
午前１０時１分 開会

○議長（角谷英男君） おはようございます。ただ

いまから平成１４年第２回泉南市議会定例会を開

会いたします。

出席議員が法定数に達しておりますので、会議

は適法に成立いたしました。

本定例会には、市長以下関係職員の出席を求め

ております。

これより日程に入ります。

日程第１、議席の指定を議題といたします。

過日の議員補欠選挙により当選いたしました中

尾広城君及び前田千代子君の両君の議席につきま

しては、会議規則第４条第２項の規定により、こ

れより議長において指名いたします。

議員の氏名とその議席番号を職員より朗読いた

させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君） 朗読いたします。

３番議席 中 尾 広 城 議員

５番議席 前 田 千代子 議員

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ただいま事務局職員が朗読

いたしましたとおり、議席を指定いたします。

それでは、ただいま決定いたしました議席にそ

れぞれ御着席を願います。

ただいま議席の指定を行いました中尾広城君及

び前田千代子君より、あいさつのため発言を求め

ておりますので、これを許可いたします。

まず初めに、中尾広城君の発言を許可いたしま

す。中尾君。

○３番（中尾広城君） おはようございます。公明

党の中尾広城でございます。昭和３６年生まれの

４０歳、若輩者ではございますが、皆様方の御指

導、御鞭撻のほど、どうかよろしくお願いいたし

ます。

○議長（角谷英男君） 次に、前田千代子君の発言

を許可いたします。前田君。

○５番（前田千代子君） 皆さんおはようございま

す。前田千代子でございます。もうかなりの年配

ですが、頑張って市民の皆さんのために働きたい

と思います。どうか皆さんの御指導をよろしくお

願いいたします。

○議長（角谷英男君） 次に、日程第２、議席の一
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部変更を議題といたします。

その議席番号及び氏名を職員より朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君） 朗読いたします。

２１番議席 真 砂 満 議員

２３番議席 薮 野 勤 議員

以上でございます。

○議長（角谷英男君） お諮りいたします。ただい

ま事務局職員が朗読いたしましたとおり、議席の

一部を変更することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

ってただいま事務局職員が朗読いたしましたとお

り、議席の一部を変更することに決しました。

それでは、ただいま決定いたしました議席にそ

れぞれ変更いたします。

次に、日程第３、会議録署名議員の指名を行い

ます。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の

規定により、議長において２３番 薮野 勤君、

１番 井原正太郎君の両君を指名いたします。

次に、日程第４、会期の決定を議題といたしま

す。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日

６月２０日から７月１日までの１２日間といたし

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って会期は、本日６月２０日から７月１日までの

１２日間と決定いたしました。

次に、日程第５、議会議案第１号 常任委員会

委員の選任についてを議題といたします。

お諮りいたします。今回の議員補欠選挙に関連

して常任委員会委員の選任を行います。常任委員

会委員の選任については、委員会条例第７条第１

項の規定により、厚生消防常任委員会委員に５番

前田千代子君を、産業建設常任委員会委員に３番

中尾広城君をそれぞれ選任いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って厚生消防常任委員会委員に前田千代子君を、



産業建設常任委員会委員に中尾広城君をそれぞれ

選任することに決定いたしました。

次に、日程第６、議会議案第２号 特別委員会

委員１名の選任についてを議題といたします。

お諮りいたします。特別委員会委員の選任につ

いては、委員会条例第７条第１項の規定により、

空港問題対策特別委員会委員に１３番 稲留照雄

君を選任いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って空港問題対策特別委員会委員に稲留照雄君を

選任することに決定いたしました。

次に、日程第７、議会推薦議案第１号 泉南市

農業委員会委員の推薦についてを議題といたしま

す。

議案書を朗読いたさせます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） お諮りいたします。本件の

被推薦委員５名につきましては、私から指名いた

したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

ってこれより指名いたします市議会推薦の泉南市

農業委員会委員には

３番 中 尾 広 城 君

８番 奥和田 好 吉 君

１２番 北 出 寧 啓 君

１６番 島 原 正 嗣 君

１９番 和 気 豊 君

の以上５名の諸君を指名いたします。

さらに、お諮りいたします。ただいま議長にお

いて指名いたしました５名の諸君を市議会推薦の

泉南市農業委員会委員に推薦することに決しまし

て御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

ってただいま指名いたしました中尾広城君、奥和

田好吉君、北出寧啓君、島原正嗣君、和気 豊君

の以上５名の諸君を泉南市農業委員会委員に推薦
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することに決しました。

次に、日程第８、市長の市政運営方針について

を議題といたします。

市長から市政運営方針について発言を求めてお

りますので、これを許可いたします。市長 向井

通彦君。

○市長（向井通彦君） おはようございます。先般

の市長選挙におきまして市民の皆さんの御支持を

いただきまして、引き続き市政を担当させていた

だくことになりました。議会議員皆さん方の今後

ともの御指導、御鞭撻、御協力をよろしくお願い

申し上げます。

それでは、平成１４年第２回泉南市議会定例会

の開会に当たりまして、市政運営に対する基本的

な考え方と主要施策の推進につきまして、私の所

信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様

の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

今、日本経済は過去最高の失業率が示すように、

雇用環境の悪化、個人消費の伸び悩みなどにより

景気の停滞が続いており、今なお先行きが不透明

な不安感をぬぐい切れない厳しい状況にあります。

このような状況のもと、国においては、昨年６

月に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経

済社会の構造改革に関する基本方針」いわゆる

「骨太の方針」に基づき、あらゆる分野において

財政再建に向けた、聖域なき構造改革に取り組ん

でいるところであります。

本市においても厳しい財政状況のもと、多様化

・高度化する地方分権時代の行政需要に的確に対

応できる行政システムの確立を図り、財政健全化

への道筋をつけることを目標として、「新行財政

改革大綱」及び昨年８月に策定いたしました「同

実施計画」に基づき、事務事業の見直しを初め官

民の役割分担など具体的改革への方向を定め、本

年度予算に反映いたしました。

また、地方自治体を取り巻く社会経済環境につ

いても大きな変革の時期を迎えており、よりよい

住民サービスを提供するため、自律能力の向上な

ど自治体の変革が求められています。

地方分権が実行の段階を迎えた今日、新たな市

町村のあり方を模索する中、市町村合併が全国レ

ベルで議論されており、本市においても昨年５月、



阪南市・岬町と本市の２市１町で「泉州南広域行

政研究会」を設立し、広域行政はもとより合併も

視野に入れ、将来の本地域について議論を重ねて

まいりました。今後は、より広域的な視野のもと、

合併特例法の法期限を見据え、 新たな広域的連携

のあり方などについて検討してまいります。

なお、市町村合併につきましては、国主導では

なく、個々の市町村が自主的・主体的に考えるも

のであり、もちろん最終的な判断をするのは市民

の皆さんであります。今後の本市のあり方につき

ましては、市民の皆様や議会とともに考えてまい

りたいと存じます。

関西国際空港関係につきましては、懸念されて

おりました２期事業に関する国の予算も確保され、

平成１９年（２００７年）の供用開始を目指して

順調に工事が進捗いたしているところであります。

今後とも「泉州市・町関西国際空港対策協議会」

や「関西国際空港全体構想促進協議会」とともに、

２期事業の確実なる進捗、そして全体構想の実現

に向けて、従前以上の活発な取り組みを進めてま

いります。

また、関西国際空港連絡南ルートにつきまして

は、一昨年７月に大阪・和歌山両府県の自治体５

市８町により「関西国際空港連絡南ルート等早期

実現期成会」を設立し、空港連絡南ルートを根幹

とした多様なアクセス網の整備を目指して要望活

動を行っております。関西国際空港の機能充実と

リダンダンシーの強化のため、また周辺地域の発

展にとっても空港連絡南ルートは必要であり、今

後とも早期実現に向けて最大限の努力をいたして

まいります。

私は、市長就任以来、直接市民の方々との「対

話」を通じ、市民の声を市政に反映することに努

めてまいりました。３期目のスタートに当たり、

初心を忘れることなく、市民参加の市政、開かれ

た市政、清潔公平な市政の実現をモットーに、市

民と行政がともに手を携えて、市政を推進いたし

てまいります。

真の地方自治の実現のためには、市民と行政が

役割分担し、相互に連携しながら、ともにつくる

まちづくりが求められており、市民一人一人がま

ちづくりの担い手として市政のあらゆる分野に参
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加参画し、知識や技能を発揮できる仕組みをつく

ることが重要であると考えます。

このようなことから、自主的かつ主体的な市民

活動を積極的に支援していくとともに、市民と行

政のパートナーシップにより、活力ある地域社会

を創造してまいります。

さらに、「伝市メール」や「おはよう対話」な

どの施策については、今後とも積極的に進め、市

民ニーズの的確なる把握、そして市政への反映に

努めてまいります。

昨年策定いたしました「第４次泉南市総合計画」

に基づき、市民と行政がともに手を携え、個性を

生かし、活力ある「水・緑・夢あふれる生活創造

都市 泉南」の実現に向けて、全力を傾注いたし

てまいる所存であります。

今後とも、恵まれた自然や文化を大切にしなが

ら、「臨空都市」にふさわしいまちづくり、本市

の独自性を生かした個性と魅力あるまちづくりを

目指し、６万５，０００市民の心を心として、将来

に明るい希望を持てるよう行財政改革に取り組み

ながら、創意工夫を凝らし、夢と希望のある２１

世紀の泉南市の創造を目指してまいる決意でござ

います。私はこのような認識に立ち、平成１４年

度の市政運営に取り組んでまいる所存でございま

す。

それでは、主要な施策・事業を第４次総合計画

の施策体系に基づき、順次御説明申し上げます。

まず、第１章の「ふれあいのあるまち、いきが

いのあるまち」について申し上げます。

１項目めの「すべてのひとが共同参画できる共

生の地域づくり」についてでございます。

すべての人の人権が尊重され、だれもがひとし

く参加・参画できる差別のない地域社会の実現に

向け、「泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃

と人権の擁護に関する条例」を踏まえるとともに、

「泉南市人権教育基本方針」や「人権教育のため

の国連１０年泉南市行動計画」などに基づき、人

権教育・人権啓発を推進してまいりました。

しかしながら、部落差別を初め、障害者・女性

・外国人などに対する差別意識や偏見がいまだ残

っております。私は、２１世紀のキーワードは

「人権・教育・福祉・環境」と考えており、その



ための施策を推進してまいります。

人権諸課題に対しまして、これまでの人権教育

や人権啓発において積み上げられてきた成果を踏

まえ、学校や家庭、地域社会などあらゆる機会を

通じて人権教育・人権啓発を進めてまいります。

同和問題につきましては、本年３月末をもって

特別対策は終了いたしましたが、同和問題の解決

は基本的人権にかかわる重要な課題であるとの認

識に立ち、今後も一般施策の有効かつ適切な活用

を図り、同和問題の早期解決に向けて取り組んで

まいります。

世界の恒久平和は、泉南市民はもとより人類共

通の願いです。「真の平和と安全は人類共通の願

望である」で始まる「非核平和都市宣言」の趣旨

を尊重し、今後とも「非核平和の集い」などの事

業を市民の皆様とともに行ってまいります。

また、女性政策につきましては、平成７年に策

定いたしました女性行動計画「せんなん女性プラ

ン」の後継計画として、本年３月に「せんなん男

女平等参画プラン」を策定いたしました。本年度

におきましては、実施計画策定に向けた取り組み

を進め、男女共同参画社会実現に向けた女性政策

のさらなる充実に努めるとともに、「女性サロン」

の設置に取り組んでまいります。

次に、「子どもがいきいきと学べる学校づくり」

について申し上げます。

本年４月から、子供たちがゆとりの中で個性を

伸ばし、「生きる力」をはぐくむための「学校週

５日制」及び新学習指導要領に基づく教育課程が

完全実施されました。本市においても、児童・生

徒一人一人の個性を大切に育て、豊かな心を持っ

た人間性をはぐくみ、人生の基盤となる学校教育

を進めてまいります。

幼稚園においては、泉南市教育問題審議会答申

を踏まえ、３歳児保育の導入、適正規模・適正配

置の実施、子育て支援の推進、教育環境の整備な

ど、社会環境の変化や保護者ニーズに即応した施

策を推進し、幼稚園教育の充実・発展を図ってま

いります。

小学校においては、「総合的な学習の時間」の

充実を図るため、新たに国際理解教育推進事業を

実施し、外国語能力のある人材を生かした国際理
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解教育の一層の充実に取り組んでまいります。

また、中学校においては、本年度よりスクール

サポーターを派遣する生徒指導サポート推進事業

を実施し、学校内外における生徒指導などの取り

組みを支援することにより、生徒一人一人の個性

に応じた指導方法の工夫に努めてまいります。

学校施設については、引き続き計画的に修繕・

改修を行い、教育環境の改善に努めるとともに、

中学校においては、最新のコンピューター機器へ

の更新を行い、新学習指導要領に即した学習指導

を展開すべく、インターネット接続等情報通信手

段の整備を図り、教育環境の向上に努めてまいり

ます。

あわせて本年度においては、学校図書館におい

て専任司書を配置することにより、児童・生徒に

知識・情報提供の場となる読書環境の充実を図っ

てまいります。

「だれでも、いつでも、どこでも学べる社会づ

くり」について申し上げます。

生涯学習につきましては、心の豊かさや生きが

いを求める市民ニーズと、現代社会が求める必要

課題に対応した各種事業を実施してまいりました。

今後とも、市民のまちづくり活動、スポーツ・レ

クリエーションや芸術・文化活動を含めた多様な

生涯学習活動を支援し、ゆとりと豊かさが実感で

きるまちの実現を目指します。

また、ブロードバンドの急速な普及に伴い、情

報通信技術が日々進歩している中、昨年度実施い

たしましたＩＴ講習会を本年度も引き続き実施し、

市民の情報リテラシーの向上を図ってまいります。

「文化・歴史を活かした豊かな心づくり」につ

いてでございます。

豊かな個性と活力ある市民の存在は、地域社会

の発展や地域文化の振興を支え、生涯を通じて豊

かな人生を送れる地域づくりに欠かせないもので

あります。そのためにも、地域の人材や特性を生

かしたまちづくりを推進するとともに、市民の方

々と協働して市民文化の振興に努めてまいります。

また、文化ホール、公民館、図書館をより親し

みのある文化交流活動の拠点として、埋蔵文化財

センターにつきましては、地域への愛着をはぐく

む情報提供の場として活用してまいりたいと考え



ております。

最後に、「地球市民としての意識づくりについ

て」でございます。

近年、地球活動、国際協力など多岐にわたって

ＮＧＯ・ＮＰＯなどによる自主的な「ひとからひ

とへの」支援・協力活動が活発になってまいりま

した。本市におきましても、さまざまな分野で活

動を展開するＮＰＯ・ボランティア団体などが増

加しており、これからのまちづくりや地域活動に

大きな役割を担うことが期待されています。

これらの活動を活性化するため、市民の活動し

やすい環境づくりなど、市民の主体的な諸活動を

支援してまいります。また、市民が主体となった

「ひととひと」との国際交流を推進してまいりま

す。

第２章の「げんきなまち、やさしさのあるまち」

について申し上げます。

まず、「市民の健康づくり」についてでござい

ます。

今日、生活水準の向上や医療技術の進歩などに

よる長寿社会の達成の一方で、生活習慣病の増加

やこれに伴う医療や介護を必要とする人々の増加

が大きな課題となっています。

健康は最も大切な生活基盤であるという認識の

もとに、保健センターを拠点として市民の健康づ

くり、健康増進に努めてまいりました。

本年度においても、従来から実施いたしており

ます各種検診による健康チェックはもとより、健

診後のフォローとして訪問指導支援や健康教室を

実施し、効果的な事後指導を推進してまいります。

また、市民一人一人が健康づくりに主体的に取

り組めるよう、関係機関と連携しながら健康づく

り計画「（仮称）健康せんなん２１」を策定し、

生活習慣病の予防対策に取り組んでまいります。

さらに、生涯を通じた歯科保健対策の推進のため

「かかりつけ歯科医機能支援事業」を実施するな

ど、市民の健康づくりを積極的に推進してまいり

ます。

本年４月に開設されました公的医療機関である

「大阪府済生会新泉南病院」につきましては、地

域の医療需要の中核的役割を担うとともに、地元

の医療機関との連携のもと、地域医療水準の向上
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並びに医療サービスの充実に寄与するものと考え

ております。

また、本施設を中核とした「大阪府済生会泉南

医療福祉センター」を初め、地元医師会や関係機

関との連携・相互協力のもと、地域連携システム

のネットワークを構築し、疾病の予防、早期発見、

治療及びリハビリテーションから介護に至る包括

的・継続的な健康管理体制の確立に努めてまいり

ます。

国民健康保険事業を初めとする各種保険事業に

つきましては、相互連携を図りながら、より一層

の円滑な運営とサービスの向上を図るとともに、

保険財政の健全化に努めてまいります。

続きまして、「ともに生きる社会づくり」につ

いて申し上げます。

福祉に対する市民ニーズは多様化しており、市

民の生活と地域福祉とのかかわりをふやし、自立

・自助を基本として、互いに助け合って生きる共

生の視点に立った福祉施策の展開が必要であると

考えております。市民の自主的活動や福祉・医療

分野の関係団体などとの連携・協働により、個々

のニーズに合った多様で適切な福祉サービスを提

供できるよう地域福祉活動を進めてまいります。

高齢者福祉につきましては、高齢者一人一人が

尊厳を保ち、生きがいを持って過ごせる社会の構

築に努めてまいります。本年度におきましては高

齢者の活動の場の整備としまして「（仮称）砂川

老人集会場」の建設に着手いたします。また、生

涯活動や文化・スポーツなどの活動の場の充実を

図るため、従来より開催いたしております「ゲー

トボール大会」に加え、新たに「グランドゴルフ

大会」を開催いたします。

痴呆性高齢者などの家族介護者に対する支援の

観点から、平成１３年度から実施いたしておりま

す「徘回高齢者家族支援サービス事業」に加え、

本年度よりボランティアなどによる訪問事業とし

て「痴呆性高齢者家族安らぎ支援事業」を実施す

るとともに、紙おしめ以外の介護用品の支給を行

い、介護者の負担軽減に努めてまいります。

障害者福祉に関しましては、ノーマライゼーシ

ョンの理念の実現を目指し、障害者（児）が社会

を構成する一員として地域の中で自立した生活を



送りながら、あらゆる分野に主体的に参加し、生

きがいを持ち生活できるよう、相談体制や情報提

供、社会参加の場の一層の充実に努めてまいりま

す。

また、精神保健福祉法の改正により、精神保健

福祉の業務の一部が市町村に移管されることに伴

い、従来から実施いたしております身体障害者や

知的障害者へのホームヘルパー派遣事業に加え、

精神障害者に対するホームヘルパー派遣事業を新

たに実施いたします。あわせて、グループホーム

についても、より一層の支援を行ってまいります。

児童福祉につきましては、子供が健やかに成長

・発達できる環境づくりのため、また安心して子

供を産み育てることができる地域づくりのため、

地域全体で子育てを支援する基盤づくりに努めて

まいります。

そのため、本年度におきましては、子育て家庭

などに対する育児不安などについての相談・指導、

子育てサークルなどへの支援、地域の保育需要に

応じた特別保育事業などを目的とした「地域子育

て支援センター事業」を実施し、子育て家庭に対

する育児支援の充実を図ります。

また、乳幼児医療助成制度につきましては、通

院の場合の助成対象年齢を１歳引き上げ、２歳児

まで拡充し、乳幼児の健全な育成に努めてまいり

ます。

低所得者福祉につきましては、経済的自立と生

活意欲の向上を図るため、相談体制の充実に努め

るとともに、生活保護制度につきましても適正な

運用に努めてまいります。

続きまして、第３章「安全なまち、活力のある

まち」について申し上げます。

まず、１番目に「環境にやさしいまちの基盤づ

くり」についてでございます。

地球温暖化を初めとする環境問題は深刻化し、

地球環境に配慮した循環型社会への転換などが大

きな課題となっております。行政が率先行動を示

しながら、市民・事業者とともに環境への負荷低

減、廃棄物の減量化・再資源化などを推進し、循

環型社会システムの構築に努めてまいります。

このような中、昨年度、環境問題への取り組み

の一環として「泉南市地域新エネルギービジョン」
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を策定いたしました。本年度においては、「新エ

ネルギー啓発用パンフレット」を作成し、地球温

暖化防止や新エネルギーに関する意識啓発を進め

るとともに、太陽光発電を取り入れた老人集会場

を建設するなど環境に優しいまちづくりに努めて

まいります。健全で恵み豊かな環境を保全しなが

ら将来に引き継ぐため、市民・事業者・市が協働

して環境問題への取り組みを進めてまいります。

続きまして、「安全で災害に強い防災都市づく

り」について申し上げます。

阪神・淡路大震災を契機に、防災に対する市民

意識も高まり、初期防災活動や地域住民が一体と

なった自主的な防災活動の重要性が再認識されて

います。

市民の自主的な防災体制の強化を図るため、防

災訓練の実施や「防災マップ」の各戸配布などに

より防災意識の啓発を推進し、自主防災組織の育

成・指導に努めてまいります。

また、安全で災害に強い「防災都市泉南」を目

指して、地域防災計画を柱として総合防災体制の

整備に努めます。本年度においては、避難所派遣

職員に合いかぎ並びに災害非常時携行品等を貸与

し、災害に対する迅速な対応に努めます。

さらに、救急救助活動の高度化に対応するため、

本年度においては高規格救急車を更新し、救急救

命士の養成を図り、医療関係機関との連携体制を

推進してまいります。

３番目の「安全で便利な地域づくり」について

でございます。

高齢化の進展や市民のライフスタイルなどの変

化に伴う交通需要の多様化などにより、身近な交

通手段としてバスなどの公共交通機関の役割が見

直されるようになってまいりました。

だれもが安全で効率よく市内を移動する手段の

確保や環境問題への対応など、多面的な視点から

本年２月よりコミュニティバスの試行運行をいた

しておりますが、本年度においては問題点の解消

など、より一層の充実に努めてまいります。また、

多様化する犯罪防止のため、自主防犯意識の高揚、

地域ぐるみの防犯活動を進めてまいります。

続きまして、「都市、自然と調和したものづく

り」について申し上げます。



本市は、古くから商業的農業が発達しており、

現在も府内有数の農業地域となっておりますが、

近年の急激な都市化に伴う営農条件の悪化や農産

物の輸入自由化などにより、厳しい状況に置かれ

ています。農業経営の基盤強化や、ため池や圃場

の整備を図るとともに、環境保全の面からも都市

と共存できる農業の振興に努めてまいります。ま

た、市民が農業と触れ合える場として農業公園の

整備を進めてまいります。

漁業につきましては、資源管理型による漁業生

産活動の計画化や漁場環境の保全・改善に努めて

まいります。

続いて、５番目の「泉南ブランドづくり」につ

いてでございます。

近年の市場開放や規制緩和、東南アジア諸国の

追い上げ、国際化の進展など、さまざまな要因に

より、本市の地場産業全体に厳しい状況にあり、

大きな変革期を迎えております。

このような状況の中、商工会の事業活動に対し

一層の支援を行うとともに、商工会や大学など関

係機関と積極的に連携し、将来的なビジョンを持

った産業振興や、新しい発想を取り入れながら

「泉南ブランドづくり」に向けた取り組みを推進

してまいります。

６点目の「充実した労働・消費生活づくり」に

ついて申し上げます。

本市においても、経済の低成長や産業構造の変

革の中、高い失業率や雇用条件の悪化など、労働

環境については厳しい状況にあります。

労働者が安心して豊かに生活が営めるよう、り

んくうタウンへの企業誘致を進め、雇用機会の拡

大を図るとともに、国や府などの関係機関などと

の連携や要請を通じて雇用対策を強化するなど、

就労機会の充実に努めてまいります。また、消費

生活の安定と向上を目指して、消費者相談などの

充実に努めてまいります。

最後に、「利便性を向上する情報ネットワーク

づくり」についてでございます。

本市におきましては、これまで市民情報などの

基幹業務系ネットワークは一定の導入を行ってま

いりましたが、情報系ネットワークの構築が大き

な課題となっております。このため、本年度にお
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きましては、庁内ＬＡＮ設置を行い、将来の行政

ネットワーク接続の準備を図ってまいります。

また、庁内ＬＡＮで情報の共有を図り、事務の

一層の効率化を図り、市民サービスの向上に努め

てまいります。さらに、来るべき総合行政ネット

ワーク接続を行い、「電子市役所」実現への取り

組みを推進してまいります。

続きまして、第４章の「快適なまち、個性のあ

るまち」について申し上げます。

１番目の「水・緑の環境づくり」について申し

上げます。

地球規模の環境問題が深刻化していく中、水・

緑などの自然環境に対する関心が高まっておりま

す。また、自由時間の増大やライフスタイルなど

の変化により、心のゆとりや、いやしなど、人に

優しい生活環境の維持・回復への取り組みが求め

られています。緑豊かな都市環境は、市民の生活

に安らぎを与え、また市民生活の安全性を確保す

る上でも重要な役割を担っております。

市民の皆様の理解と協力を得ながら、地域の特

性を生かすことに重点をおいて、水・緑豊かな環

境づくりに取り組んでまいります。水辺や緑とい

う貴重な自然財産を守りつつ、その潤いある風景

を市民の方々が実感できることにより、ふるさと

意識を高め、ゆとりと安らぎを感じられるような

住環境の整備、都市環境の創出に努め、夢のある

都市づくりを進めてまいります。

本年度におきましては、緑の基本計画策定に取

り組み、市街地の公園・緑地のあり方、配置など

を検討してまいります。レクリエーション拠点と

して事業を進めております農業公園につきまして

は、より多くの市民が訪れ、利用する公園とする

ため、土や緑に触れる場、農作業を通して自然と

かかわる機会を提供する場として整備を推進して

まいります。さらに、地域の緑化推進、公園の管

理運営などにつきましては、市民参加による体制

づくりを進めてまいります。

続いて、「住みたい生活環境づくり」でござい

ます。

価値観の多様化やモータリゼーションの進展な

どの影響を受け、人々のライフスタイルは大きく

変化してまいりました。豊かでゆとりのある生活



を送るための新しい都市機能の整備や定住意向を

高める都市魅力の一層の向上などが求められてい

ます。また、高齢社会の到来とともに、だれもが

安心して生活できる環境整備が求められておりま

す。

そのため、市民が健康で快適な日常生活を営む

ことのできる住みやすい生活環境の整備に努めて

まいります。さらに、すべての人々が自分の意志

で自由に移動でき、社会参加できるようバリアフ

リーを取り入れた施設などの整備を進め、安全で

快適に利用できる環境を確保するため、福祉のま

ちづくりを進めてまいります。

本年度におきましては、交通バリアフリー法に

基づく基本構想の策定に取り組み、その成果を和

泉砂川駅前の道路・駅前広場整備事業に取り入れ

てまいります。

また、安全でおいしい水の安定供給を推進する

とともに、公共下水道の整備を進め、環境に優し

いまちづくりに努めてまいります。 あわせて引き

続き「都市水環境整備下水道事業」として、屯道

川周辺の水辺空間を整備し、豊かな都市環境の整

備を進めてまいります。

さらに、市民生活の利便性・安全性を高めてい

くため、道路ネットワーク、上・下水道、公園・

緑地などの都市基盤整備の充実に努めてまいりま

す。

３番目の「交流ネットワークづくり」について

申し上げます。

鉄道駅は、広域的な玄関口としての役割を担い、

まちづくりの重要な拠点となります。まちづくり

の拠点として樽井駅・和泉砂川駅を交流拠点と定

め、この２駅を結ぶ地域を都市軸として、商業機

能や集客機能を充実させた施設の先導的誘導など

を検討してまいります。

また、市民ニーズの多様化に対応した都市間交

流及び地区内交流が円滑に進むよう、安全で快適

な道路づくりを進めてまいります。本年度におき

ましても、砂川樫井線や市場長慶寺砂川線などの

市内幹線道路の整備を引き続き推進してまいりま

す。さらに、泉南岩出線などの広域幹線道路につ

きましても整備を促進し、広域交通軸の整備にも

取り組んでまいります。
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今秋、金熊寺トンネルが開通することに伴い、

通過交通と地域交通との分離が図られることとな

り、東小学校周辺の交通安全に大きく寄与するも

のと期待しております。本市を含む南泉州地域や

紀北地域の発展にとって必要である「空港連絡南

ルート」につきましては、早期実現に向けた取り

組みを積極的かつ継続的に進めてまいります。あ

わせて、本市の活性化に不可欠である「りんくう

タウン」につきましては、土地利用の見直しや新

たなまちづくりの観点も視野に入れ、積極的な活

用策を検討してまいります。

最後に、「個性あるまちの顔づくり」について

でございます。

魅力ある都市景観は、住む人に心の豊かさや精

神的な充実感をもたらし、ふるさととしての愛着

心と誇りを感じさせてくれます。本市の持つ海や

山並みなどの恵まれた自然環境や、熊野街道など

の歴史的町並みなどの特性を生かした魅力あふれ

る都市空間づくりを進め、個性あるまちづくりに

努めます。

また、幹線道路や公共空間の緑化、建築物の美

観誘導など地域の特性を生かした個性ある都市景

観づくりへの取り組みを市民・事業者・市が協働

して進めてまいります。

以上、市政運営の基本的な考え方、並びに本議

会に提案いたしております予算の内容を踏まえ、

施策の概要について御説明いたしました。

ただいま御説明いたしました施策を効率的かつ

効果的に推進していくために、本年度におきまし

て「第４次泉南市総合計画 実施計画」を策定す

るとともに、「行政評価システム」の導入につい

て調査・研究を行ってまいります。

また、地方分権の推進や多様化・高度化・専門

化する市民ニーズに的確にこたえていくため、職

員研修計画を策定し、政策形成能力、創造的能力、

ＩＴ対応能力などの育成・向上に取り組むととも

に、倫理意識の徹底や接遇の向上に努めてまいり

ます。

今、時代はあらゆる分野でこれまでの社会構造

を改革しなければならない転換の時期を迎えてお

ります。このような状況の中、私は新しい時代、

すなわち「夢世紀」の実現に向け、市民と行政、



議会とが対話を重ね、ともに考え、手を携え、本

市の未来について語り合い、行動していくことに

より、ゆとりと豊かさと夢を実現できる「泉南市」

をつくり上げていくことができると確信いたして

おります。

常に変革の意識と創造力を持ち、本市の将来を

見据えた施策を積極的に展開し、市民が主役とな

るまち「水・緑・夢あふれる生活創造都市 泉南」

の実現に向け、全力を傾注してまいる所存であり

ます。

どうか議員各位を初め市民の皆様におかれまし

ては、市政の推進により一層の御支援、御理解と

御協力を賜りますようお願い申し上げまして、平

成１４年度の市政運営方針といたします。ありが

とうございました。

○議長（角谷英男君） 次に、日程第９、代表質問

を議題といたします。

この際申し上げます。本定例会における代表質

問につきましては、先ほどの市長の市政運営方針

に対する質問に限りますので、その点よろしくお

願い申し上げますとともに、質問者の持ち時間に

つきましては、その答弁も含め１人１時間といた

します。

それでは、これより順次代表質問を許可いたし

ます。

まず初めに、１０番 上山 忠君の質問を許可

いたします。上山君。

○１０番（上山 忠君） おはようございます。市

政研究会の上山でございます。議長のお許しを得

ましたので、平成１４年度第２回泉南市議会定例

議会におきまして、市政研究会を代表しまして、

向井市長の市政運営方針について順次質問を行い

ますので、市長におかれましては答弁のほどよろ

しくお願いいたします。

向井市長、市長選挙での当選まずもっておめで

とうございます。市民は、今後４年間の市政運営

について、向井さん頼みますで、との票にはなっ

ていないのではないかと感じるのは、私一人では

ないと思いますが、いかがでしょうか。

１期目は、平島市長の後を引き継ぎの市政運営

で、２期目は向井市長の独自の運営方針で種をま

き育てるの４年間で、今後の４年間は市政発展の

－１５－

ため、どのように実をつけるか市長の手腕が問わ

れていますが、今般の市政運営方針を読ませても

らいますと、優しさばかりで厳しさが読み取れま

せん。

今、日本国じゅうは、ワールドカップ選手権の

日本チームの大活躍で今までにない盛り上がりを

見せています。バブルがはじけ、自信を失い、経

済状態も回復の兆しが見えない今、非常に元気づ

けられます。市長も６万５，０００市民が住んでよ

かったと言われるような市政運営を願い、通告に

従い質問を行ってまいります。

まず、行財政改革についてお尋ねします。

市長は選挙公報の中で、今まで以上に行財政改

革に取り組みますと述べられていますが、肝心の

財政についてはどのようにお考えなのか。６万５，

０００市民の心を心として、将来に明るい希望を

持てるよう創意工夫を凝らしとあるが、本当に希

望が持てるのか。新行財政改革大綱実施計画書の

実施計画実施後の収支見通しでは、平成１３年度

の実質収支赤字の２億３，７００万円、単年度収支

赤字１億２，２００万円に対して、平成１３年度一

般会計決算速報値では、実質収支赤字の３億６５

２万、単年度収支赤字で１億４，３００万円となっ

ているが、財政の基盤がしっかりしてこそ改革が

なされると思うが、いかがですか。計画に対して

狂いが出たら、即修正するのが世の常ではないか

と考えますが、いかがですか。

次に、合併問題についてお尋ねいたします。

地方分権が実行の段階を迎えた今日、新たな市

町村のあり方を模索する中、市町村合併が全国レ

ベルで議論されており、本市においても昨年５月、

阪南市、岬町と本市の２市１町で泉州南広域行政

研究会を設立し、広域行政はもとより合併も視野

に入れ、将来の本地域について議論を重ねてまい

りましたと述べられていますが、研究会での２市

１町の首長での考え方に温度差があるのではない

でしょうか。あるとすれば、その原因はどのよう

に考えておられるのか。

市長は私の３月議会の質問で、今の段階ではま

ず府のケーススタディーによります合併した場合

のメリット、デメリット、あるいは将来のまちづ

くりの方向等、その結果を踏まえて情報公開する



中で次の段階へと進めてまいりたいと答弁されて

いますが、合併特例法の法期限がある中で市民の

ためになるのか、市民の合意を得るための方策に

ついてどのように考えておられるのか、お示しく

ださい。

次に、関西国際空港関係についてお尋ねします。

２００７年の供用開始に向けて２期工事も順調

に進んでおる中、大阪府は上下分離方式に同意と

の報道、またつい先日には、国土交通省が関西国

際空港の７年度の年間発着回数が１３万６，０００

回にとどまるとの航空需要予測が報道され、関西

国際空港を取り巻く環境が大幅に変わってきてい

ますが、市としての考え方は、また当初の伊丹空

港の公害問題でその代替空港としての関西国際空

港ではなかったのではないでしょうか。この辺に

ついて市長はどのように考えておられるのか、あ

わせてお示しください。

次に、「世界の恒久平和は、泉南市民はもとよ

り人類共通の願いで、真の平和と安全は人類共通

の願望である」で始まる非核平和都市宣言の市長

として、今国会で議論されてる有事法制関連３法

案について、市長としてどのように考えておられ

るのか、御所見をお示しください。

次に、教育問題で学校施設と読書環境の充実に

ついてお尋ねします。

学校施設については、引き続き計画的に修繕、

改修を行い、教育環境の改善に努めると述べられ

てますが、校舎の老朽化について具体的にどのよ

うに進められるのか。また、施設等についてはど

のようにされようとしておられるのか。施設等に

ついては、危険予知の観点から３現主義で取り組

むことが必要と考えますが、いかがでしょうか。

読書環境の充実では、どのように取り組みされ

るのか。平成１３年１２月議会での答弁によると、

本市の小・中学校の蔵書達成率は、小学校で１０

０％以上充足しているのは３校、７５％から１０

０％未満が１校、次に５０％から７５％未満が２

校で、あとの５校については５０％未満で、次に

中学校の４校では大体が５０％未満で、２５％は

超えているとの答弁でありましたが、子どもの読

書活動の推進に関する法律の制定を受けて、今後

５年間で６５０億円を決め、本年度では１３０億

－１６－

円が図書購入に交付されようとしていますが、本

市にはいかほどの交付がなされ、それを受けての

整備計画はどのようになっているのか。学校図書

整備費では、報道によりますと自治体の６５％が

本の購入に使用せず、財政難で他に転用との報道

がなされていますが、本市の状況についてお示し

ください。

次に、市民の健康づくりについてお尋ねします。

健康は、最も大切な生活基盤であるという認識

のもとに、保健センターを拠点として市民の健康

づくりに努めてまいりましたと述べられています

が、そこで病気予防のための成人保健事業での受

診率アップのため、すこやか健診等のセット健診

を実施されました。

その結果、受診者が増加してきたのですが、行

政は希望者の増加で対応が整わないとのことで、

往復はがきによる抽せんと本年度よりされたよう

ですが、市民の要望であるセット健診を希望者全

員が受けれるようにできないものか。済生会新泉

南病院の位置づけは、泉南市唯一の公的病院との

こと、検査機構も充実しているはずです。疾病の

予防、早期発見のためにも対応できる方策をお示

しください。

次に、高齢者福祉でお尋ねいたします。

介護保険制度が導入されて２年間が経過しまし

た。来年度は保険料を初めとして、報酬単価につ

いても見直しがなされますが、厚生労働省は在宅

介護の報酬は引き上げ、施設介護については引き

下げの方針を出していますが、泉南市としては見

直しのポイントはどの辺に置かれているのか、お

示しください。

最後になりますが、環境問題についてお尋ねい

たします。

環境省の調査による平成１１年度の一般廃棄物

は、生活系、事業系合わせて５，１４５万トン、１

人１日１．１キログラムとのことです。地球環境に

配慮した循環型社会への転換などが大きな課題で

あり、行政が率先行動を示しながら、市民、事業

者とともに環境への負荷低減、廃棄物の減量化、

再資源化などを推進し、循環型社会システムの構

築に努めるとあるが、廃棄物の減量については廃

棄物の３Ｒ、つまり排出抑制、再使用、再利用に



真剣に取り組む必要がありますが、そこでお聞き

いたします。事業系の廃棄物の分別収集は、現状

どのようになっているのか、お示しください。

以上が市長の市政運営についての市政研究会と

しての質問です。答弁次第で時間の許す限り自席

にて再質問を行いますので、よろしくお願いいた

します。どうもありがとうございました。

○議長（角谷英男君） ただいまの上山議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 上山議員の代表質問にお答

え申し上げます。

まず初めに、選挙のことも若干触れられました

けども、当事者として感じましたのは、余り盛り

上がらない選挙だったなというのが本音のところ

でございます。これは非常に残念なことではござ

いますが、そういう感じを一番受けた次第でござ

います。それでは、順次御答弁を申し上げたいと

思います。

まず、行財政改革問題についてでございますが、

本市では平成７年５月に泉南市行財政改革推進本

部を設置し、社会情勢の変化に対応し、市民の多

様なニーズに即応しつつ、地方分権の時代にふさ

わしい効率的な行政運営の確立を図るため、平成

８年１２月に行財政改革大綱を策定し、平成９年

度から平成１１年度までの３カ年、同実施計画を

策定し、行財政改革の推進に取り組んでまいりま

した。３カ年による実施結果といたしましては、

約９億８，０００万円の経費効果があり、一定の成

果が得られたものと考えております。

しかし、長引く景気の低迷等による市税収入の

減少や義務的経費の増加により、行財政運営の抜

本的かつ徹底的な見直しが急務となり、新たに平

成１３年２月に新行財政改革大綱を策定、平成１

３年８月には、平成１３年度から平成１５年度ま

でを基本とする同実施計画を策定し、議員を初め

皆様の御理解と御協力のもと、事務事業の見直し

や財政の健全化、経費の節減等、各項目にわたり

鋭意、行財政改革に取り組んでまいりました。

この結果、事務事業の見直しや経費の節減など

一定の成果が得られておりますが、不況の長期化

等社会経済の停滞により、市税収入の減少を余儀

なくされているのが現状でございまして、より一

－１７－

層取り組みを強化し、行財政改革を強力に推進し

てまいりたいと考えております。

急激な少子・高齢化社会の進展や、価値観の多

様化による市民ニーズの変化に的確に対応しなが

ら、健全な行財政運営を行っていくためにも、効

率的で効果的な行財政運営システムの構築を図る

ことが重要であり、今後とも行財政改革に全庁を

挙げて取り組む所存でございます。

なお、御質問の具体的な部分でございますけれ

ども、新行財政改革大綱実施計画書における実施

計画実施後の収支見通しでは、平成１３年度の実

質収支は、普通会計ベースで２億３，７００万円の

赤字、単年度収支は同じく１億２，２００万円の赤

字となっております。

今議会報告第６号において上程しておりますと

おり、１３年度の一般会計ベースでの実質収支が

３億６５０万円の赤字、同じく単年度収支が１億

４，２６０万円の赤字となっております。現在、一

般会計で示されている数値を普通会計ベースに調

整中でありまして、これらの作業を終えれば分析

を行いますとともに、収支見通しにつきましても

御指摘のとおり必要に応じて修正を行っていくこ

とといたしているところでございます。

次に、合併問題についてでございます。

平成１２年４月に地方分権一括法が施行され、

地方自治の自主的・主体的な取り組みが問われる

中、環境問題への対応を初め、少子・高齢化社会

の到来や情報ネットワークの進展といった多様化

・高度化する課題に直面するなど、市町村を取り

巻く環境は大きく変化いたしております。また、

市町村の財政状況につきましても大変厳しい状況

にあり、行財政改革への取り組みを進めておりま

す。

このような中、国においては合併特例法の改正

や市町村合併支援本部の設置などの取り組みを進

め、本年４月現在、全国で約７割の市町村におい

て法定協議会の設置を初めとして、何らかの取り

組みがなされております。

本市におきましても昨年５月に、阪南市、岬町

と本市の２市１町で泉州南広域行政研究会を設立

し、広域行政の推進や合併も視野に入れた新たな

広域的連携のあり方などについて調査研究を行っ



てまいりました。現在、事務事業のデータ収集を

行い、現況把握、分析整理などを行っているとこ

ろであり、取りまとめが終わり次第、公表してま

いりたいと考えております。

また、泉州南広域行政研究会につきましては、

より広域的な視野での検討を含め、合併特例法の

法期限を見据え、広域的連携や合併について調査

研究を行ってまいりたいと考えております。

市町村合併につきましては、個々の市町村が自

主的・主体的に取り組む問題であり、今後本市の

あり方につきましては、市民の皆様を初め議会と

ともに考えてまいりたいと存じます。

１３年度で大阪府の方で実施をしていただいて

おりましたケーススタディー調査につきましては、

先般取りまとめをされ、大阪府よりいただいて、

議員各位にもその旨をお配りをさせていただいた

ところでございます。今後、それらの資料をもと

に、区長会初め、さまざまな機会を通じて市民の

皆様に広報といいますか、情報の開示を進めてま

いりたいと思っております。

また、広報につきましては、本年６月号に１、

２ページを特集という形で市町村合併についての

ページを設けた次第でございまして、これにつき

ましてはシリーズとして今後も引き続き広報での

ＰＲに努めてまいりたいと考えております。

次に、関西国際空港問題について御答弁を申し

上げます。

関西国際空港を我が国の国際拠点空港として整

備するためには、３本の滑走路から成る全体構想

の早期実現が不可欠であると考えております。当

面、現滑走路に並行する４，０００メートルの滑走

路等を整備する２期事業が円滑に推進されており

ます。

さて、２期工事については、去る５月に揚土船

を導入し、滑走路の土台となる土砂の一部が海面

にあらわれるなど、工事は順調に進捗しておりま

す。

また、航空需要につきましては、昨年８月まで

は国際線の便数、旅客数ともに前期を上回り、順

調に推移してきましたが、秋の米国同時多発テロ

の発生により大きく落ち込み、１１月を底に回復

傾向にあるものの、１年間の実績としては、前年

－１８－

比９８％の１２万１，０００回にとどまりました。

一方、国土交通省では、第８次空港整備計画策

定のため試算した航空需要予測が同省の交通政策

審議会空港部会に示され、２００７年度の関空の

旅客数は国際線１，５８０万人、国内線７６０万人

で、総発着数１３万６，０００回と今までの１６万

回から１５％下方修正となりました。

これを受け、２期事業供用開始の先送りの議論

がマスコミ等で取り上げられていますが、本市と

いたしましては、激化する東南アジア各国の国際

拠点空港間の競争に打ち勝つためにも、他国並み

に２本の滑走路の整備を一日も早く急ぐべきであ

る、また関空は既に１時間当たりの発着回数がほ

ぼ発着枠の限界に達している時間帯が発生してい

る、さらに仮に供用をおくらせた場合、生じる事

業費増などが関空会社の経営に与える影響面から

疑問であると考えておりまして、今後とも関係団

体と歩調を合わせて、２００７年供用開始に向け

最大の努力をしてまいりたいと考えております。

次に、上下分離につきましては、空港経営を空

港の土地や滑走路を建設・保有する下物法人――

公的法人と、空港ごとに管理・運営に当たる上物

法人――これは民間会社――に分離し、上物法人

は下物法人に使用料を払い、下物法人が負債を返

済する方法で、関西、成田、中部空港を対象とし

ております。国土交通省は、この３空港の経営形

態の見直しの観点から、上下分離方式を提案して

おり、第８次空港整備計画を策定するに当たり設

けられた空港整備部会でも検討されております。

最近、上下分離方式が採用された場合の試算が

発表され、これによりますと、上物法人が支払う

年間立地コストは、成田は４４７億円、関空は３

４９億円、中部は１３０億円となり、関空は現行

方式に比べ１２７億円の減となります。本市とい

たしましては、この上下分離方式が国際拠点空港

としての機能強化と関西国際空港の経営基盤の強

化に資するとの観点から、歓迎をするものでござ

います。

次に、御指摘のありました関西国際空港の生い

立ちからして、大阪空港――伊丹空港は廃止を前

提であったのではないかということでございます

が、そのとおりでございます。我々も当然、関西



国際空港ができれば大阪空港が廃止されると、そ

ういうもとでスタートしたわけでございます。た

だ、いざ廃止ということになったときに、１１市

協側の方から存続を要望され、国内線に限るとい

うことで現在に至ってるところでございます。

最近になって一部自治体の方から、国際線も復

活してはというような意見があったというのは報

道でも知りましたが、こういうことは当初の考え

方とすれば全くおかしな話でございまして、我々

この関西国際空港の地元市としても、これから関

空協等を通じて、当初の廃止を前提といういきさ

つを十分に訴えていかなければならないのではな

いかと、このように考えているところでございま

す。

次に、有事法制についてでございますけれども、

有事法制に関しましては、国民の生命等の保護、

国民生活への影響を最小にするための措置につい

ての法案が今国会にはまだ提出されておりません。

武力攻撃事態対処法案を初めとする３法案が提出

されておるわけでございます。

国は当然、国の安全、あるいは国民の生活を守

るという立場から、危機管理について議論すると

いうことについては、当然のことかというふうに

は思っております。ただ、今、国会で議論されて

おりますけども、私ども地方自治体を預かるもの

といたしましては、市民の生命、財産等を守ると

いうのが責務でございます。

しかし、国が市民の生命、財産等の保護のあり

方、市民生活への影響について、十分に私どもに

まだ見解を示されずに地方公共団体、いわゆる首

長に対して国から総合調整、指示を受けるという

ことについては、市民に対して十分な説明ができ

ない可能性がございます。

この点につきましては、近畿市長会並びに全国

市長会におきましても、政府に対して市民の生命、

財産を守ることが我々の責務であり、国におかれ

ては、武力攻撃事態対処法案等について自治体等

への十分な説明責任を果たすとともに、国会にお

いて慎重かつ十分な審議を尽くされるよう要望す

るという要望を行ったところでございますし、私

自身も小泉総理大臣に６月１０日付でメールを送

った次第でございます。

－１９－

内容については、現在、国会で審議されている

武力攻撃事態対処法案等は、自治体にとってさま

ざまな影響が予想されるとともに、市民生活に重

大な影響を及ぼしかねないため、自治体や市民の

大きな関心事となっている。市民の生命、財産を

守ることは自治体の責務であり、国におかれては

武力攻撃事態対処法案等について自治体等への十

分な説明責任を果たすとともに、国会において慎

重かつ十分な審議を尽くされるよう要望する。６

月１０日に送っております。

これに対しまして内閣官房の方から返事をいた

だきました。１２日でございますが、小泉総理大

臣あてにメールをお送りいただきありがとうござ

いました。いただいた御意見等は今後の政策立案

や執務上の参考とさせていただきます。皆様から

非常にたくさんのメールをいただいておりますが、

内閣官房の職員が御意見等を整理し、総理大臣に

報告をします。あわせて防衛庁へも送付いたしま

す、という返事をいただいているところでござい

ます。

続きまして、学校施設の問題、いわゆる教育委

員会に属する部分の問題でございますが、私で答

えられる範囲で答えさしていただきたいと思いま

す。

１つは、学校施設の改善ということについてで

ございますが、建築物は年数を経るにしたがって

劣化していきますが、これについて適正な維持保

全を行うことが必要であるということが社会的な

共通認識になってまいりましたのは、比較的最近

のことでございます。限りある資源を有効に活用

し、安易なスクラップ・アンド・ビルドにかえて

建築物を社会資本として認知し、長期的に活用す

ることが強く求められています。

ところで、本市の学校施設も確かに個別に見れ

ば劣化が進んでいるものもあります。市としては、

建物の状況を正しく判定することにより、社会的

・教育的変化を見据えながら、時代に適合した施

設の提供を行わなければならないということで、

平成１２年度で小学校、平成１３年度で中学校の

耐震予備診断を実施したところです。また、今年

度は幼稚園の耐震予備診断を実施をいたします。

既に議員各位には耐震予備診断の結果を配付い



たしておりますが、この中では各学校ごとの残し

保全する施設と、取り壊していくべき施設など、

具体的な施設保全・施設整備状況が一定明らかに

なっております。これら診断結果を基本として、

今後、園児・児童・生徒数の推移、あわせて校区

問題のあり方、また教育内容の変化、さらには市

の中期的財政見通しや補助金制度の動向をも十分

に視野に入れながら、早期に施設整備計画を確立

したいと考えております。したがって、それまで

の間、必要箇所の修繕、補修を行うことによって、

建築物の保全に努めてまいりたいと存じておりま

す。

次に、学校図書整備の充実についてでございま

す。

国におきましては、子どもの読書活動の推進に

関する法律の施行を受けて、平成１４年度から１

８年度までの５年間、新たな学校図書整備計画が

策定され、計画的な学校図書整備に必要な経費に

対して、地方財政措置を講じられております。こ

うした状況を踏まえ、本市におきましても今後と

も教育委員会の要望等を踏まえ、学校図書の整備

に努めてまいります。

また、本年度より学校図書館司書が配置される

ことにより、学校図書館の環境整備を初め、子供

たちの読書意欲の向上に効果が発揮されるものと

考えております。なお、今予算におきましても、

基金等を使った図書購入も計上いたしてるところ

でございます。

次に、健康問題、健診の問題でございますが、

保健センターでは受診率アップのため、平成１１

年度よりセット健診事業を行ってまいりましたが、

市民の健康に対する関心が高く、毎年電話等での

申し込みをしておりましたが、申込者が多く、混

乱を避けるため、本年度におきましては、さわや

か健診――これは４０歳以上の女性のみでござい

ます――と、すこやか健診――４０歳以上の市民

――の２つの健診について、往復はがきによる抽

せんを実施しました。今後は、健診回数及び健診

日等につきまして、検討課題であると認識をいた

しております。

保健センターでは、セット健診のみなどだけで

はなくて、受けたい健診のみが選んで受けられる

－２０－

単独健診や、市内のかかりつけ医や、医療機関で

の個別健診も実施しております。なお、本年度よ

り新泉南病院でも実施しておりますので、御利用

いただければと思っております。

また、新泉南病院の健康管理センターでの受診

ができないかとのことでございますが、お尋ねの

ことにつきましては、現在、あの健康管理センタ

ーは健保あるいは国保加入者を対象とした人間ド

ックの助成制度のもとで行っているということで

ございます。ひとつそれらを活用できる方々につ

いては、そういう部分を活用していただきたいと

考えております。

ただ、保健センターでやっているような健診が

新泉南病院でできないかということについては、

問い合わせもいたしましたけども、物理的にはで

きないことはないということでございます。ただ、

これらをふやしていくということになれば、医師

会との調整とか、あるいは健診項目との問題とか、

当然委託料の問題とか、それからあちらは健保と

か国保の人間ドックもやっておりますので、その

すき間を縫うという形での完全予約制とか、さま

ざまな問題があるというふうにも聞いております。

保健センターで回数をふやすということについ

ては、医師会との関係、あるいは健診車の配車の

問題等課題があるということでございますが、い

ずれにいたしましても、多くの皆さんに受けてい

ただくというのは大変ありがたいことでございま

すし、それだけ健康管理に対する意識が高まって

いるということでございますので、今後ともその

動向を踏まえて改善すべき点は改善をしていきた

いと、このように考えております。

続きまして、介護保険制度についてでございま

す。

介護保険制度が平成１２年４月に施行されまし

て、措置から社会保険制度へと介護に係る制度が

大きく変革される中、本市においてはこれまでの

２年間、介護保険事業計画に基づいて、ほぼ円滑

に運営できたのではないかと考えております。

しかし、この当初計画案については、それまで

の実績がないところから立案したということもあ

りまして、部分的には実態にそぐわないところも

ございます。例えば、居宅サービスの利用率がほ



ぼ４０％にとどまったことや、介護療養型医療施

設への転換が進まず、利用見込みを大きく下回っ

たことなどがあろうかと考えています。今年度策

定予定の第２期介護保険事業計画については、こ

の２年間の実績を踏まえ、実態に即した計画とな

るよう努力したいと考えております。

なお、居宅サービスの利用促進については、高

齢者が生涯を通じて自宅で自立した生活を送るこ

とができるよう支えることが介護保険制度の理念

であります。この理念を踏まえ、居宅サービスの

利用を促進することは大変重要なことであると認

識しており、最大限の努力を傾注しなければなら

ないと考えております。

幸いにも本市の場合、施設と居宅の利用割合が

６対４とほぼ拮抗をいたしております。これは大

阪府下の他の地域に比べて施設数の多い泉南地域

５市３町の中でも比較的バランスがとれていると

ころでございますので、この点については一定評

価できるのではないかと、このように考えており

ます。

最後に、事業系ごみの問題についてお答えを申

し上げたいと思います。

事業活動に伴って生じた廃棄物は、みずからの

責任において処理することとなっております。本

市の事業系ごみは、事業者の自己搬入、あるいは

廃棄物処理許可業者への委託によるものとなって

おりまして、市での収集は行っておりません。清

掃工場へ搬入されました事業系ごみの分別状況に

つきましては、可燃ごみ、粗大ごみと資源ごみで

ある缶・瓶、３種類となっております。

なお、廃棄物処理許可業者の許可条件として、

分別された資源ごみは資源化処理施設への搬入を

義務づけております。また、市内スーパーやコン

ビニなど一部の事業者において、エコショップの

登録をしていただいて、容器の回収や簡易包装の

推奨を図り、ごみの排出抑制、減量化に努めてい

ただいているところでございます。

今後もごみの減量化、リサイクルに積極的に取

り組むエコショップ登録店の普及を図ってまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。

○議長（角谷英男君） 上山君。

－２１－

○１０番（上山 忠君） 多岐にわたっての質問で、

御丁寧な答弁どうもありがとうございました。あ

と２３分ほど時間がありますので、再質問をさし

ていただきたいと思っております。

まず、行財政改革については、毎議会いろんな

立場から御質問してる中ですけども、やはりここ

にあるような感じでは、本当にやり切ろうという

姿が見えてこないんですわね。この赤字でもそう

ですやん。結局、平成１３年度で３億６００万何

がしの赤字が出ましたと。そしたら、その赤字は

どうするんやというたら、次年度の一般会計から

持ってきてやるというふうな形になれば、これは

当面単年度会計上のあれはあると思うんですけど

も、赤字が出ました。そしたら、その赤字は来年

の予算からちょっと借りましょうというふうな形

のとり方をとっておれば、基本的にはやる気の問

題というんか、いろんなところで赤字を出さない

ため、要は収支バランスをとるためにということ

で、行政ですから何も黒字を出せとは言いません。

収支バランスをとって、ちゃんと計画内におさめ

ればええんですけども、計画の中で、はい赤字が

出ました、そしたらその赤字は次年度から持って

きますというのでは、本当にやり切ろうという姿

勢が私は生まれてこないんではないかと思うんで

すわ。

これは毎回言っておられるんですけどね、取り

組みを強化して、その時点時点でローリングして

解決策を出していくというふうな御答弁があるわ

けなんですけども、これも計画を立て、その計画

に対してどうあるかということは、日々やってい

く必要があると思うんですけども、その辺につい

てどういうふうにお考えか、再度お願いいたしま

す。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １３年度決算、速報値とい

うことで数字をお示ししたわけでございますが、

ただ中身的には当初公債管理基金を繰り入れてお

ったわけなんですが、決算ではそれは戻して決算

を打っております。そういうことで、それは次年

度の予算を組むときに、１４年度でかなりまた公

債基金なんか取り崩しておりますんで、残りが少

なくなっておるということも踏まえて、１５年度



予算を組むというためにも必要な財源でもござい

ますから、そういう形での内容は一部含んでおり

ますので、それはまたいろんな機会に御説明をし

たいというふうには考えておりますが、それを取

り崩さない中での決断と、こういうことでござい

ます。

ただ、御指摘ありましたように、行革の中で示

したときと若干差異が生じておりますから、当然

それはそれがきちっと決まった時点で数値を置き

かえて、次年度以降の数値の修正をしていかなけ

ればいけない、あるいは目標値の再度の設定もし

ていかなければいけないというふうに考えており

ます。

行革本部の方は、原則として毎月１回開いて、

その進捗なりあるいは効果なり、あるいはそれの

成果なりを報告をし、また議論をしてやっており

ますので、原則としてそれはおっしゃるように毎

月チェックをかけながらやっていっておると、こ

ういうことでございますので、これをきっちりと

やっていくということが財政が一番厳しい１４年、

１５年、１６年ぐらい乗り切る糧でございますか

ら、これはきっちりとこれからもやってまいりた

いと考えております。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） 代表質問ですから余り細

かいところは突っ込まないで、次からの一般質問

の中で、９月、１２月ありますんでその辺にお尋

ねしたいと思います。

合併問題についてですけども、いろんな形の中

で全国今３，３００あるやつを１，０００ぐらいとか

いうふうな方針の中でやられてるんですけれども、

本当に市民のためになる合併が今、大阪府が示し

てるケーススタディーの中で出てくるのかという

ことを考えたときに、本当にいろんな問題を含ん

でます。

特に、泉南市の場合は財産区財産、見なし財産

区財産の取り扱いがどうなるのかと。特に樽井な

んかいろいろ決算でも予算でも出てきてるんです

けども、かなりのお金が残ってるという状態の中

で、これの取り扱いを間違うとどうにもならんな

という個人的な意見はするわけですけれども、も

し合併がなされるとしたときに、この財産区財産

－２２－

の取り扱いはどうなるのかと。

それと、これは合併特例法からいきますと、２

００５年ですか、期限が。ということになれば、

合併のための事務処理が２年間が必要であるとい

うふうな報告がなされてます。それから、合併に

移行するためには合併協議会、さっきの大阪府の

ケーススタディーでいきますと、泉南市、阪南市、

岬町になるわけですけども、各議会が合併協議会

を設置できるのか、タイムスケジュール的にいっ

て。その前に広域行政的なことでやっていけるの

か。本当にこの合併問題について、政府が言って

いる期限内に合併をするんか、それとももう少し

市民の意見を酌みながら、真の合併はどこにある

かということを議論しながらやっていくのか、そ

の辺のとこを再度ちょっとお願いします。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点目のいわゆる法定財産

区の問題でございますけども、泉南市には１つあ

るわけでございます。これがどうなるのかという

のは当然、もしそういう事態になったときに大き

な課題というのは私も承知をいたしております。

この点については、私も大阪府を通じまして国の

考え方なりを照会をかけております。ですから、

それが参ればはっきりするというふうには思いま

す。いましばらくちょっとお待ちいただきたいと

いうふうに思います。

それから、２点目の問題でございますけれども、

この２市１町の研究会も取り組んだのは、合併も

視野に入れて広域行政を推進していきましょうと、

２００５年を意識してと、こういうことになって

おります。

したがって、私のスタンスは前々から申し上げ

ておりますように、合併特例法が２００５年３月

の期限ということで法律があります。さまざまな

優遇措置が講じられております。それを過ぎれば

ありませんという中で、実際に合併するかどうか

というのは当然議会の議決、あるいは市民の皆さ

んの御意見というものは尊重されなければいけな

いわけですが、少なくともパートナーがあるとす

れば、一緒になった場合にどうなるのかという財

政的な問題、あるいは分権上の問題、あるいはそ

のメリット、デメリット、まちづくりの問題、こ



ういうことについてきちっと調査をして、情報を

明らかにしてその上で判断をすべきだと、こうい

うふうに言ってるわけでございます。したがって、

今その作業を行っておるということでございます。

それと、法定合併協議会ができても２年ぐらい

かかるというのは、一般的に今までの合併に至っ

た経験則からいってのことだというふうに思いま

す。それからしますと、余り時間がありません。

それはもう確かだというふうに思います。

これは、法定合併協議会をつくろうと思えば、

当然、長の提案によって皆さん方にお諮りする場

合と、住民発議によって行う場合があるというこ

とでございます。そこで議決をいただかんと、法

定協議会がつくれないということでございますが、

仮に否決された場合は、またこの前の地方自治法

改正で長の提案あるいは住民からの６分の１以上

の署名をもって住民投票に移ることができるとい

う提案ができることになっておりますので、その

場合には住民投票によって投票の過半数以上の賛

成があれば、議会が仮に否決されたとしても可決

されたものと見なすということになっております

ので、そういうどちらかの選択というのが将来生

じてくるということでございます。

我々は、さっき言いましたようなとりあえずそ

ういう１つのケーススタディーができましたので、

それを十分公開し、あるいはＰＲをしていって市

民の皆さんに関心を持っていただくということを

始めていきたいと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） この問題については、や

はり市民が本当に必要としてるかどうかというこ

とを本当に酌みとってやらなければ、結局財政が

悪いから小さいとこが集まって大きくしたらとい

う財政メリットだけの合併になったらこれは全然

成功しないと思うんで、その辺のとこを踏まえて

今後十分なる議論をやっていきたいと思いますん

で。

次に、関空問題ですけども、かなり変わってき

てるということで、この間からいろんなあれがあ

るわけなんですけどね。言ったように、当初は伊

丹空港をつぶして関空ですよという大原則がある

わけなんですわね。その大原則を踏みにじって関

－２３－

空の航空需要予測が減ってます、向こうの方がふ

えてきてますんでと、なおかつ国際線もちょっと

よこせと、こんな話が通用するわけがないんです

わね、本来でいきますと。もう少しその辺のとこ

ろを声高々に主張されまして、もともと関空がで

きた経過は何やったんやということを地元市長と

してもっとこれは向井市長には訴えてほしいと思

うんですわ。その辺またよろしくお願いしときま

すんで。

次、教育問題ですけどね、学校の施設整備とい

うことで、診断結果が出た中で早期に施設改善を

立ててやっていくというふうな答弁であったんで

すけどね。やはり子供、特に成長過程で大切な時

期にあるのが幼稚園、小学校、中学校になると思

うんですけど、そういう中でその環境を整えてや

るのが大人の役目、義務だと思うわけですよ。そ

れを実際やっていくのが行政であると思うわけな

んで、いろんなことを言うわけなんですけど、基

本的にはお金がないと。お金がないのと子供の教

育にかけるお金というのはどうなるんやと。お金

がなかったら、むだな事業を省いてでも教育予算

に回してくるのが本来の行政のあり方じゃないか

と思うんですけども、その辺のところを再度お願

いしたい。

学校施設については、僕もここに書いてるよう

に、３現主義でもって危険予知の観点から見たと

きに、今のこの施設は早急に改善しなければなら

ないというのは、おのずからわかってくると思う

んですわ。そういう中においても、お金がないん

で何とか次に回してほしいとかて、先ほど言いま

したように、お金と子供、どっちが大切かという

ことですわ。

それと、図書整備費の補助金ですけどね、具体

的にそしたら平成１４年度文部科学省は言うとる

わけですよ。全国で１３０億円を交付しますよと。

その１３０億円を使って学校図書の整備をしてく

ださいよと。冒頭言ったように、中学校なんか５

０％から２５％の充足率ですよ、学校図書。今回

久 基金の方では、基金の方の要望で一たん取り

崩して学校図書の整備に向けていくというふうな

形もあるんですけどね。国がそういう中で学校図

書を整備していきますよと。小さい子供さんに本



を読ませる習慣を植えつけていきましょうという

形の中で１３０億円の交付がなされますよという

ことでお聞きしますと、何ぼ入ってくるのかわか

らんと。そんなことで行政、学校の運営等々につ

いてできるんですか。

本当に今回、学校司書も配置されます。そうい

う形で学校図書については、かなり補正予算の中

で上げてきてますというんですけども、この１３

０億、全国の行政区単位にしたらどのくらいのお

金になるんですか。まず、その辺のところをお聞

かせください。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、伊丹空港の問題です

が、私も常々もっと声高に言うべきだということ

を申し上げておりまして、きのうも関空協の事務

局が来たときに、今月２８日に早朝会議が７時半

からありますから、そのときにも言うでというこ

とを言っております。ですから、これは私だけで

はなくて、皆さんそういう思いだというふうに思

いますんで、これはやっぱりきちっと物を申すべ

きだというふうに思っております。

それから、学校施設の問題でありますけども、

これは先ほど言いましたように、大規模改修の場

合は補助金をいただく、小規模の場合は起債充当

ということになるわけですが、大規模改修を行う

場合には、当然耐震上のことも含めてやるという

ことになっておりますから、そういう学校・園に

ついての一定の仕分けをやっているわけでござい

ます。それが今年度幼稚園をやりまして、ほぼ一

巡いたしますので、その中で具体の整備計画とい

うことで教育委員会でつくっていただくというこ

とになっております。

それと、お金の話が出ましたけども、これは交

付税措置ということでございますから、取り出し

て幾らということの数字的なものはわかりません、

実際上はね。はっきりと別途いただける――今回

のような雇用の問題のように、具体の数字でいた

だけるものであればそれでわかるんですが、その

交付税の中でカウントされるというものについて

は、なかなかわかりづらいということでございま

す。

○議長（角谷英男君） 上山君。

－２４－

○１０番（上山 忠君） 関空の方はよろしくお願

いしときます。

学校図書整備費の関係ですけどね、今の時点で

一般交付税の中で交付されてくるんでわからない

ということなんで、まだ私もあと２年ほど議員を

してると思いますんで、平成１４年度の決算の中

でこの交付金がどれくらい交付されて、学校図書

の整備にどの程度充てたかということをお聞きし

ますんで、その点を十分御配慮いただいて、ほか

のところに流用しないような形でお願いしときま

す。改めてお願いしときます。

次に、保健センターのことなんですけどね、や

っておられるということで、特にセット健診等に

ついては希望が多いわけなんですわ。お金を多少

負担してもええよというふうな意見もあるわけな

んですわ。そういう中で市民のニーズというのを

的確にとらまえて、できないことを挙げても仕方

ないんですわ。できないんであれば、どうやった

らできるかということを考えていくのが行政の役

割じゃないかと思いますんで、一朝一夕には多分

できんとは思います。いろんな答弁をお聞きして

るんですけども、大阪府の問題、その健診車の問

題等々あるんですけども、できない理由を挙げる

より、できるために何をやるかということを考え

てほしいと思います。

次に、事業系ごみの問題ですけども、これは今

でもずっとなってるんですけどね、循環型社会の

移行はもう当然のあれやと、地球温暖化の状態を

踏まえながらということで、これについては泉南

市は市長の先見の明により分別収集をやり、家庭

用の生活系のごみについては分別収集をやり、資

源ごみ回収とかやっておられるんですけど、かな

りの効果が出てきてます。

それにつきまして、事業系のごみはできてない

んちゃうんかと。瓶とか缶とか、先ほど３種類ほ

どは分別してるよという中で、各事業者から出る

ごみについては、パッカー車で回収の業者に対し

てポリバケツからボンボンとほうり込んでると。

そして、それを持っていってるというふうな実態

ですよね、これを見たら。それらについて、本当

に事業者に対して一般家庭に要望してるような分

別収集をやらせる気持ちがあるんか、今は事業者



にお任せですよという形であれば、これは進まな

いと思うんですがね。

結局、５，１４５万トン年間出てるわけなんです

ね。そのうちの何割かは埋め立て、焼却、再利用

という形になるわけなんですけども、その辺のと

こを踏まえて、今後事業系のごみについても、一

般用の家庭生活系ごみと同じような取り扱いをし

ますよというぐらい強い気持ちで出てほしいと思

うんですけども、特に市長は管理者でおられます

し、その辺のとこを踏まえて、今後事業系ごみに

ついてどのようにしようとされてるんか、その辺

の基本的な考え方をお願いします。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 事業系ごみにつきましては、

むしろ泉南清掃事務組合で受け入れておりまして、

業者指導もそちらで行っております。したがいま

して、御指摘ありましたように事業系ごみについ

ては、十分分別がされていないのではないかとい

う御指摘もあちらの組合にもちょうだいもいたし

ております。その関係もありまして、業者に対し

ては分別収集をきちっとしろという指導、それと

文書での通知等もやっておりまして、その徹底を

図らしております。

ただ、十分でないという部分もまだあろうかと

いうふうに思いますので、今後ともその指示なり

の徹底を図っていきたい。それによって、先ほど

の言われましたような形での燃やす分と、それと

資源に回す分ということの振り分けをきっちりと

やれるようにしていきたいと、このように考えて

おります。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） １つ漏れておったんです

けど、有事法制関連３法案については、市民の生

命、財産を預かる立場からということで、６月１

０日の日に小泉内閣に対して泉南市長としての要

望書を出され、メールで答弁をいただいていると

いう形の中で、本当にこれが国は国の役割、市は

市の役割としてあるわけなんですけども、今出て

る意見を見ますと、市の役割がかなり制限されて、

国がこうという頭ごなしみたいなとこがどうも今

のところ見え隠れしてるわけなんですわね。

それから、その辺について６万５，０００市民を

－２５－

預かる市長として、今後この法案の成立について

はかなり意見を言ってほしいと思うんですけども、

その辺については再度どのような形でやっていか

れようとしているんか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほども言いましたように、

まずこの法案についての説明を、これは全国知事

会でも要望されたようですが、都道府県、市町村、

こういうところに十分まだ説明がされてないと思

っております。ですから、まずそれをきっちりと

やっていただきたいと。それを見ないとといいま

すか、それをお聞きしないと、どうだこうだとい

うことは言えないわけでございますから、まずそ

れをきっちりやっていただきたいということと、

国会の審議においては慎重かつ十分な審議をして

くれということを申し上げているところでござい

ます。

○議長（角谷英男君） 以上で上山議員の質問を終

結いたします。

１時まで休憩いたします。

午前１１時４３分 休憩

午後 １時 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、１１番 松本雪美君の質問を許可いたし

ます。松本君。

○１１番（松本雪美君） 皆さん、こんにちは。日

本共産党の松本雪美です。２００２年第２回定例

会において、日本共産党市会議員団を代表して市

長の市政運営方針について質問をしたいと思いま

す。

さて、政府・与党は、昨日１９日で会期切れと

なる通常国会を野党の反対を押し切って４２日間

の延長を決めました。重要法案が会期中に通らな

いから会期延長するというのは、一片の道理もあ

りません。会期内に法案が通らなかったのは、根

本には国民の暮らしと命、日本の平和を根本から

脅かす悪法への国民的な批判の広がりがあったか

らです。審議すればするほど法案の重大問題が明

らかになり、世論調査では有事法案、医療改悪法

案、個人情報保護法案に国民の５割から６割が反

対をし、賛成を大きく上回っているということで



あります。

さらに、官房長官の非核三原則見直し発言や防

衛庁個人情報リスト作成問題は、こんな政府、防

衛庁に有事法制を与えれば、どこまで暴走するの

かと、内外で不安と危惧を高めています。

今、今国会では、悪法推進ではなく、景気・雇

用対策であり、続発する自民党政治家による汚職、

腐敗事件の徹底解明をと国民は期待をしたはずな

のに、何もない悪法だけを通すために奔走する国

会に終始をしている現状であります。

さて、昨日、鈴木宗男衆議院議員が逮捕されま

した。自民党の要職や官房副長官などの役職を利

用した数々の利権あさりで、疑惑のデパートと呼

ばれながら法の網をかいくぐってきた鈴木議員が

ついに司直の手に落ちました。刑事訴追の扉をこ

じあけるきっかけをつくったのは、何よりも我が

党の佐々木憲昭議員のムネオハウス追及が象徴す

るように、日本共産党などによる国会での追及と、

腐敗政治に怒る国民の世論がここまで追い込んだ

のではないでしょうか。

この間、政府・与党、自民党、公明党、保守党

は、ムネオ疑惑が明らかにされても、再度の証人

喚問も議員辞職勧告決議案の本会議採決にも拒否

をし続けてきたこの事実は隠せません。国民は、

しっかりとこの事態を見せてもらいました。この

ようなみずからの失態を棚に上げて、政府・与党

は会期延長を強行したのです。

国会運営の中で提案された法案は、会期内に成

立しなければ審議未了で廃案にするというのが議

会制民主主義のルールです。憲法と国会は、この

原則を明確にし、会期中に議決に至らなかった案

件は、後会――後の会議ですね、継続しないと国

会法６８条で定めています。悪法が通らないから

といって、土俵を広げて数の力でごり押しする、

こんな無法は許せません。

しかも、小泉首相は、会期延長であくまで全法

案成立するよう全力を尽くすとしています。国民

に１兆５，０００億円の負担を押しつける医療改悪

法案など優先して処理するとしていることに、小

泉政治の冷酷非情さがあらわれています。

今や内閣支持率は３割台に転落し、この政権は

国民から見放されつつあります。統治能力も喪失
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しつつある内閣が延命のために会期延長し、悪法

を強行するのは言語道断です。悪法推進勢力に決

定的な痛打を与えるまで、国会内外の闘いを大き

く発展させていこうではありませんか。そして、

一日も早い国会の解散を望むところであります。

私は、日本共産党の市会議員として多くの市民の

皆さんと手をつないで、この有事法案、医療改悪

法案、個人情報保護法案阻止の闘いの先頭に立っ

て頑張ります。

さて、質問に入ります。まず最初は、市長の政

治姿勢です。

４月２８日には、４年に一度の市長選挙が行わ

れました。開票の結果、向井さんが市長となり、

３期目のスタートが切られました。選挙結果は、

有権者５万５７人、有効投票数１万７，５１７人、

投票率は３６．３１％という、前回よりも２６．７ポ

イントも低く、過去最低の結果となりました。向

井市長は１万１，０００票、小山氏は６，５１７票で

した。このような結果は、まさに向井市長の３選

を望まない批判の声のあらわれそのものではなか

ったでしょうか。

まず最初に、市長はこの結果をどのように受け

とめられたのでしょうか。また、この間の選挙運

動の中で市民の皆さんからは、なぜかしらいつも

優しく笑っているように見えるけど、向井市長さ

んは冷たい人だという声が聞こえてきました。職

員の皆さんの中からも同じような感想を聞いたこ

ともあります。なぜ市民はこんなことを言うのか、

市長はどう思われますか、御見解をお聞かせくだ

さい。

第２点目は、市長の公約です。

選挙中に市民に配布された市長のビラに掲載さ

れた公約を見ましたが、今、不況で苦しむ市民の

暮らしを守る仕事は自治体の責務であるはずなの

に、どう見ても土木行政中心の姿勢が見え見えで

す。市民生活のにおいがまるでしません。もちろ

ん、市政運営方針でも同じことが言えるのではな

いでしょうか。私の意見に対して市長の御見解を

聞かせてください。

第３点目は、行財政改革についてであります。

厳しい財政状況の折です。市民の納めた税金が

むだ遣いされ、消えるのは耐えられません。ちゃ



んと暮らしを守るために使うべきです。しかし、

現実は行革の名のもとに、一番弱い立場にいる高

齢者や障害者、母子家庭などへの支援策などはば

っさりと切り捨てられ、一方では農業公園や同和

施策は聖域でメスを入れないとはもってのほかで

あります。提出していただいた資料を見れば、一

目瞭然です。

１３年度の行革効果があったと言われる額は３

億２，８００万円、１４年度は何と５億６，８００万

円です。弱い立場でいる人たちの給付金をストッ

プしたり、市民負担の増額をしたり、職員の給与

のカットや退職者の補充もしない経費節減なども

強行されました。これが市長の言う行財政改革で

あります。まさに、弱い者いじめではないでしょ

うか。こんな行革では、市長の言う住民は将来に

明るい希望が持てることなど絶対にないでしょう。

一部の人が、ほんの一握りの人が潤う行革でしか

ありません。

４点目は、合併問題であります。

昨年４月に合併を視野に入れて、広域行政の連

携をと、２市１町の泉州南広域行政研究会設立の

ための会議が開かれました。ここで阪南市の岩室

市長は、市町村合併推進補助事業制度を利用する

ことは結論が縛られる、自前で費用を賄うべき、

住民にとって一番大事なことは、市長らが勝手に

決めたと思われるのではなく、合併問題は慎重に

対応していくべきだと、このように発言されたそ

うであります。

泉南市の市商連の会長さんも、６町村が集まっ

て市ができてから、まだ市としてのまとまりがな

い、新たな合併は時期尚早と否定的な意見が飛び

出し、あくまで広域行政の推進を進めていくとの

合意で、昨年５月には泉州南広域行政研究会が設

立されたのであります。

そして、このときに府は、おせっかいにも市町

村合併の調査研究事業で２市１町の調査をすると

言って、合併のケーススタディー調査報告書をま

とめました。もちろん、泉南、阪南、岬町の３つ

の自治体の分であります。私たちのところにもこ

れが届いております。１００％の府費でここまで

合併のための資料をつくり提供したのは、府下で

はここだけだそうであります。

－２７－

市長は、今回の市政運営方針でも合併を視野に

入れて議論を重ねてきたと言われております。そ

れなのに、これがだめならこっちではどうかなど

と思われるような提起の仕方はよくないと私は思

います。

今回の市政運営方針では、合併特例法の法期限

を見据え、新たな広域的連携のあり方について検

討すると、こう言っています。１４年４月４日に

は、３市３町案も可能性はあると述べるなど、こ

ういう枠組みも目指すべきだ。中核市になった方

が権限も大きくなるし、地方分権が進むと、こう

発言され、マスコミ界は、泉南市長は合併に意欲

的ともてはやしております。

こうした市長の姿勢は、余りにも軽過ぎるので

はないでしょうか。もっと市民の意見を聞き、合

併によるデメリットなどもしっかりと研究して、

何が何でも合併する方向づけへと誘導するような

市長の態度は改めるべきであります。

５点目は、第４次総合計画に基づいて、個性を

生かし、活力ある水・緑・夢あふれる生活創造都

市泉南の実現に向けて傾注いたしてまいりますと

市長は言っております。中でも１番目には、人権

問題を取り上げ、最重要課題とされています。す

べての人の人権が尊重され、差別のない地域社会

の実現に向けて、と書き出されています。

憲法で保障された基本的人権は、日本国民すべ

てに与えられた権利であります。すべての人が平

等であることも当然のこと、差別など絶対にあっ

てはなりません。市長は市政の担当者として、こ

れだけ熱く人権を語っておられるのに、市長みず

からどれだけ冷たく人権を無視してきた行為をさ

れているということに気づいておられないのでは

ないでしょうか。

３住宅の皆さんの２９年間は、根なし草の不安

な毎日だったはずであります。住民は２９年間、

いつになったら約束が守られるのか、ずっと変わ

らず待ち続けたけど、市長は４代もかわり、住民

と交わした約束は、市長がかわるたびに変質して

いきました。

３住宅の住民には、建てかえのマスタープラン

づくりも策定後もずっとこの計画を知らされずに

いたというのであります。住民無視の一方通行の



建てかえ強行策は、住民は認められないのは当然

のことです。まさに、３住宅の住民の人権を完全

に侵した行政運営が進められてきました。人権教

育、人権啓発を第一義的に語る市長にこの３住宅

の皆さんの人権について答えてください。

６点目は、昨年には、せんなん男女平等参画プ

ランが策定され、ことしは実施計画をつくられる

ということであります。どんなものになるのか期

待をするところですが、男女平等条例の制定があ

ってこそ施策を充実させていく基本であります。

また、女性サロンの設置をするとしています。

当然どんな女性政策を持ち、どんな事業を進めて

いくのか、女性政策の事業を組み立てていくため

にも仕事に責任を持つ職員を配置するべきであり

ます。

７点目には、子供が生き生きと学べる学校づく

りのところでは、中学校に新機種のコンピュータ

ー導入されること。財政の厳しい折からおくれば

せながらも時代に乗りおくれることのないように

努力されたことを評価したいと思います。

また、学校図書館において専任司書を配置する

とあります。この間、私も議会のたびに取り上げ

てきたところでありますが、これを評価したいと

ころでありますけれども、その採用については、

また新たな問題を指摘せざるを得ません。どうし

て人材派遣センター、ハローワークから司書の資

格のある方を採用するというようなことになった

のか、お答えください。

８点目は、文化、歴史を生かしたまちづくりの

テーマで、生涯を通じて豊かな人生を送れる地域

づくりに欠かせないもの、文化ホール、公民館、

図書館をより親しみのある文化交流の活動拠点と

してと表明されております。泉南市の図書館は、

情操豊かな市民をはぐくむ大切な社会教育行政の

機関であります。

昭和５９年４月に開館し、１８年経過していま

す。自動車図書館は、６２年１０月にスタートし

て１５年経過しました。図書館は、図書費が減ら

され、ＢＭ車（自動車図書館）はいつ壊れるかわ

からないと言われて久しい状況、修繕の部品もな

いというところにまで来ています。

第３次総合計画では、図書館ネットワークの体

－２８－

系図がしっかりとうたい込まれていたのに、第４

次総合計画では図書館網の体系図もすっかり消え

てしまっております。これを見れば、市長の文化

行政の根本的な考え方がどれだけ薄っぺらいもの

かということがわかります。そのうち行革で図書

館はなくなってしまうのではないかと不安を語る

人もおります。行革による市の機構改革で文化ス

ポーツ振興課となり、図書館長と体育館館長が兼

任している、こんなところは府下どこを探しても

ありません。何よりも充実した図書館を運営する

ためにも、十分図書館行政を経験した館長を配置

するべきであります。司書の資格を持っている専

任の館長を配置するべきであります。退職の補充

がアルバイトでは、６カ月では仕事を覚えたらも

う終わりです。仕事を充実していくこともできな

いうちにもう退職せねばなりません。図書館員も

育つことはありません。

今後は、泉南市の図書館も、同じ目的を持つ学

校図書館と交流し、いつでも運営の援助や協力が

できるよう図書館網の整備をしっかりと進めてい

くべきではないでしょうか。そのためにも特別な

体制強化を望むところであります。

私の質問は以上です。あとはまた議席より質問

をさせていただきます。答弁よろしくお願いいた

します。

○議長（角谷英男君） ただいまの松本議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 松本議員の代表質問にお答

え申し上げます。

まず、１番目の選挙の結果についてということ

でございましたけれども、さきの上山議員さんの

御質問にもお答えしましたように、かなり盛り上

がりの少ない選挙戦だったというふうに思ってお

ります。これは非常に残念なことだというふうに

思っております。

その中で投票率が３１％強ということでござい

ます。前回は無投票で、その前が６４％強でござ

いましたから、御指摘のように前回に比べますと

５６％程度の投票率と、こういうことでございま

した。その中で１万１，０００票いただいたわけで

ありますけれども、非常にありがたい数字だとい

うふうに思っております。非常に低い投票率の中



で、たくさんの票をちょうだいしたというふうに

思っております。

前回の６４％のときに１万５，５００票いただい

たわけでございますけども、そのまま換算という

のはいかがかというふうに思いますが、単純に延

ばすということはできないというふうに思います

が、そういう形であれば投票率の割に非常にいた

だいたんではないかというふうに大変うれしく思

っております。初心に返りまして、一方では市政

運営に対しての自信と、それから謙虚さを失わな

いで市政運営をしてまいりたい、このように考え

ております。

それから、公約の問題でございますけれども、

私の方では、細かいのはたくさんあるんですけれ

ども、基本的なものとしては、大胆な行財政改革

を推進して、市民の立場に立った、より便利な行

政サービスの実施や、厳しい財政への対応が喫緊

の課題であるというふうに考えて訴えてまいりま

した。

そのためには市民と協働のまちづくりを進め、

ボランティア等を活用したＮＰＯの育成や、公共

施設のアドプトシステム（里親制度）の構築など

を一例として、新しい観点で行政を進めていきた

いと思っております。

また、地方分権に端を発した広域行政、市町村

合併の問題は、避けて通れない大きな課題であり

ますことから、広域行政協議会の会長の立場から

もリーダーシップを発揮し、積極的に推進してま

いりたいと思っております。

そして、長期的な課題でありますが、地球環境

への取り組みも自治体の責務と考えておりまして、

グリーン購入や天然ガス車の導入を初め、エコタ

ウン事業を推進し、資源循環型社会を目指すなど、

環境問題にも積極的に取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。細かい内容につき

ましては、法定ビラ等でお示しのとおりでござい

ます。

それから、私は選挙戦でも訴えてまいりました

のは、これからの時代というのは、何もかも行政

であれもこれもということはできない時代に入る

ということを率直に訴えてまいりました。

したがって、行政でできる部分と市民の皆さん

－２９－

方でやっていただく部分と、あるいは協働しなが

らやる部分ということについて、これから役割分

担をしながら進めていかなければならないという

ことも率直に申し上げました。一部負担もお願い

したいということも申し上げてまいりました。

そしてまた、特に福祉施策につきましては、個

人給付型の施策から施策型に転換をしていってお

りますということも申し上げました。率直に市民

の皆さんに訴えてきたところでございます。です

から、私は常日ごろから私の思っております事柄、

あるいは推進しております内容を公約として訴え

てきたところでございます。

次に、合併問題でございますけれども、国にお

きましては合併特例法の改正や市町村合併支援本

部の設置など、市町村合併の推進を最重要課題と

して取り組みや支援などを進めておりまして、全

国で約７割の市町村において、合併問題について

の何らかの取り組みがなされております。

本市におきましても、昨年５月に設立をいたし

ました泉州南広域行政研究会を中心として、より

広域的な規模での検討も視野に入れながら、合併

問題や広域的連携のあり方などについて調査研究

を行ってまいりたいと思っております。

市町村合併については、個々の市町村が市民の

皆様や議会とともに、自主的、主体的に取り組む

べき課題でありまして、今後とも積極的な情報提

供に努め、ともに今後の本市のあり方について考

えてまいりたいと思っております。

それから、１３年度調査について一部漏れ聞い

た話という形でお話がございましたけれども、私

は直接お話し合いをしている立場から申し上げま

すと、この泉州南広域行政研究会を立ち上げたと

きの合意事項といたしましては、合併も視野に入

れて広域行政を推進しようと、こういうことが合

意事項でございます。その線に沿って調査を進め

ております。

１つは、事務レベルで２市１町の各行政水準あ

るいは指標あるいは数値を横並びで１つのフォー

マットに調査をして取りまとめるという作業をや

っております。

もう１つは、大阪府のケーススタディー調査を

やっていただくということで、これは２市１町の



市長、町長が合意をしてやっていただいたところ

でございます。その結果が先般皆様方にもお示し

をしたところでございます。

それから、何かあっちがだめならこっちでとい

うふうな言い方をされましたけども、そういうこ

とはございませんで、広域行政を今２市１町でや

っておりますけども、これは前々から申し上げて

おりますように、ミニマムの枠組みであるという

ことを申し上げております。

最近、いろんな考え方も出てまいっております。

ですから、地方分権と広域行政というか、市町村

合併というのは、やはりいろんな深い関係がある

わけでございますから、足腰の強い地方分権を受

けていくという立場からしますと、これも前から

言っておりますように一定の規模、人口、あるい

は面積、そして財政基盤といいますか、マンパワ

ーもそうでございますが、そういうものが必要だ

というふうに申し上げておるわけでございます。

そこで、２市１町というのは１つのミニマムの

枠組みであると。これは大阪府のケーススタディ

ー調査にも出ておりますが、もう少し広いエリア

での考え方というものも当然あると、一方では。

そういうことでございます。

今後は、そういうことも含めて、また近隣市町

の意向も伺った中で、現在の２市１町のままいく

のか、あるいは規模拡大をしていくのかというこ

とについては今後の議論かというふうに思ってお

ります。

それから、行革の中の問題についてお答えを申

し上げたいというふうに思います。

バブル経済崩壊後の地方財政を取り巻く財政環

境は極めて深刻な状況が続いております。本市に

おきましても財政の硬直化が進み、市の財政状況

はかつてない厳しい状況となっておりまして、行

財政運営の効率化をいや応なく迫られております。

また、将来の財政予測につきましても、中期的財

政収支見通しでお示しをさせていただいたとおり、

数年後には膨大な財政赤字が生じるものと予測さ

れます。

このため、第１次行財政改革に引き続き、昨年、

新行財政改革大綱及び同実施計画を策定し、財政

再建準用団体への転落の回避を最優先の課題とし

－３０－

て、行財政全般にわたって見直しを行いますとと

もに、多様化する行政需要に的確に対応しながら、

今後の財政の健全化への道筋をつけていくことを

目標に、改革の推進に鋭意取り組んでいるところ

でございます。

御質問の福祉施策を中心に、主に個人給付的事

業の見直しについてでございますが、本市におき

ましては市民生活の向上のため、多くの施策に取

り組み、積極的に各種事業を展開してまいりまし

た。しかし、市民ニーズの変化や多様化が伴う中、

新行財政改革大綱にもお示しをいたしましたとお

り、事務事業の整理合理化は喫緊の課題となって

おります。

今回の行財政改革では、行政効果や公平性の観

点から、見舞金や給付金など個人給付的事業の見

直しを行ったところでございますが、今後少子・

高齢化社会の進展に的確に対応できる施設、例え

ば子育て支援事業や介護保険制度の充実などへの

転換を図ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。

今年度におきましても、補正予算に上げており

ますように、子育て支援事業を初め、乳幼児医療

助成費の１歳引き上げとか、成年後見制度とか、

あるいはグループホームのさらなる充実とか、痴

呆性高齢者家族やすらぎ事業とか、老人グランド

ゴルフ大会とか、介護用品支給事業、あるいはデ

イホーム委託料等さらに充実する、あるいは新規

のものを組み込んで施策転換を行っておるところ

でございます。御理解を賜りたいというふうに思

っております。

次に、住宅問題でございますけれども、この件

については私が就任いたしました後、入居者の方

々と何度かお話し合いをさせていただいて、一定

時期に払い下げかあるいは建てかえか判断をして

ほしいということでございましたので、私の方で

建てかえの判断をさせていただいたところでござ

います。その後もその建てかえの中で、何とかお

互いの隘路がないかということでお話し合いを進

めてきたところでございますけれども、残念なが

ら訴訟の提起に至って、今日に至っているところ

でございます。一審判決として市の意向が反映さ

れたというのは御承知のとおりかというふうに思



っております。

市といたしましても、誠意を持って過去の経緯

や入居者の方々の過去の記録等をお見せもいただ

き、そういう中で何とか円満解決できないかとい

うことで進めてきたところでございますけれども、

残念に思っている次第でございます。１１年１月

に入居者の方から訴訟を提起され、先般第一審の

判決について、それを不服として控訴されました

ので、市としても当然それぞれの立場で全力を尽

くすということでございます。

次に、女性問題でございますけれども、男女平

等条例等の制定等についてということでございま

すけども、本市の男女共同参画に関する取り組み

状況でございますけども、平成５年度に庁内に女

性政策推進本部を設置しまして、平成６年度に策

定いたしました第１次女性行動計画の進捗状況を

踏まえながら、男女共同参画に関する市民意識調

査を実施をいたしまして、それを基礎資料として、

平成１３年３月３０日より泉南女性問題懇話会を

立ち上げまして、平成１４年３月にせんなん男女

平等参画プランを策定いたしました。

国では、平成１１年６月に男女共同参画社会基

本法が施行され、男女共同参画社会の実現に向け、

国はもとより地方公共団体、国民の責務を示して

おります。また、国、都道府県におきましては、

男女共同参画基本計画を策定することが定められ、

市町村におきましても男女共同参画基本計画の策

定について、努力目標として示されております。

このような状況を受けまして、男女共同参画社

会基本法によります本市の男女共同参画基本計画

としてのせんなん男女平等参画プランを平成１３

年度に策定をいたしまして、本年度プランに沿っ

て行動計画を策定する予定でございます。

条例制定につきましては、本年４月に大阪府や

堺市で男女共同参画に関する条例が施行されてお

ります。本市といたしましては、先進的なこれら

の条例の内容を検討しつつ、他市町村の動向を踏

まえ、検討してまいりたいと考えております。

また、今年度、男女共同参画社会の実現に向け

た市民活動を支援し、情報交換や交流、相談機能

を有する拠点づくり、サロンづくりに着手をした

いというふうに考えております。

－３１－

次に、教育問題でございますけれども、１つは

学校図書館の専任司書ということでございますけ

ども、読書で心を豊かに育てることを目標とする

子どもの読書活動推進法が平成１３年１２月１２

日付で施行されております。また、本年度から小

・中学校において新しい学習指導要領が実施され

ておりまして、学校図書館の果たすべき役割が大

きくなってくるものと認識をいたしております。

こうした認識のもと、学校図書館において新緊

急地域雇用特別基金事業において専任司書を配置

することにより、学校図書館の環境整備、主体的

な本の活用等の援助が図られ、読書環境の充実が

されるということになっております。本市におき

ましても、今年度学校図書館司書を採用いたしま

して、これらの充実に努めていくということにい

たしているところでございます。

それから、学校図書館の問題でございますけど

も、市立図書館では毎年、図書の充実を図りなが

ら市民の読書意欲の高揚のために尽くしているわ

けでございますけども、御指摘ありました分館と

か分室ということにつきましては、現在考えては

おらないところでございます。

御指摘ありました移動図書館につきましては、

昭和６２年から自動車図書館かしのき号の運行を

行っておりまして、ことし１６年目に入っており

ます。この自動車図書館は、現在１１小学校区に

設置しました１２カ所のステーションを近隣の自

治体では最短に入る月２回のペースで運行いたし

ておりますが、各地域において子供からお年寄り

に至るまで、幅広い世代の皆さんに愛され喜ばれ

ており、年間の利用者も６，２００人程度となって

おります。図書館としても、バスに積み込む図書

についてできるだけ最新の図書を、あるいは希望

の多い分野を充実するなど、できるだけ工夫をし

ながら運行をいたしております。

したがって、現在のところ、本市の人口や地域

の規模、また財政状況などを総合的に勘案し、図

書館の分館とか、あるいは分室を設置するのは極

めて難しいと考えておりまして、自動車図書館の

充実という形で考えてまいりたいというふうに思

っております。

それから、中学校のコンピューターの問題でご



ざいますけども、今年度において約４，６００万円

を投じまして、市立４中学校のコンピューターの

機種更新等を行います。これは、平成１４年度か

ら実施の新学習指導要領において、インターネッ

ト等のコンピューターを利用した情報通信ネット

ワークの利用が必修となったことに伴い、情報教

育の充実のために行うものであります。

具体的に申しますと、各中学校にコンピュータ

ー教室を設置したのは、平成３年から６年にかけ

てでありまして、当時としては最新の機器を導入

したわけでございますが、現在では記憶容量も少

なく、インターネットに対応できない状況にあり

ます。

このため、今回最新の機種に更新するとともに、

コンピューター教室においては、生徒１人に１台

を実現するものでございます。現在は生徒２人に

１台というものでございますが、生徒１人に１台

というふうに充実をするものでございます。

なお、学校における情報化教育の充実のため、

本年残る小学校３校にコンピューター教室を新設

いたします。この結果、これで小学校すべてにコ

ンピューター教室が完成することとなったところ

でございます。今後とも、学校におけるＩＴ教育

の一層の充実に努めてまいりたいと考えていると

ころでございます。

○議長（角谷英男君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 市長さんは、私の質問に

ちゃんと答えてくれてないんですね。住宅の問題

では、私は人権問題としてとらえているんだと。

そのことについて市長は何も答えてない。住宅家

賃の滞納問題もありますよね。泉南市でも同和住

宅の前畑、宮本住宅なんかの滞納問題もあるわけ

ですよ。そういうことは一切行政的にはその滞納

をなくすための方法は講じてないのに、一方では

住宅の皆さんには家賃の支払い訴訟を起こしてい

ると、そういうことを市長は――私は差別やと思

いますよ。こういうふうに片方をやって、片方を

やらないと。これはまさに人権問題ではないです

か。

それと、住宅の問題では、これまで一体だれに

責任があるんかということで、二重地番の問題で

もすべて行政にミスがあってできた問題ですよ。

－３２－

市長さんがかわるたびに十分に自分たちの思いを

述べてこられても、それをちゃんと受けとめても

らえなかった住宅の皆さんの思いというのは、大

変つらかっただろうと思いますし、そういう人権

問題としてしっかりとらえていただいて答弁をい

ただきたい、そう思いました。

それから、市立図書館の問題ですが、自動車図

書館は本当に部品もないくらい古くなってるとい

うことですよ。だから、それは自動車図書館を充

実したいと、こう考えてると、こうおっしゃいま

すね。図書館網の整備はしないということで、そ

う言いましたけど、その自動車がだめならどうな

るんですか。新しい自動車も購入するような方向

づけを示していく、これこそ図書館網の整備であ

ります。泉南市内全域で図書館サービスができる

体系図も、第４次総合計画からはすっかりと消し

てしまって、本当に市長さんの図書館に対する理

解の浅いところは、私は残念でなりません。

それから、市長は、今回の選挙結果は市民の批

判がこんだけたくさんあったということをどうと

らえているのかと、こう聞かしてもらったんです

が、それは何も答えてくれなかったと思うんで、

その辺のところもちゃんと答えていただきたいと

思うんです。

それから、男女平等の問題では、女性サロンが

つくられても、そこで事業を企画していく人が配

置されなかったら何もできませんよ。そのことに

ついては、答えていただけなかったです。

それから、行財政改革の問題では、これまで国

が地方自治体に奨励をして、どんどんと公共事業

を優先させてきた大型公共事業の国の策に乗っか

って進めてきた事業が、バブルの崩壊とともに行

政も、それから民間もそうですけれども、そのツ

ケが市に回ってきた。そのために市財政が大変な

状態になったという事実ははっきりしています。

だから、私はこういうことでずっと土木畑を進

んでこられた市長さんだからこそ、その責任はや

っぱり市長さんにあると思うんですよ。財政が厳

しいということで、一方ではそういう農業公園や

同和事業などは聖域にして、弱い者いじめをする

ということはもってのほかやと、私はこう思うて

ます。



本当に行財政改革をするなら、もっとむだをし

っかりと摘出して、そしてもっと暮らしを守って

いく、弱い立場の人たちを守っていく、このこと

を切り捨てて、一体どんな市民の幸せがあるんで

すか。市長さんも今回、２期分ということで退職

金だって２，６００万円受けるわけでしょう。それ

はみんな市民の皆さんの税金ですわ。私は、それ

は泉南市条例に乗っかって当然のことだとおっし

ゃると思うんですよ。

しかし、やっぱり優遇されている部分と、全く

優遇されないで切り捨てられている弱い立場の人

たちとの格差が余りにも大き過ぎると思うんです。

その辺のところは、もっと別な形でメスを入れる

ところがたくさんあるのではないかということを

私は指摘したいと思うんです。

それから、合併問題ですが、合併問題では福島

県の矢祭町では、合併をしない宣言というのをや

ってるんですよね。町民は７割以上、議会も含め

て合併をしないというふうに賛成されたというこ

とですわ。

２１世紀に生きる子供たちに、子孫にそっくり

本当に先人から受けた郷土を受け継いでもらいた

い。これが自分たちの使命だということで、その

宣言には、本当に高らかに矢祭町の町長としてど

ういうまちをつくっていくかということが将来に

禍根を残すような選択は絶対しないんだという主

張が書かれていますわ。私はすばらしい方だった

なと、これは思いました。

市長さんは、合併することが泉南市の将来にと

って大きなプラスになるか、そういうふうに思っ

てられるかもしれませんが、今まで合併をされて

きたところのものが幾つか紹介されていますけれ

ども、どれもこれもとってみても、財政難、開発

がどんどんと進んで、合併したことによって箱物

づくりやらいろいろ大型開発が進んで、財源は本

当に大変だと。

国は幾ら起債を、特例債を認めてくれたにせよ

借金で残っていく。地方交付税で措置されたとし

てもやっぱり借金はふえる。そして、負担は低く、

サービスは高くということを前提にずっと進めて

きたけれど、実際に合併してみたら、負担は高く、

サービスは低い、こういう結果が出ておりますね。

－３３－

それから、次々と福祉施策なんかも切り捨てられ

てきたという、そういう経験をした資料が私たち

の手元には幾つも寄せられております。

それから、住宅の問題、ちょっと先ほど言い忘

れたんですが、住民の皆さんはもうこれ以上泥沼

に落ち込むことは嫌だと。一日も早く解決したい、

そんな思いを持って平成９年には、何が何でも払

い下げ要求ではないんだと。私たちの思いを聞い

てもらい、これだけの条件を提起するけれども、

その答えをいただいて、建てかえについての和解

や合意についても、その考える範囲内だと。

そしてまた、いつかここで、今はいてませんけ

ども、元議員さんが賃貸借権のついた住宅の建設

なんか、そういうことも言われたこともあったそ

うです。そのとき、中谷さんは事業部長だったん

でしょうかね。それも１回勉強しようかと、そう

いうふうにおっしゃったけれど、それから後、私

たちは何でも考えに入れて、そして合意ができる

方向を目指したいという思いを持っておるのに、

それに後何のナシのつぶてもなく、答えを出して

いくような機会さえ与えてもらえなかった。これ

こそ住民は市としっかり話し合って、自分たちの

置かれている状況をしっかり確認して、そして解

決を目指す道をつくり出したい。必死でそういう

ことを思っていたんではありませんか。そうでし

ょう。

それなのにそれに答えないという、そういう態

度こそ彼らの、住宅の人たちの人権を無視した行

為なんですよ。そこのところは胸に手を当てて考

えてもらったらわかることですね。上林さんも今

助役さんですけれど、そういうことは皆さんとの

話し合いの中であったはずですね。そこら辺につ

いてもお答えください。どうぞ。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、選挙の結果というこ

とでございますけども、こういう１対１の二人の

どちらかを選ぶという選挙におきましては、大体

こういう結果ではないかなというふうには思って

おります。

ですから、それは当然批判といえば批判票には

なるというふうに思いますが、私にいただいた部

分というのは、当然信任の札でございますから、



そういう形での評価をさしていただいたところで

ございます。

それと、住宅問題の家賃の話も出ましたけれど

も、その前に話し合いについては、少なくとも私

になりまして、入居者の皆さんと話し合いをさし

ていただいて、これも何十回とやらしていただい

て、時間もかけて過去のいろんな経過も含めて話

し合いをさしていただいてるわけでございます。

しかしながら、結果として一定の判断をしてく

れということでございましたんで、私どもの方で

一定の判断をさしていただいたということでござ

います。その件について代表者だけではなく、全

入居者に対しても説明をしてくれということでご

ざいまして、水道庁舎の上で説明もさしていただ

きました。ですから、一定の、私は少なくとも誠

意を持ってお話し合いを続けてきたつもりでござ

います。

それと、家賃の問題でございますけども、他の

住宅でもあるじゃないかという話でございますが、

当然これはこの問題として、今後処理をしていか

ないといけないというふうに思っております。た

だ、今回の案件につきましては、入居者、集団で

そういうことをされておられるわけでございまし

て、時効も近づいているという中で、当然我々と

しては一定の措置をとらざるを得ないということ

でございます。

それと、定期借地権の話も出ましたけども、こ

れはむしろ私どもから提案をさしていただいたも

のでございます。いろんな隘路を探すという中の

１つの考え方としてそういうことができないかと

いうことで話もさしていただき、また当時の建設

省にも照会をして、いろいろ研究を進めておりま

した。

お互いにお互いの立場の壁から離れて合意点を

見出そうやないかということで合意をしていたわ

けでございますけれども、その中でも定借も含め

て何らかのいい方法はないかということで検討し

ていたわけでございますけども、残念ながらそこ

まで至らなかったという中での訴訟の提起という

ことでございました。

私は、その当時も含めて何とか隘路はないかと

いうふうに考えていたのも事実でございますから、

－３４－

それは松本議員は直接当事者でございませんので、

どういう形でお聞きされたかはわかりませんけれ

ども、ちょっと先ほどの内容の話とは違うという

ふうに思っております。

それから、女性政策の部分でございますが、人

の配置というお話もございましたけども、私ども

は女性の皆さんからお聞きしている話では、まず

いろんな活動をされておられる皆さんがいらっし

ゃいますが、とにかくその会合する場所がないと。

公民館を使うにしても、あるいはその他あいぴあ

は、ちょっと目的外になるとかいろんなことがあ

って、非常に使える場所が少ないんだと。したが

って、女性の方が気軽に集まって自由に打ち合わ

せなり、あるいは会合ができる場所の設置をまず

してほしいという要望を強くお聞きをいたしてお

ります。それで、私どもは今回、一部既存建物を

改造する中でそういうサロン的なものをつくって、

まず場所の提供をしたいというふうに考えたとこ

ろでございます。

人の配置ということでございますけども、これ

は今後私どもが先ほど言いましたように、ことし

の３月に策定いたしました資料を実現していくと

いう中で検討していくべき課題であるというふう

に思っております。

それと、私はハード事業中心じゃないかという

お話もございましたけども、私どもがやっており

ますのは、まちの基盤整備をやっているわけでご

ざいます。特に、道路とか公園とか下水道とか、

そういう人がまちに住むために必要最低限の施設、

シビルミニマムについてやっているわけでござい

ます。

したがって、今を生きる市民の皆さんはもとよ

り、将来泉南市民となられる方々に対しても大き

な財産となるものでございますから、これは非常

に長期間かかります。お金もかかります。しかし、

その中でできるだけ有利な補助制度、あるいはそ

の他の制度を活用しながら事業を展開しているわ

けでございます。

議員御指摘ありましたけれども、この周辺とま

ちと見ていただきたいと思います。特に道路とか、

そういう基盤整備が非常に進んでおるというふう

に思っております。しかし、まだ十分ではござい



ませんので、これは引き続き行っていかなければ

なりません。

それと、皆さんが常々批判されております同和

事業については、聖域ではないんじゃないかとい

うお話でございますけども、これも全く誤った見

方でございまして、従来から特別措置法から一般

施策に移る中で、個人給付的事業あるいは各種事

業についてもすべて見直しをしてきております。

地区の皆さんには、大変御辛抱をいただく部分で

はございますけれども、御理解をいただきながら

一般施策への展開という形で、特に個人給付的事

業については廃止あるいは見直し、もしくは激変

緩和による将来廃止という形で整理をしてやって

おりますので、その点はちょっと見方が全く違う

んではないかというふうに思っております。

それと、農業公園の話もございましたけども、

これは市民の皆さんのレクリエーション、これか

ら２１世紀のいやしの時代を迎えて、心の安らぎ

あるいは精神的な安定も含めて極めて大切なもの

だというふうに思っております。ですから、これ

も国の補助事業を導入するなどできるだけ有利な

状況の中で事業を進めているところでございまし

て、決してそういうものばかりやっているという

ことではございませんで、必要なものをやってお

るということでございますから、御理解賜りたい

と思います。

それと、自動車図書館でございますけども、な

るほどＢＭ車については、かなり古くなっている

のは承知をいたしております。壊れたらどうする

んだという話がございますけども、それはもう当

然更新しなければいけないのは当たり前でござい

ますが、何とか修理といいますか、点検をしなが

ら活用をさしていただいております。

しかし、これも寿命のある話でございますから、

その時点では、当然また新しいものということで

考えなければいけないというふうに思っておりま

すのは、当然のことでございます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 住宅の問題では、４条件

を示して答えを保留されたまま、皆さんが一体ど

うなるんかと、私たちの出した条件は何も払い下

－３５－

げすべてじゃないんだよと。条件を示してお互い

に合意ができる線をつくっていってはどうかと、

そういうところまで話をされているということで

すよね。そこのところの答えはありませんでした。

そして、しかも今の時点で本当に財政が厳しい

ときですよね。この厳しいときに建てかえるため

にも大変なお金がかかります。そして、つくった

マスタープランはもう時間切れというんですか、

計画年度なんかもとっくに過ぎてしまっている、

そういう状況ですよね。

それと、住民の皆さんたちにとっては、住宅の

家賃の問題では、本当に今、時効が来るからこれ

は訴訟せな仕方がないんだと、今そういうふうに

おっしゃいましたよね。

しかし、時効が来るのはこれだけではないでし

ょう。そしたら、今までの前畑や宮本住宅なんか

は、そういうものを一切私たちには示さないでそ

のまま放置したままですよ。同和更生資金だって

時効が来ているのにほうったらかして、あれどう

ですか、５，３００万円も。返還してもらえない。

保証人さんも２人つけているのに、その人たちに

何一つ語ってもいない。そういうことをほうった

らかしておいて、一方では時効が来るからという

て強行的にこういう裁判をかけてくるようなこと

は、これはもってのほかですわ。だから、私は３

住宅の人たちの人権は一体どう保障されるのか、

そのことを市長に答えていただこうとしてるんで

すが、何一つ答えていただけない。これは、余り

にも手前勝手な話ではないですか。

それと、定期借地権つき住宅の問題でも、市が

示したんなら本当にそういう考えを受け入れても

らえるかどうかの努力をされたとは私は思いませ

んね。どちらの話も、市長さんの話は今聞きまし

たよ、市が示したんだと。住民の皆さんはそうい

うふうにはね、当然提起されたから、それも一緒

に考えて、そしたらどういうふうにすれば私たち

の思っていることが可能になるのかどうか、４条

件も含めてですよ。本当にひざ詰めてそのことを

具体的にしていったことはないから、所有権移転

の訴訟をされたわけでしょう。

そして、その原因になったのは何かというと、

市がすべての原因、二重地番のミスでしょう。住



民にミスがあったわけではないですよ。測量図だ

ってできてたんでしょう。こんなことを繰り返し

ていってたら、何年かかっても解決はできません

よ。泥沼にどんどん落ち込んでいくだけですよ。

そんなことをしたくないから、ひざを突き合わし

て話し合いをしようということで、住民の皆さん

は市にいろんな形でレクチャーしてるわけでしょ

う。

それと、物をつくって魂入れずでは困りますね。

女性サロンの問題でもそうです。それから、農業

公園の問題でも、同じようなものが堀河ダムで今

ふれあい自然塾ができて、この前のホタルの夕べ

も盛況だったと聞いてます。だから、それは１発

２発で事業をかけていったときに、市民の皆さん

に宣伝できる、みんな参加してもらえるような事

業をかけていったときに、皆さんは待っていたの

ごとくに集まるわけですよ。でも、日常的に毎日

毎日そんなにたくさんの人が集まっているわけで

もないですよ。まだ今スタート切ったところです。

それで、結局今度の農業公園でも、いやし、い

やしと、２１世紀はいやしの時代、心の時代とお

っしゃいます。しかし、泉南市の市民にとっては、

本当に命を守れるかどうかの瀬戸際に来ていると

きに、ことしも４億円の用地買収するわけでしょ

う。４億円あれば、どれだけの事業ができますか。

市民の命を守る事業がどれだけできますか。本当

に自分でお金をもうけることができないようなお

年寄りや障害者の皆さんを守る施策ね、それを削

るなんてもってのほかですよ、市長。

○議長（角谷英男君） 時間です。以上で松本議員

の質問を終結いたします。

次に、１番 井原正太郎君の質問を許可いたし

ます。井原君。

○１番（井原正太郎君） 皆さんこんにちは。公明

党の井原でございます。今、世界がワールドカッ

プサッカーに注目し、日本・韓国共催で世界の目

が我が日本に向けられております。日本はよく頑

張りベスト１６まで勝ち進み、一昨日トルコに敗

れたわけでありますが、日本を挙げて応援する姿

に、何か日本が元気になったように思えたわけで

あります。あわせて、日本という国が一体となっ

て久しぶりに同じ方向を見た、そういう感じすら

－３６－

私は覚えたわけであります。

しかし、冷静に昨今の出来事を見たときに、き

のう、鈴木宗男衆議院議員があっせん収賄容疑で

午後４時３０分逮捕されました。衆議院での逮捕

許諾後、逮捕されたわけでありますが、政治家が

このような形で検察に身柄を拘束されたのは遺憾

でありますし、残念でなりません。

この背景には、一人の国会議員が意のままに外

務省を支配して、日本の国益を侵害するような行

動をしていたかどうか等の疑惑もあるように言わ

れておりますが、政治家のモラルが改めて問われ

なければならない、このように感じるわけであり

ます。

また、過日は北朝鮮の５人の家族が中国におい

て日本領事館に亡命を求めて逃げ込んだ事件があ

りました。その際、日本の領事官、北朝鮮の５人

の家族、そして中国の治安当局がとったそれぞれ

の姿が全世界へ映像でもって報じられました。

その映像には、命をかけて逃げ込む５人の北朝

鮮の家族と、日本領事館員がとった緊張感のない

対応が何ともむなしく残念に私には映りました。

日本の主権が侵されてもこのていたらく、中国側

の対応にも極めて理解に苦しむ行動でありました

が、結果的に国際社会から日本に対して不信の目

で見られたのも事実でございます。最近、中国で

も韓国大使館において同じような事件がありまし

たが、日本よしっかりせよ、このように言いたく

なる思いがいたしたわけであります。

また、国会は会期を延長して、種々の重要法案

と言われる審議を行っております。世界に誇れる

平和憲法を有する日本が今まで以上に主権と国民

の命と財産を守るのは当然として、私は日本が率

先して世界の平和を築くために寄与し、努力をい

たさねばいけないと、このように痛感するもので

あります。

さて、我が泉南市に目を転じてみますと、さき

の市長選挙において向井市長は３選を果たされま

したが、泉南市民は長引く不況の中、そして泉南

市が抱える財政問題等々の課題が山積する中で、

向こう４年間を向井市長に託したのであります。

市長はもちろんのこと、応援をさせていただきま

した我が公明党といたしましても、今まで以上に



責任の重さを感じ、市民福祉の向上に一層の努力

をしなければいけないと決意を新たにするもので

あります。

それでは、質問に移らせていただきたいと思い

ます。

まず、１４年度の市長の市政運営に取り組まれ

る認識について述べられていますが、１つは厳し

い財政状況のもと、多様化し、高度化する地方分

権時代の行政需要に的確に対応する行政システム

の確立の必要性を示されております。そして、何

よりも財政健全化への道筋を述べられていますが、

市長の財政健全化への改めての決意をお聞きした

いと思います。

もう１点は、地方分権が実施の段階を迎えた今、

市町村合併が全国レベルで論議されている中、泉

南市は昨年５月、阪南、岬の２市１町で合併を視

野に入れた研究会が設立されました。そして、さ

らにさきの市長選挙の際には、さらに大きな視野

から今までの広域行政についても触れられました

が、今改めての市長の広域行政あるいは合併の考

え方をお聞かせ願いたいと思います。

次は、関空に関してであります。

今、全体構想に向けて２期工事が進められてお

ります。大阪府も泉南市も足並みをそろえてまい

りましたが、今２期工事の延期論がマスコミ等で

出てきております。本市としても今後が懸念され

るところであると思いますが、市長は今後どのよ

うな対応策を考えておられるのかということを示

していただきたく思うわけであります。以上が市

長の市政運営に取り組む認識についての質問をさ

せていただきました。

次に、市政運営について市長にお尋ねをいたし

ます。

大綱１点目の「ふれあいのあるまち、いきがい

のあるまち」、ここで市長は人権が尊重され、だ

れもがひとしく参加・参画できる差別のない地域

社会の実現を表明されております。ただ、残念な

がら、差別意識、偏見がいまだ残っているという

認識に立っておられます。そして、そのために人

権教育、人権の啓発を進めてまいります、このよ

うにありますが、法期限を迎えた今、その前提に

立って市長の今後の展望を示していただきたく思

－３７－

います。

２つ目は、中学校における生徒指導サポートに

ついて述べられております。

この試みには、大きな期待が寄せられておるわ

けでありますが、既にその実績も踏まえて本年の

事業規模も示して説明をお願いしたいと思います。

大綱２点目の「げんきなまち、やさしさのある

まち」についてお尋ねをいたします。

まず、市民の健康づくりの中で本年４月に開設

されました大阪府済生会新泉南病院についてであ

ります。医療サービスの充実に大きく寄与するも

のと期待がさらに高まっておりますが、この済生

会病院について、私ども泉南市民がさらに利用し

やすく、そして泉南市民に定着していくことが大

変大事であると考えるものでありますが、そうい

った意味で今後の周辺整備等が大変大事になって

くると思うわけでありますが、その点についてど

ういうお考えをお持ちなのかを示していただきた

いと思います。

２点目は、痴呆性高齢者などの支援について本

年度は徘回高齢者家族やすらぎ支援事業の実施を

表明されております。そして、障害者――障害児

を含めてでありますが、福祉に関しましても、社

会を構成する一員として地域で自立した生活を送

りながら、あらゆる分野で自立に向け支援体制を

充実することは、障害者をお持ちの家族にとりま

しては朗報と思いますけれども、この点について

も市長の構想をお聞かせ願いたいと思います。

大綱３点目の「安全なまち、活力のあるまち」

よりお尋ねいたします。

環境に優しいまちの基盤づくりについて、行政

が率先行動を示すとあります。環境への負荷軽減

は、ごみの減量化、再資源化を推進し、私ども公

明党が提唱しまして国でも取り上げられましたが、

循環型社会システムが今後も重要であり、その構

築に努める旨の表明がありました。その上で、泉

南地域新エネルギービジョンが述べられておりま

す。大変楽しみでありますが、このことを今後ど

う展開されようとしているのかについてお示し願

いたいと思います。

２点目は、農業公園についてでありますが、そ

の雄大な威容をいよいよ見せてまいりましたが、



大きな事業展開であるだけに、よきにつけ悪しき

につけその影響も大きいと思います。今後、最終

段階に向けての考えを改めて示していただきたい

と思うわけであります。

３点目は、泉南ブランドづくりについてであり

ます。

ここでは、商工会の事業活動に一層の支援を予

定されておりますが、中でも将来的なビジョンを

持った産業振興に力を入れていくことが述べられ

ております。どのような支援になるのかを具体的

に構想があれば示していただきたいと思います。

最後の大綱４点目の質問であります。

「快適なまち、個性あるまち」につきましては、

泉南市のあるべき姿が示されておると思います。

泉南の特性である水・緑豊かな環境づくりが表明

されております。その上、ゆとりと安らぎを感じ

る住環境の整備、都市環境の創出を示されておる

わけであります。以上のようなことを前提にした

都市基盤整備の充実を目指すとされておりますが、

本年度のこれらに関する目玉事業について説明を

いただきたいと思います。

以上、質問が多くになりましたが、何とぞよろ

しくお願いしたいと思います。なお、時間の許す

範囲におきまして自席で再質問をさせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ただいまの井原議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 井原議員の代表質問にお答

え申し上げます。

まず、１点目の行財政改革への取り組みの決意

ということでございますけれども、本市におきま

しては平成１３年２月に新行財政改革大綱を策定

いたしまして、平成１３年８月には、平成１３年

度から平成１５年度までを基本とする同実施計画

を策定し、議員初め皆様の御理解と御協力のもと、

事務事業の見直しや財政の健全化、経費の削減等、

各項目にわたりまして行財政改革を鋭意推進して

いるところでございます。

さて、改革項目の平成１４年度予算への反映と

いうことでございますけども、事務事業の見直し

や経費の節減などで約５億６，８００万円の経費節

－３８－

減が平成１４年度に見込めるということになって

おります。

また、既存の事務事業の見直しに伴い、少子・

高齢化社会の進展による新たな施策の展開といた

しましては、子育て支援センター事業の実施や、

乳幼児医療助成の拡大、痴呆性高齢者家族やすら

ぎ事業など、より効果的な行政サービスを実施し

てまいりたいと考えております。

一方、職員の定数管理につきましてでございま

すけども、行財政改革を進める中で一定の削減目

標のもと、年次計画的に職員の削減、平成９年４

月１日から平成１４年４月１日までに５４名を削

減いたしたところでございます。

今後も中長期の目標といたしまして、各部署の

民間委託――本年度は双子川浄苑の運転管理業務

等民間委託いたしましたけれども、一層推進する

ことによりまして、トータルとして１０％以上の

削減を図ってまいりたいというふうに思っており

ます。

これらを実施することによりまして、施策ある

いは事業への経費を生み出していきたいというふ

うに考えておりまして、１４年度、１５年度、１

６年度ぐらいが非常に一番厳しい時代でございま

すので、さらなる行財政改革に積極的に取り組み

まして、お示しをいたしております中期財政計画

のさらなる改善に努めてまいりたい、そういう決

意でございます。

２つ目の合併問題についてでございますけども、

平成１２年４月に地方分権一括法が施行されまし

て、地方自治の自主的・主体的な取り組みが問わ

れる中、環境問題への対応を初め少子・高齢化社

会などへの対応など、市町村を取り巻く環境は大

きく変わってきております。

住民に最も身近なサービスを総合的に提供する

市町村においては、行財政基盤の拡充と自立能力

の向上を促し、自立し得る自治体となって住民本

位の市町村を中心とする行政システムを実現する

ことが求められておりまして、市町村の枠組みを

越えたまちづくりなどが必要となってきておりま

す。

本市におきましても、以前より申し上げており

ますとおり、泉州南広域行政研究会を設立し、広



域行政の推進や合併も視野に入れた新たな広域的

連携のあり方について、調査研究を行ってまいり

ました。

今後とも泉州南広域行政研究会を中心として、

より広域的な規模での検討も含め、合併も含め、

本市及び南泉州地域の今後のあり方について検討

してまいりたいと考えております。この問題につ

きましては、市民の皆様や議会とともに、みずか

らの問題として考えていくとともに、積極的に情

報提供に努めてまいりたいと考えております。

それと、３点目は関西国際空港についての最近

の動きに対する考え方ということでございます。

関西国際空港を我が国の国際拠点空港として整

備するためには、３本の滑走路から成る全体構想

の早期実現が不可欠であると考えております。当

面、現滑走路に並行する４，０００メートルの滑走

路等を整備する２期事業が円滑に推進されること

が求められております。２期事業につきましては、

現在工事は順調に進捗をしております。

また、航空需要につきましては、昨年８月まで

は国際線の便数、旅客数とも前期を上回り、順調

に推移をしてきておりましたけれども、昨年の秋

の米国の同時多発テロの発生によりまして大きく

落ち込み、１１月を底に回復傾向にあるものの、

１年間の実績としましては前年比９８％の１２万

１，０００回にとどまっております。

一方、国土交通省では、第８次空港整備計画策

定のため試算した航空需要予測が同省の交通政策

審議会空港部会に示されまして、２００７年度の

関空の旅客数は、国際線１，５８０万人、国内線７

６０万人で、総発着数１３万６，０００回と今まで

の１６万回から１５％下方修正となりました。

しかしながら、私といたしましては、激化する

東南アジア各国の国際拠点空港間の競争に打ち勝

つためには、他の国で既にあります２本の滑走路

の整備を一日も早く急ぐべきであるということ。

また、関空は既に１時間当たりの発着回数が多い

ときで１時間３２回というのがありますが、そう

いう飽和状態に達しているということが発生して

いるということ。仮に供用をおくらせた場合、生

じる事業費増などが関空会社の経営に与える影響

面から疑問であると考えておりまして、今後とも
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関係団体と歩調を合わせ、２００７年供用開始に

向け最大の努力をしてまいりたいと考えておりま

す。先般、東京でありました全体構想促進協議会

におきましても参加をし、国等への要望をいたし

たところでございます。

次に、人権啓発の問題についてでございますけ

ども、本年３月末をもちまして地対財特法は法期

限を迎え、一般施策の活用により同和問題の早期

解決を図るという歴史的転換点となっております。

つまり、同和問題解決に向けた取り組みの基本姿

勢といたしましては、人権確立の視点から現代社

会の課題を解決することを目的としております。

この点につきましては、国においては平成８年

の地域改善対策協議会の意見具申におきまして、

差別意識の解消に向けた教育及び啓発に当たって

は、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上

げられてきた成果とこれまでの評価を踏まえ、す

べての人の基本的人権を尊重していくための人権

教育、人権啓発として発展的に再構築すべきと考

えられると指摘し、これを受ける形で人権擁護施

策推進法が制定され、人権擁護推進審議会が発足

されたところでございます。

そこで、人権擁護に関する施策の推進について

は、国を初めとする責務を明らかにするとともに、

必要な体制の整備に向け、取り組みが行われてい

るところでございます。

一昨年１２月には、人権教育及び人権啓発に関

する法律が制定され、国、地方公共団体、国民の

責務を明らかにいたしております。人権擁護推進

審議会による教育及び啓発に関する施策の基本事

項についての答申では、主な人権課題として同和

問題はもとより、女性、子供、高齢者、外国人な

ど多岐にわたる課題を指摘し、人権教育のための

国連１０年と連携して、人権教育、人権啓発の一

層効果的な取り組みを進めることを提言いたして

おります。

本市におきましても、泉南市部落差別などあら

ゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例を制定す

るとともに、人権教育の国連１０年－泉南市行動

計画、泉南市人権教育基本方針を策定するととも

に、平成１３年度には人権、教育、福祉、環境を

柱とする第４次泉南市総合計画、男女共同参画社



会の実現に向けた指針としてのせんなん男女平等

参画プランを策定いたしました。

このような条例、基本方針などにのっとり、同

和問題を初めとする女性、子供、高齢者、外国人

などの人権諸課題の解決を図るべく、人権週間、

憲法週間の市民の集いを初め、人権諸課題別の講

座の実施など、より具体的な内容で市民の皆様の

感性に訴えるものを企画いたしております。

今後とも、各種集い、講座のアンケート結果を

もとに、人権尊重の理念に対する理解を深め、体

得することができるように努めてまいりたいと考

えております。

次に、教育問題の中の生徒指導サポート推進事

業（スクールサポーター）についてお答えを申し

上げます。

生徒指導サポート推進事業は、大阪府緊急地域

雇用創出特別基金事業の１つの補助事業でありま

す。本事業は、中学校における生徒指導体制の充

実を図ることを目的として、青少年指導の経験者

や青少年の健全育成にかかわったことのある者等

を教員補助者（スクールサポーター）として、市

内の中学校に配置し、教員の指示のもと、学校に

おける生徒指導、学習指導等の生徒へのサポート

の取り組みについて補助的な業務を行い、問題行

動の未然防止と早期解決に資する事業と聞いてお

ります。

スクールサポーターは、校長の指揮監督のもと、

おおむね次の職務を行うことになっております。

１つは生徒の生活指導に関する補助、２つは学校

内外の生徒の動向把握、３つは問題行動を起こす

生徒へのサポート、４つは学校（教員）の関係機

関等との連携補助でございます。本事業によりま

して生徒一人一人の個性に応じたきめ細やかな生

徒指導の充実が図られるものと期待をいたしてお

ります。

次に、済生会新泉南病院についてのお尋ねでご

ざいます。

済生会新泉南病院は、泉南市域で唯一の公的医

療機関として、地域の医療需要の中で一般病院で

は担えない分野を補完していくことがその役割で

あると認識をいたしております。また、これから

は地域の診療所や病院と連携を図りながら、医療
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サービスを提供していく必要があり、その中核と

して地域医療の中心となり、公的医療機関として

その役割を果たしていただけるものと考えており

ます。

大阪府済生会泉南医療福祉センターは、新泉南

病院を母体といたしまして、特別養護老人ホーム

（なでしこりんくう）や、介護老人保健施設（ラ

イフサポート泉南）を併設し、加えて健康管理セ

ンターや訪問看護ステーションを初めとするさま

ざまな居宅介護支援事業を行うことによりまして、

疾病の予防、診断、治療及びリハビリテーション

に至る包括的、継続的な福祉・医療・保健サービ

スを行う先駆的な融合施設でございます。

病院では、地域の病院、診療所との共同利用等

を行うとともに、バックアップ病院である済生会

中津医療福祉センターや、近隣の市立病院及び大

学病院、国立病院等も含めた医療ネットワークの

構築を図る構想も伺っております。また、病院に

は、元和歌山県立医科大学より西岡名誉教授をお

迎えし、熟練した専門医と医療技術スタッフでの

体制で進めることと伺っております。

また、議員から御指摘ありました周辺整備とい

うことでございますが、１つは交通アクセスでご

ざいますけれども、これにつきましては泉南市の

コミュニティバスとの接続、これは樽井駅、砂川

駅、あいぴあ泉南、あるいは市立図書館等で単独

で送迎バスを運行していただいておりますので、

こちらとの連携も図りながら御利用の便に供して

まいりたいと考えております。

それと、特にハード面というよりは、先ほどか

ら申し上げておりますように、地域のかかりつけ

医とのネットワークでございます病病連携あるい

は病診連携ということがこの病院の最大の特徴と

して、今後充実をさしていくということになって

おりますので、それによって市内の医療機関との

医療水準の向上、あるいはかかりつけ医とこの病

院との連携によって、患者の皆さんが非常に安心

して治療に専念していただけるシステムが構築さ

れるというふうに考えておるところでございます。

次に、痴呆性高齢者家族やすらぎ事業について

御答弁を申し上げます。

この事業は、痴呆性の高齢者の話し相手になる



ことや触れ合うことがその改善に効果が認められ

るため、介護保険制度の訪問介護とは別に、要介

護度に関係なく、ボランティアが在宅で痴呆性高

齢者を介護する家庭を訪問し、家族の留守の間や

休養が必要なときに、半日程度の時間で話し相手

やトイレへの誘導等を行うものでございます。

やすらぎ訪問員として登録されたボランティア

は、痴呆の基礎知識、接遇の基礎、緊急時の連絡

方法についてのオリエンテーションを受けた後、

コーディネーターにより対象となられる方との面

接により、なじみの関係をつくりながら在宅の痴

呆性高齢者を支えます。国・府の補助制度を活用

いたしますため、利用者すなわち介護されている

家族に対して１割の利用負担が生じます。自己負

担額は４時間で５００円を予定いたしております。

また、コーディネーターは、社会福祉法人等に

委託し、登録ボランティアは事業の内容から高齢

者の処遇にたけている街かどデイハウス実施事業

者から推薦をしていただくことを予定をいたして

るところでございます。

次に、障害者に対する自立支援事業についてお

答え申し上げたいと思います。

障害者の方が障害を持たない方と同等に自身の

生活を自己責任のもと、自由に選択、決定して生

き生きと送ることができるよう、さまざまな施策

展開が図られております。

具体的には、障害者が地域を自由に移動でき、

安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進してい

くとともに、だれもが参加できる各種教室の拡充

や、視覚障害者や聴覚障害者が手軽に情報を入手

でき、自由に意思疎通が図ることのできる各種サ

ービスの充実、さらに障害者やその家族が気軽に

相談でき、障害者個々の状況や課題に応じたきめ

細かいサービス提供が可能な相談体制の整備を図

りながら、利用者が主体的に自身の生活を自由に

決定していけるシステム、地域社会環境の構築に

努めてまいりたいと考えております。

また、社会福祉事業法の全面改正により、社会

福祉の共通基盤制度が大幅に見直されまして、障

害者施策につきましても、従来の措置制度から障

害者自身がみずからサービスを選択し、サービス

提供者となる事業者との対等の関係に立って契約
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を結び、サービスを利用する支援費制度が平成１

５年度から導入されます。

新制度を利用される障害者の方にとって、サー

ビス選択に係る適切な相談、情報提供は必要不可

欠なものであり、新制度移行に伴う相談体制の整

備は、本市にとっても急務であると考えておりま

して、その年度内の実現に向け努力してまいりた

いと考えております。

次に、新エネルギービジョンについて御答弁を

申し上げます。

主要なエネルギー源であります化石燃料は有限

であり、このままのペースで消費し続けると枯渇

することが心配されております。また、日本は石

油などの化石資源のほとんどを海外からの輸入に

頼っている状況であり、安定したエネルギー供給

の確保、すなわちエネルギーセキュリティーが課

題となっております。

また、石油などのエネルギー消費により二酸化

炭素に代表される温室効果ガスが大量に排出され、

地表の温度上昇をもたらすとともに、気候や生態

系等に大きな影響を及ぼす地球温暖化が懸念され

ております。

本市におきましては、第４次総合計画で環境に

優しいまちの基盤づくりの中に、市民の皆様に快

適で安心して生活していただけるまちづくりを積

極的に推進し、環境への影響の少ない太陽、風、

水といったエネルギーの利用に当たって、二酸化

炭素や有害ガスの発生の少ない自然エネルギーを

中心とした新エネルギーの導入を示しております。

このような情勢を踏まえ、本市では新エネルギ

ーの導入を進めていく上での指針となります泉南

市地域新エネルギービジョンを策定いたしました。

ビジョンとしましては、まず本市が目指すべき将

来像を地球に優しい泉南発新エネルギーとし、地

域特性を踏まえ、太陽光、太陽熱等の利用を中心

としております。行政の率先を初めとし、市民、

事業者、行政の三者が共通認識のもと、さらには

市民との協働に基づいた意欲的な新エネルギー普

及活動を展開してまいりたいと考えております。

本市では既に行政としてはいち早く、公用車に

天然ガス車の導入を実施しておりますし、今年度

予定されております集会所には、太陽光発電（ソ



ーラーシステム）の設置を当初から考えておりま

す。さらに、新エネルギーの普及のためのパンフ

レットの作成を予定いたしております。

一方、市内の企業や病院におきましても既に新

エネルギーの１つであります天然ガスコージェネ

レーション施設が設置され、新エネ、省エネの両

面で活用されております。また、市内で新築され

ている住宅でも最近、太陽光発電を設置している

住宅も見受けられます。

このように本市におきましては、市民、事業者、

行政が新エネルギーに対する認識が非常に高く、

既に市民の皆様から市民発電について検討しては

との声もいただいておりまして、この計画が実現

すれば、まさに市民の皆様と協働による地球環境

保全でありまして、この計画、この実施システム

が泉南市として環境問題に取り組む泉南ブランド

の１つになるというふうにも考えております。今

後とも、可能なところから速やかに実施に向け検

討してまいりたいと考えております。

次に、農業公園についてでございますが、農業

公園につきましては、隣接して花卉団地が立地し

ていることから、市民が花と緑に親しみ、また農

園芸作業の体験等を通じてレクリエーションある

いは憩い、いやしの場を提供するとともに、その

ような触れ合いを通じて農業への理解を深めてい

ただき、また地域農業の振興に寄与することを目

的として鋭意事業を実施しております。

また、整備事業費につきましては、開園時期を

平成１７年度に延長したり、有利な財源確保とし

て国庫補助事業の採択を積極的に受けるなどして、

財政負担の軽減、平準化に取り組んできたところ

でございます。

そこで、農業公園の目的を達成し、効果を発揮

していくためには、できるだけ多くの市民に親し

まれ、利用していただく施設にしていくことが最

も重要であると考えており、またそのような公益

的施設におきまして、公共サービスとしての公的

な負担は一定必要であると考え、その上で施設の

採算性をどこまで求めていくかということにつき

ましては、大変難しい課題であると考えておりま

す。

また、管理・運営につきましても、近隣の農業

－４２－

公園の経営状況や、長引く不況に伴う財政状況の

悪化、また公共施設への民間委託推進などの状況

変化に伴い、管理・運営手法の見直しの必要に迫

られ、市内部の検討会において検討を重ねてまい

りました。

そこで、低廉かつ良質な公共サービスの提供が

期待される整備・運営手法の１つとして、民間の

資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施

設の建設、維持管理及び運営の促進を図る手法、

いわゆるＰＦＩ手法の導入可能性について調査検

討を現在進めております。

農業公園におけるＰＦＩ導入については、より

多くの市民が訪れ、利用する公園とするために、

民間事業者が保有する人材、ノウハウ、資金等を

活用するものとし、もって長期的な市の財政負担

低減につながることを基本の考えとしております。

今後とも、本市の農業公園が魅力ある施設として

多くの市民に利用され、また可能な限り経費が節

減できるよう、最大限の検討をしていく考えでご

ざいます。

最後に、商工業との関係で、いわゆる泉南ブラ

ンドについての御質問でございますけれども、初

めに本市の伝統産業であります繊維産業の歴史を

さかのぼりますと、古くは江戸時代に和泉木綿の

産地の１つとして、また紋羽織の生産でも有名な

地域でありました。明治時代には軍服用材料とし

て紋羽の需要が増大し、隆盛をきわめることとな

り、その後大正・昭和時代には紡績工場が市内に

数多く創設され、紡績業が地場産業として地域の

発展を支えることとなってまいりました。

しかし、４０年代以降は、紡績業が構造不況業

種と言われるようになり、さらには国際競争力の

低下等によりまして工場の縮小、閉鎖が相次ぎ、

非常に厳しい状況が続いております。

この間、これまでにも繊維産業におきまして単

に紡糸だけではなく、タオル、作業用手袋、最近

では環境問題を先取りしたペットボトルを原料に

した作業用手袋や車用のカーペットと、新商品を

市場に送り出し、エコマーク商品と推奨されてい

ますが、いかんせん人件費や輸入品、また価格等

で決してこのまま今のままでいい状況とは言いが

たいと認識をいたしております。



本市におきましては、大阪府を初め関係団体に

これらのエコ商品の購入推奨のお願いをするとと

もに、見本市や物産展等におきましては商工会と

連携し、ＰＲに努めているところでございます。

これらのことから、泉南市といたしましては地

場産業の繊維を中心としたもの、あるいは先ほど

申し上げました農業におきましては古くから泉州

タマネギ、あるいはフキ、里芋、それと最近では

花卉――花ですね、切り花等非常に泉南ブランド

というものがたくさんございますので、それと最

近では非常に脚光を浴びておりますミズナスもそ

うでございますが、こういうものを最新のいろん

な情報機関を使うことによりまして、全国的にＰ

Ｒをしてまいりたいというふうに考えておりまし

て、泉南市のこれらの特産品を中心に泉南ブラン

ドとして日本全国といいますか、そういうものに

発信できるように努めてまいりたいと考えている

ところでございます。

○議長（角谷英男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） どうも御答弁ありがとう

ございました。一連の答弁を聞かしていただいて、

市長がこのあと４年間泉南市のかじ取りをしてい

こうというふうなことを改めてその責任と、そし

て今後の方向を考えたときに、やはりどうしても

外せないのが財政問題かなということを改めて認

識をいたしました。

さきの議員の質問の中にも相当財政問題、ある

いは行革に関する質問も出たわけでありますけど

も、やはり本年度の税収を見ましても、大体３億

４，０００万ぐらいの減収が予想されるということ

がはっきりしてきております。

また、そうであればあるほど、いわゆる事業展

開もそれを前提に置いた展開をしていかないとだ

めなんだなということを改めて認識するわけであ

ります。一番大きな手法として、先ほど市長も答

弁されましたけども、１つは、一番わかりやすい

のが定数管理をしっかり見直していこうというふ

うなことで、定数削減をしていくことで、それが

非常に大きな寄与をするということもわかってお

ります。

ただ、そのやり方におきましては、いわゆる市

民サービスが極端に低下するようなことがあって

－４３－

は断じてならないという認識、これは当然であり

ますけども、既に先ほども平成９年からですか、

５０名を超すような定数の減が図られたというふ

うなこと。今後につきましては、私は思うんです

けども、早くから言われましたように清掃事務組

合に関するいわゆる清掃のごみ回収業務に関する

直営化から民営化への方向をどう今後具体化さし

ていくのか。

このたびは、双子川浄苑が具体的に委託業務に

変えたわけであります。そういった意味では、こ

の方向づけはやはり外してはならんのだろうなと。

あと、ことしからやりますよと言うておりました

給食業務、あるいは保育所、幼稚園にかかわるこ

ともおくれておるようでありますけども、今後こ

こら辺、おくれとる部分をどう展開していくのか

というふうなことも改めて示していただきたいと

思います。

それから、市町村合併につきましては、今さき

の議員の質問にもかなり詳しく述べられておりま

したので、改めて私がどうのこうの言うことはな

いんですけども、やはり時代の流れといいますか、

１つの国策としてこのいわゆる市町村合併に関し

て、あるいは広域行政に関しては、もうほうって

おかれやん時代に入ったなという市長の所信表明

のとおりだというふうに私も理解しております。

議会の方でもちょっと勉強しようやというふう

なことで、この前、代表会議で勉強会の方向づけ

もされたところでありますけども、この泉州地域

においては、向井市長はそのリーダー役を果たさ

れてきたなという認識はあるんですけども、笛吹

けど踊らずという感じで、なかなか難しいなとい

うふうに感じております。

そういった意味で、先ほどは議会とも相談し、

あるいは市民、住民の方ともしっかり相談しなが

ら一定の方向づけをしていく、このような答弁で

ございましたけども、これもめり張りをつけてい

かないかん時代が来ておるなというふうに考えて

おります。

通り一遍な答弁にならざるを得んところがある

と思うんですけども、市長の強いそういうものが

あれば、自覚なり目標があれば、もう一回聞かせ

てもらいたいと思います。



それから、関空に関しても私は国土交通省なん

かの今後の利用予測なんかを引かれて、そしてマ

スコミがそれにいろんな形で表現されて、報道さ

れておる。このことに関しては、いわゆる大型事

業にストップをかけなきゃいかんという国の流れ、

あるいはまた関空の経営そのものが大きく負担に

なってきておるというふうなことの事情からやむ

を得ない面があるんかなというふうに思いますけ

ども、先ほど上山議員の答弁の中にもありました

ように、大阪空港との兼ね合い等を見ても、私は

向井市長は毅然とした、戦略を持って言うべきこ

とは言うていかないかんでしょうなと。予測はだ

んだん下がるけども、本来のスタートのときは一

体何だったんやというふうなことを考えてみたと

きに、いろんな不景気あるいは利用予測の中で、

泉南市が非常に窮地に追い込まれるというような

環境が見えてきたんですけども、ここは強く泉南

市の戦略は一体何なんだというようなことをしっ

かり訴えていってもらわな困るなということを感

じております。

ちょっと長くなりますので、この辺でひとつ答

弁をお願いします。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 行財政改革については、先

ほども申し上げましたように、推進本部会議を毎

月１回必ず開いて、その間の進捗あるいは問題点

等議論をしていくということで、その時々の状況

については十分進捗を見計らいながら、新しい指

示なり、あるいは対応を求めていっておるわけで

ございます。

おくれている部分ということも御指摘もござい

ましたけども、その中で他の直営でやってる部分

の民間委託というお話もございました。これも俎

上に上げてるところでございますが、より効果的

な民間委託へのあり方ということについて話をし

ているというところもございまして、若干おくれ

てる部分もあろうかというふうに思いますが、引

き続いてこの部分については精力的に進めてまい

りたいというふうに考えております。

それと、合併問題でございますけれども、２市

１町で泉州南広域行政研究会をつくっておりまし

て、一定のケーススタディーが出ました。それは
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あくまでも２市１町というのはミニマムでござい

まして、全体一緒になっても人口は１５万人ぐら

いということでございまして、もう１つは市のい

ろんな今の流れとしては、人口約２０万で特例市

――この前岸和田がなりましたけども、人口５０

万以上で中核市、これは堺がなっているわけでご

ざいますが、そういう１つの制度もできました。

それによって、また地方分権の受けられる範囲も

変わってくるということでございます。そういう

ことを考えますと、１５万という１つの考え方に

ついては、あくまでミニマムであるという考えを

持っております。

それと、前々から申し上げておりますように、

空港対岸２市１町で空港がその３つのまちにまた

がっているというのは果たしていいのかという議

論を２市１町の市長、町長で話し合っております。

基本的には１つのまちにすべきやというのは、皆

さんの御意見でございます。そういうことも踏ま

えまして、もう少し広い枠組みということも模索

をする必要があるのではないかということでござ

います。これについては、あと少し時間がかかる

というふうに思いますけれども、また一定の動き

が近い将来出てくるんではないかというふうに思

っております。

それと、関空につきましては、当初伊丹廃止と

いうのが前提であったというのは御承知のとおり

でございます。したがって、私どもは国へ要望に

行ったときも、関空の経営状態が悪いとかそうい

う話が出たときには必ずそれは違うよと、もとも

と伊丹を廃止するという前提で中曽根民活で関空

が特殊会社という形でスタートしたんですよとい

うことを申し上げてるわけですね。

ですから、伊丹を廃止すれば、当然関空の業績

はぐっと上がりますよということを言っているわ

けでございまして、それはおっしゃるとおり今後

とも強く物を申していかなきゃいけないというふ

うに思っております。２８日午前７時半から関空

協がございますので、その中で私も意見を申し上

げたいというふうに思っております。伊丹問題に

ついてですね。

もう１つは、今回の需要予測でございますけれ

ども、これも大阪府を通じての話でございますが、



国内線の伸びが伸びていないという１つの理由に

新幹線が新品川駅ができて、のぞみがかなり増発

されると。そのことによって飛行機を利用する方

と鉄道を利用される方との選択が、鉄道へ流れる

のではないかというようなことを想定されておら

れるというようでございますけれども、それは伊

丹についてはそういうことは考えられるかもわか

りませんが、こと関空の国内線について、果たし

てそんなことがあり得るんかという思いをいたし

ておりますので、その点も質問をしてみたいと、

このように考えております。

いずれにいたしましても、やはり我々関空の地

元として、申すべきことはきっちりと物を申して

いき、そしてお願いするべきはお願いしていくと、

そういうスタンスでこれからも活動をしていきた

いと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 私は先ほども壇上で偉そ

うなことを言うたんですが、日本よ、しっかりせ

よと。置きかえれば、泉南市の戦略というふうな

ことも踏まえて考えたときに、今市長が答弁され

ましたように、毅然とした形で泉南市の今後を責

任ある立場から発言していかないかんだろうなと

いうふうに思います。

本当に神戸空港もしかりでありますし、大阪は

伊丹空港もしかりでありますし、本当に日本とい

う大きな視点から立っても、この２４時間空港と

いうものの位置づけを考えたときに、それはもち

ろんそういう経営面から、あるいはまたほかの面

からいろんな物差しが当てられるわけなんですけ

ども、国の戦略、あるいは国家戦略としてもこれ

は重要な位置づけのはずなんですね。そういった

意味では、僕は向井市長はさらに大きな声を出し

て、物は申してもらわないかんなというふうに思

います。

それと、本当に足元に戻ったときに泉南ブラン

ドの話の中で、泉南の特産品を今後さらに伸ばし

ていこう、新しい産業をさらに伸ばしていこうと、

これは非常に大事なことだと思うんですけども、

去年、おととし、あるいはここ数年来寂れゆくと

いうんですか、繊維産業が悲鳴を上げとる中で、

１つは自分とこから出る繊維くずさえ処理しても
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らえない状況で、やっぱり苦労している業界の姿

を見たときに、私は先ほどのごみ問題とリンクす

るんですけども、かねがねこの場をおかりして申

してきたことの中に、市民がしっかり協力してご

みを減らしていきましょう、あるいはまた再資源

化を図っていきましょう。ごみの総量を減らすこ

とによって、焼却場の機能も余分に処理できる能

力も蓄えることができるんじゃないか。また、そ

のような技術も蓄積できるんじゃないか。そうい

った意味では長年苦労されてこの泉南を支えた繊

維産業の方々のために、なかなか処分ができない、

あるいは業者に頼んでも高いというふうな繊維の

くずの処理ぐらいは、幾らか条件をつけて門戸を

開いていく時代が来とるんじゃないかというふう

に思います。

だから、新しい産業もいい。新しいいろんなノ

ウハウでもってそれを保護し、あるいは金の面、

あるいは利息の面で保護してあげるのも１つの策

でありましょうけども、歴史を支えたそういう産

業の方にそういった手を差し伸べる気はないんか

どうか。また、今の新しいごみ行政の中で、そう

いう新しいノウハウを入れていくようなつもりは

ないのかどうかも確認したいと思います。

それから、行革に１つ戻ってなんですが、１つ

は農業公園の私は憂うつというふうなイメージが

あるんですけども、１７年供用開始まではまだま

だたくさんの費用をつぎ込まなきゃならん、おお

よそ１０億ぐらいはまたつぎ込まないかんという

ふうな私は記憶を持っとるわけであります。

この前、ちょうど厚生消防の委員会のときに泉

南聖苑のいわゆる構想も発表されました。これを

帰って見ると、ああ、やっとこういうものが平成

１９年に大きく具体化するんかなという淡い希望

と楽しみを持ったわけでありますけども、平成１

４、１５、１６に非常に財政的なピンチが来る。

今、発表しておる泉南聖苑の構想に関しては、

平成１９年に、総工費になるんでしょうか、４８

億余りだったと思うんですけども、こういうふう

な形で計画が発表された。一体、行革のメンバー

は、このことを共有化した上で今発表されとるん

かと、こういうふうな矛盾を感じたんですね。

本当に人を減らし、それこそいろんな形で節約



をし、切り詰めながら１４年、１５年、１６年に

来るであろう最高のピンチのときに備えておる。

そやけども、１９年には四十数億するような大き

な市の事業が既に描かれとる。一体これは何なん

やと。本当にうちの優秀なメンバーが時間をかけ

て金をかけて積み上げてきて、そして発表したも

のなんかと。

失礼な質問の仕方でありますが、ここら辺が非

常に疑問に感じたわけであります。時間の都合も

ありますので、この辺でひとつ答弁をお願いした

いと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、泉南ブランドとの関

係で、市内の繊維工場から出る繊維くずの処理と

いうことでございますけども、これにつきまして

は、過去も清掃事務組合の方には商工会初め関係

団体からも要望書が出てきておるわけでございま

す。

ただ、この繊維くずといいますのは御承知のよ

うに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により

まして産業廃棄物という形の位置づけがございま

して、事業者みずからが処理をするということに

なっております。

したがいまして、これを泉南清掃事務組合で焼

却するということについては、非常に難しいとい

うふうに考えております。これは以前にも文書で

御要望いただいて、文書で回答をさしていただい

ております。これをもし入れますと、炉の温度が

かなり上昇するということ、それから炉にクリン

カー等の発生が極めて多く出るという懸念がござ

いまして、炉自体を損傷する可能性がございます。

御承知のように、今の炉自体がもう本当に耐用

年数を過ぎて、この前何とか延命の工事をやりま

したけれども、１年１年本当に優しく優しく使い

ながら延命さしているという現状でございます。

もしあの炉に何かあれば、これは大変なことにな

るわけですね。その原因が産廃を入れたと、仮に

そういうことになりますと、これは法律上からも

極めて厳しい話になってくるわけでございます。

したがいまして、私の立場とすれば、今の一般

廃棄物の範囲内で、できるだけ優しく使いながら

延命を図って、日常のごみ処理をするということ
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が私に課せられた最大の責任だと、このように考

えているところでございます。

忠岡町なんかは、別の炉をですね、これ専用の

炉というような形で有償でやっておられるようで

ございますけども、今の炉でやるというのは、ち

ょっと無理だというふうに考えております。

それから、農業公園、それから聖苑との関係で

ございますけれども、これについては当然我々行

財政改革の中でも中期財政展望の中でも、今後発

生する公共事業等のカウントをいたしているわけ

でございます。当然聖苑についてもカウントをい

たしております。単年度でやるというものではご

ざいませんのでね。平準化した中でやっていくと

いうことでございますから、それは当然カウント

をいたしておりますので、さっき厳しい御指摘を

いただきましたけども、そういうことではござい

ませんで、いろんな形が年度ごとにどういう事業

が発生するかというのを一応想定した中で、行財

政運営をしているということでございます。その

中で有利な財政運営というものを考えておるとこ

ろでございます。それから、行財政改革の中では、

そのこともカウントしながら行っているというこ

とでございます。

それと、泉南ブランドの話も出ましたけども、

これについてはあらゆる機会を通じまして、例え

ばＮＨＫテレビなんかでもミズナスとかたびたび

紹介をしていただいて大変な注文をいただいてい

るとか、国際見本市会場へ出展をしてそこで販売

をしたりというようなことで、商工会と連携をと

りながら、生産者、そして販売者とも連携をとっ

て、あらゆる機会を通じてこの泉南ブランドの売

り出しということについてＰＲをしているところ

でございます。

また、今秋には龍神村での林業祭りにも、泉南

市のお魚なんかもＰＲさしていただこうというこ

とを考えておりまして、いろんな形でそういう機

会をとらえてＰＲをさせていただいて、少しでも

生産者あるいは事業者の皆さんに活力を培ってい

ただくというふうにやっていただきたいと、この

ように思っております。

○議長（角谷英男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 特に今、繊維くず、繊維



のごみなんかにつきましては、一定の条件が厳し

い中で、今はできないようでありますけど、私は

言うとるのは、やはり今のごみ行政の中からそう

いうしっかりした研究をしてあげることがこたえ

る道じゃないか。

だから、一定の条件でもってやれば、当然でき

るやろうけども、そのままほうり込んだらとんで

もないことになるというようなことであれば、条

件をいろいろ研究もしていく時代に入ったんじゃ

ないかなというふうなことを考えております。

それから、本当に省人化をして、ごみ行政の中

で浮いたパワーを、そういった意味では違う角度

にどう向けるかというふうな時代にも入ったなと

いうふうに私は認識しておりますので、双子川が

１つの皮切りで、あと給食業務等も続いておりま

すけども、保育園、幼稚園、本当にある意味大変

な時代に差しかかったなというふうな認識でおる

わけであります。

そういった意味では、先ほども言いましたよう

に、大型な事業に関してはしっかり共有化をしな

いかん時代に入ったんじゃないか。でないと、市

長の大きな政治判断でやられる場合もあるでしょ

うけども、今泉南市においては、財政状況から見

たらそう軽々に大きな事業に展開することが厳し

い時代に入った。だから、本当に皆さんの力をか

りてやらなきゃ大変な間違いを起こすという可能

性があるということを指摘しておきたいと思いま

す。

それから、もう１つは、市長の指導性と言うた

ら非常に失礼なんですが、ちょうど４月でしたか、

２２人の方が退職されました。いろいろ定年前の

退職も勧めておられる中での退職というふうなこ

とでもあったと思うんですけども、私はもっとも

っと中核になって働いてもらわないかんメンバー

が退職されとるなというふうな、そういうふうな

認識もしました。

したがって、市長の思いにビンビンこたえるよ

うな職員を育てていくということに若干欠けとる

んじゃないか、そういった意味ではこの４年間、

市長は強いリーダーシップで市長のためには一肌

脱ごうやないか、泉南市のさらなる発展のために

本当に力と知恵と、そして汗もしっかりかこうや

－４７－

ないかという職員のその熱いものが出てこないか

ん時代に入ったんだろうなと。そういった意味で

は職員組合ともしっかり話をしていただいて、職

員組合にも力をかれるような泉南市であっていた

だきたいと思います。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 時間です。以上で井原議員

の質問を終結いたします。

３時３０分まで休憩いたします。

午後３時 休憩

午後３時３１分 再開

○副議長（東 重弘君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、１４番 南 良徳君の質問を許可します。

南君。

○１４番（南 良徳君） ２１世紀クラブの南 良

徳でございます。平成１４年第２回定例会に当た

り、市長の市政運営方針について代表質問をさせ

ていただきます。皆さんお疲れのこととは思いま

すが、あとしばらくおつき合い願いたいと思いま

す。また、さきの質問者と重複するところもござ

いますが、お許しを願います。

具体の質問に入る前に、向井市長におかれては、

さきの市長選挙におきまして見事３選を果たされ

まして、まことにおめでとうございます。この市

政運営方針でも、市民と行政のパートナーシップ

により、活力ある地域社会の創造や、夢と希望の

ある２１世紀の創造を目指すと述べられています

が、市政発展のため頑張っていただきたいと思い

ます。

それでは、大綱７点について質問をいたします。

まず、１点目は、環境問題であります。

２１世紀は環境の時代であり、循環型社会の構

築に向け、取り組んでいかなければなりません。

本市においても低公害車、天然ガス車の導入や、

ごみの減量化、さらには新エネルギービジョンの

策定等の施策を進められています。

しかし、こういった個々の施策の前に、基本理

念を定め、環境基本条例を制定し、市、市民、事

業者の責務を明確にし、施策の基本方針、基本計

画の策定へと進むべきであります。第４次総合計

画では、第３章で環境に優しいまちの基盤づくり、



第４章では水・緑の環境づくりとして、それぞれ

施策の体系について記載されていますが、これら

の施策の具体化に向けては、今申し述べた考え方

がよいと思いますが、市長のお考えをお伺いいた

します。

大綱２点目は、生涯学習についてお伺いいたし

ます。

昨年１０月の機構改革で生涯学習課を設置され、

間もなく次のステップとなる生涯学習推進プラン

を策定されるとお聞きしていますが、この生涯学

習と市長の言われるキーワード、人権、福祉、環

境、教育との関連を中心に、どういったビジョン

をお持ちなのか、お聞きいたします。また、この

推進プランの策定に当たって、市民参加をどのよ

うに考えておられるのか、お伺いいたします。

大綱３点目は、市民の健康づくりについてお伺

いいたします。

市民の健康づくり、健康増進については、４月

にオープンをした済生会新泉南病院を中心とした

泉南医療福祉センターで、包括的、継続的な健康

管理体制の確立について述べられていますが、休

日・夜間診療所については欠落しているのではな

いでしょうか。

当初の計画では、ここに休日・夜間診療所を併

設するようになっていたと思います。新しい病院

ができ、市民も一安心というところですが、本当

の不安は、休日・夜間の対応ではないでしょうか。

この問題については、以前から広域的に阪南市、

岬町の２市１町で協議されていると思いますが、

現在までの経過と、一日も早いオープンを目指し

て市長はどのように考えておられるのか、お伺い

いたします。

大綱４点目は、農業公園についてお伺いいたし

ます。

農業公園については、毎回質問をさせていただ

いております。財政厳しい中、２５億円もの事業

であり、その投資効果はもちろん、市民に喜んで

いただける施設にしなければならないからであり

ます。しかし、現在の計画につきましては、ラン

ニングコストも含め、懸念しております。

昨年３月の代表質問で、ＰＦＩの導入について

提言をさせていただきました。市長の御答弁は、

－４８－

途中からＰＦＩ事業に切りかえることは困難であ

るとのことでした。しかし、その後導入に向け、

さまざまな角度から検討され、先日、本事業でＰ

ＦＩを適用するならば、ＰＦＩ法を適用して実施

するのが望ましいと考えられるといった案が示さ

れました。このことに対する市長の御見解をお伺

いいたします。また、想定事業と花卉団地との連

携については何かお考えになっているのかも、あ

わせてお伺いいたします。

大綱５点目は、泉南ブランドについてお伺いい

たします。

第４次総合計画で泉南ブランドづくりが盛り込

まれています。私は、非常によい発想だと思いま

す。地元産業の活性化や本市の将来を考えるとき、

積極的に取り組まなければならないテーマであり

ます。その中で、商工会や大学など関係機関と積

極的に連携して、ビジョンを持った産業振興に取

り組むと述べられています。いわゆる産・官・学

によるビジョンづくりでありますが、もう少し具

体的にお考えをお伺いいたします。

また、観光、レクリエーションの振興で、施策

の体系として森林レクリエーションの振興となっ

ていますが、その中に紀泉ふれあい自然塾の活用

とあります。現在はオープン前で、プレオープン

という状況ですが、先日、本市の市民グループで

あるまちづくり市民会議の主催で、この自然塾を

利用して「第１回ホタル観賞の夕べ 音と光のペ

ージェント」が開催されました。夜間でもあり、

アクセスの悪さにもかかわらず、当初予想をはる

かに上回る８００人もの参加がありました。いか

に市民が自然とのかかわりを持とうとしているか

が実証されたのではないでしょうか。

市長は冒頭、自主的かつ主体的な市民活動を積

極的に支援すると言われていますが、行政と市民

のパートナーシップによる泉南ブランドづくりに

ついて、どういったお考えなのか、お伺いいたし

ます。

大綱６点目は、りんくうタウンの活性化につい

てお聞きいたします。

活性化については、大阪府においては税の優遇

措置制度や事業展開補助制度等により、進出企業

に対する優遇措置を講じられています。本市にお



いても企業誘致促進条例を制定し、企業誘致に努

めているところであります。また、りんくうタウ

ン活用方策検討委員会においても昨年７月、活用

方策に関する提言がなされました。

しかしながら、経済情勢の悪化による影響があ

るものの、分譲可能面積４７．３ヘクタールに対し、

分譲済み面積が１０．２ヘクタール、率にして２１．

６％といった現状であります。今後、この状況が

よい方向に激変するとは考えにくいと思われるの

で、他の活用策も必要であります。

商業業務ゾーンにおいては、暫定利用としてり

んくうパパラが、事業期間２０年とする定期借地

を取り入れた事業としてりんくうプレミアムアウ

トレットがありますが、本市のゾーンにおいても

定期借地を活用した事業化を推進すべきだと考え

ますが、市長の御見解をお伺いいたします。

また、本年５月、大阪府と大阪市、経済団体が

経済再生のための特区制度の創設、指定について

の共同提案を関係諸機関に提出されました。その

中で、関空とりんくうタウンについては、国際交

流特区として位置づけされています。

政府においては、こういった特区導入に向けた

基本法を制定する方針のようであります。このり

んくうタウンを含む特区について市長はどのよう

なお考えをお持ちなのか、さらに本市として今後

どのような対応をされていくのか、お伺いいたし

ます。

最後に、合併問題についてお伺いいたします。

泉南市、阪南市、岬町の２市１町で、広域行政

の推進や合併問題も視野に入れた調査研究を行う

ため、平成１３年５月に泉州南広域行政研究会を

設置され、行財政の現況比較や課題について研究

をされています。そういった中、大阪府において

もこれを支援するため、市町村合併ケーススタデ

ィー調査をなされ、その報告書を５月８日付でい

ただきました。

市長は、こういった調査や合併のメリット・デ

メリットを研究し、議会や市民に理解を求めてい

くと言われていましたが、このケーススタディー

調査をもとに議論は進んでいないと思います。今

後どういったプロセスをお持ちなのか、お伺いい

たします。

－４９－

また、報告書をいただくまでに４月４日付の新

聞で、３市３町合併で中核市への構想を述べられ

ていますが、市長としてどこに着地点を求められ

ているのか、時間の問題もございますのでその辺

のところをお伺いいたします。

以上、大綱７点について質問をさせていただき

ます。市長の御答弁をよろしくお願い申し上げ、

壇上からの質問を終わります。今議会から発言の

残時間が表示されるようになりましたので、時間

があるようでございましたら、自席より再質問を

させていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。

○副議長（東 重弘君） ただいまの南議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 南議員の代表質問にお答え

を申し上げます。

まず、１点目の環境問題についてでございます。

今日の環境問題につきましては、過去の産業公

害から都市・生活型公害へ、地域的な問題から国

境を越えた地球規模の問題へ、そして現在の世代

からその影響が次の世代に及ぶ問題へと、空間的

にも時間的にも拡大をしてきております。

その中で、事業者、市民、そして行政のそれぞ

れの取り組みがどのようにすべきかが議論され、

問われているところであり、平成５年に制定され

た環境基本法には、国、地方公共団体、事業者、

そして国民の責務が規定されているところであり

ます。

さて、本市におきましては、平成１４年２月に

新エネルギーを積極的に導入し、地球温暖化や生

活環境の悪化を防止しようという考えのもと、泉

南市地域新エネルギービジョンを策定いたしまし

た。これは、本市が進もうとする環境保全施策の

１つの方向づけであり、今後展開すべき環境基本

計画のうちの１つの施策であると考えているとこ

ろでございます。

したがって、今後進もうとする個々の、例えば

美化条例等の環境保全施策等については、当該新

エネビジョンと有機的な連携を保ちつつ展開する

と同時に、長期的な視点から総合的、計画的に推

進する環境基本計画の策定や、御提案のありまし

た基本条例の制定に向け、進めてまいりたいと考



えております。

次に、生涯学習について御答弁を申し上げます。

平成２年、国において生涯学習の振興のための

施策の推進体制等の整備に関する法律が制定され

ました。この法律は、国民が生涯にわたって学習

する機会があまねく求められている現況を踏まえ

て、市町村は生涯学習の振興に資するため、関係

機関及び関係団体等との連携・協力体制の整備に

努めることがうたわれております。

本市においても、昨年の第４次総合計画におい

て、だれでもいつでもどこでも学べる社会づくり

を目標に、生涯学習推進システムの整備と生涯学

習社会を目指してという大きな柱を定め、生涯学

習システムの整備のために、生涯学習推進プラン

の策定について検討を行うこととなっております。

私は、だれもが社会の中で生き生きと自分を生

かすことができるようにするためには、いつでも

学ぶことができ、その成果を生かすことができる

ような社会でなければならないと思っておりまし

て、生涯学習推進プランは本市のこれからの生涯

学習を体系的、効果的に進めていくための基本と

なるものと考えております。

このプランの策定に当たりましては、議員御質

問にあるとおり、市民の方々の御意見を十分取り

入れたものでなければならないと考えております。

策定の具体化等、今後検討してまいりたいと考え

ております。

次に、休日・夜間診療についてでございますが、

以前から泉州保健医療協議会において、泉佐野以

南にもう１カ所必要であると提起され、その後大

阪府より示された泉南福祉医療保健ゾーン整備計

画の中で位置づけされました休日・夜間診療所の

整備について、２市１町での新たな休日・夜間診

療所の設置に向け、具体的な設置場所、規模、運

営形態、建設費及び運営経費等について事務レベ

ルで検討を重ねてきたところでございます。

また、首長レベルでも、りんくうタウンへの設

置について阪南市、岬町に協力要請を行っている

ところでございます。なお、各市町とも必要性に

ついては十分認識しておりまして、今後とも協議

を重ね、早い時期に合意が得られるよう努めてま

いりたいと考えております。
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なお、休日・夜間診療所につきましては、もと

もと地元医師会に運営をお願いするということで

ございます。現在のところ、りんくうタウンへ一

定の敷地の確保はお願いをいたしているところで

ございますが、さらに有効的な場所があれば、こ

れは済生会に委託をするものではございませんの

で、地元医師会とも十分協議しながら、適切な場

所があれば、より効果的ということであれば、そ

ちらの方も検討の中に入れていきたいと、このよ

うに考えております。

続きまして、農業公園についてのＰＦＩの導入

と特色づくりということでございます。

農業公園につきましては、花卉団地に隣接する

立地条件を生かし、花と緑に囲まれた豊かな自然

の中で、市民に花摘みや農作物栽培などの農との

触れ合いを通じた憩いやいやしの場を提供するこ

とにより、より広く市民に農業への理解を深めて

いただき、また地域農産物の直売や泉南市の特産

農産物である花をＰＲすることにより、地域農業

の振興を図る上でも重要な拠点的施設の整備とし

て鋭意推進してきたところでございます。

管理・運営事業につきまして、近隣の農業公園

の経営状況や、長引く不況に伴う財政状況の悪化、

また公共施設への民間委託推進などの状況変化に

伴い、管理・運営手法の見直しの必要に迫られ、

市内部の検討会において検討を重ねてまいりまし

た。

そこで、低廉かつ良質な公共サービスの提供が

期待される整備・運営手法の１つとして、民間の

資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施

設の建設、維持管理及び運営の促進を図る手法、

いわゆるＰＦＩ手法の導入可能性について調査検

討を行っております。

農業公園におけるＰＦＩ導入においては、より

多くの市民が訪れ、利用する公園とするために、

民間事業者が保有する人材、ノウハウ、資金等を

活用することとして、もって長期的な市の財政負

担の低減につながることを基本の方針と考えてお

ります。

ことし２月には、どのような業種の民間事業者

が興味を持っているか、どのような事業方式が農

業公園に適しているか等、民間事業者の意向を把



握するための事業検討説明会を開催したところで

ございます。

今回の説明会では、種苗、農機具メーカーの農

業関連企業や、園芸資材、花卉の販売企業、ＰＦ

Ｉに実績のある建設会社、鉄道、電力、ガス等の

公営企業に参加案内をしたところ、１９社の企業

の参加がありました。その後のアンケート調査に

よりますと、市としての公共事業への取り組み姿

勢に対しての評価と、自然との触れ合い等が求め

られている中で、事業参画に対し比較的高い関心

を持っている企業が５社あり、その後個別のヒア

リングを行いました。

その結果としましては、現計画の中で運営収支

均衡を図るということは難しいが、農業公園とし

て解釈可能な範囲での民間事業者の参画自由度を

広げ、民間事業者が提供する公共サービスに対す

る対価を公共が支払うというサービス購入型での

事業形式を導入することにより、民間事業者が応

募する可能性が広がると考察されました。

今後、法的制約や補助事業による条件、民間事

業者の参画想定事業も踏まえた中で総合的に検討

を行い、事業手法及び事業実施方針の決定を行っ

ていきたいと考えております。

また、隣接する花卉団地におきましては、昨年

９月には、高生産性のハウス５棟が完成し、営農

が開始されております。また、平成１４年度には

切り花の集出荷施設の建設が予定され、花卉生産

団地として整備が進められており、入植農家の方

々も農業公園には強い関心を持っておられます。

そこで、本市の農業公園といたしましても、そ

の特色として、高い生産技術を持っている花卉団

地の見学や、安価で新鮮な花卉の直売など、花卉

団地と連携した農業公園の運営は欠かせないもの

であると考え、また新たな泉南ブランドづくりと

して成長していけるよう努力をしていきたいと考

えております。

今後とも、平成１７年の開園に向け、本市の農

業公園が魅力ある施設として多くの市民に利用さ

れ、また可能な限り経費が節減できるよう最大限

の検討をしていく考えでございます。

次に、泉南ブランドについての御質問でござい

ますけども、泉南ブランドづくりとは、第４次泉
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南市総合計画の大きな特徴の１つであり、泉南市

として自慢、誇れる物づくりへの取り組みであり

ます。

既に農産物では、ミズナス、里芋を初め、アイ

リス、フリージャー、さらには洋ラン等、また水

産物では、アナゴ、シャコ、ワタリガニ等がマス

メディアを通じ、近畿を初め全国に紹介されてお

り、泉南ブランドとして第一歩を歩み出しており

ます。

繊維産業では、これまで作業用手袋が全国の６

０％以上を占めた時期もありましたが、国際競争

が熾烈で厳しい状況でありますが、今後ペットボ

トルを原料にした環境に優しいエコ手袋も有望で

はないかと考えております。

ブランドづくりにつきましては、これまで生産

されているものには、それらの特徴をしっかりＰ

Ｒすることが大切であり、今後ともＣＡＴＶの活

用やマスメディアへの取材誘致の展開を続けてま

いります。

また、新商品を開発し、泉南ブランドとするこ

とも重要であり、昨年商工会が府内の大学、研究

機関等で設立した産学交流プラザの場にも行政と

して参画できるようにして、産・官・学交流プラ

ザという形に発展をさせていきたいと思っており

ますし、その中で新製品の開発への働きかけをし

ていきたいと考えております。

また、一方、物産品に代表されるハード的な面

だけではなくて、本市の行政サービス、文化、教

育、環境、さらには行政と市民の協働等、ソフト

的な取り組みも泉南ブランドとして非常に重要で

あると考えております。

今後とも、ハード、ソフト両面で行政としては

言うまでもなく、市民の皆様方が行政に市民参加

がよりしやすい環境整備を行い、他よりいち早く、

他よりベストでオンリーワンとなる泉南ブランド

づくりに努めてまいりたいと考えております。

次に、りんくうタウンの活性化についての御提

案でございます。

りんくうタウンの活性化は、産業振興や雇用の

面だけでなく、まちづくり、さらには市の財政の

面からも本市の重要な課題であると認識をいたし

ております。



大阪府企業局においては、昨年８月、「りんく

うタウンの活用方針と事業計画の見直し―新たな

成長と発展のための再出発宣言」を発表し、企業

局長をトップとしたりんくうタウン企業誘致推進

本部の設置や、分譲価格の再設定、企業誘致のた

めに１万社ローラー作戦と銘打った営業戦略の実

施を提起し、企業局職員が府内外の企業に精力的

なセールスを展開しているところでございます。

このような努力が徐々に成果として生まれ、昨

年１２月には、診療ベッド等の製作会社の工場が

進出し、現在工事中であります。最近では、神戸

市に本社を置く自動車関連企業の進出が決定した

ところでございます。

議員御指摘の定期借地権制度につきましては、

りんくうタウンの企業集積と活性化を推進する有

効な方策として、大阪府企業局におきまして、事

業収支面での影響や、その適応条件等の課題を整

理しながら、その導入を具体的に検討していると

聞いております。

私といたしましても、企業局にこの定期借地権

制度の導入について提案をいたし、大阪府では、

できれば大阪府の９月議会前後を１つのめどとし

て、この借地権方式について方策を定めたいとい

うふうに考えておられるというふうにお聞きをい

たしております。

市といたしましても、多様な土地活用方策を示

すとともに、企業の初期投資の低減を図ることで、

企業誘致を進める上での有効なインセンティブに

なるものと大いに期待しているところでございま

す。りんくうタウンの活性化が本市にとって最重

要課題と認識し、私も機会あるごとにりんくうタ

ウンをＰＲし、企業誘致に努力してまいりたいと

考えております。

次に、経済特区についてのお話でございますが、

経済特区の制度につきましては、現在、政府の総

合規制改革会議において検討されておりまして、

特定の地域に限定して規制を緩和、撤廃するもの

であります。

低迷する地域経済の起爆剤として特区への期待

が高く、大阪府においても大阪市、関西経済連合

会、大阪商工会議所と共同で、大阪市内と関西国

際空港、りんくうタウンをそれぞれ指定区域とす
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る提案書をまとめ、内閣府などの関係機関に提出

しているところでございます。

特に、関西国際空港、りんくうタウンの地域を

アジアのゲートウェイとして国際交流特区とする

ことにより、空・陸のネットワークを活用した国

際物流機能の強化、大学等の研究開発機能を活用

した生物系・環境系成長産業の集積を図るととも

に、アミューズメント産業の集積等、非日常空間

の形成を目指すものであります。

これらの目的を持った特区が指定されることが

りんくうタウンの活性化につながるものと期待し

ておりまして、私といたしましても、この提案に

対しては賛成し、応援をしてまいりたいと考えて

おります。

最後に、合併問題についてお答えを申し上げま

す。

政府においては、合併特例法の改正や市町村合

併支援本部の設置など、市町村合併の推進を最重

要課題として取り組みや支援などを進めていると

ころでございます。そのような国の動きや地方分

権の推進、少子・高齢化社会への対応、住民の生

活圏域の拡大、行財政改革の取り組みなどの諸要

請により、基礎的地方公共団体である市町村の行

政サービスを維持、向上させるため、行財政基盤

の強化等を図る必要があることから、現在、全国

各地で市町村合併に向けた検討の動きが急速に進

展いたしております。

本市におきましても昨年５月に、阪南市、岬町

と本市の２市１町で泉州南広域行政研究会を設立

し、広域行政の推進や合併も視野に入れた新たな

広域的連携のあり方などについて、調査研究を行

ってまいりました。

今後も、泉州南広域行政研究会において、中核

市としてのスケールメリットなども十分に意識し、

より広域的な視野での検討を含め、合併問題への

取り組みや広域的連携のあり方について、積極的

に調査研究を行ってまいりたいと考えております。

今後の本市のあり方につきましては、市民の皆

様や議会とともに、みずからの問題として考える

とともに、情報提供についても十分に努めてまい

りたいと考えております。

４月４日の新聞報道にも触れられておりますけ



れども、これは中核市、いわゆる人口３０万規模

のものを目指すとすれば、当地域では熊取を含む

３市３町で現在で約２９万余りということでござ

いますから、中核市を目指せる規模になるという

ようなことを申し上げたわけでございます。

これは、何もこれに限って記者会見をしたとい

うわけではございませんで、市長選挙の公約につ

いての記者会見をしてほしいという中で、新聞記

者の方からこの広域合併についての考え方、泉州

南広域行政研究会についての考え方、あるいは空

港対岸２市１町を含む合併問題についてという質

問があった中で、１つの考え方として申し上げた

ところでございます。その後、関係市町には、そ

のあたりの意向打診も含め行っているところでご

ざいます。近い将来何らかの動きがあろうかとい

うふうに思っております。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 南君。

○１４番（南 良徳君） ただいま御答弁をいただ

きましたが、答弁漏れがちょっと私あると思いま

すので……。

１点目は、生涯学習の中での市長がよく言われ

てる人権、福祉、教育、環境ですね。これと生涯

学習についての関連というか、それを中心にどう

いった形で生かしていくのかと、こういうことを

お聞きしたのですが、その辺の御答弁がなかった

と思います。

それから、あと１点、泉南ブランドの中で観光、

レクリエーション振興ですね。ふれあい自然塾の

ことに触れさせていただきまして、今後市民と行

政とのパートナーシップによる泉南ブランドにつ

いて、どういったお考えかということもお聞きし

たつもりでございますが、御答弁がなかったよう

に思います。まず、御答弁の方をお願いします。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 少し答弁が漏れていたよう

でございまして、改めて御答弁を申し上げます。

生涯学習の中で、人権問題等、福祉問題等、ど

ういうふうな形で生かしていくのかということで

ございますが、私ども市長部局でやっている部分、

それから教育委員会でやっている部分、多岐にわ

たっております。そこで、生涯学習関連施策調査
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表ということで、市長部局並びに教育委員会部局

で一連のものを作成さしたところでございます。

その中では、今おっしゃいましたように人権に

関する問題、あるいは福祉のことに関する問題、

また環境に関する問題、あるいはみずからの生涯

学習そのものに関する問題、あるいは女性問題に

関する問題とか、さまざまな分野があろうかとい

うふうに思います。これらについては、それぞれ

体系的に整理をして、関連するものについては、

できるだけ相互連携を図るという中で生涯学習プ

ランというものをつくっていく必要があるという

ふうに考えております。

したがいまして、第４次総合計画の柱でありま

す人権、教育、福祉、環境という部分については、

お互いにこの生涯学習の分野でも系統立った整理

をする中で、連携あるいは関連づけるもの、こう

いうものの整理をした中で、プランづくりをして

まいりたいと考えております。

それから、紀泉ふれあい自然塾の活用というこ

とで、これは来年４月、春オープンということで

ございますが、プレオープンとして先般、第１回

ホタル観賞会がございまして、私も寄せていただ

きました。これはＡＢＣ委員会文化の推進チーム

並びに私どもの公民館、そしてまちづくり市民会

議の共催ということではございますが、実質的に

は生涯教育団体のまちづくり市民会議の皆さんが

中心になって企画をされ、そして当日の準備を含

め、していただいたところでございまして、南議

員もそのメンバーでいらっしゃいまして大変御苦

労さんでございました。

私も出席をさしていただきましたけれども、本

当に思った以上にたくさんの方々が夜、ある意味

では真っ暗な道を歩きながら、よくもあれだけ集

まっていただいたなという思いをいたしました。

８００名ぐらい集まったということでございまし

て、本当に大々盛況ではなかったんかなというふ

うに思っております。

これは、やはり市民の皆さんが自然との触れ合

い、あるいは自然のそういう場所でのいろんな試

みといいますか、催しに大変関心を持っておられ

ると同時に、それに参画したいという意欲が非常

に強かったんではないかというふうに思っており



ます。

したがいまして、ふれあい自然塾の今後の活用

のあり方の１つを見る思いをしたわけでございま

して、そういう意味では、プレオープンというこ

とでございますが、ふれあい自然塾の大変大きな

ＰＲにもつながったんじゃないかなというふうに

思っております。

同様のことが農業公園においても自然との触れ

合い、あるいは花、農業、そういうものとの触れ

合いについて、やはり市民の皆さんが大きな関心

を持っていただけるのではないか、あるいはそう

いう方向に持っていくべきではないかというふう

に思っているところでございます。

いずれにいたしましても、今回のことが単発に

終わることなく、ぜひ第２弾、第３弾のいろんな

催しをあの場所でできるようにお互いに努力をさ

していただきたいなということを申し上げたいと

いうふうに思います。

○副議長（東 重弘君） 南君。

○１４番（南 良徳君） ありがとうございました。

あと２４分という表示が出ておりますので、若干

再質問をさせていただきます。

順序立てていけば環境問題で、この基本法ある

いは基本計画について考えていただけるというこ

とでございますので、次の質問がしにくいんです

が、今現在、本市の環境保全に関する条例という

のは３本なんですね。あと、保健衛生とかにかか

わる例えば廃棄物の減量化とか、あるいはし尿関

係とか、トータルでくくると何本もありますが、

環境保全という条例では３本だと思います。

その中でも、主には公害、以前の条例をつくる

きっかけにもなった時期の状況と今現在の状況は、

かなり変わってる。特に、それぞれ本日もいろい

ろ質問がありましたが、地球環境というんか、地

球規模で考えていかなければならない。そういっ

た中で市長の先ほどの御答弁にありましたように、

国の環境基本法というところから、市においても

そういった基本的な条例を定めて、そこから今現

在進められているエネルギービジョン、あるいは

もろもろの条例を整備していくのが一番いいんじ

ゃないかなということで提言させていただいたわ

けです。そういう方向でやっていただけるという
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ことでございますので、これについては了とした

いと思います。

それから、生涯学習につきましては、先ほど今

後の推進プランの中で、いろいろのほかのセクシ

ョンとの絡みを織り込んでそういったプランを立

てていくということでございますので、それはそ

れで結構かなと思います。

ただ、将来的に、これはもう以前市長とも議論

があったところですが、現在の教育委員会部署で

はなしに、そういった観点からすると、やはり市

長部局に持っていった方がいろんな形でネットワ

ークを張っていけるんじゃないかというふうに私

は思うわけです。これは将来的な課題としてひと

つ考えていただきたいと思いますし、先ほど市民

参加ということで具体の――これから人数とか、

あるいはどういった形で市民参加を得ていくのか

ということがございますが、以前ほかのそういっ

た委員会等で公募による委員さん、現在のそうい

った委員会あるいは審議会というのは、いわゆる

各種団体の充て職ということで、ほとんどが進ん

でると思います。

やる気のある人がそういったところに参画した

いと思っても門戸が閉ざされてるわけで、そうい

ったところも配慮していただいて、すべてが公募

とはいかないとは思いますが、できるだけこうい

ったテーマについて興味のある方に参画願いたい

と。市民参加というのは、そういった意味で言わ

していただいたんです。その辺、これから具体に

時期あるいは人数等いろいろ検討されると思いま

すが、ぜひその辺も加味しながら考えていただき

たいと思います。

それと、休日・夜間診療所についてはよくわか

りましたが、本来私は済生会のオープン時にはあ

そこにできるものというふうに期待しておりまし

たが、病院も現地を見せていただきまして、そう

いった中ではそれも進んでいない。あるいは、以

前からの２市１町という、そういう協議が市長は

よく言われてましたが、一体どうなってるんかな

ということで聞かしていただいたんですが、その

辺については今後の協議を待つということでござ

いますので、それも了としたいと思います。

農業公園の中のＰＦＩですね。いただいてる資



料では、平成１７年度中の開業ということで、も

しＰＦＩでいくならば、非常にいろいろ時間的な

ことも含めて問題点もあるというふうに思うんで

すが、このスケジュールでは本年の９月に実施方

針の公表とか、あるいは１０月には第１回事業者

選定委員会の開催というふうになってるんで、余

りせわしくやると、果たしてまたどうかなという

心配もありますので、この辺のスケジュールにつ

いて、再度市長のお考えをお聞きしたいと思いま

す。

とりあえずそこまで、ひとつ要望的なものもあ

ったかもわかりませんが、答弁いただけるんでし

たらいただきたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 環境保全関係でございます

けども、確かに本市の条例は、それぞれ今幾つか

に分かれておるというふうに思います。それも従

来の公害といいますか、工場の方から発生する公

害を中心としたものになっているということでご

ざいまして、それはそれで当然有効ではございま

すが、しかし社会は大きく変革してきておりまし

て、今の時代に合ったもの、トータルとして環境

全体といいますか、トータルで考えるべき時代に

も入ってきたというふうに思っておりますので、

環境基本計画あるいは環境基本条例的なものに取

り組んでまいりたいと、こういうふうに考えてお

ります。

それと、生涯学習関係で、１つは所管の問題で

ありますけども、これは全国的に見ても、もとも

とは教育委員会が所管をしておったところが大半

であったかというふうに思いますが、最近では御

指摘のように、教育委員会では限界のある内容に

もなってきておるということも踏まえまして、市

長部局へ移管してきておるところも出てきており

ます。

したがって、今後はこれらについては、全体の

流れの中でどちらで所管するのが最もその生涯学

習を推進する上について有効かつ適切なのかとい

う視点で検討をしてまいりたいと考えております。

それから、その策定委員の問題でありますが、

公募制にしてはどうかということでございますが、

本市におきましては御指摘ありましたように、今
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やっております行財政改革のチェックといいます

か、進捗をしていただいております行財政改革推

進委員会というものをつくっておりますが、ここ

に公募の委員さんお２人に入っていただいており

ます。非常に熱心に発言もいただき、また活動も

していただいております。非常に大きな成果が上

がっておるというふうに思います。

したがいまして、今後、市民参加をできるだけ

広げていくという観点からしまして、こういう試

みとしてやりましたけれども、それがうまくいっ

ておるという状況を踏まえて、公募制ということ

も念頭に置いて考えていきたいなというふうに思

っているところでございます。

それと、農業公園のスケジュールの問題でござ

いますが、一定のスケジュールはお示しをさして

いただいているところでございますが、ただＰＦ

Ｉ導入にいたしましても、現在我々がやっており

ますのは、国庫補助事業を導入してやっていると

いう一定の制約がございます。その中で民間参入

をして、どれだけ自由度を与えられるのかという

一方では課題がございます。したがって、そのあ

たりの整理を大阪府と我々の方でやっておりまし

て、そのめどがついた時点で次のステップに入っ

ていきたいと、このように考えております。

○副議長（東 重弘君） 南君。

○１４番（南 良徳君） よくわかりました。

次に、泉南ブランドということで、先ほども井

原議員の質問の中でも御答弁もございました。ミ

ズナスの件なんですけども、総計審のときにも私

は申し上げて、本来ブランドというのは、今言う

ふうに商業、工業あるいは農作物ということで、

計画の中では、泉南ブランドの中には農作物は別

個のページにありまして入ってないんですが、と

りあえずいろいろ産・官・学でやっていただく、

あるいは新しいものにチャレンジしていくという

ことは、当然必要なことなんですが、きょう言う

てあしたというわけにもいきません。

現在、ミズナスについては、非常にメジャーに

なりつつあるということで、エアラインの国内線

のカタログなんかにも載ってますし、先ほど御答

弁もありましたように、テレビなんかＮＨＫ、民

放を問わず、今、時期も時期ですから取り上げて



いただいてるというのは、私も拝見しております。

そういった中で、実は「週刊新潮」という週刊

誌、皆さんも御存じだと思いますが、６月の１３

日号に泉州のミズナスということでかなり大きく

取り上げられてるんですね。ここに、以前からよ

く言われてるように、泉州一帯、貝塚以南という

ことですから、ミズナスといいますと泉南の名物

ではないというような議論もあったんですが、こ

こでは泉州のミズナスとして大阪府泉南市という

ことをちゃんと書いていただいております。

最初のところをちょっと読ましていただきます

と、夏野菜としておなじみのナス、日本各地にそ

の品種は数多けれど、大阪府の泉南地区だけで採

れる泉州のミズナスほどみずみずしく繊細な味わ

いのナスは滅多にあるまい。つやつやとしっとり

落ちついた紫紺色の果皮を手で割き、柔らかな果

肉を口に運べば、フルーツのような香りが立ち上

った。この水分たっぷりのミズナスをもぎたての

ままぬか漬けした一品は、全国から引き合いが来

る人気漬物になりつつあるのだ、こういう紹介の

され方をしております。

私も雑誌というか、こういう印刷物で見たのは

初めてでしたので、ちょっときょう取り上げさし

ていただいております。ただ、この次のページに

は、ミズナスの光と影ということで影が出てくる

んです。これは何かといいますと作付面積、これ

では平成７年に６ヘクタール、２７７トンだった

のが、平成１２年には４へクタール、２５４トン

と減少しているのだと書いてるんですよね。

何を言いたいのかということですが、業者とか

いうんでなくて、そういった泉南ブランドをつく

り上げていく。そのためにこういった影の部分に

ついては、当然行政も手を差し伸べるべきではな

いのかということを言いたいためにこれを言うて

るんですが、その辺について市長、どうでしょう

か。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉州のミズナスが今大変な

人気であるというのは承知しておりますし、我々

も意識的にテレビ等を含めてＰＲに努めておりま

す。いろんなところへ出展したり、そして展示し

たりという形でやっております。もちろんゆうパ
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ックにも採用いただいてやっておるところでござ

います。非常に売れ行きもようございます。

したがって、これは大きく成長させる、あるい

はし得るブランドだというふうに思います。従来

からあるわけでございますが、なかなかＰＲとい

うところが十分至らなかった点もあったかという

ふうに思いますが、今や情報化時代でございます

から、市内の業者でもインターネットで販売をさ

れておられるというところもございますし、非常

に注文も多いということでございますから、そう

いう今のいわゆるバーチャルストアといいますか、

仮想店舗ですね、インターネットでの。そういう

ものでも販売をしていけるわけでございますから、

そういうことも含めて積極的に活用していく必要

があると。ただ、おっしゃいますように、余り売

れ過ぎて材料がなかなかないという悩みもあると

いうのも聞いております。

したがって、後継者の問題とか、あるいはつく

るのに非常に手間がかかるとかいうのがあるとい

うふうに思いますけれども、ぜひこの地域特産の

野菜でございますんで、この作付が減っておると

いうことについては、何とかもっと供給の方をふ

やしていけるようなことを考えていく必要がある

んではないかというふうに思っております。です

から、またＪＡさんとも、あるいは農業団体とも

お話をして、何とか広めていくような形での助成

なりＰＲなりできないかということの検討をして

まいりたいというふうに思っております。

特に、このミズナスにつきましては、私どもも

大変思い入れが強うございまして、市の色はミズ

ナスの色というふうにいたしております。ですか

ら、本来はミズナス発祥の地ということを名乗り

たいんですけれども、なかなか歴史を調べまして

も、そこまでの確証は今のところ得られておらな

いわけでございますが、ミズナスといえば泉南市

と言われるような形で今後育成といいますか、そ

ういう形で取り組んでいきたいと、このように思

っております。

○副議長（東 重弘君） 南君。

○１４番（南 良徳君） 今、私が言おうと思うて

ることを先言われたんですが、泉南市の色は紺藍、

ミズナスの色ということですね。やはりそういっ



たところを大事に、なぜその色を決めたのかとい

うところから入って、先日もちょっといろいろヒ

アリングの中で申し上げたんですが、じゃ花はと

いうと、サクラソウなんですね。

だから、そういうところをいろいろイベントで

あり何であり、そういう１つの色なり花を決めた

上で、じゃこれなんだというところにつなげてい

く必要がある。どうもばらばらで、私は行政のい

ろんな行事にも参加さしてもらいますが、花を飾

ってても、まさかそのサクラソウがあったとか、

あるいは何がどうというのは余り見たことがない

んで、そういうところも決めた以上は、そういっ

た形でつくっていく。それが泉南市のいろんな形

でのＰＲになっていくんじゃないかなと思うんで

すね。

歴史についても、若干ここでは述べられており

ますが、今からでも――なぜこういう形でという

と、泉州のミズナスがここには泉南市と書いてる。

だから、発信の仕方なんですね。だから、インタ

ーネットにしても、メディアにしても、全国的に

見た場合に、あ、泉州あるいは泉南なんやという

認識で、どこのんてこだわらないと思うんですよ。

このインタビュアーも本来は貝塚のある業者の

名前を挙げてます。自分が食べておいしいと。と

ころが、そこに行くと自分とそことの関係になっ

てしまうので、編集部の方にどっか探してくれと

広く探して泉南市がここに取り上げられたと、こ

ういう経過があるみたいです。

だから、そういった意味で、やはり発信の仕方

によって今言うふうに泉南市がそういった紺藍の

色、色までこういう色なんだ、だから泉南市はミ

ズナスなんだと。歴史は別にして、これからのミ

ズナスの歴史は今からつくれると思うんです。だ

から、そういった意味では泉南ブランドにしてい

こうというのは、市長も今言われたように、いろ

んな形でＰＲなり、あるいはまた一定の助成なり

――ないというんか、先ほど私が申し上げたよう

に作付面積が減って、今隣の堀口幹事長に聞くと、

ことしは物すごいたくさんあるというふうに、人

気が出てきて急にまたつくっていただいてるんか

なと思うんですが、直近の分はよくわかりません

が、いずれにしても下がってるということは、人
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気とは反比例してるんですね。人気が出るわ少な

いわというのは本来はおかしいわけで、もっとも

っと全国的に需要を考えれば、幾らでも出ていけ

る。つくるのは泉州しかできない。だから、そこ

がポイントだと思います。ほかでつくって全国的

にふえても、それは余り意味がないんですが、こ

の泉州にしかできないという強みを生かしていく

必要があると思いますよ。

そういった意味では、あえて言わしてもらった

作付面積が減っているということは、一度また行

政の方でも調べていただきたいと思いますけども、

現実に言えば、需要がなかったからか、あるいは

つくりにくいのか、いろんな理由はあると思いま

す。

しかし、そういった中で、コスト的な面であれ

ば一定の助成を考えるなり、あるいはつくり方に

ついては、もろもろさらに研究できないのか。そ

ういった意味で、先ほどから申し上げてる産・官

・学で、それについても私はさらに改良できるの

かできないのかというような、そういった議論は

どんどんしていただいたらいいと思います。

ただ、現在でいうと、そういう問題点も何点か

あるようでございますので、こういう泉南ブラン

ドということで銘打ってやっていくならば、まず

今現在メジャーになりつつあるミズナスを育てて

いって、泉南の名物にするんだというぐらいの意

気込みでやらないと、どこにでもあるやん、岸和

田にも貝塚にも佐野にもあるやんと、こういうふ

うな感覚では私はだめだと思うんです。だから、

そういった意味で、ぜひその辺のところをよろし

くお願いしておきたいと思います。

あと４分ということでございますけども、以上

で終わります。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 市の花、草花の方ですが、

サクラソウということで、これについても毎年泉

州都市環境創造センターから花を各小学校に寄附

をしてるわけですね。ことしから私が指示しまし

て、泉南市はサクラソウにしろということでサク

ラソウを植えて、この前配布をいたしております。

ですから、そういう形で徐々に色は紺藍、そして

市の草花はサクラソウ、市の花は梅、木はクスノ



キということをＰＲしていきたいというふうに思

います。

それから、ミズナスの作付の問題でございます

が、これは路地物でもできますし、それから泉南

市が先駆的に行っております岡中地区での砂栽培

でもミズナスはできます。私も見に行ってきまし

たし、作付、収穫してるところも見てきておりま

す。したがって、そういうことも新しい農業の中

でも十分育て得るものだということでございます

ので、ぜひ広めていけるように努力をしたいと、

このように考えております。

○副議長（東 重弘君） 以上で南議員の質問を終

結いたします。

お諮りします。本日の日程は、全部終了いたし

ておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ

延会とし、明２１日午前１０時から本会議を継続

開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（東 重弘君） 御異議なしと認めます。

よって本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明２１日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。御苦労

さまでした。

午後４時３０分 延会

（了）
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