
午前１０時 開議

○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継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１２番 北出寧啓君、１

３番 稲留照雄君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第６号 泉南市農用地整

備基金条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） 皆さんおはようございます。

ただいま上程されました議案第６号、泉南市農用

地整備基金条例の制定につきまして簡単に御説明

を申し上げます。

本議案が農用地整備基金に関して必要な事項を

条例で定めるため、提案をするものでございます。

条例を制定する必要性でございますが、緑資源

公団が実施します泉州東部区域農用地総合整備事

業による下村団地の区画整理事業が平成１４年３

月１日付にて完了したことによりまして、地元負

担金を徴収し、泉州東部区域農用地総合整備事業

がすべて完了するまで地元負担金を管理する必要

があるために定めるものでございます。

内容といたしまして、第１条には設置、第２条

で積立て、第３条では管理、第４条で運用益金の

処理をして、第５条では繰替運用、第６条で処分

を定めるものであります。

施行日は公布の日からでございます。

以上、まことに簡単ではございますが、説明と

させていただきます。よろしく御審議の上、御承

認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――東君。

－２９７－

○６番（東 重弘君） １点だけお伺いいたします。

ただいま助役さんの方から、この事業は完了し

たという報告を受けました。この事業に関連して、

たしかこの事業の中には兎田地区の共有地がござ

いました。従前地が１３６８番地、１３６９番地、

これは換地明細書をいただいたのを読んでるんで

すが、それが換地に際し創設番地、同所２００１

番地に換地される、こういうことが書かれており

まして、これに伴って換地清算金が５８万円つい

てくるというんですか、いただくと、こういうこ

とになっております。

私は、ただいま事業が終了したというふうな話

をお聞きしたんですが、この５８万円について、

これは財産処分であると、このように考えますか

ら、自治法９６条の議案なり１６９条の報告案件、

この辺が出てくるのが当然、このように考えてお

ります。そして、まだこの議会には影もない。だ

から、９月議会かな、そのように考えております

が、その辺を含めた進捗状況をお聞きしたい、こ

のように思います。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 下村地区の圃場整

備に係る共有地の問題でございますが、御指摘の

とおり兎田の２筆、１７７平米、これが換地後に

２００１番地として１４８平米換地されておりま

す。これに伴いまして土地が一部減ってございま

すけども、当然道もつき、土地の価格につきまし

ては、それほど大差がないと。

ただ、現金による清算でございますので、確か

に５８万円清算に伴うお金が入ってございます。

これにつきましては、兎田区と３月の時点でお話

ししたわけですけども、市の方に５８万円お渡し

しますということで、市に既に雑入で１３年度入

金されてございます。だから、区の方と合意の上

で５８万円市の方に入金されたということで御理

解いただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 杉田都市整備部参事。

○都市整備部参事（杉田和繁君） ただいま御質問

のありました換地の清算に関して財産処分じゃな

いかという御質問でございますけれども、先ほど

部長の方から説明ありましたとおり、今回兎田の

共有地の面積減につきましては、この土地につき



ましても区画整理によって道路等の整備の恩恵を

受けるということに対する一般の農地で言われま

す減歩等に対するものであるというふうに考えて

おります。

また、生産地につきましても、換地では一般的

に工事や道路評価等の誤差で地区全体に不均衡が

生じた場合、金銭による清算を行うというふうに

なっておりまして、これは換地処分上の清算とい

うものに当たりますので、土地の処分にはならな

いという形で一般的な換地の中では考えさしてい

ただいております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 東君。

○６番（東 重弘君） 雑入で入ってるし、財産処

分じゃない、こういう御答弁ということで理解さ

していただきます。

ここに納税協会連合会が発行した「資産税取扱

と申告の手引」、実はマイクの下に敷いてるこの

本なんですが、この本の第５章に、収用等の場合

の課税の特例、このようなものがありまして、そ

の第７節に、換地処分による土地等を譲渡した場

合の課税の特例、租税特別措置法３３の３という

ことに詳しく解説をされております。

議長の許可をいただきまして、この文を少し読

みたいと思うんですが、よろしいですか。

○議長（角谷英男君） はい、結構です。

○６番（東 重弘君） ここに書かれてますのは、

換地処分により譲渡した土地等については、譲渡

がなかったものとみなす。さらに、土地とともに

清算金を取得した場合、土地は先ほどと同じ譲渡

にみなさない、ただし清算金は譲渡所得だ、ここ

にはっきり書いてます。そして、譲渡所得の算出

方法、清算金から求める数式も書いてる。

ただいまの答弁は、譲渡所得でないと言われる

んですから、私は根拠は、この税法はそうたがめ

ている、このように言ってます。そうでないと言

われる援用した法令並びに条文を明らかにしてい

ただきたい。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 急に言われました

もんで、いわゆる税の関係でございますので、ち

ょっと調べたいと、このように思います。

－２９８－

○議長（角谷英男君） 暫時休憩します。

午前１０時１２分 休憩

午前１１時３５分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの東議員の質疑に対し、理事者の答弁を

求めます。楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 貴重な時間をいた

だきまして申しわけございません。御指摘の換地

後の清算金に関する譲渡所得の件につきましてお

答えいたします。

土地改良法第５４条の２によると、換地は公告

のあった翌日から従前の土地とみなされるものと

されており、また同５３条によると、換地におい

て不均衡が生じると認められるときは、金銭によ

り清算するとされてございます。

また、議員御指摘のとおり、従前地の評価と換

地の評価差について所得とみなすとされており、

土地改良法と税法での取り扱いに差が生じており

まして、今回の事案につきましては、地元の合意

を得た上、泉南市名義として処理しており、清算

金５８万円につきましては、譲渡所得としてみな

されないものと考えております。

また、今回の処分につきましては、土地改良法

に基づく処分でございますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（角谷英男君） 東君。３回目です。

○６番（東 重弘君） 今の答弁をお聞きしますと、

明らかに税法と土地改良法が合致しないんだと、

こういう御答弁でした。結果的には私が質問した

法令、条文を明らかにしてほしいと。何ら明らか

になってないんですが、換地についての御説明で

あって、清算金である譲渡という扱いについては、

私は納得しかねるなと。

１つお聞きしたいことは、この地番はこの議案

の中に、基金に積み立てされてるのかどうか。そ

れが１点。

それと、税法と明らかに違う。泉南市であるか

ら譲渡ではないんだと、非課税だから譲渡でない

んだと、この辺の御答弁を踏まえまして、この件

について監査委員さんの御意見も賜りたいと、こ

のように思います。



○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） まず、１点目の基

金に積み立てされてるんじゃないかということで

ございますけども、基金に積み立てしてございま

せん。

それと、税と違うということでございますけれ

ども、先ほど申し上げましたように、あくまでも

地元合意の上、泉南市名義として処理したもので

ございまして、いわゆる公共団体として税の対象

にならないということで、そういうふうに考えて

おります。

○議長（角谷英男君） 東議員に申し上げますが、

今監査委員の答弁を求められましたが、本質疑に

監査委員の答弁は必要ないという判断をいたしま

す。

ほかに質疑ございませんか。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） まだ問題が明確になって

いないように思いますが、ちょっと控えておった

んですが、御指名をいただきましたので、やらし

ていただきます。

この提案理由のところなんですが、ちょっと私

よくわからないんですね。いわゆる完了したと。

だから、地元負担金に積み立てるんだという、こ

こは非常に中抜きの短絡ではないかなというよう

に思うんですが、当然完了すれば、そこで通常は

支払い義務が生じて、地元負担金というのは工事

費や事業費に繰り出されている、支払われている

ということで、支払いの関係が発生すれば、当然

お金はなくなるわけですから、なぜ負担金に積み

立てるんかなと。完了してるわけやから、この辺

のあやちがどうしても、読めば読むほどわからな

いんですよ。それが１点です。

それと、もう既に面整備はこうやって完了して

いるわけですが、あと基幹農道の部分ですね。こ

のことについては、もう既に事業が始まっている

んですが、泉南市の支払い義務が生じるのは１７

年以降と、当初から言われてるようにそういうふ

うに承っていいのかどうか。

それから、あの当時、平成１２年当初ぐらいに

大体これぐらいの試算だということで、基幹農道

の地元負担が６億８，５００万ほど出てるんですが、

これは今もう既に事業が始まっているわけですが、

－２９９－

土地の売買も緑公団に泉南市の共有山を売却する

ということで、既に売り買いなんかも出てきてい

るわけですが、そういう点では、あの時点からも

う２年経過しておりまして、土地の評価額等はか

なり下がってきている。その辺で今一番直近で試

算されている額ですね、どの程度の額になってい

るのか。

私、いただいてる資料は１２年の資料なんで６

億８，５００万と。あれから２年経過するわけです

から、その間、商業地なんかでは毎年１０％前後

この泉南市でも土地が下落している、こういうこ

とがあるわけですが、その辺お上に近いところが

やる、公団がやることだから安心をしてその辺は

物を言わないと、こういうことなのかどうか。余

り物を言わないと、ああやって勝手に登記もされ

るわけですから、泉南市の約束を破って登記もさ

れるわけですから、やっぱりしっかりと言うべき

ところは物言ってもらわないと、６億８，５００万、

これは市民の血税が補助金もなしの全部市の持ち

出しになっていくわけですから、聞かしてもらっ

たところによれば、１７年からこれだけの額が市

の単費で毎年出ていくと、こういうことになって

いくわけですから、これは大変なことになるんだ

ろうなというふうに思います。そういうことで、

その辺のところについてもお示しをいただきたい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） １点目の今回御提

案申し上げてますいわゆる基金条例によって積み

立てるということで、額については地元負担金、

受益者負担１，１８０万円になってございます。こ

の基金につきましては、緑資源公団が現在やって

おりますいわゆる基幹農道も含めまして、すべて

完了した時点で１５年間の均等償還ということで

予定されてます。だから、事業が終わるのは現在

のところ平成１７年度と聞いておりますが、今国

の方で再評価しております関係上、若干年度がず

れるんじゃないかと、場合によっては１９年度ぐ

らいになるんじゃないかと。まだこれは結果が出

ておりませんので、今のところは１７年度という

御理解でいいかと思います。

それと、当然市の支払いも地元の受益者負担と



合わして事業完了後１５年間で償還していくとい

うことになりますので、よろしくお願いします。

それと、市の償還金にかかわる事業費に関する

件ですけども、これにつきましては、御指摘のと

おり６億８，５００万円でございます。これを事業

完了後償還金として７，０４５万３，０００円の１年

間の償還金額と予定されております。７，０４５万

３，０００円、これを１５年間で償還していくと。

この分には当然今回御提案申し上げてます基金の

受益者負担１，１８０万も入れての話でございます

ので、よろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 提案理由、よくわかって

提案しておられるんだろうというふうに思うんで

すが、我々議会の方はそうはならないので、実際

事業が完了すればそれでもう支払いが発生すると、

こういうふうに普通とりますわね。だから、そう

いうお金はもうなくなってしまってるんだと。だ

から、むしろ完了したが支払いの発生が後年度に

なるため、それまでの間、地元負担金を管理する

ためとか、そういう言葉がちょっと入っておりま

すと、もう別に質問することないわけですよ。そ

ういうことでしょう。後年度でしょう、支払いは

ね。普通は、通常考えればその逆ですよね。

それと、もう１つ、楠本部長に答弁が抜けてお

りますので再度お伺いしますが、これはもう２回

目で結構です。いわゆる評価ですよね。この６億

８，５００万というのは、あくまでも１２年度に積

算した予測値ですよね、予測額ですよね。だから、

具体的に７，０００万何がしか毎年、１７年度から

１９年度に落ち込むかわからないと、繰り下げら

れるかわからないというふうに言われたけれども、

７，０００万何がしの支払いが生じると。この辺の

厳密な評価は公団任せなのか、市もしっかり物を

言って、きっちりと実際の支払い額で支払われる

のか、その辺の取り決めなり支払い方法なり、積

算方法なりはどういうふうになっているのかと。

この辺ちょっとお聞かせいただけますか、ちょっ

と抜けてたように思いますので。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） まず、平成１２年

度に試算いたしました６億８，５００万円、これが

－３００－

今どうなっておるのかということでございますが、

現在国の方で再評価しておりまして、当然事業費

の見直しも入っております。だから、８月末ぐら

いにきちっとした評価後の事業費が出るんじゃな

いかと、こういうように考えております。ただ、

それほど１２年の試算とは大きく変わらないので

はないかと、こういうように予想しております。

それと、もう１点、公団任せではないかという

ことでございますが、この事業につきましては、

負担割合がもう初めから決まってございまして、

農業用道路、基幹農道でございますが、これにつ

きましては、国が３分の２、公団ですね。大阪府

が６分の１、泉南市が６分の１、この負担割合で

もってやっておりますので、これは変わりござい

ません。

それと圃場整備の区画整理、既に下村地区はや

りましたけども、この負担割合が国が４５％、大

阪府が２７．５％、泉南市が１７．５％、それと受益

者負担、地元負担が１０％と、この負担割合は変

わりがございませんので、その点よろしくお願い

します。

○議長（角谷英男君） 和気君。３回目です。

○１９番（和気 豊君） そんな負担割合を私聞い

たんではなくて、土地の購入等もこの中には含ま

れるわけでしょう。これだけ長い、泉南市域だけ

でも５．３キロにわたる長い区間ですから、いわゆ

るのり下から入れると５．７メートルの幅員でしょ

う。それだけの土地を買収するわけですから、大

変な買収額になるわけですよね。泉南市の持ち出

しだけでも６億８，５００万になると。その辺の評

価がきっちりとやられるかやられないかでやっぱ

り大きく上下違ってくるんではないか。その辺で

しっかりと直近の評価額、その都度評価が、むし

ろ土地は下落しているわけですから、安く買える

わけですから、それだけ事業費も安くなる。それ

に対して支払いをすると。これは市の持ち出しが

少なくなるわけです。ひいては市民の血税がカバ

ーされていくわけですから、そういうことでお上

任せではなくて、市としてその都度きっちりと物

を言っていく。実態に見合ってちゃんと話をして

くと、こういうことが大事ではないかと、こうい

うふうに言ってるわけで、これは異論ないという



ふうに思いますので、そういうことでお願いをし

たいということで要望だけに変えておきます。

以上です。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（角谷英男君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決をいたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立少数であります。よっ

て議案第６号は、否決されました。

１時まで休憩いたします。

午前１１時５３分 休憩

午後 １時 １分 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、日程第３、議案第９号 泉南市乳幼児医

療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました議

案第９号、泉南市乳幼児医療費の助成に関する条

例の一部を改正する条例の制定について御説明を

申し上げます。

乳幼児の保健の向上に資するため、前期乳幼児

に係る医療費助成制度の対象となる者の年齢を引

き上げて当該制度の拡充をするに当たり、所要の

措置を講ずる必要から本条例を提案するものでご

ざいます。

議案書１４９ページをお開き願います。泉南市

－３０１－

乳幼児医療費の助成に関する条例第２条第２号及

び３号中、「２歳」を「３歳」に改めるものでご

ざいます。内容につきましては、現在市制度とし

て０歳児、１歳児を対象に通院、入院に係る医療

費について所得制限を設けずに助成を行っており

ますが、今回この対象について２歳児まで引き上

げるものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――井原君。

○１番（井原正太郎君） 乳幼児医療の助成に関す

る条例の一部を変更する件でありますけども、こ

れは本議会でも何回か要望もあったし、それから

質問もあった内容であるというふうに理解してお

ります。やっとこういった形で実際本市でもその

事業を拡大してやるというふうに理解をしておる

んですけども、この議会で私はもっと大幅な拡充

もしていこうよというふうな要請もあったのも覚

えております。そういった意味で、今回は１歳と

いうことなんですけども、１つは、他市との比較

において、本市がどれぐらいの位置づけとなった

のかということが１点、これを教えていただきた

いと思います。

それから、１０月１日をもって施行するという

ふうな内容でありますけれども、これに関する補

正の額というのは７９８万でしたか、こういった

形で補正が上げられておりますけども、これはこ

の前の説明によりますと、５カ月分の補正ですと

いうふうに賜っておるんですけども、これは６カ

月じゃないんかなというふうに思ったりもしてお

ります。その点をもう１回示していただきたいと

いうふうに思います。

それから、単に泉南市がこういう思い切った施

策に踏み切ったというふうな内容もさることなが

ら、この背景には大阪府がやはり府の１つの事業

として、この乳幼児医療に関して一定の拡充策が

あったというふうに理解しておるんですけども、

その背景も教えていただきたいと思います。

以上、３点お願いいたします。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。



○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 井

原議員の御質問に御答弁申し上げます。

まず、他市との比較でございますが、府下４４

市町村のうち、０、１歳児だけを対象にしており

ましたところが泉南市を含む１０市町村という形

でございます。そして、３歳未満児、０歳から２

歳、今回引き上げようとしております関係でござ

いますが、これにつきましては、２３市町村とい

う形でございます。

それと、補正の７９０万については５カ月分で

はないか、本来６カ月分の補正を上げるのではな

いのかという質問だと思いますが、これにつきま

しては、３月分の関係は翌年の方に回りますので、

５カ月分という形でございます。

そして、大阪府の補助の拡充ということでござ

いますが、大阪府につきましては、入院につきま

しては就学前まで補助をやっておるわけでござい

ますが、通院につきましては１３年度につきまし

て０歳児を補助対象としたと。そして、１４年度

からにつきましては、１歳引き上げまして、１歳

児も対象にするという改正がございます。補助率

は府の分について１０分の５、２分の１というこ

とでございます。今のところ府の通院料の補助対

象というのは、現在０、１歳児を対象にしておる

というところでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） こうやって子育てがしや

すい環境に整備されていくということは、非常に

喜ばしいことでありますけれども、何分本議会で

もありましたように、これはやはり財政がどうで

あるかというふうなことも非常に大きなファクタ

ーとなるというふうなことからしても、この財政

確保がやっぱり今後も大きな課題になってくるん

やないかなというふうに思っております。

就学前まですべてできればなおいいんでしょう

けども、改めて確認をしたいんですが、この１歳

を上げることによりまして、その財政負担ですね。

今補正の話があったんですけれども、これは純粋

に１２カ月分掛ければいいんでしょうけども、こ

の辺の確認をもう１回したいんです。１歳上げる

ことによって泉南市が負担する予算措置、どれぐ

－３０２－

らいの規模になるんかということが１点です。

それから、今の答弁でもありましたように、大

阪府下で３歳児未満をこのような形で応援してい

くというふうなことは２３市に上るんだと。将来

的にもっともっと拡充し、整備をしていくという

ふうな市民ニーズもあろうかと思うんですけども、

今やった、やろうとしとるときで、次のことを言

うのはいかがかと思うんですけども、ここら辺の

方向性がもしあれば示していただきたいと思いま

す。

以上２点、よろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ま

ず、１点目の１歳引き上げることによります財政

負担ということでございます。

先ほども御答弁申し上げましたとおり、府の方

につきましては、２歳児を対象にしておらないと

いうことでございますので、全額市の負担という

ことになります。したがいまして、５カ月分で７

９０万、ざっと８００万ということでございます

ので、年間に直しますと１，９００万が市の持ち出

しということでございます。以前に、前々から１

歳児上げるごとに３，０００万近く費用がかかると

いうことを答弁さしていただいておったわけでご

ざいますが、本人負担の割合が３割から２割に改

正されておるということがありまして、１，９００

万程度ということになります。

それと、今後の市の考え方でございますが、こ

れにつきましては、やはり１歳児引き上げるごと

に１，９００万程度の費用がかかるということで、

かなりの財政負担ということもございますので、

府の今後の補助の動向、それに市の財政とを見き

わめた上、今後拡充に努めてまいりたいと、この

ように考えておりますので、よろしく御理解のほ

どをお願い申し上げます。

〔井原正太郎君「以上です」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） ほかに。――――前田君。

○５番（前田千代子君） 井原議員と重なるところ

があるかもしれませんが、これは大阪府的にはこ

れからどのような対策というか、毎年１歳ずつ補

助金を出すとか、そういうことは聞いておられな

いのでしょうかということと、１０月から１歳引



き上げていただくということで、これは若いお母

さん方を対象に新婦人の会が乳幼児の医療費の無

料化の就学前までを求める、そういう署名を２，０

００人余りとりまして、それが反映された結果だ

と思うのですが、今の大田さんのお答えにもあっ

たのですが、具体的に市の方針としまして、何か

そういう補助金のような具体的な数があれば教え

ていただきたいと思います。市長のお考えもお聞

かせ願いたいと思います。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 前

田議員の御質問に御答弁申し上げます。

まずは１点目の大阪府の補助金の動向というん

ですか、これにつきましては、先ほども井原議員

に御答弁申し上げましたとおり、通院の分ですが、

１３年度から０歳児を対象、そして１４年度から

１歳児も対象にするということで、この分につき

ましては、あくまでも所得制限つきということで

ございます。

今後の府の動向でございますが、現時点ではそ

れ以上のことは私どもの方も聞いてはございませ

ん。今後、府の動向等も注視してまいりたいと、

このように考えております。

それから、もう１点の１０月から１歳児を引き

上げるということで、市の今後の方針でございま

すが、これにつきましても、先ほども申し上げま

したとおり府の補助金の動向、それに市の財政状

況等も十分精査、今後注視しながら拡充に努めて

まいりたいと、今後検討してまいりたいと、この

ように考えておりますので、御理解のほどをお願

い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、この施策は先ほど言

われました団体からの要望にこたえたということ

ではございませんで、市の主体性で施策を推進し

ておるわけでございます。

それと、特にこれから年齢を上げていくとなれ

ば大変な負担にもなりますので、私ども大阪府市

長会としましては、大阪府に対しまして、この１

４年から１歳児ということにもなったんですが、

０、１歳児というのはもっと引き上げてほしいと

いう要望をいたしておりまして、やはりそういう

－３０３－

バックアップがないとなかなか単独でずっと上げ

ていくというのは非常に難しいんじゃないかなと

いうふうには考えておりますので、特にそういう

大阪府さんの方のスクラップ・アンド・ビルドの

ビルドの方でできるだけ年齢を上げていただきた

いと、こういう要望をいたしているところでござ

います。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） もう１点お聞きしたいん

ですが、今０歳から２歳までの対象人数はどれぐ

らいでしょうか。年齢ごとにお示し願いたいと思

います。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 各

歳児の対象数というんですか、大体８００人前後、

毎年大体そのぐらいの程度でございます。

以上でございます。

〔前田千代子君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） ほかに。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） １３年度までは０歳、１

歳やってこられたんですが、その辺で市の持ち出

しはどの程度あったのかですね。それを１４年度

は０、１は大阪府が所得制限つきではあるけれど

も面倒を見てくれるということですね。だから、

１２年度まで０、１を独自でやっておったときの

持ち出しと、それから今後１，９００万要ると。そ

の辺の差、あやちをお示しをいただきたい。

○議長（角谷英男君） 白地生活福祉課長。

○健康福祉部生活福祉課長（白地一夫君） 府から

の補助金でございますけれども、入院で大体年間

７００万ぐらいの補助をいただいておりました、

今まで。それで、１２年度につきましては約１，０

００万の０歳児の補助金がございましたので、大

体１歳当たり１，０００万の補助金があるのではな

いかと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） １４年度ですね、これは

１歳ふえるわけですから、０、１になるわけです

ね。これで大体どれぐらいの収入見込みになるん

でしょうか。

○議長（角谷英男君） 白地生活福祉課長。



○健康福祉部生活福祉課長（白地一夫君） １４年

度については、この対象の２歳児につきましては

補助対象でございませんので、全額市の持ち出し

でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君、３回目です。

○１９番（和気 豊君） ちょっとよう聞いといて

くださいよ。１４年度は年齢が０、１になるわけ

でしょう。１２年度は０歳だけね。ところが、１

歳ふえるわけですから、その辺で大阪府の持ち出

しはどうなるのかと、こういうことを聞いたわけ

ですから、そんな対象にやってない、そんな額ま

で言えなんて言うてへんがな。やるわけやから、

その持ち出しは幾らになるのか、こういうふうに

聞いてるわけやから、ちょっと議長、ちゃんと答

えさしてくださいよ、同じこと言うてるわけやか

ら。

それと、１，９００万持ち出しなんだけれども、

結局２歳やることによって大阪府からほんとに１，

９００万以上のお金が入ってくるというふうに思

うんですが、先ほど０歳だけで１，０００万という

ふうに言われたわけですから、今度年齢もちょっ

とふえてますし、その点で両方合わせれば１，９０

０万以上のお金が入ってくると、こういうように

思うんですが、結局市はその額と差し引きします

と、むしろ持ち出し減になる。３歳未満児、いわ

ゆる２歳児を実施してもそうはならないのかどう

か。

さすれば、やっぱり余った財源は極力他市、２

３市がやっているわけですから、多数派ですから、

それに倣って市も将来の方向としては、もう１歳

児を検討していくと。大阪府も徐々にやっていく

というふうな方向は知事答弁であるわけですから、

それとのにらみ合わせは必要だろうとは思います

けれど、むしろ持ち出し減になっているというこ

とであれば、その費用は歳児の引き上げに充てる

べきではないかと、こういうように思うんですが、

いかがでしょうか。

○議長（角谷英男君） 白地生活福祉課長。

○健康福祉部生活福祉課長（白地一夫君） 大阪府

の補助金につきましては、先ほどもお答えいたし

ましたように、０歳児で約１，０００万、１歳児で

約１，０００万ということで２，０００万になってお
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ります。ですから、この２，０００万がふえました

ので、今度１歳児上げるごとに約１，９００万要り

ますので、差し引き大体とんとんかなと考えてお

ります。

以上です。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――真砂君。

○２１番（真砂 満君） 簡単に聞かしていただき

たいと思うんですが、この制度は向井市長が３期

目の１つの公約を果たすという色合いが濃い施策

やなというふうに思ってます。

それはそれでいいんですが、これを検討すると

きに、今質疑の中でも明らかになってますように、

府の方は所得制限をされておる、市は従前どおり

所得制限をなしでこの施策を拡充をするというこ

となんですが、仮にこれを所得制限をした場合に、

言われてますように年齢の引き上げも拡充できる

可能性が秘められてるわけですよね。そこらにつ

いてどのような、この施策を検討するときに、所

得制限の有無について検討されたのか、そこらに

ついてお答えをいただきたい。

もし仮に府と同様に所得制限をした場合に、泉

南市としてどんな効果があらわれるということを

検討されたのか、お示しをしていただきたいのと、

あわせて市長、これは財政との兼ね合いでやっぱ

り考えていかないかんわけですね。当然、就学前

まで対象を拡充してほしいという気持ちは十分わ

かりますし、親の立場としてもそのとおりだとい

うふうに思うんですが、何でもかんでもというこ

とにはやっぱりならないわけですよね。やっぱり

市の財政と市長が今答弁されましたように、市長

会を中心として府の補助も含めてあわせながらし

ていくという課題もあるというふうに思ってます。

そこらについて、市が所得制限なしで財政のこと

も考えながらできるんであれば、それはそれでい

いんですが、私としては所得制限を設ける中で拡

充すべき方策があれば、そっちの方がほんとは正

しいのではないかなという意見を持ってるわけな

んですが、そこらで検討された内容についてお示

しをいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 白地生活福祉課長。

○健康福祉部生活福祉課長（白地一夫君） 府の制

度、０、１歳なんですけれども、この場合に所得



制限というのは、先生言われるように確かにござ

います。これと所得制限なかった場合との比較で

すけれども、概算ですけれども、よくいっても数

百万ではないかなということで、事務の手続その

他を検討いたしまして、そんなに負担にはならな

いと。全額負担してもトータル的にはそんなに負

担にはならないというような考え方で、我々は所

得制限を設けずにということで検討いたした、そ

れが一番の理由でございます。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回、大阪府の方で出てき

たというのは、もともと老人医療の助成費を一方

ではカットされたわけですね、我々としては。そ

の見返りではないんでしょうけども、ビルドの部

分でこの０歳が１３年度、１歳が１４年度という

ふうになってきたんですけども、本来ですとやっ

ぱりもっと上までこういう事業が適用される方が

いいというのは、もうそのとおりでございます。

ただ、単独でやるというのはなかなかしんどい

もんですから、大阪府なりの助成なりそういうも

んがあって、年齢を段階的に上げていくというの

が一番いいということで市長会からも要望いたし

ております。

今、所得制限の話も出ましたけども、全国的に

はいろんなケース、そういう所得制限を設けてる

ところとか、あるいは一定の負担、例えばわかり

やすく言うと１，０００円か２，０００円は払っても

らいますよと、上回った分は市で持ちますよとか、

いろんな形のところがあるように見受けられます。

今後、もし引き上げていくということになれば、

一律無制限というわけにもなかなかいかんのじゃ

ないかなというふうに思いますので、そういう事

例も研究しながら、あるいは府の助成の動向も勘

案しながら今後の検討課題とさしていただきたい

というふうに思っております。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） 本当のところよくわかり

ませんので、議場ではやめときますが、今課長の

答弁の中で、数百万円の差しかないということな

んでしょうけども、数百万でも１の位から９の位

までありまして、どの程度なんか、いまいちちょ

っとよくわからなかったんですが、要は私が所得

－３０５－

制限の必要性があるというのは、本来でしたら制

限なしでというのは、そら受ける側としたらこれ

ほどありがたいことはないんですが、どうなんで

しょう、もうほんとに困っている世帯層と比較的

余裕のある世帯層、そこを同一に考えること自身

にやっぱり私は問題があるんではないのかなとい

うふうに思うんです。やはり必要なとこに必要な

施策というのが私は基本だというふうに思います

ので、そのことによって、そういう制限を設ける

ことによって、冒頭にも言いましたように、対象

拡充ができるんであれば、そういった方策を考え

るべきではないのかなというふうに思います。

今、市長の方からも府との関係とかの御説明も

いただきましたので、今後引き続いて御努力をい

ただきますことをお願いして、質問を終わります。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第９号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第４、議案第１０号 泉南市立人権

ふれあいセンター条例の制定についてを議題とい

たします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました議

案第１０号、泉南市立人権ふれあいセンター条例

の制定について御説明を申し上げます。

提案理由でございますが、地域改善対策特定事

業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が平

成１３年度末の失効を受けまして、同和行政が特

別対策から一般対策へ移行することに伴い、名称

を改正するとともに所要の改正を行う必要がある



ため、本条例を提案するものでございます。

議案書の１５３ページをお開き願います。まず、

泉南市立鳴滝解放会館条例の全部を改正するとい

うことでございます。

第１条及び第２条につきましては、名称を改称

し、目的について定めるものでございます。第３

条につきましては、行うべき事業の内容を、第４

条から第７条までにつきましては、使用関係につ

いて規定したものでございます。第８条から第１

１条までにつきましては、運営審議会について規

定したものでございます。第１２条及び１３条に

つきましては、職員及び委任に関してでございま

す。

附則につきましては、公布日、経過措置及び本

条例の制定に伴う一部改正条例でございます。

なお、議案書１５６ページ中におきまして、施

設の名称の改正に伴う泉南市事務分掌条例の一部

改正が記載漏れとなっておりましたので、別紙の

正誤表により対応させていただいております。本

来は議案書中において搭載すべきでありましたと

ころ、このような形で修正をいたしますことに対

しまして、深くおわびを申し上げたいと思います。

よろしく御了承賜りますようお願いを申し上げま

す。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） 解放会館の名前が人権ふ

れあいセンターという名前に改称されるんですけ

ど、１つは、泉南市の条例、施設の中に同和を冠

した施設そのものはもうこれでなくなったのか。

条例でもそうですよ。これが第１の質問。

２つ目の質問は、運営審議会のやることの中身

で、第８条、センターの運営に関する重要事項を

調査審議、この重要な事項を調査審議するのはど

ういうことを調査するのか、お伺いしたいと思い

ます。

それから、第９条、審議会のメンバーの件があ

るんですけど、９条の２の⑴、地域住民の代表者

となっとるんですけど、具体的に地域住民とはど

－３０６－

ういう人たちを指すのか、お伺いしたいと思いま

す。

４つ目、現鳴滝解放会館には部落解放同盟鳴滝

支部の事務所が置かれておるんですけど、この人

権ふれあいセンターと名称を変えた際、この部落

解放同盟鳴滝支部の事務所はそのまま貸すのか。

以上、４点についてお伺いしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） まず、１点目のこ

の条例以降、同和問題に関する条例の事項がない

のかということでございますが、当然過渡期でご

ざいますので、我々といたしましては本条例の件

と同和対策事業という部分は、まだ今年度予算的

な部分、そういう部分につきましては、まだ過渡

期でございますので、この１４年度かけて１５年

度からそういう文面はすべてなくなるということ

は、前回も御答弁さしていただきましたが、そう

いうことになって進んでいるということで御理解

を賜りたいということが１点でございます。

次に、２点目でございますが、これにつきまし

ては、当然この事業につきましては、事業目的に

書いておりますように、この４点につきまして当

然そのセンターが担うということでございます。

それはなぜかといいますと、この条例の部分で

このふれあいセンター条例というのは、厚生省の

通達等もございまして、１つは「今後の運営につ

いて」という通達が参っております。これは平成

９年の９月９日に厚生省から発せられたものでご

ざいまして、目的の中にこのように書かれており

ます。

隣保館は社会福祉事業法に基づき、基本的人権

の精神及び同和対策審議会の答申の趣旨にかんが

み、歴史的、社会的理由により、または生活環境

等の安全向上を図る必要がある地域及びその周辺

地域の住民に対して、福祉の向上や人権啓発のた

めの住民交流の拠点となる地域に密着した福祉セ

ンターとして生活、各種相談事業を初め、社会福

祉等に関する総合的な事業を国及び地方公共団体

云々と、こういうようになっておりますので、こ

ういう目的に沿って事業を展開してまいりたいと、

このように考えております。

次に、委員はという９条でございますが、これ



につきましては、地域住民の代表と言われますの

は、当然その地域の区長さん及び消防の代表、そ

れとかいろいろ区民の代表の方がいらっしゃいま

す。そういう部分につきまして今後検討してまい

りたい、こういうように考えております。

現在の鳴滝解放会館でございますが、当然さき

の議会でも御答弁さしていただきましたように、

我々といたしましては、解放会館内におきまして

部落解放同盟鳴滝支部の事務所という部分はあり

ますが、我々は人権協会にその部署を依頼を受け

てお貸しをしているという形で、光熱水費等につ

きましてもすべて月々いただいておりますし、こ

の部分の問題につきましては、現在そのような形

で進ましていただきたいというように考えており

ます。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） それでは、部落解放同盟

鳴滝支部が借りとる理由というのは、人権協会を

通じて借りとると言われたんですけど、この隣保

館は泉南市立であり、公的施設であります。人権

協会といえども、例えばセンターは次の事業を行

うということで、１、２、３、４と明確に事業目

的――事業を行うと書いてあるんです、次の事業

……。だから、部落解放同盟がここの事務所を構

えるには、このセンターの事業、４つの項目に当

てはまるのかどうか。部落解放同盟の規約があり

ますわね。その規約は皆さん読んでられると思う

んです、運動団体としての性格を。公的施設に特

定の団体がこの第３条の４つの観点になじむのか

どうか、まずその点をお伺いしたいと思います。

そういう点で、市としてなぜ、理由をちゃんと示

してほしいですわな、ちゃんと。

それから、先ほどセンターの調査ということで、

私はセンターの運営に関する重要事項とは何かと

いうことで、なぜ調査というのが載っとるかと聞

いた。そのことにはお答えなさらなかったんです

けど、この調査項目が載ってるのは、泉南市のい

わゆる条例、例えば泉南市公民館条例を見ても、

いわゆる審議会が何をするかということについて

調査、項目ということは、ほかの公民館条例とか

そういうのは一切載っておりません。

－３０７－

だから、この館に関して調査項目、具体的に何

をするんやと。具体的にそのことをお示しいただ

きたいということでしたんです。これは答弁にな

っておりません。具体的に何を調査されるのか、

審議会委員が。そのことを具体的にお伺いしたい

と思います。

その２点、もう一度お伺いします。

○副議長（東 重弘君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） まず、事業目的に

つきましての人権問題に関する啓発及び調査に関

する件という部分での御質問と解釈いたします。

この件につきましては、調査といいますのは、

地域住民のニーズにこたえたいろいろな問題点の

披瀝がございます。その部分について調査をする

というのが１点。

それと、今後人権問題をどのように構築してい

くかという幅広い問題点をとらまえての調査研修

を行いたい、これが目的でございます。

次に、部落解放同盟の件でございますが、前回

もこの席上でお答えいたしておりますように、当

然我々としては人権協会、旧泉南市同和事業促進

協議会ということで使用さしているものでござい

まして、これにつきましても当然人権問題につい

てのいろいろな問題点を列記してもらうというん

ですか、それを集約していただくという形で借用

を認めているものでございます。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 成田君。３回目です。

○１８番（成田政彦君） そんなん全然答弁になっ

てないでっせ。市の主体性、人権協会。人権協会

は市が補助金を出しとる団体ですわ。市の主体性

が――私言うたでしょう。部落解放同盟鳴滝支部

が――第３条、センターは次の事業を行う。生活

改善相談及び指導に関すること、人権問題に関す

る啓発及び調査研究に関すること、市民交流の促

進に関すること、その他市長が認める事業と。明

らかに事業を設定していっとるんですよ、これ。

部落解放同盟がこの公的施設――隣保館て公的施

設ですよ。僕、人権の問題、昭和２６年における

部落差別の問題と今日における部落差別の問題を

考えると、かなり飛躍的に解決されとるし、物事

は解決の方向に向かってるので、昭和２６年の社



会福祉法、そのものには僕はちょっと疑問を、隣

保事業に非常に疑問を持つ立場ですけど、それは

別として、このセンターの事業を行うということ

を人権協会が――そしたら人権協会に言いなさい

よ。部落解放同盟、運動団体があの公的施設を借

りることが――貸してほしいと、１日借りる、そ

ういう問題ではなしに、ずうっとあそこを借りと

るということが問題にあると言っとるんですよ。

運動団体は別に借りますわ、集会やらで。そん

なことは別に問題ないですわ。ずうっとあそこを

借りとる根拠は何かと。この事業の名称に照らし

てどうかと。もう既に事業も終結に、国も終結に

向かっておると。運動団体は自主的にやったらい

いですわ、自分で事務所持って。当たり前のこと

ですわ。公的施設を事務所に貸しとる根拠はどこ

にあるかというんや。人権協会、そんな全然根拠

ありませんで、そんなのは、はっきり言うて。人

権協会が又貸ししとるだけや。そんなん根拠あり

ませんわな。そんな団体どこにあります、運動団

体が。それも特定の団体ですよ。どこにあります

か、そんなん、公的施設を貸すのは。例えば信達

公民館を特定の運動団体に貸しますか、そんなの。

絶対許可出ませんよ、そんなことは。それがおか

しいと言っとるねん。

事業がもう３月３１日に終わったと。運動団体

はいろんな考えがありますから、そらやったらよ

ろしいでしょう。しかし、市としては事業の終結

に当たって、もうそういう運動団体に貸すのはお

かしいん違いますか。普通考えてもこんなんおか

しいでっせ、常識として。それよりか部落解放同

盟が何か事業をしとるなら別でっせ。違うでしょ

う、そんなこと。その点どうですか。事業なんか

してないでしょう。

○副議長（東 重弘君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 先ほども御答弁い

たしましたように、我々としては人権協会からの

使用目的、使用に対しまして、解放会館といたし

まして合致するということで許可を与えているも

のでございます。ですので、その部分につきまし

ては、今後人権協会と行政と十分に協議をしてど

のようにするかということについて検討してまい

りたいと、このように考えております。

－３０８－

以上です。

○副議長（東 重弘君） ほかに。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） 地対財特法が５年間延期

をされまして、最終、法的には法が失効したと、

こういうことに伴って一般対策を実施していく。

その中の位置づけだと、こういうことですね。

それで、総務省は特別対策を終了し、法終了後

の同和地区のニーズには他の地域と同様に所要の

一般対策を講ずると。同和対策事業のニーズを一

般対策の中で処理をしていくんだと。そういうこ

とを前提にして、一般対策とは同和地区、同和関

係者に対象を限定しない通常の施策のこと、こう

いうふうにあるんですね。だから、同和地区、同

和関係者に対象を限定しない、広く一般に合意が

得られるような政策なんだと、こういうことにな

っているわけですね。

それと、言うまでもなく行政は主体性を重んじ

ながら公正に施策の遂行に当たると。これは地方

自治法の大原則だというふうに思いますが、その

２つに照らして、私は若干条項をお示しをしてお

聞きをしたいというふうに思うんですが、第２条

に、地域住民及びその周辺地域の――地域住民と。

この地域の住民の皆さんを指しているというふう

に思いますが、それとさらに先ほども成田議員か

らありましたように、審議会の構成ですね。地域

住民の代表者と、こういうことで地域住民という

ことになっているわけですね。地域に限定をした

施策と、こういうふうにとれるような文言が存在

すると。

これは広くあまねく全市民的にと、同和地区、

同和関係者に限定をしない施策と、こういう一般

対策の基本的なあり方、これは私が言ってるんで

はなくて、総務省の地域改善対策室が一般対策の

定義をこういうふうに言っているわけですが、そ

の点どうなのか。ましてや人権協会と名前は変わ

りましたけれども、同和、人権に関する啓発活動

なんかを行うと、こういうことが明確になってい

る、従来いわゆる市同促と呼ばれた人権協会です

ね、これに貸す。さらに、運動団体に長期にわた

って貸し付けると。こういうことはやはりこの関

係法令が失効したその中で続けていく施策として

はどうなのか、こういうふうに思うんですが、そ



の点御答弁をお願いしたいというふうに思います。

○副議長（東 重弘君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） まず、この解放会

館の現在までの位置づけ等について、議員も御存

じのとおりということは、おわかりのとおりだと

考えております。しかし、直ちにこの問題につい

てどうする、こうするということは、時期尚早だ

という考えを持っております。

といいますのは、この解放会館というのは、社

会福祉事業法とそれに伴います同和対策特別措置

法によっての建設という位置づけで現在までまい

りました。その部分につきまして、さきに成田議

員にも御説明いたしましたが、厚生省通達という

部分の中で、隣保館運営要綱という形で我々の方

に通達が参っております。

その中で、厚生省の部分でございますが、隣保

館設置運営要綱というものが平成９年９月９日付

で参りました。それまでは地域改善対策、地域に

おける隣保館運営要綱という部分で、これにつき

ましては、当然部落解放の問題点を指摘をされて

おりますが、今度平成９年の９月に出されました

隣保館運営要綱の中にもきちっと人権、同和問題

に関する理解を深めるための諸活動の拠点なり、

地域住民の社会の福祉、経済的、文化的改善を図

るとともに、人権問題の速やかな解消云々という

形で目的もきちっとされております。その部分で

我々といたしましては、この人権条例を改定する

問題と補助金、府同更等もございますので、当然

人権ふれあいセンター条例には違反しないという

ように考えておるところでございます。

また、さきの運動団体に貸している部分でござ

いますが、我々といたしましては、泉南市人権協

会からの要望によりましてお貸ししているという

ことでございますので、その点につきましては御

理解を賜りたいということでございます。

今後につきましては、さきにも御説明さしてい

ただきましたように、検討を重ねてまいりたいと、

このように考えております。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 厚生省の通達をお出しに

なって物を言われるわけですが、これは平成９年
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９月９日、いわゆる知対財特法が事実上１４年の

３月３１日をもって失効すると。この４年も前の

ことですよね。一般対策として今回はこの事業を

やられるということになれば、同和地区を限定す

るのはいかがかと、こういうふうに言っているわ

けですよ。

やっぱり新しくできた法律なり、あるいは規定

なり、あるいは政府の明確な総務省の考え方なり、

これを前提にして、いわゆる失効に伴うというふ

うにここに提案理由を書いておられるわけですか

ら、１３年度末の失効を受けて一般対策としてや

っていくんだと、こういうふうに提案理由を限定

してきっちりと物を言っておられる限り、一般対

策になじむような、地域を限定しない一般対策と

してのあり方というのが本来のあるべき姿ではな

いかと。

ところが、ここには地域を限定した施策なり事

業、あるいはその運営委員会のメンバーの選出規

定、それなんかもそういうことになっていると。

これは一般対策に移行すると、こういうことから

なじまないんではないか。

今後、この辺の矛盾については、鋭意一般対策

になじむように検討を加え、改善していくんだと、

こういうことであれば、それは了としたいという

ふうに思うんですが、過渡的な措置ということで、

この条例の変更を含めた、地域を限定したととら

えるような文言の改正も含めて検討の俎上に乗し

ていくんだと、こういうことなのかどうか、もう

一度確認をしたいというふうに思います。

○副議長（東 重弘君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 先ほどから申して

おります隣保館事業、これは一般対策でございま

す。当然、この一般対策で我々はやっていくとい

うことでございますから、隣保館事業というのは

イコール特別対策ではございません。隣保館事業

というのは、隣保館運営要綱の中に定められてい

る状況の中で我々はやっていくと。ですので、府

につきましても２分の１の補助を一般対策事業と

して受けているということで補助事業の対象にな

っている地域でございます。当然、我々としては

その条例に基づくなり、その要綱に基づいて進め

てまいりたいと、このように考えております。



それと、もう１つにつきましては、当然先ほど

も答えましたように、その問題については我々も

人権協会と十分に今後協議を進めていくというス

タンスで臨んでいきたいというように考えており

ます。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 隣保館事業の中に特別対

策を受けたような条項、文言、同和対策事業とい

うふうに限定をされている。そんなことはあり得

ないことでしょう。一般対策としての法ですから

ね。だから、いわゆる隣保館事業は一般対策だと。

今回もこの事業は一般対策としてやっていかれる

んだ。それならば広く、特に人権啓発なんていう

のは、市の言い分でいえば一般地域の中にあるい

わゆる差別意識、これはまだ啓発を要するんだ、

啓発活動の中で対応していかなければならないん

だ、人心の中に踏み込んで、内心に踏み込んでも

これはやっていかなあかんような、そういうふう

な立場に立っておられるわけです。

我々はこれには反対ですが、そうすればこれは

一般対策として大いに市の言い分からすればやっ

ていかないかん。地域を何ら限定することはない

し、一般対策の移行の中でも地域を限定するとい

うことは受け入れられない、こういうふうに思う

んですよ。

この点で市長、あとの大浦人推部長が言われた

一般対策の中で考えていくと。そういう方向でい

わゆる人権協の問題も、そして人権協から、言葉

は悪いですが、又貸しのようになっているここの

部落解放同盟の長期貸与、これについては検討し

ていかれますか。一般施策の中で位置づけでいく

と、対策の中で位置づけでいくという立場で検討

されていきますか。一般対策、私、先ほど読み上

げました。総務庁改善対策室のその位置づけ、こ

れからいってもなじまないというふうに思うんで

すが、最後に市長の御答弁、後段の部分だけでお

答えをいただきたい。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 一般対策に移行していくと

いうことが基本でございますから、この条例も前

の条例から全面改正という形でやってるわけでご
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ざいまして、その中にもすべての人権が尊重され

る社会の実現というふうにうたっておりますし、

市民交流の促進というのもうたっておるわけでご

ざいますから、これからこの人権ふれあいセンタ

ーの果たす役割というのは非常に大きいと、この

ように思っております。

〔和気 豊君「いやいや違う、違う。そんな聞

いてないこと答えたらあかんがな。後段の部

分と言うてるがな。貸してる部分についての

発言をしてる。改善の方向で考えるのかと言

うてる」と呼ぶ〕

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 長い歴史のある話でござ

いますから、やはりそれらの経過措置も含めて今

後検討していきたいと思います。

〔和気 豊君「違うがな、温度差あるがな、答

弁の間に」と呼ぶ〕

○副議長（東 重弘君） 稲留君。

○１３番（稲留照雄君） 地域で話を聞きますと、

なぜここにこういう名称のものをつくらなければ

いけないのかという意見があるわけです。お聞き

したいのは、先ほどから過渡的、過渡的という話

がたくさんありますが、人権を考えるのにどうし

てあの場所にこういうのが必要かという疑問があ

ります。したがって、地域の住民の要望でありま

すコミュニティセンターのような名前に変えて、

市民の理解を得ながら新たに人権を考える場所を

考えたらいかがかなというふうに思うわけです。

この場所で人権といいますと、部落問題が９９

％ということになるんではないかと、そのように

地域の人も言っておりますので、もう場所を一定

の期間ここでやることについては、いたし方ない

かなとは思いますけれども、人権という考え方は、

部落問題ももちろんありますけれども、それだけ

ではないということであれば、場所をかえてつく

ったらどうかというふうに考えるんですが、市長、

この意見についてどういうふうにお考えか、お聞

かせください。

○副議長（東 重弘君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 稲留議員の御質問

にお答えさしていただきたいと思います。

まず、この人権ふれあいセンター、その前に人



権協会等の件も含まれていると解釈して御答弁を

さしていただきます。

まず最初の泉南市人権協会でございますが、こ

としの３月の２９日に臨時大会を持ちまして、泉

南市同和事業促進協議会から泉南市人権協議会に

変更いたしました。これにつきましての議論の中

で、今議員が申された部分について議論は当然ご

ざいました。その中で、現在直ちにすべてを泉南

市人権協会という幅広い市民の啓発等に係っては

やはり幅広く市民を啓発していく、またそのノウ

ハウを各そういう人権の件で話を進めていく、協

議をしていく、講習を持っていくということから

いたしまして、その場所はふさわしくないんでは

ないかという御意見も当然ございました。

しかし、今も言いましたように、過渡的な状況、

そして今後人権協会がどのように構築していくか

という状況につきまして、今後見守っていく必要

もありますので、現行として今の場所で進めてま

いりたいと、こういうように１点ございます。

次に、場所の設定等につきましては、当然その

場でも議論がございました。ほかの場所に新たに

人権協会を構築して、そこで進めるべきだという

こともございましたが、財政的な事情、その他等

ありますので、その問題については今後検討して

いくということで、検討課題として残っておると

いうのが事実でございます。ですので、そういう

問題を含めまして今後どのように構築していくか、

場所等の件も含めまして今後の課題として我々は

聞いておくということでお答えをいたしたという

次第でございますので、ひとつ御理解を賜りたい

というように考えます。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 稲留君。

○１３番（稲留照雄君） 同和問題は非常に大切な

問題でありますけれども、いつか決着をつけなき

ゃならない。いつまでもこういうことを議会でも

論議をする必要がないようにしなきゃいけないと

いうことは、議員も職員も、あるいは市民もみん

なそうだと思います。

ただし、ここに置くことによって、地域の住民

の中には近寄らないとはっきり申してる人たちも

たくさんいます。期限を区切って、できるだけ地
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域の住民の自由に使えるような形で啓発しないと

いけないというふうに思っております。むしろ、

部落解放同盟の影響を排除するということの方が

はるかに大事だと。運動は運動としてどうぞ御自

由にやってくださいというのは当たり前でござい

ますけれども、しかし公共の施設の中で物をする

というのは、もうはっきり申し上げてなじまない

と、私はもうはっきりそう思います。

人権という名を聞きますと、またこの問題かと

いう人たちというのは結構多いということを役所

もわかっているんだと思います。わかっていなが

らやらなきゃならないという随分難しい問題です

けれども、できれば費用の要る財政の問題、財政

の問題で解決できるほど人権の問題というのは気

楽な問題じゃない。人権というのは、お金にかか

わらず非常に重要に考えなきゃならないというこ

とは市民もみんなわかっているわけですから、役

所もそういうことを前提にして、この施設は一般

地域と全く同じように使えるようにして、特別に

また改めて人権は人権の施設をつくる方がいいん

ではないかと私は考えています。

そういう意味で意見を申し上げて、質問を終わ

りたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 若干お伺いをしたいと思

いますが、１つは、私も議会の仕事をさしていた

だいて長いことになるんですが、この部落解放運

動の問題点、私も当初から部落解放同盟の運動に

ついては一定の知識をいただいて、長い間お互い

に研究してきた課題があります。やっと人権とい

う問題が平等に公正に取り扱われるという時代に

なりました。こういう新しい時代に向かってこう

した条例をつくることも、大変大事なことではな

いかなと思います。

ただ、今までも議論がありましたように、やは

り全体の市民が、全体の国民が１つの幸せを願っ

て一致協力していくと。どこが悪い、だれが悪い

ということではなしに、お互い助け合っていくと

いうことが人間としての人生の中における一番大

切な問題ではないかなというふうに思います。

それと、具体的にはこれからのこの条例に基づ

くふれあいセンターの管理・運営はどういうよう



な形で行われるのか。この管理・運営に当たられ

る人員構成なり、このセンターの中に一定の責任

者を置き、これからの運営に当たるのかどうか、

あるいは現状どおり、どうだったか私も具体的に

はちょっとわかりませんけれども、このふれあい

センターの管理・運営についての陣容、要件につ

いて御説明をいただきたいなというふうに思いま

す。これが１点です。

もう１つは、この目的の第２条の中に、今も議

論がありました隣保事業を行うことによって云々

とありますが、具体的にはこの２条の目的の中に

おける隣保事業というのはどういう意味をなすの

か。一般事業として今後運営していく中で、こう

した一定の隣保事業という定義があるんですが、

さらにこれらを調査研究していくということにも

なろうかと思いますけれども、具体的には一体ど

ういうことなのか。これが１点です。

もう１つは、１５５ページ、先ほども成田議員

さんの方から若干御質問がございましたけれども、

その中で審議会は委員を１０名以内にとどめてお

くと、こういうことを明記してるんですが、大体

地域代表、学識代表、関係行政代表、その他市長

が必要と認める者とあるわけですが、この１０名

の中の割り振りについて、５つあるんでしたら２

名ずつ割り振れば１０になるんですが、これらの

委員の選考基準というのはどのようにお考えにな

ってるのか、お答えをいただきたい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） ふれあいセンター

の今後の運営についてでございますが、当然さき

の議員にもお答えいたしましたが、現在まで解放

会館としてのこれまでの成果と課題を踏まえて、

地域全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流

の拠点として実態に即した事業を展開し、同和問

題を初めとする人権問題の解決を図り、相談事業

を初めとする社会福祉等に関する総合的な事業及

び人権、同和問題に関する理解を深めるための活

動を行い、住民交流の拠点として地域に密着した

コミュニティセンターとして、周辺住民も含めて

広く地域住民が利用でき、また運営をしていくべ

きと考えております。この目的に沿って今後運営
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してまいりたいと、このように考えております。

次に、協議員の件でございますが、我々として

は今考えておりますのは、地域につきましてはま

ず鳴滝区の代表、それと民生委員さんなり母子福

祉代表なり、さっきも言いました鳴滝消防分団と

いうような幅広い地域の方の中から選考をさして

いただきたい、このように考えております。

それと、隣保事業でございますが、さきにも述

べましたように、この隣保事業といいますのは社

会福祉事業法の部分で、当然隣保館設置運営要綱

に基づきまして、さきの議員にも答えました厚生

省の通達によりまして、目的等についても述べて

いるとおりでございますので、その趣旨を尊重し

ながら隣保館事業を構築して、今もまいっておる

んですけども、今後もそれに伴いまして進めてま

いりたいというように考えております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 以上ですと言うて、私の

お尋ね――議長は今交代したんですけれども、ち

ょっとわかってないと思うんですが、私が一番先

にお尋ねをしたのは、このふれあいセンターを運

営するためにどれだけの陣容を要するのか、どう

いう管理・運営をしていくのか、そこに例えばセ

ンター長とかいうのを置くのかどうかですね。こ

れからの運営における陣容について御答弁をいた

だきたい、こういうお伺いをしたはずですけれど

も、私の質問の仕方が悪かったかどうかは別にし

て、私はそういう問い方をしたと思うんです。

それと、もうついでですからお伺いしますが、

隣保という定義ですね。第２条の目的の中に、い

ろいろな社会福祉事業、一般事業との関係もある

と思うんですけれども、私がお尋ねしてるのは、

今後一般開放という、一般事業という前提に立っ

ての隣保事業の運営というのは具体的にどういう

ことなのか。今までいろいろ隣保館という形で同

和事業を中心にいろんな地域施策をやってきたん

ですけれども、まだ残事業的にちょっと残ってる

と、ある意味では完全に終結できてないという部

分もあるので、それを補うためにこういうことを

やっていくのかですね。

この隣保事業というのは、これはもうどういう



時代であろうともこれからのふれあい事業の中に

は一定の定義として置いていくということになる

と思うんですけれども、具体的にいえば厚生省の

云々ではなしに、本市としてどのような隣保事業

をして一般地域との関係を密接にしていくのか。

その具体的なことがわかっておれば、いや、まだ

そういうことは計画中ですから、具体的なことは

わからないと。それならそれで結構ですけれども、

そこらあたりもう少し教えていただきたいと思う

んです。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） まず、管理・運営

でございますが、現行は館長１、係長２、嘱託２

の体制で進めております。この改正に伴いまして

今後どうしていくかということでございますが、

人員については、我々としては現行及び今後その

事業についてどのようにしていくかという部分に

ついては、今年度、平成１４年度末までに検討し、

決定をしてまいりたい。これは改革という部分で

検討をしてまいりたいと、このようにまずは考え

ております。ですので、平成１５年度につきまし

ては、現在検討中でございますので、ここでこの

ようにしたいということは申されませんが、改組

してまいりたいと、このように考えております。

次に、隣保館事業でございますが、さきにも述

べましたように、我々としては、隣保館事業とい

うのは一般対策事業でございますので、その部分

を十分に含みながら、今後そのあり方について検

討を加え、計画をしてまいりたいと、このように

考えております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 新しくスタートするふれ

あい事業の関係ですけれども、今までの隣保館の

関係の人員の雇用ですけれども、これは市として

はどういう― 一般公募とかあるいはその地域の

関係者との関係ですね。嘱託とかいろいろ――嘱

託１名ですか、２名ですか、ちょっと言われたん

ですけれども、今まではどういう対応をしておっ

たのか、人事配置についてですね。

新しく今、平成１５年度については、これらの

人員対策については新しい方法を模索してると、

－３１３－

こういうことですけれども、もっと具体的に一般

公募するのか、あるいは従来の方々がお世話して

いただいたのか、それを継続さしていくのか、全

くもう白紙に返して一般的な公務員の採用のよう

な採用方式をとるのかですね。そこらあたりはど

ないですかね。

これ以上もう質問しませんが、いずれにしても

円滑な運営ができるように目的どおりひとつ全力

を挙げて原課は頑張っていただきたいなというよ

うな思いです。

以上です。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――巴里君。

○２２番（巴里英一君） それぞれ主張、考え方が

あるかと思いますけれども、一番大事なことは、

地域及び周辺を含めて市民の人権が守られるかど

うかということでありますし、その拠点としての

施設としてのいわゆる解放会館の位置づけがあっ

たわけであります。基本的には部落問題を初めと

するという本市の条例と同じような目的を持った

のが解放会館で、名称は解放会館でありますけれ

ども、現実には隣保館事業として国では行われて

るということは承知してるわけであります。とい

うことは、これは厚生省事業で行われた事業であ

ったということでありますね。

そういった意味では、この条例改正については

多言を要しませんけども、先ほどの議員の中でそ

こへ置くのはやむを得ないけれども、場合によっ

ては外へ出すべきでないかというような考え方と

いうふうにとれたんですが、そのもの自身がむし

ろ、それが結局は差別がなくなるんだみたいな考

え方は、まさに差別そのものが寝た子を起こすな

の考え方で、さわらねばそれは終わるんだという

以前の今から数十年前のいわゆる考え方と似通っ

たところであります。これは地域にもそういった

考え方があったかというふうに思われた時代があ

りました。

そういった意味では、現条例には現実的には解

放会館条例というのがありますが、これは４条で

もってしか明記されてない。この４条の中の２条

に基づいて、実は目的を達成するために解放会館

条例施行規則ということでなっている。



この中身にあります２条の１、２、３、４、条

例第２条の目的を達成するため、泉南市立鳴滝解

放会館において次の事業を行うものとするという、

⑴では生活実態の調査及び研究に関すること、⑵

には生活相談及び生活改善に関すること、⑶には

教養、文化に関すること、⑷にはその他市長が必

要と認めたとき。この⑷については、同じように

３条においてなされてますけれども、また⑴も似

通ったところがあります。

もともと、むしろそうでない、この条例の中で

いろいろとあらゆる事業がここを中心に行われた

ことが実態であります。むしろこれから見ると、

前――前というか、現行条例施行規則ですね、こ

れよりむしろ中身は充実してるんかなというふう

に私には感じられますが、まずその１点どういう

ふうにとらえておられるんかということでありま

す。

そして、先ほどもありましたが、一番大事な点

は、この９条にあります審議会の委員選任であり

ますが、１０人以内で組織すると。この１０人以

内というのが適切かどうかということの問題が一

つあろうかと思います。今後こういった意味では、

必要に応じて、あるいは場合によってはこの１０

人以内ではなしに、１０人を超える場合もないと

は言い切れないんで、審議会としてはこの程度が

適切だということで行われてるのか、あるいは今

後はこういった意味では違う形でまた提起すると

いうこともあり得るのかどうかですね。この１０

人が実はこれで全体の審議、あるいは会議が中で

組織されて十分論議される人員であるというふう

に考えられてるのかどうかということが２点目で

すね。

そして、少しもとに戻りますが、もともと先ほ

どありましたが、解放会館そのものが私は一般開

放をずっとされてると思うんですが、先ほどの論

議の中ではされてないような論議があったように

見受けられますが、その点を含めてどういった面

ではされていないのかということであります。

この３点ぐらいお答えいただけませんか。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） まず、現行の泉南

市鳴滝解放会館条例とただいま上程しております

－３１４－

泉南市人権ふれあいセンター条例の比較、検討で

ございますが、議員御指摘のように解放会館条例

は４条から成っております。その中で１つは、解

放会館の施行規則によりましての目的、事業、解

放会館の使用許可、解放会館の許可申請及び許可

という形で施行規則の中で明記をされておりまし

た。

これにつきまして、改定案では、条例の中にそ

の目的、事業、使用許可等々につきまして明記を

さしていただいたということで御理解を賜りたい

というように考えております。

目的につきましては、ただいま先ほども申し上

げました目的でございますので、御理解をしてい

ただきたいと思います。

次に、解放会館の開放でございますが、この件

につきましては、当然解放会館は全体市民のもの

でございますので、我々としてはどなたが申請に

来ようとも、この申請目的等に合致しておれば許

可をしております。

ただいま御審議していただいております運営審

議会の委員の数でございますが、この委員につき

ましては、当解放会館見直し検討委員会の中で御

議論をしていただいて、現在は１０名程度が一番

ベターではないかということで我々としては条例

に記載をさしていただいて、この１０名で今後運

営をお願いしていきたい、こういうように考えて

おりますので、よろしく御理解を賜りたいという

ことでございます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 人推部長が明確にいろい

ろと答えられてるんで大体わかりますけども、た

だ私、先ほど島原議員が申されたように、こうい

った議場において論議されるという時代が来たと

いうことが非常にいいんじゃないかというのは、

私はいつも言ってることです。

しかし、先ほどのある議員の方の発言を聞いて

ますと、何か名称がどうやから使いたくないとか、

まさにそこにこそ人権問題が、差別意識が存在し

てるんだという理解をせずに、意識改革なしにそ

こを使いたくないんだとか、使いたいとかという

ような表現があるぐらい今なお残っているんだと。



そのためにこそこの条例のあり方、あの人権ふれ

あいセンターの存在意義、理由があるんだという

ふうに私は理解するんでありますが、そういった

点ではどうなんですか。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 議員御指摘のとお

りだと解釈いたしております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） こういったところで議論

しないでもいい社会がどう訪れるというか、つく

り上げていくのかというのがまさに行政であるし、

我々の任務であろうと思います。それぞれの考え

方はあろうかと思いますけれども、人権問題につ

いては、十分にやっぱり慎重に扱わなきゃならな

い問題でありますし、そういったところがこうし

てきちっと条例の中に明記されていくということ

は今までなかったことであります。こういった条

例そのものの中身が、別に部落問題だけをやるわ

けではないわけで、すべての人権にわたってそこ

が拠点として泉南市が誇り得る、かててつくろう

としての条例であろうというふうに私は理解をす

るわけでありますが、そういった理解でよろしい

んかどうか。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） この件につきまし

ては、泉南市の第４次の総合計画並びに泉南市長

の６月に行いました市政運営方針でも明記してお

りますように、人権問題というのは幅広く、やは

り同和問題を初め女性問題、障害者問題、外国人

問題、そういうものをすべて含めて、今後２１世

紀に開かれた泉南市の人権という部分を考えます

と、御指摘の部分について泉南市が進むべき今後

の道というのは、おのずと御理解していただける

ものと理解をしておりますので、よろしくお願い

いたします。

以上です。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――北出君。

○１２番（北出寧啓君） 簡単な手続論だけちょっ

とお聞きしたいんですけれども、人権ふれあいセ

ンター運営審議会、これで１つ設置されるわけで

－３１５－

すけれども、旧来審議会等に関して議会で議決し

て予算化するわけですよね。

ただ、審議会の内容がなかなか我々入手できな

いということであるんで、これだけではなくて、

すべてに及んで審議会内容を逐一報告をしていた

だきたいと思うんです。特に、今部長おっしゃっ

たように、開かれていろんな人権にかかわる議論

もされると思うので、そこから公開することによ

ってより相乗的に人権運動を高めていくというこ

とだと思うんで、ぜひその公開を逐一お願いした

いと思います。ちょっとその点。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 審議会につきまし

ては、この審議会以外にもたくさん審議会がござ

いますので、そのたくさんございます審議会の動

向等も見きわめまして、我々としては対処してま

いりたいと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 審議会全体にかかわると

いうことで、今は人権推進部長がいらっしゃるの

で、どなたか責任ある発言をちょっといただきた

いと思うんですけれども。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 公開というのは、１つは審

議会開催についての傍聴公開といいますか、そう

いう部分と、それから審議経過なり記録の公開と

２つあろうかというふうに思います。

審議会の傍聴については、審議会の会長さん、

普通は互選されるわけですが、そういう中で議論

をしていただいて、公開、あるいは場合によって

は、内容によって非公開ということもあり得るか

もわかりませんが、審議会の判断でそういう形で

やっていただいております。

記録の方は情報公開条例等もございますし、そ

ういう形での公開というのは可能だというふうに

は思っております。

○議長（角谷英男君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） だから、基本的な枠組み

として首長が公開ということで表明してもらえれ

ば、後個々に概して例外的措置はあるというふう

な形で理解できると思うんですけれども、もう１

回その辺の確認をしていただきたいと思います。



○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 原則は、今の時代ですから

公開という方向になってるというふうには思って

おります。ただ、案件によりまして、それはもう

審議会の御判断という形になると思います。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―和気君。

○１９番（和気 豊君） ただいま提案されました

議案第１０号に反対の立場から討論をしてまいり

ます。

三十数年にわたり同和対策事業が進められてま

いりました。その到達点が地対財特法失効に伴う

総務省の立場でも明らかなように、同和地域とい

う地区指定をなくし、特別対策を終了し、法終了

後の同和地区のニーズには他の地域と同様に必要

な一般対策を講じることであり、同和地区、同和

関係者に対象を限定しない通常の施策を行うこと

であります。これからは特定施策として地区の精

通者の意見を特別に聞くことも必要ないことは、

言うまでもありません。

ところが、今回の提案については、一般対策に

移行するに伴い名称を変更するとありますが、内

容は地域を特定するような規定があり、また隣保

館事業を引き合いに出し、一般対策と逆行する地

域の限定した規定もあります。

さらにいえば、役割の多くを終えた市同和促進

協議会、名称を変え人権協会となっていますが、

ここにセンターを貸与し、さらに人権協会を通じ

て部落解放同盟に長期間貸与することになってい

ます。答弁で明らかになりました。

人権協会の事業目的には、市民を対象に行政の

人権行政に関与し、市民の人権意識の向上を担う

とあります。まさに人権にかかわる問題こそ、行

政はすべて行政当局の主体性と責任において、公

平に策定、執行、管理・運営されなければならな

いものであります。これが地方自治法の大原則に

のっとった立場でもあります。

このことを申し述べ、反対の討論としてまいり

ます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

－３１６－

――以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより議案第１０号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

て議案第１０号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第５、議案第１１号 泉南市消防団

員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定について、及び日程第６、議案第１２号 泉南

市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についての以

上２件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました議案２件につき

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま一括上程されまし

た議案第１１号、泉南市消防団員等公務災害補償

条例の一部を改正する条例、及び議案第１２号、

泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関する条例の一部を改正する条例について御説明

を申し上げます。

まず、議案第１１号につきましては、厚生年金

保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統

合を図るため、農林漁業団体職員共済組合法等を

廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等

に関する政令が平成１４年３月１３日公布、同年

４月１日から施行されたことに伴い、地方自治法

第９６条１項の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。

議案書の１５９ページをお開き願います。改正

の内容といたしましては、泉南市消防団員等公務

災害補償条例附則第５条第２項の表傷病補償年金

の項の中、「農林漁業団体職員共済組合法（昭和

３３年法律第９９号）」を「厚生年金保険制度及

び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るた

めの農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等

の法律（平成１３年法律第１０１号）附則第２条

第１項第２号に規定する旧農林共済法」に改正す

るものでございます。

なお、施行の期日につきましては、公布の日か



ら施行するものでございます。

次に、議案第１２号につきまして、消防団員等

公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の

一部を改正する政令が平成１４年３月２５日に公

布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、

泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関する条例の一部改正について、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。

恐れ入ります。議案書１６３ページから１６４

ページをお開き願います。

改正内容といたしましては、別表で示しており

ますが、最高額、消防団長、３０年以上で９２万

１，０００円を９２万５，０００円に、最低額、団員、

５年以上１０年未満、１３万６，０００円を１４万

円に、一律４，０００円引き上げるべく改正するも

のでございます。

なお、施行の期日につきましては、公布の日か

ら施行し、改正後の泉南市非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平

成１４年４月１日以降に退職した非常勤消防団員

について適用し、同日前に退職した非常勤消防団

員については、従前の例によるものでございます。

平成１４年４月１日からこの条例の施行の日の前

日までの間において新条例の適用を受ける非常勤

消防団員について、支給された改正前の泉南市非

消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職

報償金の内払いとみなします。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜

りますようお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。――――井原君。

○１番（井原正太郎君） 簡単に質問させていただ

きます。

特に泉南市の非常勤消防団員に係る退職報償金

というふうなことの改定でありますけども、別表

を見ても、ほんとに３０年勤められて、そして団

長で９２万１，０００円が９２万５，０００円になる

と。また、団員というんですか、そういうとこに

あっては６３万１，０００円が６３万５，０００円に

－３１７－

なると。非常に御苦労だなという認識をいたして

おります。

そういった中で、私ども消防団員と親しく接す

る場というのはどうしても限られてくるわけであ

りますけれども、現在の泉南市における消防団員

の数、これはどのような位置づけで認識をされて

おるんかどうか。というのは、淡路、神戸の震災

を契機に、いろんな形で危機管理が叫ばれて、そ

して昨年のテロ事件であっても、地域の防災等に

非常に活躍されるわけなんですけども、その身分

がこんなレベルなんかなというふうなことと、そ

して人数が十分足りておるんかなというふうなこ

とがちょっと気になりますもので、そこら辺の認

識を示していただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） 井原議員さんの御質問に

御答弁いたします。

泉南市といたしましては、消防団員でございま

すけども、現在泉南市におきまして５個消防分団

がございます。その中で分団員数でございますけ

ども、信達分団につきましては４４名、樽井分団

につきましては３１名、西信達分団、鳴滝分団、

新家分団につきましては２６名、男性の消防団員

さんですけども、現在１５３名おります。女性消

防団員さんですけども、定員が２０名でございま

すけども、現在１８名の女性消防団員さんがおら

れます。これにつきまして消防力の基準等に照ら

し合わしますと、消防団員さんの数につきまして

は、１００％の充足をやってるということでござ

います。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 今、消防長の方にあって

はその人数の把握についてもそらんじられておる

とこからしても、非常に立派に管理されておるん

だなというふうに感じたわけでありますけども、

１つは、消防署員の方はどうなんかというふうな

こともちょっと気になるわけでありまして、１つ

はそういった意味での団員とのバランスがやっぱ

り気になるとこでありまして、そこら辺もまたお

答え願いたいと思います。

あわせて、ただいま雄信あるいは樽井、西信等



々の陣容が答弁にあったわけでありますけども、

１つ気になるのが、やはりもう三十数年前になる

んでしょうか、男里の消防団員が正月早々でした

か、大きないろんな事故がありました経過から、

その後、どうなるんかなというふうなことで私は

見ておったわけでありますけれども、その地域の

消防団の結成であるとか、あるいはまたそのこと

に対するフォローアップであるとかいうふうなこ

とがもし今進められておれば示していただきたい

と思います。

以上であります。

○議長（角谷英男君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） ただいまの井原議員の再

質問につきまして、消防職員の数並びに消防団員

の数はどうなってるんかということでございます

けども、消防職員の人員でございますけども、消

防力の基準からうちの消防の主力機械の台数等を

引き合わせますと、やっぱり６０％ぐらいの充足

率でございます。

それと、雄信地区ですけども、４２年でしたん

ですけども、岡田地区で殉職事故が起こりました。

その後、廃団になっております。それにつきまし

ては、地区等からもそういう消防団の設置等につ

きましての要望もございませんし、その部分につ

きましては、樽井分団さん、信達分団さんの管轄

区域としてそちらの方をやっていただいてるとい

うのが現状でございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 井原君。３回目です。

○１番（井原正太郎君） 今、充足率６０％という

ふうな話もありましたが、そういった意味ではい

ろんな規制もあるんでしょうけども、ある方から

ちょっと確認もされたことがあるんですけれども、

やはりこういう非常にかけがえのないような職務

についていただく消防団員のあり方について、今

いろんな不景気の折で仕事を持ちながらやるとい

うのは、非常に厳しい状況下にある方も何人かお

られると思うんですね。

そういった意味では、公務員の兼職等というふ

うなことがありますから簡単でないと思うんです

けども、例えば泉南市の職員が消防団員を兼ねる

というふうなことが可能なのかどうか、ここら辺

－３１８－

の確認もちょっとしておきたいと思います。よろ

しくお願いします。

○議長（角谷英男君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） 再度の質問でございます

けども、泉南市の職員が消防団員を兼ねるかとい

うことなんですけども、非常勤――消防署がない

場合ですけども、岬町の役場でございましたんで

すけども、今現在、阪南岬消防組合という項目で

組合消防になっております。そのときにおきまし

ては、岬町の役場の方ですけども、消防団を兼ね

ていたというのが現状でございます。常備の消防

本部を置いてるところでございましたら、消防団

を兼ねてるところは現在大阪府下ではございませ

ん。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――和気君。

○１９番（和気 豊君） 非常勤消防団員の皆さん

は、常備消防、先ほど６０％と言われましたけれ

ども、これを補う非常に重要な役割を果たしてい

ただいている。それにすれば、この退職金の支給

枠、政令等に縛りをかけられているということだ

ろうというふうに思うんですが、例えば一般の団

員の方は３０年以上で今回５，０００円上がりまし

て６８万、こういうほんとに今の常識からすれば

大変低い額ではないかというふうに思います。

そういう点で、他市の状況、動向と、それから

大体一般の団員の方で３０年ということになりま

すと、これ実際上、二十歳からこの仕事に従事さ

れて５０歳と。５０歳なんていうようなことは実

際考えられないように思うんですよね、自分の年

齢からしましてもね。大体どのくらいでやめられ

るのかですね、普通、通常、一般団員の方は。だ

から、その場合にはどういうランクに属するのか、

その辺わかっておればお示しをいただきたい。

○議長（角谷英男君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） 和気議員さんの御質問に

御答弁を申し上げます。

退職報償金の問題でございますけども、これは

政令で決められまして決めてるもんでございます。

これにつきまして、各市の状況ですけども、この

方法で全部条例化されてるというのは認識してお



ります。

それと、もう１件、団員さんの退職云々の件で

ございますけども、うちの消防団員の退職年齢で

ございますけども、普通の団員さん、副分団長以

下、部長から下でございますけども、退職の年齢

が６０歳、副分団長以上が６５歳までと規則で決

められております。

それで、５０歳で団員がいるのかということで

ございますけども、入団の歳によりまして古い、

３０歳、３５歳から消防団に入る方がございまし

たら、やはり年功序列の方法で各団員さん、班長、

部長、副分団長、分団長というふうな階級がござ

いますので、その段階で上がっているのが現状で

ございます。団員さんで５０歳の方がおられるの

かということでございますけども、僕の今までの

記憶でございますけども、大体各分団に１０名さ

んか、若いとこでしたら５０歳以上の方の団員さ

んはおられませんのが現状でございます。

以上でございます。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――以上で本２件に対する質疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。――――討論なしと認めます。

これより一括して採決いたします。

お諮りいたします。議案第１１号から議案第１

２号までの議案２件につきましては、いずれも原

案のとおり可と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

って議案第１１号から議案第１２号までの議案２

件につきましては、いずれも原案のとおり可とす

ることに決しました。

３時半まで休憩いたします。

午後２時５９分 休憩

午後３時３１分 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、日程第７、議案第１３号 訴訟の提起に

ついてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

－３１９－

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました議

案第１３号、訴訟の提起について御説明を申し上

げます。

恐れ入りますが、議案書の１６５ページをお開

き願います。

市営住宅家賃支払請求事件として訴訟提起する

に当たり、地方自治法第９６条第１項第１２号の

規定に基づきまして提案をするものでございます。

本事件は、泉南市営住宅に係る家賃が現状の物

価水準に比較いたしまして著しく低廉であること

から、平成９年９月分家賃から旧公営住宅法によ

る法定限度額の範囲内で家賃を３，４００円とする

増額変更を行ったものでございます。

その後、公営住宅法の改正によりまして、応能

応益家賃制度が導入されたことに伴いまして、泉

南市市営住宅管理条例の改正により、平成１０年

４月から新制度家賃に移行したところでございま

すが、応能応益家賃制度に対し入居者側が従前の

家賃額を供託をいたしまして、今日においてもこ

れを継承しているため、本市においては家賃の滞

納とし、新制度の家賃額の支払いを求めるもので、

事前に請求家賃の支払い督促の申し立てを行いま

して、それが確定した者及び当該請求家賃を支払

った者を除いて訴えの提起を行うものでございま

す。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――松本君。

○１１番（松本雪美君） それでは、質問さしてい

ただきます。

この家賃の請求ですね。その訴訟をするについ

てということで提案をされてるわけですけれども、

一体このようなことをせねばならないような原因

をつくり出した、その原因は一体どこにあるのか

ということですよね。

これまで行政のずさんな処理で昭和４９年には

住宅の払い下げを浅羽市長のもとで決定された。



その後、ここにいらっしゃる稲留さんが市長であ

ったときには、それを継続されて住宅の払い下げ

を実施するという確認をされています。もちろん

住宅を払い下げた後、問題があったところについ

ては、その問題が解決をした後という確認であり

ましたけれども。

そういうことですけれども、これまでの論議の

中で、議会の会議録などで私も勉強させていただ

きましたけれども、その問題はすべて今日まで解

決に至ってきてるわけですね。だから、その解決

に至ってるにもかかわらず払い下げを実施しなか

ったところに、一体どんな理由があったのか。

１つは、払い下げをしないと決めたときの市長

さんの考え方ですね、泉南市の考え方。

それから、もう１つは、住民の皆さんはもう全

面的に払い下げをしてほしいということには固執

しない。建てかえをするというのであるならば、

自分たちの今まで住宅の傷んだところの改修やと

か、そういうことなんかも含めてかけてきた費用

についてもあるわけですから、いろいろそういう

状況を勘案した中で４つの条件を提示して、もう

泥仕合にならないように合意の線を見出そうとし

て提案された、その４つの条件に対してもこたえ

ていないということであります。なぜそういうと

ころに落ちついたのか。上林助役さんは、このよ

うな住民の意思は聞いたけれども、保留してきた

というようなことを言っておられるそうでありま

すけれども、それが２つ目です。

それから、もう１つは、住宅家賃が滞納だとい

うことで提訴されるわけですけれども、この３住

宅の住民の皆さんは家賃を払いたいけれども、払

えない状況にあるということですね。だから、滞

納という位置づけをされたんでは片腹痛いと、滞

納とは全然意味が違うと、こういうふうにおっし

ゃってるわけです。だから、その辺についても市

はどのように考えておられるのでしょうか。

それから、もう１つは、同じように市営住宅で

あります前畑、宮本団地などでも滞納されていら

っしゃる方もいるということですから、この辺に

ついての処理についてもどうされているのか。片

一方ではこういう形で強制的に家賃の支払い訴訟

を起こして、一方は放置しとくというようなこと

－３２０－

では整合性がないと思うんですが、その辺につい

てはどうでしょうか。

それから、私は一般質問ではこういう３住宅の

皆さんにとってのプライバシーの問題ですね。本

当に人権問題に値する中身ではないかということ

で、市長はこの方たちの人権問題をどう考えてい

らっしゃるのか。このことについてもお答えをし

ていただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私に対する御質問の方は答

えさしていただきます。

まず、なぜこうなったのかということでござい

ますが、私、入居者の方から聞いておりますのは、

前々市長が払い下げをするまで家賃は上げないと

言われたということを根拠にされてるというふう

にお聞きをいたしました。

私は、それは言ったかどうかというのはわかり

ませんけれども、そういうことが未来永劫そうい

う家賃改定につながらないということではないと

いう考えでございます。当然、社会状況なり経済

状況が変化するわけでございますから、短期間に

はそういうことが言えたと仮にいたしましても、

やっぱり中長期的には社会情勢、経済情勢が変化

しておりますし、また今回の場合のように法改正

もあったわけでございますから、その時々に見合

った家賃に変えていくというのは当然だと、この

ように考えております。

それと、一般質問でも人権云々というお話がご

ざいましたけども、私はこれについては前市長の

ときに一度お話し合いをされておられまして、私

もその席に同席をしたわけでございますが、その

ときも、払い下げというのは難しいという形で明

確に言われておりましたし、それでそのときには

それならばちゃんと管理をしてくれということで、

屋根の雨漏りというか、屋根の改修の要望が出ま

して、それについては御承知のように何年かに分

けて屋根の改造もしたということでございますし、

その後集会所の要望も出まして、小さいながらそ

れもつくって今日まで管理をしてきたと、こうい

う経過がございます。ですから、私が引き継いだ

時点では、あくまでも建てかえ前提という形で引

き継いでおりますので、私の方ではそれを継承し



てるということでございます。

それと、その後、私になってからも何回か話し

合いをさしていただきましたけども、それも皆さ

ん方からいろんな一定の期限内にとか、あるいは

結論が出たら全員にというお話もございまして、

中身のそれが入居者の皆さんが満足されたかどう

かは別にして、手順、手続としてはきちっとそれ

は果たしておりますし、そういう面でもこの人権

問題というのは全く値しない御発言ではないかと、

このように思っております。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、滞納

の問題と前畑、宮本住宅の滞納処理、この問題に

つきましてお答えいたします。

まず、３住宅の滞納につきましては、現在旧家

賃で供託されておるという状況でございます。経

過はいろいろ長い間あるわけですけども、いずれ

にしましても公営住宅法によりまして家賃は支払

っていただくというのが当然でございます。

いわゆる供託中の扱いについてはどうかという

滞納の問題ですけども、建設省の方から一定の見

解が出ております。供託につきましては、供託金

は旧家賃でございまして、平成９年９月からの新

家賃となっている状況で、その家賃の一部を供託

しているという状況にありますが、建設省の平成

１０年の見解ですが、供託が成立した場合の対処

ということで、供託が無効であり、入居者の行為

は家賃滞納に当たることから、事業主体は当該滞

納者に対し引き続き家賃の支払いを求めていくべ

きであるが、それにもかかわらず家賃の支払いが

なされない場合は、事業主体――泉南市ですね―

―は家賃滞納訴訟を起こす必要性が生じますと。

また、５９年のいわゆる判例でも、供託によっ

て変更前の家賃の一部が弁済され、その範囲内で

家賃の一部が履行されたとすることはできない。

供託の一部が履行されたということにはならない

ということで判例が出ております。

それと、宮本、前畑の滞納処理の問題ですが、

確かに滞納も以前からございます。その理由とし

ましては、無断退去あるいは長年部屋に家財道具

を残したまま留守の家庭、また所在不明となって

おる方、このような入居者につきましては、当然

－３２１－

法的な手続、いわゆる不納欠損という処置が法的

に保障されております。

手続上、こういうことになるんですけども、当

然時効が発生する場合、何も原因がないのに滞納

されておられると。分納の方はおられますけども、

一定５年という時効の期間がございますので、こ

れによって原因がないのに家賃を払わないという

方については、当然一定の手続も踏む必要がある

と、このように考えております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私の方からの回答書の件と

いうことでございます。

今議会の一般質問の中でもお答えいたしました

とおり、集会所におきまして建てかえの説明の目

的で説明会を持たしていただきました。当然、そ

の中で入居者の代表者が非公式やけども、建てか

えするんであれば４項目の要求――要望ですか―

―をしたいということも、これはあくまでもその

ときは代表者の方は非公式という個人的な見解と

いうことでまずございました。その後、その代表

者の方から、これは入居者の総意やということで

公式に要望したいという口頭の要望がございまし

た。

私たちはやはり非常に大事なことでもあります

ので、文書でやっぱり要望いただきたいというこ

ともありましたので、当然文書でいただいたら私

どもは公式に文書で回答いたしたいということを

そのときに御返事申し上げました。当然いまだに

文書はいただいておりません。ということで、私

どももいまだに回答をしてないというのが今まで

の経過でございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） まず、市長は、当然家賃

というのも歴史は動いてますから、昭和４９年当

時の家賃、そういう家賃がずうっと続くわけでも

ないことは、皆さん承知の上ですよね。払い下げ

をするまで家賃は上げないと、こういうふうに言

われたのは、当時十分な修繕やとかそういう皆さ

んの要望にこたえるような状況もなかったため、

そういうことになったという状況もあったでしょ



う。

しかし、このときには、当然払い下げをすると

いうことで進んでいたわけですよ。ずっと手続の

手順、間違っている二重登記や、それから所有権

が移転されていない、そういう土地に対しても砂

原住宅の土地に対してもきちっと整理をして、市

は訴訟をして、砂原住宅の土地についてはちゃん

と勝訴もしてますでしょう。

そういうふうに払い下げをするという方向で進

んでいたはずのものがなぜ払い下げをしないとい

うことになったのか。それは今、向井市長は自分

が市長になってからはずっとそのつもりで進めて

きてると、こうおっしゃいましたけれども、それ

はあくまでも向井市長の意思であって、浅羽市長

さん、それから稲留市長さん、このときは払い下

げをするという住民との約束があったわけですよ。

この約束について、当然その市政を担当する長と

して、その人たちとの約束を守らねばならないは

ずですわ。平島さんが市長になって、今はもう亡

くなられたのでいらっしゃいませんけれども、当

時平島さんもそういう形で準備を進められていた

ということは当然知っておられるでしょうし、何

回もの話し合いで、それから当時いらっしゃった

議員さんも氏の松の住宅に住んでおられたわけで

すから、払い下げをするということで着々と準備

が進められていたはずなんですよね。だから、そ

のことを無視をして払い下げしないということで

決めてしまったその強硬姿勢というのは、やっぱ

りこれは住民との約束を履行しない行政の余りに

もひどい横暴なやり方ではないですか。

その辺のところ、ちゃんとやることをやって、

払い下げをできるところにまですべてが整ってい

たのに、それを履行しなかった。これは行政が住

民と前の市長さんとの約束事を全く無視をして通

ったという強硬な、切り捨ててしまう、そういう

住民の要求を――要求というよりか、住民との約

束を切り捨ててしまう何物でもなかった、そうい

うひどい行為に出られたということは、これは許

せることではありませんね。

それと、市長は人権問題では全く値しないと、

こういうふうにおっしゃってますけど、私はこの

提訴の仕方、今回出されてるこの議案書ですね。

－３２２－

議案書の中に明記されている３住宅の住民の皆さ

んの滞納してると言われる家賃の額を書くだけで、

この方が、この一人一人がどれだけの収入を得て、

どれだけの収入の中でどんな生活をしているかと

いうことまで含めて全部明らかになるんですよ。

個人のそういうところにまで踏み込んでいいもの

ですか。私は幾ら市長といえども、それはしては

ならないことだと思います。本当にこれはすべて

に公開されるんですよ。もし市長にもうちょっと

温かい姿勢があるならば、私は名前を書かずにＡ

とかＢとかＣさんとか、そういう形ででも明記を

するべきではなかったですか。そんなやり方をす

れば、この意味はなくなるんですか。そんなこと

は絶対ないはずですよ。だから、私は人権問題と

して市長は３住宅の住民の人権をどう考えている

のかということを聞かしていただいたんです。人

権無視も甚だしいやり方ですよ、これは。

あとは４条件の提示ですけれども、今上林助役

さんは、当時総務部長さんか何かしておられたん

でしょうかね。文書でもって要望を出してくださ

いと言うたけど、文書で出ないから答えをしない

んだと。こんな言い分はもってのほかですよ。何

度も何度も会ってお話し合いをされてるんでしょ

う。本当にあなたたちが必要であるならば、文書

でもってちゃんとやりなさいと。出るまでそれは

追求してあげるべきではないですか。そんな約束

事がないから、傍聴に来ておられる方もせせら笑

っているでしょう。うそを言っても、それは困り

ますよ。それでは通じませんよ。やっぱり住民が

話し合いをする姿勢に出てるんですから、それを

受けとめるのが行政の役割ですよ。

家主と店子の関係は、親子の関係ですよね。親

がそういう姿勢で子供を追い出す、子供に、あん

たたちは建てかえをするために言うことを聞けへ

んねやったらもう出ていってもらわなしょうない

とか、家賃を全面的にすぐ払いなさいとか、そん

な強行な姿勢はやっぱりこれはぐあい悪いと思う

んですよ。私は、やっぱりこの人たちが話し合い

をしたいということで前に出て意見を述べられて

おられるわけですから、それにきっちりこたえて

あげるべきではないでしょうか。

あとは滞納処理の問題、前畑住宅、それから宮



本住宅の問題ですけど、これは今に始まったこと

ではないんですよね。この住宅も建ってから何年

たっているのか。もっとその時点で、今家賃も払

わないで困ったと。今もう住んでない人に取り立

てに行くわけにもいかないというような、そうい

う特別な事情があるんだとおっしゃいました。

しかし、そういう行為をこれまで何十年かの間

にされましたか。一切してないでしょう。してな

いのにもかかわらず、今できないというような言

い方でごまかすのは、これはおかしいですよ。

そして、もう１つちょっと加えてお聞きしたい

んですけど、仮にこの建てかえに３住宅の方が賛

成されたとして、そしたらこれから泉南市の市営

住宅を建てかえて市民の皆さんにたくさん安い住

宅を保証しましょう、そういうことであるなら、

そういうような結果が出たとしたら、今のこの泉

南市の財政の厳しい状況のもとで、建てかえでき

る財源の保証みたいなのはどのように市長さんは

考えておられるのか。この辺のところも聞かして

いただきたいなと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 払い下げと建てかえの議論

は１つはあるとは思いますが、本議案は家賃の請

求事件ということでございまして、我々も家賃に

ついては、やはり住宅を使っていただいてる以上

はお支払いをいただかなければいけないという立

場で申し上げているところでございます。

それと、もし建てかえとなった場合に財源的に

どうかということでございますが、３住宅ありま

すけども、マスタープランでもお示しをしており

ますように、同じ年度とかで一度に３住宅を建て

かえると、そういうことではございませんで、順

番に建てかえていくというスケジュールを想定い

たしております。建てかえになった場合は、補助

金あるいは起債等が充当されますので、それらに

ついては当然我々の方で財政の範囲内で、３カ所

ありますから、どこから先に建てかえるかという

のは、合意事項の関係もございますけれども、順

番に建てかえていくということは可能だというこ

とでございます。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 当時の話し合いの時期は、

－３２３－

私は総務部長ではございません。助役でございま

した。いろいろな要求の中で、当然私らも十分そ

の当時の代表者と話をしております。口頭の要望

で私どもも、もし口頭で出すということであれば

ゼロ回答ですよということも申しております。そ

ういうことの話し合いを承知の上で、当然私ども

正式に文書でいただいて、文書で回答いたしたい

ということも申しております。それは、その当時

の入居者とは口頭でもそのような経過も言いまし

て、了解済みで行っております。やはり大事なこ

とですので、正式に文書で要望をいただいたら、

正式に私どもも文書で出すということの話をして

おりました。その協議の段階では、当然これはゼ

ロ回答ですよということも申しております。これ

も入居者と承知の上の措置やということで、私ど

もも理解をしております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、この

議案にかかわる名前、金額、プライバシーの問題

の件につきましてお答えいたします。

まず、訴訟提起に係る議案の内容と守秘義務の

関係でございますが、地方公共団体と当該住民等

との間において紛争が発生し、地方公共団体が権

利、利益の保護を求めて当該住民と対等の地位に

おいて争い、訴訟を提起する場合の特殊な関係下

にあって、訴訟提起に係る団体意思を決定するた

め、提案される議案の内容につきましては、地方

公務員法上の守秘義務は適用されないということ

として解釈されております。また、議決の内容は

単に控訴状の提出について議決するというのみで

なく、当該事件に関する取り扱い方針の内容、す

なわち住所、氏名、事件名等について及ぶもので

あるということになってございます。

それと、前畑、宮本の滞納問題についてでござ

いますが、この住宅が建設されましたのは、前畑

が昭和４０年から平成９年まで、これはＡ棟、Ｂ

棟含んでの話です。宮本住宅が昭和４１年から４

９年ということでございますが、滞納の問題につ

きましては、先ほど申し上げましたように、当然

長い経過の中で無断退去あるいは部屋に家財道具

を残したまま長年留守の家庭、また所在不明の方、



いろいろおられるわけですけども、こういう方に

ついては当然不納欠損という処理がございます。

それと、法的な処理を今までやったことがある

んかということでございますが、宮本、前畑住宅

に関しましては、現在のところ手続きした経緯は

ございません。

以上です。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 先ほど御答弁申し

ました中で、法的な手続はないということで御答

弁さしていただきましたが、いわゆる不法入居と

いうことの中で、家賃の問題についても１件法的

な措置をしたということで聞いております。済み

ません。御訂正をお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 松本君。３回目です。

○１１番（松本雪美君） 市長さんは、自分が市長

になってからは建てかえするということで考え方

を一本化したと、こういうふうにおっしゃいまし

たが、それはあってはならんことなんですよ。市

長がかわるたびに住民への対応がころころ変わっ

ては、そらもう住民は苦しめられる一方ですよ。

平島市長のときには当時早川総務部長さんは、氏

の松住宅については二重地番の問題などいろいろ

整理するため作業も進めているということで、払

い下げについてもこういう問題はあるけれども、

準備をしているんだというふうな発言もされてい

ます。

それから、二重地番の問題や所有権移転のこと

が整理されてなかった、移転されていなかったと

いう問題についても、当時は住民に知らされずに

これが伏せられていたという事実を住民が随分後

で知らされたわけでしょう。そして、平成８年６

月１９日には、泉南市の建築課長、課長代理さん

が３住宅の代表のところに来られて、初めて二重

地番が整理されていたということを知らされたと

いうのですよね。

それから、１カ月後には市長と市の幹部の職員

さんたちがまた住民の代表さんのところに行って、

二重地番が解決していたということも正式に報告

され、謝罪された。そういう事実もありましたで

しょう。その後、６月の議会では、３人の議員さ

んがこの問題を取り上げて、とっくに払い下げに

－３２４－

支障になっていた問題が解決されていたというこ

とも明らかにされているではありませんか。

そういうことがあるにもかかわらず、市長はそ

れを認めないで、自分が建てかえをするんだと決

めたことを強行することが一番正しいかのように、

もうその主張を曲げないという、その市長の姿勢

こそ本当に横暴きわまるものでありますよ。住民

の皆さんにとっては、市長がかわるたびに自分た

ちの思いがどんどん、どんどんかき消されていく

というようなこと、これはもう何度言っても言い

足りないぐらい怒りでいっぱいだと思うんですね。

その辺についてもこういう現実的にこんな問題

があったということに対して、市長はなぜ自分が

建てかえないという、そういう強硬な姿勢をとら

れたのか。一体住民の皆さんの意思をなぜ取り上

げることができなかったという確たる思いが――

思いというのか、やらないという決定された問題

とかがあるんですか。その辺はさっぱりわからな

いわけですよ。払い下げをするということで進ん

でいたものが、向井市長になってやらないという

ことで、これがそういうふうな形でどんどん変わ

っていくというやり方は困りますよね。

ちょっとその辺のところを聞かしてほしいのと、

それから市営住宅を建てるというマスタープラン、

計画がありましたけれども、あくまでもあのマス

タープランも日程が決められておって、あれは１

２年までにですか、何か計画を進めて完成すると

いう動きになってたと思うんですよね。それはも

う住宅の皆さんたちもそれを見られてびっくりさ

れて、自分たちの住んでいるところがある日突然

ビルになる、そういうことを知らされて、これは

えらいことやと思ったと思うんですよ。

財政の問題でいえば、毎年毎年少しずつ進んで

いくんだから、財政的にはどのぐらいの影響があ

るんかと聞いても、それは答えてもらえませんで

したけれども、実際３住宅にかかってくるこの建

てかえをしたときの費用はどのぐらいの額を見て

おられるんでしょうかね。一般的に大きく、大ま

かに答えていただいたらいいですわ。私たちは家

１軒建てるんだったら２，０００万あったらいける

かなとか、今やったらミニ開発の住宅を１，９００

万で売り出してるなとか、そういう数字はわかり



ますけれども、市が考えたマスタープランでの財

政ですね。どの程度要って、市の負担はどのぐら

いになるのか。大まかにそれは一遍答えていただ

きたいなと思うんですよ。

もう３回目で、もっといっぱいしたいことある

んですけど、とりあえずほかの方も質問あるでし

ょうし、こういう問題をしっかりと市長は住民の

皆さんの家賃を、支払いを請求するということで

今度の提案をされたことの原因ですね。その原因

は、こうした住民の皆さんの思いを全くかき消し

てこれをやるということは、ぐあいの悪いことだ

と思いますよ。だから、皆さんが納得できるよう

な解決をすれば、家賃だってこういう請求をしな

くても済むことですわ。こんな提案をしなくても、

ちゃんと話し合いさえすれば住民の皆さんは家賃

を払うと言うてるわけですからね。言ってないん

じゃないでしょう。ちゃんと家賃を払いますと言

ってるんですよ。そのことがかなえられれば、家

賃は取れるわけですよ。こんな請求しなくても家

賃は取れるわけですよ。納めてもらえるわけです

よ。こんなむちゃくちゃなやり方をするというよ

うなことでは困りますので、その辺についてお答

えください。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私が引き継いだ時点では建

てかえの方針が市の方針でございました。私にな

って変わったということではございません。

それと、松本議員、最初の入居者の皆さんと何

回かお話ししたときのことを直接お聞きになって

おられないんでおわかりにならないかというふう

に思いますが、あのときのお話し合いの最終的な

話は、払い下げでも建てかえでもどちらでもいい

と。とにかくはっきりと返事をしてくれと、こう

いうことだったんですよ、いつ幾日までにという

のがね。たしかあれは年内だったというふうに思

います。そういうことで、最終的に私の方から言

われた期限内に回答をさせていただいたわけでご

ざいます。そういうことなんですよ。

ですから、最初ちょっとおわかりにくかったか

というふうに思いますけれども、もちろん払い下

げを望んでおられましたけれども、建てかえか、

あるいは払い下げかということについては、要す
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るにもうどっちでもええからとにかく年内に返事

をしてくれと、こういうことだったんです。で、

私の方で前任者も含めて、経過も含めて、やっぱ

り市営住宅というのは建てかえて、できるだけ早

く多くの方に入っていただくということの方が、

それが本来の公営住宅のあり方ということで回答

をさせていただいたところでございますので、何

も横暴とかそういうことではございませんので、

御理解を賜りたいというふうに思っております。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――真砂君。

○２１番（真砂 満君） この上程されている案件

だけを見てみますと、家賃の支払いがないから支

払いを求めて訴訟をする。至って単純であります

から、何ら問題はないんかというふうに思います。

ただ、この間も私も含めて数多くの議員の皆さ

んが議論をしてまいってます。この種の問題です

から、同じ質疑というのは何回もしたくはないん

ですが、この訴訟に関しても含めて避けては通れ

ないということがありますから、あえて繰り返し

をさしていただきたいというふうに思います。

今、向井市長の答弁を聞いていましても、家賃

というものは未来永劫続くもんではない。まさに

そのとおりだというふうに思います。ただ、これ

までの行政がしてきた住宅政策、前にも指摘をし

ましたけども、本当にどうだったのかということ

が問題なんですよね。おっしゃるように、１，５０

０円だったというふうに思うんですが、建築当時

から１，５００円の家賃が平成９年９月まで続いて

きた、この事実をどう見るんかですよね。そのこ

とを抜きにしてどうだこうだということは言えな

い。その背景には、やはり住民さんとの約束事の

中に払い下げをしますという約束があったという

事実ですよね。

それと、それに基づいて行政が払い下げに向け

た行政事務を執行してきてるという事実なんです。

確かに経過から言いますと、首長がかわれば政策

は当然変わるわけですから、払い下げをするとい

う約束をも変更はできるというふうに十分考えて

おりますし、そのとおりだというふうに思います。

ただ、ここでは変更するならば、変更したこと

をきちっと約束をされた住民さんに対して十分に

説明をする行政の責任が生じるわけなんですが、



残念ながらそのことが行政が欠如していた、そこ

に原因があるというふうに思ってます。それでい

きなり住民さんの知らぬところで――議会の方は

知らないということは言えませんけれども、マス

タープランというものが出てきて、何でやねんと

いう話になったというふうに思うわけであります。

そこで、今回のこの提起は家賃ということです

から、家賃だけの議論にとどめなければいけない

というふうに思うんですけども、どうしても家賃

の問題だけでは済まないということがありますん

で、若干リンクをするというふうに思うんで、そ

の辺はひとつ容赦をしていただきたいんですが、

できるだけ家賃の問題に限って質疑はさしていた

だきたいと思いますが、平成９年９月、これはあ

くまで言われる暫定家賃ですよね。それを議会も

含めて承知をしたわけなんですが、その暫定家賃

を決定した後、供託されるまでの間、行政として

当該の３住宅の住民の皆さん方とどの程度の話し

合いをされて、暫定家賃並びに新公営住宅法に基

づく家賃についての理解をどれだけ求められたの

か。これをちょっと回数なり話し合いの内容なり

お示しをしていただきたいというふうに思います。

その前に、言いましたように１，５００円の家賃

が建築当時から平成９年８月までやられてきてる

わけですから、そこらについての考え方ですね。

今言いましたように、市長が未来永劫というよう

な言葉の中で一般的なお話をされましたが、泉南

市の場合はそうなってなかったんだということを

指摘をいたしましたので、泉南市行政として住宅

の担当としてどのような見解をお持ちだったのか、

その辺もあわせて御答弁をいただきたいというふ

うに思います。

回数が３回が基本ということで限定されてます

ので、一遍に言いますが、住宅の払い下げにかか

わっての家賃ということでございますから、過日

ある議員さんの議会報告のような形で、泉南市の

長岡住宅が払い下げをするというような記事が載

っておりました。

そこで、私、総務文教常任委員長なんですが、

当該の委員会にはそういった報告も何らなくてび

っくりしてるわけなんですけども、この長岡住宅

についての、これは当然、市有財産という形なん
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ですが、この市有財産の使用料といったものはど

のようになっておるのか、お示しをいただきたい

のと、この払い下げの決定がこの７月には土地単

価の決定をするということも書かれておりまして、

どのような形で考えられて決定をされるのか、あ

わせてお示しをいただきたいというふうに思いま

す。

これは、直接この家賃の問題とはかかわってな

いかというふうには思われますけれども、関連性

が非常に強いというふうに思いますし、片や払い

下げをできなかったということで、使用料という

形でされております。形式的には住宅という形は

変わっておりませんので、本来的には整合性を持

った家賃並びに使用料であってしかるべきだとい

うふうに考えておりますが、そこらについてもど

のように取り扱われておるのか、お示しをいただ

きたいというふうに思います。

それと、今、松本議員さんとの質疑の中でござ

いましたけれども、いわゆる４項目の話ですよね。

文書で要求があれば文書で回答すると。非公式云

々も含めてゼロ回答だということはお示しをして

るということでありますけれども、そこまでそう

いった話が仮にできてるとするならば、もっとそ

のことも踏まえて何で住民さんと話し合いができ

ないのかですね。そこらについてもっと詳しくお

示しをいただきたいなというふうに思いますし、

その話し合いを拒否をされてるのかですね。もっ

と詰めた話し合いをされるようなことはなかった

のか。

加えまして、代表質問でも話をさしていただき

ましたけれども、５月３１日の日に、議案との関

係がありまして、正副議長を中心として住民と行

政が裁判を通じてけんかをするようなことはいか

んと。もっとお互いが胸襟を開いて話し合いをす

べきではないかということで議会が中に入るとい

う形で話し合いの場を持ったという経過があるわ

けなんですが、どうも行政側の方が解決に向けた

姿勢ではなくて、従来どおりの行政の姿勢という

ことを前面に出して話し合いすらできなかった、

１回こっきりで終わってしまったという結果が出

たというふうに思います。これは経過としてその

とおりだというふうに思うんですが、私としては



代表質問の中でも言いましたように、非常に残念

であります。

いずれにいたしましても、行政としてこの家賃

の問題も含めて払い下げ、建てかえ云々の問題も

含めて、住民さん側と本当に解決をしようとする

姿勢があるのかどうかですね。本音の話を聞かし

ていただきたいというふうに思います。もう裁判

でないと決着がつかないんだというふうにお考え

なのか。いやいや、そんなことではないんだ。お

互いに歩み寄ることによって、話し合いをするこ

とによって解決する道がまだ探れるというふうに

考えられておられるのか。そこらについての考え

方をお示しをいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 基本的な分、私の方からお

答え申し上げます。

細かいのはまた担当の方からお答えするという

ふうに思いますが、家賃改定については長年その

ままであったということなんですが、これは本市

の場合、家賃は他の団地も含めてなんですが、非

常に長い間改定されておらなかったというのは事

実でございます。その他の公共料金、使用料も含

めて、一度設定するとなかなか改定されておらな

かったというのが実態かというふうに思います。

やはりこういうものは基本的にはある一定年度

ごとに、上げるとか上げないは別にして、時代に

合うのかどうかも含めてチェックをしていくべき

であったというふうには思っております。

ただ、余りにも長きにわたったということもあ

り、また当時の社会情勢あるいは貨幣価値も含め

て非常に安価であったというのも事実だというふ

うに思いますので、それを是正する意味で家賃改

定を一斉にさしていただいたということでござい

ます。その後、公営住宅法の改正があって、先ほ

ど来から説明あったような一定の収入に応じたや

り方、また耐用年数とかそれによった家賃設定と

いうのが法律で定められたということでございま

すので、一時暫定家賃というのがありましたけど

も、それから法家賃に変わったということでござ

います。

それと、先般の話し合いも含めて話し合う気が

あるのかということでございますけども、私ども
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は前から何とかいい方法がないのかということで、

お互いの主張ばっかりやっておっても、これは両

端にくっついてるということもありまして、何と

かいい方法、解決はないかなということで模索は

いたしておりました。ただ、その過程において訴

訟の提起というお話がございまして、非常に残念

には思いましたけども、現在のような形に至って

いるということでございます。

５月３１日、正副議長さんにもお立ち会いをい

ただいて場の設定をしていただきまして、これは

３月議会の議案の関係もございまして、あくまで

も家賃主体ということでございましたので、改め

て家賃のお支払いについて要請をしたわけでござ

いますけども、すべて解決すれば払うと、こうい

うお話でございました。

一方、補償の話も入居者の方々から出ました。

それについて、具体的な額を示してくれと。それ

によって解決すれば何も裁判することないんだと、

こういうお話もありましたけれども、話し合いに

ついて私どもは何も拒否するものでもございませ

ん。

ただ、今一審がおりて二審に訴訟されているわ

けですね。それはあくまでも所有権移転登記の請

求事件ということでございますから、それはあく

までも払い下げといいますか、そういう訴訟であ

るということなんですね。一方では、補償云々と

いうのは建てかえの議論の中の話だということで、

ちょっと方向が違うでしょうと。

したがって、原点に戻ってということであれば、

訴訟の方はおろしていただきたいということをお

願いをしたわけなんですけれども、訴訟をおろす

と市の言いなりといいますか、そういうふうにな

る可能性があるということで、それはおろせない

と、こういうお話でございまして、残念ながら、

特に家賃問題についてはそういうことでお支払い

をいただけるという意思を確認できなかったとい

うことでございましたので、非常に残念に思うん

ですけれども、先ほど言いましたように、訴訟を

おろしていただいて、原点に戻ってということで

あれば、これはもう当然お話し合いもさしていた

だいて、円満解決に向けて努力をするという考え

はいささかも変わっておりません。



○議長（角谷英男君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 長岡住宅

につきまして御説明申し上げます。

この長岡住宅につきましては、昭和４９年に市

営住宅の払い下げということで決定をいたしまし

て、払い下げに向けて作業を進めておったという

ことでございますが、土地の境界問題でいろいろ

問題がございまして、現在まで土地の境界確定が

できなかったということがございます。その土地

の境界問題につきましては、我々の方もいろいろ

努力しまして、この４月の２４日に立ち会いをい

たしまして土地の確定をやりました。

それから、長岡住宅につきましては５戸住宅が

あります。その５戸の分筆登記も全部でき上がっ

ております。この住宅につきましては、一応普通

財産ということで、普通財産の使用料ということ

で５軒のうち４軒が１，０００円でございます。１

軒が昭和６０年に建てかえをしておりますので、

その分につきましては、その当時の契約で２万９

００円という形で使用料をいただいております。

地積更正、分筆登記まで終わりまして、今現在、

土地の鑑定価格をとっておるところでございまし

て、それが出た時点でまた不動産評価審議会等に

諮りまして土地の価格の決定を行って、売却に向

けて進みたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） ４項目の要求について、具

体的に入居者と話ができなかったんかということ

でございますが、当然当時はやっぱり入居者も、

今は控訴審もやってるんですけど、１つは払い下

げをしてほしいというのは、もう圧倒的に強い考

えでございました。その中で入居者の方は、もし

建てかえるんであればこの４項目やという要求が

ございました、当然ね。

そういう状況の中で非常に私どもも、要するに

建てかえであれば一応法的に補償補てんというの

はございます。その範囲内というんですか、それ

よりも非常にかけ離れた要求と私はそのときは認

識をいたしました。

そういうこともございましたので、当然後々の

こともございますので、やはり正式に文書で要望
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をしていただいて、私どもも要するに正式に文書

で出すということで、これは後々のこともありま

すのでそういたしたいということで、入居者の方

へも言っております。

当然そういうこともありましたので、やはり今

現在でもなにが来てないので結果的には回答は出

しておりませんけども、やはり前段で申し上げた

とおり、当時やっぱり入居者は払い下げをしてい

ただきたいと強い要望の中で、そういう詳細の具

体的なやりとりというんですか、話はできなかっ

たということでございます。

○議長（角谷英男君） 木岡施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（木岡敏雄君） 私の方

から、暫定家賃改定に伴いどの程度住民側と話し

合ったかということの御質問だったと思います。

それにつきまして御答弁申し上げます。

私とこの手持ちにある過去の経過概略しか答弁

できませんけども、それにつきまして平成９年９

月の供託までの家賃改正前ですね、それまでの話

し合いについては８回程度、それと家賃改定後の

回数につきましては、ここでわかる範囲で６回程

度やっております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） たくさんしゃべってしま

ったんで、ちょっと私自身も整理できてなかった

んで、自分は答弁をまだいただいてないかなと思

ったんですけど、ひょっとしたら私の勘違いかわ

かりませんので、改めて言います。

１つは、１，５００円で長年放置をしてきたとい

うことが背景にあると。これは払い下げという約

束も１つの原因ということも指摘をしたんですが、

そこらあたりについてどうなのか、お答えをいた

だきたい。

これはほかの議員さんもおっしゃってますし、

現に今議員でおられる稲留さん自身が明らかにさ

れてるんですが、払い下げをする、だから補修も

行政がするんではなくて、住民の皆さん、あんた

らやってくださいということでありましたし、現

に住民さんがそのようにされておりますし、場合

によれば建てかえた方もおられます。本来ですと

市営住宅で建てかえること自身がおかしいわけで



すが、行政もそのことを容認をしてきたという経

過があるわけですね。

この経過については、これはもうだれが何を言

おうと無視もできませんし、行政が、いやそれは

おかしいんだということであれば、この間そうい

った住宅に対して家賃をもらってきたこと自身問

題が起こってくるというふうに私は思いますし、

これは残念ながら行政としても認めざるを得ない

んではないのかなというふうに思います。

それと、若干論点が変わるんかもわかりません

けれども、長岡住宅が今５軒のうち４軒が使用料

１，０００円だというふうにおっしゃられました。

私はこれは非常に重要な問題だというふうに思う

んです。私は、１，０００円の使用料が安いという

ことを問題にするつもりはないんです。要は、長

岡住宅は築何年なんでしょうかね。相当耐用年数

を過ぎた建物に対して賦課ができないということ

で、１，０００円の使用料しかいただけない。これ

が相当な理由ではないのかなというふうに思いま

す。

さすれば、現３住宅についてどうなのか。建築

年度をとってみても、遜色がない建物であります。

その建物に対して公営住宅法に基づくといえども、

そういった家賃を賦課する。その辺の矛盾も感じ

得るわけなんで、そこらについてはどうなのか、

お示しをいただきたいというふうに思います。

それと、やっぱり行政がきちっとしていただき

たいのは、本当に行政として――向井さんの時代

じゃないですよ。向井さん、これは間違ってもら

ったら困るんですが、平島さんの時代に行政が建

てかえという決定をするときに、どれほど住民さ

んに対してこれまでの経過を含めたことを認識を

して、どう対応されたのか。ここが求められると

いうふうに思うんです。

これが何もなしで首長がかわれば何でも変えら

れるんだということであれば、そこに住む市民に

とってこれほど不幸なことはない。首長がかわれ

ば全部変わってくる。それも住民に一切知らされ

ないということであれば、市民としたらほんとに

不幸なんですよ。変えるのは結構だというふうに

思います。ただ、変えるなら変えるなりのきちっ

とした行政説明責任があるというふうに思うんで

－３２９－

すが、そこらについて今回まだ答弁をいただいて

おりません。そこらについてどう考えられるのか、

どうしてきたのか、そのことについてどう感じて

るのかですね。市民をここまで引きずってきたこ

とに対して、今の行政としてどう感じるんかです

ね。

すべてが今の現行政が悪いとは私は思いません。

一番悪いのは、これまで住宅政策を今のような形

でしてきたこと自身に問題があるというふうに思

ってますから、ただ現市長を初めとして、今の市

役所におられる方については、過去のいいことも

悪いことも含めてその責任を果たしていかなけれ

ばいけない使命を負ってるわけですから、そのこ

とはつらいかもわかりませんが、現市長を中心と

して明確にしていただく必要があるのではないの

かなというふうに思います。

それと、上林助役さんの答弁、よくわかるんで

すけどね。わかるんですけども、かけ離れた要求、

こちらはゼロ回答だということはわかるんですけ

ども、やはり正式な会議ではなかったんでしょう。

事務折衝みたいな形だったというふうに思います

し、まさにそうだったというふうに思うんです。

そのときにこそ本当に腹割って話さんと、どこで

一体腹割って話しして協議するんですか。その場

が非常に大事なんでしょう。どんな会議だってそ

うだと思いますわ。正式な会議の場の議論も当然

必要でしょうけども、それへ行くまでの事務折衝

的な話というのは非常に大事だというふうに思う

んですが、その大事な席での会議がそのような形

であれば、話なんてうまいこといかないんと違う

んかなというふうに思います。

どこに原因があるかわかりませんよ。どっちに

原因があるのかわかりませんけれども、そういっ

た場というのは大事にしなくてはいけないという

ふうに思うんですが、そのあたりについてはどう

なんでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） もともとこの住宅も含めて

浅羽市長時代、予算計上したという、理由はちょ

っと別の理由があったんですけども、しかしそう

いうのは事実だというふうに思います。

ただ、その中で３団地だけ残ったというか、残



されたといいますか、というのはやはり当時とし

ては二重地番とかいうのはこれは実務の話ですか

ら別にして、まず公営住宅として廃止が妥当かど

うかという議論だったというふうに思うんですね。

ですから、公文書かどうかという議論のあったも

のも含めて、現地調査の結果見ますと、結果とし

てはあのとおりといいますか、妥当な結果になっ

てるわけですね。その間にまた通達が出たという

ことで、３大都市圏ということで原則払い下げは

だめよということになったという経緯があったと

いうふうに思います。それがずっと今日まで来て

るということでございます。

前市長のときに一度だけお話し合いがあって、

私も当時事業部長だったと思いますが、出ろとい

うことで出ましたけれども、そのときにはもう払

い下げは難しいという話をしております。ただ、

そのときに来られた方々からは、強い払い下げ要

望もあったというのも事実でございます。そのと

きには、今後お互いに何人かずつで話し合いとい

いますか、それをやっていこうということになっ

たというふうに思っております。私、記録もとっ

ております。

ただ、それが１回も履行されてなかったという

ことで、前にもそのお話あったときにも、入居者

の皆さんに申し上げたんですが、そのしようねと

いうことになってされてなかったというのは、お

互いに、行政側も積極的でなかった、入居者側も

その後のフォローがそういう形になっていなかっ

たということで、お互いに責任があるといえばあ

りますねという話はさしていただきました。

それらを受けて私になったわけでございますが、

先ほども言いましたように、本当に古い歴史のあ

る話でございますから、ありとあらゆる資料、時

間もかかりましたけども、あるいは断片的に出て

来るというおしかりもいただきましたけれども、

出たものはすぐに出すという形でやらしていただ

いて、最終的にはもう２つ、どっちでもいいから

早く結論を出してくれと。じゃ、それによって我

々もまた考えるからということがあったわけで、

それによって私としては一定の結論、それは今の

法的といいますか、通達の範囲内も含めて非常に

厳しい状況であるわけですから、それはできない

－３３０－

ことをできるというわけにもまいりませんので、

そういう形で回答をさしていただいたわけでござ

います。

その後は、しかし隘路を見つけようということ

で話し合いは何度かさしていただきました。しか

し、残念ながらそこには到達できなかったと。ど

っちでもいいから結論を出してくれと言われまし

たけれども、しかし入居者の皆さんはあくまでも

払い下げと、その域を出なかったということが解

決できなかったというか、今日まで続いてるとい

うことでございます。

○議長（角谷英男君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 再度の４項目についての御

質問でございますが、会議をやった日は、これは

もう私は正式な会議やと思っております。

まず、その会議の案件は、マスタープランを説

明するということの目的の会議でございまして、

たしか入居者の代表者も数名がありまして、市側

も私以下担当部長、担当課長、担当係長、多分そ

の範囲で出席さしてもらって、これは私は正式な

会議だと思っております。

ただ、その席上では今言うた回答はいたしてお

りません。先ほども言いましたとおり、入居者の

代表者である方から、もし建てかえがあるんであ

れば、これは個人的な見解ですけどもということ

をつけ加えて、一応４項目的なもんやということ

は、事実そのときにはありました。そのときに私

どもは回答は出しておりません。先ほど言うたゼ

ロ回答とか、その後入居者の代表者から、これは

個人的な見解じゃなしに、やはり入居者の総意の

要求やと。これは会議の席上ではございません。

たしか入居者の代表者から、要するに担当課の方

へそのような話がありまして、それじゃ私どもも

後々のこともありますので、当然正式な文書でい

ただいて、正式な回答を出したいと。そのときに

はやっぱり口頭ではゼロ回答ですよということを

言うてます。

それは当然はっきりした会議の席上じゃござい

ませんのでね。正式な会議の席上では、そのよう

なゼロ回答とか文書でいただきたいとか、文書で

回答をするというようなことは出ておりませんの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思います。



○議長（角谷英男君） 本日の会議時間は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長いたします。

馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 長岡住宅

の使用料の１，０００円の件でございますが、これ

は市営住宅当時から１，０００円ということで、そ

のままずうっと続けております。その中で１軒だ

け昭和６０年に建てかえをやっておりますので、

その分だけ上げております。

この１，０００円でございますが、確かに値上げ

という話もあったんですけども、既に払い下げと

いうことで決定をいたしておりまして、この時点

で使用料値上げということになれば、やはり居住

者の方々の感情的な問題もございまして、１，００

０円ということで今まで据え置きをやっておった

ということでございます。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） 僕の質問の仕方が悪いん

ですか、１回目から２回目、同じことを言ってる

つもりなんですが、１つは、首長がかわって政策

転換をしたときの住民説明、この辺が非常に大事

だということで何回も、１回目も２回目も言うて

るんですが、この辺ほんとにやられたのかですね。

その理解がないからこそこの問題というのはやっ

ぱり起こってきてるんですよね。ね、市長。私は

そう思いますよ。それとあわせてこれまで、マス

タープランを設定するまでの行政の住宅政策のあ

り方、ここに私は問題があったんだというふうに

思うんです。

その背景には、やっぱり払い下げの約束をされ

たという経過なり、そういう修繕のことに対して

も、市民の皆さんやってくださいよというような

話があって、行政もそのように進められてきたと

いうことだったというふうに思うんです。その現

実というか、過去の経過ということをまず踏まえ

ながら物事というのは考えていかないと、例えば

今回のように家賃だけ考えれば、ほんとに今行政

が言うとおりなんですよ。もうまさにそのとおり

です。決められた家賃を払っていただかないと困

りますから、これは６万５，０００人の市民にとっ

て見ても、だれから見ても家賃は払ってください

よと。当然なことなんです。

－３３１－

ただ、残念なことながらこれは経過があるわけ

ですね。行政は住民の皆さん方の話し合いの中で

も、リンクはしないとおっしゃってます。住民は

リンクするというふうにおっしゃってるんですが、

私から見ても、どうしてもリンクせざるを得ない

わけです。というのは、これは整理しなければい

けないのは、さきにも言いましたように、今まで

行ってきた行政の整理がされんままに今日に至っ

てるわけですから、僕も１回目、２回目、今質問

しましたけども、そのことに対してでも答えてい

ただいてないんですよ。その整理がされてないか

らこんなことが起こってくるというふうに思うん

です。

ですから、ここで絶対答弁をいただきたいのは、

首長がかわったときに、大分前に市長には聞きま

したけどね。首長がかわって政策転換したときに、

市民への説明をどうするんだということの答弁は

いただきましたけども、ここでやっぱりもう一度

改めて基本的なスタイルと、泉南市としてやって

きた事実ですね。ここを明確にしていただきたい

んです。以前には市長の基本的な考え、首長がか

わったときの考え方というのは答弁いただいてお

ります。今、私が求めてるのは、泉南市としてや

ってきた事実です。そのことを聞いてるんですけ

ど、１回目も２回目も質問さしてもらいましたけ

ど、答えていただいてないんです。改めてきちっ

と答えていただきたいというふうに思います。

それと、これは当然その答えいかんにもよるん

ですけども、従前のそういった経過があれば、公

営住宅法が仮に収入をベースとして賦課をするよ

うになったんですけども、過去の経過としてこう

いうような払い下げなりそういった行政事務が執

行してきた案件について、法律が変わったとして

も、仮に変わったとして、新しい住宅家賃として

賦課されても、特例措置というのは僕はあってし

かるべきだというふうに思うんです。そこなんで

すよね。

ですから、今回の代表質問の中でも、私は首長

の姿勢として行政の長ですか、政治家ですかとい

うようなことの聞き方もさしていただきました。

向井市長は、あくまで行政の長であって政治家で

あるというようなお答えでありましたけれども、



私はほんとに向井さんが男になってもらえるなら

ば、一審でああいった判決が出た後にでも、ここ

は払い下げをするというような政治的な判断をぜ

ひともしていただきたかったというのが本当の私

の思いなんですが、そのことはかなわなかったわ

けでございます。

ただ、そういったチャンスというのは、今後も

局面としてはあるというふうに思っております。

その辺、改めて市長として、これまでにも十分に

いろいろ考えられてきたというふうに思います。

平島市長の引き継ぎを受けたという事実もあろう

かというふうに思うんですが、もう一個前に戻っ

ていただいて、泉南市が長い間住宅政策として住

民を巻き込んで引きずってきた、このことについ

て重きを置いていただいたら判断というのは変わ

るんではないのかなというふうに思うんですが、

どうでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 政策転換をする場合の説明

ということでございますけども、私の場合は、前

市長のときからこれに直接携わってたわけではご

ざいません。最後の方は携わりましたけども、そ

の話し合いの過程からいきますと、市の姿勢とい

うのは建てかえであったというふうに思っており

ます。そして、マスタープランでございますから

――ですからその延長線上で国の施策として公営

住宅のあり方を考える１つのマスタープランづく

りというのが全国的にできてきたわけでございま

す。

マスタープランというのは、全体の、どうある

べきかということを示すということでございます

から、当然それをやって成果ができたという中で

説明をしていくという、我々はそういう考えをし

ておったわけですが、入居者の皆さんはもうその

前にというのが主張でございましたんで、その辺

に若干の考え方の違いはあったかというように思

いますが、通常我々行政施策を推進する場合に、

一定の自分の考えを持っておらないと何もできま

せんので、で、いかがでしょうかという話に持っ

ていくということでございますから、それをやろ

うとしてたところに皆さん方から御指摘があった

ということでございますので、ちょっと我々も戸

－３３２－

惑ったというのがありますけれども、そういう考

えで、決してそれをおろそかにするとか、そうい

う気持ちではございませんでした。

それと、払い下げか建てかえかというのは、先

ほども申し上げましたように、どちらでもいいか

ら結論を出してくれと言ったときに、私は一定の

決着をしたというふうに考えております。それは

なぜかといいますと、それまでは代表者の方とお

話をしておりまして、代表者の方にその結論を申

し上げたところ、代表者の方々は、我々ではこれ

は荷が重過ぎる、全員に説明をしてくれというこ

とで、改めて約１００人ぐらいでしたかね、水道

庁舎の３階で説明をさせていただきました。

ですから、それはそれで方針としては建てかえ

という方針で決着したというふうに私は思ってお

ります。ただ、それは建てかえについてのいろん

な条件はあるだろうなというのは思っておりまし

たけども、しかしその後も入居者の皆さんは払い

下げをずっと主張をされておられるということで

ございます。

したがって、この問題については、先ほども話

し合いという話もございましたけども、建てかえ

でもいいという話があるじゃないかという話もあ

りますけれども、それはきっちりと入居者の皆さ

んもそういう方向転換をするんだということを明

言していただかないと、なかなかそれに対して具

体の中身に入りにくいというふうに考えておりま

す。

○議長（角谷英男君） 皆さんにちょっとお聞きし

ますが、この議案に関して質問ある方、恐れ入り

ます挙手を願いたいと思います。（挙手する者あ

り）

現在、議案第１３号に対する質疑の途中であり、

本日の日程は全部終了に至っておりませんが、本

日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明３日午

前１０時から本会議を継続開議いたしたいと思い

ます。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

３日午前１０時から本会議を継続開議することに



決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後５時２分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 角 谷 英 男

大阪府泉南市議会議員 北 出 寧 啓

大阪府泉南市議会議員 稲 留 照 雄
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