地域の病床数が医療

１日の新聞に、大阪地裁岸和田支部の競売物件の

計画において定める必要病床数に達している場合

告示があり、全８４件中１８件に対し本市が処分

は、許可を与えないことになってございます。こ

をつけておりまして、その中に大口分も数件含ま

のため、泉南病院の増床については不可能な状況

れております。競売事件に発展しても競落しない

であったため、有床診療所による１９床の増床案

物件は現状では塩漬け状況となっておりまして、

が考えられました。

今後も大口件数の増加は避けられないと考えてお

これは平成８年８月、府により示されました泉

ります。これらにつきましては、分納に応じない

南医療施設整備構想素案の中で有床診療所がコン

など税に対し著しく誠意を欠くものについては、

セプトされました。泉南福祉医療保健ゾーンの中

先行抵当権者との兼ね合いもありますが、基本的

では、泉南病院との機能分担を明確にした上で診

に公売を実施してまいりますが、粘り強く納税交

療所の本来の役割である地域医療を行うため、地

渉を行う中で納税を促してまいりたいと考えてお

域密着型疾病の予防を図る観点から有床診療所を

ります。

計画に盛り込んでございます。

続きまして、歳入歳出についてでございます。

この基本的な考え方について地元医師会に説明

本市の財政状況は、平成１２年度決算におきま

を行った中で、医師会より、有床診療所について
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は一般診療所と競合するだけで医師会としては反

悪臭対策について御答弁申し上げます。

対であり、また病床数の規制の中で公的医療機関、

まず、大阪府への要望についてですが、現在大

市が増床とも思えるやり方で有床診療所を設置す

阪府及び泉佐野市と常時連携をとっており、改善

るのは、医療行政に不信があり、それが法令違反

計画の進捗にかなりおくれはありますが、その状

でなくできるとすれば疑問であるとの意見もあり、

況についても３者で巡回監視しながら改善計画が

市としても医師会の合意がなければ整備は不可能

履行されるよう、府担当者の方には積極的に対応

であると考えております。また、保健事業全般や

していただき、強力な指導をしていただいており

休日・夜間診療所についても医師会の協力がなけ

ます。今後とも、３者連携を図りながら対策など

れば事業ができない状況であります。

を協議し、指導を行ってまいります。

したがいまして、今後も医師会の協力を求める

続きまして、公害対策審議会についてでござい

とともに、関係者会議において協議をしてまいり

ますが、現在進めている改善計画に基づく施設の

たいと考えておりますので、御理解のほどよろし

完成後に悪臭防止法に基づく臭気測定を行い、規

くお願いを申し上げます。

制基準値をオーバーしたときの対策などで泉南市

続きまして、基本健診及びがん検診について御

が事業者に改善計画を求める必要が生じた場合に

答弁申し上げます。

は、そのときには公対審の御意見をお聞きしたい

保健センターでは、平成１１年度より受診率ア

というふうに思いますが、今の時点では改善計画

ップのため、すこやか健診等のセット健診を行っ

に基づく施設が完成後に臭気測定をし、その結果

てまいりました。男性向けには基本健診、各種が

を見て考えたいと思っておりますので、御理解い

ん検診を、女性には基本健診、乳がん検診、歯科

ただきますようお願い申し上げます。

健診、子宮がん検診及び骨密度測定のいろいろな

以上です。

健診が受けられるあじさい健診等も行い、また受

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

けたい健診のみを受診できる単独健診も行ってま

○都市整備部長（山内 洋君） 新家駅前の交通渋

いりました。そのほか、市内の医療機関でも受診

滞がひどいので、早急な安全対策を必要とするの

できる個別セット健診も実施いたしました。

ではないかという御質問でございました。お答え

平成１２年度の受診率は非常にアップしており、

をいたします。

本年度も各種セット健診受け付けもわずか３０分

現実的な対策といたしまして、駅前付近の通過

足らずで定員をオーバーし、皆様の健康に対する

交通を減少させることや、人の流れと車両の流れ

関心の高さが受診率のアップに結びついているも

を分離することができると考えております。現在

のと考えられます。今後、健診内容及び検診回数

施工中であります都市計画道路砂川樫井線、また

の検討課題ですが、特に乳がん検診の専門医の確

市場岡田線を早期に完成させることによりまして

保は大変困難な状況にございます。

駅前付近の通過交通を分散させることにより、駅

また、検診車の確保についても他市町村との調

前付近の交通混雑を緩和するものと考えています。

整も必要であり、検診回数の増加も難しい状況で

また、事業効果を最大限に生かすため、市場岡

ございます。よって、検診機会の平等性を考えま

田線の整備事業を砂川樫井線と同時に完成させる

すと、あじさい健診等のセット健診は抽せんにせ

よう、本年度より事業着手をしております。また、

ざるを得ない状況にございます。今後とも、健診

新家駅前の南地区の地区計画を推進することによ

制度の充実については努力はしてまいりたいと考

り人や車がスムーズに移動できるようになって、

えております。御理解のほどよろしくお願いを申

面的な整備を民間とともに進めております。今年

し上げます。

度につきましては、昨年度より引き続いて新家６

以上でございます。

号線の整備もやっておりますし、また下水道事業

○議長（角谷英男君） 上林市民生活環境部次長。

と連動させて新家３号線の一部拡幅事業にも取り

○市民生活環境部次長兼環境整備課長（上林 啓君）

組んでおるところでございます。
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○議長（角谷英男君） 大森君。

はあるのかどうか、その点お答え願いますか。

○４番（大森和夫君） まず、そしたら財政問題を

○議長（角谷英男君） 向井市長。

お聞きしたいんですけどもね。１２年度、昨年の

○市長（向井通彦君） 税の収納の推進委員会でご

現年の徴収率が９５．０８％、滞納繰越分の徴収率

ざいますけども、ここでは現在の収税率の実態と

が１５．７％ということで、この現年の分、府の平

か、あるいは今後の対応、それと例えばいわゆる

均には及びませんけども、高額滞納者の対策を除

行政不満があってそれを留保されてるという方々

くと、現年の徴収率を見ると非常に職員の皆さん

ですね。その内容等について検討して、そして適

頑張って徴収に励んでおられると。また、市民の

切な指示なり判断をしております。今のところ、

皆さんは、不況の中、ほんとに大変な中、税金を

先ほども財務部長が答弁しましたように、まず現

納めておられるんだなと、そういう感じがするん

年をきっちりと捕捉をしていくということに重点

です。やっぱり今問題は、高額滞納者の滞納をい

を置いております。これは将来の滞納に類するも

かに解決するか、９億円あるこれをどうするかと

のをふやさないという前提で、現年中心でやって

いうのが今の市にとって一番大事な問題だと思う

るわけでございまして、それはそれなりの効果が

んです。

上がってきてるというふうに思っております。

納税課の方から１３年度の８月１日から２月１

滞納者については、特に大口滞納者については、

０日までの１，０００万以上の滞納のある方の徴収

先ほども答弁いたしましたように、あらゆる手段

率をお聞きしまして、これは僕なりに年間の徴収

を使ってそれを確保していくということで指示を

率に当てはめますと、現年度の徴収率はわずか３

いたしております。特に、本市が優先的な権利を

８．４％、滞納繰越分での納入率は、これも年に直

有するものについては公売等実施をしていく。あ

しますとたかだか２．２５％ということで、金額に

るいは、民間の方々が優先権がある分については、

すると１億３，０００万ほどしかこれは入金がない

そこの競売に対して市は一定判断をしなければい

という計算になるんですね。これじゃ、ほんとに

けませんが、協力をして同意をしていくというこ

いくら現年度頑張ったり、市民の皆さんが税金を

ともやっております。ただ、結果として、今の時

払っていっても市税の対策というのはおぼつかな

勢ですのでなかなかそういうことをやりましても

い、そんな状態にあると思います。

落ちないというケースが多々ございまして、その

それから、もう１個の指標でいいますと、１，０
００万以上の方の滞納というのは３０件ありまし

辺が１つ大きな問題だというふうに思っておりま
す。

て、滞納総額が減ってる方が１０名、増加が１５

それと、行政不満等については、それぞれの担

名、横ばいが５名ということで、減ってる方は３

当部に再度その辺の状況を判断をさせて、本当に

分の１しかないわけですよね、１，０００万以上の

本市がそれをやるべきものであるということにつ

滞納の方ね。これを見ても、高額滞納者がいかに

いてはやっていくと。そして理解をいただくとい

泉南市にとって足かせになってるのかわかると思

うふうにしております。ただ、大変大昔の話も随

います。

分あるわけでございまして、これらについてはな

市長は１３年度から市税収納対策推進委員会を

かなか現時点でそれを即座に解決するというのは

立ち上げまして、その長として取り組んでいただ

非常に難しい問題ですから、それは一定分離をし

いてますけども、まずこの高額滞納者で現年の納

て、それは我々としての課題としても、しかしや

入率とか滞納繰越分、どれぐらいまで引き上げよ

っぱり納税はしていただかなければいけないとい

うと、そういう目標を持っておられるんでしたら

うことで、分離をしてお願いに行ってる分もござ

それを示してほしいと思います。

いますし、私もその行政不満を聞く中で一定お話

それと、やっぱり市長にも高額滞納者が財政難

をさしていただいて払っていただくようにお願い

の大きな原因であり、ここへの対策が甘い、そし

もしてるケースもございます。それは、個々別々

て厳しい対策が求められてるという点での御認識

にそれぞれ違いますので、その実態に合った形で

−９７−

今一生懸命取り組んでるところでございますんで、

とも事実でございますので、今後法の許す範囲で

一概に何％といいますのは非常に厳しいんですが、

あらゆる角度から財産等の調査を行うという中で

行革の中では現年の徴収率の目標というものを掲

税収確保の道筋をつけてまいりたいと、このよう

げてるところでございます。

に考えております。

○議長（角谷英男君） 大森君。

具体的にどういう方法なのかということもござ

○４番（大森和夫君） 市長ね、お聞きしてるのは

いますが、例えば国税でありますとか府税、ある

高額滞納者の徴収率、特に１，０００万以上――５

いは裁判所の事件の記録の一覧とか、あるいは商

００万以上でも構いませんけども、この部分でど

業登記を確認しまして、本・支店の所在市町村へ

れぐらい回収しようという目標はお立てになって

の財産調査の実施でありますとか、そういった形

ないのか、それを端的にお願いしたいと思います。

でこの高額滞納者に対する滞納の対応というんで

それと、今の発言でしたらないということなのか

すか、を行ってまいりたいと、このように考えて

もしれませんけども、ないのでしたら、目標を持

おります。

つべきだと思うし、そういう点から見ましても高

○議長（角谷英男君） 大森君。

額滞納者への対策が甘いのではないかと思います

○４番（大森和夫君） 高額滞納者ね、これ市長、

けども、その点の御認識をもう一度きっちりお答

さきの成田議員も質問してましたけども、行政改

えください。

革の中でも歳入部分の位置づけ、市税の向上の位

○議長（角谷英男君） 向井市長。

置づけ、その裏づけをもとに行政改革も進めてお

○市長（向井通彦君） 私の方から後の部分ですね、

られるはずなのに、やっぱり金額的な目標をきっ

甘いという表現されましたけど、決してそういう

ちり持たないといけないし、特にこの高額滞納者

ことはございません。あらゆる手段を使って、今

に対しては、これは内容ではわからないというと

は非常に厳しく、我々の持てる権限の範囲内でご

こがたくさんあるんですよ。

ざいますが、それを使って回収をすべく努力をい
たしております。

だから、やっぱりこれは数字ではっきりやって
いただかないと、１，０００万円以上の方の滞納が

ただ、さっき言いましたように、権限があって

３０件で９億円もあるような状況を見まして、こ

もそれが換価できないという今の経済実態もござ

れで甘くないというようなことは通用しないと思

いますので、なかなか十分それが最終まで機能し

うんですよ。他市に比べて断トツに悪い収税率で

ていないという部分はございますが、姿勢として

すよ。この原因をやっぱり真摯に認めて、市長自

は全力でその辺の回収についてあらゆる権限の行

身も反省なさらないといけないと思います。市長

使の中でやっております。

に関して言えば、高額滞納者との市長の関係も幾

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

つか指摘されてきましたでしょう。そういう点か

○財務部長（谷 純一君） 高額滞納者に対するこ

らも反省して、高額滞納者に甘くはないというの

れからの対応ということでございますが、今議員

は、僕はおかしいと思います。

御指摘のように、この滞納件数３０件という分に

例えば公園用地を――昨年の話です。さっき市

ついてこれからどうしていくかということでござ

長が言われた昔の話はいいですわ。一昨年の話だ

いますが、本市の処分が私債権というんですか、

けでも、市長と高額滞納者、甘い関係というのは

私の債権に優先してる分については公売も辞さな

幾つもあったんと違いますか。

いと、そういったことで現在、そういった対応で

１つお聞きしますけども、公園用地を購入され

納付を促しているところでございます。そして、

た方が、所有者が３人おられまして、１人が高額

この公売通知、あるいは送付後には分納に応じた

滞納者、１人が後援会の会員というときがありま

といった、そういった例もございまして、一定の

したよね。この方に関して、土地購入に際して市

前進を見つつあるというふうに考えております。

は市税の納付を求めていなかったと。しかし、現

ただ、この滞納総額の大半を占めてるというこ

在この方には毎月小切手で１００万ずつ納入し、
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滞納を減らしているということでありますが、こ

を言うてられるんかわからないんで、お答えしよ

の方は市で一番滞納の多い方と違いますか。私、

うがないんですけども。

幾つか質問してますけども、全く同じ金額、同じ

次にお聞きしたいのは、これも昨年の問題です

納入方法で返しておられますよね。

けども、白浜空港の滑走路延長用地を和歌山県が

例えば、こういう市税が最も高いような方、市

購入したときに、その土地を泉南市が高額市税滞

税の滞納が最も多いような方、こういう方に対し

納分として差し押さえしていたにもかかわらず、

てはやっぱり弾力的に、毎月１００万ずつ先付小

滞納分の納付がないまま差し押さえを解除した事

切手もらってるからオーケーでは済まないと思い

件がありましたが、これ以後これに対して市の方

ますよ。やっぱり納入があれば、収入があればそ

では納税意欲に水を差したという反省の答弁もあ

の都度きっちり税額をふやしてもらう、そういう

りましたが、この業者に関しても判つき料をもら

ことを厳しく追及する必要があるのではありませ

ってなかった点がありますが、これ以後どうです。

んか。この点についてどのようにお考えか、お答

その法的措置をとったのか、税金がそれ以後減り

えください。

つつあるのか、減ってる場合でしたら、何年後ぐ

○議長（角谷英男君） 向井市長。

らいに回収の予定なのか、その点お答えください。

○市長（向井通彦君） 私との関係を言われました
んで、よく調べてくださいね。よく調べてくださ

○議長（角谷英男君） 東納税課長。
○財務部納税課長（東 三郎君） 白浜空港の関係

い。それだけ言うときます。

で大変皆さん方にきつい御指摘をいただいてきた

○議長（角谷英男君） 東納税課長。

わけでございますけども、私どもといたしまして

○財務部納税課長（東 三郎君） 御指摘の公園の

は、あれ以降考えられるすべのものには一応差し

用地の関係でございますけども、それは決算委員

押さえはつけさしていただきました。それ以後、

会でも御答弁さしていただきましたように、分納

市長から直接電話をしていただきまして納付もい

誓約が入れられておって誠実に履行されておる現

ただいております。

状では、我々といたしましては、ほかのものに手

ただ、現状ここ二、三カ月またとまってること

をつけるということにはならないというふうに考

は事実でございますけども、これも確実に今のと

えておりますし、それが納税誓約をいただいた方

ころ減ってきているのが現状でございますので、

との誠実的な約束を守ることになるというふうに

今後も引き続き納税交渉を強化する中で納税を促

考えております。我々が履行されていないものに

してまいりたいというふうに考えておりますので、

ついては強力にこれからもやっていきたいという

御理解を賜りたいと思います。

ふうに考えておりますので、その辺は御理解をい
ただきたいと思います。

以上です。
○議長（角谷英男君） 大森君。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○４番（大森和夫君） あともう１つ、昨年の問題

○４番（大森和夫君） ３０件全体の１つ１つにつ

ですけども、市税滞納業者から市長が献金をもら

いてはわかりませんのでね、あらわれた例――こ

ってて、市の法的措置をとらなかったということ

の例は最もお金が減っていってるという例ですか

も昨年問題になりましたけども、これは市長の元

らね。これは１つは厳しく対応してる例のうちで

後援会の幹部が新聞報道によると９，０００万円の

も、やっぱり１０年以上かかるということですか

市税を滞納していたにもかかわらず献金を受け取

らね。やっぱり市が土地を購入して、市がお金を

っていたと。市の方も、時効が来年というにもか

払ってるんですからね、そのときやっぱり納税を

かわらず差し押さえをしてなかったということが

求めるというのは当たり前のことだと思うんです

問題になったんですけども、これはもう差し押さ

よ。それがないと、税収問題は解決しないと思う

えをされたのかどうか。それから、それ以後滞納

んです。

状況、納入状況はどんなふうになってるのか、お

市長がよく調べてくださいというのはどの部分
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答え願えますか。

○議長（角谷英男君） 東納税課長。

すよ。あなたのおっしゃる厳しいことをもっとや

○財務部納税課長（東 三郎君） その分につきま

れというのは、どうして納入させるということな

しては、本年２月に差し押さえを執行さしていた

んですか。我々は、今収税できないという立場の

だいております。ただ、税の納付についてはただ

方であって、しかし財産があるということについ

いま交渉中でございますが、一応我々は税を納付

ては、差し押さえをしたり、あるいは公売をした

するという担保をいただくという形で納税誓約書

り、あるいは民間の競売に協力するといいますか

を連名でいただいているところでございますので、

同意をして、何とか換価する手法を今とってるわ

今後納付が行われますように我々といたしまして

けですね。一生懸命やってるわけですよ。

も積極的にアプローチをかけていきたいというふ

ですから、それはやれる範囲のことは我々はや

うに考えております。

ってるわけですから、その辺はちょっとはっきり

以上です。

と理解をいただかないと、それ以上のことはなか

○議長（角谷英男君） 大森君。

なか難しい、現実として難しいわけで、権限の中

○４番（大森和夫君） この方ね、市長は献金をお

で我々はいかにそれを担保し、また納税をしてい

返しになったわけですよね。献金を払うお金はあ

ただくかということですから、全力で当たってお

るわけですよ。それを市長もお返ししてるわけで

ります。本来は自主納税というのが原則なんです

すよ。返されてるわけですよ。そういう点からい

が、それが残念ながらなされていないということ

えば、もうちょっと厳しい対応をとれないかと思

で、いろんな法に基づいた権限の行使をやってる

うんですけどもね。この方、また市の再開発にも

ということでございます。

かかわる方でいらっしゃるから、ほんとに厳しい

○議長（角谷英男君） 大森君。

対応をしなければ市民からも計画自体がどうなの

○４番（大森和夫君） 幾つも例を出してお話しし

かという批判の対象にもなると思うんです。

たように、公園用地を買ってもらった方には市か

こういう点からも、こういう方への対応を厳し

らお金を払ったときには納税していただく、これ

くする必要がありますけども、その点は抜かりな

は普通のことと違いますか。それから、白浜の空

くできてるんでしょうか。

港では判押し料をもらう、これは当たり前のこと

○議長（角谷英男君） 向井市長。

ですやん。それで、駅前のことに絡んでる市長の

○市長（向井通彦君） 再開発にはかかわっており

元後援会の幹部の方には、政治献金を受け取らな

ません。凍結をいたしておりまして、街路事業で

いできっちり税金を払ってもらうように話を進め

すね。街路事業としての道路あるいは駅広用地と

ていく。それが早ければ早いほどこんな滞納が残

して購入を予定いたしております。ですから、そ

らずに済んだんと違いますか。そういうことを甘

の際にはきちっとその部分については納めていた

いと言うてるんですよ。

だくという話を通しております。

これは、見えてる分の一部ですよ。ほかにも減

○議長（角谷英男君） 大森君。

ってない方が、このうち、３人の方を言いはった

○４番（大森和夫君） 市長ね、今幾つかの個別の

けども、２人は減ってる。しかし、３０人の高額

例も出さしてもらいました。それから、１，０００

滞納者のうち、減ってるのは５名だけですよ。あ

万以上の方の滞納の納付状況もお話ししましたよ

と２５名減っていないんです。泉南市の滞納状況

うに、やっぱりこれ高額滞納者に甘いということ

を見ても、これを甘いと言わずにどういうんです

が言えると思うんですよ。どのような対応される

か。もう一度答弁お願いいたします。

わけですか。やっぱり厳しくされていって、納税

○議長（角谷英男君） 向井市長。

率を上げるというのが市長のお仕事と違うんです

○市長（向井通彦君） 繰り返しになりますが、与

か。その点どうですか、お答えください。

えられた権限の中で最大限の努力をしてるという

○議長（角谷英男君） 向井市長。

ことでございます。

○市長（向井通彦君） 厳しいことやってるわけで

○議長（角谷英男君） 大森君。
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○４番（大森和夫君） 次、悪臭問題をお聞きしま

だ泉南市には報告いただいておりませんが、近々

すけども、上林さんのお答えというのは、前回の

報告があるものと思っています。

９月の議会での市長の答弁のその延長ということ

今後とも、我々泉佐野、泉南市といたしまして

だと思うんですけども、市長、今の悪臭の状況と

も巡回監視の回数をふやして連携を密にし、この

いうのは９月のときと違いまして、非常に厳しい

改善計画が完結するまで監視を続けていきたいと

においがしてるんです。９月のときにはここの質

考えてるところでございます。

問でも、それから８月末に住民さんらと集会も持

先生の言われる大阪府への要望等につきまして

ちましたけども、それは改善計画がおくれている

は、大阪府の担当職員も事業者に対しましてかな

と。早くやってください。やってくださいという

りきつい指導をしていただいてるという、連携を

か、早く約束どおりしてほしいというのが、質問

密にしながら指導していただいておりますので、

の大きな内容――質問の中身でもあり、住民集会

その辺も御理解いただきたいと思います。

の中身でもあったんです。

それから、公害対策審議会につきましては、私

今度は、１１月に入って非常な悪臭、これは環境

としては先ほども答弁した内容の域を超えること

課に入ってきてる電話の数なんかを見てもらって

はできませんので、御理解お願いしたいと思いま

も全然違うと思うんですよ。

す。

今、府と交渉中、府と力を合わせて解決してる

○議長（角谷英男君） 大森君。

から、府に文書で申し入れないとか、公害対策審

○４番（大森和夫君） 市長ね、お答えくださいよ。

議会を開かないというのは、僕はおかしいと思う

これ、公害対策審を開かれるのも市長のお仕事や

んですよ。もともとこの悪臭の原因となってるグ

し、泉南市が権限なくて市の担当も苦労されてる

リーン産業さんは、産業廃棄物の業者であって、

わけですわ。市も府や泉佐野市と共同してますけ

においを出さないという条件のもとに認可を受け

ども、やっぱりそこは市長が府にも言うてもらう、

て営業されてる業者です。その業者が悪臭を出し

泉佐野市にも言うてもらう、それから公害対策審

てる。住民集会でも何度も府の方がおっしゃって

も開いてもらう、こういう形を開いてほしいんで

るのは、悪臭を出す限り営業は認めないと、この

すわ。そやなかったら、今の住民の苦しみ、ほか

立場でしてるということなんですからね。今、も

の質問者にもありましたでしょう。９月のときと

う悪臭を出しとるわけですよ。

状況は全然違うんです。ほんとにひどい悪臭で、

改善計画出す、出さない、そんな問題ではない。

市長の住んでおられる柴田団地の方からも悪臭が

改善計画が履行中やからとか、計画してる途中や

ひどいから何とかしてほしいという苦情が寄せら

から府に申し出ない、公害対策審議会を開かない、

れてるんです。そういう問題だと思って、ちょっ

そういう問題じゃないんです。営業の認可の大も

と心して答弁の方お願いいたします。

ととなる悪臭を出して市民が苦しんでる。これに

○議長（角谷英男君） 向井市長。

対して要望書を出していただきたい、公害対策審

○市長（向井通彦君） この問題については、我々

議会を開いてほしいということなんです。その点

も大変苦慮しております。常々、泉佐野市、市長

もう一度お答えください。

とも話をしながら対応をいたしております。特に、

○議長（角谷英男君） 上林市民生活環境部次長。

大阪府に対しては機会あるごとに申し上げており

○市民生活環境部次長兼環境整備課長（上林 啓君）

まして、現在――以前ももちろんきちっとやって

私どもも１１月９日に建築確認申請が府の審査

いただいてたんですけれども、向こうの担当者も

を通過後からかなり強い臭気が続いているという

かわりまして、その方も非常に従前より以上に熱

ことは、泉佐野市、泉南市も毎日監視巡回時に確

心に厳しい指導をしていただいております。

認しております。これらの臭気につきましては府

そういうこともありまして、大阪府が怠慢な動

も確認しており、事業所への立入調査等も行って

きであれば我々も文書できちっと申し入れるとい

いただいております。臭気の原因調査報告書はま

うことになるんですけども、今非常に率先してや
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っていただいてると。２市とも連携を図りながら

それが急にこんだけにおいがしてくるというの

やっていただいてるということでございますんで、

は、その野積みの移動だけの問題ではないと思う

それをぜひ続けてほしいということに今はとどめ

ので、そういう意味で今回特別な意味を込めてお

ております。しかし、矛先が鈍るということであ

願いしてるんと、やっぱりこの業者は悪臭を出さ

れば、我々の方もきちっと文書で対応したいとい

ないということを条件にして４年ごとの更新で営

うふうに思っております。

業が認められてると、そういう業者なので、今の

それから、今ちょうど堆積物を動かして堆肥舎

悪臭の状態でいえば、改善計画の進捗状況を見る

の工事をやっております関係上、動かすというこ

とか待つとかいうのではなく、早急に開催して府

とはまた攪拌するような形になりますので、余計

にも申し入れをお願いしたいし、泉南市としても

に臭気が出てるんだというふうに思っております。

公害問題、悪臭問題で苦しんでるということをき

早期にこの堆肥舎の竣工もやっていただきたい

っちり表明してもらうような公害対策審議会の場

ということでございましたけども、きちっと一方

を開いてもらうことをお願いいたします。

ではやる以上は建築確認もとらなきゃいけない。

続きまして、空港問題についてお聞きしますが、

そのためには行政界あるいは隣地明示も必要だと

市長が３大ばか発言のことを太田さんは信じられ

いうことで、非常に建確がおくれたわけなんです

ないというような話でしたけども、例えば１２月

けれども、やっとこの１１月の初めに確認申請が

１４日付の朝日新聞の社説、市長もごらんになっ

おりたというふうに聞いておりますので、これか

てると思うんですけども、関西２期工事に関して

らは進捗を十分監視しながら、できるだけ早く完

いうと、族議員の横行を許すなという題で２期事

成させるということと、それからその時点で私ど

業に関して何て言うてるかといいますと、愚挙は

もまた府、泉佐野市と共同で臭気調査をいたした

もう繰り返さない。関空２期工事のことを朝日新

いと。それで基準値をオーバーしてると、もしそ

聞は愚挙だと言ってるわけですね。愚挙はもう繰

ういうことであれば、当然我々は勧告を出すわけ

り返さない。それが小泉改革の原点ではないかと

でございますから、それに対しての、いろんなそ

いうふうに言うてます。

れに向けての準備なり、あるいは意見を賜るとい

この関西２期事業に関しては、府議会を見れば

うことで諮問をしたいというふうに考えておりま

民主党、公明党は割と積極的に押すけども、自民

す。

党は府議会でも質問なく、意見書の範囲で２期事

それは以前からも申し上げてるとおりでござい

業を進めるということで、自民党の中では中央の

ますんで、今すぐということではございませんけ

太田誠一さんを見てもわかるように、賛成派と反

ども、そういうことが発生すればすぐに対応をし

対派がしのぎを削ってるという状況なんで、市長

たいと、こういう考えでおりますので、御理解を

の言うように関西２期事業はハブ空港やのに何で

賜りたいと存じます。

やというようなことは、一般には通用しないこと

○議長（角谷英男君） 大森君。

ではないかと思うんですけども、その辺の認識ち

○４番（大森和夫君） 市長の考えはお変わりにな

ょっとお願いいたします。

らないと思いますので意見だけにしときますけど

○議長（角谷英男君） 向井市長。

も、この悪臭というのはほんとに９月の時点で質

○市長（向井通彦君） 関西国際空港は第１種空港

問した悪臭の内容と違うんです。

でございます。本来は国の施策、政策として行わ

今、市長は野積みの撤去によるにおいが出てる

なければならないんですが、当時の中曽根民活の

んだろうというお話でしたけども、これはもう早

こともあって、今の特殊法人という形で事業が展

朝から深夜までにおいしてます。一日中してます。

開されてるわけでございます。今まで日本では、

連日してます。１１月より以前、先ほど言いまし

２４時間オープンの国際空港というのはなかった

たように９月の議会の時期とかいうのはおさまっ

わけでございます。羽田はもちろんそうなんです

ていたんです。

が、成田も時間制限があるということで、そうい
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うことではやはり我が国を代表するハブ空港、国

う国の法治国家の重さでもあるということで、各

際空港としては成り立たないということで、沖合

自治体共通の問題を抱えているということ。した

５キロという環境に当時としては非常に配慮した

がって、世界の文脈の中で日本というもののあり

中で事業を進めたということでございます。です

方と、そこで地方自治体がいかにあるべきかとい

から、当初からそれらに対するコストはかかると

うことを問題点として指摘したいと考えておりま

いうのは、沖合５キロを埋めるわけですから当然

す。少し複雑に込み入っておりますが、辛抱して

考えられたわけでございます。

お聞きいただきたいと思います。それでは質問に

一方では、そのかわり成田あるいはその他にし
ても、環境対策というのをやっておりますけども、

入りたいと思います。
世界の行政改革は、８０年代の初頭、未曾有の、

内陸部に対してそのような事業の展開は要らない

かつ急激な財政・経済危機に陥ったニュージーラ

ということがありまして、そのコスト高を単純に

ンドに始まり、サッチャー政権下のイギリスが続

比較することはできないというふうには思ってお

き、一方スウェーデンやフィンランドなどの北欧

ります。

諸国が続いた。９０年代初頭、合衆国ではクリン

しかし、やはり需要と供給というバランスがあ

トン政権下でゴア副大統領が旗振り役となってア

りますので、そういう形で今まで一生懸命需要喚

メリカ型の行政機構改革が推進された。今ではア

起もし、伸びてきたというのが確かにございまし

メリカの大半の自治体がパフォーマンス・メジャ

た。つい最近までも最高を記録しておったんです

ーメントを行い、行政の指標をつくり、それを政

が、ごく最近ああいうテロがあってからは一時的

策形成に利用している。

に伸びが縮小して減っておりますけども、それを

ことし、日本自治学会が三重県の四日市で開催

契機に一気に関空延期論が出てきたわけでござい

されましたが、三重県の北川知事は、当選の翌年

ますけども、私はそうじゃなくて、やはり日本と

の９６年に事務事業評価制度を採用している。そ

して、世界の経済大国として、貿易立国としても

れ以前は細川護煕が熊本知事の時代にこのニュー

２４時間空港はぜひ必要だと。そのためにはやっ

・パブリック・マネジメントを導入しましたけれ

ぱり１本の滑走路では不十分であるという認識を

ども、当時の経済状況は深刻化を深めながらもか

持っておりますので、行革本部長の言われる行革

つまだ楽観的な展望の中で採用されなかった。そ

という視点からとらえると、ただそれだけでとら

して、９０年代の停滞した１０年を経て、改めて

えるということはいささかいかがかということを

取り上げられてきているということです。

申し上げたわけでございます。

これらの企業経営的方法を取り入れた行政改革

○議長（角谷英男君） 以上で大森議員の質問を終
結いたします。

手法を総称して今ニュー・パブリック・マネジメ
ントと言い、日本ではＮＰＭとして知られるよう

午後３時５０分まで休憩いたします。

になった。ニュージーランド、イギリス型、現在

午後３時１６分 休憩

ではウェストミンスター型と呼称されるタイプは、

午後３時５２分 再開

官僚制から脱却して市場経済の導入を主とし、北

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開
きます。

欧型あるいはアメリカ型は組織の経営に力点を置
いている。また、改革の方式がトップダウンかあ

次に、１２番 北出寧啓君の質問を許可いたし
ます。北出君。

るいはボトムアップかの観点からいえば、イギリ
ス型はトップダウンであり、アメリカ型はボトム

○１２番（北出寧啓君） それでは、わの会より一
般質問に入りたいと思います。

アップ型ということになる。
ニュージーランドよりおくれること２０年、ア

行政改革については、もう従来の枠組みからは

メリカより１０年おくれて、今、日本は構造不況

なかなか脱却できないので、質問を長い間やって

が一層悪化している中で、日本型福祉国家の行き

きませんでしたけれども、これは同時に日本とい

詰まりから、裁量権、業績、評価といったマネジ
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メント手法、市場メカニズムの利用、市民を顧客

や中央公園用地などの取得土地の資産価値も明ら

と見る顧客主義、組織の簡素化などを内容とする

かにしていく必要がある。つまり、そろそろ現在

ＮＰＭが敷衍し始めています。未曾有の不況の中、

の単年度の収入と支出の現金出納会計から、損益

この潮流は避けられません。

計算書と貸借対照表から成る複式会計に変更すべ

したがって、我々はこれを１つの道しるべとし

き時期に来ている。そして、貸借対照表、つまり

て行財政改革の戦略枠組みを構築し、しかし安易

バランスシートによって負債となっている投資資

な市場論に堕すことなく、公共性を維持しつつ果

産の価値を正確に把握すべきである。でなければ

敢に市民のための自治体に大きく脱却していく時

我が市の公共資産の価値を算定することができず、

期に来ております。言いかえれば、それは単なる

したがって解決策を導くことなどできない。

民営化や企業経営の導入ではなく、地方政府とし

例えば、砂川駅前開発買収用地にかかわって、

て次元の高い公共性を築き上げるという作業でも

負債は現在２５億円だが、既に資産価値は５分の

あります。そこに我々は２１世紀の困難と希望を

１程度に過ぎないように思える。端的に、手のつ

読み取っていくのである。

けられない不良債権である。言いかえれば、自治

アメリカの９０年代を振り返ったデービッド・

体崩壊である。今、バランスシートの作成を始め

オズボーンの手による「ビーティング・ビューロ

ているというようにお聞きしているけれども、ど

クラシー」という書物では５つの戦略が総括され

うなっているのでしょうか。

ており、第１に目的の設定、第２にインセンティ

また、そうすれば時間単位で減価している不要

ブの涵養、第３に説明責任、第４に権限、最後に

土地の有効活用も考え始めるだろうし、それが負

文化があります。目的の設定は言うまでもなく、

債の返済にも結びつくはずである。今、公務員は

自治体の、とりわけシステムや組織の目的を決定

いい意味で企業家にならなければならない。

することであり、そして経営企画と実施を分離す
ることが問われてきました。

さて、農業公園に戻って、自治体の職員機構で
は、職員を命令や規則に従わせ、システムを現状

最初に、農業公園を事例にして第１の目的の設
定と第３の説明責任に関する議論を進めたい。

維持に図りがちである。成果はどうあれ、職員は
安定した給与を保障される。事業が失敗しても責

ここでの目的の設定は一体何だったのか。ある

任を問われることはない。実際、農業公園の事業

いは、現在の目的は一体何なのか。今、同時並行

継続のために毎年農林課には府から出向職員が配

的に国のふれあい自然塾ができ上がってきている。

置されている。企業経営としてはほぼ破綻してい

人口６万人余りの都市に、しかも未曾有の財政危

るにもかかわらずである。この事業責任をどう考

機に約３０億円もかけていまだに事実上破綻した

え、我々議会及び市民にどのように説明するのか

事業の継続を図っている。改めて目的の設定とい

を二重の説明責任において明らかにしていただき

うことで説明をいただきたい。

たい。

ちなみに、「必要性がなくなった事業は中止あ

政策――ポリシーが具体的にプランニング――

るいは凍結する。投下した資本がむだになるとい

計画され、次に事業展開がなされる。そして、事

う立場に立たずに検討を。地域のコンセンサスが

業の破綻が明らかになったときは、政治家の責任

得られないものは徹底的に避けるべきだ。聖域は

において中止や凍結を考えなければならない。自

ない」とは、去年の夏の亀井静香、当時の自民党

治体機構では、職員は事業の継続をほぼ命令とし

政調会長の言葉であります。できなければ、第三

て行うにすぎない。もとより、計画の変更、凍結、

者機関による評価委員会を設置し、農業公園の個

中止は政治家が行う。この場合、政治家とは言う

々の施策や事業も含めて再評価を行えばいい。評

までもなく首長である。

価委員会の設置をどう思われるのか、お答え願い
たい。

次に、第４の権限について、市役所のシステム
について言及したい。

さらに言えば、農業公園を初め、砂川駅前開発
−１０４−

現行の組織では、権限の大半がトップに集中し

ている。とりわけ予算権、人事権は市長にある。

がいかにすぐれているか、つまりいかにお買い得

一方、一般管理職の裁量権はさまざまな制約を受

であるかという点も考えていかなければならない。

けている。課長や課長代理に至っては、ほとんど

管理職の責任は、したがって重大である。そして、

権限がないように思える。例えば、現在課長らが

世界や日本や大阪での行政改革、旧来の公務員制

みずからの裁量で運用できる金額は５万円にすぎ

度の枠組みの大規模な変革は、今後避けようがな

ない。そして、地域社会の変化やそれに基づいた

い。本市でも統廃合や一部民営化が焦眉の課題と

要望にリアルに対応できないばかりでなく、裁量

してある。当局はどう考えられているのかお答え

権がないがゆえに責任は回避されることになる。

願いたい。

さらに、権限に関しては一般に管理戦略が伴う

もちろん、同時に、必要でなくなった部署の職

が、それは単に下部職員だけではなく、地域社会

員は配置転換や改革の速度等で雇用保障をしなけ

の市民にも権限を委譲することを含む。市役所の

ればならない。いずれにせよ、６５億円の人件費

職員がそれぞれの役割を果たし、責任を負えるよ

等、本市の改革は小手先だけでほとんど手がつい

う、権限の委譲を中心とした組織編成をどう考え

ていないというのが実態であると思う。昼間の消

ているのか、お聞かせ願いたい。

灯などでお茶を濁している場合ではない。

さて、第２のインセンティブ――動機づけと、

さて、最も重要で決定的なのは職場文化の問題

第５の文化について。幼稚園、保育所、庁舎内機

である。本来、職員の大半は市民のために奉仕し

構、管理職に絡めてお尋ねいたします。

ようとする意思を持っている。にもかかわらず、

本市の幼稚園は、樽井幼稚園に代表されるよう

なぜ市庁舎ではインセンティブが希少になり、活

に、大阪南部においても２年教育を最初に導入し

気がなくなり、沈滞してきてしまっているのか。

た画期的な役割を果たしてきています。しかし、

そのことが根本的に問われなければならない。そ

現状は公立幼稚園全部の園児総数と私立幼稚園１

の点いかが考えられているのか。

園との数がほぼ等しく、かつ１人当たりの経費は

さて、歳入が年々乏しくなり、しかも突拍子も

私立の３０万円に比べて１３０万円もかかってい

ない無意味な公共事業が組まれる。一方、予算は

る。教育は、効率性に決して還元されるものでは

債務返済に追われ、数年後の退職金は滞るだろう

ないとはいえ、この財政危機にあって、各市は統

事態はもはや明らかである。そうした中で、いつ

廃合を含めた現実に合った再編成を遂げているの

までも忠誠、安定、確実が職場の価値とされ、命

に、本市はやっと教育委員会の答申を受けたばか

令や許可の中でのみ職員が働き、失敗は威信の失

りである。一体、この怠惰はどこから来るのか。

墜になると、未来のためにリスクを負うこと、凍

端的に、それは政治、つまり執行権にかかわる問

結や中止を避けたがる行政府のやり方では、本市

題であると思えるが、責任ある答弁をお願いいた

は衰退するばかりである。

したい。

こうした庁舎での職員の考え方、態度、あるい

結果、戦略に関していえば、構造不況で多くの

は規範、総じて庁舎内での職員文化を根本的に改

企業が倒産し、昨日和気議員も指摘されたように、

革する方途をみんなで考えなければならない。あ

今失業率が５．４％になり、勤労者に地獄の苦しみ

えて言えば、フランス語に語源を持ち、アメリカ

を与える中、幼稚園、保育所の一人一人の職員が

で多用されているエントラプラナー――企業家精

何の競争にもさらされないままあることは許され

神で、今職員は迫り来る破局を乗り越えていかね

ない時代になってきている。自分の業務のコスト

ばならない。当局にお考えがあればお答え願いた

を知り、地方自治法にある最小限の費用で最大限

い。

の効果を上げることも考えなくてはならない。

そして、行政職員の課題とは、一挙に噴出して

当然、幼稚園、保育所の統廃合も視野に入れな

きたさまざまな重い課題をただただ時が過ぎるの

がら、今という時代に対応できるよう、重大なこ

を受動的に待つのではなく、より迅速に同時並行

とは公教育の質を高めると。同時に、市の公教育

的により多くのことをそれぞれの権限委譲に基づ
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いた裁量権と責任、説明責任と結果責任において

にお答えいただきたい。

遂行することである。そのための組織編成を行う

次に、チビッコホームについて。

必要がある。あるいは、変革するのが楽しい、と

構造不況の中、とりわけ不良債権処理で、東京

わからなければならない。

商工リサーチによると中小企業の倒産件数も先月

したがって、それは単なる部課の変更にとどま

が１，８１３件で、負債総額が１兆８，７３６億円に

るものではなく、再編が個々の職員のインセンテ

も及び、今年度の倒産件数は２万件、負債総額は

ィブ――動機を醸成するものでなければならない。

１５兆円をはるかに超えると思える。かくて、多

つまり、なぜそうするのか、それによって何が変

くの家庭が共稼ぎを余儀なくされている現状で、

わるのか、そうしたことである。前回の機構改革

子供たちが安心して保護者のいない時間帯を過ご

の効果は一体どうだったのか。原課からは相当の

すためにチビッコホームは大きな役割を果たして

不満が出ているが、当局としてインセンティブに

いる。しかし、現行のチビッコホームは、他市町

関しての答弁をいただきたい。

村では大抵行われている。とりわけ決算期に当た

もちろん、人は簡単に変わるものではなく、降

る春休みのチビッコホームの開校を大方の保護者

格も含めた淘汰も必要とされるし、他方でそれぞ

が望んでいる。この点についての予算措置を要請

れの職員に応じたインセンティブを醸成しなけれ

したい。また、樽井小学校等ではチビッコホーム

ばならない。それがトップの役割である。裏返し

の応募者が多い。人数拡大もともにお願いしたい。

て言えば、あえて言えば悪いのは職員ではなく、

第３点、不登校について。

各部署にインセンティブを導けないトップと言う

不登校は、日本では１９６０年ごろから問題に

こともできる。

なった。当初、学校恐怖症と呼ばれ、７０年ごろ

最後に、これらの諸過程を貫くＮＰＭ――ニュ

から学校拒否と呼ばれ、９０年代になって急速に

ー・パブリック・マネジメントの理論の骨格とそ

使われだした。不登校と呼ばれた。不登校、つま

の意義を提示し、その導入についてお聞きしたい。

り一般に引きこもりというのは、思春期や青年期

ＮＰＭには、公共部門の大きな転換として業績、

の子供や若者が人間関係を普通に取り結べず、果

成果の導入がある。旧来、議会議決を経た政策を

てに人間に対する不安やおびえや恐怖を惹起する

行政は執行するが、その評価は問われず、当然の

ことで起こる。それは登校拒否にとどまらず、高

ごとく責任をとらないで済ましてきた。つまり。

校中退、卒業拒否、就職拒否等としてあらわれて

旧来の行政システムには評価システムがないため、

くる。

一般のマネジメントにあるプラン・ドゥー・シー

そもそも人間とは、他者とのかかわり合いを欲

のシーが機能してこない。したがって、結果がど

し、かつ人との関係を取り持つことによって成立

うあれ、決してその責任は問われず、行政はただ

する。しかし、現代社会にあって、人間関係は複

施策の執行に当たって手続の合法性や合規性があ

雑に錯綜し、時に人に克服不可能な煩悶をもたら

るかどうかだけを、あるいはインプットに対する

し、当事者はその関係を拒み、遮断することで辛

アウトプットだけを、地方自治法の用語を使えば

うじて自己を維持しようとする。引きこもりの型

最小の費用で最大の効果、つまり効率性だけを問

としては、親や周囲の過度の期待と競争による燃

題とする。

え尽き息切れ型と、もともと内向的で神経質、そ

だから、往々にして中央官僚や地方自治体の職

して完全主義的な人間が、言いかえればまじめで

員は、一たん予算が議決されると、その執行手続

人間関係に融通がきかない人間が人間関係が苦手

の合法性、合規性だけにその責任を矮小化し、そ

になり、突如不登校になる一人遊び嗜好型があり

の効果、結果には責任を感じない。例えば諫早湾

ます。

の干潟の埋め立てと生物多様性の死滅に一向に心

しかし、引きこもりは病気ではなく、人間の素

も痛まないのは、こういうことがつながっている

直な思いや気持ちの発現であります。ただ、不安

と思える。最後に、ＮＰＭの導入について総括的

や孤独からいろんな症状を来すわけで、９０年代
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に引きこもりや不登校が急速に広がったのは、時

果、効率、目的達成度などをチェックし、施策、

代背景としては彼らの幼児期、学童期が高度成長

事業の改革、改善を行うという行政評価について

時代であり、地域社会が崩れ、人間関係が希薄に

は、今後も全庁的な取り組みを図っていくことと

なったということも考えられる。

いたしております。

さて、現在、泉南市の不登校数については昨日

既に、一部事業評価については、以前民間の方

の奥和田議員の質問でわかりましたが、私の分類

々も入っていただいて下水道事業、砂川樫井線事

に基づいてさらに詳細な報告及び対策についてお

業等について評価を行った実績もございます。し

聞かせ願いたい。

たがいまして、今後は行財政改革を進める中でこ

最後に、現在の各中学校の教職員室はエアコン

の行政評価、事業評価の取り組みというものを今

ディション等がなく、とりわけ夏季休暇は家庭研

後とも図ってまいりたいと考えているところでご

修という名目で大半の教師は学校に出てこない。

ざいます。

そういう問題点を指摘すると、職員室が暑いとい

また、外国の例も参考にされましたけれども、

うふうな言葉も散見されるわけで、夏休み生徒指

こういう行政評価システムについて世界的にはい

導、体育指導等に献身される先生方、あるいは学

ろんな考え方があるわけでございますけれども、

校対策を本当にゆっくりと時間をかけて協議し、

特にアメリカのオレゴン州なんかのベンチマーク

解決策を検討する機関、それを夏季の教職員室等

システムが成功事例として有名でございますけれ

で行っていただきたいと。そのための最低限教職

ども、行政評価の導入に当たりましては、これら

員に対する冷暖房を含めた施設の改善を速やかに

の事例など先進都市の事例を十分検討した上で、

図っていただきたいと思います。

本市に合った制度の導入を図っていきたいという

以上、壇上での質問を終えたいと思います。ど
うも御清聴ありがとうございました。

ふうに考えております。
○議長（角谷英男君） 金田教育総務部長。

○議長（角谷英男君） ただいまの北出議員の質問

○教育総務部長（金田峯一君） 議員御質問のチビ

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） 御質問の中のニュー・パブ
リック・マネジメント――ＮＰＭについて御答弁
申し上げます。

ッコホームについて、チビッコホームの春休みの
開設につきまして御答弁申し上げます。
チビッコホームの設置目的につきましては、議
員御承知のとおり国の放課後児童健全育成事業と

右肩上がりの経済成長の時代は終わりまして、

して地域の実情を踏まえ、保護者が労働等により

本市におきましても財政事情の悪化は行財政運営

昼間家庭にいない小学校の児童を対象、本市の場

の効率化をいや応なく迫っております。御指摘の

合は１年生から３年生の児童に対し、健全育成、

ＮＰＭは、欧米等で民間企業における経営理念、

自立支援及び子育て支援を図ることを目的とした

経営手法等を可能な限り行政の立場に導入して、

施設であります。

行政運営の効率化、活性化を図ろうとする理論の
ことでございます。

議員御質問の春休みの間のチビッコホームの開
設につきまして本市の現状を報告いたしますと、

社会の変化とともに新しい施策の展開が求めら

夏休み、冬休みの間につきましては既にホームを

れており、限られた財源を有効に活用し、よりよ

開設いたしております。チビッコホームが子育て

い市民サービスを提供していくためには、民間企

支援のための拠点施設として国の施策上での位置

業に習い、市民を顧客ととらえる考え方を行政も

づけがなされていることを踏まえ、本市といたし

取り入れていく必要があると考えております。そ

ましては、春休みの開設につき実施する方向で努

のためには常にコストを意識し、行政活動の結果

力してまいる考えでありますので、御理解のほど

を市民の視点で見ていかに成果があったか、限ら

よろしくお願いいたします。

れた予算、財源のもとでいかによりよいサービス

また、受け入れ措置の拡大の件につきましては

ができたかなどを客観的な視点でとらえ、その効

現在８カ所で開設し、定員総数は２５６名となっ
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ております。議員御指摘の樽井小学校を対象とし

の具体的な質問がございましたけれども、まず権

ている樽井チビッコホームにつきましては、定員

限につきましては、政策の企画立案過程にもトッ

３６名でありますが、既に３６名が入所いたして

プダウンとボトムアップの二通りがあろうかと考

おり、現在１０名ほどの児童が待機となっており

えております。しかしながら、トップダウン、ボ

ます。待機者の解消方策としましては、施設の増

トムアップいずれにいたしましても、組織として

築等が前提となり、そのことに伴う財源確保が必

決定する場合にはそれぞれの職制に応じてその応

要となってきます。今後、入所希望児童の推移を

分の権限と責任が存在するものであるというふう

精査しながら検討してまいりたいと考えておりま

に考えております。さらに、その権限内でどれだ

す。

けの政策決定や、政策の企画立案をいかに速やか

次に、教職員のための施設整備でございますが、

に可能にするかが組織としての真価が問われるも

教育環境整備の充実を図るため、可能な限り施設

のではないかというふうに認識をいたしておりま

の改善に努めてまいっておりますが、各施設とも

す。

経年劣化が進んでおります。空調設備につきまし

次に、組織の活性化ということの御指摘でござ

ても、平成６年から８年までは大規模改修の中で

いましたけれども、その観点から人事政策及び職

各学校単位で進めておりましたが、その後進んで

員の意識改革についてお答えを申し上げます。

おりません。１２年度につきましては、小・中学
校の未設置の保健室に設置してまいりました。

今、地方行政は高齢化、国際化、情報化等、時
代の改革の潮流の中で大きな転換期を迎えており

今後、生徒並びに教職員の教育環境の整備に努

まして、これからのまちづくりは、国主導ではな

力してまいりたいと考えておりますので、よろし

く地方が主体となって進めていく必要がございま

く御理解のほどお願い申し上げます。

して、地方行政の活性化につきましてもいろいろ

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

な方策が検討されておりますけれども、その中で

○総務部長（中谷 弘君） 北出議員の御質問でご

最も重要なことは、行政を支えている職員をいか

ざいますが、行政改革のうち組織の関係につきま

に活性化し、その持てる能力を最大限に活用して

してでございますが、地方分権推進法の成立を機

いくかということでございます。本市におきまし

に、議論の段階から実行の段階に入った地方分権

ても、これまで以上に職員研修の充実に努めてお

の推進は、明治維新、戦後改革に次ぐ第３の改革

りまして、職員の意識の中にも徐々にではござい

とも位置づけされておりまして、新時代にふさわ

ますけれども、自己啓発の重要性について認識が

しい地方自治の確立が求められていると同時に、

醸成されつつあるところであります。

地方自治は戦後の日本国憲法で保障された権利で
あると認識をいたしております。

こうした中、これからの人事政策のあり方とい
たしましては、職員一人一人の持てる能力を最大

そのため、地方自治体といたしましては、これ

限に発揮させ、職員の自由な発想や意見を生かし

までのような全国的な統一性や公平性を重視する

ていける活力ある職場づくりなど、行政運営シス

画一と集積を基本としたナショナルミニマムの行

テムの見直し、人事管理面におきましても従来の

政システムから、市民や地域の視点に立った多様

年功序列的なものから職員個々の能力の視点に立

と分権を基本とした個性豊かな地域社会の形成の

った採用、昇任、配置等、任用管理システムの改

ための行政組織の構築が急がれております。この

善、行政需要の変化に対応していける長期的視点

１０月に実施いたしました組織の機構改革につき

に立った意識改革、能力開発等、人材育成体系の

ましても、これら地方分権につきましても対応す

確立、士気高揚が一層図られる処遇の改善など、

べく、その対応策を目的として実施いたしており

これらが有機的に結びついた人事管理システムを

ます。

構築していくことが最も重要ではないかというふ

今回議員より、職員、特に管理職の権限や専決
規定の金額、さらには市民への権限委譲について
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うに考えております。
そういう考え方もありまして、昨今特に職員の

研修充実に努めているところでございます。さら

紀泉ふれあい自然塾につきましては、里山の循

に、今後複雑化、多様化する行政需要に対応する

環型生活体験を通じて現在の生活を見直すことの

ために、計画的、持続的な専門研修等実施してま

できる視点を養い、自発的な行動へとつながる環

いりたいというふうに考えております。

境教育を行うことを目的とした施設として大阪府

また、人事管理面において職場の活性化を図る

が整備を進めております。一方、農業公園におき

ための配置転換についても、自己申告制度または

ましては、先ほど申しましたように花卉を中心と

新たに昇格する場合の昇格制度等についても検討

して市民の農業との触れ合いを通じて農業の振興

いたしておるところでございますので、よろしく

や農業に対する市民の理解を深めることを目的と

御理解をお願いしたいというふうに思います。

しておりまして、利用者も多くの市民を対象とし

それと、今回の組織の改革についても御意見を

ております。おのずからすみ分けが図られるもの

いただいたわけでございますけれども、今回の改

と考えております。

革については１０月からスタートしたということ

評価委員会の設置につきましては、事業執行の

でございますので、その機能がうまくしているか

効率的、効果的実施、及びその実施過程の透明性

どうかというのを今後我々としても十分関係部長

の一層の確保が強く求められ、泉南市におきまし

ともヒアリング等を行った中で、もし都合の悪い

ても先ほど市長が御答弁申し上げましたように、

点がございましたら、次の改革のステップのとき

建設事業再評価システムが導入されております。

の参考としていきたいというふうに考えておりま

再評価の対象事業といたしましては、事業費が予

すので、今回の改革で組織の改革等が終わりでは

算化された後５年を経過した後も未着工の事業、

ないということの中の考え方で、我々としても今

事業採択後１０年を経過した時点で継続中の事業、

後対応してまいりたいというふうに考えておりま

及び特に必要と認められる事業となっております。

す。

農業公園整備事業におきましては、平成６年の

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

着工以来７年を経過しており、平成１６年には再

○都市整備部長（山内 洋君） 農業公園を事例と

評価の対象となります。ただし、社会経済情勢及

して事業についての考え方をお問いになられまし

び財政状況の変化により、当然事業の再評価は必

たので、農業公園についてお答えをさせていただ

要であるとの認識に立ちまして、しかるべき時期

きたいと思います。

において再評価を行い、その内容についても公表

農業公園につきましては、花卉団地に隣接する

していきたいと考えております。

という立地条件を生かし、花と緑に囲まれた豊か

事業に対する責任に関しましては、施設を設置

な自然の中で市民が花摘みや作物栽培など農との

する目的を達成し、効果を発揮していくために、

触れ合いを通じたレクリエーションの場を提供す

できるだけ多くの市民に親しまれ、利用していた

ることにより、広く市民に農業への理解を深め、

だく施設にしていくことが重要であります。公共

また泉南市農業の特産である切り花のＰＲにもつ

としての役目であると考えております。

ながり、地域農業の振興を図る上でも重要な拠点

本市の農業公園は、魅力ある施設として多くの

的施設の整備として事業を実施しておるところで

市民に利用され、また可能な限り市の負担が軽減

ございます。

できるよう民間の資金やノウハウを活用していく

また、本市は緑に恵まれた自然環境資源を有し

手法も含め検討してまいっておるところです。検

ておりまして、それを誇りであるという市民の意

討の取りまとめができた段階で議会を初め市民の

識は高い。それら自然との触れ合いを楽しめるよ

方々にもお示ししたいと考えておりますので、よ

うな整備に対する要望も強いところでございます。

ろしくお願い申し上げます。

本事業に対する市民の期待も大きいものであると

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

考えておりますので、引き続いて農業公園の整備

○教育指導部長（吉野木男君） 行財政改革の視点

を進めていきたいと思っております。

からの幼稚園問題について御答弁申し上げます。
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先ほども御答弁したかと思うんですけども、本

して、総務省の作成基準に基づき作成を行い、今

市幼稚園の措置状況、つまり保育室数から見た総

後内容につきまして精査検討した上でお示しさし

定員と在籍数から見ますと、府下の平均値を見ま

ていただく予定でございます。

すと大体６０％台でございますけども、本市につ

歳入歳出決算書とあわせて別の観点からの分析

きましては、先ほど来申し上げておりますように

という点で参考資料としてのバランスシートを十

昭和５９年あたりから５０％を割り込んでおりま

分活用し、減価償却費などの民間企業の発生主義

す。今後もこういう推移が見られるであろうと。

的な発想から、行政活動等に伴うコストにも配慮

片や、公立幼稚園以外の公立保育所あるいは私立

し、効果的、効率的な行財政運営を図ってまいり

の保育所、私立幼稚園等の就園状況を見ますと一

たいと考えておりますので御理解のほどよろしく

定数で推移しており、相当部分が進路変更なく小

お願いいたします。

学校１年生と、こういった構造も見られます。ま

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参事。

さしく、保育ニーズに応じた保護者選択が一定な

○教育指導部参事兼指導課長（中野辰弘君） 私の

されてる実態もあります。

方から、不登校の実態について御答弁申し上げま

そういったことを踏まえ、幼稚園の統廃合問題
について、具体には振興計画の中で具体化、施策

す。
本市の不登校――不登校といいますのは年間３

化を図っていきたいというふうに考えております。

０日以上欠席と、そういう定義になってますけれ

また、そのことに関しましては、これからのあ

ども、本市の不登校の児童・生徒数は平成１２年

り方ということで答申にも触れておりますように、

度におきましては小学校では１２名、中学校では

今後これからの公立幼稚園というのは、１つの就

８３名となっています。平成１１年度ですけれど

学前機関としての他の就学前機関との切磋琢磨、

も、小学校では１５名、中学校では８８名ですの

あるいはより高い質の教育の提供ということが強

で、少し減少している。ただ、いずれにしまして

く求められてるというような位置づけもしており

も依然として厳しい状況にある、そういう認識は

ますので、よろしく御理解賜りますようお願い申

持っております。

し上げます。

不登校の原因に関してですけれども、学校、家

○議長（角谷英男君） 大前行財政改革推進室長。

庭、社会のさまざまな要因が複雑に絡み合ってい

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） 私の方から、

ると考えられ、必ずしも一義的に説明できないケ

バランスシート――貸借対照表について御答弁申

ースが多いのですけれども、その中で強いて取り

し上げます。

上げますと、本市の状況では１つは友人関係から

現金出納主義から複式会計に変更すべきではな

起こっていると。もう１つは学業不振、そこら辺

いかという御質問でございますが、地方公共団体

が原因になっていると、そんなふうにとらえてい

の歳入歳出決算書は現金主義により編成されるこ

ます。

とになっておりまして、この変更は現在のところ

不登校問題の解決に向けては、どの子供にも起

無理であろうと考えております。ただ、これだけ

こり得るものであるという視点に立って、早期発

では資産や負債などのストック情報がわかりにく

見、早期治療に努めているところであります。具

いため、企業会計的な考え方を取り入れ、どこか

体的には、１つ目として、小学校に対して臨床心

ら資金を調達し、どんな資産や負債を残したのか

理士を派遣し、不登校問題に早期に対応できるよ

などを表示した、自治体におけるバランスシート

う努めています。２つ目としまして、教職員に対

の作成が言われております。

して生徒指導上の諸問題やカウンセリングに関す

先般の行財政改革大綱及び同実施計画には経費

る専門的、実践的研修を実施して資質の向上を図

の削減や個別事業の見直しについてなどの項目を

っています。３つ目としまして、心理的、情緒的

掲げ、鋭意取り組みを行っておりますが、バラン

原因によって不登校になり、長期にわたって欠席

スシートの作成につきましても取り上げておりま

している児童・生徒に対して体験的活動を通して
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適応指導を行う適応指導教室を開設しています。

すね、そういうふうな症状の区分けとか、基本的

４つ目としまして、閉じこもりがちな児童・生徒

なそういう初動確認みたいなことを例えば一覧表

に対してメンタルサポーターの派遣制度を本年度

とかつくって教員に配布したり、そういうことを

からですけれども実施しています。

やっていらっしゃるのか。それが１点ですね。

しかしながら、不登校の根本的な解決は担任が

それと、もう１つ、今、文部科学省の分類があ

児童・生徒とのきずなををどれだけ太くできるか

りましたけれども、それは心の問題として、例え

によるところが大きいと考えています。今後とも、

ば私がさっき言わしていただいたように、燃え尽

教職員に対する研修を充実し、カウンセリングマ

き息切れ型とか一人遊び嗜好型とか、そういうふ

インドの手法を教職員が身につけられるよう支援

うなものの観点が全くなかったんで、その辺はど

を行う所存であります。

ういうふうに見ていらっしゃるのか、ちょっと簡

なお、議員御質問の不登校の分類に関してです

単にお答えください。

けれども、分類項目に関しましては文部科学省の

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参事。

区分に基づいて計上してます。具体的にどういう

○教育指導部参事兼指導課長（中野辰弘君） １点

項目かと申し上げますと、これは小・中学とも共

目の教員の研修、カウンセリングマインドの研修

通ですけれども、原因として友人関係をめぐる問

の件ですけれども、一覧表等を配布しているのか

題、教師との関係をめぐる問題、学業の不振、ク

と、そういう御質問ですけれども、カウンセリン

ラブ活動、部活動等への不適応、学校の決まり等

グマインドの講習に関しましては、毎年夏休みに

をめぐる問題、入学、転入学、進級時の不適応、

３日――連続ではないですけれども、３日間、本

家庭の生活環境の急激な変化、それから親子関係

市のスクールカウンセラーの上野先生に来ていた

をめぐる問題等々、文部科学省の分類項目に基づ

だきましてカウンセリングマインドの講座を持っ

いてその原因を調査しています。

ています。その中では、当然押さえるべき内容を

その中で典型的なものと、さらにその件数を報

半日ずつ３日やりますので、一覧表に近いような

告さしていただきます。小学校で多いものとして

ものをつくらしていただいて、それに従って研修

友人関係をめぐる問題、これが１２件のうちの２

会を実施しています。

件です。それから、２つ目として家庭の生活環境

それから、分類の仕方の件ですけれども、この

の急激な変化、これに基づくものが２件と。主な

分類に関しましては、全国統一された文部科学省

ものではその２件が挙げられます。それから、中

の調査項目に基づく調査に基づいて分類してます

学校の場合ですけれども、やはり一番多いのが友

ので、議員御指摘の観点では分類しておりません

人関係をめぐる問題、８３件中の１５件というこ

ので、また今後検討等もしたいと思いますので、

とです。続いて多いのが学業の不振、これが６件。

ひとつ御了解をお願いしたいと思います。

続いて親子関係をめぐる問題５件。顕著なもので

○議長（角谷英男君） 北出君。

はそういうふうになっています。

○１２番（北出寧啓君） もう答弁結構ですけれど

以上、今後ともこの問題については教育委員会
としても頑張っていく所存でございますので、ひ
とつよろしくお願いいたします。

も、心の構造とかそういうことをもう少し理解で
きるようなことはしてください。
それから、時間がございません。農業公園で、

○議長（角谷英男君） 北出君。

今事業部長おっしゃいましたレクリエーションで

○１２番（北出寧啓君） 教育委員会から簡単に再

あると、あるいは農業への理解ということで、そ

質問さしていただきたいと思います。

ういうことであるならば、例えば休田地、休耕地

教員に対してカウンセリング指導みたいな、カ

がいろいろあるわけじゃないですか。そこで例え

ウンセリング手法の指導を行っていらっしゃると

ば農業の理解は当然できるわけですね。山の中で

いうふうにおっしゃいましたけれども、例えば生

農業をどんなふうに理解するのか、私は全く理解

徒の不登校前駆症状期――腹痛とか倦怠感とかで

できないんですけれども、ふれあい自然塾とは区
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別があるんだというふうに強弁されても、あそこ

合するという考えは持っておりません。なるほど、

にも復活さした田とか、そこへ水を引いたり、そ

ふれあい塾にもいわゆる農地もございますし、ま

ういう施設枠組みをつくってますから、共通項は

た川も山もあるということで、似ておるのは似て

かなりあると思うんですよ。特にふれあい自然塾

おるわけでございますけども、強いて言えばふれ

は北海道、静岡県で展開して、ここが全国で３つ

あい塾については、これは自然公園の中でのいわ

目なんですね。北海道も静岡県もほとんど破綻し

ゆる滞在型の施設ということをメーンに置いてお

てるわけですよ。ここがいわゆる旧来の環境庁の

ります。また、我々が考えております農業公園の

枠では比較的うまくいってきてると、大阪府の努

レクリエーション部門、またいやしの部分、農業

力もかなりあるとは思うんですけれども。そこで

に触れ合う部分といいますのは、日帰り型の施設

全く区別というのは明らかにならないと思う。も

ということで考えておるわけでございますので、

う一度その辺を。私は理解できない。

競合はしないというふうに思っておるところでご

それと、市民の期待も大きいというのは、どん

ざいます。

な調査をされたんですか。私はいろんなとこでい

それから、事業評価の問題でございますけども、

ろんな市民の方とお話ししますけれども、こんな

亀井国会議員の例も出されましたが、たしか亀井

財政危機にああいうことをしていいのかというふ

議員は広島の庄原の出身だったと思います。こち

うな、だれも行かないわ、行っても１回行ったら

らにはかなりばかでかい大きな農業公園がござい

もう二度と行かないだろうみたいな言い方もよく

ます。有力政治家のとこが許されて、我々泉南市

されるんですけれども、そういう根拠性というの

が農業公園だめだということはございませんので、

はどこにあるんですか。

今既に５３％の事業進捗ということでございます

それと再評価はしかるべき時期にするというこ

んで、これを完遂するのが我々の仕事であるとい

とで、それはそういう言い方なんでしょうけどね、

う認識のもとに取り組んでおるところでございま

行政用語なんでしょうけれども、それこそ深刻な

す。

問題だと思いますし、私さっき自民党の亀井さん

それと、ＰＦＩの導入と事業の着手が前後して

のを引用さしていただきましたけれども、投下し

いるのではないかなということでございますが、

た資本がむだになるという立場に立たずに検討と

まだベース的な部分の農業公園の整備を進めてお

いうことも考慮に入れてやっていただきたいと思

りますので、今現在、管理運営等においていわゆ

います。

る民間活力の導入ができないかという部分につい

それと、ＰＦＩですか、プライベート・ファイ

ての調査研究を行っておるわけでございますんで、

ナンス・イニシアチブというんですね、あれは英

できるだけ行政の部分の少なくなる、それでもっ

語では。それは当初の企画段階でＰＦＩというの

て事業効果が上がるような農業公園にしなければ

は導入するわけで、いわゆる公共事業が破綻しか

ならないという、これは我々の使命でございます

けて、にっちもさっちもいかんからＰＦＩにお願

んで、その分も含めて十分幅広く意見を聞きなが

いしたところで、これはどうにもならないと思う

ら、また知識も得ながら進めていっておるところ

んです。そういう名案があれば、もうほんと玉手

でございます。

箱みたいなもんだと思うんですけれども、その辺

○議長（角谷英男君） 北出君。

もっと正確に答弁していただきたいと思います。

○１２番（北出寧啓君） だから、行政処理のイン

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

プット、アウトプットなんですね。だから、事業

○都市整備部長（山内 洋君） まず、紀泉ふれあ

効果とかアウトカムの部分がどうなってるのかと

い自然塾との関連でございますけども、これは府

いうことなんですよ。そこに対して明確な回答は

の施設でございますし、我々はある部分ではいわ

ございませんし、私さっき申し上げたように、み

ゆるソフト面において参画をしなければいけない

んなが支持してる、市民が言ってるみたいな、そ

という考えを持っております。何も農業公園と競

ういう根拠は一体どこのデータから――調査か何
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かされたんですか、お答えください。

○行財政改革推進室長（大前輝俊君） バランスシ

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

ートのことでございますが、現在総務省の基準に

○都市整備部長（山内 洋君） 申しわけございま

基づきまして作成を進めておりまして、今後内容

せん。答弁漏れがございました。

等精査検討するということです。その中で、果た

農業公園についての市民のアンケートはとって

してどのようにして資産がつくられたのか、ある

おりませんが、４次計画の市民アンケート、これ

いは後の世代にどのような資産、負債が残るのか、

の中身を見ますと、第１の公立病院の希望、これ

そのようなことについて分析して、また方向をお

は断トツでございますが、２位、３位、４位と、

示しさしていただきたいと思っております。よろ

これは泉南市民が緑と親しむ場が欲しいと、自然

しくお願いいたします。

と触れ合う場が欲しいというのが断トツでござい

○議長（角谷英男君） あと２分です。北出君。

ましたので、我々は市民の理解を得てるという判

○１２番（北出寧啓君） 一番大きいのは、総務省、

断のもとに取り組んでおるところでございます。

いろいろ関連機関とちょっと話しして、やっぱり

○議長（角谷英男君） 北出君。

職場文化というのは非常に大きいんだと。これは

○１２番（北出寧啓君） これ以上その点の質問は

非常に思い部分ですから、一筋縄では――そら５

やめますけれども、維持費ですね。自然破壊の問

年も１０年もかけて職場文化というのは変化して

題と維持費が――競合とかいう問題を私言ってる

いくわけで、非常に難しいと思う。

んじゃなくて、結果的に１億４，０００万円とか５，

ただ、この間の行政改革の枠組みを見たら、そ

０００万とか年間で要るわけじゃないですか。そ

ういう動機づけというかインセンティブを含めて

れに対する効果がどうなんか、そういうことも含

どこまでやられたのかなと。例えば、おっしゃら

まれてるということで答弁いただきたいんですけ

れたことはボトムアップ型かなと。職員、係員の

ど、答弁ないと思いますので、結構です。

自主性とか尊重するということで、その企画とか

それで、先ほどバランスシートの導入なり貸借

尊重することでおっしゃられたかと思うんですけ

対照表の話でなじまないと。なじまない部分はあ

れども、機構の改革の過程を見てみますと、課長

るわけですね、当然ね。毎年税が入ってきますし、

級ですら何かはっきりしてない。かなりの部分ト

そういう意味でなじまないとは一般的に旧来の枠

ップダウン。トップダウンの場合は、別にトップ

では言われてるわけですけれども、大前室長おっ

ダウンでもいいんですよ。ニュージーランド、イ

しゃられたように、減価償却費を含めて発生主義

ギリスではトップダウンで大改革やってますから

的な観点からバランスシート等対策を考えていく

ね。ただ、トップダウンをやるときは、長が責任

ということをおっしゃいましたね、最後の方でね。

をきちっととってやらなきゃならない。そこは考

それはつまり、貸借対照表を含めた新しい枠組み

えとかなきゃならないわけですね。そういうこと

で事業評価、ストック、例えば公社の資産評価は

で、もう一回最後の答弁をお願いしたいと思いま

今幾らになってるかとか、その利子払いが幾らに

す。

なってるかとか、そういう経営的な観点を導入し

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。もう時間が

て現在の予算配分をどうするかというのをやって

ありませんから。

いくわけですよね。今まではそういうことを全く

○総務部長（中谷 弘君） 今回の機構改革も当然

無視でやってきたということの構造的な欠陥を今

内部組織の中で協議をして、各部ともヒアリング

後日本の地方自治体も国も含めてやっていこうと

をした中での編成ということでございます。当然、

いうことで、改革していこうということで、そう

組織として最大の効率を上げるべくそういう組織

いう潮流は避けられないということなんで、前半

の編成を我々としては検討して進めているわけで

と後半の発言が若干異なっていたので、改めて答

ございますから、今後もやはりそういう考え方で

弁いただきたいと思います。

進めていくということで御理解をお願いしたいと

○議長（角谷英男君） 大前行財政改革推進室長。
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思います。

○議長（角谷英男君） 以上で北出議員の質問を終
結いたします。
お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた
しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど
め延会とし、明１９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（角谷英男君） 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
１９日午前１０時から本会議を継続開議すること
に決しました。
本日はこれをもって延会といたします。
午後４時５３分 延会
（了）
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大阪府泉南市議会議員
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