午前１０時２分 開議

い申し上げます。

○議長（角谷英男君） おはようございます。ただ

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

いまから平成１３年第４回泉南市議会定例会継続

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

会を開議いたします。

す。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

討論に入ります。討論はありませんか。―――

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

―討論なしと認めます。

しました。

これより議案第４号を採決いたします。

これより日程に入ります。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

することに決しまして御異議ありませんか。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規
定により、議長において７番 市道浩高君、８番

〔「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

奥和田好吉君の両君を指名いたします。

って議案第４号は、原案のとおり可とすることに

次に、日程第２、議案第４号 政治倫理の確立

決しました。

のための泉南市長の資産等の公開に関する条例の

次に、日程第３、議案第５号 公益法人等への

一部を改正する条例の制定についてを議題といた

職員の派遣等に関する条例の制定についてを議題

します。

といたします。

議案書を朗読させます。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第４号、政治倫理の確立のための泉南市長の資

案第５号、公益法人等への職員の派遣等に関する

産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の

条例の制定について御説明を申し上げます。

制定について御説明を申し上げます。

提案理由でございますが、公益法人等への一般

議案書の１１ページでございます。

職の地方公務員の派遣等に関する法律が平成１２

提案理由でございますが、商法等の一部を改正

年４月２６日に公布され、平成１４年４月１日か

する等の法律が平成１３年１０月１日に施行され

ら施行されることに伴い、本市におきましても職

ましたことによりまして、企業で発行されます株

員の派遣制度を整備する必要から、公益法人等へ

式については、すべて無額面株式となったことを

の職員の派遣等に関する条例を制定しようとする

受けまして、政治倫理の確立のための国会議員の

ものでございます。

資産等の公開等に関する法律が一部改正され、国

１７ページをお願いいたします。制定の内容で

会議員の資産公開事項から株式の額面金額の総額

ございますが、これまで公益法人等への派遣につ

に関する事項が除かれました。これに伴いまして、

きましては、分限休職等の制度の運用の方法によ

本市におきましても市長の資産公開事項につきま

り職員を派遣いたしておりましたが、今回改めて

して同様の措置を講じるため本条例を提案するも

職員の派遣について統一的なルールを設定し、職

のでございます。

員の派遣の適正化や手続の透明化を図ろうとする

議案書の１３ページでございます。具体的には、

ものでございます。

資産等報告書の作成を規定いたしております第２

第２条第１項につきましては、職員を派遣でき

条第６号中の額面金額の総額という文言を削除す

る団体は、財団法人泉州都市環境創造センター等

るものでございます。

４団体とするものでございます。

御審議の上、よろしく御承認賜りますようお願
−２２６−

同条第２項につきましては、臨時的に任用され

る職員や非常勤職員、条件つき採用職員、定年退

るとするものでございます。

職日以降、期限を定めて引き続き勤務することと

最後の附則につきましては、本条例の制定に伴

されている職員、休職及び停職中の職員等につい

い関係する諸条例を整備しようとするものでござ

ては、派遣職員から除外する規定でございます。

います。

１８ページをお願いいたします。同条第３項に

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

つきましては、職員の派遣に際しては、派遣団体

だきます。よろしく御承認賜りますようお願い申

との間で職員の福利厚生に関する事項や業務の従

し上げます。

事の状況の連絡に関する事項について定めるもの

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

でございます。

質疑はありませんか。――――小山君。

次に、第３条につきましては、派遣職員が派遣

○３番（小山広明君） 今説明をいただきまして、

先団体の役職員の地位を失った場合等条例で定め

現在も同じように派遣はしておりますが、その整

る理由等により職員派遣を継続することができな

備をするということで御説明がありました。この

いか、または適当でないと認めるときは、職員派

整備によって内容的に変わるところがないのかと

遣の期間満了前においても派遣職員を職務に復帰

いうことですね。そのことが１つ。

させることができるとするものでございます。

それから、原則は派遣職員には給与を支給しな

第４条につきましては、地方公共団体は派遣職

いということのようですが、しかし、内容によっ

員に対し給与を支給しないことが原則でございま

ては支給することができるということになっとる

すが、派遣職員が派遣先団体において従事する業

んですが、実態的には給与を支給しないという部

務が地方公共団体の委託を受けて行う業務や共同

分と、するという部分について、どういうような

して行う業務、地方公共団体の事務もしくは事業

関係に実際はなっておるのかということを御説明

補完もしくは支援すると認められる業務に従事す

いただきたい。

る場合は、給与を支給することができるとするも
のでございます。

以上２つ御説明いただきたいと思います。
○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

第５条につきましては、派遣職員が派遣先団体

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

において業務上負傷し、または疾病にかかり、公

（橘 正三君） 失礼いたします。

務復帰後休職に至った場合、派遣先団体での業務

条例の中にも示されておりますように、派遣で

を公務とみなし、給与に関する規定を適用しよう

きる職場につきましては条例で定めるということ

とするものでございます。

で、財団法人泉州都市環境創造センター、それと

第７条につきましては、派遣職員に係る職員の

財団法人大阪府市町村振興協会、社会福祉法人の

退職手当に関する条例の適用に当たって、派遣先

泉南市社会福祉協議会、それと泉南市土地開発公

団体の業務を職員の退職手当に関する条例におけ

社という４つを指定してるわけなんですけども、

る公務とみなすこと、及び退職手当の算定の基礎

現在では財団法人泉州都市環境創造センター並び

となる勤続期間の計算において、職員派遣の期間

に大阪府市町村振興協会につきましては、職員は

を職員の引き続いた在職期間から除算しないとす

休職派遣という形になっております。それと、社

るものでございます。

会福祉協議会につきましては担当参与という形で、

２０ページをお願いいたします。第８条につき

法が整備されておりませんので、少しあいまいな

ましては、企業職員または単純労務職員である派

形になっております。それと、土地開発公社につ

遣職員のうち、派遣先団体において従事する業務

きましても出向というような扱いになっておりま

が企業や地方公共団体の委託を受けて行う業務や

す。これをすべて公益法人の派遣に関する条例に

共同して行う業務、企業や地方公共団体の事務も

基づいて派遣するという形に変更されます。

しくは事業補完もしくは支援すると認められる業

それと、支給する、しないということなんです

務に従事する場合は、給与を支給することができ

けども、これは基本的には派遣職員には給与は支

−２２７−

給いたしません。ただ、先ほど助役の方からも説

祉法人につきましては、明確な形の派遣ではあり

明がありましたように、派遣先の従事業務が地方

ませんので、現在ではこちらから給料を支給して

公共団体の委託、地方公共団体との共同、地方公

るような形になっておりますので、これをすべて

共団体業務の補完、支援であって、地方公共団体

向こうから支給するという形で整備するというこ

の事務事業が効率的かつ効果的に実施が図られる

とです。

場合は支給するという形になっております。実際

それと、どの部分が派遣先から支給される、ま

には、この４件につきましてはそういう形でなく、

たあるいはどの部分がこちらから支給するという

給与の支給は派遣先団体から支給されるという形

区分けなんですけども、ただそれは先生が先ほど

になると思います。

おっしゃってますように、これは共同事業である

以上でございます。

とか、そういうものであると認められるというこ

○議長（角谷英男君） 小山君。

とになればこちらから支給するということになる

○３番（小山広明君） 私が聞いたのは、実際こう

とは思うんですけども、明確な基準がどこという

いう事実行為はやっておるので、この整備をする

のは余りはっきりはされておりません。ただ、泉

ことによって内容的に変わるところがないのかと

南市が今後派遣できると指定しております団体に

いうことを聞いたんですね。

つきましては、すべて派遣先から支給されるとい

もう１つは、原則的には支給しないということ

う形になります。

ですが、実際も支給してないという答弁でしたね。

以上でございます。

土地開発公社なんかもここに職員がいらっしゃる

○議長（角谷英男君） 小山君。

んですが、そういう場合にも支給しないというこ

○３番（小山広明君） いや、例えば今社会福祉協

との中でやっていらっしゃるんでしょうか。

議会は、現在はあいまいな形で、こちらから払っ

今後、判断するとか、そういう場合にはという

ておるということでしょう。今度これが整備され

ことで、その辺は判断の部分に入るのでね、支給

ることによって社会福祉協議会から払うというこ

するかしないかというのは明確にもう少しはっき

とになっても、実際はここには泉南市の方から補

りした形で、こういう場合には支給する、しない

助金を出して、その給与に当たる分もやっとるか

というのは何か例示していただけますか。そやけ

ら、実質的にはこちらが見とるような感じになる

ど、今後はそういうことはほとんどないんだと。

んですけども、こういうように相手先が独立した

全く原則的に支給しないということが実態で、い

収入、支出をちゃんと持っとって、そこに派遣し

ろんなケースを考えて支給することがあるという

てもらって、その中で払うということの意味と、

ことは、ほとんど実態的にはないということなの

ちょっとこの社会福祉協議会なり土地開発公社に

かどうか、その辺をひとつもう一度お願いします。

ついては、実態的には土地開発公社なんかは全く

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

市の方から全部お金を出して運営しとるわけです

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

からね。

（橘 正三君） 失礼いたします。

その辺で、今後この整備がされたら全部即向こ

現在派遣しております形と実際の内容には変化

うでやってもらうんですよといっても、実態的に

はないと思います。同じような形で行く形になる

は市の方でその給与部分を見るということになる

と思います。

ので、その辺は法の趣旨からいっても私はちょっ

それと、もう１つ、給与の支給の区分けなんで

と矛盾するんじゃ――運用でやっちゃうからね。

すけども、今指定して派遣するという形になって

実態的には市が見とるということになりますから。

おりますところでは、すべて派遣先の方から給料

この辺はこの法の整備によって、相手先の形態が

は支給される形になっています。

その辺の趣旨、いわゆる給与は全部そちらで持っ

現実といたしまして、今も財団法人の休職派遣

てくださいよという趣旨が貫かれるとなれば、少

につきましては、派遣先からの支給。ただ社会福

し財務内容を変えてくるんかなと思うんですが、

−２２８−

そういうような影響はないのかどうかですね。

関する法律）」というんですか、これについては

今言う社会福祉協議会は担当参与という形で、

適用しない、こういうふうになってるんですが、

はっきりしない形で現在やっとるけども、このこ

実際にもし現実にこういうことが起こった場合、

とによってはっきりこの条例に基づいて派遣する

家族の状況でそういう状況が起こった場合、これ

ことになるわけですね。そうすると、その給与の

は適用しないというふうになっていますが、そう

関係では実態的には今と変わらない。社会福祉協

すると、派遣された職員というのはもう仕事をや

議会の給与関係は、全部泉南市の方でそれは経費

めるということですか。やめざるを得ないという

として全部補助金で見とるでしょう。若干団体独

ことなんでしょうかね。

自の収入内容もあるんかもわかりませんけどね、

介護休暇をとりたいということで、とれなかっ

いろいろ市民の方からもカンパなり集めておりま

た。大体我々の年代になりますと、親というのは

すから。その辺の関係をもう少し、この制度がこ

相当年齢が加算されて、もう８０近いとか７０、

うなってくるとその辺は明確になって、市からそ

それから同じように５０歳代でも妻が寝たきりに

の給与を見る部分はどうなるのか、それは全く変

なる場合もあり得るというような状況もあるでし

わらないのか、その辺、開発公社も含めてひとつ

ょうから、その辺のところはどういうふうに考え

御答弁いただきたい。最後で結構ですけどね。

たらよろしいんでしょうか。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） 当然、原則的には向こうの方で、

（橘 正三君） 本条例第７条の２項の中で規定

派遣先で支給していただくという形になりますの

しております事項につきましては、これは退職金

で、現在派遣しております４団体の中で、泉州都

の、当然退職手当条例７条の４項によります分限

市環境創造センター並びに大阪府市町村振興協会

あるいは懲戒による休職とか停職の期間がありま

につきましては、全く向こうからの、現在も向こ

したら、それは退職手当の算定期間からその期間

うからの支給という形です。

の２分の１を除算するという形なんです。それに

ただ、先ほど先生が御指摘されてますように、

ついては適用しない、休職で派遣というんですか、

社会福祉協議会等につきましては市の方から補助

それには適用しないと。

金等も出ておりますので、職員の扱いというんで

ただ、そこで行かれた先で育児休業あるいは介

すか身分というんですか、これははっきり向こう

護休暇をとられた場合は、規定どおり除算期間が

の方から、派遣先の方から給与の出る派遣職員と

あって、除算するということでございます。

いうことではっきりはしますけれども、予算的に

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。―――

はちょっとそこは補助金に上積みするのか、ある

―以上で本件に対する質疑を終結いたします。

いは土地開発公社等につきましては、事務費にそ

討論に入ります。討論はありませんか。―――

の分が上積みされてくるのかという形にはなろう

―討論なしと認めます。

かと思います。

これより議案第５号を採決いたします。

開発公社につきましても、事務費に上積みする

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

なりの方法をとらなければ、人件費的には埋まら

することに決しまして御異議ありませんか。

ないんではないかなというふうに感じております。
以上です。

〔「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

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――
――松本君。

って議案第５号は、原案のとおり可とすることに
決しました。

○１１番（松本雪美君） これは、第７条の２の規

次に、日程第４、議案第６号 平成１３年度大

定の中に、「派遣職員の派遣期間（育児休業、介

阪府泉南市一般会計補正予算（第５号）を議題と

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

いたします。

−２２９−

議案書を朗読させます。

等の給付費等が当初見込みより増加したため、一

○議会事務局次長（馬場定夫君）

般会計から繰出金を補正するものでございます。

〔議案書朗読〕

次に、同ページの予防対策費の委託料１，０１５

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに
内容の説明を求めます。蜷川助役。

万円でございますが、これは予防接種法の改正に
よりまして、６５歳以上の高齢者に対しますイン

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

フルエンザの予防接種が市町村の義務となり、公

案第６号、平成１３年度大阪府泉南市一般会計補

費負担により実施することに伴い、その経費を補

正予算（第５号）につきまして御説明申し上げま

正するものでございます。

す。

次に、５０ページをお願いいたします。医療対

平成１３年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

策費の負担金補助及び交付金２億円でございます

を加える必要が生じたため、地方自治法第２１８

が、これは地域福祉医療の充実を目指し、済生会

条第１項の規定により補正予算を調製し、同法第

が現在整備中であります泉南福祉医療保健ゾーン

９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

内におきます泉南病院の整備充実を図るため助成

のでございます。

する経費を補正するものでございます。

補正の内容でございますが、議案書の２３ペー
ジをお願いいたします。

次に、５２ページをお願いいたします。上水道
費の投資及び出資金１，４００万円でございますが、

歳入歳出にそれぞれ８億２，９７０万１，０００円

これは上水道事業の経営基盤の強化、資本費負担

を追加し、歳入歳出の予算総額を２０８億５，７０

の軽減を図るため、一般会計から出資を行うもの

５万１，０００円とするものでございます。

でございます。

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

５３ページをお願いいたします。農業振興費の

御説明申し上げます。恐れ入ります、３６ページ

負担金補助及び交付金２９４万円でございますが、

をお願いいたします。

これは古くからの梅の名所であります金熊寺梅林

議会費から始まります各項目ごとに人件費の補

の観光振興を図るため、地元梅林組合に対しまし

正をいたしておりますが、これは人事異動等に伴

てトイレの整備費用の助成を行う経費を補正する

います補正でございます。

ものでございます。

３７ページをお願いいたします。人事管理費の

５４ページをお願いいたします。交通安全対策

職員手当等のうち退職手当４億８，６６６万円でご

費の負担金補助及び交付金６４万１，０００円でご

ざいますが、これは定年前早期退職予定者等１７

ざいますが、これは本市域内のバス路線でありま

人分に対します退職手当でございます。

す南海バス、南海ウイングバス南部に、スルッと

次に、４７ページをお願いいたします。民間保

ＫＡＮＳＡＩネットワーク対応のシステムを導入、

育所対策費の委託料８４９万６，０００円でござい

整備するに当たり、その事業費の一部を助成する

ますが、これは民間保育所の入所児童が当初見込

経費を補正するものでございます。

みより増加したことに伴い、委託料に不足が生じ

次に、５７ページをお願いいたします。学校施

たため、その経費を補正するものでございます。

設整備費の備品購入費１５０万円でございますが、

次に、４８ページをお開き願います。生活保護
費の扶助費３，３００万円でございますが、これは

これは樽井小学校各教室に暖房器具を設置するた
め、その経費を補正するものでございます。

長引く景気の低迷等により生活保護におきます被

次に、同ページ下段から５８ページ上段にかけ

保護世帯が当初見込みより増加したため、その経

ての教育振興費の扶助費１，００３万円でございま

費を補正するものでございます。

すが、これは経済的理由により就学困難な児童・

次に、４９ページをお願いいたします。介護保

生徒の保護者に給付しております就学援助費の対

険費の繰出金１，９３４万３，０００円でございます

象者が当初見込みより増加したため、その経費を

が、これは介護保険に係ります居宅介護サービス

補正するものでございます。
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なお、地方債の追加及び変更につきましては、
３０ページから３１ページに、また歳入の明細に
つきましては３３ページから３５ページに記載し
ているとおりでございます。

してきた、この経緯についても御説明をいただき
たいと思います。
それから、生活保護の問題で対象者がふえたと
いうことでの御説明があったのですが、これは現

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

在の不況という社会的状況を反映したものと思う

いただきます。よろしく御審議の上、御承認賜り

わけですけども、現在泉南市のそういう生活保護

ますようお願い申し上げます。

制度を必要とする人たちの状況というのは、一体

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。
質疑はありませんか。――――小山君。

どういうような状況であるのか。このことで十分
なのか。

○３番（小山広明君） 今、一定の御説明をいただ

きのうも深夜放送でＮＨＫが、薬物の被害を受

いたんですが、１つは退職金の４億８，６６６万円

けたそういう人たちを救済するミーティングとい

というこの内容は１７人分ということであります

うものを主体にした、そういう施設をつくっとる

が、大変大きな金額に補正で出てきておるわけな

方が、自分が生きてくる間でどうしても生活保護

んです。この理由ですね。それから、今後の退職

を受けないといけないというときに、役所という

者の状況について御説明をいただきたいと思いま

のは行ってもなかなか聞いてくれないと思って行

す。

ったら、いや、あなたは今まで税金を十分払って

これの原資というんか、主にこれ、どういうよ

おったんだから、どうぞこういう制度を使ってく

うに考えたらいいのか。これだけのものがどんと

ださいということで、本当に自分が生きる希望を

出た場合に、通常の収入から出すというのはなか

持ったという、そういうことがインタビューの中

なかいろんな影響を与えてくると思うので、今後

で語られておりましたけども、この生活保護とい

のことも含めて、この財源についてどのようなこ

うのは私たちの社会の中で、ほんとに生きていけ

とで出すのかと、市民にもよくわかる形でひとつ

ない困ったときに救済をするという大変いい制度

御説明をいただきたいし、当然こういうものがあ

だと思いますが、なかなかこのことの理解がなさ

ることは予想されるわけですから、少し早くなっ

れずに、その制度が十分市民にも理解されてない

たり遅くなったりすることはあるにしても、そう

部分も私はあるんじゃないかと思うんです。

いうことをちゃんとやっぱり行政としては年度に

ほんとにこういう大変な失業、しんどい、これ

もろに影響を与えないような措置をとるというの

は一人一人の市民には直接は関係ないわけですか

は、財政を考えた運営では当然だと思うんですが、

ら、ひとえにやっぱり政治をやる側の大きな責任

そういうものがなされておるのか。おらないので

でありますからね。そういうときにあわせてこう

あれば、なぜそういうことがきちっと図られない

いう制度がちゃんと機能するということは、救い

のかということも御説明いただきたいと思います。

を求める人にとっては本当に光以上の存在だと思

それから、２億円の補助金の問題ですが、これ

うので、今こそ景気対策をやるという一方の外で、

は議会の方でも議論が十分あって、市民病院を求

そらすぐには効果があらわれないわけですから、

める市民の願いに議会も含めてこたえるというこ

そういう救済制度として市民に大いにアピールを

とで、医療基金を積み立ててきておったと思うん

して、本当にこの制度を使って、そしてその人は

ですが、こういう形で公営というか公立の病院と

そういうありがたさがあるから、一日も早くそう

いえども、済生会という至ってもろに公立ではな

いうことから立ち直って、本当にまた税金を納め

いわけですから、そういうところの運営費にこう

る身になろうということで一生懸命頑張ったとい

いう基金を出すということはどうかという、この

う、そういうことも語られておりましたので、こ

辺の、前回一たん議案として出されながら途中で

の辺の現在の生活保護の背景状況などを御説明を

下げられたというのも、なぜ下げられたのかもよ

していただきたい。

くわかりませんし、その後また同じような形で出
−２３１−

もう１つ、経済的に困難な方に対する教育関係

のこの制度も同じ問題を持ってると思いますので、

再整備を初め、高齢者向け住宅としてシルバーハ

その辺の背景も御説明をいただきたいと思います。

ウジングや老人保健施設等の諸施設を一体的に整

それから、今回補正ですから、直接はあれです

備することによりまして、福祉・医療・保健の連

が、農林関係の予算も出ておりますが、私もこの

携を図り、地域ケアシステムのモデルケースとな

議会が始まるまでに山間部を少し見てきたんです

るよう整備することが提案されたわけでございま

が、高倉林道というんですか、堀河の上に２軒ぐ

して、これは平成９年の泉南医療施設整備構想で

らいの家があって、そこから新家へ抜けるあの道

ございますが、この中で施設の整備主体や資金負

ですね。まあ道というような状態でないですね。

担の考え方が論議されてきたわけでございます。

本当に岩の上というんか、全く道路という形態を

そういうことの中で、当初老人保健施設につき

持ってないんですが、ああいう整備というのは、

ましてはゴールドプランの中で、当時市になかっ

ほんとに生活道路と同じような感覚でよく見てや

た施設を泉南市が建てるということで計画を盛り

ってもらわないと、ほんとに走れない状態、道と

込んでもらった経緯がございます。府は、老人保

言えないですよね。一方、農業公園も行きました

健施設は市が負担してほしいということで協議が

けども、そこは本当に泉南の中でこんな立派な道

続いておりましたが、泉南市域にも民間施設がふ

があるんかというような大きな幅の道が整備され

えてきた中で、市としては負担しにくいというこ

つつあります。

との中から、全体の資金負担を協議する中で医療

そういうアンバランスですね。新しいものには

施設整備基金を原資といたしまして、公的医療施

どんどんつくっていくけども、現在のそういう生

設の整備を図るという基金の目的に沿う範囲で負

活道路、生活関連施設、また農業者や林業者や漁

担を検討してきたということでございます。

業者のそういう毎日使っているような施設が、や

結果的に老人保健施設を含め府が７７億円を負

はり十分予算措置されてないんじゃないかなとい

担、泉南市は医療施設の整備充実ということで２

う感じを持ったんで、今回補正でありますけども、

億円の負担でゾーン形成を図っていくということ

そういう部分の、やはり今こそ、財政も苦しい、

の中で、市としても応分の負担をさしていただく

世の中も暗いというときに、現在の長い間使って

ということにさせていただいたわけでございます。

きた施設なんかの整備はぜひ心がけてやっていた

そして、９月議会で予算を上げながら途中でお

だきたいと思うんで、全般的なそういう生活に関

ろし、また再度上げてきたということの経緯でご

連した施設の整備をぜひこの予算なんかでも考え

ざいますが、これにつきましては９月のときには

てほしかったなと思うんですが、そういうものが

事前に議会の方にも十分な説明というんですか、

反映されておらないので、その辺のことについて

これをできなかったということの中で、再度いろ

も少し説明をいただきたいと思います。

んな場を通じまして説明させていただいて、今回

以上です。

改めて提案させていただいたということでござい

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

ます。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

それと、４８ページの生活保護費の関係でござ

の方から５０ページの２億円の補助金について御

いますが、これにつきましては長引く不況の影響

答弁をまず申し上げたいと思います。

等によりまして、一概にそれだけとは限らないわ

先ほど小山議員がおっしゃられました運営費に

けでございますが、これも１つ大きな要因という

出すのはどうかということでございますが、これ

ことで、平成１３年９月現在では生活保護世帯が

は運営費に補助するものではございません。整備

５２９世帯、そして１２年度の月当たりの平均数

費用として一部補助さしていただくというもので

値でございますが、４７７世帯ということで生活

ございます。

保護世帯が伸びてきておるということでございま

泉南医療施設の整備につきましては、単なる泉
南病院の建てかえにとどまらず、隣接する特養の
−２３２−

す。
確かにこの生活保護の制度によりまして、生活

困窮、病気で働けないとか、いろんな理由がある

３０人ほど、これは定年退職者という形で予想さ

わけでございますが、生活保護の制度というのは

れております。

そういう方のための救済措置であるということで

ですから、当然この退職者につきまして我々が

ございます。

考えておりますのは、もうやめられる方がおられ

ただ、これを広くＰＲということでございます

ますので、当初の段階から人数、それから額とい

が、これにつきましては生活保護というのを相談

うのは確定されると。もちろん早期前が前倒しに

に来られましたらいろいろとお話もさせていただ

もしなってきた場合には当然その数字は変わって

くわけでございますが、これを大々的にＰＲとい

きますけども、そういった形で当初予算でも数字

うのはいかがなものかなと考えておるところでご

が確定してきますので、この分につきましては当

ざいます。

然我々としては最優先的に当初予算の方には反映

以上でございます。

していくという気持ちでおります。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

ただ、額としましては、たしか６億円から７億

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

円程度必要というふうに見込みしてるということ

（橘 正三君） ３７ページの退職手当の補正の

も言わしていただきました。その際、その財政運

件でございますけれども、これは本年に入りまし

営はどうしていくんかということがありますけれ

て早期退職の方を募った中で、早期退職の方が出

ども、現在基金とかがありまして、そういった基

られたのと、それともう１つ死亡退職の方等出ら

金について弾力的に運用していくとか、あるいは

れておりますので、合計１７名分の補正をお願い

一般財源の自主財源の強化ということで考えてい

しているところでございます。

くとか、それとまたほかに、発行条件等が相当厳

今後の退職の人数の件なんですけれども、本市

しいものがございますけれども、退職手当債とい

の特徴といたしまして、平成１７年までは割合と

う地方債制度もございますので、その辺総合的に

少数というんですか、１けたぐらいの数字で定年

弾力的に運用しながら、今後の退職金の確保につ

が参ります。その後、１８年以降につきましては、

いては予算上考えてまいりたいと、このように考

２０名、２３名、３０名というふうな形で定年の

えております。

年度が参ってまいります。

以上です。

ただ、今お答え申し上げましたように、早期退

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

職が出てまいりますので、当然この大きな山とい

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 先ほど議員

うんですか、職員の構成の大きな部分というんで

の方から、生活保護に関連しまして教育関係の方

すか、これが近づきましたら、それにつれて早期

もということでしたので、御答弁申し上げます。

退職も当然出てくると考えておりますので、今後

教育関係の方では、要保護及び準要保護児童生

とも、本年２３名の退職がございますけれども、

徒援助費という名目で、この制度を活用さしてい

これぐらいの数字で推移していくんではないかと

ただいております。今回補正に上げさせていただ

考えております。

きましたのは、当初見込んでおりました人数より

以上でございます。

も小学校で１９０人増、それから中学校で７０人

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

増がありまして、それに伴う補正予算の申請であ

○財務部長（谷 純一君） 今、これからの退職者

ります。

の動向というんですか、人事課長の方から答弁さ

この背景としましては、先ほど生活保護の関係

せていただきました。それで、これは一般質問の

の方からもお答えしましたように、やはり長引く

方にも退職金の原資についてどういうふうに考え

不況によります所得の減というんですか、それに

ているんやという御質問があったと思います。そ

伴う申請者増ということで認定者数がふえたとい

のときにもお答えさせていただきましたけれども、

うことでございます。

やはり平成２０年、２１年ごろのピーク時には約

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

−２３３−

○都市整備部長（山内 洋君） 林道整備について

からいっても、なぜ泉南市民が市民病院が欲しい

は補正を上げておらないわけでございますけども、

という本当の願い、市長もそのことは認められて、

御質問でございますので。１２年度の決算委員会

市民病院がない自治体にまでそんな枠をはめるの

でも御指摘ございまして、早速見に行ってまいり

はおかしいということで、大阪府にも言っていき

ました。かなり路面が悪うございますので、整備

ますと言ってきとる議論の問題ですからね。

を今年度中に行いたいと考えております。

この問題は、そのために積み立てた基金と言っ

○議長（角谷英男君） 小山君。

ても私は過言でないと思うんですよ。これをそう

○３番（小山広明君） ２億円の話が最初に御答弁

いう済生会病院の建設に伴って出してしまうとい

ありましたので、そこから話していきたいと思う

うことは、もう泉南市は、たとえそれができるよ

んですが、いわゆる老人保健施設７７億円、泉南

うになっても２億円でもとても足りませんけどね。

市のを入れて７９億円なんですか、２億円を足せ

なおさらやはりメッセージとしては、もう市民病

ば。それが、市のゴールドプランの中で市が建て

院はあきらめたというメッセージになっちゃうと

るという部分もあるんですが、民間施設があるの

思うんですよ。

で市としてはそういうものを負担できないと言っ

それがやはり確かにそういう実際の約束をして

たわけでしょう。これは建てないといけないとい

きて、その後で議案として上げてきておるような

うことがあっても、やはり財政のこともあります

構造ですよね。大阪府からもう少し済生会病院と

し、民間のそういう施設もあれば、だからといっ

話し合ってくれと。自分で話したらいいのに泉南

て２億円を泉南市がそのかわりに済生会の、運営

市にげたを預けられて、泉南市はそら病院の整備

費というんじゃなしに整備費だと言っております

が課題ですから、その中で弱い立場の中で済生会

が、それを出すというのは議論の経過からいって

と協議をした中で、樽井の駅からのアクセスとか

も、あそこに行った経過も突然りんくうタウンに

いろんなことは書いてありますけども、実質的に

行ったわけですし、私たちは現在の泉南済生会病

はこの２億円の補助金を出すことに結びついたん

院のあそことか特別養護老人ホーム、あそこの中

じゃないですか。

で整備をされていくということで議論もしたし、
延々とやってきたわけですね。

そんなことは今までの市民の感情からいっても、
議会の議論の過程からいっても、基金の積み立て

それが、大阪府のりんくうタウンが埋まらない

からいっても、そういう基本的な方向を変えると

という中で、自分で自分のとこに売っとるみたい

きには、まず済生会とそういう基本的合意する前

なものですね、構造的には。それであそこを埋め

に議会に話すべきだというのが議会の議論であっ

たと。もちろんその埋め立ての目的も全く違いま

て、何もそういう約束をしたことを抜きにして、

すし、市民生活のベースからはかなり離れとるわ

その後の説明不足だよということで議会がそうい

けですから、そういう点では市民の議論もない中

う問題提起をしたんじゃ僕は全くないと思います

で、単なる大阪府の都合だけで向こうへ行ったと。

よ。その原点、なぜそういうような性格の基金を

その中で済生会病院が、もちろん済生会病院と

そういう済生会病院の整備のために出さなければ

いうのは２７床しかないわけですから、そこで独

ならないのかと。

立的に経営していこうとすれば、その背景である

じゃ、大阪府は一体、病院の整備について大阪

特別養護老人ホームなり老人保健施設なり病院な

府は支援しますよというあの約束文書というのは

りということがキャパが大きくなれば、それは経

一体何なんでしょうか。そういうことになるでし

営的にいいのはよくわかりますよ。しかも、それ

ょう。そら確かに大阪府は７９億円かけて老人保

は全部が大阪府の金、いわゆる税金で全部建設を

健施設をつくったのはわかりますよ。それは向こ

して、さあ来てくださいと、そこでやってくださ

うが自分で自主的につくったわけじゃないですか。

い。それはほかの民間病院なんかに比べたら、は

しかし、それは本来泉南市がつくるものをうちが

るかに条件がいいわけでしょう。そういう整合性

つくったるんやから２億円ぐらい出しなさいよと
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いう話ではないと思うんですね。

ことはまだ恥ずかしい、何とか自立して生きてい

だから、これは運営費だったらこれからの問題

きたいと、それはもうよくわかるんですが、余り

ですけども、設備の整備だというんであれば、も

それが度を越しますと死んでしまうとか自殺する

う建っとるわけですね。もう建設が始まって、来

とかで追い込まれるわけですから、ちゃんとこの

年の４月から開所するというときに、明らかにそ

制度はやはり市民がよく理解ができる努力はしな

ういう２億円の約束があるからかかった事業じゃ

いといけないと思うんです。

ないですか。出さなかったらどうなるんですかと

一回この生活保護ね、私も漠然としか余りわか

いう話をしたら、いや入れるべき設備が入らない

らないんですが、例えば１人の生活者が困ってお

かもわかりませんと。そら入らないかもわからな

る場合に、どれぐらいの収入までは生活保護の対

かって困るのは済生会じゃないですか。済生会も

象になるのか。住宅費とかそれは別にいいですわ。

そういうことが入るということの約束の中で、中

それは要っただけ払うんですからね。生活費とし

津病院も入って責任持ってやりましょうと。そら

て私は７万か８万と、こう思っとるんですが、７

病院の側から考えたらそうですよ。

万か８万以下の収入の方については生活保護が受

そういうようなやっぱり２億円の約束をした時

けれると、この程度の――やっぱり市民も余りよ

点の問題がここにあるんじゃないかということな

くわからないと思うんですね。僕も実際わかりま

んですね、市長。だから、この問題は約束した後、

せんから。個々のケースはあるとしても、大体生

議会への説明不足だという問題じゃなしに、なぜ

活費として７万前後の収入を下れば生活保護の対

約束するまでに、そういう議論するまでに議会と

象になると、こういう理解でいいのかどうかだけ

相談しなかったのかというのがこの原点ですよ。

ちょっとお答えいただきたい。

だから、このことは今回予算として上がってきて

それから、早期退職の問題で、基金もあります

おりますけども、ちゃんとした説明しなかったら、

けどと、こういう話があったんですが、退職に対

それは出せないですよ。

しての基金はちゃんとあるんですか、項目として。

だから、今、大田部長から言われた説明は、事

それと、地方債と言うけど、地方債は今借金を

実経過としてはわかりますけども、なぜその２億

しますけども、将来の人も利用するからというこ

円の原点の約束、議題となったのはいつの時点か

とで出すのが地方債と僕は理解しとるんですね。

ということですよ。本来であれば、ここへ議案を

これはもう既にやめていかれる方に払うわけです

出してくるわけですから、議案を出してきて、こ

から、将来の人がそれを負担せないかんという理

こで可決されてから、向こうに、はい、わかりま

屈はないのでね。本来は役所に入ったときに、こ

したという順序ですね。既に約束しておってこん

の人の退職が、まんまでいけばどれぐらい要るか

なとこへ出してきたら議会軽視ですよ。そういう

というのは計算できるわけですから、給料を例え

ことが問題提起としてあるということで、ちょっ

ば２０万払うんであれば、退職分として２万ため

と御答弁いただきたい。

とくとか、これは給与の一部ですから、入ったと

それから、次の生活保護の問題で、長引く不況

きにそういうものをちゃんと予定をして積み立て

も１つの大きな原因であるということで、従来４

て、ほかには使わないよと、この分はね。給与で

７７世帯、月単位ということで、今年度５２９世

すから、後払いみたいなものですから。そういう

帯、今年度というのは途中の、月だからそういう

考え方というのは行政にないんでしょうか。

比率にはならないのかね、これだけがふえたとい
うことですね。

これはすぐに給与としてやはりカウントしない
と、私はこれは後の人に借金してもらうという問

声を大々的に宣伝するのはどうかと思うと言う

題ではないと思うので、速やかに退職金引当金み

けども、やはりこういう制度は、お上のお世話に

たいなことはもうスタートしないといけないんじ

なるというのはまだ恩恵を受けるみたいな概念が

ゃないでしょうか。でないとこんな問題が出てく

あって、日本人はやはり人にお願いに行くという

るからね。そのことはすぐスタートできない理由
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があればお聞かせをいただきたいし、すぐそれは

地区には民生委員さん等もございますので、それ

やってもらいたいと思います。

らの方々が、やはり地区内で生活に困っておると

それからあとは、山内さんの方から、僕は１つ

か病気で働けないとか、いろいろな状況を把握し

林道で聞きましたけども、全体の生活の実際使っ

ていただいてもおりますし、その方からの私ども

ている施設の整備をちゃんと心がけて、今回補正

の方への相談等もございますので、その辺につき

に上がっておりませんが、私も行って、ほんまに

ましては十分と言えるのかどうかわかりませんが、

引き返すこともできないし行くこともできないと

直接的に周知という形ではないですが、そういう

いうような状態ですよ、走ってたらね。そんなん

ような形を通じてやっておりますので、その辺は

で、林道は今年度中という話がありましたけども、

我々といたしましても安心と言うたらおかしいで

全体的にもぜひひとつこれはお願いしておきたい

すが、対応はできておるのじゃないかなと、この

と思います。

ように考えておるところでございます。

以上、そういうことで御答弁いただいたことに

以上でございます。

対して再度疑問点をぶつけましたので、お答えを

○議長（角谷英男君） 白地生活福祉課長。

いただきたいと思います。

○健康福祉部生活福祉課長（白地一夫君） お尋ね

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

の生活保護の基準ですか、１人当たりどのぐらい

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 済

の収入があればというようなところなんですけれ

生会の関係でございますが、泉南市で市立病院を

ども、生活保護といいますのは世帯を単位として

建てるということになれば相当、数百億円の費用

やっておりますので、一概に１人何万円というこ

がかかるということが１つあります。そして、病

とはできないと思うんですけれども、先生がおっ

床規制というのもありまして、泉南市で独自で病

しゃるような大体１人七、八万円ぐらいがライン

院が現時点では建てられないということの中から、

になるんではないかと考えておりますけれども、

済生会泉南病院の充実ということでお願いをして

個々のケースによっていろいろケースがございま

いった経緯があるわけでございます。

すので、一概には言えませんけれども、おおむね

それと、なぜ基金を出すのかということでござ

その辺のラインではないかなと……（小山広明君

いますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、

「家賃は別やね」と呼ぶ）はい、全部別でござい

本来であれば老人保健施設を泉南市で建てなけれ

ます。

ばならないと、ゴールドプランの中でもうたって

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

おりましたわけですが、それが府の方で建ててい

○財務部長（谷 純一君） 退職金の確保の問題の

ただけるということになったわけでございます。

再度の御質問でございます。

そして、その経緯の中で、市内にも民間の老人保

まず、先ほど基金というふうに答弁させていた

健施設ができておるという中で、泉南市としては

だきましたが、これは実は現在、公債費管理基金

老人保健施設に対しての負担がしにくいというこ

でありますとか公共施設整備基金がございます。

との中から、市としても何らかの形でのやっぱり

その積み立てがありますけれども、それを財政的

負担もしていかなければならないということで、

に弾力的に運用しまして、それでこの退職金の確

最終的に２億円を負担させていただくということ

保をやっていきたいと、そういうことでございま

になったわけでございます。

す。

それと、生活保護の関係でございますが、数字

それとあと、地方債制度の問題で退職手当債と

的なことはまた担当の方から御答弁させていただ

説明させていただきました。これにつきましては、

きたいと思います。生活保護の市民に対しての周

地方債制度の中に退職手当債という制度がござい

知というんですか、その件につきましては、先ほ

まして、これは目的はあくまでも地方公共団体の

ど私の方が大々的にＰＲするのはいかがなものか

財政負担が軽減され、財政の健全化が図れること

なという御答弁もさせていただきましたが、地区

だとか、そういった中で財政計画をつくっていっ
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て、こういうふうな計画を持っています、ですか

能になったということで、病院問題については具

ら一時的に退職手当が出てまいりますので、その

体的にその病院で対応するということがなかなか

分についてその財源に充てるために退職手当債を

できないという状況に立ち至ったわけでございま

発行させてくださいということを要望してるわけ

す。

でございます。ですからこういった制度がありま

本市といたしましては、あくまで病院でという

すので、こういった制度も含めて退職金の問題を

ことでございまして、これをその後も強く要望い

これから検討していきたいと、こういうふうに考

たしたわけでございますけども、この泉南病院の

えております。

建てかえという問題につきましては、府と市の間

それとあと、退職引当金の制度の問題でござい
ますけども、これは実は実際にはそういった制度

での大きな懸案事項ということになってございま
した。

というんですか、退職金の引き当てで基金とか持

今申し上げた法的な規制や、病院の経営上の問

っておられる団体もあるというふうに聞いており

題というさまざまな制約がある中でも、府の福祉

ますけれども、大阪府下ではそういったものはな

部としては、市の意向をできるだけ反映したいと

いようなことも聞いてます。ですから、この制度

いうことの中で、さまざまな検討を続ける中で時

については、今現在こういった財政状況の中で、

間を要したということで、市からは非常に強い批

この分について例えば積み立てを行っていくとい

判があったわけでございます。なかなか前に進ま

うことは非常に苦しいところもありますので、こ

ないということに対する批判でございますね。

れについてはまた将来我々考えていくというんで

市の方は、病床規制がある中でもいろんな方途

すか、そういうことで考えておりますので、よろ

を検討していただけないかということで要請もし、

しくお願いしたいと思います。

早期整備への市の強い要請を行ってまいりました

〔小山広明君「答弁、漏れとるんやけどね。２

が、府の方はこれまでのように窓口、これは福祉

億円を決定したと議論になったのは先じゃな

部でございますけども、福祉部だけじゃなくて、

いかということを言っとるんです。その後は

病床の許認可権限を持っております環境保健部と

そらわかるよ」と呼ぶ〕

も共同で具体的な取り組みを行うというふうな姿

○議長（角谷英男君） 蜷川助役。

勢が示されまして、両方から府として一致した具

○助役（蜷川善夫君） 医療施設整備基金につきま

体的な検討をするということになったわけでござ

して、少し漏れておりました部分を含めて私の方

いますけども、この中でも本市は２６床では物足

から再度お答え申し上げたいと思います。

らんということの中で増床にこだわったという経

公的医療施設の整備につきましては非常に長い

過がございます。その中で可能性のある案をすべ

経過がございまして、議員も御承知のとおりでご

て示してほしいということで検討も要請し、協議

ざいますけども、当初昭和６１年でございますが、

を重ねてまいりましたけれども、最終的にはいず

関西国際空港関連の地域整備という埋立同意の中

れの案も正当なハードルをクリアするものにはな

で整備のおくれている救急医療体制、公的医療機

らなかったということでございます。

関の整備充実を図るために、これらに対応できる

このため本市といたしまして、特定病床による

病院を整備してほしいという要望を当市の方から

増床が困難というようなことも含め、一定の整理

国に対してしたところでございます。

を踏まえまして、早期に実現できる案、早期に実

これに対して府といたしましては、当初から泉

現可能で市民ニーズにマッチした取り組みという

南病院の建てかえ整備と関連させて充実を検討し

ことの中で、府の方からも提案がされ、私どもも

ていきたいという回答でございました。

協議した一般診療所と休日・夜間診療所の併設案

ところが、経過の中で昭和６３年になりまして、

を加えた現在の案、これをベターなものとして考

府の方の保健医療計画の中で、この泉南エリアで

え、これの早期の取り組み、それから病院につき

は病床規制というものがなされまして増床が不可

ましては従来の経過を踏まえて、高度診断や一定
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の高度医療、これにも対応し得る内容にしてほし

的医療施設の整備を図るという基金の目的に沿う

い。さらには高齢化社会に向けたリハビリの充実

範囲の中で負担を検討するということに至ったも

ということもあわせて要請をしたという経過がご

のでございます。

ざいますので、府の方で何も一方的に現在の案を

これにつきましては、何度も要望、協議を大阪

提案してきたということではないということを御

府と繰り返す中で方向性として合意されたもので

理解いただきたいと思います。

ございますけれども、最終的にこれについて負担

それから、もう１点、勝手に府の方でりんくう

するということを決めましたのは、９月議会に上

タウンへ移転したということでございますけれど

程すべく補正の議論をいたしました本市の庁議と

も、これについても議会に御説明申し上げており

いうことでございます。

ますけども、府との協議の経過の中で、これは済

これについて先回の議会に提案をすべくお話し

生会の問題でございますが、バックアップ病院、

申し上げましたところ、唐突の提案ということで、

支援病院として中津病院が参画するというふうな

説明が足らないということでおしかりもちょうだ

ことがございまして、中津病院の強い意向の中で、

いいたしまして、我々としてはこれに反省もいた

将来の事業展開のためにももっと広い用地が必要

し、別途委員協議会で説明をさせていただく中で

であるということで、現地建てかえという案から

今回提案させていただいたところでございますの

りんくうタウンへの移転建てかえということにな

で、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ

ったわけでございまして、議員御指摘のございま

ます。

した約束事項の中にも、今の用地の大阪側ですが、

○議長（角谷英男君） 小山君。３回目を超えまし

この部分にリザーブ用地として今後の事業展開を

た。

市として確保するという旨の強い要請を大阪府に

○３番（小山広明君） 流れとしてはよくわかりま

もいたしておりまして、この用地につきましては

した。私の関心は、あなたは今９月議会に上程す

今後、過日の一般質問で市長もお答え申し上げて

るときに最終的に２億円を出すことが決まったと、

おりますけれども、将来的な規制の緩和等があっ

こういう結論でしたね。しかし、実際は設備整備

た際には、この用地を活用した中で一定の事業展

ですから、もう事業は始まっとるわけですね、９

開を図れるものというふうに考えておるところで

月時点ではですね。当然これは工事にかかる前に

ございます。

その財政的な裏づけをやってやるというのは当た

それから、資金負担につきましては、先ほど大

り前でね。私はやっぱり、市長と済生会病院の覚

田部長の方から答弁申し上げましたけれども、府

書がありますけども、あそこには直接２億円とい

と泉南市の間で具体的にどうするんかという議論

うものは触れられておりませんが、あらゆること

は当然あったわけでございます。老人保健施設に

でバックアップしていくと。具体的には樽井から

ついてはゴールドプランの中で、当時市にはそう

のアクセスもやるとか、それはありますけども、

いう施設がなかったものですから、それを盛り込

あの文面から私はかぎ取るのは、やはりあそこで

んでほしいというふうな要望もした経過がござい

２億円の約束がなければ済生会病院としては中津

ます。

病院のバックアップはできないと、そういうこと

ただ、これについて当然府としても一定の財政
が悪化する中で、府として負担できる理由、ある

だと私は読むんですね。
だから、確かに流れとしてはよくわかるけども、

いは財源ということにも限度があるということの

その説明の仕方としては、そういう基本的なこと

中で、市と府で議論を重ねてきた中でございます

に触れて、いわゆる市民病院の建設は難しいと、

が、市といたしましては、幸い医療施設整備基金

そういうことで済生会病院の移転に伴って整備を

という公的医療の整備を図るという基金がござい

して、全体的な医療の充実を図っていくんだとい

ましたので、この基金の範囲内であれば可能であ

うんであれば、それは大きな市民の関心でもある

ると、応じることができるということの中で、公

んだから、そういう基本的な方向を変えて、交渉
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に入る前にやはり議会にもきちっと説明をしない

たと思うんで、そこだけ最後にお聞かせをいただ

といけない内容ではないかと。

きたい。

最終的な結論としては９月議会の前とはわかり

○議長（角谷英男君） 向井市長。

ますけど、そういうことで議論を進めてきたのは

○市長（向井通彦君） 長い歴史のある病院でござ

かなり以前になるなと思いますし、初めて９月議

いまして、私がこの済生会問題にかかわるように

会前の委員会で説明したときも、担当者が大変突

なったのは、私が助役になったころからでござい

飛な説明にはなるんですがというようなことで、

まして、もちろんもっとそれ以前からずっと流れ

担当者自身もこういう２億円を出すということに

はあったわけですが、一番最初は、馬場のところ

至ったものは大変突然出てきたという印象を持っ

に済生会泉南病院と泉南市立老人保健施設５０床

たことが正直に語られておったと思うんで、そう

をつくるという計画であったわけです。これは大

いう事実に立つならば、私は議会への説明という

変だなあと。５０床の市立のそういう老人保健施

のはやっぱり後回しになっとったんじゃないかな

設をつくるとなれば、合築といたしましても、用

ということを思わざるを得ません。

地は仮に府の用地としてもこれはやっぱり数十億

やっぱりこれは、僕らも済生会病院だから多少

円かかるということがあったわけでございます。

済生会病院も建設に少し金を出すのかなと普通思

何とかそのあたりうまく処理できないかというこ

ったんですが、全く補助金で、１００％大阪府が

とで随分腐心をいたしました。

土地も用意し建物も用意をして、さあやってくだ

いろんな経過がありましたけども、それと病院

さいよという、こういう形態ですね。これは自分

そのものが、泉南市の済生会病院というのは位置

とこで市民病院を建てるよりも、こんなんでやる

づけが非常に弱いといいますか、不明確な位置に

んだったらすごく楽な話なんですが、そういう性

あったわけでございまして、これを例えば建てか

格のものですから、この財政がしんどい泉南市に、

えるとかいうことになりましたら、そう簡単にい

基金が２億円あるから出したんだと言うけども、

かないわけでございまして、最終的には大阪府済

私はちょっとほかの医療機関とのバランスからい

生会ではもちろん判断できませんで、中央の済生

ってももう少し、済生会病院はそら頼まれてくる

会本部の方でいろいろ議論があったわけでござい

んだから自分とこで負担するというような気には

ますが、そのときもその２６床、そういう狭い小

ならないかもわかりませんが、泉南市としてはこ

さな病院というのは済生会として要らないんでは

の２億円というのは性格上、私は市民も納得でき

ないかというような議論もあったわけでございま

ないだろうと思いますし、私もこれ納得できない

して、これをまた残すということについて大変大

ので、この問題はどうしても納得できません、本

阪府も我々も済生会大阪府の支部も全力を挙げた

当に。そういうことで意見を申し上げておきたい

わけでございまして、やっとやむを得ないと。こ

と思います。

れは全国の評議員とか理事会があるものですから、

市長に最後だけ、それだけ確認しときたいんで
すが、その覚書の中に全く、少し泉南市も汗かい

大阪だけの意見が通るというわけではございませ
んで、大変な時間も要しました。

てくださいよというようなことで、向こうが、あ

その中で、やっと本部もそういう歴史的経過も

あ、これやったら２億円設備に出してくれるなと

あるということも含めてやむを得ないなと。ただ

いうことを感じるような、そういう交渉というの

し、しっかりした親病院をつけなさい、これが条

はあの中では全くなかったのか。

件でございました。今度はその親病院探しという

もう１つ、これは済生会病院は関係なしに、大

ことになったわけでございますが、済生会病院と

阪府が出す金に実質的には補助するみたいなもの

いうのは中津もありますし、野江もありますし、

ですね、ある意味で。実態的にはね。そういうよ

富田林もありますし、いろんなところでやってお

うなことで、交渉の中でその２億円についての位

られますが、保健・福祉・医療一体的にやってお

置づけはどうだったのか。市長が交渉に当たられ

られて、しかも非常にその辺のノウハウがあり、
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かつしっかりとした基盤を持っていると、水準が

においても済生会の整備ということにも充当とい

高いというのは中津だということになりまして、

うことも念頭に置いておったという経過も踏まえ

中津との話し合いに入ったということでございま

て、その範囲内であり、しかも病院に対する泉南

す。

市の意向、これを反映してくれるならばというこ

中津がその話を受けて、それを引き受けるとい
うことについては、当然中津としても一定の言い

とで、我々はそういう心を決めたわけでございま
す。

分があるわけでございまして、現地も何回も見ら

直近までというのはありますけれども、これは

れて調査されて、その２６床の病院というのは現

やはり我々は大阪府に対して一方では実現性をは

在ではやむを得ないけれども、やっぱり中津が引

っきり見きわめたいというのがありました。大阪

き受ける以上は将来展開できるような場所にして

府も大変な時代でございましたから、果たして大

ほしいというのがありました。馬場の一部ですね、

阪府の予算として府議会で議決されるのかどうか、

将来池も埋めてという案も示して、その可能性を

これは我々としても大変心配をしておりましたか

残すということの案も出したわけでございますが、

ら、それを１つ見きわめるということ。それから、

それでは非常に狭いということがあって、りんく

我々が望んでおった診療科目、特にこの泉州、泉

うタウンの方にという話が出てきたわけでござい

南地域で疾病率が高いと言われます消化器系ある

まして、かなり大きな面積を確保するということ

いは循環器系に対応できるような内科科目の設置、

になったわけでございます。

それから生活習慣病と言われる糖尿病等に対応で

ですから、移転そのものは、先ほど小山議員は

きるような体制、それから大規模な手術は２６床

大阪府がりんくうタウンのある意味では救済策で

ですから無理といたしましても、その手術の受け

はないかというような話がありましたけども、そ

られる範囲の中で高度的なものもできるような対

うではなくて、きちっと今後運営をするバックア

応ですね。これは最終的にはもちろん手術もでき

ップ病院の意向というのが非常に強かったわけで

ますが、特に今の現代医学において重要な役割を

ございます。

占めております内視鏡等によります手術、こうい

中津とはそういう形で覚書を結んでおりますが、

うものができるようにしていただくと。それから

それは特に残りの用地の問題とか、あるいは当然

リハビリテーション、これをきっちりと充実して

開業するとなれば人の動きの問題がありますから、

ほしいと、こういうものを見きわめた上で我々と

最寄り駅からのアクセスの整備ということの希望

しては最終判断をしたということでございまして、

が出されたわけでございます。

それが非常にごく最近そういうすべてのことが明

２億円の話は、全体スキームの中で大阪府と話

らかになってきたと。

し合いをした中で、老人保健施設を本来市がつく

もう１つは、地元の病院との病病連携と地元の

るというものを、我々はそれを押し戻したわけで

診療所との病診連携ですね。これはかかりつけ医

ございまして、最終的には施設は大阪府でつくる

で市民の方々が治療を受けられるというのが一番

ということになったわけでございまして、運営が

いいわけでございますから、そこで検査ができな

中津ということになったわけでございます。ただ、

い、あるいは疾病確定できないという場合には、

その間でも補助金、当然半分ぐらい市で持ってく

済生会と連携しながら、あるいは済生会の施設を

れという話がありましたけども、それもお断りを

使ってかかりつけ医が診断すると、こういう病病

したわけでございまして、我々としては必要最小

連携、病診連携ということについても、大阪府の

限の範囲の協力はそらやむを得ないという腹はく

方で配慮いただいてきちっとやれるということに

くっておりましたけども、そういう過程があった

なったわけでございまして、１００％我々のもと

と。

もとの希望が満足されたものではございませんけ

病院施設について、医療施設整備基金はそうい

れども、現在の許される範囲の中で我々の希望が

う形で我々は有しておりましたし、これは設定時

大きく取り入れられたと。これは大きく市民の健
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康増進あるいは疾病予防、それから治療に役立つ
という判断をして、２億円の拠出ということを決
めたわけでございます。

んので、お聞かせをいただきたい。
それと、基金の取り崩しについては、地方財政
法の中できちっと掲げております。積立金の処分

御理解をよろしくお願い申し上げます。

は、財政法第４条の４項から５項までですね。き

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――
――島原君。

ちっとそれぞれの理由づけを書いております。こ
の取り崩しは、恐らく市民福祉向上のためという

○１６番（島原正嗣君） ちょっと気合いを入れて
聞きたいと思います。

ことが１つの前提ではないかというふうに思うん
ですが、この財政法にかかわる市の見解を伺いた

今の質問者で約１時間３０分かかっております。

い。

本来技術的なことは、きょう答弁があったような

さらに、もう１つは、財政法の基本は地方自治

ことは、９月定例会から今日までに私は説明があ

体に、特に国のことを書いておるわけであります

ってよかったのではないかなと。所管の常任委員

が、地方公共団体に財政的な負担をかけてはなら

会に言ったのかどうか記憶はございませんけれど

ないと、この１項がありますね。これは三セクの

も、私の思いはそういう思いでいっぱいです。

ような形の病院ですけれども、ある意味では泉南

問題は積立基金の性格について、この内容につ

市が大阪府が一丁かんで、国の方からの恐らく補

いての市の基本的な考え方、今後医療基金の積み

助金等もあるのではないかなと思うんですが、２

立てについてどのような認識を持ってやられるの

億もの金を支出するということは、地方公共団体

かどうか、その考え方ですね。

としては負担の割合が非常に大きいのではないか

それと、きのうですか、質問者に何かお答えを

なというふうに思います。これが１点です。

しておりましたけれども、公立病院、いわゆる市

それと、ただいま市長が御答弁いただきました

民病院は、現在の向井市政の中では全然考えられ

んですけれども、いろいろ技術論なりあらゆる面

ないのかどうか。考えていないということなのか

を検討した結果２億ということになりましたとい

どうかですね。これをやっぱり、もう来年の４月

うことですけれども、これでは分母も分子もわか

に選挙ですから、恐らく公約として発表もされる

りませんし、２億という積算基準をきちっと市民

と思うんですけれども、私も４０年近く議員をし

に開示し、公開することが私は大事ではないかな

て、終始一貫して市民病院の必要性を訴えてきた

というふうに思います。

１人です、ささやかながら。名刺の中にも公的病
院というので書いております。
あるときには民間病院の

これも、この病院のあり方が２６床ということ
でありますから、従来よりはすべての診療科目に

一回言ったことが

対して市民のサービスが適切に受けれるというん

あると思うんですけれども、野上先生に「島原君、

なら別ですけれども、従来とほとんど変わってな

僕とこも病院やで。君は市民病院、市民病院ばっ

い。この中に２億円ものお金を、積立金を支出す

かり言わんと、民間のことも考えておくんなはれ

るということについての明瞭な積算基準が出てい

よ」ということで、関西空港の何かの祝賀会のと

ないと思います。これについて御答弁をいただき

きに嫌みを言われたような記憶をしております。

たい。

これは余談ですけれども、問題は今この基金と

この経営主体は、一体大阪府なのか済生会病院

いうことの取り扱いをどうするのかということを

なのかどこなのか。この経営者の名前もできれば

私は聞いてるんですが、ただこの基金の

きちっとしていただきたいというふうに思います。

これ

は寄附行為になるんですか、これは議案書には整

それから、病院の経営の全体的な、一般企業で

備基金と書いてるんですけども、実際には法的な

いう実際の個々の資金といいますか資本金といい

措置は、この機関に対しての寄附行為なのか、あ

ますか、これは一体どうなってるのか、このこと

るいは受け取り方が整備基金として受け取るとい

も含めて御答弁をいただきたい。

うことなのか、ここの判断がちょっとわかりませ
−２４１−

それから、もう１つは、私はこういうやり方を

やりますと、泉南市の中には大中小含めて民間病

ません。今非常にそういう建てられない状況にあ

院がたくさんありますね。今申し上げました野上

るというのは御理解いただいているかというふう

さんとこ、堀さんとこ、それから小さい、岡田で

に思いますが、やっぱりこの希望といいますか考

も稲葉さんとことか堀越病院とか、あれは病院か

えは当然持っております。

診療所かわかりませんが、あるわけですが、こう

それから、基金の今後のことだけ私の方から。

いう市としての公的支援を行う場合は、民間病院

今回取り崩しいたしまして、残余は少なくなりま

に対しても、これは病院だけじゃなく歯医者もそ

すけども、当然基金そのものは残しておきますし、

うですけども、耳鼻咽喉科もそうですけれども、

今後いろんなそういう問題も含めた中で、財政と

そういうところに対しても市としての手当てを幾

の関係もございますけども、積み立てられる状況

分考えてあげることが私は必要ではないかなとい

には残しておきたいというふうに思いますし、ま

うふうに思うんですが、こういうやり方をやって

たそれだけの余裕といいますか、積み立て原資が

ると不公平が生じるのではないかなというふうに

できれば積み立てたいと、このように考えており

思います。

ます。

それと、もう１つ、診療所という定義、医療法
人法あるいは医療法からいって、診療所の定義で

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。
○財務部長（谷 純一君） 島原議員御質問の地方

すね。それと、病院の定義。病院とは例えば５０

財政法の関係で御答弁申し上げます。

床以上を病院と呼ぶのか、あるいは１００床以上

まず、基金の処分というんですか、それにつき

を呼ぶのか、診療所とは１０床以上を言うのか、

ましては積立金の処分ということで第４条の４に

あるいはもう診察するだけだということなのか、

うたわれております。そして、この基金を設置す

あわせて御答弁をいただきたい。

る分につきましては、自治法の方に基金という形

それと、違った角度でございますけども、今民

で２４１条にうたわれております。そして、この

間保育所に対する、新家、西信達の保育園に対す

基金につきましては、当然目的をはっきりして、

る補助ですか、補正されてるわけですが、公立保

そしてその基金を積み立てますということ。そし

育所と民間保育所の措置費について、わかってお

て、その基金は自治法ではっきりと明確にされて

れば御答弁をいただきたい。

いるわけです。そして、それを処分する場合にも、

以上です。

この基金の目的に沿った形でこれを処分すること

○議長（角谷英男君） 向井市長。

ができるということになっておりまして、泉南市

○市長（向井通彦君） 市民病院に対する考え方に

にもいろいろな基金がございますけれども、そう

ついて私の方から御答弁申し上げます。

いった中で当然基金にはその目的という条項もあ

昨日来からも御答弁申し上げておりますように、

りまして、その目的に沿った形でその積立基金の

今いろんな規制がある中では、現実の問題として

処分をしていくということで、今回もそういった

は建設するというのは困難でございます。ただし、

形で繰り出しですか、取り崩しを行ってると、そ

当然市民病院というのは必要であるというふうに

ういうふうに理解をしております。

は認識しておりますので、そういう規制が解かれ

それと、あと寄附金等で地方公共団体の方に負

た時点、あるいはそういう環境になった時点で考

担をかけてはならないというところもあったと思

えたいと。それは市単独でやるのか、今の時代で

います。これにつきましては、例えば国が事務事

すから広域的にやるのか、あるいは今の例えば済

業を行う場合に、ただその行う場合にこれをやり

生会病院と一緒になってやる、例えば富田林病院

なさいということで、これをすぐに地方公共団体

方式というのもあるわけでございます。いろんな

の財源でやりなさいというような、そういったこ

パターンが考えられますから、それはその時点で

とはやめておきなさいという趣旨だと思います。

考えたいというふうに思いますが、決して市民病

そして、そういった事業を行う場合には、当然国

院を絶対つくらないと、そういうことではござい

としましても、ある程度その基準となる補助金で

−２４２−

ありますとか、そういった負担を考えた中で新し

今回の基金の支出でございますけども、これは

い事業を展開していくという姿勢であったと思い

個別具体のものに支出ということではなく、病院

ます。

において整備されるＭＲＩやＣＴなどの高度医療

以上でございます。

機器、あるいはこれらを活用して構築される地域

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

民間医療機関と泉南病院との病病あるいは病診連

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 西

携システム等々、総合的な泉南病院の整備充実の

信達保育園と新家保育園の措置費の関係でござい

観点から支出するものでございます。

ますが、措置費といいますのは、定員によりまし

よろしくお願い申し上げます。

て措置費の１人当たりの単価というのは決められ

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

てございます。そういうことで、民間と公立保育

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

所との保育単価ですか、措置費の違いというのは

民間病院への支出といいますのは、泉南市ではや

ございません。ただ、今申し上げましたとおり、

っておりません。ただ、泉佐野泉南医師会に対し

定数によって１歳児は幾ら、２歳児は幾らという

ては補助金を出しております。

ような決まりになってございますので、その辺の

それと、済生会の経営、中津医療福祉センター

違いというのはございません。

の総長は斎藤総長と申しまして、中津病院とか、

それから、済生会病院の今度の経営主体という

ほか幾つかの施設の総長をやっております。その

のはどこかということでございますが、これは大

人が経営母体になると考えております。

阪府済生会ということでございます。経営者につ

資本金については、大阪府済生会ですので、私

きましては、ちょっとお待ちください。すぐに御

の方その点把握しておりません。ちょっと今手持

答弁させていただきますので。

ちで資料がありませんので、申しわけございませ

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

ん。

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）
失礼します。

○議長（角谷英男君） 島原君。
○１６番（島原正嗣君） 市長の答弁いかんでは、

一応名称としましては、社会福祉法人恩賜財団

この議案に対する判断をしたいなというふうに思

済生会です。それの大阪府済生会となっておりま

っております。現議長の、うちの代表者でありま

す。

した角谷議長から再三私の指摘したようなことが

それと、先ほど診療所と病院ということで、診

一般質問で行われました。そのときには今のよう

療所は１９床まで、病院は２０床からが病院とな

な明瞭な御答弁がなかったんです。けど、今市民

ります。

病院も将来チャンスがあれば検討の課題にしてい

以上です。

くと、こういうことですから、全然、いや考えま

○議長（角谷英男君） 答弁漏れがありますが。蜷

せんということではないと思うんです。そういう

川助役。

確認でよろしゅうございますか。

○助役（蜷川善夫君） ２億円の支出の具体的な明

○議長（角谷英男君） 向井市長。

細といいますか、目的といいますか、スキームを

○市長（向井通彦君） そのとおりでございます。

明らかにせよということでございますけれども、

さっきも言いましたように、今いろんな制約がご

福祉医療保健ゾーンにおきます泉南病院、特養、

ざいますので、今すぐというわけにはまいりませ

老人保健施設、シルバーハウジング、これらは一

んので、当面はこの済生会の泉南病院を市民の公

体的に整備されることによりまして、地域住民に

的な医療機関の大きな医療機関という形に位置づ

対し継続かつ一貫性のある高度な福祉医療サービ

けて、医療、それから疾病の予防、それから健康

スを提供するということで、泉南地域の医療水準

増進という形で対応したいというふうに考えてお

の向上を図るということをねらいとされておりま

ります。

す。

それらのいろんな規制値が解除された時点で、
−２４３−

我々の方も当然市民病院という形で考えていきた

それと、国の補助、先ほど助役さんがちょっと

いと。ただ、その場合は単独でやるか広域でやる

おっしゃったんですけれども、こういう社会福祉

か、その他の方法でやるかというのは選択肢とし

法人の医療機関に対する国の補助というのは、ど

てはあるというふうに思いますが、当然市民病院

ないなってるんですかね。この建物の場合はどう

というのは念頭に置いて今後も考えていきたいと

いう形になってるんですか。ちょっと２億円との

思っております。

関係もありますからね。

○議長（角谷英男君） 島原君。

２億円の場合は、しつこいようですけれども、

○１６番（島原正嗣君） 余り長い時間は必要ない

この積算基準というのは今市長、大体概略内容に

と思うんですが、まだあとたくさんの質問者がお

ついては御答弁をいただいたんですけれども、も

ると思います。

う一つ何となく精神的な期待感を込めた手当てを

これは平島部長さんか次長さんか、ちょっと僕、

してるというふうに私は理解するわけですけれど

役職の地位がわからんわけですけれども、俗に言

も、きちっとした、例えば７７億の総工費に対し

う病院経営の場合は資本金というのか何かちょっ

て１割とか２割とか、あるいは１，０００分の１と

と僕もわかりませんけれども、先ほどお聞きしま

か何分の１とかいうことにしたのか、この積算基

したように、例えば大阪府の出資比率は何ぼなの

準がわかっておればちょっとお答えいただきたい

か、あるいは中津済生会病院の出資比率が何ぼな

と思います。

のか。中津かあるいは東京――本部が東京らしい

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

んですが、聞くところによると偉い方の、皇族の

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

何やらかにやらと言ってますが、皇族か何かは別

失礼します。

にして、この資本形態はどないなってるんですか

経営母体なんですが、これは社会福祉法人恩賜

ね。そういう内容調査はしていなければもう結構

財団済生会ですけども、これは明治４４年に創設

ですけれども、実際こういうふうに泉南市の方も

されて、東京に本部があります。４１都道府県に

２億程度のお金を助成していくということになれ

支部を置いてまして、その支部の会長は各都道府

ば、受け取る側のちゃんとした経営のあり方、ど

県の知事が行っております。

ういうような形でこの病院は構成されているのか

社会福祉法人として、また公的医療機関として

ということも、やっぱり市民にもきちっと説明す

の機能の維持、さらに充実させるべく、病院、介

る責任もございますし、私どもも聞いた以上は、

護、老人保健施設、児童福祉施設、訪問看護ステ

街頭演説なりささやかながらビラでも出していく

ーションなど全国で合計３０２の施設で約３万人

という必要性に迫られてるわけですから、何とな

の職員が保健・医療・福祉活動に取り組まれてお

く資本もわからなきゃ、どういう構成――大体の

ります。その患者数としては延べ年間２，０００万

構成はわかりました。大阪府と済生会ということ

人、入所、通所など利用者延べ数は３１０万人に

ですから、これはわかりましたけれども、じゃ今

達しております。

泉南に建てられてる部分については、これはあれ

なお、平成１３年５月３０日で創立９０周年を

ですか、特養は、建てるのは大阪府がもちろん建

迎えられました。そして、済生会は医療法に基づ

てるというふうに理解をしてるんです。運営は中

いて昭和２６年８月２２日、公的医療機関に指定

津済生会病院がやるんですか、それとも東京の本

されました。

部も含んでやられるのか、これちょっと具体的に
聞かせてください。

今度の特別養護老人ホーム、病院、介護老人保
健施設については大阪府済生会が経営するという

それと、病院の経営主体は、これも中津がやら

ことで、そのセンターのバックアップ病院として

れるのか、済生会のどこがやるのか、あるいは大

は中津医療福祉センターが当たるということにな

阪府がどういう形で資本を投入してるのか、この

っております。（島原正嗣君「設立資金はわかり

ことも含めてちょっとお聞かせ願いたい。

ませんか」と呼ぶ）この病院の資金については、
−２４４−

ちょっとわかりません。この恩賜財団というのは、

○議長（角谷英男君） 島原君。

明治天皇が寄金を出して設立されたということで

○１６番（島原正嗣君） これでやめますけれども、

ございます。

おんし財団の「おんし」いうて、どない書きます

以上です。

の。社会福祉おんし何とかいうておっしゃったん

○議長（角谷英男君） 島原君。

ですけども、これは今わかってなければ後でも結

○１６番（島原正嗣君） えらい話になってきて、

構ですから、もうちょっと。（「恩を賜る」と呼

天皇のことを言うと、田中真紀子さんみたいにま

ぶ者あり）ああ、そう。わしは余り字を知らんか

たいろいろ批判を浴びますから、余り天皇制には

らちょっとお聞きしたんですけども、そういう表

触れないことにしておきます。

現は私はこの議場で初めて聞くように思いますの

明治天皇と市長とどんなかかわり合いがあって

で、この「恩賜」というのは何か意味があるんで

こないなったのか知りませんが、これはやっぱり

すかな。明治天皇との関係の、どうか知らんけど

ある程度、しょうもないようなことを聞いてるよ

も、中間的にまたどなたかかかわってるのかどう

うでございますけれども、やっぱりそれぞれ市民

かですね。このことをひとつ教えていただきたい

は医療機関、病院ということについては非常な関

と思います。

心を持ってるんですよ。そういうようなことでし

それで、済生会病院、福祉関係は府から委託を

つこくお聞きをしてるんですが、小山先生のよう

されたわけですから知事がもちろんそのような形

に１時間半も要りませんから、あと四、五分ちょ

になってると思うんですが、病院関係の場合はす

っとお待ちをいただきたいと思います。

べて各都道府県支部のその医療法人じきじきの理

じゃ、中津病院の責任者というのは各府県に支

事長がついてると、そういう認識でよろしいんで

部長を置いてると、それで支部長は都道府県知事

すか。今何かちょっと違った人の名前をおっしゃ

と、こういうことですが、中津病院の責任者とい

ったんですけども、これは中津病院の理事長と、

うんか、実際の最高責任者は今の知事になってる

こういう理解でよろしいんですか。

のか、あるいは病院の別の理事長というのが、医

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

療法人でいうと理事長というような呼び方をして

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

ると思いますけれども、この中津病院さんの場合

一応、中津医療福祉センターといいまして、その

は――事務長とかそんなんは別ですよ。この中津

中に病院とか老人保健施設とか児童福祉施設とか

病院自体の管理責任者というのはどなたになって

幾つもある、統括してるのがその斎藤総長が統括

おられるのか。知事という解釈でよろしいのかど

してると。（島原正嗣君「総長というんですか」

うかですね。

と呼ぶ）総長です。

その東京本部の場合は、これは関連会社みたい

〔島原正嗣君「議長、えらい済みません。恩賜

になってるんですけども、どういう関係にあるん

という意味はどういう意味ですか」と呼ぶ〕

ですか。明治天皇と東京本部となるのか、全国的

○議長（角谷英男君） 向井市長。

に天皇系というんか、私は出会い系しか知りませ

○市長（向井通彦君） そこらで言葉が出ておりま

んけども、天皇系の病院はどういうようになるか、

したように、「おん」は恩を受けるとか恩を得る

ちょっと具体的に教えていただけませんか。

の恩でございまして、「し」は賜るということで

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

ございまして、天皇家から賜った財団と、こうい

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

うことでございます。

中津医療福祉センターは、斎藤総長という方が一
応全体を統括しております。それと、大阪府済生

〔島原正嗣君「結構です」と呼ぶ〕
○議長（角谷英男君） 質疑の途中でありますが、

会は、一応会長は知事です。副会長は健康福祉部
長等が当たられております。

１時まで休憩いたします。
午前１１時５５分 休憩

以上です。

午後 １時 ２分 再開
−２４５−

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

お返ししたいという美しい話の反面、中には３年、

きます。

５年、あるいは１０年、１５年に及ぶ長きにわた

午前の議事を継続し、議案第６号に対する質疑

ってお世話になってる方々もあるんじゃないかと

を行います。

いうふうに考えるわけであります。そういった意

質疑ありますか。――――井原君。

味では、本市における比較的長期のお世話になっ

○１番（井原正太郎君） 午前の質疑の中で、特に

ておられる方々の実態はどうなっておるのかなと

小山議員の方からはさわやかな例を出されて、こ

いう点をひとつ教えてもらいたいと思います。

の不況下で生活保護によって救われた、そういう

それと、こうやって３５７名の方がいわゆる就

話があったんですけども、今回の補正で特に３，５

業可能で、なおかつそのうちの、今病気を持たれ

００万に及ぶ補正があります。これは補正後の金

たり、あるいはまた家庭内の条件で仕事ができな

額にしても、そういうさわやかな話で済めばいい

いと。しかし、現に今仕事を求めておられる方も

んですけども、１５億に及ぶような大きなお金が

おるというふうなことに関しましては、やはり市

要っておるというふうなことが示されております。

としてもその就職先を積極的に探さないかんのと

そういった意味で、昨年来、ここ数年でありま

違うか、またお世話してあげるのが本来の姿じゃ

すけども、非常に不況が深刻度を増して、生活保

ないか。考えようによっては、そうしないと、や

護という形で生活を支えてもらう方々がふえたと

はり一たんお世話になられて、長期間そのような

いうふうなことで、先ほどの質疑の中では４７７

バランスで生活をされると、なかなか社会復帰と

世帯から５２９世帯になったという話がありまし

いうのが難しいというふうに考えるんですね。そ

た。

ういった意味では、ぜひ市を挙げて新しい仕事先

そういった中で、私の考え方としましては、こ

を探していく努力、この辺はしていかないかん。

のような５２９世帯に及ぶ方々を国の施策の中で

このようなことに関しては一定答弁をいただいて

保護していくということは、非常にとうといこと

おりますけども、具体的にどうやっていくべきで

でもある反面、やはりそれは皆さんの税金で賄わ

あろうかな、またそういうことがあれば示してい

れておるというふうなことから考えますと、より

ただきたいと思います。

謙虚でなかったらいかんし、より公正でなかった

それから、もう１つは、学校の中で学校施設整

らいかんしというふうなことは常々思っておるわ

備費として１５０万の補正が上がっております。

けなんですけども、そういった意味から、この前

特に先ほどの質疑の中では、樽井小学校の暖房と

白地課長でしたかね、担当課長は、私はきつく御

いうふうな話がございました。これは樽井小学校

指摘を受けたんですけども、私は前の一般質問の

となっとるわけでありますけども、今泉南市内の

中で、泉南市の保護世帯の中で３５７名の方が就

小学校、中学校を含めて、勉強される環境が非常

業可能なんですと、結果的にその方が仕事につか

に厳しい学校もあるんやないかなというふうに思

れずにおるんですというふうなことで質疑をした

うんですけども、この実態をあわせて示してもら

わけなんですけども、もっと具体的に言ってもら

いたいと思います。

わんとそれは誤解を招くという意味の指摘であっ

とりあえずそれだけ御答弁願いたいと思います。

たんですけども、３５７名中仕事をしてないとい

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

うんか、されてない方が２８４名おるという資料

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 生

をいただいてます。

活保護の関係についての御質問について御答弁申

その中から、なおかつ求職中の方も４０名ほど

し上げたいと思います。

いらっしゃるというふうなことから考えますと、

以前に井原議員さんのお手元にお渡ししており

先ほどの長い間税金を納めて、そして今仕事ある

ます生活保護者の実態という資料の中で、就業可

いは生活に挫折されて、生活保護のお世話になら

能者数が３５７名という書き方をさせていただい

ないかんという、また自分がしっかり力をつけて

ております。そして、その下に稼働人員数と非稼

−２４６−

働人員数という分け方をしておりまして、３５７

りますけども、先ほど１５億になんなんとするよ

名のうち稼働人員が７３名ということでございま

うな金額が本市の場合あると。この場合、単にこ

す。そして、非稼働人員が２８４名。その２８４

れは保護関係の費用でこれだけ計上されておりま

名の内訳でございますが、傷病、それに身体障害

すけれども、この中にはこれ以外に、午前の質疑

者とか精神障害の方々と、それと中には求職中、

でもありましたように、教育関係の扶助費、ある

仕事を探しているということでございます。そし

いは医療費も含むともっと膨らむんかなというふ

てまた、家庭内条件というような４項目に分けさ

うに考えるんですけども、少なくとも教育分のも

せていただいておるところでございます。

のはこれにオンされて、さらに今回の補正を見ま

それで、当然生活保護をかけるに当たっても、

すと、もう１億ぐらいは上乗せされて、合計から

もちろん公正、公平でなければだめだと我々も認

すると１６億ぐらいになるんかなというふうな気

識いたしてございます。また、かけるに当たって

がいたしております。

もそれなりの厳しいというんですか、いろいろの

そうであれば、先ほど午前の質疑の中で広く市

調査をさせていただいて、本当に生活保護をかけ

民の皆さんにこういう制度がありますよ、大変な

る必要があるのかどうかという判断もさせていた

ときにはどうぞというふうな質疑もあったんであ

だいてございます。

りますけども、現場では民生委員を初めとする方

それと、就職先のあっせんということでござい
ますが、我々は生活保護をかけるに当たりまして、

々がおられるので、そのような対応で十分じゃな
いかというふうなお話を聞きました。

元気な人であれば働くようにという指導ですね。

私は改めて聞くんですけども、府下でどうやこ

そしてまた、ハローワークとかそういうようなと

うやと言うとまた余りいい響きがないんですけど

こでできるだけ仕事を探していただきたいという

も、大阪府下で本市のこのような形でのいわゆる

ことの指導というんですか、それはさせていただ

被保護世帯の数ですね、これはどれぐらいに位置

いております。ただ、我々は仕事を探してきて、

するものかということを改めて教えていただきた

これはどうですかというところまでは至っておら

いと思います。

ないというのが現状でございます。

それと、原課でこのような、いわゆる就業をし

それと、長期保護の実態ということでございま

たいんですが、その先がないというふうなことに

すが、今長期保護が何名いるかということについ

関しては、今回の法律の改正でも、地方自治体は

ては、手元に資料を持ち合わせてございませんの

積極的にそこらまで手を伸ばさなきゃなりません

で、また後ほどわかる範囲でお示しをさせていた

よというふうな法の整備ができたように理解しと

だきたいなと、このように考えておりますので、

るんですけども、そうであればどういう方法が考

よろしく御了承のほどお願い申し上げます。

えられるのか。この前から私は提言しておるんで

○議長（角谷英男君） 金田教育総務部長。

すけども、少なくともシルバー人材センター等と

○教育総務部長（金田峯一君） 御質問の学校の１

もタイアップして当然やっていくべきじゃないか、

５０万の施設整備費でございますけれども、これ

このようにも考えておるわけであります。そうい

につきましては樽井小学校の子供たちに対する冬

う点からしての答弁もお願いしたいなと思います。

季のストーブを整備したいということでお願いす

それから、学校関係でありますけども、非常に

るものでありまして、ほかの各小学校、中学校に

樽井がおくれておったようであります。あわせて、

つきましては、従来配分予算等で、少しずつでは

そういうふうなハード、ソフトの面からでも、当

ありますが、買いそろえて整っておると、今樽井

面する学校の問題はたくさんあろうかなと思いま

のみが整っておらないというような状況でござい

す。

まして、今回これをお願いするものでございます。

この前も議長にはもうちょっと配慮してほしか

○議長（角谷英男君） 井原君。

ったんですが、私の一般質問の中で１個だけ答弁

○１番（井原正太郎君） １つは生活保護の件であ

を残してそのまま終わってしまった。これは時間

−２４７−

ですから仕方がないんですけども、そんな経緯が

ルバーの目的、趣旨からいえば難しいんじゃない

ありまして、特に学校のいわゆる校区の問題です

かなと。ただ、シルバーが事業を起こす場合、何

ね。こういうふうなことから派生する、通学に１

か泉南市から発注を受けて、シルバーがその仕事

時間もかけなきゃならんというふうな低学年の方

を受けるというときには、またそういう雇用、登

々のことを思ったら、今こんな形での補正の組み

録さえしていたたければそういうときには使って

方もありましょうし、もっとソフト面でもやらな

もらえるんじゃないかなと、このように思ってお

きゃならんことがたくさんありますよということ

りますが。

が喫緊の課題じゃないかと思います。そういった

そういうことでございますので、お答えになっ

意味では、具体的に岡中の一番山手の地域の方々

てるんかどうかちょっとわかりませんが、その辺

が信達小学校へ通うのに電車で１時間かかるとい

で御了解お願いしたいと思います。

うふうな事実を見たときに、どのような対応をし

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

ておるんか。早く手を打たなあかんのと違うかな
というふうにも考えます。

〔真砂 満君「議長、議事運営」と呼ぶ〕
○議長（角谷英男君） はい、どうぞ。真砂君。

また、時を同じくして泉佐野でもちょうど署名

○５番（真砂 満君） 午前中もそうでしたけども、

活動がありまして、今校区の見直し等々非常に大

議案と絡めて関係ないところの質問があるんです

事であるというふうなことで各地域で起こってき

ね。今の井原議員の、一般質問の経過もおっしゃ

ておりますけども、この点もあわせて答弁願いた

っておりましたけども、校区の問題については本

いと思います。

議案と全く関係ない案件であります。質問者が質

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

問されておりますが、その点議長の方できちっと

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 生

整理をして質疑応答を続行されるようにお願いを

活保護の府下で泉南市はどのぐらいの位置やとい
うことの質問であったと思います。府下の４４市

いたします。
○議長（角谷英男君） 井原議員に申し上げます。

町のうち、泉南市は後ろから８番程度だというこ

補正予算に関して質問をお願いしたいと思います。

とでございます。

井原君。

それから、シルバーとのタイアップということ

○１番（井原正太郎君） ただいま議事運営、また

なんでございますが、確かに緊急地域雇用創出特

議長からの注意がございましたので、若干逸脱し

別交付金というのが出ておりますが、ただ生活保

たところがありましょうから、そこら辺は軌道修

護であるからシルバーで雇ってやってくれという

正いたしまして、再質問をさせていただきます。

ような方法はとれません。あくまでもシルバーは

特に教育関係が、樽井の小学校が非常にそうい

シルバーとしての、これは６０歳以上の方の生き

う面ではおくれておったということで、今回この

がい、それに健康維持のためのそういう目的を持

ような補正を組まれたというふうな話がありまし

ったものでございますので、我々といたしまして

た。それはそれで結構なんですけども、私はあえ

市が発注する工事とかいろいろその中で、失業者

てこの場では答弁を求めませんけれども、そうい

の方を当然事業者にそういう方も雇い入れてくれ

った意味では学校関係では喫緊の課題がたくさん

というような話はできるかなと思いますが。シル

ありますよと。いわゆる補正でも、あるいはまた

バーで雇うとかですね。

ソフト面でもやらなきゃならんことが山積してお

ただ、生活保護者であっても年齢条件とかシル
バーの会員資格というんですか、そこに合致する

りますというふうなことの問題提起をさせていた
だきました。

人であれば会員として申し込んでいただければ、

ただ、話はもとへ戻るんでありますけども、特

当然会員になって仕事も回していただけるという

に生活保護をお受けされておる方に関しましては、

ことがあろうかと思いますが、生活保護者である

今府下で非常に下位にあるという話と、それから

から雇っていただきたいというのは、ちょっとシ

先ほどの話では私は１５億から１６億の費用をか

−２４８−

けて今そういう事業を行っておるという話をしま

もできるものは協力していただかないかん。今の

した。このときに、私の理解ではこのうちの４分

制度では難しいかわからん。

の１、約４億はうちの出費になるんだろうなとい

かねてより私はシルバー人材センターの方にあ

うふうに思っております。それでまず間違いない

られましても、やはり障害者の方を何とか軽作業

かどうかということ。

程度であれば賄えないか。あるいは、今でも現実

それから、やはり現在の財政状況を考えたとき

に４０名ほどの方が職を求めて、なおかつ市や国

に、このような出費を余儀なくされとる中にあっ

の世話になっておるということを考えたときに、

ては、いわゆるやむを得ず生活保護にかからなき

当然市としてもそのような世話をするぐらいの意

ゃならん、なおかつ仕事を求めとるという方に関

気込みがなかったら、まじめに納税してくれとる

しては、先ほど部長から答弁がありましたように、

方々に申しわけないじゃないか。制度はこうです、

本市が発注するいろんな委託であるとか、あるい

だからできませんというふうなことで突っ張って

は事業に関しては、そういうところにもひっかけ

いくということは、非常に失礼なことやなという

て働く場を提供するというふうな環境をつくって

ふうに考えます。

いかないかんのと違うかと、このようにも考える

したがって、少しでもそういうふうな方が就業

わけでありますけども、改めてその点の答弁もお

できることがやはりその人のためにもなるし、市

願いしたいと思います。

のためにもなるし、やっぱりひいては地域のため

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

にもなると思うんですね。より公平な泉南市をつ

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） １

くっていくことができる。こんな観点から、私は

５億円の補助というんですか、国からの補助とい

そこら辺の努力目標、あるいは努力をするという

うんですか、これにつきましては大体４分の３が

ことの方針を示していただきたいと思いますけど

国・府から出てございます。

も、いかがでしょうか。

それと、今の就職のあっせんの件で再度御質問

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

があったわけでございますが、我々といたしまし

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 先

ては、先ほど御答弁させていただいたとおりでご

ほども御答弁させていただいておりますが、シル

ざいますので、それ以上の――我々としては当然

バー人材センターにつきましては、おおむね６０

就職はしていただかないかんわけですが、そうし

歳以上の方を対象に、就業機会の確保及び増大及

た我々の方から仕事を探してきて、これはどうで

び福祉の増進を図るという目的で設立されたもの

すか、あれはどうですかというところまでは、な

でございます。障害者の方とか生活保護の方等に

かなか今の生活保護の体制というんですか、我々

つきましても、このおおむね６０歳以上の年齢条

の業務から、あっせんできるものはいいですけど

件に達しておるんであれば、当然会員という登録

も、それを主体にはなかなかやれないというのが

はできるわけでございますが、これ以下の年齢に

実情でございますので、よろしく御理解のほどお

つきましては、シルバーの方では目的と合致しな

願い申し上げます。

いということで、現時点では無理だと、このよう

○議長（角谷英男君） 井原君。

に私どもは考えております。

○１番（井原正太郎君） ４分の３が府であり国で

シルバー人材センターは、当然泉南市独自のシ

ある、４分の１が市の持ち出しというふうなこと

ルバーではございません。これは全国的なシルバ

のようであります。あわせて、そうであればある

ー人材センターの１つの目的というのがございま

ほど、ただいま部長が答弁されましたように、い

すので、泉南市だけ例えば４０歳の障害者の方を

わゆる体は仕事できるんです、仕事を探しており

雇い入れるとか、そのようなことはちょっと不可

ますというふうな状況を考えたときに、また市の

能ではなかろうかなと、このように考えておると

財政状況を考えたとき、また市の持ち出し分、負

ころでございます。

担分を考えたときに、これは当然シルバーさんに
−２４９−

我々といたしましても、こういうところがある

よという把握しているものがあれば、当然一回そ

れてるのか。いたずらに申請がある、いろいろ検

こへ行ってきなさいよという話はできるとは思い

討していって給付していかないかん、金が足らん

ます。ただ、我々、生活保護にかかってる方に仕

から補正をするということでは、余りにも知恵が

事をあっせんするための仕事探しというのはなか

ないんではないのかなというふうに思うんです。

なか難しいというのが実情でございますので、そ

そこらの実態も含めて課題は何なのか、明らかに

の辺は御理解していただきたいなと、このように

していただきたいというふうに思います。

考えます。

それと、就労の件でありますけれども、やはり

○議長（角谷英男君） 次に。――――真砂君。

今お話を聞いてますと、今こんな就職難ですから、

○５番（真砂 満君） 井原さんと関連もあります

非常に就職がしづらいということもあろうかとい

ので、まず保護費の方から質問させていただきま

うふうに思います。特に中高年層になると、若い

す。

方でもないんですから、就職難というのは当たり

今指摘のありましたように、医療保護なり住宅

前なんですが、どうもいろんなお話を伺ってます

保護を入れるとかなりの金額になってくるという

と、一定の年齢、例えば５５歳ぐらいで相談に来

ことであろうというふうに思います。それは１つ

られたら、もうなかなか就職がないんだというふ

に、その時代背景なりがあろうかというふうに思

うに決めつけて、就職のことも余り話しされない

うんですが、その前にほんとに困っている人につ

というふうに聞いてるんですけども、私は先ほど

いては当然手当てをしていかなければいけない、

井原さんの手法なり、例えば昔の組織でいう商工

これは当たり前の話でありますから、そのあたり

ですね、そこらときちっとタイアップをするなり、

については、午前中の小山議員さんの方から提案

役所の中でもっとできることはあるというふうに

がございましたＰＲについて、これは十分にすべ

思うんですよ。

きだろうというふうに思います。

例えば、ハローワークとも連携をして、求人の

ただ、簡単に保護を受けられるんですよという

案内を生活保護係の中にそういったものを持っと

ことではないというふうに思うんですね。そのＰ

くというのも１つの手だというふうに思うんです

Ｒの仕方が問題だというふうに思うんですよ。午

よ。担当が違う――当然役所ですから違うのは違

前中の答弁を聞いてますと、１人ごく簡単に７万

うんですよ。そやけど、その辺は横の連携をやっ

から８万円給付を受けられるんだというような内

ぱり持ってしていかなければ減らないというふう

容の答弁だったというふうに思うんですが、非常

に思うんですよ。これから何ぼでも福祉に金がか

に言葉足らずだなというふうに思います。改めて

かってくるんですから、かければかけるほどいい

きちっとした答弁をいただきたいなというふうに

ということではないと思うんですよ。精査するも

思いますし、ケースワーカー１人当たりの担当す

のはきちっと精査していく、そうでないとこれか

る数が非常に多くなってきてるんですね。

らの時代、乗り切っていけないというふうに思い

そこで、十分に調査も含めてできてるのかどう
か、そこらあたりについて、場合によればこれだ

ますので、そのあたりについてもお聞かせをいた
だきたいというふうに思います。

けの数がふえてくればケースワーカーの増員も当

それと、全般的で言いますが、アルバイト賃金

然考えていかなければいけないんではないのかな

が何カ所か上がっておりますけれども、もっと部

というふうに思うわけで、そのあたりについては

内異動も含めて部内の中で処理できる方法論を考

どうなのか。

えていかなければいけないんと違うかなというふ

いたずらに年々この金額が非常にふえてきてる

うに思います。そこらについて何カ所か上がって

んですよね。そのあたりについて、健康福祉部長

おりますので、トータル的にお答えをいただきた

としてどのようにお考えになっておられるのか。

いなというふうに思います。

また、担当課としてもいろんな課題があるという
ふうに思うんですよ。そこらについてどう考えら
−２５０−

それと、もう１点、教育の関係でございますが、
今の金田部長の答弁は、委員会で答弁されてる内

容と違うんですよね。委員会では、昔からストー

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

ブが樽井小学校は校長の意向でなかったんだとい

（橘 正三君） アルバイト賃金の補正について

うようなお話を受けております。そこらはきちっ

でございますけれども、ちょっと個々の資料は持

とどっちが本当なのか、本会議で言うことと委員

ち合わせてないんですけども、部署によりまして

会で言うことが違うということになると判断も変

は産休の職員の代替ということもございますし、

わってきますので、そのあたりよろしくお願いし

また病気で長期お休みの方につきまして、職員の

たいと思います。

補完のためにアルバイトを配置しているところも

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

ございます。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ま

また、このアルバイト賃金の補正につきまして

ず、生活保護のＰＲの関係でございますが、先ほ

は、人事の方でヒアリングをいたしまして、最低

どの質問者にも御答弁させていただいておるとこ

必要限ということでお願いしているものでござい

ろでございますが、基本的には我々といたしまし

ますので、今後とも職員を活用して済ましていく

ては、生活保護の制度というんですか、これは大

ということで、アルバイトにつきましては極力抑

々的にＰＲするものではないと思っておるところ

えるという形でさせていただきたいと考えており

でございますが、当然やはり生活に苦しんでおる

ますので、よろしくお願いいたします。

という方々もあるのは事実でございますので、そ

以上でございます。

の辺はどういう方法があるかということも検討は

○議長（角谷英男君） 金田教育総務部長。

させていただきたい、このように思います。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校の備品購入の

それと、ケースワーカー１人当たりの持ちケー

関係でございますが、説明不足でまことに申しわ

スというんですか、これも先ほど数字的に申し上

けございません。

げましたとおり増加してきておるというのも現状

これはストーブを買うわけなんですが、樽井小

でございます。そういうことの中で、ケースワー

学校のみ充足していないと、これは事実でござい

カーの増員というのもやはりもう一度洗い直して

まして、御指摘のとおり、ほかの学校は一応配分

いかなければならないというように考えておると

予算で少しずつ買って整備をしておるという状態

ころでございますので、すぐにはならないかと思

でありまして、ただ樽井小学校につきましては、

いますが、そういうような考えでまいりたいと、

学校の方針といいましょうか、子供たちも元気な

このように考えております。

状態で、暖房のない状態でやっていくというよう

それと、当然ケースワーカー１人当たりの持っ

なことの方針もあったようでございます。そうい

てるケースがふえてきてる中で、なかなか実態が

うようなことからストーブの整備がなされてなか

把握できないと。一人一人の調査もどこまでやれ

ったということで、今回社会情勢、非常に家庭で

るかといったら、満足にやれないというところも

もかなり暖房の条件がよくなっておりまして、子

確かにあろうかと思いますので、こういうことも

供たちが非常に寒いとか、そういうようなことで

含めまして１人当たりの適正なケースの持つ数と

の内容が出ておりまして、今回樽井の小学校にそ

いうんですか、こういうのも含めて今後検討して

のあたり備品を整備していきたいということでご

まいりたいなと、このように考えております。

ざいますので、どうかよろしく御理解いただきま

それと、ハローワークとの連携でございますが、

すようお願いします。

これにつきましても今すぐにということはちょっ

○議長（角谷英男君） 真砂君。

とできないかもわかりませんが、これも含めて我

○５番（真砂 満君） 生活保護の関係では、就職

々といたしましても商工との連携も考えながら前

の関係については今すぐというのはなかなかいか

向きに検討していきたいなと、このように思って

ないというふうに思うんですよ。ただ、保護係だ

おりますので、よろしくお願い申し上げます。

けとか福祉だけで物事を考えると、どうしても幅

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

が狭くなって運用ができないという部分がありま
−２５１−

すので、市役所の中で全庁的にいろんな形で検討

それと、バイトの件ですが、個別でどうのこう

できるものは市役所全般的に考えていく。また、

の言うつもりはございません。しかし、今職員の

よその機関も通じてできるものであれば、そのあ

異動というのは定期異動しかないわけで、私はも

たりも一緒になって考えていかないとだめな時代

っと簡単にできる部内異動を積極的に取り入れる

になってるんと違うかなというふうに思いますの

べきと違うんかなというふうに思います。でない

で、ぜひとも精力的に何らかの形ができるような

と、弾力性を持った交流がでけへんのと違うかな

方向で考えていただきたいなというふうに思いま

と。忙しいところはずうっと忙しいし、暇なとこ

す。

ろといったら非常に申しわけないですけど、それ

それと、ケースワーカーの件ですが、ちょっと

なりのところはそれなりで行ってるというのも、

前になるんですけど、やはりケースワーカーの数

やっぱりこれからの運用としてはだめだろうとい

が少ないというふうに思うんですね。中身はちょ

うふうに思いますので、そのあたりについて再度

っと違うんですけども、私の知ってる方がひとり

考え方だけ聞かせていただきたいなというふうに

暮らしされておりまして、病死をされてたと。そ

思います。

れが死後何日かわからなかったというふうな事故

それと、教育委員会の方ですけども、方針で学

があったわけなんです。これもきちっとケースワ

校長を中心にそういった方針を出されてる。それ

ーカーなり、介護保険がありますから、介護保険

は学校の特殊性も独自性もありますから、それは

の方もその方がきちっと対応されておればそんな

それで結構なんですけども、過去にはその配分予

こともなかったのかなというふうに思うんですけ

算はほかへ使われてるわけですね。そのものを含

ども、本人にとっては非常に悲しい最期を迎えた

めて、ストーブ代とかだけで限定されてないわけ

ということがありましたので、そこらあたりも現

でしょう、配分予算というのは。そういったこと

実としてそんなこともあるんだと、泉南市内でも

を考えますと、そらほかでも議論がありますよう

そんなことが起こってるんだということもやっぱ

に、財産区を持ってるところはそんな形でもらえ

り踏まえていただきたいなというふうに思います。

るんやけど、ほかのところはもらえへんというよ

それと、やっぱりよく考えていただきたいのは、

うなこともあります。だから、その配分予算のあ

今パートで働いても月１０万足らずなんですよね。

り方、考え方なんかもきちっとしていく必要があ

一生懸命働いても１０万足らずしかない。でも、

るんと違うかなというふうに思うんですが、その

一方で生活保護、先ほどおっしゃられてましたよ

あたりについてどうなんでしょうか。

うに１人７万から８万出る。２人世帯やったら十

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

四、五万出るんですよね。一生懸命働いても１０

○総務部長（中谷 弘君） 真砂議員の方からアル

万、保護申請したら十四、五万、どっち取るんや

バイトの件で御質問いただいたんですけども、当

と。そんな世の中になってるんと違うんかなとい

然職員で最大の努力をして業務を処理しなければ

うふうに思うんです。

ならないという使命がございますので、我々とし

そこらもやっぱりよく考えていかんといかんの

ては、先ほど次長が答えましたように、ヒアリン

と違うかなというふうに思いますので、その辺は

グの中で極力効率的に運用してもらうという考え

私が言うよりも、担当の課長なり部長の方が特段

方で人数を決めているということでございます。

にいつも頭を悩ましてる部分だというふうに思う

それと、当然今御指摘のあったように、部内で

ので、実態が把握されにくい部分も確かにあるで

季節的に仕事が忙しいとか、その辺の問題はあろ

しょう。されててもなかなかできないという部分

うかと思いますが、担当者の異動というのは部長

もあるんだろうというふうに思いますけれども、

権限という形になっておりますから、その辺は今

やはり不公平感のないような形をとっていただき

後そういう問題が生じた場合、人事と担当部の方

たいなと、強く言っておきたいなというふうに思

と十分協議をした中で処理ができるんではないか

います。

というふうに思いますので、その辺は十分精査を
−２５２−

さしていただきたいというふうに思います。

はないかと、こういうように思うんです。いわゆ

○議長（角谷英男君） 金田教育総務部長。

る埋免同意に対する見返り、地元メリットですね、

○教育総務部長（金田峯一君） 配分予算の関係の

これが一体どうなのかと、こういうことでやはり

方法のあり方ということで、今回ストーブ、これ

考えてもらわなければならないというように思う

につきましては先ほど申しましたように、ほかの

んですね。

学校では今年度少し買いとかいうようなことで、

一遍、ちなみに聞かしていただきたいんですが、

回数を重ねて整備してきておるという状況でござ

佐野ではこの埋免同意の見返りでどういう施設が

います。

できたのか、田尻ではどうなのか、泉南ではどう

ただ、この買い方につきましては学校長の裁量

なのかと。よそとの比較検討をあえてするわけで

にお任せしてる状況でありまして、ただ樽井につ

はないですけれども、泉南は特に前々市長の時代

きましてはそのあたりが、たびたび買っていくと

から住民のニーズの非常に高かったこの医療施設

いうような、そういう方向ではなくて、方針もあ

に限って、特に国にも府にも見返りとしてこの施

りましたようで、耐寒というようなことで、そう

設を要望してきたと、こういう経過があるんです

いう方針で今まで参ってきておるというような状

ね。

況であったことでございまして、今回やはり子供

それで、私は今回たまたま、３０年ごろですか、

たちが寒くて勉強しにくいというような状況もあ

非常に時間が経過して古くなっているという経過

りますので、このあたりは整備していきたいなと

の中で、やっぱり建てかえをしなければならなく

いうことでありますので、どうかよろしくお願い

なってきたと、こういうことであった。あくまで

申し上げます。

もこれ、府が建てたんですよね。当時の医療情勢

○議長（角谷英男君） ほかに。――――和気君。

を踏まえてこの地域にもということで府が建て、

〔小山広明君「議長、ちょっと議事進行で」と

運営は済生会と、こういうことになったわけです

呼ぶ〕

ね。

○議長（角谷英男君） 小山君。

そして、同時にその医療情勢の中には、府の２

○３番（小山広明君） 先ほどの答弁で国と府を合

つの施設があって、その施設との関係で、やっぱ

わして４分の３という答弁されたでしょう。僕が

りその附属病院としてどうしても入用なんだとい

今調べたら違いますよ、これ。国だけで４分の３

うことでこれができたというふうに思うんですね。

出して、府も４分の１出しておるとかいうことで、

あくまでも、だからこそ府立だと。そして、その

ちょっとその辺数字が違うんで訂正をお願いした

施設との関係で福祉部がいわゆる所管になってお

いと思います。決算書を見たらそうなってますよ。

ったと、こういうふうに思うんですが、その辺の

○議長（角谷英男君） 小山さんに申し上げます。
答弁は答弁でしております。間違いかどうかは、
後でまた確認をして精査したいと思います。

経過も含めてお示しをいただきたいなというよう
に思うんです。
それと、先ほど市長の方が、今回は福祉部だけ

和気君。

ではなくて環境衛生部、本来の医療の担当部がこ

○１９番（和気 豊君） ２点に絞ってお聞かせを
いただきたいというふうに思います。

れにかかわってやったと。これは確かに移転、建
てかえについてはそうなんでしょうけれど、今後

１点は、例の泉南福祉医療保健ゾーン整備補助

地域の医療ニーズにこたえるという格好で環境衛

金の件についてであります。病院の経過について

生部がどういうふうにかかわるのかね。もう建て

絞っては言われたんですが、私はこの病院の問題

てしまえば、後はやっぱり附属病院という制約の

というのは、そこに局限してはならない問題では

中で福祉部になってくるんだと、こういうことに

ないかというふうに思うんですね。これはやはり

ならないのかどうか、その辺もお示しをいただき

６１年の１０月の埋立免許同意のあの関係の時点

たいなというふうに思います。

に立ち戻って考えていかなければならない問題で
−２５３−

それから、りんくうでいえば、かかわりのある

佐野や田尻はいろいろと税の面でも非常に見返り

括弧つきじゃなくて看板で掲げるんかどうか。い

が強いわけですが、泉南は６，０００万何がしとい

や、私のいただいてる資料ではそうなってないの

う状態で、ちなみにちょっとこの辺も、りんくう

で、よろしくその辺はお願いをしたい。

からの税収等も少し他市のことがわかっておれば

外科や整形外科、精神神経科、こういうのは入

教えていただきたいなというふうに思うんです。

るんですね。小児科は、これは病院では野上病院

それから、もう１つは、これは府議会で過日大

であるんですが、一般の開業医さんとの関係で、

分この移転については問題になったというふうに

開業医さんの足らざるを、診療所の足らざるを補

聞いてるんですが、私そのときの新聞等も今読み

っていくんだと、こういうようなお話もあったん

起こしてるんですが、この移転については、たし

ですが、小児科や産婦人科は一体どうなるのかと、

かりんくうの赤字減らしであるというふうな論議

この辺もお示しをいただきたいと。

が一定されたというふうに聞いておるんですが、

それで、私はこれを見ると、余り従来の枠と変

この移転問題が起こってきた当初には、何か三千

わってないように思うんですよ。市長が胸を張ら

五、六百万のりんくうの赤字があったというふう

れる割に。それは何でかなあというふうに思いな

に聞いておるんですが、企業局会計ね。ここのり

がら聞いとったんですが、今診療所の問題で何か

んくうは企業局会計ですから。だから、この企業

担当の課長さんが、医師会との関係でなかなか受

局会計がこのいわゆる移転に対してどの程度減額

け入れられなくて、早くつくりたいんだけれど、

されたのか。一般会計で当然りんくうからこの用

財源を伴いますけれどね、気持ちはそうだという

地を買って、そして移転がされたというふうに聞

ことで、先走っておるけれども、なかなか医師会

いておるんですが、その辺もお示しをいただけた

に受け入れられないと、こういうことで、従来の

らと、こういうように思います。これが１つのこ

枠、これを越えてこれだけの新しい市民ニーズに

の病院問題での柱になる質問です。

こたえる病院にしていくんだと。ベッドは規制が

それから、もう１つ、市長は市民に開かれた病

ありますけれど、いわゆる外来関係ですね。従来

院ということで非常に胸を張って強調されました。

の枠を越えて大きく科目もふやしていくし、医師

話を聞いておりますと、非常によろしかろうとい

もふやして、診療体制もより大きくしていくんだ

うふうな気持ちにもなってくるわけですが、それ

と。これは医師会との関係で可能なんでしょうか

で市長、標榜科目ですね、いわゆる看板に掲げる

ね。

科目ですね。この中には市長が言われたような循

一方ではしんどいと、診療所をつくることさえ、

環器や消化器は、これは内科の中に包括されるわ

１９床の診療所をつくることさえしんどいと言わ

けですか。

れてるわけですから、その辺はやっぱり従来の枠

普通、科目としては、私も寄る年波ですからい

を出てないんじゃないかなと、こういうように思

ろいろ循環器の関係が気になるんですが、やっぱ

うんです。だから、その関係もうまくいって、こ

り循環器科ということで、看板には内科と標榜し

うやって新しく胸を張れる診療科目ができたんだ

て循環器科なんていうのはないんですね。今特に

と、こういうことなのかどうかね。その辺ちょっ

泉南はそうでしょう。循環器の関係の死亡率とい

と具体にお示しをいただきたい。どの科目とどの

うのが一番高いわけでしょう。脳疾患と心疾患を

科目を新しく認めてもらったのか、こういうこと

合わせればね。ほんとに１．５倍以上になるんです

も御答弁いただきたい。

よ、一番問題のがんのね。

それから、それとの関係で市立診療所の今後の

だから、この辺でこれは標榜、いわゆる看板の

展望ですね。これができてるのに市立診療所がで

中に掲げられないのかどうかですね。市民はやっ

きないのはちょっと整合性がないように思うんで

ぱり看板に掲げられておって初めて、あ、循環器

すよ。やっぱり医師会がそうやって広く胸襟を開

科があるんやなと、ここへ行って診てもらおうと

いて受け入れてくれる、幅の広さを持っておられ

いうふうなことになるというふうに思うんですが、

るんであれば、この際市立診療所も思い切って建
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設さしてほしいということでお願いをされたらな

残りの有床診療所については、今後大阪府と泉南

と、こういうふうに思います。その辺お聞かせを、

市とのいろんな費用負担も含めた別途協議という

極めて絞っておりますので、よろしくお願いをい

ことになっております。

たします。

それから、休日・夜間診療所はもともと大阪府

それから、もう１つ、５７ページの学校施設整

は直接関係なくて、泉佐野泉南医師会の中でもも

備費ですね。真砂さんの質問をちょっと聞き漏ら

う１カ所泉南以南に要るという結論の中で計画し

したんで申しわけないんですが、学校備品購入費

ております。我々もその観点から、少なくとも泉

１５０万、ここの学校施設整備費ではこの１５０

南、阪南、岬共同で１つつくりたいという考えで

万だけしか入ってないんですね。それで、樽井財

ございまして、したがって、この前泉佐野に新し

産区から５５０万入ってるのに１５０万の中身し

く建てかえられた休日・夜間診療所の建設費は、

か出ていないと。あとの４００万はどないなった

２市１町は負担しておりません。一応１０年間の

んかなというふうに思うんですが、ストーブ以外

間に我々は我々で考えるという前提のもとに費用

で何か購入されたのかどうかですね。それやった

負担はいたしておりません。運営費は出してます

ら、その４００万の財源はどこに使途されたのか、

が、そういう経過がございます。

これはやっぱり明確にしといてほしいんですよね。

それを受けて２市１町でどうするかということ

わずか３０万の予算でも新たに項を設けて、節の

で、私も前の阪南市長、それから岬町長のとこを

中で位置づけしておられるわけですから、４００

回りまして、とにかく２市１町でやろうと。６キ

万ですからね、やっぱりしっかりと我々にわかる

ロ近くなるんだからということで話をしたんです

ようにしといていただきたいというふうに思いま

が、場所がりんくうタウンということもあって、

す。

結論は出なかったわけなんです。それと、建設費

以上、２点でございます。

をどうするかという問題がありまして、結論は出

○議長（角谷英男君） 向井市長。

なかったわけなんですが、阪南も市長がかわられ

○市長（向井通彦君） 基本の部分を私の方からお

て、今広域行政をやっておりますので、当然その

答え申し上げます。

課題として休日・夜間もあるというふうに思って

今回の泉南福祉医療保健ゾーンにつきましては、
済生会泉南病院と、それから特別養護老人ホーム、

おります。
もともと有床診療所は同じ済生会に委託という

老人保健施設、それと高齢者向け府営住宅シルバ

前提でやっておりましたから、場所的には同一の

ーハウジング、それと市立診療所、それと休日・

場所というのが一番いいということで土地は残し

夜間診療所と、こういうコンセプトで整備をする

ております。休日・夜間もその場所がいいという

ということになっております。

ことで一応残しておりますけれども、もともとそ

その中で病院と特養、それと老健は今回できる

れは泉佐野泉南医師会に委託するという前提です

わけでございます。あと、市立診療所につきまし

ので、場所についてはりんくうタウン、あるいは

ては、済生会病院も含めた形で泉南の医師会と協

その他も含めて検討する余地はあるというふうに

議をしました。その中で、済生会病院と特養、老

思っております。

健は御理解をいただいて既にスタートしてるわけ

建設費負担については、阪南、岬もちょっと渋

なんですけども、１９床のベッドを有する有床診

っておるわけでございますので、これをいかに少

療所については、泉佐野泉南医師会としては反対

なくするかという問題にかかってるかなと。運営

ということで決着しておりません。

費は分かれますから当然高くなります。今よりは

それをどうするかという議論があったわけなん

高くなります。それは子供たちの健康とかいろい

ですが、それを待っておると全体がおくれてしま

ろありますから、それはやむを得ないということ

うということもありまして、一応切り離さざるを

だというふうに思いますが、あとその辺の初期建

得ないということで、今の形でまず先行しました。

設費用の負担と、それから場所の問題、後の運営
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費ということで２市１町協議継続中ということで

議、要望については今後とも続けてまいりたいと

ございます。

いうふうに考えております。

○副議長（東 重弘君） 蜷川助役。

それから、福祉部と環境保健部の話も質問ござ

○助役（蜷川善夫君） 和気議員の御質問のうちの、

いましたんですが、これは当時福祉部が窓口とな

６１年埋免同意の当初に立ち戻るべきであるとい

っておりまして、病床規制側の環境保健部、当時

うふうな御質問にお答えをいたしたいと思います。

はそういう組織でございましたが、当然その要望

６１年１０月１７日でございますけれども、関

側と規制側ということで一致をしておらなかった

空の１期事業、議員御指摘がございましたように

ということがございましたので、市長あるいは議

埋免同意に際しまして大阪府に要望いたしており

会のたび重なる強い要望の中で、両者を一本にと

ます……（和気 豊「もうその辺は、私も言って

いうことで、トータルとしてどういうふうな検討

るし」と呼ぶ）よろしゅうございますか。大きく

ができるのかというものを検討していただきまし

６点要望いたしておりますけども、その中では実

て、一本の検討案を出していただいたということ

現できてるもの、実現できてないもの、当然ござ

でございます。今は健康福祉部というふうに環境

います。

保健部と福祉部の組織が一体化されておりますの

このたびの泉南福祉医療保健ゾーンについては、

で、窓口は一本化されているということでござい

当初の要望とは違っておりますけども、一定の実

ます。

現ができたというふうに考えておるところでござ

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

います。

○財務部長（谷 純一君） 先ほどりんくうタウン

それ以外の実現ができていないものにつきまし

からの税額ですか、どれぐらいになってるかとい

ては、それ以降議会の議長さんあるいは空港対策

う御質問だったと思います。これは平成１２年度

特別委員会の委員長さんと市長の連名をもって何

でお答えいたします。約５，８００万の調定という

度も要望してまいりましたし、要望の内容は時点

ことになっております。

によってもちろん変わっておりますけども、最終

以上です。

の要望は平成１１年の３月でございますか、この

〔和気 豊君「いやいや、ほかのとこも教えて

ときにも市長、市議会議長、市議会空特委員長、

と言うてる。僕は約６，０００万というて額を

この３者連名でりんくうタウンの早期整備ですと

言うたんや、泉南市のは。田尻や泉佐野はと

か、このときはまだ今の泉南福祉医療保健ゾーン

いうて聞いてる」と呼ぶ〕

の整備の早期進捗、これも入っておりましたし、

○副議長（東 重弘君） 石橋財政課長。

空港連絡南ルートの早期具体化ですとか、市街地

○財務部財政課長兼行財政改革推進室参事（石橋康

の整備に対する協力と、いろんなものが入ってご

幸君） ５７ページの関係で、樽井地区財産区繰

ざいました。実現できないものについては、こう

入金と財源更正の関係でございますので、私の方

いう形で議会の協力もいただきながら今後とも強

から御答弁させていただきます。

力にその実現方に向けて努力をしてまいりたいと
いうふうに思っております。

今回、繰入金で５５０万円と、そしてその中で
学校施設の備品購入費で１５０万円と、その差額

この要望の具体化につきまして、大阪府は今非

の４００万円という御質問かと思いますけども、

常に厳しい状況にあるわけでございますけれども、

この４００万円につきましては、当初予算の中で

これにつきましてはこの８月に大阪府の新行財政

樽井小学校の下水道整備を行いました。それは当

計画、あるいは企業局の企業会計のあり方という

初予算、一般財源で対応するということで予算化

ものが発表されておりますけども、その発表の前

させていただきました。そして、事業が確定いた

に市との約束についての今後の具体的な協議、こ

しまして、その約２分の１相当分ということで、

れについても市長がみずから参って、府のトップ

今回４００万円、樽井財産区からの繰り入れが確

と話をしておりますので、そういう話し合い、協

定したということで予算計上させていただいてる
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ところでございます。

をしたんです。医師会との制約があって従来と余

以上でございます。

り変われへんのと違うかと私は思うんですが、い

○副議長（東 重弘君） 大田健康福祉部長。

やそうやないと言われるんであれば、どの科目が

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 済

どういうふうにふえたのか、その辺をお示しをい

生会病院の診療科目の件のお尋ねについて御答弁

ただきたいということですね。

させていただきます。

４つでしたね。ごめんなさい。

診療科目につきましては、第一内科、第二内科、

○副議長（東 重弘君） 答弁を求めます。谷財務

外科、整形外科、精神神経科、それと眼科が予定

部長。

ということでございまして、婦人科につきまして

○財務部長（谷 純一君） 先ほど泉南の地域のり

は健康管理センターで行うということを聞いてご

んくうからの税収を申し上げました。泉佐野、田

ざいます。

尻の分については、現在我々把握しておりません

それから、先ほど質問がありました循環器系等

ので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思い

の表示をしないのかということでございますが、

ます。

今現在我々が聞いておりますのは、第一内科は消

○副議長（東 重弘君） 蜷川助役。

化器系統、そして第二内科は循環器科ということ

○助役（蜷川善夫君） 診療科目の決定でございま

と聞いておりますが、表示につきましては第一内

すけれども、特に泉南市内に循環器系疾患、特に

科、第二内科で表示されるというように現在のと

脳血管疾患の患者が多いというような泉南市にお

ころ聞き及んでございます。

ける疾病構造、あるいはその特徴、それから機能

以上でございます。

回復に要する高齢者の増大等に的確に対応できる

〔和気 豊君「３つ抜けてます。質問に対する

診療体制ということで、これは府と済生会の方で

答弁、３つ抜けてます」と呼ぶ〕

検討された結果、こういう診療科目ということに

○副議長（東 重弘君） 和気議員、もう一度お願
いできますか。ちょっとかわったところで。

されたものでございます。
それから、医師会との関係でございますけども、

○１９番（和気 豊君） 議長から御依頼がありま
したので、質問外でやらせていただきます。

これにつきましては有床診療所、併設する診療所
がございますけども、これについて過去に何度か

１つは、りんくうの赤字減らしでなかったかと

議論させていただいておりますけども、先ほど市

いう、これは大きな柱だったというふうに思うん

長が答弁させていただきましたようなことで、特

ですが。

に医療法の規制がある中で有床診療所を幾つもつ

それと、泉佐野、田尻、泉南でいわゆる当初の

くるというようなことにもつながるということで、

埋免のときの約束がどういうふうに具体化されて

この点については少し理解が得られてないという

いるのか、お聞かせをいただきたい。

ことでございますので、この点については今後と

それから、泉佐野、田尻ではりんくう税収が一

も協力を求めて議論をしてまいりたいと思います。

体どれぐらいになっているのか。泉南市は６，００

特に病病連携、病診連携という形の中で、医師

０万だけれど、この辺の額についてわかっておれ

会との協力が非常に重要でございますので、今後

ばお示しをいただきたいというふうに言いました。

具体的に済生会も含めて協議をしてまいりたいと

それから、病院の問題で、余り以前とかわりば

いうふうに考えております。

えしない、眼科も予定されているという程度のこ

それから、りんくうタウンについての田尻、そ

とで、ああ、眼科がふえたかなということなんで

れから泉佐野についての状況はどうかということ

すが、医師会との関係でいえば、どの程度医師会

でございますけども、これは泉佐野も田尻も私ど

に胸襟を開いてもらって、新しく胸張れる科目が

もと同様長い経過がございまして、私どももその

ふえたのかと、それについてはどうなのかという

現状についてつぶさに承知をしてるわけでござい

ことをお聞かせいただきたいということでお願い

ますので、御了解を賜りたいと存じます。
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○副議長（東 重弘君） 和気君。

い、できないという、本当にそれをやったら財政

○１９番（和気 豊君） ちょっと答弁漏れもまだ

再建団体に落ちるかもしれないという、そのため

あったように思いますけれど、それじゃ再度聞い

の、それを前提にした計画でしょう。一体何を書

ていきたいと思います。

けるんですか、この計画に。そんなむちゃくちゃ

病院建設にかかわっての原点というのは、一番

な変な夢は持たせんといてください。「水・緑・

基礎になる時点というのはやはり埋免の時点だろ

夢あふれる泉南」、これで行きましょうや、そん

うというふうに思うんですね。いろいろ各市が埋

な間違ったものを引っ張り出してこんとやな。

立同意にかかわって地元メリットを前面に交渉し
て、いろいろな施設が建てられた。

そういうことで、これはやっぱり当初の約束を
きっちり守らしていくという原点がなし崩しにな

佐野では南大阪救命救急センター、ウン百億と
いうふうな大変な額がかかってつくられた。それ

くなってきていると、こう言わざるを得ないんじ
ゃないですか。

から田尻、これは町域面積も小さいんですが、例

それで、本当に市民に開かれた病院になるとい

えば国際交流センターですかね、外務省の外郭の

う点では、これはまだ抜けてるんですが、医師会

ね。何か１万平米の土地が府から無償提供されて、

との関係で、いやもう医師会を説得して、これだ

ここへ７０億の建物ができている。地元雇用にも

け新たな診療科目が本当にできたんだという、そ

大変なメリットがあったと、こういうことなんで

このところは具体にちょっと指摘していただきた

すね。

いと思うんですよ。眼科はいけるんですか。

それで、泉南はここへかけてきたんですよ。こ

それから、私は何でこれを強調するかといった

れでよろしいということから始まったんですよ。

ら、私は議員歴をちょっと長くおらしてもらって

ほかにも言うてますよ。しかし、経過からいえば

ますんで、堀病院の建設にかかわって、行政の答

ここに一番重点を置いた、トップに掲げてやって

弁にうまうま乗っかってあれした経過があるんで

きたんですね、市民ニーズから。これは当然のこ

すよ。いやいや、皆さん知ってはりますわ。眼科

とであっただろうというふうに思います。

ができると言うてたんや。どこかへ飛んでいって

しかし、もともとここは府立なんですよ。老朽

しもうたんや。だから、そういう経過もあります

化して府の責任で建てかえなければならない。２

から、本当にまた眼科でだまされるんと違うかな

つの、砂川厚生福祉センターと、それから泉南特

という、そういう不安がやっぱり脳裏を横切るん

養と、ここにかかわる附属医療施設なんですよ。

ですよ。（巴里英一君「あんたの演説会みたいや

その関係で府が当然建てかえなければいけない。

な」と呼ぶ）いやいや、聞いてるんやから。そや

田尻をちょっと上回る額、７７億を出しておられ

から言えへんというてさっき約束したやないか。

るようですが、これは全部やっぱり府費で府立と

もう黙っとき。

して建てかえないかん。たまたま何か老人保健施

そういうことで、どうですか。その辺ひとつは

設がここへ入り込んだということですけれども、

っきりしてもらいたいということと、りんくうの

こんなものは５０億かかろうと、当初の約束から

赤字減らしの点、これについてはやっぱりあんた

いえばこれは当然のことではないか、府の責任で

は大阪府から来てはるのやから、ほかのわかって

やってもらうべきでないか、こういうふうに思う

る点ね、経過なんか僕ようわかってんや、そんな

んですよ。

んあなたに一々説明してもらわんでも。あなたで

今後いろいろ泉南市の積み残しの分は交渉して
いくと言うけれども、あなたはよく知っておられ
ると思いますから、大阪府の第２次の計画ですね。

しか答えられないようなこの部分を答えてくださ
い。ひとつお願いいたします。
それから、ちょっと教育委員会に飛びます。４

行財政計画ね。これはもう府の公的責任を放棄し

００万、これは当初負担でやったけれども、逆と

て、府民に負担をかけるという超スリム化なんで

違いますんか。最初お金がないから、緊急を要す

す。負担は府民にかけるけれども、ほぼ何もしな

るからということで、使わしてもらったと、財産
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区からのね。ところが、全く逆なんですね。当初

先ほどから言っておりますように生活習慣病の糖

は一般会計でやったけれど、今度は財産区から許

尿病ということになりますと、眼底検査との関係

可をもらったのでできる。これは地方財政法の関

が非常に深いわけでございまして、それも含めて

係、同施行令との関係でお示しをちょっといただ

眼科の設置ということを済生会の方でも今一生懸

きたいなと、こういうふうに思います。

命理解をいただくようにされておるということで

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

ございまして、私どもも一方の柱として、なかな

○市長（向井通彦君） 御質問いただきました病院

か地味な病気ではございますが、大変恐ろしい糖

の性格の問題ですけども、もともとの今ある済生

尿病を１つの柱にしてほしいということを前から

会泉南病院というのは福祉病院的な生い立ちであ

申し上げておったわけでございまして、その辺も

るわけなんですね。もちろん一般もやっておりま

組み入れられるというふうになっております。

すが、主眼がどちらかといいますと、そちらのバ

それと、手術については、現在の病院はほとん

ックアップ病院という形でスタートしたものでご

どごくごく軽微な手術しかできませんけれども、

ざいます。

（和気 豊君「市長、もうそこは聞きました」と

今回りんくうタウンへ移転しまして設置されま

呼ぶ）今回はかなり、ちょっと内視鏡等を中心と

す病院については、もちろんその側面はあるんで

いうことでありますが、初期の高度な医療に対し

すけれども、それよりもむしろ、ちゃんとしたと

てもできるということでございますので、かなり

言うたら語弊がありますが、しっかりとした医療

といいますか、相当レベルアップされた病院にな

機関として位置づけをしておるということでござ

っておるということでございます。

います。

○副議長（東 重弘君） 蜷川助役。

従来からも幾つか診療科目がありましたけども、

○助役（蜷川善夫君） その余の御質問でございま

今回は特に内科の中で、和気議員も従来からおっ

すけども、りんくうタウンの赤字減らしにつなが

しゃっておられた循環器疾患が多いという泉南の

ったのかということでございます。私にしか答え

特徴を、何としてもこれをまず第一に考えてくれ

られないということでございますけども、これに

ということを申し上げまして、循環器科と消化器

かかわってたわけではございませんので、私でな

系という２つ立ての内科ということにすることが

くても答えられると思いますが、先ほど私も御答

できました。

弁させていただいてますし、市長の方からも答弁

あと、従来は外科だけだったんですが、今回は

いたしておりますけども、この経緯の中でもとも

整形外科ということで、整形とそれからリハビリ

とは現地建てかえということで検討されておった

ですね。これはリハビリというのは、高齢化社会

ところが、バックアップ病院として中津病院がこ

を迎える中で私も非常に大切だというように、も

れに参画していくということの中で、中津病院の

ともと何度か御答弁申し上げておりましたけども、

強い意向として将来の事業用地も含めた広い用地

このリハビリについても今回、前はなかったわけ

が要るんだということの中で、りんくうタウンへ

なんですけども、充実をしていただくということ

の移転ということが決まったということでござい

になっておるわけでございます。精神神経は前と

ますので、大阪府の赤字減らしのためにこれを決

大体同じかというふうに思いますが、婦人科の方

めたのだということではないということでござい

は、健康管理センターが上にできますので、これ

ますので、御理解をいただきたいというふうに思

も今ありますけども、一新して、もっとレベルの

います。

高い検診が受けられるようにしております。その

現実には企業会計から一般会計で購入しており

中で婦人科を併設するということでございます。

ますので、企業会計の負担が軽減になっていると

眼科につきましては、まだ予定ということで結

いうことは事実でございます。

論はいただいておりませんが、これはもちろん本

それから、府の第２次行財政計画ですか、これ

来の眼科の治療という部分はあるんですけども、

は責任放棄したものであるというふうな御指摘も

−２５９−

いただいたわけですけども、これについての評価

一般税収で当然面倒を見なければならないんじ

は私は差し控えたいと思いますが、そういう責任

ゃないですか。当初は一般会計でちゃんと補てん

放棄を当市に対してなされないようにということ

して、ところが今明確に経過を言われました。そ

で一本くぎを刺しに行ったというものでございま

ういう経過を言うてる中では、なかなか認められ

すので、御理解をいただきたいと思います。

ませんよ。

○議長（角谷英男君） 金田教育総務部長。

それと、先ほどの病院問題ですが、やはりどん

○教育総務部長（金田峯一君） 財産区のことにつ

なに考えても府立である。府の責任でやらないか

きましては差し控えさせていただきたいと思いま

ん。それで、過去の経過からいうても、当初の埋

す。

免の経過からいうても、当然大阪府がやるべきだ

○議長（角谷英男君） 和気君。

と、こういう立場で、なぜ泉南市がみずから、他

○１９番（和気 豊君） いやいや、ちょっと何が

に老人医療やとか医療でいえばいろいろ使わなあ

財産区のことについてと、そんな質問してへんが

かんお金がいっぱいあるのに、そちらの方に回さ

な。いわゆる財産区のお金を施設の修繕や維持に

ずに、なぜこういうところへお金を使われるのか

回すことが、地財法に照らしてどうなのかという

と、こういうことについてはなかなか納得ができ

ことを聞いてるんです。その支出が妥当だという

ません。納得さしていただきたいとは思うんです

ふうに思われるんですかと聞いてる。そんな的を

が、答弁がなければ、ないということで承ってお

射んような答えをしたらあかんがな。議長ね、こ

きたいというふうに思うんですが。

れは質問と違いますよ。そんなおかしなこと言う

ねえ、市長、市長さんは胸を張られて本当に言

から。

われてるけれども、従来の確かに改善されてる部

○議長（角谷英男君） 答弁はありませんか。――

分はありますよ。私もそれはうれしい、市民がこ

――谷財務部長。

れから利用していくわけですから。ただし、やっ

○財務部長（谷 純一君） 財産区からの繰入金で

ぱり余り従来の枠は出ていないんではないかなと

すけれども、これは我々としましては一般会計の

いうふうに思うんです、科目の中身からいっても

方に繰り入れをしてもらうということにつきまし

ね。

ては、財産区の方から要するに財政支援を得ると

できれば看板の表示には堂々と、括弧つきでも

いう形で今財政運営しておるわけでございまして、

構いませんから、循環器、消化器、こういうふう

別に地方財政法には抵触しないと、このように考

にね。泉南市で既設の病院が４つありますけれど

えております。

も、その４つの中でも循環器科を書いているんだ

○議長（角谷英男君） 和気君。回数を超えており

けれども、括弧つきじゃないですよ、堂々と書い

ます。

てるんです、標榜してるんです。ところが、残念

○１９番（和気 豊君） 一般税収でこれは見なけ

ながら土曜日２時間か３時間、１日だけでしょう。

ればならない、いわゆる市民に負担を転嫁しては

今回は、木曜日の休診日は除いて毎日開設してる

ならない問題と、こういうことで建物の維持及び

んだと、こう言えるような、そういう中身にここ

修繕――先ほど下水道と言われてたけども、樽井

まで来てるんやから胸を張られませんか。どうで

の小学校の下水道と、こういうことでしょう。そ

すか。

んなものどこかの下水ではないわけでしょう。一

○議長（角谷英男君） 向井市長。

般の下水道で下水道事業としてやったんではない

○市長（向井通彦君） 医学上の表示の仕方という

でしょう。施設改修の、施設修理の一部としてお

のが、我々の考えてることと一緒かどうかという

やりになったわけでしょう。そしたら明確にこれ

のはわかりませんが、我々はもともと循環器内科

抵触しますがな。どこが抵触しないの。もうちょ

といいますか、それを標榜してるわけでございま

っと根拠を挙げるなりして、わかるように答弁し

すから、ぜひ何らかの形で書いていただけるよう

てください。

に、これは前からもお願いしてるんですけども、
−２６０−

再度申し入れをしたいというふうに思いますし、

ですか、つくると。これはその梅林のＰＲのため

それから確かに泉南病院は長い歴史があって、私

に難波の駅あるいは天王寺の駅、砂川の駅、樽井

自身も十分満足した内容かと言われますと、当初

の駅、こういうようなところに置きたいと。これ

からいいますとかなり後退してる部分はあります。

すら市の方からお断りをされた。

ありますが、現時点では最大限大阪府も済生会も

見てみますと、今おりませんけど、稲留市長の

努力し、我々も努力してでき上がったものでござ

時代から緑のマスタープランの中で梅林の復活と。

います。もしあの時点で決断をしておらなければ

あるいは、この間から問題になってる総計の中に

恐らく今も姿形も何もない、ただ理想だけ残ると

も必ずその梅林の復活が言われてきてるんです。

いうことになりかねない結果だったというふうに

市長自身もやはりいろいろ選挙のたびには、その

思います。ですから、ぜひその辺だけは御理解い

梅林の復活をパンフレットの中にも織り込まれて

ただいて、よろしく御賛同のほどお願い申し上げ

る。

ます。

実は、この地域に御存じのように聖苑計画が提

○議長（角谷英男君） ほかに。――――堀口君。

示されておりますけれども、地元の人間にすれば

○１５番（堀口武視君） ちょっと簡単に２点だけ

どうして以前から、例えば市の中で国際森林公園

お聞かせを願いたいと思います。

構想ですか、その中では梅林の復活のパンフレッ

５３ページの金熊寺梅林組合のトイレの設置補

トもつくって、あるいはその途端にまた農政事業

助金でございますけれども、これ３００万計上さ

として梅林を復活さすと、こういうような事業計

れてるんですけども、もともとこの梅林組合はも

画を地元に打ち上げてるわけですね。その中で聖

う設立して六、七年になろうかと思うんです。そ

苑計画が出てきて、こういう聖苑計画が出てくる

の設立の立ち上げの経過は、やはり個々の個人に

んだったらもっといい計画があるじゃないかと、

補助金を出すわけにいかんと、だからそういう受

こういう国際森林公園構想の一環である梅林の復

け皿をつくってくれという市の方の提案で梅林組

活をどうしてやってくれないんだと、こういう話

合を立ち上げた。

が地元の役員の中からも出たはずなんです。

その中で、その梅林組合の資本というのは、金

今現実になってくると、この梅林組合に対して、

熊寺区民が組合員となって全戸、たしか３，０００

例えば金がないから金熊寺区のささいな財源の中

円ぐらいだったと思うんですけども、出資金とし

からいろんな補助金を出してやってきてる。この

て出してる。それから、いろんな有志の方々の寄

トイレにしても、区民会館のトイレに観光客を行

附をもとに、この活動を役員方はボランティアで

かすようにということで、わざわざ区民会館のト

全部やってるわけですね。

イレを地元の金熊寺区の金で増設をした。ところ

それで、いろんなその事業の中には、もちろん

が、その梅を見に行くところとは離れたところで、

休耕して荒れた畑、あるいは竹やぶを自分らで切

なかなか使用しにくい。あるいは、市の方からど

って、そして梅の苗木を植えてると。もうここ五、

こかの工事現場に置くようなさびついた簡易トイ

六年の間に植えた苗木が約２，０００本ぐらいだと

レを１個持ってきていただいて、集会所の玄関に

聞いておりますし、あるいは市が当然やらなきゃ

どんと据えて置いてる。ところが、これもやっぱ

いけない里道の整備とか林道の整備も、その少な

り観光客の行く部分ではないわけですね。それで、

い財源の中で彼らは彼らなりに一生懸命やってき

実際にその観光客の行くところはトイレがない。

てる。あるいは、各畑には池から水を上げて、パ

民家のトイレを借りてる。

イプラインをしている、そういう活動を一生懸命
やっております。

ここに来て問題が起こってきてるのは、いつも
言うんですけども、確かに金熊寺は観光名所とし

しかし、限られた財源の中で、いろいろ市の方

てかなりの時期に観光客が集中してくるわけです

に要望にも来てるようでございますけれども、例

ね。その中でメリットを受ける人間というのは、

えば駅置きのパンフレットを５万枚ですか３万枚

駐車場を経営してる方、あるいは上で売店を経営
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されてる方、こういう二、三の限られた方はメリ

はり市長の答弁の中にも将来を見越して用地もか

ットがあります。しかし、一般の住民は大変混雑

なり大きく持ってるということですから、例えば

をする。観光客の人というのは、当然来てやって

ベッド規制が緩和された時点には、やはり市民の

るんだと、あの閑静な住宅街を大変なスピードで

ニーズにこたえて、将来は総合病院化を目指して、

車で走ったりとか、あるいは大渋滞を起こして地

もっと大きなベッド数を持った病院にしていくん

元の生活にも影響してる。

だということであるのかどうか、ひとつ市長の決

それで、ここで地元住民と梅林組合の中で大変

意を聞かせていただきたい。それだけです。

なトラブルが起こってきてるのは、どうしてこれ

○議長（角谷英男君） 向井市長。

だけ村の金を出して梅林を整備していかなきゃい

○市長（向井通彦君） まず、金熊寺梅林の関係で

けないんだという区民の思いがかなり出てきてい

ございますけども、御指摘がありましたように、

るわけです。私はそのたびに、やはり１つの名所

この梅林組合は１９９６年の３月に、私どもがＮ

として、あるいは郷土愛として、心の中でやはり

ＨＫにお願いをして、「おはよう日本」の全国ネ

金熊寺の梅林を守っていくんだという気持ちがな

ットで紹介をいただいたのを契機に、その反響が

かったらこういう事業は進まないということを区

非常に大きかったということを契機に、地元でも

民の方々に説得をしております。

金熊寺梅林復活を目指して金熊寺梅林組合が設立

しかし、当てにしてた市の方の行政のなかなか

されました。その後、かなり荒れておりました竹

支援がないものですから、梅林組合自体がもうこ

が群生しておった付近も含めて開墾をするという

ういう状態ならつぶそうかと。せっかく立ち上げ

ことで公募されまして、大阪市内はもとより近隣

た、一生懸命やってきたけれども、こういう状態

市町も含めて非常に多くの皆さんが応募されて、

ならつぶそうかというような瀬戸際まで来てるわ

一定の区画を与えられて開墾をされ、そしてあわ

けです。

せて伝統ある金熊寺梅を栽培されておられました。

私は、今回この３００万の予算でどのようなト

あわせまして、御指摘がありましたように農道

イレができるんかわかりませんけども、今後市が

でありますとか、あるいは散策道、それと上へ上

そういうことに対して総合計画の中でもうたって

げる水ですね。別所池からのポンプアップという

るんですけども、本当にこの金熊寺梅林を守って

ことで随分と活躍されておられました。私どもも

いくつもりがあるのかどうか。

若干ではございますけども、材料支給とかあるい

特に金熊寺の梅というのは、以前から歴史のあ

は水路の改修という形で一緒になってやらしてい

る梅でございまして、金熊寺白梅という品種をか

ただいておったわけでございますけども、確かに

たくなに守ってきております。生産性からいえば

市のかかわり方が非常に少ないのではないかとい

南高梅なんかの方が２倍も３倍も収穫が上がると

う御指摘もいただきました。

いうことでございますけれども、かたくなに金熊

そういう中で、我々としてもやはりもともとは

寺の農家は金熊寺白梅がいいんだということで守

森林公園の１つに位置づけられていたものですか

ってきてるわけです。そのことについて今後市は

ら、しかも泉南市を代表する唯一の鉄道駅なんか

この金熊寺梅林の位置づけをどうして、あるいは

で開花情報が出てる梅林ということもありまして、

どのような対応をされていかれるつもりがあるの

ぜひ観光面からも含めて復活をさせたいという意

か、ひとつその辺は市長にお聞かせを願いたい。

欲を持っております。ただ、この間十分な御支援

それと、もう１点は、各議員さんの中からいろ

ができておらなかったというのは、一方で事実か

いろ話題になってる医療福祉健康ゾーンですか、

というふうに思います。今後につきましては、こ

この部分の済生会のことでございますけれども、

れから皆さん方の御計画とあわせまして、我々の

プロセスについては私はいろいろあったと思うん

方でも支援をしてまいりたいと。

ですけど、それはもういいと。しかし、今回の整

先般、その中で従来からトイレの問題が非常に

備でこれで終わりなんだというんじゃなくて、や

大きくて、来られた方は個人のトイレを借りられ

−２６２−

るとか、集会所のかなり離れたところを使われて

○議長（角谷英男君） 上山君。

いて、非常に不便を来してるということもござい

○１０番（上山 忠君） ２点にわたってちょっと

まして、当初予算では単体の仮設のトイレの設置

お聞きしたいと思います。

を計上いたしておりましたけども、先般正副組合

４９ページの予防対策費の中で委託料１，０１５

長から御要望がございまして、仮設トイレであっ

万ということで、６５歳の老人のインフルエンザ

ても、それはもう一時的であって、しかも衛生上

の接種の補助金委託料という説明があったんです

問題があると。できれば恒久的な施設をつくりた

けども、この１，０１５万円で何本のインフルエン

いということで助成をしてほしいという要望がご

ザの予防注射というんですか、何本確保されるん

ざいました。

ですか。それで、今まで泉南市域の中で確保され

当初３６万ほど上げておりましたけども、約９

たインフルエンザの注射はどのくらいまで今接種

年間それを続けるということであれば、今回の約

が進んでいるんか、それをひとつお聞かせくださ

三百数十万の額に達するわけでございまして、そ

い。

れならば地元の計画を聞きますと、きっちりした

それと、次の５１ページですか、火葬場費の中

水洗便所で、浄化槽も設置して、そして水は別所

で委託料７３万５，０００円、測量・丈量図作成委

池からの中水を利用するということでございまし

託料とあるんですけども、これについてはちょっ

て、しかも安価に建設するためにさまざまな方々

と委員会の方でも質問さしていただいたんですけ

の御協力、御支援、ボランティア的なことも含め

ども、この件については樽井区民、特に火葬場周

てやりたいと。非常に安価につくりたいというこ

辺の住民の強い要望があって、樽井区として８月

とでございましたので、私どももその熱意、ある

の２０日付で市長に対して、火葬場の駐車場の拡

いは経済的に見ても市が直接やるよりも非常に安

幅を早急にお願いしたいというふうな旨の樽井区

価にできるということも踏まえまして補助をさし

からの要望書が上がってきてたと思うんですけど

ていただくということにいたしたところでござい

も、この間お聞きしますと、今回は土地の測量等

ます。

々の金額だけであって、そういう実際の測量図が

今後ともいろんな計画をお持ちというふうにも

上がった時点で、しからば何月ごろに完成するの

聞いておりますので、それらについては今後十分

かということを聞いたら、多分３月は骨格予算で、

意見交換しながら、我々の果たすべき役割があれ

６月で正式予算で、完成するのは平成１４年度と

ば果たしていきたい、このように考えております。

いうような答弁をお聞きしとるんですけども、や

それから、泉南病院の今後でございますが、今

はり樽井区民としては、樽井の火葬場といえども

回はこういうことで一応スタートするわけでござ

泉南市営になってるわけなんですね。その中で樽

いますが、もともとバックアップ病院の済生会中

井火葬場を利用される泉南市民の方はかなりの量

津病院もさらなる展開というのを標榜されておら

がございます。そういう中で葬式が重なった場合

れます。そのために横にかなり大きな土地を大阪

になると、今の駐車場では特に手狭になってきて

府にも言いまして残していただいておりますので、

ると。特に周辺地域におられる方々から、先ほど

いろんな規制の問題もありますけれども、それら

申しましたようなかなり強い要望が出てきており

が一定緩和されると、状況の変化があれば、次の

ます。

ステップについて我々と大阪府、あるいはその実

そういう中で、費用等についても御存じのはず

質的な運営をしていただいております済生会、そ

だと思うんですけども、これらについては早急に

れと中津あたりと十分協議をして、次の展開がで

やっていただきたいと思うんですけども、それら

きるように努めていきたい。決してこれで終わり

について２点についてお願いいたします。

ではないということでございますので、御理解を

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

賜りたいと存じます。

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

〔堀口武視君「結構です」と呼ぶ〕

私の方からインフルエンザについて御答弁申し上
−２６３−

げます。

の接種ワクチン切れましたよという札が結構ある

今回の補正予算をお願いしている分は、６５歳

わけなんですよね。そうしたときに、老人の方に

以上の２，９００人、泉南市で約３０％弱になって

２，９００人分割り当てとして予算化してるけども、

おります。これは厚生労働省からの初年度は約３

実際年明けて来たときに、大量的にインフルエン

０％を目標にしなさいということがありましたの

ザが蔓延したときに、本当に必要な措置、老人に

で、一応３０％の２，９００人で要望しております。

対する予防接種ができるんかどうかと、その辺は

それと、市内のインフルエンザの分ですが、こ

どういうふうに把握されておりますか。

れは任意接種になっておりまして、市で集団接種

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

しておりませんので、この分については把握でき

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

ておりません。

お答えいたします。

以上です。

予防接種ですが、一応市としては２，９００人、

○議長（角谷英男君） 上林市民生活環境部次長。

今年度厚生労働省の方はそれに見合うだけのワク

○市民生活環境部次長兼環境整備課長（上林 啓君）

チンを製造業者に製造せよというふうに聞いてお

５１ページの衛生費、火葬場費の委託料７３万

ります。また、市の配分については、それは一応

５，０００円ですけども、これは樽井火葬場の駐車

考慮してるとは聞いております。

場の増設用地の測量及び丈量図作成の委託料とし

ただ、今乳児とか一般の方に行き渡っていると

て上げさせていただいてます。

いうのは、ちょっと最近保健センターでも、どこ

樽井火葬場の駐車場は、現在１０台程度のスペ

の病院とか診療所で、あとインフルエンザのワク

ースがございますが、最近葬儀参列者のほとんど

チンが残っているのかと、打ってくれるのかとい

が自動車を利用されることから、当火葬場は大体

う質問はありますけども、一応福祉施設とかそう

１日に２回という頻度が多いため、火葬場周辺に

いうのは全部確保されてると思います。ただ、今

自動車の駐車が多く、付近住民に多大な迷惑をか

の一般の方に迷惑がかかってるかなとは思うんで

けているため苦情も多いことから、樽井区長より

すけども、厚生労働省の方はそれなりのワクチン

早急に駐車場の拡充を図ってほしい旨の要望がご

はつくったと。

ざいました。樽井区長と協議させていただいた結

ただ、今残っているのは、買い占めじゃないん

果、樽井財産区繰入金により樽井火葬場の駐車場

ですけども、病院とか大きいとこについてはまだ

増設の境界確定業務の委託料として今回補正した

若干残っていると聞いてます。

ものでございます。

それと、この予防接種ですが、予防接種の期間

事業の概要ですが、平成１４年度に現在の駐車

としましては、一番ベターなのは１０月中旬から

場に隣接する約３１０平米の土地を買収し、１０

１２月中旬というのが一応マニュアルにも書いて

区画程度の駐車場増設事業を実施予定をしている

おります。

ところでございます。そのためのこれは測量委託

以上です。

料ということでございますので、なるべく予算計

○議長（角谷英男君） 上山君。

上後は早期に対応していきたいと考えております。

○１０番（上山 忠君） 足りてるような御答弁な

よろしくお願いいたします。

さるんですけども、実際病院の窓口に行ったら、

○議長（角谷英男君） 上山君。

接種ワクチンは終わりましたよという表示がある

○１０番（上山 忠君） 老人の予防接種ですけど

わけなんですね、泉南市内の診療所の中で。

も、対象が２，９００人ということで３０％の人を

そういうことを踏まえた中で、やっぱり行政と

対象としてやったということで、それと一般に受

しては、こういうただ数だけは確保しましたよと、

ける人は任意で約二千二、三百円の費用を負担し

あとはそれぞれ自分らで勝手に行ってという形じ

ながらやっとるわけなんですけども、僕が聞きた

ゃなしに、もっときめ細かなサービスというんで

いのは、もう最近病院に行ったらインフルエンザ

すか、６５歳以上で２，９００本、それから一般市

−２６４−

民の方がどれだけ行っておられるか知らんのです

○議長（角谷英男君） 質疑の途中でありますが、

けども、それらについても、やはりこれは去年イ

３時２５分まで休憩いたします。

ンフルエンザが大量発生した中で、接種法の中で

午後２時５４分 休憩

インフルエンザは希望者のみの接種という形があ

午後３時２５分 再開

ったと思うんですが、そういう反省を踏まえて、

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

ことしは６５歳以上の方についてのある程度の本

きます。

数をキープした中でという制度上の委託料、補助

質疑のある方。――――奥和田君。

金やと思いますので、その辺もう少しきめ細かい

○８番（奥和田好吉君） ３点ばかり。質問が１回

行政情報というんか、そういうやつを今後お願い

で、あとできないように明確に答えていただきた

したいと思っておりますので、これは要望にかえ

いと思います。わかりにくい部分を３点ほどお願

させていただきます。

いしたいと思います。

それと、樽井の火葬場の駐車場の件ですけども、

１点目は、住宅管理費の中の需用費として今回

行政としても実情を把握しておられるんであれば、

修繕代で２００万円出ております。これは緊急に

やはり区民の要望でありますので、なるべく早く

直さなあかんようなところが出てきたのか、それ

できるような対処、特に近隣におられる方は入り

とも当初予算の組み方が甘かったのかどうか、そ

口のとこ、あそこを鎖を張って通れんようにする

こらちょっとお聞かせ願いたいと思います。

とか何とか、そういうような過激な話も出てきて

それから、職員給与で、補正後が職員数がふえ

おりますので、調査して、それから３月は先ほど

て給料がふえてる中で、調整手当が我々は１０％

言ったように骨格予算だから多分上げれんだろう

と聞いておりますけども、今回調整手当が減って

と、６月の予算でということになるんじゃなしに、

るわけなんですね。この調整手当の１０％という

やっぱりできるだけ早い時期にやっていただきた

のは、どこで決めたのか、だれが決めたのか、い

いと思います。この辺については市長にお願いし

つ決めたのか、どうもわかりにくい。

たいんですけども、いつごろまでに。

大体この調整手当というのは、国の方で４０年

○議長（角谷英男君） 向井市長。

時代に創設されたと思うんですけど、これは当時

○市長（向井通彦君） この前も改めて樽井区長さ

物価指数の高い市についてそういう調整手当とい

んより要望をいただきました。それで、私の方も

うのは始まったという記憶をしております。昭和

指示をいたしまして、今回用地買収に伴う前段の

６０年に改正されて、大阪市、豊中市を含める１

用地測量をするということにいたしました。私も

１市がいわゆる１０％の調整手当を出してもいい

現地を見てまいりました。確かに非常に狭いとい

ですよという国の給与法に基づいて、そういうあ

う部分と、入り口部分ですね、ちょっと入りにく

れがあったと思います。こちらの方では高石市が

いとかいろいろありまして、広げる方がもちろん

約６％になったと思いますね。それから、羽曳野

いいわけでございまして、できるだけ早くやりた

市、もう１個どこかあったと思うんですけど、こ

いと思います。

れが３％調整手当を出したらええと。ところが、

ただ、来年度当初予算、どういう形で組むかと
いうのは、骨格の部分で着手をしておりますので、

泉南市はゼロだったはずなんです。
これとは別に、いわゆる人事院の方が経過措置

継続という扱いになるのか新規になるのかという

として、堺市、それから岸和田市、それから東大

ことによって、若干取り扱いが違うかなというふ

阪市やったかな、ここらを１０％のいわゆる調整

うに思いますが、これは今後予算編成の中で考え

手当を出したらいいという状況の中で、ここでも

たいというふうに思いますが、いずれにしてもで

泉南市についてはなかったはずです。泉佐野市、

きるだけ早く完成できるようにしてまいりたいと

貝塚市、ここらあたりでは６％の調整手当を出し

いうふうに思っております。

てもええというあれがあったんですけども、果た

〔上山 忠君「よろしくお願いします」と呼ぶ〕
−２６５−

して現時点で１０％出してるという状況は、いつ

ごろ、だれが、どこで決めたのか、そういう指導

えまして、これは当然住宅でございますから修理

があったのかどうか、あるいは大阪府内でそうい

しなければならないということで、今回現時点で

う申し合わせがあったのかどうか、ここらがちょ

も残が少なくなってまいりましたので、補正をお

っとわかりにくいので、お聞かせ願いたいと思い

願いして経常的な住宅の修繕を行いたいというこ

ます。

とでございます。

それから、もう１つは、交通費の問題ですけど

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

も、この条例でいくと、徒歩でこの泉南市役所に

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

出勤している人、２キロ以内の人でも例えば１０

（橘 正三君） 調整手当の問題でございますけ

０メートル先の人でも、徒歩でも２，０５０円のい

れども、これにつきましては先生の御指摘のとお

わゆる交通費が支給されるという、こういう条例

り、昭和４２年に国において設立されております。

になってるんですけど、どうも納得いかないんで

それで、それを受けまして、本市におきましては

す、これね。

昭和４５年から設立されております。

それから、これでいくと、いわゆる交通費が、

これにつきましても、先生の御指摘のとおり、

電車に乗る方は１カ月単位で渡している。これ普

物価及び生計費が高い場所に勤務する職員に支給

通、通例でいくと、どこのどんな大きな会社にし

される手当ということで、ただこれは国の公務員

ても、通勤手当については、あるいは定期を買う

に交付される基準でございますので、国の官署と

場合は６カ月買うんです。そしたら大分安くなる

いうんですか、例えば泉佐野には税務署がござい

んです。それから、バスの場合は３カ月、これは

ます。そのほか法務局等あるところにつきまして

どこの会社でもそういう状況になってるんです。

は率が出されておると。本市におきましてはそう

１カ月ごとに渡したら非常に高うつくんですけど

いう国のなにがございませんので、率が出されて

も、ここらの点をどういうふうに考えていらっし

いないという場所になっております。

ゃるのか、２点お聞かせ願いたいと思います。

ただ、大阪市におきましては１０％、また大阪

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

市の近隣につきましては非常に物価が高いという

○都市整備部長（山内 洋君） 住宅管理費の需用

ことで、１０％を現在出しているところがあるわ

費といたしまして、内容は修繕費でございますけ

けなんですけれども、国の方の基準として出てお

ども、２００万の補正をお願いしておるところで

ります。

ございます。

ただ、本市におきましては、また泉佐野等にお

公営住宅の管理、これについては前年度、前々

きましては１０％という数字は出ておらないわけ

年度の実績をもとにして営繕関係の予算も当初予

なんですけれども、やはり大阪府につきましては

算で計上しておるわけでございますけども、御存

非常に圏域が狭いと、生活圏が非常に近いという

じのように修繕費については枠内経費でございま

ことで、物価的に見ましてもそれほど差はないん

して、その次の年度にどれだけの経常的な補修費

じゃないかということで、何も国の基準ですので

が必要になってくるかという部分については、あ

それに強制されるというものではございませんけ

る程度統計的に予測ができるわけでございまして、

れども、各市の判断で１０％を出しておるものだ

できれば我々としましては前年度の実績をベース

と思います。これにつきましては大阪府下全市全

にして当初予算で計上したいという考えを持って

町、市町すべて１０％の支給をしております。

おるわけでございますけども、他の予算も圧迫す

それと、旅費の件でございますけれども、これ

るということもございまして、実績に基づいて不

は一般職の職員の給与に関する条例第１５条の４

足の生じる場合は、どないしてもやはり日常生活

の規定で旅費を規定しております。その中で、２

をされておられる住宅でございますので、例えば

キロ未満につきましては２，０５０円という規定が

ドアが開かなくなったとかいうような状況も踏ま

なされております。当然条例に基づいて出されて

えて、また水回りが悪くなったという部分を踏ま

るものでございます。

−２６６−

それと、電車通勤の方の定期の取り扱いの件で

泉南市が全くそういう手当を市で独自で勝手に出

ございますけれども、当然本市におきましては１

したという今答弁でございましたけども、独自で

カ月単位で出しております。これも一般職の職員

決めたという話でしたけども、これは隣も出して

の給与に関する条例第１５条４、２項の第１号で

るからうちも出そうやないかと、そういう発想な

１カ月の通勤に要する運賃等の額に相当する額を

んでしょうかね。

支給するという形になっておりますので、月ごと

それから、通勤手当でございますけども、半年

に出しております。

間も急に定期を買うたら、失うたらどないするね

先生のおっしゃるとおり、６カ月で買えばどう

ん、どこが責任持つんやと。普通の会社では当た

かということなんですけども、ＪＲにつきまして

り前の話です。自分が管理するんです。半年間買

は、距離の問題があると思うんですけども、１０

うたら自分で管理して、自分が落としたら自分の

％から２０％、それと私鉄につきましては１０％

責任なんですよ、これは。どこの会社でもそうで

の割引があるというふうに聞いております。ただ、

すよ。そんなあほな答弁ないと思うんですね。

市の方で６カ月の定期を購入せえということで指

それから、この条例の中には、徒歩で通勤して

定した場合、もし紛失したというような事件が起

も、あるいは自転車で通勤しても出してるんです

こった場合に、どこが責任をとるのかとか、そう

な、これ。その通勤手当って一体何なんでしょう

いうふうないろんな問題もあるかと思いますんで、

か。靴が減るからとか、あるいは自転車のタイヤ

今すぐにというのはちょっと難しいかなと思うん

が減るからとか、そういうものなんでしょうか。

ですけども、今後研究させていただきたいと思い

その分なんでしょうか。わからん、これが。

ます。

これは質問１回でやめようと思ったんやけども、

以上でございます。

ちょっと答弁がそういう形になっておりますので、

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

やむを得ず質問をさせていただきますけども、も

○８番（奥和田好吉君） 非常に苦しい答弁だった

うちょっとわかりやすいように御説明願いたいと

と思うんですけどね。

思うんです。

まず、調整手当ですけども、当時の時代という

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

のは、いわゆる公務員の給与というのは非常に悪

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

かったんです。当時、一般の会社、いわゆる大き

（橘 正三君） 泉南市が勝手に決めたというこ

い会社にしろ小さい会社にしろ給与水準が非常に

とではなしに、当然地方公務員につきましては国

高かったんです。それで、人事院規則の経過措置

家公務員に準じてということでございますので、

としてこういう形になったと思うんです。しかし、

国家公務員に調整手当が認められていると、それ

現時点ではこの泉南市だけでも倒産の会社に勤め

に準じて地方公務員にも適用されているというも

て、失業保険で食べてる人もたくさんいらっしゃ

のでございます。

います。大変な方もいらっしゃいます。賃金カッ

ただ、今確かに財政状況の厳しい中で、本市に

トが当たり前のような時代に来たんです。３０％

おきましても２％の給与の減額ということを実施

カット、４０％カットでも、やめられないからや

してるわけなんですけれども、やはり先生おっし

むを得ず勤めてるというところもたくさん聞いて

ゃってますとおり、この調整手当につきましても

おります。

かなり歴史のあるものでございまして、当然職員

そういった中で、現実に給料がどんどんふえて

の給与、生活給の一部という形にもなっておりま

きた。今見直すべきではないかと思うんですけど

すので、これに手をつけるということになります

も、そういう話がどこからも出てこない自身がお

と、やはり給与減額と同じような形で、職員の生

かしいと思うんですわ、大阪府下の中でもどこか

活ということもございますので、少し慎重に検討

らも出てこない自身が。これからどんどんそうい

させていただきたいと思います。

う問題が持ち上がってくると思うんです。ただ、
−２６７−

それと、通勤手当なんでございますけども、や

はり職員が安定した形で勤務するために出されて

先ほど市長も御答弁申し上げましたとおり、基本

るものであるということでございます。ただ、近

的にはこの市民病院の問題といいますのは、市民

ければ、当然２，０５０円というんですか、靴代か

の非常に強い要望があるということを認識いたし

というような議論にもなろうかと思いますけども、

ておりますので、今後ともその要望についてはお

遠い方につきましては当然電車賃を払って来られ

こたえをしていくということの考え方の中で、条

るということでございますので、その電車賃を補

件が整えば広域的な連携とか、あるいは済生会が

償するというものでございますので、距離の遠近

今横にリザーブ用地として希望している土地を活

あるいは額の問題もあるかと思いますけれども、

用するということの中で対応していくというふう

どちらにしましても安定した勤務を保障するとい

に考えているところでございます。

うものであろうかと考えておりますので、よろし

基金につきましても、当然懐ぐあいと相談とい

くお願いいたします。

うことになりますけれども、余裕ができましたら

〔奥和田好吉君「結構です、もう」と呼ぶ〕

積んでいくことも含めて考えていくということで

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。―――

ございます。

―大森君。

それから、基金を使わないでということももち

○４番（大森和夫君） ５０ページの医療基金の問

ろんあるわけでございますけども、これも市長が

題で、市長の方からも条件が整えば市民病院等の

先ほど答弁申し上げておりますとおり、長い経過

建設に向けて取り組んでいくということのお話が

の中で当初市の方で老健施設、ゴールドプランの

ありましたけども、やっぱりそういう場合、基金

計画の中でこれを乗せてほしいと。当初５０床で

がなかったときには、今の市の状況などを考えれ

ございましたけれども、乗せてほしいという要望

ば大変だと思うんですよね。基金を取り崩した場

もしてきた中で、資金負担について協議を続けて

合に、その再開のめどはどのようになってるのか。

きたと。

市長がおっしゃるように、条件が整って、市民病

今回、資料として協議会にお出ししましたけど

院とか市立診療所の建設、それから夜間の診療所

も、合築ということでかなり安く上がっておりま

など設立の場合は、どのような財政的な対応を考

すけども、建設工事費だけで８億何千万かの費用

えておられるのか。

を――８億３，９００万円ですか、建設費にかかっ

それから、これを基金でなく一般会計の方から

ておるということで、この部分を本市が負担する

出すことはできなかったのかということで、例え

ということになりますと、一般会計の中からそれ

ば一般会計の場合でよく議論になりますのは、基

だけ出せるのかと。例えば半額出すといたしまし

金の取り崩しというのは、目的外ではありません

ても４億程度の金が要るということでございます

けども、やっぱり赤字隠しという指摘もあります

ので、私どもとしては基金の範囲の中で対応した

ので、こういう点で基金は、再開のことも考えれ

いということで、府と協議をする中で決めたとい

ば、市の財政を考えれば残してといて、一般会計

うことでございますので、御理解を賜りたいと思

からというようなことは考えられなかったのか、

います。

その点についてお答えください。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○議長（角谷英男君） 蜷川助役。

○４番（大森和夫君） 今の助役の話をお聞きして

○助役（蜷川善夫君） 基金再開のめど、あるいは

思ったんですけども、その２億円を出す根拠の中

休日診療所等の関係の中で、今回基金を取り崩し

に応分の負担という話がありましたけども、その

た場合どうなのかということと、それから基金を

応分の負担の根拠というのは、今の話でいえば、

取り崩さない方がいいと、こういう３点ほどの御

医療基金の取り崩しがその応分の負担の根拠では

質問だと思いますけども、お答えをいたしたいと

ないかというふうな感じがね。その方が安くつい

思います。

たんだということかもしれませんけども、その辺

過日の委員会でもお答えいたしましたのですが、
−２６８−

と市民の第一級の願いとの兼ね合いをもう少しわ

かりやすいようにお話ししていただきたいと思い

考えられないかというふうな希望を長年大阪府に

ます。

対してぶつけてきまして、それに対する検討もし

それと、市立の診療所に関しては、医師会の方

ていただいたわけですけども、最終的にはそのハ

からも反対が強いというお話だったんですけども、

ードルを越えることも非常に難しいということの

例えば具体的に最近ではいつ医師会とのそういう

中で、泉南市としてそうすれば市民の一番ニーズ

相談を持ったのか。それから、例えば競合するも

に合った、市民の希望の一番強いものをどういう

のがあるから反対と、競合するから反対というお

ふうに実現していくかということの中で、今進ん

話でしたけども、例えば小児科とか産科でしたら

でおる形の保健福祉医療ゾーンの整備という形を

どうなのか。この部分では泉南市でも、泉南市に

選んだということでございます。それが今、大阪

先生を呼ばれてやられたり、小児科という看板を

府の財政難の時代になって、りんくうタウンで実

上げておられますけども、専門の方というのはい

現を見てるということでございますので、これに

らっしゃらないと思うんです。そういう小児科、

ついてはどうぞ御理解いただきたいと思います。

産科ね。産婦人科の婦人科はありましても、実質

今後の展開につきましては、先ほど来答弁させ

産科はないというお話なので、この辺の部分での

ていただいてますので、その方向で御理解を賜り

競合に当たらない科での開業というのは考えられ

たいと存じます。

ないのか、それに対する医師会の御回答はどうだ

○議長（角谷英男君） 大森君。

ったのか、お答えください。

○４番（大森和夫君） 平島さんにもう一度お聞き

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

したいんですけども、産科と小児科の問題と、そ

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

れから１１年３月というのは、りんくうタウンに

医師会との話し合いですけども、最近はやってお

行く前の現地の建てかえを前提にしてる分ではな

りませんけども、平成１１年３月１日に医師会の

いかと思うんですけども、その辺の点をお聞きし

方から医師会の見解ということで、一応医療機関

たいのと、助役に何度も同じような質問で申しわ

の施設とかそういう部分については、地元医師会

けないんですけども、先ほど助役が基金の再度の

の病院、診療所と競合するだけであり、これ以上

積み立てに関しては、余裕ができればというよう

のメリットは見当たらないというような回答文と、

な話もありましたけども、今の財政の大変さとい

泉南市の病院、診療所の充実度から考え、２６床

うのはよくわかるんやけども、市民のやっぱり安

の泉南病院の再建の必要性は認められない。特に

心できる病院、先ほどの質問者もありましたけど

２６床に対しては、２８億――土地代を除く――

も、これが市民の医療機関の充実という点では第

の投資は全く無意味なことであるとか、ほか何点

一歩だと思うんですよね。それがこれから発展さ

かの見解を述べられております。それが最近の医

すという場合に、余裕があればというのはちょっ

師会からの見解です。

と心もとない答弁ではないかと思うんですよ。も

以上です。

う少し何かしっかりしたというか、展望のある御

○議長（角谷英男君） 蜷川助役。

答弁ができないかと思うんですけども、再度お願

○助役（蜷川善夫君） 市民の熱意といいますか希

いいたします。

望と、今回の病院ということの関係でもう少しと

○議長（角谷英男君） 蜷川助役。

いうことでございますが、これにつきましてもも

○助役（蜷川善夫君） しっかりした答弁をという

う何度もお答えをいたしておりますけれども、長

ことでございますけども、今、市の財政状況も非

い経緯がございまして、なかなか前へ進まなかっ

常に大変だということも議員御案内のとおりでご

たという実態について先ほど答弁もいたしました

ざいますので、この健全化へ向けての努力を精い

けれども、最終的に市として病院建設が現状では

っぱい進めていくということの中で、この問題に

非常に難しいということ。それから、特定病床と

ついても解決をしてまいりたいと、具体的には議

いう形で、特定の形で一般病床では難しい増床を

会とも相談してまいりたいというふうに考えてお

−２６９−

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

賛成でありますし、そういった意味での資金投入

それから、医師会との関係でございますけれど

といいますか、公費投入は一定程度我々は考えて

も、当然この泉南病院を充実させましたいろんな

いかなきゃならないと。

診療科目の具体化、あるいはこの病院の特徴とな

それで、農業公園との関係になるかもわかりま

っております病診連携、病病連携の中で、地元の

せんが、やっぱり数億、数十億の中の一部分でも

医師会、地元の診療所との連携、さらにはそのバ

こちらに――ここだけでなしに他のものもあると

ックアップ病院としての中津病院でありますとか

思います。

和歌山医大の病院、あるいは近隣の国立病院、市

それで、泉南市の、市長の名前でいただいてる

民病院等々との連携、これについても具体的に進

んですが、この印鑑証明でも梅をデザインされて、

めていく必要がございますので、今後地域の医師

あらゆる部分で証明書には――これはやっぱり泉

会と十分話をする中で対応を検討していきたいと。

南市の場合、市花といいますかね、こういうもの

それから、これまで行き詰まっている問題につ

であればあるほど、そんなもんどこにあるねんと

きましても、この泉南病院の充実強化の展開の中

いうふうなことでなしに、あそこへ行けばこれだ

で具体的な協議を進めてまいりたいというように

けのものを、南部とはいかないまでも、やっぱり

考えておりますので、よろしくお願い申し上げま

立派な梅林があるんだというふうなところへもう

す。

ちょっと力を入れてもらいたいと思いますが、そ

○議長（角谷英男君） 平島健康福祉部参事。

の点、まず１点あります。

○健康福祉部参事兼保健推進課長（平島長史君）

次、４６ページなんですが、保育所費で２，５６

先ほどの平成１１年３月１日の医師会との見解の

８万８，０００円についてです。補正額については

中をもう少しということですが、泉南市に求める

かなり多いんではないかというふうに思います。

ものということで、増加する老人対策として、ケ

そのための理由というのは一体何なのかというこ

アサポート、ショートステイ、デイサービス、リ

とでございまして、そういう意味では教育審議会

ハビリテーション等老人健康センターの設立、あ

の答申を受けて、来年度より幼保のあり方そのも

るいは小児科等、子供の病院の設立等が市民のニ

のがかなり変わっていくわけです。その点につい

ーズであるというのは、地元医師会の一応意見と

てどうなのかということと同時に、また来年度は

してありました。

保育所入所ですね。これだけの金額を出すという

以上です。

ことは、また予算額がかなり予算において図らな

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――
――巴里君。

きゃならない状況が起きてるということで、その
状況と来年の予測というものは一定今思案されて

○２２番（巴里英一君） それでは、何ポイントか
質問をいたしたいと思います。

るのかどうかという、この点ですね。
それで、ページ５０から５１にかけて火葬場費

まず第１点、５３ページの農業振興費の２９４

の１３にありますが、測量委託料７３万５，０００

万でトイレ設置補助金となっております。これは

円について、先ほど午前中に説明がありました。

堀口議員も質問されてましたので、どうのこうの

これと、５７ページの学校施設管理費、補正１５

ということはございませんが、市長、こうして第

０万の備品購入費、これは聞いてるとストーブだ、

４次の基本計画でもいわゆる「安全なまち、活力

ストーブだという話でありますけども、どちらも

のあるまち」という３章の中でもきちっと明記さ

特定財源ということで、いわゆる樽井財産区から

れてますから、これからはこういった泉南市に目

の繰り入れということなんでございます。こうい

立った観光資源というものは余りないので、本人

った形での支出のあり方、特定財源の組み方とい

から聞いてると２，０００本苗木を植えたと。これ

うのは、収入が特定財源ですから、果たしてこう

からこういった意味では１つの大きな目玉になる

いうあり方が正しいのかどうかということを含め

ようなものをやっぱりやっていくというのは僕は

て、お答えといいますか、説明いただければと思

−２７０−

います。

場合は、希望を付しまして市の予算へ繰り入れて、

以上です。

市の予算を通して執行していくのは正しいやり方

○議長（角谷英男君） 向井市長。

という、一定国のそういう見解が示されておりま

○市長（向井通彦君） 金熊寺梅林の復活について

す。

の御質問でございます。先ほど堀口議員の御質問

そういう基本線に立ちまして、当市といたしま

にもお答え申し上げましたように、泉南市の唯一

しては市の予算へ、市の予算が、財政状況が非常

と言っていいほどの観光の大きな資源だというふ

に厳しい状況がございますので、先ほど申しまし

うに思っております。

た基本方針に立ちまして、今後は財産区会計の繰

そこで、先ほども申し上げましたように、１９

り入れにつきましては、十分精査を行って、市の

９６年に梅林組合を設立されて、民間の用地を借

一般会計への財政支援という形でとらえてやって

り上げられて開墾をされたという経過がございま

まいりたいと、かように思いますので、ひとつよ

す。その中で、本当に役員の方々を含めて約六十

ろしくお願いを申し上げたいと思います。

数名の方が入植されて、一生懸命開墾なり、それ

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

から梅の植樹をされておられます。随分ときれい

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 保

になってまいりました。

育所費の関係でございますが、今回２，５６８万８，

ですから、私どもはこれからはやはりそれぞれ

０００円の補正をお願いしておるところでござい

の自治体においても、特に２１世紀については観

ます。これにつきましては、需用費で１２０万円、

光というのが大きな１つの要素であるというふう

これは給食材料費でございますが、等々補正をお

に思っております。ですから、今後とも地元の皆

願いいたしておるわけでございますが、ちなみに

さんと意見交換をしながら、地元の皆さんの努力

１２年度なんですが、１３年３月１日現在の児童

でやれる部分と、そして財政的な支援を必要とす

数でございますが、公立保育所の児童総数でござ

る部分について、お互いに理解をし合いながら、

いますが、５７０名、そして私立の保育所が１８

できる範囲の中ではございますけれども、最大限

２名。それが１３年度のこの１２月１日現在の児

の努力を今後ともしていって、できれば本当に金

童数は、公立が６１６名、そして私立が１９４名

熊寺梅林という名前をもっともっと広く広めて、

というような中で、児童数がかなりふえてきてお

泉南市に来ていただく方々をたくさん来ていただ

ります。これにつきましても、理由といたしまし

けるように努めてまいりたいと考えております。

てはやっぱり長引く不況の影響かなというような

○議長（角谷英男君） 上林助役。

感じでおるところでございます。

○助役（上林郁夫君） 財産区の繰り入れの問題で

そして、来年度の予測なんでございますが、現

ございます。このやり方が正しいやり方かという

在この１２月１０日から１４日まで受け付けをい

質問じゃないかと思うんですけども、これは国の

たしてございます。まだ集計は出ておりませんが、

回答というんですか、古い回答でございますが、

やはり去年から比べればふえてきておるというよ

まず昭和３８年の２月の８日付をもちまして一定

うな状況でございます。

国の、財産区会計からの使用の方法というんです

以上でございます。

か、まず当時の自治省の行政課長のそういう見解

○議長（角谷英男君） 巴里君。

が示されております。

○２２番（巴里英一君） 市長に御答弁いただきま

この国の見解につきましては、まず財産区の財

したので、ついでというような話ではないですが、

産を財産区財産の維持管理のみとか運営費に使う

やはり申しておりますように、泉南市の花として

場合は直接財産区会計からの執行ということで、

見るべきものをやる。観光立市とか立県とか立国

これは以前議員からも指摘を受けたとおりでござ

とかよくありますが、そういった意味では観光立

います。

市のシンボルたるものに僕は育て上げていただい

しかし、それ以外に、例えば公共事業等に使う
−２７１−

て、全山梅林だというて、そこで十分山におられ

る方々の生計ができるような、またそこで新しい

の五、六歳児は少なくなったよと。何でかといっ

――南部なんかは全国的に有名ですから、そうい

たら昼までしか見てくれへんから、やっぱり働か

った製品を出して、前にある空港と結びつけた形

なあかんから保育所の方へ預けますよということ

でのあり方というのを追求していくことによって、

で僕は増になるんだろうという予測のもとでの話

非常に豊かなある意味での財源が、逆に泉南は何

であって、まだ決まってないということでござい

も投入しなくたってできていくんじゃないかと思

ますから、またいずれ改めて固まったというか、

いますので、ぜひその方向に進めていただきたい

一定集約されたらまたいただきたいなと思います

ということで、答弁を了といたします。

ので、その点よろしくお願いしたいと思います。

それで、私はできるだけ財政法の２条とか、あ

それで、先ほど市長が答えていただいた分のこ

るいは３７条にかかわって、政令の１３条３項と

とは結構でございますので、助役ね、そういう意

か、そんな話をしたくなかったんで、余り突っ込

味で助役さんの答えだけで結構でございますので、

まないという気持ちで話ししてるので、助役、こ

どうぞよろしくお願いします。

れからもということはありませんので、僕が問う

○議長（角谷英男君） 上林助役。

てるのは、こういうばらばらしたこのような出し

○助役（上林郁夫君） 再度の財産区の繰り入れ問

方やなしに、１つはぜひとも一定のいわゆる繰り

題でございます。これにつきましては、当然市の

入れの基準というもの、あるいは財布の入れ物と

財政運営上、執行につきましては十分に精査いた

いうものをきちっとしていった中での議会承認を

しまして、これからも一応財産区会計からの繰り

いただいて、そういったものにするということな

入れ執行をやってまいりたい、かように思ってま

らいいけども、例えば僕は決算委員会で言いまし

す。

たが、いわゆる政教分離の関係からいって、墓地

先ほども答弁させてもらったけど、やはり基本

が果たして正しいんかどうかという疑義を呈した

は財産区会計から一般会計へは、要するに一般会

と思うんですよ。そういう意味では、あそこの話

計の予算を通じてやっていきたいと、大きくそう

ならあかんし、教育費に一般経費、一般財源をつ

いうものが基本でありますので、その執行の内容

ぎ込むのが本来の教育費であるにもかかわらず、

につきましては、十分精査をしてこれから執行に

特定財源でまたやるというような話になって、こ

努めてまいりたいと、かように思います。ひとつ

れは違いますよと、それは正しくないのじゃない

よろしく御理解のほどお願いを申し上げます。

ですかという、こういう意味での問いかけをした

○議長（角谷英男君） 巴里君。

つもりなんですが、それが十分届いてないとした

○２２番（巴里英一君） 議長ね、かなり議長の注

ら再度いただいたらなと思うんですが。

意を休憩中にいただきましたので、発言はすべて

来年度の保育所児について予測なんですが、増

簡明にするものとして、議題外にわたりしてはな

になるということは、まだ集計されてないという

らないということに基づいて発言させていただき

ことでございますので、児童数が増になるという

ます。

ことは予算も増になると。この補正を組んだとい

財産区の関係ですから若干申し上げますが、助

うことは、そういう意味ではかなりの保母あるい

役が先ほどお答えしたとおりなんですね。９４条、

はアルバイトといいますか、そういう方々を入れ

いわば廃止及びというふうなね。管理運営、いわ

て非常に努力されて、両親共働きの方及び社会の

ゆる管理するのみやと、財産区は。だから、それ

いわゆる不況といいますか、そういった意味での

が執行するとか執行できないとか、財産区からで

支援対策の１つやというふうに私もとらえてます。

きないことは御承知やから繰り入れみたいな話に

そういう意味では答弁としてはいいんではない

なるんで、入れ物そのもののつくり方なんです。

かと思いますが、余りこっちへ触れたらあかんの

繰り入れしますよと言われてしまったら、何でも

で触れませんが、逆にこの答申をもらったときに

繰り入れしますんかと、そうと違いますよという

幼稚園はどうなってんのかなと思ったら、幼稚園

ことで申し上げてるんで、その私の言わんとして
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るところを意を酌んでいただいて、かなり決算委

駐車場というのは、これは当然墓地の管理者が設

員会でも前へ踏み込んだ御答弁をいただいてます

けるべきでございますが、また先ほど梅林の観光

ので、まあまあいいかなと思います。

客のための駐車場と、これは今民間しかございま

しかし、こういう繰り入れのやり方というのは

せんので、民間の方の駐車場が不足するというよ

正しくないですよと。だから、それをするならす

うな場合については、当然梅林組合が検討して対

るできちんと財産区会計については１つの袋の中

応すべき問題ということでございます。我々とし

に入れて、そしてそれで一般会計なりそこからま

ましても、梅林組合からの支援要請があれば十分

た支出していくという形のあり方を私はやってい

に検討を加えていきたいというふうに思っており

ただきたいということを再度強く申し上げといて、

ます。

今回の質疑を終わります。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

以上です。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 保

○議長（角谷英男君） 松本君。

育所の関係で御答弁させていただきます。

○１１番（松本雪美君） もう短くしますので、よ

信達保育所につきましては、主任がこの１０月

ろしくお願いします。

の異動によりまして欠員ということになってござ

４７ページの保育所費の中ですけれども、現在

います。それの臨時的な穴埋めといたしまして、

信達保育所が主任さんがいないというような状況

フリーの臨時職員を１人ふやして、それで対応し

になってて、保育士さんが配置がえになったとい

ておるということでございますが、できるだけ早

うこともあって、その分でこれ減額になってるん

い時期に主任というのをまた復活させたいと、こ

ではないんでしょうかね。そういう形で、あとア

のように考えておるところでございます。

ルバイトの方が配置されて、所長さんと主任のい

人件費につきましては、この分で当然減ってる

ない保育所ができてしまってるということに、少

分もありますが、後々の人事の異動に伴いまして

しその辺では保育所運営にかかわって問題が生じ

の調整でございますので、その辺はよろしくお願

てくるんじゃないかなあと。中で働いておられる

い申し上げます。

方にも迷惑のかかることのないような人事の配置

○議長（角谷英男君） 松本君。

をせんといかんなと、こういうふうに思ってるの

○１１番（松本雪美君） もうこれで終わりますけ

で、その辺お答えください。

れども、当然難波の駅やとか天王寺の駅で金熊寺

それから、先ほどから何回か皆さんの御意見も

の梅林の開花情報なんかも掲示されたりして、本

あったように、私の夫が昨年１０月に亡くなりま

当に泉南の１つの観光の名所ということであるな

して、皆様にも遠いところをお参りいただきまし

らば、今の状況というのはほんとに不備だと思う

て、本当にありがとうございました。今この席を

んですよね。

かりて言うんですが、遅いですけれども、実は金

ちょっと聞いたんですけれども、その駐車場に

熊寺に私の夫の墓があるんですが、梅林のころに

ついても、梅林組合の方からも市の方にも声をか

なるとほんとに駐車場がなくて、もうほんとに墓

けられてるようなことも聞いてるんですけれども、

にも入っていけないような状況になってるので、

その辺あるんでしょうかね。前向きにそういうこ

その辺、梅林のお便所のことはひとつ解決するこ

とが論議されてる、テーブルの上に乗ってるのか

とになったんで、これで解決には一件落着でしょ

どうか。

うが、駐車場問題ではどのような配慮をしていた

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

だけるのか、その辺も加えて、この機会ですので

○都市整備部長（山内 洋君） 梅林組合が経営す

一言お願いをしときたいと思いますので、お答え

ると申しますか、管理を行う駐車場は、これはご

ください。

ざいませんので、民間の方がやっておられるとい

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

うことで、やはり整備をすれば観光客、観梅客も

○都市整備部長（山内 洋君） お墓参りのための

これからますます来られるということでございま
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すので、梅林組合が借りた土地もあるということ

は大変私は問題であると思います。そういう政策

でございます。また、それらの整備については組

的なものとしてどうしても出さないといけないと

合自身がどれだけできるのか、また我々がどれだ

いうのであれば、堂々と、その前に基金とは離れ

け支援できるのかという部分については、協議を

て、やはり財政全体の中で議論した中で対応すべ

していきたいと思います。

き問題だと思います。

〔松本雪美君「結構です」と呼ぶ〕

そういう意味でこの補正予算には反対をしたい

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

と思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――大森君。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

○４番（大森和夫君） 議案第６号について賛成の

―小山君。

立場から、日本共産党議員団を代表して賛成討論

○３番（小山広明君） ただいま上程されておりま

を行います。

す今年度の補正予算に、反対の立場で討論させて

りんくうタウンに建設中の済生会病院に２億円

いただきます。

の補助金の支出は、市民の第一級の要望である医

退職金の問題で多くの金額が上がっておるわけ

療施設の整備に一定こたえるものです。しかし、

でありますが、これは当然健全な財政運営、計画

済生会泉南病院は、府立砂川厚生センター、府立

的な財政運営からいえば、今日まで泉南市がそう

特別養護老人ホームに併設された施設であり、ま

いうものをきちっと引き当ててこなければ、市民

た１９８６年からの関西国際空港関連地域整備等

生活の予算に大きな影響を与えるわけであります

に関する要望活動の経過からも、移転と建てかえ

から、そういうことをしてこなかった市の責任は

に当たっては府が全面的に責任を持つのは当然で

大変重大だろうと思いますし、今回の議論の中で

あります。財政が貧弱な本市において、医療基金

も明確にこのことの手当てを制度としてするとい

の取り崩しは市民病院建設をおくらすことにもな

う発言がなかったことは大変残念であります。

りかねません。

また、２億円の済生会病院のりんくうタウンへ

これらの点を指摘し、本市においてはなお一層

の建設に関して、医療基金から出すという問題で

の医療施設の整備を求め、賛成討論といたします。

議論されてまいりましたが、やはり根本的なとこ

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

ろできちっとした議会での議論、そういうものが

――以上で本件に対する討論を終結いたします。

なされないまま先にそういうことが先行して、後

これより議案第６号を採決いたします。

で我々が承認しなければならないという、こうい

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

う基本的な問題を持っておるわけであります。

することに賛成の諸君の起立を求めます。

当然、市民の市民病院を欲しいという、そうい

〔賛成者起立〕

う願いというものは、難しい現状はあっても、そ

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

のことが十分に市民の中には理解をされておらな

て議案第６号は、原案のとおり可とすることに決

い問題もありますし、現に広域的な取り組みの中

しました。

で、そういう市民の願いにこたえていく道もない

次に、日程第５、議案第７号 平成１３年度大

わけではない。そういうときにこの医療基金とい

阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算

うのは重要な１つの原資として使われることは当

（第１号）を議題といたします。

然でありますけれども、今回のように基本的には

議案書を朗読させます。

この済生会病院というのは大阪府がすべてのお金

○議会事務局次長（馬場定夫君）

を出して、運営を済生会にお願いをするという性
格でありますから、そういうような趣旨からいっ

〔議案書朗読〕
○副議長（東 重弘君） 理事者から提案理由並び

ても、またほかの医療機関のバランスの問題から
いっても、やはりこのことに医療基金を出すこと

に内容の説明を求めます。蜷川助役。
○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

−２７４−

案第７号、平成１３年度大阪府泉南市国民健康保

し、同法第９６条第１項の規定により議会の議決

険事業特別会計補正予算（第１号）について御説

を求めるものでございます。

明を申し上げます。

その補正内容でございますが、７９ページをお

議案書の７１ページでございます。

願いいたします。

補正内容といたしましては、歳入歳出総額にそ

歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，０４７万７，０

れぞれ７７１万１，０００円を減額し、歳入歳出の

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

総額をそれぞれ５４億１，２３５万円とするもので

それぞれ２３億８，８２９万９，０００円とするもの

ございます。

でございます。

その内容につきましては、人事異動により１名

内容につきましては、本年４月１日に行われま

減員となった職員給与費に対する一般会計からの

した人事異動及び１０月１日に行われました機構

繰入金の減額補正でございます。給与費の減額内

改革により、職員が２３名から１９名へと減員と

訳は、７７ページに記載のとおりでございます。

なりましたので、それに伴う給料、手当、法定福

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

利費の減額分でございます。明細は８６ページか

いただきます。よろしく御審議の上、御承認賜り

ら８７ページに記載のとおりでございます。

ますようお願い申し上げます。

甚だ簡単でございますが、説明とさせていただ

○副議長（東 重弘君） これより質疑を行います。

きます。よろしく御審議の上、御承認賜りますよ

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま
す。

うお願い申し上げます。
○副議長（東 重弘君） これより質疑を行います。

討論に入ります。討論はありませんか。―――
―討論なしと認めます。

質疑はありませんか。――――小山君。
○３番（小山広明君） 今、理由として言われまし

これより議案第７号を採決いたします。

た２３名から１９名になったという中身について、

お諮りします。本件は、原案のとおり可とする

もう少し詳しく説明をいただきたいと思います。

ことに決しまして御異議ありませんか。

○副議長（東 重弘君） 橘総務部次長。

〔「異議なし」の声あり〕

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

○副議長（東 重弘君） 御異議なしと認めます。

（橘 正三君） ４名の職員の減でございますけ

よって議案第７号は、原案のとおり可とすること

れども、４月に１名が異動になっております。そ

に決しました。

の後、１０月の機構改革で管理部門が施設の方へ

次に、日程第６、議案第８号 平成１３年度大

移りましたので、それで職員がそっちへ移ってお

阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第１号）

りますので、合計４名減という形でございます。

を議題といたします。

以上でございます。

議案書を朗読させます。

○副議長（東 重弘君） 小山君。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

○３番（小山広明君） そうすると、市全体として

〔議案書朗読〕

は、この業務の今後の進め方に関係して、市長も

○副議長（東 重弘君） 理事者から提案理由並び
に内容の説明を求めます。蜷川助役。

そういう事業の規模をやっぱり財政もあって減ら
していきたいという、そういうことに関係しての

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

人員の削減なのか、単なる異動で、全体的なボリ

案第８号、平成１３年度大阪府泉南市下水道事業

ュームとしては変わってないという、そういう認

特別会計補正予算（第１号）について御説明申し

識でいいのかですね、その辺を。

上げます。

それから、施設整備の方に回ったといいますが、

平成１３年度大阪府泉南市下水道事業特別会計

下水道は下水道で独立して職員が配置されとるわ

予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治

けでしょう。それが一般事務のというか、一般の

法第２１８条第１項の規定により補正予算を調製

方にこの下水道の整備業務が移った場合に、その

−２７５−

辺の下水道は下水道で特別会計を持たれとるんで

○３番（小山広明君） 最後でいいですが、これ、

すが、そういう点での経費、維持費という点での

一般会計の採算性とかいろいろ議論してますが、

影響というのは今後どうなんでしょうかね。今ま

特別会計はなかなか関係性が明確でないから、特

では一緒にやっとったのが分けたわけでしょう。

別会計がすごく財政的に悪くても、一般会計の問

そういうようなことでの影響というのはどうなっ

題との影響がちょっとわかりにくいんですが、今

ていくのか。

のように下水道という特別会計で組まれておりな

○副議長（東 重弘君） 中谷総務部長。

がら、そこの業務が一般の河川の管理もしておる

○総務部長（中谷 弘君） 組織の変更とか事業規

と、その中でね。そうすると、特別会計そのもの

模の変動等によって弾力的にやっぱり職員は動い

の採算性がどうかとか、また一般会計におけるそ

ていただいて、忙しいとこへ持っていくというの

ういう財政の問題を論じるとき、何かダブってる

が当然のことだと思いますので、そういう考え方

からなかなかわかりにくい。できれば特別会計を

でございますし、予算につきましても、一般会計

廃止して、一般会計の中でこの下水道も整備して

と、下水は特別会計がございますけれども、１つ

いくということもやろうと思えばやれるわけでし

の部の中での運用でございますから、その中でき

ょう、本来的には。だから、そこがちょっとダブ

ちっと整理はできて、その分について、特別会計

って重なってる部分があるから少し見えにくいん

でいく分についてはその中で執行できるという形

かなと思うので、そういう感じを持つので、今後

で取り扱いをいたしておりますので、その辺は大

また議論していきますけども、そういう問題提起

丈夫だというふうに考えております。

だけはしておきたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 小山君。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

○３番（小山広明君） 下水道は下水道で１つ独立

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

して特別会計を持っとるわけでしょう。今までそ

討論に入ります。討論はありませんか。―――

の下水道が担ってきた業務を、それと違う会計で

―討論なしと認めます。

業務をするということにはならないんですか。そ

これより議案第８号を採決いたします。

の施設整備ということになればね。そういう性格

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

では全くないんですか。

することに決して御異議ありませんか。

それは特別会計の業務の内容が若干変わったわ

〔「異議なし」の声あり〕

けでしょう、市全体の機構の変更によって。そう

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

いうようなことではないのかどうか、そこだけち

って議案第８号は、原案のとおり可とすることに

ょっとお願いします。

決しました。

○副議長（東 重弘君） 中谷総務部長。

次に、日程第７、議案第９号 平成１３年度大

○総務部長（中谷 弘君） 下水は下水で特別会計

阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第３

で、施設の整備なんかは従前どおりやっておりま

号）を議題といたします。

す。ただ、変わったというのは維持管理の部門だ

議案書を朗読させます。

け施設管理課の方へ数名現場の人がかわってきた

○議会事務局次長（馬場定夫君）

という形でございますから、その中での運用とい
うことですから、一般会計でも維持管理部門、特

〔議案書朗読〕
○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

に今まで下水道部の中でも河川排水路、一般会計

内容の説明を求めます。蜷川助役。

部門の維持管理費というのを持っておりましたか

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

ら、それが１つにこちらへ集約するということで

案第９号、平成１３年度大阪府泉南市介護保険事

すから、運用上は問題なく運用ができるというふ

業特別会計補正予算（第３号）について御説明申

うに考えております。

し上げます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

平成１３年９月までの６カ月間の実績から推計
−２７６−

いたしますと、介護給付費等に不足が生じること

とで、利用料の減免につきまして御答弁をさせて

から、介護給付費国庫負担金等の予算措置が必要

いただきます。

になり、本議会にお諮りするものでございます。

利用の調査につきましては、今後努めてまいり

補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総

たいと、このように考えておるところでございま

額にそれぞれ１億１，０８２万６，０００円を追加し、

す。

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億９

○議長（角谷英男君） 和気君。

１３万６，０００円とするものでございます。

○１９番（和気 豊君） 幾ら伸びたかという程度

歳入の明細につきましては９３ページから９４

のことですから、またの機会に原課からお示しを

ページに、歳出の明細につきましては９５ページ

いただいたら結構でございます。

から９７ページに記載のとおりでございます。

それで、実態調査ですね。低所得者と、それか

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

ら負担に耐えられる層との比率ですね、その辺を

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

実態調査していただけるということについては、

い申し上げます。

既にある程度やっておられるところもあるんです

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

が、やっぱり全面的な実態調査ですね、これはい

質疑はありませんか。――――和気君。

つごろをめどにしていただけるんだろうかと。

○１９番（和気 豊君） 今回、居宅介護等の給付

やはり私、市の減免規定が、軽減規則が非常に

費がふえているわけですが、居宅介護については

実情に合わないと、そぐわないということを言い

サービスの供給率が非常に低くて、大体３０％か

ました。一般質問でもやりました。それで、私の

ら４０％と。７事業あるわけですが、大体３０か

把握する限りは非常に悪くなっている。本当に１

ら４０ぐらいでとどまっているわけですが、今回

つは生活保護家庭の問題で、ケースワーカーの不

このふえたことによってどれぐらい率が上がって

足から知られずに、人にみとられずに亡くなって

いるのか。

おられる方もおられたという話もありました。そ

それから、いろいろお尋ねを事前にもよくして

ういうところから、やはり介護のサービスを受け

るんですが、このサービスについては非常に負担

ておればそういうことが防げたにもかかわらず受

が高くて、いわゆる利用率が低いと。当然供給率

けられなくて、負担に耐えられなくて受けられな

も低くなるわけですが、利用率が低いと。とりわ

くて、寂しくお亡くなりになっていくというよう

け低所得者の皆さんに反比例する形で利用率が低

なケースもふえてくるだろうというふうに思うん

くなっていると、こういうふうにも聞いているわ

です。そういうことを防ぐ立場からも軽減策は非

けですが、本来高くなるべき人たちであるはずな

常に必要ではないかと、まず実態調査からひとつ

んですが、これがやはりみずから受療制限といい

始めていただけないだろうかと、こういうことで

ますか、利用制限をしておられると。その辺の実

質問しているんで、いつごろをめどにお願いでき

態みたいなものを行政がなかなか把握しておられ

るのか、その辺についてひとつお示しをいただき

ないと、こういうふうにも思うんですが、その辺

たい。

は今後速やかに把握に努めていただけるのかどう

やる、やると言われても、めどを示していただ

か。そういうことで頑張っていくということであ

けなくて、ずうっと――軽減の問題ですよ。これ

ればこれにて質問は終わりますが、その辺はどう

は今回触れませんが、先延ばしになって、結局は

でしょうか。

先の見通しもなくなって空中分解してるようなこ

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

とになっておりますので、せめて実態調査につい

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 居

てはいつをめどにやっていくんだということ、こ

宅介護の率につきましては、後ほど担当課長の方

れは明快にお答えいただきたい。これだけで結構

から御答弁させていただきたいと思います。

です。

私の方から、低所得者等の負担が高いというこ

○議長（角谷英男君） 岩本介護保険課長。

−２７７−

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） １３年

につきましては、信達樽井線を予定をいたしてお

度の実態調査につきましては、もう既にアンケー

ります。

トをお返しいただいてる状況でございまして、１

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

４年度中におっしゃられてるような把握をできる

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

だけできるような形で実施したいと思います。

を申し上げます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

○議長（角谷英男君） 本日の会議時間は、議事の

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

都合によりあらかじめこれを延長いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

―討論なしと認めます。

――――質疑なしと認めます。

これより議案第９号を採決いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

―討論なしと認めます。

することに決しまして御異議ありませんか。

これより議案第１０号を採決いたします。

〔「異議なし」の声あり〕

お諮りいたします。本件は、原案どおり可とす

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

ることに決しまして御異議ありませんか。

って議案第９号は、原案のとおり可とすることに
決しました。

〔「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

次に、日程第８、議案第１０号 平成１３年度

って議案第１０号は、原案のとおり可とすること

大阪府泉南市水道事業会計補正予算（第１号）を

に決しました。

議題といたします。

次に、日程第９、議案第１１号 一般職の職員

議案書を朗読させます。

の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

○議会事務局次長（馬場定夫君）

について、及び日程第１０、議案第１２号 特別

〔議案書朗読〕

職の職員の給与に関する条例及び泉南市議会議員

○議長（角谷英男君） 理事者より提案理由並びに

の期末手当に関する条例の一部を改正する条例の

内容の説明を求めます。山野水道部長。

制定についての以上２件を一括議題といたします。

○水道部長（山野良太郎君） それでは、議案第１

ただいま一括上程いたしました議案２件につき

０号、平成１３年度大阪府泉南市水道事業会計補

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

正予算につきまして御説明を申し上げます。

者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。

議案書の１０１ページからでございます。

蜷川助役。

１０４ページをお開き願います。まず、収益的

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

支出の補正でございますが、水道事業費用に１，２

案第１１号、一般職の職員の給与に関する条例の

５０万円の補正をお願いいたしております。内容

一部を改正する条例の制定について、並びに議案

につきましては、本年４月１日に実施されました

第１２号、特別職の職員の給与に関する条例及び

人事異動等によります給料、手当、法定福利費等

泉南市議会議員の期末手当に関する条例の一部を

の人件費を補正をしたものでございます。

改正する条例の制定について、一括して御説明を

続きまして、１０６ページをお開き願います。

申し上げます。

資本的支出の配水管改良整備事業費の工事請負費

恐れ入りますが、議案書の分冊をお願いいたし

に６，７８０万円の補正をお願いをいたしておりま

ます。１ページ以下と７ページ以下でございます。

す。これは石綿管の更新事業をできるだけ推進い

提案理由でございますが、国において平成１３

たしたいということで、国庫補助の増額に努力を

年１１月２１日に一般職の職員の給与に関する法

しておりましたけれども、今回増額の予定がつき

律の一部改正法が可決成立しましたことに伴い、

ましたので、工事請負費として６，７８０万円の補

本市においてもこれに準じ一般職の職員に特例一

正をお願いするものでございます。工事予定箇所

時金を支給し、また一般職の職員並びに特別職の

−２７８−

常勤職員等、及び泉南市議会議員の期末手当の支

議案書を朗読させます。

給率を改正するため、地方自治法第９６条第１項

○議会事務局次長（馬場定夫君）

の規定により議会の議決を求めるものでございま
す。

〔議案書朗読〕
○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

３ページをお願いいたします。改正内容でござ

内容の説明を求めます。蜷川助役。

いますが、一般職の職員につき まして、１２月

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

に支給する期末手当の支給率を 「１００分の１

案第１３号、職員の勤務時間、休暇等に関する条

７５」から「１００分の１７０」に改め、また当

例の一部を改正する条例の制定について御説明を

分の間、民間における賃金との権衡を考慮し講ず

申し上げます。

る特例措置として、３月１日に在職する職員に対

提案理由でございますが、国におきまして平成

し３，７５６円の特例一時金を支給するものでござ

１３年１２月７日に一般職の職員の勤務時間、休

います。

暇等に関する法律の一部改正法が公布されたこと

また、４ページの附則の第４項でございますが、

に伴い、本市においてもこれに準じて職員の介護

本年度に限りまして１２月期の減額措置を３月期

休暇制度を改正するため、地方自治法第９６条第

で調整いたしますため、３月期の期末手当の支給

１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

率につきましては、０．０５カ月の減額を行うもの

います。

でございます。

１３ページをお願いいたします。改正の内容で

それから、特別職の常勤職員並びに泉南市議会

ございますが、現在職員の介護休暇の取得期間に

議員につきましても、９ページに記載のとおり、

つきましては、職員の配偶者や父母、子、配偶者

期末手当について一般の職員と同様の改正を行う

の父母等一定の親族が負傷、疾病または老齢によ

ものでございます。

り介護を必要とする状態ごとに、３カ月の期間内

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

において必要と認められる期間となっております

いただきます。よろしく御審議の上、御承認を賜

が、職員の仕事と介護の両立にかかる負担をさら

りますようお願い申し上げます。

に軽減するため、介護休暇の取得期間を６カ月の

○議長（角谷英男君） これより一括して質疑を行

期間内に延長しようとするものでございます。

います。質疑はありませんか。――――質疑なし

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

と認めます。

いただきます。よろしく御審議の上、御承認賜り

これより一括して討論に入ります。討論はあり
ませんか。――――討論なしと認めます。

ますようお願い申し上げます。
○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

これより一括して採決をいたします。

質疑はありませんか。――――小山君。

お諮りいたします。議案第１１号及び議案第１

○３番（小山広明君） 今の説明で３カ月を倍の６

２号の議案２件につきましては、いずれも原案の

カ月にするという内容のようでありますけれども、

とおり可とすることに決しまして御異議ありませ

介護というのはそれで終わるわけではないわけで、

んか。

だんだん介護によってよくなる人も中にはおるで

〔「異議なし」の声あり〕

しょうけども、加齢をすればだんだん介護が必要

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

になってくるわけで、当然３カ月で足らないとい

って議案第１１号、議案第１２号の議案２件につ

うことで６カ月にしたと思うんですが、実際状況

きましては、いずれも原案のとおり可とすること

は、介護に職員がこういう休暇をとった場合に、

に決しました。

６カ月を過ぎた場合というのは一体具体的にはど

次に、日程第１１、議案第１３号 職員の勤務

う対応するのか。また、今後もこれをずっと延ば

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

していったら仕事にも支障が出てくるわけですか

の制定についてを議題といたします。

ら、そういう意味でこの介護保険制度というのが
−２７９−

出てきて、家族なりそういう人が見るのではなし

かなと思います。

に、社会的にそういうことを制度として見ていこ

そういう点で、実態、泉南市の場合にこういう

うというものが始まったわけですが、この延長し

制度を使って具体的に休暇をとられた方が全職員

ていく趣旨というのはどのように考えておられる

の中でどれぐらいあったのか。その中で、具体的

のか、その辺だけ御説明をいただきたいと思いま

に３カ月では足らないという実態があったのか、

す。

そういうところもわかっておれば説明いただきた

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

い。でないと、国の方が変わったから、はいその

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

まま条例を出してくるよというのも、私はそうい

（橘 正三君） 介護休暇につきましては、もと

う時代ではなしに、市の独自なそういう取り組み

もと３カ月というのがあったわけなんですけども、

も条例の審議には反映をするべきだと思うので、

これの考え方といたしましては、３月の間でよく

お伺いをしたいと思います。

なる、あるいは施設等へ入っていただくとか、そ

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

ういうふうな形である程度のめどがつくというの

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

が１つの基本だったということでございます。

（橘 正三君） 介護休暇をとられた方の実数と

今回延長になりましたのは、やはり３カ月では

いたしましては、年間１件ないし２件というとこ

ちょっと難しい面もあるのかということで延長に

ろです。それで、期間といたしましては、大概の

なったというのが本旨だと思いますので、６カ月

方は１月から２月程度しかとられていない。今の

の間には介護される方の――よくなられる方も当

実態ではそういう形です。

然ありますし、それでまた、よくならないんであ

とられまして、別に後で事情を聞いたわけでも

れば施設へ入られるとか、そういう方もあると思

何でもないんですけども、その方にお話ししてい

うんですけども、そのめどとして６カ月というこ

ただいた中では、ほんとでしたらもともと見る者

とになってるというふうに考えております。

があるのが、その間だれも見る者がなかったんで

以上でございます。

私が行って見たというのと、もう１つは１月か２

○議長（角谷英男君） 小山君。

月でよくなられたので、もう見る必要がなくなっ

○３番（小山広明君） 今の説明をいただきますと、

たというのが実態でございます。

介護が必要になってもすぐに介護保険制度が即使
えるということでもない。その間そういう準備が

以上でございます。
○議長（角谷英男君） 小山君、もう３回超えまし

あって、制度に移行するということが３カ月と見
ておったことが主な理由ではないかなと私は思い

た。これで終わりにしてください。
○３番（小山広明君） いや、今３回目なんで、超

ますが、それが、いや３カ月ではそれが足らない

えてはございません。

んだと、６カ月ぐらいそういう移行にかかるんだ

○議長（角谷英男君） いやいや、４回目です。

ということでの６カ月であると、今の説明を受け

○３番（小山広明君） やはり制度はあるわけです

ればそうなんですが、しかしやはり制度があるわ

から、これはある制度はフランクに使えるように

けですから、そういう介護が必要になった場合に、

も整備しないといけないと思います。なかなかこ

すぐ制度にスムーズに移行できるような期間の問

ういう制度が使いにくいというのも１つ問題です

題もやはり整備をしていかないと、市民のために

から、職員の皆さんにもこういう制度があるから

職員の皆さん働いていらっしゃる方が、６カ月あ

それは十分使って、やはりこれはトータルの意味

けられるということになりますと、市民サービス

では働く人たちの権利なり環境整備の問題でもあ

にも影響があるわけですから、特に公務員の皆さ

りますから、非常に家がそういう状態なのになか

んは制度をちゃんと利用していただくという面か

なかとりにくいという、そういう制度も大きな意

らも、やはり介護保険のスムーズな制度利用とい

味では仕事の面にも、また市民サービスの面にも

うことが整備されないと、こういう問題が残るの

やっぱりゆがんで反映してくるということで、こ

−２８０−

ういう整備をしとるわけですから、私は今の介護

先ほどの一般職の職員の給与改正の条例並びに

問題がこういう状態の中ですぐにも移行できない

特別職及び市議会議員の期末手当に関する条例改

ということもありますから、そういう点では７０

正によりまして、一般職職員に特例一時金を支給

０人を超える職員がおりながら年間１件しか利用

し、また期末手当の支給率の０．０５カ月分の減額

しておらないという報告は、私はやっぱり働いて

を実施するに当たりまして、一般会計予算、下水

おる皆さんの権利意識というんか、そういうこと

道事業特別会計予算に変更を加える必要が生じた

が十分なのかなという感じを持ちますので、こう

ため、２会計予算につきまして地方自治法第２１

いうことはなかなかとりにくいという雰囲気はよ

８条第１項の規定により補正予算を調製し、同法

くわかりますけども、やはりそれは１つの権利と

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める

して、働く人たちの権利としてとりやすい、そう

ものでございます。

いう雰囲気づくりも市の幹部の皆さんにはぜひお

補正の内容でございますが、一般会計につきま

願いをしておきたい、そのように思います。意見

しては歳入歳出予算の総額に変更はございません

にしときます。

が、給与費及び下水道事業特別会計への繰出金の

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。―――

減額１，２８０万３，０００円を公債費管理基金に積

―以上で本件に対する質疑を終結いたします。

み立てるものでございます。その明細につきまし

討論に入ります。討論はありませんか。―――

ては、議案書の２１ページから３０ページに記載

―討論なしと認めます。

のとおりでございます。

これより議案第１３号を採決いたします。

次に、３７ページをお願いいたします。下水道

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

事業特別会計でございますが、同様に歳入歳出予

することに決しまして御異議ありませんか。

算の総額からそれぞれ２９万４，０００円を減額し、

〔「異議なし」の声あり〕

２３億８，８２９万９，０００円から２３億８，８００

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

万５，０００円とするものでございます。その明細

って議案第１３号は、原案のとおり可とすること

につきましては、議案書の４１ページから４２ペ

に決しました。

ージに記載のとおりでございます。

次に、日程第１２、議案第１４号 平成１３年

次に、議案第１６号、平成１３年度大阪府泉南

度大阪府泉南市一般会計補正予算（第６号）から

市水道事業会計補正予算（第２号）について御説

日程第１４、議案第１６号 平成１３年度大阪府

明申し上げます。議案書は４５ページ以下でござ

泉南市水道事業会計補正予算（第２号）までの以

います。

上３件を一括議題といたします。

同様に一般職の職員の給与改正の条例によりま

ただいま一括上程いたしました議案３件につき

して、収益的支出の予算額から３５万３，０００円

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

を減額し、１６億１９９万円から１６億１６３万

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

７，０００円とし、資本的支出の予算額から１３万

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

２，０００円を減額し、１４億７，３０６万円から１

案第１４号、平成１３年度大阪府泉南市一般会計

４億７，２９２万８，０００円とするものでございま

補正予算（第６号）、及び議案第１５号、平成１

す。

３年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算

以上、甚だ簡単でございますが、御説明とさせ

（第２号）、並びに議案第１６号、平成１３年度

ていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜

大阪府泉南市水道事業会計補正予算（第２号）に

りますようお願い申し上げます。

つきまして、一括して御説明を申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより一括して質疑を行

まず、議案第１４号及び１５号につきまして御
説明を申し上げます。議案書分冊の１５ページ以
降でございます。

います。質疑はありませんか。――――質疑なし
と認めます。
これより一括して討論に入ります。討論はあり

−２８１−

ませんか。――――討論なしと認めます。

がございますので、実施時期につきましては１４

これより本３件を一括して採決いたします。

年度半ばをめどに努力してまいりたいと、このよ

お諮りいたします。本３件につきましては、い

うに考えておるところでございます。

ずれも原案のとおり可とすることに決しまして御

それから、就学前までの助成ということでござ

異議ありませんか。

いますが、就学前までの助成の拡充につきまして

〔「異議なし」の声あり〕

は、大阪府の補助制度の動向等もございますが、

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

就学前までとなりますと相当の費用がかかるとい

って議案第１４号から議案第１６号までの議案３

うことでございますので、現在市の財政状況では

件につきましては、いずれも原案のとおり可とす

かなり難しいという面がございます。したがいま

ることに決しました。

して、当面は助成対象の１歳引き上げを実施して

５時半まで休憩いたします。

いきたいと、このように思っておるところでござ

午後５時 １分 休憩

いますので、就学前までの拡大につきましては今

午後５時３１分 再開

後の課題とさせていただきたいと、このように考

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

えておるところでございます。よろしくお願い申

きます。

し上げます。

次に、日程第１５、請願第１号 乳幼児医療費
無料化制度の拡充を求める請願を議題といたしま

○議長（角谷英男君） 上山君。
○１０番（上山 忠君） 前向きな御答弁だと思っ

す。

ておるんですけども、やはり費用も発生すること

本件については、会議規則第１３６条第１項の

ですから、１歳上げて、それに対してどういうふ

規定により委員会付託を省略し、本件に関し、理

うな効果があった等々の検証をしながら１歳ずつ

事者に対する質疑を行います。

上げていって、最終的には就学前までできればい

質疑はありませんか。――――上山君。

いと思っておりますので、そういう形でなるべく

○１０番（上山 忠君） 過日の決算委員会の中で、

１４年度中の早い時期に実施されることを望んで、

市長の答弁としては事務的な手続が完了した時点

終わります。

で１歳上げるというふうな御答弁がございまして、

○議長（角谷英男君） ほかに。――――小山君。

かなり前向きな発言だと評価しておるんですけど

○３番（小山広明君） 請願が出ておりますから、

も、今回この請願項目の中に就学前まで充実する

行政の関係でちょっとお尋ねをしておきたいと思

こと、それから制度拡充に当たっては、引き続き

うんですが、子供たちの育っていく過程で社会的

所得制限を設けずに現物給付することの２項目が

にどのような責任を私たちは持っていくのかと、

上がってるんですけども、この２項目について行

そういうことが１つ基本にあると思うんですね。

政として、ある程度の費用も発生してくると思う

従来は核家族じゃなしに、世代の違う家族が住

んで、この件についてどういうふうに考えておら

みながら、いろんな年代層の中で子供を育ててき

れるか。

たという、そういう経過があると思うのですが、

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

核家族になってくれば、やはり子供というのはあ

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 乳

る意味で両親の子供という部分もありますが、社

幼児医療の無料化についてでございますが、現在

会的に生まれてきたという、そういう一面を持っ

市の制度といたしまして所得制限を設けないで０

ておりますし、沖縄なんかの子供に対する考え方

歳児、１歳児を対象に入院と通院に対する医療費

は、やっぱり地域に生まれてきたということで、

の助成を行っておるところでございます。

例えばお父さんがおらない子供でも何の気兼ねも

助成対象の１歳引き上げにつきましてでござい

せずに育っていくということを私は聞いたわけな

ますが、２歳児まで適用する方向で現在考えてい

んですが、本来子供というのは、その社会に生ま

るところでございます。ただ、いろいろな準備等

れてきたということで社会が責任を持つというこ

−２８２−

とからすれば、行政がやはり積極的に子供の健康、

て設けていただくと、それと市町村と一緒になっ

また育っていく中で病気になっていろんな障害な

てやっていただくというのが本来だというふうに

りハンディがないようにしていくというのが社会

思っておりますので、その点については今後とも

的責任だと思います。

大阪府に年齢の引き上げも求めていきたいという

今、部長の方から財政問題があって、思いとし

ふうにも思っておりますし、当然市長会において

ては就学前まで助成をすべきだというふうに私は

もそういう動きをいたしておるところでございま

とったんですが、お金がないといってもどこにそ

す。

のお金を使うかという問題であって、ただお金が

当面は我々の方は、１歳の引き上げという形で

ないとは言えないわけですから、そういう点で、

臨んでまいりたいというふうに考えております。

三つ子の魂百までというように、子供の生育過程

ここに書いてありますように、１歳上げるだけで

における重要性というのはだれもが否定できない

１，０００万というふうに書いておられますが、と

と思うんですが、今出てきた問題とも絡めて市長

ても１，０００万ではできません。そういうことも

の考え方をお聞かせをいただければと思います。

含めて１４年度半ばから１歳の引き上げをまずや

○議長（角谷英男君） 向井市長。

りたいと。その間において大阪府の制度として年

○市長（向井通彦君） 子供さんの健やかな成長を

齢引き上げをしていただくようにさらなる努力を

願うというのは、当然親の願いでもありますし、

重ねてまいりたいと、このように考えております。

我々社会全体の願いでもあるというふうに思って

○議長（角谷英男君） 小山君。

おります。

○３番（小山広明君） 市長のお考えはよくわかり

その中で医療費助成という問題でございますけ

ました。いただいている資料についても、大阪府

ども、これについては従前から大阪府におきまし

のそういう取り組みに対して各市町村の取り組み

ては入院については就学前まで無料化ということ

が、かさ上げといいますか、制度を充実させた市

で、我々市町村とタイアップしながらやってきて

町村ももらっている資料にもたくさんあります。

るわけでございます。

大阪市なんかは４歳児までとか、それから松原市

通院については、今まで大阪府の制度としては

とか大阪狭山市。河南町とか千早赤阪村なんかは

助成制度というのはなかったわけでございます。

６歳児までということですから、かなりこの辺で

その中で泉南市は０、１歳児については無料化と

は市町村の取り組みの姿勢の違いがありますね。

いうことでやってまいりました。ようやくここに

やはりこういう問題は、市長も都道府県が制度

来て大阪府が、高齢者福祉の一部削減の問題もあ

として整備をして、市町村と言いますけども、地

るわけでございますけども、その一方で子供たち

方分権の中でその市の独自な施策がこれから全体

の通院の方の無料化制度を初めて導入されまして、

的には引き上げていくということですから、やっ

今年度は０歳児だけ、来年度は１歳児までという

ぱり大きなところというのはなかなかかじが取り

ことになったわけでございます。

にくいという問題もありますので、ぜひ泉南市の

近隣の市町におきましても若干まだもう少し上

そういう市長の思い、またさっき部長が言われた

の年齢まで無料化してるところもございます。我

ようなそういう思いを――どこに予算を振り向け

々もできればあと１歳引き上げたいというふうに

るかというのは、お金がないという問題ではない

考えているところでございまして、過日から御答

と思うんですね。どこに優先度をするかという問

弁を申し上げているところでございます。１４年

題であって、それは議会にも課せられた問題があ

度半ばぐらいをめどにしてもう１歳、３歳児未満

ります。

までですか、通院の方の無料化も進めていきたい
というふうに思っております。

今、私たちの子供のときとは違って、私も孫が
おりますが、ほんとにこの子供たちが将来大きく

できればその間に、やっぱり本来は都道府県の

なるまで無事生きていけるんだろうかという不安

レベルで、こちらの通院の方も都道府県制度とし

を現実に持ちますよね、いろんな環境ホルモンと

−２８３−

か、今回のいろんな肉の問題とか出てきますとで

制の整備をします」、こういうふうにうたってく

すね。そういう点で入院で６歳児までやってるん

ださってて、この辺ではありがたい話だなと、こ

であれば、早い段階で予防的にも入院に至らない

う思いました。

ようなそういう措置をするためにも、むしろ通院

国では、子どもの権利条約、それから児童憲章

の医療について充実さしていった方が、私は、入

などには、子供の保健医療は子供の権利としてこ

院してただになるといったって、入院したら大変

れを認識し、これを保障する責務が国及び地方自

ですからね。学校も行けませんし、幼稚園も行け

治体にあるということを基本に据えて取り組んで

ませんし、そういう点ではやはりむしろシフトと

いくべきだと、当然そういう思いを持って、子ど

しては通院の方にシフトするべきじゃないかと思

もの権利条約、それから児童憲章には子供たちを

いますし、この後請願の議論もいたしますけども、

守るという立場がしっかりとうたわれています。

ぜひ就学前までというようなことは、やっている

私はそういうことで、ぜひともこの泉南市でも子

ところも現にあるわけですから、ひとつぜひ行政

供たちを守る立場で就学前まで、ひいては厳しい

の方でも考えていただきたいと思います。

財政難だから段階的に取り組んでいただけたらい

意見にしておきます。

いなと、そう思います。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――松本君。

そして、市長さんはさっき１，０００万の話をし

○１１番（松本雪美君） もう簡単にしときますけ

ましたけれども、あれは私が議会で取り上げて何

れども、全国的に見てみましたら、通院の部分で

回か論議をした中で、０歳を大阪府が実施してく

すが、助成を実施してるのは、全体で全国では３，

ださった。そして来年になれば１歳児も実施をす

２５２自治体がありまして、特に多いのは３歳未

る。そうすると、今まで泉南市が負担を、府がや

満ですね。それから、次が４歳、５歳、それから

ってくれてなかった分を府が実施してくれるわけ

２歳とか１歳と、こういう順番になってます。そ

ですから、その分が浮いてきますから、あと１，０

れで、一番長いところでは高校を卒業するまであ

００万あれば１歳引き上げることができるんです

るとこがありますよ。それから、中学を卒業する

よということをこの本会議で質問させていただい

まで、ここも１０自治体ありますね。小学校を卒

たら、これは福祉事務所の方でも児童課の方でも

業するまでが５とか、そういう状況があります。

そうですということで、そういうお答えをいただ

それで、もちろん一気に何もかもやり上げると

いた中身が、傍聴記録を見られてこういう文章化

いうのは、そらもう財政難のときですから大変だ

をされたんだろうと私は思います。

と思うんです。当然それはわかった上なんですが、

そういうことで、私の思いをひとつ、請願者の

段階的に進めていくということでは、やっぱり子

思いをしっかり受けとめて、皆さんにはぜひ御理

供たちを守っていくという立場で市長には頑張っ

解していただいて、市長にも理解していただける

ていただきたいなと、そう思うんです。

ようお願いをしたいと思います。

市の総合計画の中には、市長さんが今度提案さ

○議長（角谷英男君） 堀口君。

れたその中身には、「ともに生きる社会づくり」

○１５番（堀口武視君） 先ほどの上山議員さんの

というところに、「少子高齢化社会を迎え……す

質問の中で、部長がお答えになった財政難という

べての子どもが健やかに成長し、子どもをもちた

話が出たわけでございますけども、請願趣旨につ

い人が安心して子どもを生み育てることのできる

いては私もこのことには賛同するわけでございま

社会づくりを進めます」と。それから、計画の方

すけれども、ただ、今松本議員の話の中にもあり

でも、「子育ち・子育て環境の充実」ということ

ましたけれども、「１歳だけで据え置かれていま

で、「子育てにともなう様々な負担感の軽減を図

す。わずか１千万円あれば２歳児も無料にするこ

り、子どもをもちたい人が安心して出産・子育て

とができます」ということがあるんですけれども、

ができるよう、地域の中で多様なサービスを提供

この１，０００万という金額は、実際に今まで０歳

することにより、地域全体で子育てを支援する体

児、１歳児をやってきて、実績として部長、１，０

−２８４−

００万という金額は妥当なんですか、その辺をち

○議長（角谷英男君） ほかに。――――真砂君。

ょっと教えていただきたい。

○５番（真砂 満君） 市長がさっき答弁されてお

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

りますので、方向性なりというのはよくわかりま

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） お

したので、府の助成制度とあわせて市が行えば当

答えいたします。

然それだけ肩が軽くなるわけですから、その方が

１歳引き上げるに当たって、これは大ざっぱな

いいというふうに思うんです。ただ、松本さんの

数字ではございますが、ざっと３，０００万という

方からも総計のお話が出てまして、その姿勢その

ことでございます。ただ、先ほど松本議員がおっ

ものが市の姿勢だというふうに理解をいたします

しゃられましたのは、１３年度で府の補助金が０

から、その姿勢に合わせてこういった制度も積極

歳児につくと。大体これは１，０００万近く補助金

的に取り入れていただきたいというふうにまず思

があると。そしてまた、来年度、１歳児につきま

います。その趣旨と、やはりもう一方は財政とい

してもまた補助金がつくということで、３，０００

うことの両方を考えていかないかんわけでして、

万から２，０００万引いて１，０００万と言われてる

今の部長の答弁をいただきましたので、１，０００

んでありまして、大体１歳引き上げますと３，００

万なのか３，０００万なのかの違いがよくわかりま

０万の費用がかかるというのが実情でございます。

した。

○議長（角谷英男君） 堀口君。

ただ、ここでもう１点聞きたいのは、例えば所

○１５番（堀口武視君） そういうことであれば、

得制限をこの程度にすればどの程度になるかとい

我々の理解度も大分変わってくるわけですね。財

うことの精査みたいなものを担当部署として考え

政難という状況もよくわかるわけでございまして、

られておられるのか。当然１歳を引き上げるとい

就学前までというと大変な財政負担になってくる

うことで検討されてるというふうに思うんですね。

と。

最初から所得制限なしだけで今日まで計算をされ

それから、もう１点、項目の中で「所得制限を

たのか、例えば制限をかけることによって持ち出

設けずに現物給付をする」となってますが、近隣

し費用がこの程度で済むというようなことを精査

の中で所得制限を設けてないところがどのくらい

されてるんかですね。それを例えば就学前までに

あるのか。例えば府下の中ぐらいで結構でござい

引き上げるとどうなるんだといったこともやはり

ますので、所得制限のあるところとないところの

検討すべきだというふうに思うんですが、その辺

比率ですね。それをちょっと教えていただきたい。

もしされているような数字なりお持ちでしたら披

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

露していただきたいなというふうに思います。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ち
ょっと数えさせていただきたいと思いますので…

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。
○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 所

…。

得制限を設けた場合というので、一度ざっとの試

所得制限を設けてないのは、今ざっと勘定しま

算ですけども、やってございます。特例給付とい

したが、２９市ということでございます。これも

うんですか、それを基準にしておるところでござ

対象年齢がいろいろとございます。５歳児未満の

いますが、１歳児引き上げるのにはざっと３，００

ところもあれば、３歳児未満、２歳児未満のとこ

０万かかるということでございますが、所得制限

ろもございます。これは対象年齢がいろいろでご

を設けましてもざっと２００万程度が下がると、

ざいますが、所得制限を設けずに実施しているの

そのぐらいの程度でございます。

は２９市ということでございます。あとは特例給
付等の児童手当の制限を設けているところがござ

以上でございます。
○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

います。

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

以上でございます。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

〔堀口武視君「結構です」と呼ぶ〕

―討論なしと認めます。
−２８５−

これより請願第１号を起立により採決いたしま

以上、甚だ簡単でございますが、本条例の改正

す。

に関する提案理由並びに内容の説明とさせていた

お諮りいたします。本件は、採択することに賛

だきます。各議員におかれましてはよろしくお願

成の諸君の起立を求めます。

いを申し上げます。

〔賛成者起立〕

以上です。

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

て請願第１号は、採択することに決しました。

対し、質疑等ありませんか。――――小山君。

次に、日程第１６、議員提出議案第１６号 泉

○３番（小山広明君） 今、提案者の島原議員から

南市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定

理由が述べられたんですが、任意の委員会から今

についてを議題といたします。

回の法に基づく委員会になるということで、どの

本件に関し、提出者を代表して島原正嗣君から

ようなことがそのことで変わってくるのか。今ま

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。島原正嗣

での任意の委員会では何ができなかったのか、そ

君。

の辺の違いについて御説明をいただきたいと思い

○１６番（島原正嗣君） 連日御苦労さまでござい
ます。

ます。
○議長（角谷英男君） 島原君。

ただいま議長から御指名をいただきましたので、

○１６番（島原正嗣君） ただいま御質問がござい

ただいま上程されました議員提出議案第１６号、

ましたので、お答えをいたします。

泉南市議会委員会条例の一部を改正する条例の制

先ほども申し述べましたように、法令で改正が

定についてを提案するに当たり、提出者を代表し

できると、こういうことになりまして、今日まで

提案理由並びに内容の説明を申し上げます。

各会派の有志の皆さん、党の皆さんが今読み上げ

今回の改正案の要旨は、議会運営委員会の法制

ましたような内容の趣旨に基づいて条例改正のこ

化を図るものであり、本市議会にあってはこれま

とについて研究をなされてまいりました。これは

で任意設置で議会運営面の円滑を図るため設置を

まさに私どもは議会の新しいルール、そうしたも

してきておりましたが、現行委員会にあっては法

のを１つはきちっとしておかなきゃならないと。

的な拘束はございませんでした。しかし、国にあ

やっぱり議会といえどもそのルール、規約、規則

っては平成３年４月に地方自治法の一部改正があ

というものを充実さして、より高い見識を持ちな

り、議会運営委員会の法制化が可能となっており

がら議論をしていく、あるいは議会の運営の新し

ます。

い方策を考えていくということが私どもに課せら

つきましては、本市議会におきましてもこの際

れた任務だと思っております。

法制化を図り、より一層充実したものにし、今後

それで、任意でございますと、運営委員会の任

の議会運営の充実、円滑化を図らんがため本条例

務や義務というのは割かし縛られなくて、自由な

を提案するものであります。

発言なり行動もできるわけでありますが、議会運

その内容につきましては、本改正案を提出する

営委員会の中で今後統一して行動する場合、ある

に当たり参考資料として皆様方のお手元に配付さ

いは統一行動した場合の議員の身分等に対しても

せていただいております新旧対照表のとおり、常

法制化することによって保障されていくというメ

任委員会、特別委員会同様の適用をするものでご

リットもあります。

ざいます。

いずれにしてもこの法制化は新しい時代に向か

なお、従来より運用している泉南市議会議会運

った２１世紀への議会の責務でもあろうと思いま

営規約の取り扱いについては、従来どおりの運用

す。阪南９市におきましても条例化されたところ

をしていくものといたします。

が本市を入れて７市になります。

また、条例施行につきましては、公布の日から
施行するものでございます。

以上のような観点から、泉南市も時代に即した
議会としての議会運営委員会条例を設置すること

−２８６−

が非常に望ましいという判断に立っております。

だから、今までですと、例えば百条特別委員会

以上です。

ですと、一応議会で議決をして、その百条特別委

○議長（角谷英男君） 小山君。

員会が終わればその間で終了するということにな

○３番（小山広明君） 私の質問した内容に少しし

るんですが、今回の法制化でこの議会運営委員会

か私にとっては答えていただいてないように思う

は終わってもずっとこのまま条例の中に生きてい

んですが、この法制化することによって、今まで

くと、こういうことですから、その点十分お考え

の任意の委員会であったものに対して何ができる

いただきたいと思います。

のか、どういうメリット、デメリットも当然ある

○議長（角谷英男君） 小山君。３回目です。

と思うんですが、その部分を御答弁いただこうと

○３番（小山広明君） 最後にしておきたいと思う

思ったわけですが、確かに周りで７市が法制化し

んですが、言われましたメリットとしては、身分

ておるとか、２１世紀の議会なりルールづくりが

が保障されると。法に基づく委員会ですから、委

必要だと。今も任意の場合でも一定のルールの中

員会に携わっておる間は何かあればその身分が保

でやられてきたと思いますし、今の御答弁の中で

障されるということは、１つの法制化の意味だろ

も任意であれば自由な発言ができたけれどもとい

うと私は思います。しかし、自由な議論がこのこ

う表現もあったんですが、やはり議会というのは

とによって保障されるのかといえば、当然これは

自由な議論の中で合意を得ていくというところで、

法制化されますから、多数決ということで議運の

法制化することによってそういう自由な議論がも

任務が決定されていくという、そういう問題があ

し不自由になるという面を持っとるんであれば私

ることが一番大きい問題ではないかな。

は問題があるだろうと思いますので、もう少しこ

これまで泉南市議会も長い間、任意の委員会の

の法制化することによって一体どういうことが現

中で議会運営が議論されてまいりました。それは

実に可能になるのか、その辺の問題を提案者とし

やはり賛成多数で可決して議会全体の運営をする

てお考えをお聞かせをいただければと思います。

ことにはやはり問題があるのではないか。それは

○議長（角谷英男君） 島原君。

やはり少数意見の尊重ということが言われてはお

○１６番（島原正嗣君） １つは、こういう法制化

りますけれども、賛成多数だからといって押し切

をすることによって、本来この議会運営委員会と

った場合に、当然そのことを反映する本会議とい

いうのは、先ほども申し上げましたように任意の

うものがあるわけですから、そういう点ではやは

形で認めてきたと。これを法制化することによっ

り合意を得てやることによって本会議の議論その

て常任委員会同様に格上げをしていくと。いわゆ

ものが充実していくということに立って、今日ま

る法的措置がとられると、こういうことなんです

で任意の委員会であったのではないかなと、私は

よ。

そのように理解しとるんですね。

だから、この参考資料にも書いてありますよう

しかし、常任委員会のように議案の中身を審議

に、新旧対照表の中にも、今回の改正は第３条か

したり、いろいろそういうことであれば最終的に

ら１条ずつ順繰りに上げていくというふうな形に

はそういう措置もとっておかないとなかなか前へ

なってますので、今までですと特別委員会という

進めないということがありますが、この議運につ

のは、御存じのようにそのときそのときに議会で

いては運営についての議論でありますから、それ

議決をすればこれは可能なんです。けれども、常

はやはり運営にかかわる全議員がそのことに合意

任委員会化すればこれはもう１年間、あるいは将

をする中で議論をしていく。考え方の違いは認め

来的にもずっと議会運営委員会というものは有効

るとしても、そういう内容の議論ではなしに運営

であるということもありますから、だから法的な

の議論であるところに、今日まで私は任意の委員

措置が講じられると、こういうことです。だから、

会でほとんど大きな支障はなかったのではないか

身分、運営についても法的な措置がとられると、

なと、そう思うんですね。

こういうメリットが私はあると思うんです。

しかし、これが一方ではそういう身分の保障と
−２８７−

いうことがありますけども、他方では多数決で押

に思います。御理解できなければ、御了解だけを

し切っていくということになれば、どうしてもそ

していただければ結構でございます。

れに反を唱える人にとってはやっぱり本会議の中

以上です。

でそのことが反映してしまうわけですから、そう

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。―――

いう点では私は、私たちの制度の中で少数意見の

―以上で本件に対する質疑を終結いたします。

尊重といってもなかなかそれは具体的にどうなの

討論に入ります。討論はありませんか。―――

かということが、私も少数の中におる人間として
は疑問に思うところなんです。

―小山君。
○３番（小山広明君） 議員提出議案１６号の議案

そういう点でやはりこの法制化の議論が、いわ
ゆる多数決で決定、それが議会全体の運営を決し
ていくということが懸念をされておりますし、特

に、反対の立場で討論させていただきたいと思い
ます。
この議会運営委員会の法制化の流れというのは、

に少数の側におる議員の問題意識としては、この

やはり多数決で決めていきたいという、そういう

法制化というのは少数意見を切り捨てていく側面

ものが背景にあると言われております。しかし、

を持つという批判がこの法制化の中にはあるわけ

先ほども私が議論したように、議会運営という議

ですね。そういう点でやはりこの法制化というの

案の中身の問題ではなしに運営に関しての協議の

は、私は今泉南市においては特に法制化しなけれ

場でありますから、長い私たちの議会の歴史の中

ばどうしてもだめだというような状況にはないと

で任意の委員会でやってきたと、そういう歴史を

思います。そういう意見を申し述べて終わってお

踏まえるならば、私はやはりこういう法制化によ

きたいと思います。

って、法制化することはつまり最終的には採決と

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。

いうことで議会全体の運営を決するということが

〔島原正嗣君「答弁さしてください」と呼ぶ〕
○議長（角谷英男君） 島原君。

生じるわけでありますから、これは大変重要な問
題をはらんでおると思います。

○１６番（島原正嗣君） 今御指摘の少数意見の切

また、私たちの社会は、民主主義という中で、

り捨てだと、こうおっしゃいますけれども、日本

少数意見の尊重ということはこの民主主義を成り

の政治というのは、国会は国会法というものがあ

立たせる大変大事な要素でありますけれども、そ

りますし、我々の場合は地方自治法によって守ら

の辺が十分にまだ私はそういう立場におる側から

れてるわけですね、地方議会というのは。だから、

いえばないと思います。今も会派構成と言われま

その法令に従って運営をするのは当然であります。

したけども、法的には会派というのはあくまでも

したがって、本市議会としては、現在の議員の

任意の団体でありますし、法的にもそういうこと

構成は会派構成、党派構成であります。したがっ

にはなっておらないと思いますし、常任委員会１

て、議員も御存じのように、２人会派以上は代表

つとりましてもそれは会派単位で入るのではなし

者会議にも出席と、こういう過去の例もございま

に、必ず１人がどこかの常任委員会に入らなけれ

すが、それをより一層充実して、きちっとした方

ばならないというような取り決めの中で、一人一

がいいのではないかというふうな形で、例えば一

人の議員の立場が守られておるわけであります。

般質問の時間、あるいは党派、会派の代表者の一

そういう点で、最も議会の運営という、そうい

定の定数、こういうようなこともまた後で細則に

う内容を決する場が、必ずしも法制化しなければ

よって、きちっと規則によって決めていくという

ならない、もし法制化によって賛成多数で押し切

ことも大事でしょうし、今もそういうふうな取り

るようなことになれば、本会議そのものに大きな

扱いをしておりますから、本市の場合は会派、党

影響が起こるということも当然予想されるわけで

派の構成によって１つの議案を提案したり議論を

ありますから、そういう点ではこの法制化という

したりと、こういうことになっていると思うんで

流れは私はすべきではないし、必要もないという

す。そういう面で御理解いただきたいというふう

ことで、皆さんの賛同をぜひよろしくお願いした

−２８８−

いと思います。

ります市民の負託を受け、そして行政にかかわる

だれもが、自分の意見というのは多数の中にあ

諸般の問題について審議を尽くす、これが我々議

るだけではなしに、少数であることも当然起こり

会人の任務であります。

得るわけでありますから、その点においてなかな

そういう点からして、議会運営委員会の法制化

かそういう意見が通りにくいという問題がありま

によって仮にも本会議の論議が制約される、かか

すが、そのことをより法制化によって私は強化し

ることがあってはならない、このように思います。

てしまうのではないか。これはある意味で民主主

議会運営にかかわっては、従来から泉南市議会は

義の危機だとも私自身は思っておりますので、ぜ

全会一致制を基本にしながら進めてまいりました。

ひ一人一人の異なった意見を尊重するという立場

これがよき慣行となって議会での論議が十分に保

からもこの議会運営委員会の法制化にはぜひ皆さ

障されてきた、こういういきさつを持っておりま

ん反対をよろしくお願いしたいと思います。

す。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

私はこういう立場に立って、審議権を保障する、

○２２番（巴里英一君） ただいま島原議員より議

この立場から今委員会の法制化については反対の

案提出されております議会運営委員会の条例化の

意思を表明したいと思います。

件でありますが、ただいま討論されております少

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

数意見が除かれるということは、私はあり得ない

――以上で本件に対する討論を終結いたします。

と。現今はどの国においてもどの社会においても、

これより議員提出議案第１６号を採決いたしま

少数意見を尊重しながら、少数は多数に従うとい

す。

うのは、どの組織であっても、どの国であっても

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

行っている原則であります。少数を尊重しないと

することに賛成の諸君の起立を求めます。

いうことは、私は議会運営委員会であってもあり

〔賛成者起立〕

得ないし、そのための会派づくりということにお

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

いて、ただいまの提案に対して私は賛同するもの

て議員提出議案第１６号は、原案のとおり可とす

であります。

ることに決しました。

そういったような、過去長い間いろいろと議会

次に、日程第１７、議員提出議案第１７号 公

運営委員会の中で問題が生起し、決定できないま

団住宅を公的住宅として存続させることを求める

ま議会が開会されていった。そして、議会運営委

意見書についてを議題といたします。

員会の決定が何度、何十回も覆されたと。日程を

本件に関し、提出者を代表して島原正嗣君から

守らず、そして時間を守らない、発言回数を守ら

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。島原正嗣

ないということは、私は本来の市民を代表する議

君。

員としては余り芳しい経過ではないというふうに

○１６番（島原正嗣君） それでは、御指名をいた

思っております。

だきましたので、公団住宅を公的住宅として存続

そういう意味では、十分議会運営委員会の中で
議論を尽くしながら、最終的には多数に従うとい

させることを求める意見書（案）を朗読させてい
ただきます。

う論理は当然であるというふうに私は思っており

政府は、１１月２６日、７の特殊法人・認可法

ますし、今回提案されたことに対して私は賛同い

人についての個別事業見直しの考え方を公表した。

たします。ありがとうございました。

都市基盤整備公団の賃貸事業に関しては「賃貸住

○議長（角谷英男君） 和気君。

宅の建設・管理は民間に委ねる」など業務形態を

○１９番（和気 豊君） 反対の立場から討論をし

見直すことを明らかにした。この考え方に基づき

てまいります。

今後、各法人の整理合理化計画の策定をすすめ１

議会は、言うまでもなく最大限に論議が保障さ
れる場であります。いわば我々が最大の仕事であ
−２８９−

２月には政府の特殊法人改革案が策定される予定
である。

２年前に住宅・都市整備公団を廃止し、公団住

○１６番（島原正嗣君） お答えをいたします。き

宅を都市整備公団に移行する際に、国会の衆参両

ょう私はえらいもててもててしようがないですが

院の委員会で集中的に論議され、公団の賃貸住宅

……。

の重要性が確認された。

当を得てないかもわかりませんけれども、私は

本市の公団賃貸住宅は、平成１３年４月１日現

今回のこの問題は、小泉改革の前提に基づいて現

在で、２，３５０戸あり約７，０００人が居住してい

在の都市整備公団、住宅等を完全民営化すると、

る。新公団発足後「高齢者向け優良賃貸住宅」が

こういう方針が出されましたね、あなたも御存じ

建設され高齢者が安心して住み慣れた場所に住み

のように。問題は、ここにも書いているように、

続けることができるようになった。今回の政府案

やっぱり公的住宅としてどういう形にしろ入って

は、居住者全体に大きな不安をもたらし衝撃を与

いる方の居住権を守ってあげるということが私た

えている。

ちの務めではないですか。

特殊法人・認可法人の事業見直しに取り組むこ

それと、よく昔の人が言われましたんですが、

とに異議を唱えるものではないが、今回の「都市

衣食足って礼節を知る、こういうことがございま

基盤整備公団」の事業見直しに関しても、抜本的

すね。憲法の中にも、国民は健康にして文化的な

な改革は必要であると考えるが、住居の安心・安

生活を営む権利を有すると、こういう１項がござ

全の確保は人権であり、福祉であるという理念の

います。あなたもよく御存じです。やはり現在は

もとに公的住宅政策をより一層推進すべきである。

衣・食はかなり満たされておりますけれども、住

よって、公団賃貸住宅を公的住宅として存続さ

については御存じのとおりであります。そういっ

せ、住民の安心を保障する安全網の確保の実現を

た意味ではやはり私どもとしては衣食住について

強く求めるものである。

十分検討して、居住者に対する住の関係について

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

やっぱりすぐれた生活環境を与えるためにも、公

を提出する。

的な住宅を与えることが私どもの任務ではないか。
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そのことを政府としてもきちっと考えてほしいな、
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こんな願いを込めて御提案を申し上げた次第であ

以上でございます。

ります。

○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に
対し、質疑等ありませんか。――――小山君。

以上です。
○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 今、提案者が御説明いただ

○３番（小山広明君） 大変見識の高い、公営住宅

いたんですが、これはより公営住宅として存続さ

に対するお考えを聞かしていただきました。ここ

せ、現在の公団方式を改革をしなければならない

にも書いてあるように、今回の都市基盤整備公団

ということがここの内容でうたわれておって、し

の事業見直しに関しても、抜本的な改革が必要で

かし現在の政府が進めておるあり方は問題である

あると考えるというように意見書の中にも述べら

から、それは反対であると。

れておりますから、私たちの側からもこれからの

そうしますと、より住居の安心とか安全の確保

住宅についてはどういうようなシステムがいいの

は人権であるというような面での公的住宅政策の

かということが、私たち国民一人一人にもやはり

根本的な、抜本的な改革というのは、提案者とし

突きつけられている問題だと思うんですね。

ては現在の公団方式をどのようにしていったら、

現在の公団方式がいいのかと。それは入っとる

そういう住居の安心とか安全の確保、人権という

方も全部が満足してることはないと思いますが、

ことが確保される、そういうシステムと考えてお

今小泉総理が出してきたそういうものはむしろ問

られるのか、もし考えがあればお述べいただけれ

題だということで、この改革についてはこの意見

ばと思います。

書の中にも必要性を認めておるわけでありますか

○議長（角谷英男君） 島原君。

ら、今後もこの議会も通して、公的な住宅につい
−２９０−

てはどうあるべきかということを提案していかな

食肉小売業者・焼き肉店等に対する助成措置など

ければならないなということを今提案者のお考え

を講じてきたが、依然として消費者の不信感は払

も聞きながら感じまして、私の意見を述べて終わ

拭されていない。こうしたなかで１１月３０日に、

っておきたいと思います。

３頭目のＢＳＥの発生が確認されたことにより、

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。―――

消費者の一層の牛肉離れが懸念される。

―以上で本件に対する質疑を終結いたします。

政府に対し、これ以上の消費者不信の広がりを

討論に入ります。討論はありませんか。―――

防ぐとともに、畜産生産者や食肉関係業者が安心

―討論なしと認めます。

して経営に取り組めるよう、以下の諸対策に全力

これより議員提出議案第１７号を採決いたしま

で取り組むことを強く要請する。

す。

記

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

１．３頭目の感染牛が全頭スクリーニング検査の

することに決しまして御異議ありませんか。

なかで発見されたことで、全頭スクリーニング

〔「異議なし」の声あり〕

検査の有効性が確認された。今後とも感染牛を

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

一切食肉市場に出さないため、全頭スクリーニ

って議員提出議案第１７号は、原案のとおり可と

ング検査の一段の充実を図るとともに、生産農

することに決しました。

家における死亡牛に対する検査の徹底に全力で

次に、日程第１８、議員提出議案第１８号 Ｂ

取り組むこと。

ＳＥ（牛海綿状脳症）対策の強化に対する意見書

２．１頭目を含め、いまだ明確になっていない感

についてを議題といたします。

染源・感染ルートの解明に全力を挙げるととも

本件に関し、提出者を代表して竹田光良君から

に、輸入・製造・使用等が禁止になっている肉

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。竹田光良

骨粉に対する監視の徹底及び焼却促進に全力を

君。

挙げること。また、感染牛が発見された際に、

○２番（竹田光良君） 議員提出議案第１８号、Ｂ

迅速な追跡調査ができるよう全ての牛に対する

ＳＥ（牛海綿状脳症）対策の強化に対する意見書

個体識別システムを早急に整備すること．

について、賛成者を代表いたしまして意見書の案

３．先に市場隔離措置を講じている全頭検査前の

を朗読させていただきます。

流通在庫については、消費者不信の払拭、価格

なお、文面におきまして「２頭目のＢＳＥ」、

の安定化等を図る観点から焼却等を行い、再び

また「２頭目の感染牛」というふうにございます

食肉として出回らないようにすること。

が、御存じのとおり１１月の３０日に３頭目が確

４．より安全な牛の解体方法やチェック方法の導

認されておりますので、その分につきましては訂

入を図るとともに、検査結果等を含めた情報公

正、また読みかえをあらかじめお願いいたしたい

開を徹底するなど、消費者の不信の払拭に努め

と思います。

ること。

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

の強化に対する意見書（案）

を提出する。

わが国でＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題が発生し
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て以来、国民の間には牛肉の安全性に対する不安
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感が著しく高まっている。このため、牛肉消費の

以上でございます。皆様の御賛同をよろしくお

抑制、牛肉価格の大幅下落等が続き、生産者をは
じめ、食肉関係業者は深刻な打撃を受けている。

願いいたします。
○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

政府は、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策として、
と畜牛の全頭スクリーニング検査や肉骨粉の輸入

対し、質疑等ありませんか。――――成田君。
○１８番（成田政彦君） １点だけ質問したいと思

・製造・使用等の全面禁止措置及び畜産生産者・
−２９１−

います。

この問題は国民的に大変大きな問題でありまし

ものが嫌だという感情になってしまうんですが、

て、新聞でも報道されてますように、政府の取り

ここの文面にもいろいろある、まだ検査なり徹底

組みがやっぱり何年前からおくれとって、こうい

したそういう対応が不十分だよということで、十

う事件が出たということになっとるんですけど、

分に対応しなさいということに一貫しておると思

その政府の対応についてはどのように考えられと

うんですね、この内容的にはね。

るか、お伺いしたいと思います。

わずかと言ったらおかしいんですが、３頭ぐら

○議長（角谷英男君） 竹田君。

いがそういう結果が出て、日本じゅうの全部の対

○２番（竹田光良君） 成田議員の質問にお答えい

象になる牛を殺したり焼いたりという、その対応

たしたいと思います。

も何か我々の実際生活の中での感覚とは随分違う、

本年９月の１０日に第１頭目の牛が見つかった

大げさな感じにも見えるしね。もう少し売るとこ

というような発表をされました。御存じのとおり

ろでちゃんと検査をして、我々もその検査のこと

９月の１１日には米国同時多発テロがありまして、

がちゃんとできて安心するという何か方法論を考

大変な大きな世界的な事件になったんですけども、

えないと、余りにも問題のスケールが大き過ぎて、

今回の狂牛病が発見されたということで、生産者

私たちの一般市民生活の感覚ではなかなか、何ぼ

初め、また消費者について大変大きな激震といい

説明を聞いてもわからない。そうすると、不安だ

ますか、大きな影響力を与えたと思います。

から牛から避けるということになってしまうんじ

その後、農林省、また厚生労働省の対応としま

ゃないかなと思うんで、こういう点で提案者とし

しては、例えば９月の２７日には危険４部位を廃

てもこの問題の解決の収束というんか、どういう

棄の義務化をするんだとか、また４日については

状態になったら本当に牛肉に対して安心できるの

肉骨粉の国内流通の全面禁止、そして全頭検査に

かという、こう求めておりますけども、どういう

あっては１０月の１８日という日にちを要してお

ように想定をされておるのかですね。

ります。ここまでの間で約１カ月以上かかってる

私もなかなか、こういうものを上げれば上げる

ということは、決して早い対応であったというふ

ほどより不安が増大してくるような問題を持って

うには思えないと思います。

しまって、泉南市の行政の中でもこのことに積極

ただ、今回その全頭検査におきまして、１１月

的に市民に何かをしたということも余り聞いてお

２１日には２頭目の狂牛病、また３０日には３頭

りませんし、そういう点では末端の自治体なんか

目が見つかったというのも、これも事実だと思い

ももう少し専門的な情報を市民にわかりやすい形

ます。

でやってもらわんと、これはなかなか払拭できな

今回のこの意見書につきましては、そういった

いんじゃないかな。目の前で食べて安心ですよと

対応に対する、これからまだ感染ルートの問題で

言われても、そんなもの余計不安になるような状

あるとか、さらに市場にそういった狂牛病の肉を

態でね。取り組み方としては政府に出すのももち

出回らさない迅速な対応をお願いするというよう

ろん大事なんですが、もっと私たちの身近なとこ

な意見書でございますので、どうかその辺を加味

ろでこういう問題について安心だよというような、

していただきまして御賛同いただきますようによ

わかるような情報を出してもらうのにはどのよう

ろしくお願いいたします。

にしたらいいのかを、提案者の感想で結構ですか

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。―――
―小山君。

らお述べいただきたいと思います。
○議長（角谷英男君） 竹田君。

○３番（小山広明君） 私たちはわからないものに

○２番（竹田光良君） 小山議員の質問にお答えし

対しては限りなく不安が増大するわけなんですが、

たいと思いますが、より難しい問題になっておる

私もこれ、気をつけて新聞を読んどるつもりなん

と思いますし、またこの場では一議員としての意

ですが、何が問題なのか、何が危険なのか、なか

見というものについてお話しするというのはどう

なかわかりにくい問題だと。だから、牛の肉その

かなというふうに思われます。

−２９２−

ただ、今るるおっしゃられましたとおり、やっ

重度障害者・母子の各医療費助成制度について、

ぱり何かわからないという、そういう不安感とい

市町村補助率を４／５から１／２（大阪市は３／

うのは十分にあると思います。そして実際、食肉

５から１／２）に変更することを決め、本年度か

業者であるとか、また消費者が肉離れを起こして

ら段階的に補助率を削減したところである。

いることも現実ですし、その中にはやっと、先ほ

これまで、「重度障害者医療助成制度」は、障

どもお話しさせていただきましたけども、全頭検

害者・家族がかかえる特別の医療負担を軽減する

査というのはありましたけども、じゃ一体このＢ

ため、２５年以上にわたってかけがえのない役割

ＳＥ自体がどういうものかというのも解明されて

を果たしてきた。こうした役割と市町村の意向を

ない事実もありますし、もう１点としては、その

無視し、一方的に負担割合の変更を強行したばか

感染ルートも明確になっていないというところが

りか、さらに利用者への自己負担の導入も含めた

その不安をより多くあおってる部分があると思い

検討を開始することは、障害者・家族の暮らしに

ます。

深刻な打撃を与えるものである。

今回については、この辺について早期に対処を

地域住民のいのちと健康を守るため、大阪府と

お願いしたいというような意見書でございますの

しての責任を今後も果たされるよう、以下の事項

で、その辺をお含みいただきまして御賛同いただ

についてその実現を強く求めるものである。

きますようによろしくお願いいたします。

記

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

１．重度障害者医療助成制度を現行のまま維持し、

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

自己負担を導入しないこと。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

―討論なしと認めます。

を提出する。

これより議員提出議案第１８号を採決いたしま
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す。
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お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と
することに決しまして御異議ありませんか。

以上であります。
○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

〔「異議なし」の声あり〕

対し、質疑等ありませんか。――――質疑なしと

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

認めます。

って議員提出議案第１８号は、原案のとおり可と

討論に入ります。討論はありませんか。―――

することに決しました。

―討論なしと認めます。

次に、日程第１９、議員提出議案第１９号 重

これより議員提出議案第１９号を採決いたしま

度障害者医療費助成制度の存続を求める意見書に

す。

ついてを議題といたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

本件に関し、提出者を代表して和気 豊君から

することに決しまして御異議ありませんか。

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気君。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○１９番（和気 豊君） 重度障害者医療費助成制

○議長（角谷英男君） ただいまの議長の宣告に対

度の存続を求める意見書、案文を朗読し、提案さ

し御異議がありますので、本件については起立に

せていただきます。

より採決いたします。

大阪府は２００１年８月、「行財政計画（案）

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

を発表した。この中で、重度障害者医療費助成制

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

度など福祉医療費助成制度について、「適正な受

〔賛成者起立〕

益者負担、世代間負担の公平性等の観点から、市

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

町村とともに、研究を行う」と述べている。すで

て議員提出議案第１９号は、原案のとおり可決す

に大阪府は、福祉医療費助成制度のうち、老人・

ることに決しました。

−２９３−

次に、日程第２０、議員提出議案第２０号 女

準が低く、長い老後を送るには十分でなく、その

性の年金制度の改善促進を求める意見書について

総体的な底上げが要求されている。さらには女性

を議題といたします。

が避けて通れない育児・介護期間中の就業と収入

本件に関し、提出者を代表して井原正太郎君か

の中断に対して、わが国の年金制度が対応してい

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。井原正

ないことなども女性の年金水準の低下をもたらし

太郎君。

ている。

○１番（井原正太郎君） 議員提出議案第２０号、

現在、政府においては「女性と年金検討会」を

女性の年金制度の改善促進を求める意見書につい

設置し、こうした女性と年金問題について、全般

て、案文の朗読をもって提案にかえさせていただ

的な検討を行っているところであるが、広範な国

きます。

民の意見を聴きつつ、こうした諸問題の解消をめ
女性の年金制度の改善促

ざすとともに、ライフスタイルが多様化した時代

進を求める意見書（案）

にふさわしい年金制度を確立し、女性の自立した

少子高齢社会の到来は、年金・医療・福祉等の

生活と人権が確立されるよう図るべきである。

すべての社会保障制度についての全面的な改革を

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

迫っている。社会保障の支え手である現役労働者

を提出する。

が減少していく一方で、制度の受益者である高齢

平成１３年１２月２１日

者が急速に増大していく少子高齢社会においては、
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社会保障制度の安定化を図るためには、社会保障

以上であります。御賛同よろしくお願いいたし

制度の抜本的な改革は避けて通れない。そうした

ます。

観点から、昨年の３月に年金制度の改正が行われ

○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

たが、いまだやり残した課題も少なくない。その

対し、質疑等ありませんか。――――松本君。

代表例が「女性に関わる年金制度」の改革である。

○１１番（松本雪美君） この意見書には、述べら

雇用・就業及び教育等における女性の社会進出

れていること全体についてそう異論はないんです

は近年、目覚ましいものがある。一方で、晩婚化、

けれども、この文章の中で、「昨年の３月に年金

単身者の増加、共働き世帯の増加、さらには離婚

制度の改正が行われたが、いまだやり残した課題

等の増加など、特に女性のライフスタイルが多様

も少なくない」と、こうあるんですけれども、や

化するなど大きく変わりつつある。しかしながら、

り残しているものというと、ここに書いてるとお

現行の年金制度は、「片稼ぎ世帯（専業主婦世

り、女性にかかわる年金制度の問題だと思うんで

帯）」をモデルとしたものであり、ライフスタイ

すが、ただ、昨年の３月の年金制度の改正という

ルの多様化が著しい今後の少子高齢社会に対応す

のは、本当に老後の生活を保障することができな

ることが困難となっている。

いほどひどい中身であったんじゃないかなあと、

例えば、本人自身が保険料を納付することなく

私はそういうふうにとらえてたんです。

厚生年金全体で負担し共稼ぎ夫婦等の間に不公平

２０代では１，２００万円が減るとか、それから

が指摘されている第３号被保険者（専業主婦等）

報酬比例部分で５％削減が盛り込まれたり、賃金

問題、また専業主婦が離婚し単身世帯になると夫

のスライドの凍結なんかもやられたりとか、そん

の報酬比例年金は受けることができず基礎年金の

なことがあったということですから、この辺につ

みとなってしまうという問題、あるいは遺族年金

いてはどのように見ておられるのか、御意見だけ

においては、専業主婦に比べ働く女性に不利な仕

聞かせていただきたいと思います。

組みになっていることや、妻の納めた保険料を掛

○議長（角谷英男君） 井原君。

け捨てにせざるを得ない場合もあるなど、様々な

○１番（井原正太郎君） 松本議員から、昨年の３

問題点が指摘されている。

月に変えられた保険が十分でなく、いまだに問題

また基本的な問題点として、女性の年金給付水
−２９４−

点を残したままなんじゃないかというふうな認識

の質問がございました。私もおおむねそのように

二十前後の、あるいは二十以降の青年等は、今の

感じておるんですけども、何分この年金制度とい

保険に対する信頼が非常に薄いんじゃないかなと

うのは、特に急速に進む少子高齢化の中で本当に

いうふうに危惧をしております。

あと１０年、２０年、あるいは３０年、５０年後

したがって、第１号の被保険者に関しても、本

にはこの制度がどうなるのかというふうな非常に

当に今の保険制度に加入しとるかと聞いたら、非

大きな心配がございます。

常に少ないというふうに私は認識しておりますし、

それと並行して、特に今私の提案した内容で、

今掛けても僕らが６０、６５歳になって年金がも

女性の年金が果たしてどうなるのかというふうな

らえるかどうか危ういというふうな意見もよく聞

ことに関しても、この案文の中にもありますよう

くんですけども、そういう意味ではこの保険制度

に、年金の受給額において男性と大変大きな差が

がより安心して加入、いわゆる参加できるような

ある。そして、女性の場合はライフスタイルが変

制度にしていかないかんな、このように私は思っ

わったというふうな、私ここで説明をさせていた

ております。

だいたんですが、結婚して、最近は離婚が多い。

そういった意味と、昨年３月法改正がされたわ

そして第３号被保険者となって、そしてしばらく

けなんですけども、今後２００２年、あるいはま

して離婚になったときに、その保険給付が以前の

た３年、２０１３年というふうな形で一応今後の

形で保証されないとか、改善されたとはいえ本当

重要な、この保険制度の維持のために支給する年

に多くの問題点を抱えておるなというのが今の実

齢を変えていくであるとか、あるいはまた保険料

態じゃないかなと思います。松本議員の質問、疑

が若干上がるであるとか、保険と給付のバランス

義に対して私もそのように思いますし、今後とも

を微妙にとりつつやっていかないかんというふう

やはり定期的に見直していく必要があろうか、こ

なことからしても、これは早くやっていかんとい

のように考えております。

かんであろうというふうに考えます。そういった

以上であります。

意味からこの辺が僕は欠けておる点じゃないかな

○議長（角谷英男君） 小山君。

というふうに認識をしております。

○３番（小山広明君） 最後の方に、「広範な国民

以上であります。

の意見を聴きつつ、こうした諸問題の解消をめざ

○議長（角谷英男君） 小山君。

すとともに、ライフスタイルが多様化した時代に

○３番（小山広明君） 年金というのは、今も言わ

ふさわしい年金制度を確立」するようにという、

れましたように二十以後の若者にとって、６０年

そういうようなことで結ばれておるわけなんです

後の年金を当てにして生きるという、そういう生

が、「国民の意見を聴きつつ」という中で、上に

活スタイルというものは随分変わってきたところ

はいろんな問題点を積み残した問題とか課題は掲

に、こういう年金制度そのものもいろいろ維持し

げられておりますけども、提案者としてどういう

にくい問題があると思いますし、また特に女性と

ようなことがこれから政府の検討している中に入

男性の問題で給与格差というようなところがあっ

れられるべきか、また現在の政府の検討しておる

て、年金にもそういうことが反映しておるという

ところに何が一体欠けておるのかということが御

ことの問題意識から、今政府が検討されている中

意見としてございましたら、ひとつお述べいただ

に、今提案者も言われたようなことが反映される

ければと思います。

というようなことを私も願いまして、また私の今

○議長（角谷英男君） 井原君。

言ったような意見も含めまして、ひとつ表題に掲

○１番（井原正太郎君） 提案者として、これから

げられたようなものが進むように私も願って意見

の検討課題といいますか、何が検討課題なのか、

にしておきたいと思います。

また何が欠けているのかというふうな質問でござ

○議長（角谷英男君） 巴里君。

いましたけども、私はやはり最近の若い、いわゆ

○２２番（巴里英一君） 女性の年金制度の改善と

る若年層と言ったら表現がなにですけども、若い

いうことは、私はいいと思います。ただ、字句の

−２９５−

問題で、１１行目の右の方に「片稼ぎ世帯（専業

せん。今、巴里議員の方からお教えいただいたよ

主婦世帯）」をモデルという、この表現がちょっ

うに、この「片稼ぎ世帯」がなくても十分意味は

と私にしたら引っかかるんですが、どういう意味

通じるものであると私も理解いたします。「専業

合いでこの表現になっているのかということを説

主婦をモデルとしたものであり」で十分意味は通

明いただけませんか。共稼ぎというのはようわか

じると思いますので、それが妥当であり、適当じ

るんやけど、片稼ぎとかいうのは余り聞いたこと

ゃないかなというふうに考えます。許されるなら

が……。

ばそのような形で変えさせていただきたいと思い

○議長（角谷英男君） 井原君。

ます。

○１番（井原正太郎君） 「片稼ぎ世帯」という表

〔巴里英一君「結構です」と呼ぶ〕

現のよしあしというんですか、配慮のなさという

○議長（角谷英男君） 北出君。

ふうなことを感じるわけなんでありますけども、

○１２番（北出寧啓君） 「片稼ぎ世帯」が問題に

これに対して、いわゆる共稼ぎというふうなこと

なってますけども、旧来、シャドーワークと言わ

に対比する表現でありまして、私からはあえて、

れてきた部分なわけでありまして、今社会問題化

もっとこんな表現が適切ですよというふうなこと

しておりますし、特に時代の本当に集約された課

があればお教えいただいたらなおありがたいかな

題がここに提起されてきてると思うんですけれど

というふうに考えておりまして、今ここで質問を

も、これは全面的に賛同させていただきますけれ

受けて、もう１ついい字句が浮かんでこないんで

ども、ただ、今年金制度そのものが崩れてきてい

ありますけれども、巴里議員におかれましてはこ

る段階で、この財源的な措置とかどんなふうにお

んな表現にすべきですよというようなことがあれ

考えになられてるのか、政権与党でございますし、

ば、逆に提案いただいたら非常にありがたいかな

その辺の御判断を伺いたいと思います。

と思います。

○議長（角谷英男君） 井原君。

以上でございます。

○１番（井原正太郎君） 財源的な措置をどうする

○議長（角谷英男君） 巴里君。

かというふうなことは、この意見書の底流に流れ

○２２番（巴里英一君） 提案者もこの表現、提案

る大きなテーマだと思うんです。この問題がなけ

したもののちょっとおかしいかなというふうに感

ればこういうふうな意見書も別に問題は大きくは

じられとるので、これ、言いますとかなり昔から

ないというふうに考えるわけでありますけども、

欠落した問題としては、こういう問題で片一方と

この財源に関しては、先ほども若干触れたんです

か、余りいい表現ではないんですね、差別とかそ

けども、私どもが納めた年金と、そして生涯、い

こまではいかないまでも。だから、今横で言って

わゆる６５歳以降あるいは６０歳以降受け取るそ

ましたけど、僕が前に言うたことがあります。片

のバランスを考えたときに、少なくとも納めた年

手落ちというのは、そんなら障害者、受けてる者

金額より少ないようなことがあってはこの制度が

にとってどうなんやとかいう表現なので、何もこ

崩れてしまうわけでありますから、今国の方でも

れを書かなかったらこの意味が通じないのかどう

３分の１の負担から２分の１の負担にしていきま

かということなんですよ。専業主婦世帯だったら

しょう、国費にしていきましょうというふうな提

それにしてもいいんですよね。

案がなされまして、そしてややその信頼度が上が

そういった意味では、言えといえば配偶者のみ

っておるような状況に認識しておるんです。

とか、いろいろ言い方があると思うんですが、配

ただ、何といっても若い方がお年寄りを支える

偶者といったら同等ですから、そういった意味で

というシステムですから、若い方が応援しなかっ

この点はどうかなと。ちょっと私どうもなじまな

たらその制度がもたないと。もしこの制度でいわ

いんですが、その点どうなんでしょうかね。

ゆる財源的なことを申しますと、若い世帯が信頼

○議長（角谷英男君） 井原君。

をなくし、数が減った分だけいわゆるこの給付を

○１番（井原正太郎君） 大変時間をとって済みま

受ける方が、やがては６７歳になり７０歳になら

−２９６−

ざるを得んようなシステムであろうというふうに

―討論なしと認めます。

思います。したがって、今後ともこの制度が安心

これより議員提出議案第２０号を採決いたしま

して運用してもらえるような形でやっていかない

す。

かんやろなと、このように考えております。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

○議長（角谷英男君） 北出君。

することに決しまして御異議ありませんか。

○１２番（北出寧啓君） 旧来の日本型の福祉国家

〔「異議なし」の声あり〕

の財政措置というのは、やっぱり旧厚生省あたり

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

が２００兆円とか、そういう年金の総額を利子運

って議員提出議案第２０号は、原案のとおり可と

用してるわけですね。これがヨーロッパ型と違う

することに決しました。

わけで、こういう利子運用、財政投融資等の運用

次に、日程第２１、議員提出議案２１号 農地

の形態、それで崩れてきてるということから、こ

の相続税納税猶予制度の継続強化を求める意見書

の女性の年金制度も含めて、それを３年間ぐらい

についてを議題といたします。

の枠組みで利子運用じゃなくてという、そういう

本件に関し、提出者を代表して大森和夫君から

積み立て方式に転換することによって年金制度の

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森和夫

打開を図るという方向も同時に出てると思うんで

君。

すけれども、その辺のお考えがなかったのかなと

○４番（大森和夫君） 朗読をもって提案にかえさ

思ってちょっと質問させていただいたんです。よ

せていただきます。

かったらその辺のお考えがございますればおっし

農地の相続税納税猶予制度の

ゃっていただきたい。

継続強化を求める意見書（案）

○議長（角谷英男君） 井原君。

農地を宅地とみなして評価し課税する相続税に

○１番（井原正太郎君） ただいま北出議員の方か

ついては、農家の強い要求によって１９７５年以

らは、この年金の運用に関してのありようの質問

来、宅地並の評価課税の差額税額を納税猶予とす

がございました。これは一介の私、泉南の市会議

る制度が適用され、農業の継続に欠かせない大き

員がここでいい答弁をしたからというて解決する

な役割を果たしてきた。この制度の活用によって、

問題ではないと思うんですけども、確かに指摘さ

はじめて現状の近郊農業があるといっても過言で

れましたように、株式投資に回されているんじゃ

はない。

ないかとかいうふうな今までの危惧もありました

ところが、最近、この制度を廃止する動きが政

し、それで大蔵省の資金運用部で何百兆というこ

府側に出てきており、一昨年の政府税制調査会へ

の資金をいかに有効に年金の方に回せるかという

の大蔵省（当時）原案に盛り込まれた。これを知

ふうなことで、安全に運用するような方向がプロ

った全国農業会議などが反対決議を行い、政府に

ジェクトとしてできたというふうには聞いておる

要請をしたが、咋年７月の税制調査会中期答申に

んですけども、少なくともそれが株に行ったりと

は「検討する」と記されている。

いうようなことがあっては断じてならんことであ

もし、納税猶予制度が廃止され、宅地並評価と

りますし、確実な運用がより精度よくされなけれ

課税が復活すれば、高額な相続税となり、農地を

ばいかんやろなというふうに考えるわけでありま

売却しなければ払えず、農業後継者がさらに激減

す。具体なことは、私がどんだけ気張ってもこれ

し、都市及びその周辺の農業は消滅状態となるに

は皆さんに理解のいくようなもんじゃないやろな

違いない。

というふうに考えております。

１９９９年に制定された新農業基本法は、都市

以上でございます。

及びその周辺の農業振興に必要な施策を行うこと

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

を国に強く求めているものであり、納税猶予制度

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

の廃止はこの趣旨にも著しく反するものである。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

よって、本市議会は次のことを強く要望する。

−２９７−

１．政府は農地の相続税納税猶予制度の廃止の
「検討」を直ちにやめること。

制度改革大綱」をまとめたが、その内容は２００
３年から、①健保本人３割負担、②政府管掌健保

２．生産緑地指定農地の納税猶予条件の「終生」
を他の措置と同じく「二十年」に変えること。
３．都市及びその周辺の農業振興に積極的な施策

の保険料の引き上げ、③７０歳以上は１割負担
（一定以上の所得層には２割負担）となっている。
また、今後の検討課題とされた通院分の負担上限

を行うこと。

（３，０００〜５，０００円）と一部定額制の廃止が

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

実施されれば通院分は現行の１０倍を超える負担

を提出する。

増となるといわれている。さらに、診療報酬引き

平成１３年１２月２１日

下げについては、長期入院患者の診療報酬引き下
泉南市議会

議員の皆さんには御賛同のほどよろしくお願い
いたします。

げカットや、差額ベッドの拡大など患者に必要な
医療を行っても、病院には一定額しか払わない包
括方式も検討されている。これが実施されれば、

○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

長期入院患者（６ケ月）への給付カットで、月１

対し、質疑等ありませんか。――――質疑なしと

０万円以上の負担増になる。まさに患者負担を増

認めます。

大させ激痛を与える制度改革は、高齢者を病院か

討論に入ります。討論はありませんか。―――
―討論なしと認めます。

ら追い出そうとするものである。このような大幅
患者負担増によって、病院に行く病人の足を止め

これより議員提出議案第２１号を採決いたしま
す。

ようとする政策医療費に、上限を設けペナルティ
ーを課そうとする「総額抑制政策」は、国民の受

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と
することに決しまして御異議ありませんか。

診離れを決定的にするものである。
不況と失業が深刻化する中で、これ以上の負担

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

増は病院に、かかれない人をますます増やし、病

○議長（角谷英男君） ただいまの議長の宣告に対
し御異議がありますので、本件については起立に
より採決いたします。

気の重症化を招くことは間違いない。
よって、政府においては、これ以上の医療費負
担の引き上げは、しないよう下記の事項を強く要

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

望する。

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

記

〔賛成者起立〕

１．健康保険本人の医療費３割負担の引き上げを

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ
て議員提出議案第２１号は、原案のとおり可決す
ることに決しました。

行わないこと。
２．老人医療費に占める国庫負担の割合を現在の
３１．９％から制度制定時の４４．９％に戻すこと。

次に、日程第２２、議員提出議案２２号 医療
改悪をやめ誰もが安心できる医療制度の拡充を求
める意見書についてを議題といたします。

３．７０歳以上の１割負担をやめるとともに通院
分については負担上限を廃止しないこと。
４．「新薬」承認審査や薬価決定のあり方にメス

本件に関し、提出者を代表して松本雪美君から
提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美
君。

を入れ、薬価を適正価格にすること。
５．医療機関への診療報酬の引き下げをしないこ
と。

○１１番（松本雪美君） 医療改悪をやめ誰もが安
心できる医療制度の拡充を求める意見書（案）、
この文書を提案いたしますので、よろしくお願い
をいたします。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書
を提出する。
平成１３年１２月２１日
泉南市議会

政府与党の社会保障改革協議会は２９日「医療
−２９８−

御賛同よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

年１月以降全国都道府県企画担当課長会議を通じ

対し、質疑等ありませんか。――――質疑なしと

て周知・徹底を図っている。

認めます。

「部落差別が現存する限り、同和行政は積極的

討論に入ります。討論はありませんか。―――

に実施しなければならない」と言う見解は、部落

―討論なしと認めます。

問題の解決は行政措置によって達成できるとする

これより議員提出議案第２２号を採決いたしま

「同和行政万能論」や、その責任は行政にあると

す。

する、「行政無限責任論」にたつもので、部落問

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

題解決に逆行するものである。

することに決しまして御異議ありませんか。

行政上の特別対策で、住居・居住環境の改善、

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

生活の安定向上のための条件整備が図られても、

○議長（角谷英男君） ただいまの議長の宣告に対

それを生かしきる同和地区住民の主体的な力量な

し御異議がありますので、本件については起立に

しには部落間題の解決はあり得ない。現在、同和

より採決いたします。

地区の生活実態に見られる「格差」は、部落差別

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

に起因するものではない。

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

本市においても同和対策特別措置として実施し

〔賛成者起立〕

ている住宅家賃や保育料減免などを廃止し、今後

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

は一般対策として可能な限りその水準の引き上げ

て議員提出議案第２２号は、原案のとおり可決す

を進めるべきである。

ることに決しました。

よって、行政自らが主体性を確立し、不公平な

次に、日程第２３、議員提出議案第２３号 同

同和行政の是正を図り、地方自治法第１０条に基

和行政を終結する決議についてを議題といたしま

づき「住民は法律の定めるところにより、その属

す。

する普通地方公共団体の役務の提供を等しく受け

本件に関し、提出者を代表して和気 豊君から

る権利を有し、その負担を分任する義務を負う」

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気 豊

ことからも、勇気と英断をもって同和対策を終了

君。

すべきである。

○１９番（和気 豊君） 同和行政を終結する決議

以上、決議する。

（案）、案文を朗読し、提案にかえてまいります。

平成１３年１２月２１日

施行以来２８年間にわたる特別措置の法体制は、

泉南市議会

１９９７年３月末の「地域改善財特法」の廃止に
より終止符をうたれた。

以上であります。
○議長（角谷英男君） ただいまの提出者の説明に

そして、一部の事業や施策は残務処理として、

対し、質疑等ありませんか。――――小山君。

５年間の経過措置を講じられたところであるが、

○３番（小山広明君） 今、何度目になるんかわか

これについても来年３月末で期限切れを迎えるも

らないんですが、この決議が出されました。毎回

のである。

こういう形で出てくるわけなんですが、やはり一

総務省地域改善対策室も、「特別対策の法令上

番大事なのは、現在は人口移動が激しい今日の状

の根拠がなくなる」、「同和地区を取り巻く状況

況ということで、いわゆる同和地域や同和関係者

は、これまでの膨大な事業実施により大きく変化

を対象に限定した施策は間違っているというよう

した」、「差別解消に、特別対策は必ずしも有効

な表現になっておりますが、今日までこういうこ

であると言えない」、「同和地区・同和関係者を

とを立場は違うとしても表明していることの裏に

対象に限定した施策は、人口移動の激しい今日の

は、やはりこの施策が有効なものを持っておった

状況では実務上困難」などの理由から「特別対策

ことは認めておる上での書かれておることだと思

を終了して一般対策に移行する」との方針を、本

うんですが、こういう１つの立場が、やはり同和

−２９９−

問題に余り取り組みたくないという人にとっては

りがたいというふうに思いますが、混住化の問題

物すごく援護射撃になるという、そういう側面を

ですね。これがとみに進んでおります。一般のい

持ってしまうことに、政治というのは１つの大き

わゆる廃業した事業所、ここが住宅に変わり、そ

な力関係という背景があるわけでありますから、

この住宅には新しい地域外の人たちが流入し、混

提案者は真に部落解放を求めて頑張っておるとい

住化が進んでいる。このことからも明らかだとい

う思いはあると思いますが、こういう行動が今の

うふうに思います。

日本社会を見たものでも、あなた方はまだ現在の

それから、もう１つ、国の言うことを無批判に

政府ということには厳しい批判をして政治活動を

というふうにおっしゃられました。国もこれだけ

しておるわけでありますから、そういう点ではま

の規定をする以上、しっかりとした資料を示して

だまだ改善しなければならない問題があることは

いるわけであります。

認めていらっしゃると思うんですね。

ちなみに、住宅環境の状況でいえば、国の総務

こういう部落差別というものは、単にそこだけ

省の資料でありますが、平成５年度調査、平均室

で成り立っているわけじゃなしに、あらゆる差別

数５．５、平均畳数３１．３。全国の平均が４．９室、

構造の中の１つとしてあるわけでありますから、

そして畳の数が３１．５畳、こういうふうに平成５

そういう点でやはり差別を受けた者でなければわ

年度の地域と全国の比較を明らかにしています。

からない苦しみというところに立って施策を展開

市町村道の整備状況についても、同和地区内は

する立場が私は大変大事だと思うんですね。そう

６１．６％、市町村全体では４４．０％、この平均を

いう点で、あなた方のこの骨子の流れ全体は、今

見ても、それから最も取り除くことが難しいと言

の政府が導き出した結論を是として無批判という

われています結婚の問題でも、ちゃんと資料を挙

んか、そういうことに余り批判の文章はないわけ

げ、例えば２５歳未満では夫婦とも地区の生まれ

ですが、そういうところに乗って同和行政を終結

というのは２４．５％、夫婦のいずれかが地区外の

せよという、そういう主張をされていることにつ

生まれ６７．９％、こういうふうに数字を示してお

いては、どのように感じておられるのかをお尋ね

りますし、最も越えがたい垣根と言われる結婚の

をしたいと思います。

問題、今言ったことなんですが、これに対する意

それから、行政万能主義はだめなんだと、同和

識の問題、前回意識の問題を言われました。結婚

行政万能論はだめなんだというように、今の施策

に対する態度の問題では、子供の意思を尊重する

をそのように位置づけておられるわけなんですが、

――平成５年度調査であります。４５．７％、意思

もちろん行政がやってることがすべてできるとは、

が強ければ仕方がない、４１．０％、８６．７％とい

だれも、行政自身も思ってないし、市民の多くも

う高い数字を示しているところでございます。６

思ってない。しかし、行政が果たすべき大きな役

０年度から比べれば大きな変化が生まれている。

割というのは、またこれは無視はできないと思う

このような事実、私は国の調査を無批判に受け

ので、こういうような表現が行政に免罪符を与え

入れているということではなく、こういう事実を

てしまうんではないかなという思いを僕は持っと

もって調査をされた、その資料に基づいて国のこ

るんですが、その辺の現在の力関係の中における

ういう立場を今回披瀝しながら提案をさせていた

この決議の意味というのは、一体具体的にはどう

だいたわけでございます。

いう意味を持つのかということを御説明いただき
たいと思います。

それから……
○議長（角谷英男君） 答弁、簡潔にお願いします。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） はい。行政万能論の問題

○１９番（和気 豊君） １つは、同和地域への人

については、やはり行政がこれまで泉南市でやっ

口流入の問題についてお触れになりました。これ

てきた１９７億になんなんとする事業によって、

は泉南市でももう既に御案内のように、資料が出

環境改善は十分なされている。これ以上あと残る

ておりますからまた後で御披見をいただければあ

のは地域の主体的な力量の強化、これ以外にはな
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い。いわゆる提案案文のとおりでございます。そ

中で、多くの地域で倒産、廃業、これによる失業

ういうふうに思っています。

が起こっている。全国平均がはっきりと物語って

以上、３点であったと思いますので、お答えに

いる、こういうことで、だからこの地域でも私は

かえさせていただきます。

就職問題は単に部落差別から起因したものではな

○議長（角谷英男君） ほかに。――――巴里君。

いと。（巴里英一君「だから何に起因したかとい

○２２番（巴里英一君） 性懲りもなくというか、

うて聞いとるんや」と呼ぶ）

懲りない面々というか、提案者ね、もともと部落

今の経済情勢、こういうものから来る問題だと。

差別は認めていないのかどうかという問題、格差

もっと言いましょうか。例えば農業、繊維、こう

は部落差別に起因しないということでおっしゃっ

いう問題についてははっきりといろんな要因があ

てますが、ではその起因しないということは一体

ります。例えば外国輸入農作物なんかの攻勢、こ

何なのか。起因しない、格差――書いてあるやん。

ういうものが起因して、これに携わる皆さんの就

「部落差別に起因するものではない」と書いてま

労を困難にしている。具体的に１つ例を挙げまし

すよ、真ん中の下に。

た。時間がありませんので、またいろいろと論議

それで、事業終了、これはあなたは都合のいい
ときは総務省とか国とかいうことで話ししますけ

をしたい。
○議長（角谷英男君） 巴里君。簡潔にひとつお願

ども、実際あなた方が部落解放運動、あるいは差

いします。

別をなくすためにどれだけ頑張ったんか。ただ、

○２２番（巴里英一君） 一般論がどうのこうのと

たたくというか、非難するための材料として言っ

違うんです。格差がなくなったって、事業がやら

てきたにすぎないのであって、それを自分たちの

れたから、周囲と比べたらみたいな話をあなたは

正当な活動だというようなことを言われると、現

おっしゃってますが、一体どこが具体的に格差が

実に受けている者にとってはこれは許しがたいと

なくなってるんだと、生活実態が。

いうふうにとらえられているということも申し添

それで、あなたが先ほど小山議員に結婚がどう

えますが、事業終了は、差別はなくなったという

やとか、居住環境が多数……、これ、書いてます

考え方であなたはこの提案をされているんかとい

がね。膨大な事業実施によってというふうな、い

うことであります。そういった意味で御答弁いた

わゆる根拠がなくなるって、これは総務省の話な

だきたいと思います。

んですね。ほんとに部落差別をなくする立場なら、

○議長（角谷英男君） 和気君。

たとえ１％であろうが１人であろうが、それをな

○１９番（和気 豊君） 封建的遺制がつくり出し

くすために努力するというのが人類社会の責任じ

た部落差別、これはこの事業が開始される、いわ

ゃないですか。（成田政彦君「そんなええことあ

ゆる特別措置法方式の事業が開始される以前には

るかいな」と呼ぶ）そうじゃないですか。

厳然として存在し、だからこそ同対答申に基づき、

だから、都合のいいときは国なり総務省なりの

そしてそれを受けた特別措置法に基づいて事業が

話をそのまま挙げてきて、都合の悪いときは自分

やられてきたわけであります。

たちの話で出てくるという話になるわけですから、

その結果、現在

一部をとらえられたんで私

こういう見解のあり方、あなた方の答弁のあり方

ちょっと理解しにくかったんですが、「現在、同

というのは、部落の格差は部落差別に起因するも

和地区の生活実態に見られる「格差」は、部落差

のでないというような表現というのは、私から言

別に起因するものではない」、就職問題等ですね。

うと事実上地域の中でほんとにそのことをあなた

これはやはり過去の事業の結果、こういうものは

自身が聞きに回って、ほんとに差別がないんです

解消に大きく向かっている。

かということの中で出されているんだったら、こ

今、例えば就職等の問題ですね。これは単に部

れはようわかるんですよ。

落差別だけから来ていると、こういうふうには一

今もなお――今もなおですよ、差別があって離

方的に片づけられない。今のこの不況下の現状の

婚された方が相談に来てますよ。市内でもありま

−３０１−

すよ。８０何％、結婚とかでないとか言うてるか

例えば、私はよく宮本住宅の問題等を取り上げ

らないんだということと、事実上あるということ

るわけですが、やはりふろがない、そして３Ｋ、

とは別ですよ。そういう実態をあなたは知らない

こういう６０平米内外の狭い住宅で住んでおられ

からこういうことで、毎回同じようなことを繰り

る。ですから、自力する力を持っておられる若い

返してやっとるということで私は質問してるわけ

層は地域から出ていかれて、ほんとに高齢者の住

であって、本来ならこれ何時間かけてもやりたい

宅に変わってしまっている、こういう現状があり

とこなんですが、まあ毎回のことやからまたの機

ます。

会に譲ると。

ですから、こういう現況は、この特別措置法が

しかし、差別ね、私が問いたいのはなくなった

終わっても一般行政の中で引き続いて強化し施策

と言い切れるかどうかということなんですよ。そ

を行っていかなければならない、言われるとおり

ういう点をはっきりさせなきゃ、終結したからな

であります。私はその点に立って今後ともこの地

くなったんだ、事業終結やからそれで直ちに差別

域で頑張っていきたい、こう思っております。

がなくなってるんだ、婚姻の自由があるから、た

○議長（角谷英男君） 巴里君。３回目です。

くさん人が住んできたから、一般と混合したから

○２２番（巴里英一君） もともと同対審答申が出

なくなった、それは違うんです。被差別地域とい

た原因というのは、もう提案者御承知のように、

うのは住みやすいから、皆さんが低所得者が寄っ

明治以降の問題から、それを言うてたら切りがな

てきて、実態を見たらようわかるということを言

いから私は余りしゃべりませんけども、いわゆる

うてるんですよ。成ちゃん、何、首横に振ってる

戦後の憲法が施行されて、例えば１０条から、大

の、あなた。一遍来て話ししようや、また。

体社会権、自由権とか、いわゆる人権の保障とか

そういうことで私は質問してますので、先ほど

教育権の保障とかいうことが地域になされなかっ

の格差の起因するということの明確な理解がちょ

た結果として要求されたんですよ。そして、答申

っとないと思うんで。

が出されて、４４年同対法が施行されたのは御承

そして、もう１つ、下段の方にありますけど、

知のとおりなんですよ。あなたがおっしゃってる

「よって、行政自らが主体性を確立し、不公平な」

とおりなんです。だからといって、なくなったと

――今まで国を初めとする各都道府県がやってき

いうことはないんです。

た、あるいは各市町村がやってきたことは全部不

あなたは今宮本の話をしてましたけども、事業

公平だということをあなたは断言してますよ、事

をしたときすべて反対したのはあなた方じゃない

業を。これはやっぱり行政、あるいはここに対し

ですか。今何をおっしゃってるんですか、今どう

て携わった人に対して大きな侮辱ですよ、努力さ

のこうのとか。それだったら昔から言うてくださ

れた方々に対しても。やっぱり評価は評価として

いよ。（和気 豊君「林さんは頑張っとるやない

きちんとすべきでしょう。あなたはこれは非難す

か」と呼ぶ）そら林さんは選挙区やないか。何を

るんであって、評価してませんやないか。そして

言っとるの。

非難だけして、同和終結宣言だというようなこと

しかし、和気さんも賢明な方ですから、やっぱ

をあなたはおっしゃって提案されてるんですが、

り差別はあるということは認めてますから、そう

その点いかがなんですか。

いった意味では何も私、同和事業でやりなさいと

○議長（角谷英男君） 和気君。時間も時間ですか
ら簡潔に。

言うてるんと違うんですよ。市長も一般事業で同
和問題はきちんとしなければならない、特に結婚

○１９番（和気 豊君） 私はまだ差別は残ってい

とか人権問題、同和問題を初めとする多くの課題

る、大きく前進の方向には向かっておりますが、

が残されているという国・大阪府、こういった答

残っている。例えば、その解決はいわゆる特別な

申なり審議会の問題を受けて、あるいは大阪府の

施策でやるのではなく、一般行政の中で施策をし

条例、法令を受けて市長もこのことをきちんとこ

ていく。

の中に載せられてるんです。
−３０２−

このことは何も地域を守ってることじゃないで

のではないでしょうか。

すよ。すべての差別を受けている人々、障害者を

しかも、このような同和行政というのは、同和

含めてすべての人々の人権を守るための１つの方

地域の住民の合意や理解なしに進められてこなか

法論なんですよ。部落差別だけなくなったから全

ったことは当然であります。そうであるならば、

部なくなってるんじゃないんですよ。あるいは障

このような終結をするという決議においても地域

害者差別がなくなったからなくなっているのと違

住民の多くの賛同を得て出すのが当然ではないで

うんです。自分たちも含めて差別を受けない社会

しょうか。その地域住民の合意を無視に、大方の

づくりをどうして、そして世界の中でどうしてい

合意を無視に、一方的にその施策を打ち切るとい

くんかということを考えての大きな意味での人権

うようなことが許されるはずはないでしょう。や

問題だということの問題の提起をずっと市長がさ

はり一番大事なのは、そこに住む当該者の問題で

れてるのはそこなんです。まあ、これぐらいにし

あります。そういう中で、私はこのことが議論さ

といちゃら。

れていくのは当然ではないでしょうか。

○議長（角谷英男君） よろしいですか。巴里君、

いつもいつもこのような決議を挙げてき、否決

続けるんですか。

されてもその間にほとんど我々には努力の姿が全

○２２番（巴里英一君） 私は、言うたら切りない

く見えない。こういう議場の場で否決されること

んですが、今言うてるしに、皆さんに迷惑をかけ

が当然わかっておりながらこういうことを出して

るかもわかりませんから、余り深くは言いません

くる姿勢に私は、この決議の対象になって毎日目

けども、これ資料をもってやりかけたら切りがな

覚め生きている人たちの苦しみを知るならば、こ

いんですよ、本当は。だから、そういう意味でこ

のような対応の仕方は絶対できないと思うわけで

ういう提案の出し方というのは、私は不当な、む

あります。

しろ差別があるから出してくるんであって、なけ

まず、そういうことで長い歴史の中で苦しみを

れば出す必要は何もないんですよ。だから、この

得てきた人たちのことを思うなら、私はその中に

提案に対して私はいつも疑義を申しているわけで

入って、本当にあなた方の力量なしには解放はな

す。

いんですよというようなことをその場で言って理

ということで、聞かれてる皆さん方には常々十

解が得られるかどうか、ぜひやっていただきたい

分伝わっていると思いますので、その点、提案者

と思います。

の趣旨は私はまことに遺憾だと、もう再びこうい

こういうような、地域住民の大方の意思を無視

う提案をしないというぐらいの決意を込めていた

した法的な意味を持つこういう決議を出すことに

だきたいということで終わります。

は断固反対をしたいと思いますので、賛同いただ

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

きますようよろしくお願いをしたいと思います。

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

○議長（角谷英男君） ほかにありますか。―――

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―以上で本件に対する討論を終結いたします。

―小山君。

これより議員提出議案第２３号を採決いたしま

○３番（小山広明君） 今提案されました同和行政

す。

を終結する決議（案）に反対の立場でお話をさせ

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

ていただきたいと思います。

することに賛成の諸君の起立を求めます。

この中にも、「同和地区住民の主体的な力量な

〔賛成者起立〕

しには部落問題の解決はあり得ない」と、この表

○議長（角谷英男君） 起立少数であります。よっ

現でありますが、このようなことをもし障害者や

て議員提出議案第２３号は、否決されました。

いろんなマイノリティーの中で差別を受けた人に

ただいま可決されました各意見書につきまして

吐くことができるでしょうか。あなた方の主体性

は、議会の名において各関係機関に送付いたしま

によるんだよと、そんな傲慢な突きつけ方はない

すが、その送付先につきましては議長に御一任願

−３０３−

いたいと思います。
以上で本日の日程は全部終了し、今期定例会に
付議された事件はすべて議了いたしました。連日
にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことに
ありがとうございました。
なお、議員並びに理事者各位におかれましては、
健康に御留意され、御家族ともども幸せ多き新年
を迎えられんことを祈念いたします。
これをもちまして平成１３年第４回泉南市議会
定例会を閉会いたします。御苦労さまでございま
した。
午後７時３８分 閉会
（了）
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