
午前１０時１分 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３回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

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２、前回の議事を継続し、一般質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、１８番 成田政彦君の質問を許可

いたします。成田君。

○１８番（成田政彦君） おはようございます。日

本共産党の泉南市会議員の成田政彦です。

さて、あの悲惨きわまりない米中枢同時テロが

起きて１年が過ぎました。私は、テロで亡くなら

れた３，０００名以上の方に改めて御冥福を祈ると

ともに、二度とこのようなことはないことを願う

ものであります。

しかし、その後の世界の状況はどうでしょうか。

ブッシュ米大統領は、対テロ戦争で必要なら自衛

のために先制攻撃もあり得ると宣言し、イラク攻

撃などの必要性を強調しています。国連憲章では、

侵略された際の自衛攻撃以外には各国による武力

攻撃も禁止しています。ブッシュ政権のイラク攻

撃に対しては、かつて湾岸戦争に参加したフラン

スやドイツでさえ反対し、厳しい批判をしていま

す。アメリカ言いなりの小泉首相とはえらい違い

です。

イラク攻撃は、イスラエルを含む中東全体、そ

して全世界に不安をもたらし、目には目という悪

循環をもたらすものとなります。イラク問題は、

世界平和を守るため、アメリカの暴走を許さず、

国連を通じて解決するものであります。

さて、国内では９月１７日、小泉首相が北朝鮮

を訪問し、金正日総書記と国交正常化交渉をする

ことで合意しました。同時に、日本は過去の植民

地支配について反省し、謝罪し、北朝鮮側は今ま
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で認めていなかった拉致事件について認め、謝罪

しました。

日本共産党は、従来から北朝鮮に対しては今ま

で国交正常化がなかったため、ミサイル、拉致問

題、過去の清算などで交渉する機会はなく、危険

な関係であったとして、早急に国交正常化をして、

交渉で問題の解決に当たるという立場を明確にし

てきました。この点において、多くの点で立場が

違う小泉首相の北朝鮮訪問は歓迎するものであり

ます。

しかし、拉致問題に対しては痛ましい限りであ

り、家族の方の悲しみには耐えがたいものがあり

ます。国家犯罪であり、許されるべき行為ではあ

りません。厳しく抗議するとともに、拉致問題を

完全に解決するために関係者の謝罪、被害者への

謝罪と補償、家族への真相の公開、また今不明者

となっている拉致被害者に対して、一日も早く真

相を明らかにする必要があります。早急に北朝鮮

と交渉することによって解決することが必要です。

今、国交正常化は早過ぎるという批判もありま

すが、そうならば拉致問題の再発防止、真相解明、

責任問題について、北朝鮮との間でどのようにし

て解決できるでしょうか。制裁で門戸を閉ざした

ならば、一体どんな展望があるのでしょうか。日

朝関係を敵対から友好に転換する努力が必要であ

るのではないでしょうか。日本共産党は、道理に

かなったときはアジアと世界の平和という大きな

観点の立場に立って、政府に協力すべきときは協

力するのは当たり前ではないでしょうか。

さらに今、国内経済状況は依然として厳しい状

況にあります。民間調査機関の調査でも、８月の

企業倒産の９９．６％は中小企業であり、消費動向

も日本百貨店協会の発表で９カ月連続マイナスで

あります。それにもかかわらず、自・公・保政権

はことしの１０月から来年度にかけて、社会保障

分野だけで医療、介護保険の値上げなどを含めて

３兆２，４００億円の負担を国民に押しつけようと

しています。

さらに、公務員の賃下げを初め、住民税、所得

税の廃止もしようとしています。このままではデ

フレと不景気の中で国民生活はひどくなるでしょ

う。もはや自・公・保政権では国民生活を改善で



きないことは明らかです。日本共産党は、他の協

力できる野党と一緒になって、日本の政治を国民

本位に変えるために奮闘する決意であります。

市政においても、この厳しい市民生活の防波堤

として、市民の暮らしと命を守ることが一層求め

られております。

私は、大綱７点について質問します。

大綱第１点は、関西国際空港問題についてであ

ります。

今月４日の産経新聞は、関空のことしの発着便

数や利用客は、米中枢同時テロや成田空港の新滑

走路開設などの影響で大幅にダウン、２期事業の

整備に対しても厳しい風が吹きつけており、その

打開がないまま９年目に入ると報道されました。

関空会社の２００２年度３月期決算では、テロ

による航空収入の落ち込みもあって、経常損益は

１６９億円の赤字となり、前年度の１５７億円よ

りさらに悪化しました。さらに国土交通省は、６

月には関空の需要予測を大幅修正し、第２滑走路

の供用開始予定の２００７年の関空発着回数を当

初の１６万回を１３万６，０００回に訂正すると、

関空の利用状況についても厳しい予測を発表しま

した。さらに国交省は、６月につくられた関空の

全体構想宣伝パンフから「世界ハブ空港」という

言葉を削りました。

最新の利用状況では、７月発着回数は前年度比、

旅客数は２０％減、約１４７万人減となっていま

す。関空はこのまま利用状況が改善されないと、

２期滑走路の運用延期の声が国交省初め財務省か

ら出てくるのは必至です。

そこでお伺いしますが、関空会社赤字問題、上

下分離及び２期工事の見通しについてお伺いした

いと思います。

大綱第２点目は、住基ネットについてでありま

す。

８月より住基ネットシステムが一部起動してい

ますが、この住基ネットについては当初から疑問

が寄せられていました。全国システムの初期投資

に４００億円、毎年の運用経費は２００億円と言

われています。住民基本台帳で行う行政事務の効

率化や住民サービスの向上という効果だけでは、

これほどの莫大な投資と運用経費は見合うもので
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はありません。むしろ、他にねらいがあると考え

た方が理解しやすいのではないでしょうか。

それは、高度な情報技術によって国民一人一人

の情報を国家が掌握することができるシステムを

構築することであります。電子市役所とかいいま

すが、とりあえず利便性のための全国ネットワー

ク、国民総背番号制が実施されたならば、本人の

意思にかかわりなく強制的に番号をつけられ、社

会が利用するシステムができ上がります。電子社

会の利便性を享受するか否かは、個人が選択でき

るものでなくてはなりません。

そこで、住基ネット開始後、市民から苦情はな

かったのか、また厳重にセキュリティーは守られ

ているのか、お伺いしたいと思います。

大綱３点目は、３住宅払い下げ問題であります。

２００２年９月１１日、市と３住宅住民の代表

は話し合いの結果、住民は市に対して７カ月分の

暫定家賃を支払うことになりましたが、その話し

合いの経過と今後の市として３住宅払い下げ問題

についてどのようにされるのか、お伺いしたいと

思います。

大綱第４点目は、コミュニティバスの改善につ

いてであります。

６月議会では、停留所の案内板の改善など具体

的な要望をしたが、いまだ何ら手を打ってない。

既に２月より運行して７カ月になっています。全

国で最も進んでる東京都武蔵野市では、絶えず利

用者の立場に立って見直し、より便利なバスへと

改善しています。

共産党議員団では、コミュニティバス利用者に

対するアンケート調査を実施しました。協力され

た利用者に対しては大変ありがとうございます。

日本共産党議員団は、４つの路線、１６便すべて

アンケート調査をして、利用者の３人に１人から

回答をいただきました。

調査したコミュニティバスについては、ほとん

どの方が喜ばれ、利用者の６０％以上の人が毎日

もしくは二、三日に１回利用するということがわ

かりました。そして、高齢者の人にとって便利に

なったという声が圧倒的であります。

この結果を見るならば、コミュニティバスをも

っと便利に改善すれば、もっと市民の方が利用し



て喜ばれるでしょう。来年２月までに改善するの

でなく、できることから改善すべきではないでし

ょうか、市の対応をお伺いしたいと思います。

大綱第５点目は、砂川樫井線の進捗状況につい

てお伺いしたいと思います。

大綱第６点目は、りんくうタウンの防潮堤撤去

及びその後の整備についてお伺いしたいと思いま

す。

大綱第７点目の１は、西信達地区都市計画公園

についてお伺いしたいと思います。その２は、老

朽化した岡田地区老人集会場についての改修計画

はあるのか、お伺いしたいと思います。

以上であります。

○議長（角谷英男君） ただいまの成田議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方からは、市営３住宅

についての話し合いの経過と今後の対応というこ

とについて御答弁を申し上げたいと思います。

去る９月９日午前１１時３０分ごろ、議長より

話をしたいことがあるのでという申し出をいただ

きました。そのとき来客中でございましたので、

少しおくれて私の方から伺うということで議長室

へ参りました。正副議長がおられまして、その中

に３団地の代表の方が来られておりました。

その中で、議長さんにお願いされたというのは、

３住宅の代表の方はこの家賃問題について市長と

話し合いたいので、その場を持ってほしいという

依頼に来られたということでございまして、私が

そちらへ行ったものですから、ちょうど面会のよ

うな形になったわけでございます。

その中で、９月に上程を予定しておりました家

賃訴訟について、できるならば上程をしないよう

にしていただきたいというお話がございまして、

私といたしましては時効が間近に来るという中で

はそういうことはできないということをお話しし

たわけでございます。

その中で代表者の方からは、それについては我

々も一定の考え方を持っているということでござ

いまして、それをもとに面会をしたいと、こうい

うことでございました。私の方も、前向きな話で

あれば当然お会いするということを申し上げまし

て、日時をその場で決めたわけでございまして、
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１日置いた９月１１日午前９時半から市の応接室

でお会いするということにいたしました。

その際、入居者からはできれば正副議長さんも

立ち会ってほしいという要請がございまして、正

副議長さんもそういう要請であればということで

立ち会うと、ただし発言は控えると、こういうこ

とでその場は終わったわけでございます。

９月１１日に市役所の会議室でお会いをさせて

いただきました。私どもは、私と上林助役、それ

から楠本都市整備部長、木岡施設管理課長、それ

と西本秘書課長でございます。住民側からは５名

の代表の方、それから議会からは正副議長さん、

それと事務局長さんということでございました。

その中でまず家賃問題について、上程しないで

ほしいということでございましたけれども、これ

について考え方を聞かせてほしいということでご

ざいまして、その中で入居者の方々からは上程を

見送ってほしいと。その家賃については我々とし

ても時効になるということについては本意ではな

いというお話がございまして、できれば一定分を

納めたいと、こういう話がございました。

その後いろいろ議論いたしまして、私とすれば

できれば供託している額すべてを入れていただき

たいということも申し上げたわけでございますが、

時間的な余裕もないということもございまして、

当面暫定家賃――平成９年の７カ月分ですね、こ

れについて入れたいというお話がございました。

その理由といたしましては、従来からの均一家

賃でございまして、この改正暫定家賃も均一とい

うことがございまして、それ以降１０年度からは

公営住宅法に基づきました所得に応じた家賃とい

うことで、それぞれ違う家賃になってきますので、

非常に煩雑だということもございまして、当面均

一料金をお支払いしたいと、こういう話がござい

ました。

いつまでに入れていただけるのかというお話を

したら、９月中に入れたいと、こういうお話でご

ざいましたので、それならば時効――当面１１月

の初めに参ります時効については７カ月ほど先に

なるということも踏まえまして、今緊急に上程す

るということについては我々の方としても差し控

えると、こういうふうにいたしたところでござい



ます。

それとあわせて、今後じゃ本来の問題解決に向

けてどのような考えかということについてお聞き

しましたら、皆さん方におかれましては払い下げ

にはこだわらないと。他の方法についても話し合

う気持ちは十分あると、こういうことでございま

した。私の方からは、大上段に構えての払い下げ

というのは難しいということを申し上げました。

そういう中で、じゃ今後建てかえあるいはその

他のいい方法があるのかどうか、これについてお

互いに誠意を持って話し合いをしていきましょう

ということになったわけでございます。その中で

は、過去のいろんないきさつがございますけども、

それをまた取り上げていきますと前へなかなか進

まないということもありまして、それはそれとし

て、今後前を向いた、解決に向けた話をしていき

ましょうということで合意をいたしたところでご

ざいます。暫定家賃７カ月入れていただいたとい

うことがございますんで、できるだけその間に精

力的にお話し合いをして、そしてお互いに合意で

きる接点を見出していこうと、こういう方向にな

った次第でございます。

したがいまして、今回はそういう意味ではまた

新たなスタートになったのではないかと。いわゆ

る訴訟前に双方がお互いの立場の壁を離れてとい

うことがございましたけども、そういう状況にな

ったというふうに思っております。

今後は、精力的にお話し合いを進めてまいりた

いというふうに思います。なかなか長い歴史もご

ざいますし、問題解決に向けてもいろんなハード

ルもあるというふうには思いますが、それは忌憚

のない意見交換の中で、話し合いの中で胸襟を開

いて、行きつ戻りつ、あるいは試行錯誤もあると

いうふうには思いますが、解決に向けて全力で取

り組んでいきたいというふうに考えております。

したがいまして、先般のお話し合いにつきまし

ては正副議長さんの大変なお力もいただいたわけ

でございますけれども、これからは我々当事者間

ですね――当面当事者間、誠意を持って前を向い

て話し合いを進めていきたいと、このように考え

ております。

○議長（角谷英男君） 梶本総務部参事。
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○総務部参事（梶本敏秀君） それでは、私の方か

ら成田議員の空港問題についてお答えさしていた

だきたいと思います。

まず、１点目でございますけれども、先ほど成

田議員御指摘のとおり、関空を取り巻く厳しい状

況でございます。このような中で２期事業はこの

ままできるんかという御質問であったかなという

ふうに思います。昨日も島原議員さんへお答えさ

していただきましたとおり、やはり我々今客観的

に判断できることといたしましては、先般発表さ

れました関西国際空港事業に係る１５年度の概算

要求の中で、当然２期事業を２００７年に完成さ

すという目的を持った要求をされてるということ

でございます。これが１点。

それから、先般発表されました交通政策審議会

航空分科会の方の中間取りまとめの中ででも、関

西の方のこれからの需要に対応できるのは関西国

際空港であると。だから早期に平行滑走路供用を

進めなければならないという形で、これも明言さ

れてます。文書を出されております。ですから、

我々の方としてはこれらのことが確実に履行され

るということを願っているわけでございます。

それと、この関西国際空港がやはり国際拠点空

港として機能を発揮する。このためにはぜひとも

２本の滑走路というのが必要であるという根底に

基づきまして、この辺の形で何とかいろいろ努力

してまいりたいと思ってます。一番大きな山場は、

やっぱり年末にあります財務省の査定、これが大

きなポイントではないかと思いますので、このあ

たりも注意深く見守ってまいりたい、このように

考えておるところでございます。

それからもう１点、財政問題の中で、それの解

消策ということではないんでしょうけども、上下

分離という方式が今出されております。

上下分離につきましてちょっとご説明さしてい

ただきます。この方法は、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、空港ごとに

管理・運営に当たる上物法人に分離して、上物法

人は下物法人に使用料を払い、下物法人が負債を

返済する方法で行っていこうと。それで、関西、

成田、中部空港を対象としておりますということ

です。



それで、これも先ほど発表されました交通政策

審議会航空部会の中間取りまとめでも明記されて

おります。こんな形です。国際拠点空港の経営の

完全民営化を目指すことが適切であるとの観点に

立ち、早期完全民営化の実現の可能性、財務状況

の予測の比較、災害時の対応等から空港の整備と

管理・運営を行う主体を分け、管理・運営主体の

完全民営化を図る上下分離方式が現実的で適切と

整理した上で……（成田政彦君「それはわかっと

るねん。だから、上下分離に対して今どうなっと

るんやと聞いとる」と呼ぶ）ですから、今がこの

部分がその中間取りまとめで出されてる国の考え

方ということでございますんで、ちょっと御説明

させてもらいます。

そういう形で表記されておりまして、今後運営

主体、地元自治体、最終取りまとめに向けて検討

を進めるということになっております。ですから、

これが今年末に最終取りまとめということで出て

まいりますので、その時点でどんな形になってい

くかということがございます。

ただ、この上下分離方式といいますのは、関西

国際空港の経営基盤の強化、これに資するという

観点を持っておりますので、本市としてもこの辺

の支持をしてまいりたい、このように考えており

ますので、どうぞよろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私の方からは、

住基ネットワークとコミバスについて御答弁を申

し上げます。

稼働状況につきましては、ハード面につきまし

ては現在まで機器等のトラブルは生じておりませ

ん。市民対応につきましては、今回の住基ネット

内容等につきまして御説明をさしていただき、御

理解をお願いをしてきたところでございます。ま

た、御質問の苦情等につきましては、過日の上山

議員さんにも御答弁さしてもらいましたように、

稼働に伴う内容等、また横浜、杉並のようになぜ

しなかったかというふうな苦情がございました。

続きまして、市のネットへの認識でございます

が、改正住民基本台帳法が平成１１年８月に成立

し、公布の日から３年を超えない範囲において政

令で定める日から施行することとなっており、８
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月５日より稼働を開始しております。

今回の住基ネットにつきましては、本人確認情

報の提供を受けた行政機関は、法律で規定されて

いる事務処理以外の目的のために利用してはなら

ないと規定されており、行政機関相互間での住民

票コードの利用や名寄せは一切禁止をされており、

また市区町村、都道府県、国等の操作者に守秘義

務を課し、通常より重い罰則を科しておるとこで

ございます。また、セキュリティー面におきまし

てはデータを外部に送信する際にはコンピュータ

ーに仕組まれた耐ダンパー装置により、外部と遮

断された状態で送信されるデータが暗号化され、

データが送信される前に通信相手となるコンピュ

ーターとの相互認証の確認ができた後、お互いの

コンピューターが初めて通信が可能となっており

ます。万が一不正侵入が検知された場合は、住民

基本台帳ネットワークシステムの緊急時対応とし

て、個人情報の保護が最優先されまして、ネット

ワークの通信が停止する仕組みになっております。

このように、住民基本台帳ネットワークシステ

ムには万全のセキュリティー対策が講じられると

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、コミュニティバスについての御答

弁を申し上げます。

去る平成１４年２月１日に運行開始している泉

南コミュニティバスは、「さわやかバス」という

愛称も決まりまして、現在１日当たり約２６０人

の方々に御利用いただいており、市民の皆様、特

に高齢者の方々から外出の機会がふえたとの声が

多数寄せられているところでございます。

さて、御質問のあった案内板の改善についてで

ございますが、現在作業をしていますが、市内ほ

とんどの区域で循環をしておりますので、それを

縮小すると大変見づらいこともございまして、工

夫をしている状況でございます。バスの運行の改

善状況といたしましては、現在新停留所の設置の

検討、ルートの検討をいたしております。

逆コースの設定も含めまして、今の運行便数を

ふやすとなると、バスそのものの台数をふやす必

要性が生じ、どうしても運行に要する経費的な問

題が生じてまいります。さきの議会でも御答弁を



申し上げておりますとおり、１年間の試行期間を

設けており、その中で運行状況や実績も考慮し、

先ほどの増便の件も含め、財政面からの検討も含

めまして、よりよい公共交通システムづくりを進

めるべく検討してまいりたいと考えてるところで

ございますので、よろしく御理解のほどお願い申

し上げます。

○議長（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３点お

答えさしていただきます。

まず、砂川樫井線の進捗状況についてお答えさ

していただきます。

まず、用地取得の進捗状況でございますが、和

泉砂川駅から一丘団地に至る事業認可区間１，４９

８メーターのうち、長年の懸案でございました大

型工場の補償問題が平成１１年に解決し、未買収

地につきましては数件を残すという状況でござい

ます。現在、未買収につきましては鋭意交渉を行

ってきておりますが、解決するに至っておらない

のが現状でございます。

また、工事の進捗状況につきましては、平成８

年度より土地買収済みの区間につきまして年次的

に取り組んできておりまして、本年度としまして

は来年度から予定しております尋春橋のかけかえ

の関係もございまして、本橋付近より一丘団地に

向けて約１７０メーターの工事を行うこととして

おります。

今後とも、用地買収に重点を置きまして事業進

捗が図れますよう取り組んでまいりますとともに、

目標年度の平成１６年度完成を目指してまいりた

いと考えております。

続きまして、りんくうタウンの防潮堤の撤去と

整備につきましてお答えいたします。

防潮堤の撤去につきましては、大阪府企業局に

おきまして平成１２年度より事業を実施しており

まして、昨年度までの撤去済み延長は岡田地区で

約９００メートルとなってございます。また、本

年度の事業としましては、樽井男里線を挟んで和

歌山側１００メートル、大阪側２００メートルの

撤去が予定されております。

大阪府企業局としましては、残区間につきまし

ては地元の意向を踏まえ、本市と協議しながら撤
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去を順次進めていくということになってございま

す。また、撤去後におきましては幅員７メートル

の生活道路として本市で拡幅整備を行っておりま

して、既に２６０メートルが岡田地区で完成して

おりまして、本年度引き続いて４８０メートルの

整備を予定しているところでございます。

また、大阪府企業局におきましては、本年度よ

り拡幅整備が完了している区間、岡田旧漁港から

りんくう南浜３号公園付近までの２６０メートル

につきまして緑地帯――幅１５メートルでござい

ますが、この整備を行うための測量設計と植栽の

ための一部工事を予定していると、このように聞

いております。今後とも、大阪府企業局に対しま

して早期に整備が図れるよう働きかけてまいりた

いと考えております。

続きまして、西信達地域の公園の問題につきま

してお答えさしていただきます。

西信達地域の公園の整備方針につきましては、

泉南市都市計画に関する基本方針におきまして、

都市計画公園として街区公園５カ所、近隣公園１

カ所及び地区公園の整備の検討を行っていくこと

として位置づけされております。現在、西信達地

域に都市計画公園が計画されていない現状にある

ため、特に都市計画公園の整備を行っていく必要

がある地域と認識しております。

公園の都市計画決定、整備に関する具体的な時

期、規模、位置等につきましては現在のところ確

定しておりませんが、本年度に緑地の保全及び緑

化の推進に関する基本計画、いわゆる緑の基本計

画の策定を予定しておりますので、泉南市全体の

緑地に関する施策や緑地の配置方針等の中で西信

達地域の公園整備につきまして検討を進めてまい

りたいと考えております。

以上でございます。

○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） 私

の方から、西信達地区老人集会場の改修について

御答弁申し上げます。

老人集会場につきましては、地域の高齢者や老

人クラブ会員の方々に生きがいづくりの拠点施設

として活用されてございます。市内には、現在西

信達老人集会場を含め２５カ所の老人集会場がご



ざいますが、多くの施設について老朽化が進んで

いる現状がございます。私どもといたしましても、

施設の維持、保全のための修繕、改修について、

その必要性につきましては強く認識いたしている

ところでございますが、御承知のように市の財政

状況が厳しく、現状的には緊急な修理対応しかで

きていないのが実情でございます。

今後とも、健康福祉部といたしましてもより一

層の予算の確保に努め、地域の高齢者の皆様方が

快適に御利用できるよう最大限改善に努めてまい

りたいと考えておりますので、よろしく御理解の

ほどお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 時間がないので、端的に

お伺いします。

まず、空港問題なんですけど、関空をめぐる状

況は非常に厳しいということで、きょうの毎日新

聞でも、関空救済策に批判ということで、上下分

離法案を批判した文章が載っとるんですけど、こ

れと大阪府もこの間の新聞にはりんくうタウンの

いわゆる赤字の問題が報道されとったんですけど、

大阪府のりんくうタウンにおける状況は悲惨な結

果で、それが大阪府の赤字の足を引っ張っとると

いうことまで言われとる現状なんですけど、そう

いう中で今大きな問題になってきとるのはカジノ

構想であります。

私は、先般空港特別委員会で市長がカジノ構想

に対して肯定とも言えるような、否定もしない、

そういう発言をお伺いいたしました。この問題に

ついては、近畿の知事の中からも兵庫県の知事な

どは完全に反対なんですけど、全国的には福島県

の知事もこれに反対ということで、意見が分かれ

てます。そういう点で、私はパチンコとかそうい

うものとは、カジノというのは極めて賭博性が強

いし、刑法でも賭博に当たるために完全に禁止さ

れております。それで、暴力団をどう排除するの

か、脱税の温床にならないか、解決する問題は極

めて大きいと。特に、神戸の知事は、絶対反対だ、

子供たちの倫理観、正義感が衰える中で、地域振

興だからといってつくるのか、そこまで落ちぶれ

たくはないと、兵庫県の井戸知事がカジノ構想に
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反対しました。

そういう点で、今日の青少年の状況、単に貧す

れば鈍するということで、金がないからカジノに

という考えでは、私は為政者としてはちょっと問

題があるんじゃないかと思うんですけど、市長は

このカジノの問題について、道徳性、倫理性――

そしてかつて馬券売り場を岡田地区につくるとき

は住民が反対して、これはとんざしました。そう

いう点から感じると、このカジノをりんくうタウ

ンに特区として構想するというのは、極めて問題

があるんじゃないかという気が私はします。そう

いう点について、市長は道徳性の問題、公共性の

問題についてどのように考えてるのか、お伺いし

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） 御質問はりんくうタウンの

活性化ですね。これの一環として、大阪府の方で

は経済特区を提唱されているわけでございます。

この経済特区は、大阪市内と、それから空港本島、

それとりんくうタウンという形で現在提案をされ

ておられます。経済特区といいましても、規制緩

和が主なものでございますけども、そういうこと

を考えておられます。ですから、特区指定につい

ては私は基本的には賛成の立場でございます。

その中で、カジノの問題は、知事がカジノの誘

致といいますか、そういうことを言っておられる

わけでございます。ただ、カジノにつきましては

現在法的に日本ではできないことになっておりま

すから、現時点ではできないと、こういうことで

ございます。

世界的に見ますと、合法化されてるところは１

１６カ国ぐらいございます。それと、合法化を検

討しておりますのは中国とか台湾とかタイとかベ

トナムとかインドネシアとか、こういうところが

検討されていると。合法化されていないところは

日本、我が国とかノルウェーとかブラジルとかア

イルランド等７９カ国ということでございます。

ですから、まだまだこの日本には当然ないわけ

でございますから、このカジノというものはいか

なるものか、あるいはどういう地元あるいは自治

体にとってプラス効果があるのか、あるいはマイ

ナス効果があるのか、あるいは市民レベルから見



てはどうかといういろんなことがまだ十分わかっ

ておらないわけでございます。

したがって、今の段階でこれを賛成するとか反

対するとか、そういう段階ではないということを

この前の空港問題対策特別委員会で質問がありま

したのでお答えをしたところでございます。まだ

まだ十分日本ではこのカジノそのものがわかって

おりませんし、私自身も十分理解はできておりま

せんので、今の段階で賛否を言うというものでは

ないというふうに考えております。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） いや、そらもう市長ね、

完全に避けてますわ、本質論を。基本的にはりん

くうタウンの大阪府がつくった事業費４，９００億

つぎ込んだ開発が府財政を縛ってる、こういう基

本的なこういう失敗から、貧すれば鈍するという

考えからこのカジノ構想が出てきたんです。

私は、もちろんそれは大きな問題なんですけど、

これはそうじゃなくて、日本の刑法ではカジノは

明らかに賭博ということをきちっと法律で限定し

とると。そのことについて賭博性があるので、は

っきり刑法では賭博性があると認めとるんですか

ら、そういう点について道徳的に公共的にこれは

どうだということを私は聞いとるんです。兵庫県

の知事ははっきり絶対反対だ、子供たちの倫理観、

正義感から考えたら問題だという、兵庫県の知事

は経済的な問題でとらえるんじゃなくて、絶対子

供たちの倫理観とか正義感、こういう中で地域振

興だからと、そういう問題を明確にとらえとる。

市長は単に経済的問題でこの問題をとらえるの

か。私は今、確かに青少年の倫理観、そういうも

のが衰えとるし、大変な状況です。そういう点で、

こういう刑法で賭博と明確に位置づけとるものを

社会的に、公共的にどうや。賭博性があると。だ

からもう一遍市長に、このカジノは賭博性はない

んですか、それを最後に聞きます。賭博性はない

んですか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そら当然あると思います。

ですから、今日本ではそれはできないということ

になってるわけですね。ですから、現行法ではで

きないと、こういうことですから、東京都なんか
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は提唱されておられますけども、もしやるとなれ

ば、それは法改正なり何なり、法律を定める必要

があるということでございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 公共性の問題とか、それ

から倫理観の問題とか、そういう問題には全く触

れられておりません。私は、為政者としてやっぱ

り問題な発言だと思います。

次に、コミュニティバスの問題でお伺いします。

コミュニティバスについては、僕はちょっとア

ンケートで驚いたのは、僕は南海バスが一丘団地

コースを廃止したとき、かなり南海バスについて

は意見があったんですけど、乗った人からのアン

ケートを見ると、運転手の方は非常に親切やと。

高齢者に対しても非常に親切だという意見があり

ました。そういう点はちょっとコミュニティバス

の市の関係者は、そういう南海バスの運転手さん

には感謝の声が多いということはちょっと伝えと

いてください。これはアンケートの結果でありま

す。

それを踏まえて、コミュニティバスの特徴とい

うのは、これは全国的にそうなんですけど、私は

この間のアンケート、市が言うたように毎日大体

２４０前後ですけど、この間金曜日、１３日は２

７０何人乗っておりました。それで、アンケート

は８１ですから、約３分の１返ってきたんですけ

ど、これを読みますと、もうほんまに乗っとる人

の声が感情こもって伝わってきます。コミュニテ

ィバスを実行してよかったなと、これは率直な意

見であります。

そういう点に立って、現状でどういうようなコ

ミュニティバスのスケッチになるかというと、大

体８０％以上が６０歳以上の方。それも女性が大

体８０％乗っておられると。そして通院、買い物、

そして利用が大きいのは中回りが４０％です。山

回り、南回り、北回り――北回りは実に１０％し

か使ってないと、こういうコースによって利用率

が全然違うということも明らかになりました。

それで、また感心したことは、リピートですね。

毎日同じバスに乗る人、大体毎日から１日乗る人

が６０％。だから、あのバスを定期的に使ってお

る人が非常に多いということもわかりました。そ



の次に多かったのは、運行数をふやしてほしいと。

１日６便から８便。それから、朝夕を延長してほ

しいと。

最後に、コミュニティバスでは市民の皆さんの

力で育てるもんじゃないかという意思を問うたと

ころ、そうであると。やっぱり、交通の便をする

には市民の皆さんの力で育てるべきであると。こ

れが長続きする。これは三重県の鈴鹿のバスもそ

うなんですけど、やっぱり市民が育てていくバス

であるということが言われました。

それでちょっとお伺いしたいんですけど、この

膨大な、後でこれは市の方に対してもこのアンケ

ートはコピーをとってこういうことだと言いたい

んですけど、１つここで言われとるのは、回数券

を発行してほしいと、こういう意見がありました。

そして、最も利用されとるのは中回りコースで

あります。僕はやっぱり、これ差別ではないんで

すけど、やっぱり旧市街地の人は余りコミュニテ

ィバスを利用してないということがよくわかりま

す。これは便利とかそういう意味でなくて、やは

り山手の人たちの方がコミュニティバスの６割は

利用しとるということで、中回り、北、南回りに

ついては路線を考える必要が、要するに今の路線

よりもっと路線を考える必要があるんじゃないか

と。特に中回りについては非常に大きい意見があ

りました。圧倒的に多かったのは、新家公民館前

にとめてほしいという意見であります。

それから、バスが出発して、福祉センターと樽

井の間にバス停がないと。これをつくってほしい

と。それから、先ほど言いました逆コースをつく

ってほしいということであります。

その点で、早急に、回数券の発行なんて別に難

しいことでもないし、中回りのコース設定という

のは非常に難しいと私は思うんです。それから、

新家公民館は一番大きい要望でありました、ここ

にとめてほしいというのが。その点についてもど

うなのか、その点ちょっとお伺いしたいと思いま

す。

次に、コミュニティバスの件について、さっき

回答がありませんでした。ちょっと回答をしてく

ださい。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

－６９－

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 御質問の新家

公民館の停留所の新設の件につきましては、現在

新設すべく警察との協議を行っているところでご

ざいますので、よろしくお願い申し上げます。

また、ほかの件につきましては、今あくまでも

先ほども御答弁申し上げたように現在試行期間中

ということでございまして、要望を取りまとめま

して、よりよい公共交通システムをつくり上げた

いというふうに考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 全体的な要求として、個

別という意見もありましたけど、みんな市民の方

は回数券の問題が最も納得できる問題で、これは

普通どんなバス会社でも回数券というのはやって

ますし、こんなのは印刷したらできることだから、

これは別に多くの市民が喜ばれる、１０回券が１

１回券になるんですから、それはどこのバス会社

もやってるんですから、回数券なんかはこれ非常

にできる問題じゃないですか。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 回数券の発行

でございますが、現在既に割り引きを行っている

という状況もございまして、法的には陸運局から

の指示では、二重割引はぐあい悪いというふうな

指示をいただいておりますので、ということでご

ざいますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 次に、住基ネットについ

てお伺いしたいと思います。

住基ネットについては、これは新聞でもいろい

ろ問題になって、この間の朝日新聞の「オピニオ

ン」という「私の視点」ということで書かれとる

んですけど、住基ネットをめぐる議論の一番の問

題は、自己情報コントロール権によるプライバシ

ーの保護という重要な問題提起が中心的な問題で

あると。ところが、住基ネットは本人の意思にか

かわりなく個人情報を流通させており、自己情報

コントロール権を完全に無視したということで、

要するに自己決定権が奪われとるということと、

それからセキュリティーの安全性が確立されてな

いと。これが指摘されとります。



市の指摘されたやつでは、何件か自分で拒否す

る人とか、そういう人が出てきとるんですけど、

その点で安全性、セキュリティーについて、専用

回線の問題でもあるんですけど、この点について

は完全に保障されとるのか、ちょっとそれ聞きた

いんです。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） おっしゃると

おり、専用回線ということでございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） もう時間がありませんの

で、３住宅の問題についてお伺いします。

市長は、この問題については３住宅の方が払い

下げにはこだわらないと。払い下げは難しいが、

その他の方法については話し合いで解決を前向き

でしたいと。７カ月の家賃だから、来年３月です

ね。来年３月まで解決の方向でこの問題について

は話し合いしたいという答弁をしたんですけど、

これ３住宅の方は苦渋の選択が私はあったんだろ

うと思います。

長年にわたって払い下げ問題について、当然市

の不履行に対して厳しくこの問題を市に求めてき

たんですけど、苦渋の選択として払い下げにはこ

だわらないと、こういう感じだったんですけど、

私はちょっと市長にお伺いしたいんです。いわゆ

る話し合いで解決する、前を向いて話し合いで解

決するということなんですから、この間３住宅か

ら出された、これは裁判の問題なんですけど、い

わゆる訴えの追加的変更の申し立てということは、

内部は僕は読みませんけど、金銭的な問題がここ

に出ております。

解決の方法として、払い下げにはこだわらない

ということですから、金銭的な問題で解決する、

こういうこともあり得るのか。いやそうじゃない

と。それ以外もあるという、金額の問題もありま

すしね、いろいろあるんですけど、そういう金銭

的な解決もあり得るのかということをちょっとお

伺いしたいんです。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 根本的な解決の方法という

のは、何かいい方法はないかと。建てかえ、それ

と払い下げという両端があるとすればですね。払
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い下げにこだわらないと、こういうふうにおっし

ゃっていただいてるわけですから、我々の方も何

かその間でいい方法がないかということを模索も

していくということでございます。

今おっしゃいました件は、つい最近追加で訴訟

の提起をされたものでございますから、これはま

だこれからその裁判の中で話し合われていくもの

というふうに思いますので、ここでの答弁は差し

控えさせていただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） ３住宅の方も申し立ての

中で、金銭的な問題なんですけど、いわゆる所有

権移転問題、これを取り下げるということは、３

住宅の方は完全に丸裸になるし、自分自身の最も

大切なものを失うということになりますんで、こ

の問題というのは非常に、この申し立てに出た金

銭的な問題とは僕は表と裏の関係になると思うん

です。それを関係ないということは市長、あり得

ないと思うんですわ。これをおろして金銭、そう

いうことはないと思うんで、これは立てとるとい

うことは、やっぱり自分の主張が正しいというこ

とで僕は立てとると思います。

そういう点で、市長は今具体的には答えられな

いと言うんですけど、所有権移転訴訟で３住宅の

住民の皆さんが訴えの追加的変更を申し立てを行

って、わざわざ金銭的な問題も出しとるというこ

とで、３住宅住民の皆さんの思い、願い、非常に

苦渋の選択をしたんですけどね。それは市長にも

十分届いとると私は思うんです。

何がどうこれからどういうふうになる。それか

ら年齢的に――もうこれは高齢化になったり、待

ったなしという、こういう人道的な問題もあるし、

例えば小泉さんがやっぱり人道的に解決したとい

うこともあるんですけどね。やっぱりこれは時間

との問題が非常にあると僕は思うんです。そうい

う点で申し立てに出たんですけど、その点も十分

考慮した上で、３月までこの問題について市長は

前向きとおっしゃる。

過去のことについてはもう論議してもしような

いですから、前向きなことで論議して、話し合い

で一致点の中でやっていくということだろうと僕

は思いますわ。過去を蒸し返したって、また戻る



だけで、そういう点でどうなのか。人道的な問題、

それから金銭的な問題、これは市長ははっきり答

えられないけど、それも含めて、今後精力的に３

月まで、それも含めて結論ではないですよ。そう

いう考え方もあるということで、教育長の答弁み

たいなもんだけどね。そういう考え方もあるとい

う答弁なのか、その点ちょっとお伺いしたいと思

います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この前、前向いて解決に向

けてお互い話をしていきましょうということです

から、これからお互いにスタートを、これから新

たなまたスタートをするということでございます

から、いろんな忌憚のない御意見もいただけると

思いますし、我々は我々の考えも申し上げていき

たいというふうには思っております。ですから、

円満解決に向けて動き出したということでござい

ます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） そうすると、金銭的も含

めていろんな点を含めて、これは３月に向けて積

極的に解決したいというんだから、それは解決方

法が見つからない限り解決しませんので、そうい

う点で私はそういう金銭的視野も含めて解決の方

向は話し合いもあるだろうと思います。その点ど

うですか。何回も聞いていくわ。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） あなたは金銭的なというこ

とをおっしゃってますが、私はそこまでは言って

おりませんで、これからいろんな形で円満解決に

向けて話し合いをしていきましょうと、こういう

スタート地点に立ったということでございますの

で、御理解いただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） この３住宅の問題につい

ては、バックはしないと、もう前向きで進んでい

くということは、そのことは市長は言われました

ので、今後その点で前向きに、バックをしない、

そういう点で解決をしてほしいと思います。

次に、住基ネットでちょっと残ったんですけど

ね、安全性、セキュリティーの問題で、いわゆる

専用回線で当初の計画はＩＰＶＰＮという専用回
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線だったんですけど、今現状はどんな回線を使っ

とるんですか。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 現在しており

ます専用回線は、国際的な通信規約に基づくイン

ターネット・プロトコル・バーチャル・プライベ

ート・ネットワークが使用されてると聞いており

まして、この専用回線は一定の帯域でないと通信

ができない特殊なデジタル専用回線であるという

ふうに聞いております。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） これは正確に答えて。政

府は最初は専用回線としてＩＰＶＰＮというのを

使う予定だったそうですわ。しかし、今は仮の専

用回線ということで、そういう回線をつくってる

のが政府の話になっております。それで、本当に

安全的なセキュリティーが守られてるということ

はわかってますか。守られてるかどうか。本当に

完全な安全性がこれ守られとるというのは。その

点どうですか。いや、あなた方は一番専門の方だ

からね。正確にその点を把握してますか。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私も余り専門

的なことはわかりませんけども、安全性が確保さ

れてるというふうに聞いておりますので、よろし

くお願いします。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） それと、住基ネットの問

題です。今後、市の単独の費用というのはどれほ

ど毎年かかるのか、もう一遍ちょっとお伺いしま

す。市が単独でこの問題。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） １４年度につ

きましては９５０万程度、１５年度につきまして

は１，１００万程度……

○議長（角谷英男君） 以上で成田議員の質問を終

結いたします。

次に、８番 奥和田好吉君の質問を許可いたし

ます。奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） おはようございます。た

だいま議長のお許しを得ましたので、通告に従い

順次質問をさせていただきます。



暑い夏も過ぎ、秋風が気持ちよい季節となりま

した。きょう朝も６時ごろ、トントントンとみそ

汁の具を刻むような心地のよい音で目覚めて、熱

いみそ汁をすすってまいりました。秋といえば、

食欲の秋、スポーツの秋など、身も心も豊かな時

間がとれる季節でもあります。

昨年１２月、国の子ども読書活動推進基本計画

が施行されましたが、すべての子供があらゆる機

会に自主的に読書に親しめる環境整備のため、向

こう５年間の取り組みの基本的な方向性を示しま

した。国の子どもの読書活動の推進に関する基本

的な計画が２日に閣議決定されましたが、そこで

ブックスタート事業についてお伺いいたします。

乳幼児健診時に親子のペアに担当者が絵本を読

んであげた上で絵本を手渡し、親子が本と出会う

機会を提供するのがブックスタート制度でありま

す。子供と読書のかかわりは、乳幼児に母親が語

りかける言葉から始まります。その最初が大事だ

として始めたのがこの活動であります。

赤ちゃんの言葉が心をはぐくむためにたっぷり

と愛情を注ぐことや、だっこして優しく話しかけ

ることが大事だと思います。肌のぬくもりを感じ

ながらたくさんの言葉を聞くことが、赤ちゃんの

成長にとって不可欠な栄養素となるでしょう。そ

して、たくさんの言葉を持って感性豊かに成長し

ていくことは間違いないのではないでしょうか。

小さいときからごく自然に絵本が生活の中に入

り、親子で絵本の読み聞かせをすることが、子供

の成長と親子の生涯のきずなを確立するためのか

ぎであると言えるのではないでしょうか。ただ絵

本をプレゼントするだけではなく、この絵本を手

がけた親子が言葉やほほえみを交わし合い、温か

い心をはぐくむことを願っての工夫がこのブック

スタートであります。

この事業については昨日、１５年度から実施し

たいと答弁がありましたので、その１５年の何月

ごろから発足するのか、そののみお聞かせ願いた

いと思います。答弁についてはそののみで結構で

ございます。

大綱２点目は、ＩＴ、通信情報を活用した電子

行政のあり方、並びに電子入札についてお伺いい

たします。

－７２－

我が市では、若干の申請書がダウンロードでき

るのは見聞いたしておりますが、インターネット

を利用してすべての申請書などが家庭にいながら

取り寄せられる、ダウンロードできれば、市民が

どれほど便利か、少なくとも職員の方々は私以上

に必要性を認識し、またその便利さを毎日の業務

の中で享受していると思います。この便利さを私

ども市民にも分けてほしいものであります。

御承知のように、電子政府はコンピューターネ

ットワークを活用して国や地方自治体の行政サー

ビスや事務をオンラインで実施するシステムであ

りますが、その電子自治体で有名なのは横須賀市

であります。公共事業の入札から発注、落札、業

者の開示、また各種情報公開や申請手続、情報案

内など、すべてインターネットを利用してできる

ものであり、電子行政の見本となり、本格的なＨ

Ｐを発信しております。横須賀市のようなＨＰは

まだまだこれからにしても、少なくともすべての

申請書や証明書が家庭にいながら取り寄せられる、

ダウンロードできるようにするには、新たな予算

を必要とするわけでもなく、難しいことではない

と思いますが、いかがでしょうか。

無論、本格的にＩＣカード等で請求者本人かど

うかの認識ができない現在は、ＤＬできる書類に

は限定があるとは思いますが、できる範囲の実施

を期待するものであります。また、そうすること

が市民に対する行政サービスの向上であると思い

ます。また、電子入札については、現在大阪府で

勉強会を実施していると見聞いたしておりますが、

市独自の考えはどうなのか、当局の御所見を賜り

たいと思います。

大綱３点目は、市職員の障害者雇用の拡充につ

いてお伺いいたします。

総務省によると、１月の完全失業率は５．３％と、

長引く不況による雇用情勢は依然として厳しい状

況にあることは、新聞等で報道されているとおり

であります。一方、完全失業者数は前年同月に比

べて２７万人増の３４４万人と１０カ月連続でふ

え、企業の倒産や人員整理などによる離職者も１

４７万人と最悪水準になっております。

こうした状況によるリストラで最も対象になり

やすいのが障害を持つ人たちであります。現在、



障害者雇用促進法によって都道府県等の教育委員

会を除く国及び地方公共団体は障害者の雇用率が

２．１％、民間事業者は１．８％以上と義務づけられ

ており、地方議会でもしばしばその達成率が議論

されているところであります。そこで、泉南市役

所における障害者の雇用に関してお伺いいたしま

す。

まず１点目は、本市の障害者雇用の状況をお聞

かせ願いたい。全国市町村の障害者雇用率が２．１

４％、さらに国・都道府県も含めた障害者雇用率

が２．３６％となっております。本市が全国平均で

よいと認識しているのか、本市の現状をどのよう

に受けとめているのか、お聞かせ願いたい。また、

中枢市との障害者雇用率と比べてどうなのか、あ

わせて御所見を賜りたいと思います。

２点目、障害者雇用率の算定から除外されてい

る職員に関してお聞かせ願いたい。

障害者の就業が困難とされる介護職員、保育士、

医師、保健師など計１６が法律で除外職員とされ、

雇用率の算定に当たっては最初から文字どおり除

外されております。

どんな障害を持つ人も普通に社会生活を送るこ

とができるようにするノーマライゼーションの進

展に伴い、これまで除外されてきた各職種にも多

くの障害者の社会進出が進んでおり、このため国

においても障害を理由に資格や免許の取得を制限

している法律や政令の見直しを始めております。

その結果、昨年７月には医師法を初め２７の法律

が改正され、医師、歯科医師、看護師、救急救命

士などの職種においても門戸が開かれております。

そこで、本市において障害者の就労が困難とされ、

除外職員となっている職種への障害者の採用はど

のようにしているのか、また就労の現状はどうな

のか、お伺いいたします。

３点目は、障害者の別枠採用についてお伺いい

たします。

長崎市では、身体障害者の一般事務職員の採用

に当たり、平成１２年度から別枠採用しており、

これまでに５人の方々が採用されていると聞き及

んでおります。そこで、本市においても障害者の

別枠採用を取り入れるお考えはないか、御所見を

賜りたいと思います。

－７３－

次に、コミュニティバス事業の拡充についてお

伺いいたします。

泉南市住民にとって待望のコミュニティバス運

行が始まっておりますが、住民の方々からいろん

な要望が寄せられております。停留所をふやして

ほしいとか、あるいは停留所にベンチあるいは日

よけの屋根を設置してほしいとか、あるいは便数

が非常に少ないとか、要望がたくさん寄せられて

おります。そこでお伺いいたします。

１つ、来年の２月までにどの程度の停留所をふ

やす予定なのか、わかればお聞かせ願いたいと思

います。

２つ、バスの便数は現在どれぐらいで、また便

数をどういう形でふやしていくのか、わかればお

聞かせ願いたいと思います。

３つ、バス停にベンチあるいは日よけの屋根を

設置する問題をどうお考えなのか、当局の御所見

を賜りたいと思います。

次に、文化芸術振興についてお伺いいたします。

昨年１２月７日に施行されました文化芸術振興

基本法でありますが、その前文に、文化芸術を創

造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを

見出すことは人々の変わらない願いである。また、

文化芸術は人々の創造性をはぐくみ、その表現力

を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に

理解し合う土壌を提供し、多様性を受け入れるこ

とができる心豊かな社会を形成するものであり、

世界の平和に寄与するものであるとあります。そ

こで、この基本法を受けて本市においてどのよう

に取り組んでいくのか、お伺いいたします。

１つ、子供たちに本物の芸術に触れさせること

で豊かな心をはぐくむことができると言われてお

りますが、これからの取り組みについてお伺いい

たします。２つ目、文化芸術振興条例の制定を。

３つ目、文化芸術振興基本条例の制定を。４つ目、

文化芸術振興助成金交付要綱。５つ目、生涯学習

課に文化芸術係の設置をお願いしたい。

この問題については積極的に取り組まなければ、

基本法でうたわれている市民への文化芸術振興は

非常に難しいと考えますが、当局の御所見を賜り

たいと思います。

次に、道路行政についてお伺いいたします。



狭い道路の改善についてでありますが、近年、

本市においては開発事業が活発に進み、ミニ開発

もあちこちで見受けられます。道路環境も現在の

車社会に対応していない場所もあります。狭い道

路を挟んで家が密集しているところなど、病院、

火災など緊急な場合に救急車や消防車もスムーズ

に活動できず、私たちの日常生活上、不安がいっ

ぱいであります。このような問題を解決するため

に、狭い道路に面して建物を建築する場合、建築

基準法にも定められている４メートルの道路用地

を確保できるようにしているとも思いますが、そ

こでお伺いいたします。

１つ、ここ数年の本市における建築確認申請件

数はどれくらいか。２つ目、そのうち狭い道路に

面していた件数割合をお伺いいたします。

次に、ふれあいコール事業についてお伺いいた

します。

たった１本の電話でお年寄りの不安と生きがい

をつくるふれあいコールのサービスがあります。

週何回かの電話を通じて、ひとり暮らしのお年寄

りの安否確認と生きがいづくりとして取り組むこ

とは、これからますます進行する高齢社会を支え

るものとして注目を浴びております。

電話口でまず行うことは健康状態の確認、体の

調子を聞いていく。ふだんは依頼者にファクスな

どで健康状態を毎回報告する一方で、本人が体調

不良を訴えたり、数時間にわたって受話器が外れ

て電話に出ない場合には、市役所や地域の民生委

員、家族などと連絡をとって対応を相談する。電

話で救急車を呼べても我慢したり、緊急通報シス

テムがあっても、押すのをためらう人がおります。

そんなとき、だれかが体のぐあいを聞いてあげて、

病院に行くべきかどうかを判断してあげることが

大事ではないでしょうか。

また、もう１つ大事なことは、心の触れ合いの

場を提供することではないでしょうか。先日も、

新家方面の高齢者の方が徘徊して探しておられま

したが、こういう場合にも役に立つと思いますが、

本市ではどのように対応しているのか。また、独

居老人への命の電話、心の通うサポートとしての

ふれあいコールサービスを実施してはどうでしょ

うか、お考えをお聞かせ願いたい。

－７４－

最後に、音楽療法についてお伺いいたします。

音楽は、人々に感動や喜び、安らぎを与え、リ

ズムは躍動感をもたらしてくれます。その音楽の

さまざまな特性を生かして、レクリエーションと

してだけではなく、高齢者の痴呆対策や心身に障

害を持つ人の機能回復に活用する音楽療法が全国

各地で注目されております。これは、アメリカ、

イギリス、ドイツなどの欧米においては早くから

普及している療法で、医療、福祉、教育などの現

場において取り入れられております。

この音楽療法の１つとしては、傷病者にその療

法の効果を上げ、また身体的、精神的な苦痛の緩

和など、生活の質の向上を図るためとされており

ます。また２つ目には、身体や精神に障害のある

方にその機能、能力の維持向上や回復を図り、ま

た日常生活などにおける自立を促進するために、

音楽や楽器等の音を聞かせたり、これに合わせて

体を動かしたり、演奏したり、歌わせたりするこ

とであると位置づけられております。

音楽療法は、主に精神科の医療や高齢者医療と

か、また福祉の部門では治療とかリハビリの方法

として大きく期待されているところで、数多くの

施設で実施されております。音楽療法を実施して

いる医療機関や介護施設では、歌うことによって

心肺機能が強化され、抵抗力が増強した患者とか、

懐かしい曲が記憶や感情の回復につながり、寝た

きり防止に効果があった例も紹介されております。

音楽を聞くことによって気持ちが静まったり、明

るくなったりするように、音楽が感情に働きかけ

て、自然に身体的な運動に結びついてくるためだ

と言われております。

こうした音楽療法に対して音楽療法士という制

度があり、全国で約６００人が活躍しているそう

であります。現在、高齢者医療費というのは医療

保険財政を圧迫しており、地方自治体の大きな負

担となってきており、高齢者への音楽療法は予防

効果を持つものとして期待されております。

そこでお伺いいたします。１つ、本市において

もまず音楽療法の講演会の開催を。２つ、音楽療

法士養成講座の開催などに取り組んでいただきた

い。３つ目、厚生労働省の地域保健推進特別事業

予算を利用して、こうした音楽療法の活用を図っ



てみてはいかがでしょうか。当局の御所見を賜り

たいと思います。

以上、質問が多岐にわたりましたが、理事者の

皆様の簡単、明瞭なる御答弁をよろしくお願いい

たします。

○議長（角谷英男君） ただいまの奥和田議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、電子自治体と

各種申請書のダウンロード化について、また電子

入札について御答弁を申し上げます。

最初に御質問のありましたダウンロード化であ

りますけれども、これにつきましては従前は環境

家計簿をダウンロードできるようにいたしまして、

これも府下で初めてだったというふうに思います。

それから先般、昨年の平成１３年１２月から各種

申請書のダウンロードができますようなサービス

を、大阪府内の自治体において最大の１１３件の

申請書についてダウンロードできますように実施

をしたところでございます。また、それ以降充実

をいたしまして、ことしの９月現在では、当初１

１３件でありましたのが１２５件の申請書がダウ

ンロードできるようになっております。このよう

に、市民の皆さんの利便に供しているということ

でございます。

これらについては、御指摘のように職員の努力

によりましてこういうサービスができておるとい

うことで、費用についてはほとんどかかっていな

いということでございますので、今後ともダウン

ロードできる申請書の数をできるだけふやしてい

きたい、そして市民サービスに努めていきたいと、

このように考えております。

それからまた、この１４年度からは泉南市のバ

ランスシートや入札・契約の情報として平成１４

年度の工事発注見通し等をインターネットで情報

提供いたしております。さらに、平成１３年度情

報公開個人情報保護制度運用状況の掲載など、情

報提供の拡大にも努めているものでございます。

今後とも、市のホームページのさらなる充実に向

けまして努力をしてまいりたいと考えております。

それと、電子入札でございますけども、電子入

札につきましては、透明性、客観性、競争性のよ

り一層の向上と事務の効率化、経費の縮減等の観

－７５－

点からは有効な手段であるというふうに考えてお

ります。電子入札の導入につきましては、本年４

月に大阪府及び府内の全市町村が参画した大阪電

子自治体推進協議会におきまして、電子入札シス

テム調査研究事業の一環といたしまして電子入札

システム研究会が設置されたところでございまし

て、本市も当然この電子自治体を推進する観点か

ら契約検査課並びに情報管理課職員を参加させま

して調査研究に取り組んでいるところでございま

す。今後は、さまざまな認証制度をきちっとしな

きゃいけないとか、さまざまな課題がございます

が、できるだけ早くこういうことができますよう

に努めていきたいというふうに考えております。

それと、泉南市独自でということでございまし

たけども、この４月に大阪府並びに府下の全市町

村が参画した大阪電子自治体推進協議会というも

のが設置されまして、トータルとしてさまざまな

電子自治体向けにいろんなプログラムの開発とか、

あるいはハード面の整備をやっていこうと。その

ことによってスケールメリットを発揮して、でき

るだけ安価な形で費用負担でできるということに

なりますので、それと将来ネットワークが組める

ということもございますので、その電子自治体推

進協議会において大阪府下同時の同じようなシス

テムで導入をしていきたいと、このように考えて

おります。御指摘ありましたように、できるだけ

早い時期に導入できますように努めてまいりたい

と思います。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長兼教育総務課長（中村正明君） ま

ず、ブックスタート事業からお答え申し上げます。

（奥和田好吉君「答弁は要りません」と呼ぶ）

昨日も御質問にお答えいたしました。その重要

性はまず十分認識いたしております。その上で、

市立図書館事業――部門の問題がありますので、

私ども教育委員会の中の市立図書館事業として、

平成１５年度からの実施を目標と述べさせていた

だきました。

ただ、問題は場所、予算、それとこの問題につ

いては特にボランティアとのかかわりというのが

非常に大事でございます。単に市の職員だけでは

できませんので、その辺の課題解決ということが



ございますので、現時点では１５年度実施を目標

ということで御勘弁いただきたいと思います。た

だ、私どもの気持ちとしては早期実施したいとい

うことで、その思いはありますので、御理解いた

だきたいと思います。

それと次に、文化芸術振興の御質問がございま

した。

これについては、御指摘のとおり昨年の１２月

７日に文化芸術振興基本法が施行されました。こ

の中では、基本理念を明らかにしてその方向を示

し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進

するとうたわれております。文化芸術について、

自主性、創造性を十分に尊重して環境整備を図り

なさいということもうたわれております。特に、

１つの条を設けまして地方公共団体の責務もうた

われております。国との連携を図りつつ、自主的

かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定

し、実施しなさいとなっております。

ただ、私どももこの法律を十分勉強させていた

だきました。ただ、非常に難しい問題は、まず文

化芸術とは何かということで、この法律にどのよ

うなものが列記されておるかといいますと、まず

文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、雅楽、能

楽、文楽、歌舞伎、講談、落語、浪曲、漫談、漫

才、歌唱、茶道、華道、書道、囲碁、将棋、有形、

無形の文化財とその保存技術、あるいは劇場、音

楽堂、美術館、博物館、図書館というような施設

整備を含めて載っております。

私ども自治体としては、どう取り組んでいいの

かということが非常に課題になるわけなんですけ

ども、いずれにしろ私どものこの泉南市という地

域に応じた文化芸術のすそ野を拡大する、あるい

は文化遺産を継承、発展させていく、あるいは現

実に私どもが管理・運営しております文化ホール、

図書館、公民館等の文化施設の連携、維持運営と

いいますか、その活用のますますの利用の拡大、

そういう具体的なものを含めて、今後十分検討し

てまいりたいと思います。

条例につきましても、この文化芸術というと具

体的には非常に御説明しにくいところがあるんで

すけども、国、大阪府、あるいは近隣の自治体の

動向も見据えながら十分検討してまいりたいと考

－７６－

えております。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 私の方から、３点目の

障害者雇用の拡充についてということで御答弁を

さしていただきたいと思います。

障害者の雇用につきましては、障害者雇用促進

法に基づきまして、地方公共団体は障害者の雇用

の促進と職業の安定を図るため必要な施策を総合

的かつ効果的に推進するように努めるとともに、

みずから民間業者に対して率先垂範して障害者を

雇用するべき立場にあるというふうに考えており

ます。

本市におきましても、法定雇用率は達成されて

おりますけれども、障害者の雇用を積極的に進め

る立場から、正職ではございませんが、今奥和田

議員さんが言われた別枠採用という形という正式

なものではございませんけれども、あいぴあでは

臨時職員で常時２名でございますけれども、あい

ぴあのスタート当時から障害者雇用について促進

を図っているところでございます。今後とも、障

害者雇用法の趣旨を十分に尊重してしてまいりた

いというふうに考えております。

ちなみに、泉南市の雇用率でございますけれど

も、市長部局では、法律では今御指摘ありました

ように２．１％でございますが、本市の場合２．９３

％というふうになっております。教育委員会部局

では法定雇用率が２．０％でございますが、本市の

場合２．３３％という率でございます。

それと、雇用率の算定から除外されている職域

の関係でございますけれども、その職域にも多く

雇用が進んでいるという御意見がございました。

現段階では本市の場合、その職域、雇用率の算定

から除かれている職域への対応ということ、そこ

への障害者の配置というのは行っておらないわけ

でございますが、そういう御意見がございました

ので、今後その辺についても十分調査研究はさし

ていただきたいというふうに考えております。

以上でございます。よろしく御理解をお願いい

たします。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私の方から、

コミュニティバスについて御答弁を申し上げたい



と思います。

本年２月１日より運行開始している泉南市コミ

ュニティバスは、「さわやかバス」という愛称も

決まり、また現在１日当たり約２６０人の方が御

利用というふうに順調に運行しております。

このバスは１年間の試行期間を設けており、そ

の中で現在、利用者の方々等の御意見や御要望を

お聞きしているところであり、多数の多岐にわた

る御要望が寄せられております。

その内容といたしましては、１つにはバス路線

としての要望、つまりバス停留所の新設や位置の

変更、また新たにコースに組み込んでほしいとい

ったもの。２点目といたしまして、バス便数に関

する要望、すなわちバスを増便、増発してほしい

等の要望でございます。３点目といたしまして、

バス停留所にベンチや日よけの屋根を設置してほ

しいというような要望でございます。

これら数多くの御要望に対しまして、すべてに

おこたえするのは非常に難しいところですが、バ

ス路線としての要望の多くの利用者が見込まれる

場合は、可能な限りおこたえしようと考え、現地

状況調査を行い、各関係機関と協議調整を現在進

めているところでございます。また、バス便数に

関する要望につきましては、どうしてもバス台数

そのものを増加させる必要が生じ、またベンチの

購入等のハード的な要素におこたえするとなれば、

運行経費的な検討が生じてまいります。

したがいまして、来年の２月１日までの試行期

間中にバスの運行状況や利用者実績も考慮し、財

政面からの検討も加えまして、よりよい公共交通

システムづくりを進めてまいりたいというふうに

考えてるところでございます。御理解よろしくお

願いを申し上げます。

○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） 道路行政につきま

してお答えいたします。

近年の開発状況は、住宅宅地供給を取り巻く社

会経済状況等によりまして、本市におきましても

従来の新市街地型大規模開発が減少し、開発の小

規模化が進んでおる傾向にございます。そこで、

法の許容が及ばない開発行為によります無秩序な

市街化を防止するため、大阪府は許可対象規模を

－７７－

１，０００平方メートル以上から５００平方メート

ル以上に枠を広げ、さらにそれ以下の３００平方

メートル以上を対象として市の指導要綱で補完し

ているところでございます。したがいまして、開

発行為のほとんどが都市計画法、指導要綱の基準

のもとで規模に応じた許可基準による指導により

まして、道路整備等、公共施設整備等が図られて

いるものと考えております。

御指摘の本市の建築確認申請件数でございます

が、ここ数年４００ないし５００件程度で推移し

ておりまして、横ばい状態でございます。

２点目の点でございますが、いわゆる建築基準

法によりますセットバックの必要な新築、建てか

え等で既成市街地内の狭い接道での建築行為は、

毎年１ないし２割程度でございます。これにつき

ましても適宜道路調査を行いまして、必要に応じ

道路後退による道路幅員の確保等、整備の指導を

行っております。

今後とも、面的整備手法の推進等との整合を図

りながら、開発、建築指導等、行政レベルでの良

好な住環境の創出に取り組んでまいりたいと考え

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） 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） そ

れでは、ふれあいコール事業について御答弁を申

し上げます。

まず、１点目のお年寄りの安心と生きがいにつ

いてでございます。

本市では、高齢者が住みなれた地域で引き続き

生活していくことを支援し、家に閉じこもりがち

な高齢者の孤独感を解消し、要介護状態になるこ

とを予防するため、街かどデイハウス事業などさ

まざまなサービスを行っておるところでございま

す。中でも、安否確認の意味を込めたものといた

しましては、愛の一声運動事業、配食サービス事

業、緊急通報装置設置事業を行っておるところで

ございます。

本市のひとり暮らしの高齢者の方は平成１３年

度には７８３人と、前年度に比べ７１人増加して

おります。また、ひとり暮らしで友達や子供たち

との交流が少ない高齢者の方は痴呆を発症する率

が非常に高いとの学説があると聞いております。



長寿社会日本における独居高齢者対策は火急を要

すると認識をいたしてございます。

御質問のふれあいコール事業でございますが、

電話１本で高齢者の孤独感、安心感を支え、緊急

事態に備えることができ、ひとり暮らしの高齢者

には有効な手法であると考えておりますので、こ

れから先進事例等について調査研究をいたしてま

いりたいと考えておりますので、よろしく御理解

のほどお願い申し上げます。

次、２点目の音楽療法について御答弁申し上げ

ます。

我々も音楽を媒介として病気の治療や機能回復、

高齢者の介護予防など、一定効果のある治療方法

の１つと聞き及んでいるところであります。高齢

者の介護予防として、民謡に合わせて体操をした

り、鈴や太鼓を使った演奏、発声練習や合唱、輪

唱を行うなど、機能訓練の一環として活用するこ

とも考えられます。本市といたしましても、今後

音楽療法について他市の事例等を研究する中で、

議員御指摘の講演会の開催、養成講座の開催、ま

た国・府の補助事業の活用等を含め、検討してま

いりたいと考えておりますので、よろしく御理解

のほどお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほど御質問のありまし

たいわゆる生涯学習の担当のところに係の設置等

御質問ございましたけれども、今後その辺の係の

設置、現在文化芸術に関しての担当は生涯学習部

の方で担当しておりますけれども、その係につい

て今後研究調査、他市の状況も考慮いたしまして

研究してまいりたいと、このように思います。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） 文化芸術基本法について

は５点質問いたしましたけど、今教育長の１点だ

けでした。

まず、コミュニティバスで質問していきたいと

思います。

来年の２月までは試行運転で現在実施しており

ます。いろんな住民の方々からも要望があります。

泉南市として、来年の２月を目指していわゆるア

ンケート調査を行ったのかどうか、まずこれをお

－７８－

伺いしたい。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 要望等はござ

いますが、アンケート調査は実施をいたしており

ません。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） コミュニティバスの現場

の中で、あちこちでトラブルが起こっております

けども、そういうのを掌握してますか。これは１

つの例ですけども、ある議員がコミュニティバス

に途中から乗り込んできた。そして、立ってる人

もおられたそうですけども、全員にいわゆるアン

ケート調査を配った。これは何も違反でも何でも

ないんですよ。これは当然のことをやってるんで

す。どうってことないんです。当然のことをやっ

てるんです。

私の言いたいのは、コミュニティバスというの

は市がやってるわけなんですね。市の公共物の中

で、ましてや逃げ場のない密封された中で、ここ

でいわゆる住所も書いて、名前も書いて、ここま

で送ってくださいという封筒。それで、それを拒

否しようと思ったら、非常に勇気が要ることです。

お年寄りの方がそういう勇気はないと思います。

例えばそれが道路とか、あるいは停留所で渡す

んであれば、スッと通れるんです。ところが、逃

げ場のないとこで、拒否しようと思ったら大変な

勇気が要ると思うんですね。これは別に違反でも

何でもないんで、どうってことないですけども、

市として調査しなければならないものが、それも

せず、ただ言うてくるのだけ待ってる。それでい

いんですかということをお伺いしたい、まず。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私どもはじっ

と待ってるというわけではございませんで、例え

ばバスの運転手とかそういうふうな方からも要望

等があるということですんで、乗客の方から言わ

れてることを、意見を吸い上げてもおりますので、

よろしくお願い申し上げます。（奥和田好吉君

「それだけ違う。今の行為は」と呼ぶ）

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） あのね、私の尋ねてるの



よう聞いてくださいよ。聞いてますか。よう聞い

てくださいよ。今の行為が違反ではないけども、

当然のことですけども、これはいわゆる好ましい

のか、好ましくないのか、どうなんですかという

ことを聞いてるんです。今後これエスカレートし

てきたら、非常にそんならわしもこうやると、い

ろんなことがあると思います。この方はほんとに

議員として立派な活躍をされてるし、立派な方で

す。この人がどうというんではなしに、とらえ方

によっては変な方向に行きかねないので、抑えて

おくべきとこはやっぱりきちっとやっていただき

たいと思うんですけども、どうなんですかこの点。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 非常に御返答

ちょっとしにくいんですけども、私どもとしたら

安全上からも本当言うたらちょっと、それぐらい

しか私よう答えませんので、申しわけございませ

んけど。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） そうですね。その程度で

抑えておきたいと思います。

文化芸術ですけども、これあと４点何にも聞い

ておりません。答弁がありません。文化芸術振興

基本法の第４条にこうあります。よう聞いといて

ください。第４条には、地方公共団体の責務とし

て、地方公共団体は基本理念にのっとり、文化振

興に関し国との連携を図りつつ、自主的かつ主体

的にその地域の特性に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有するとあります。

こうしたことを踏まえた上で、文化芸術振興条

例や、あるいは文化芸術振興指針を地域の文化人、

芸術家、文化団体等の連携を強化し、地域の特性

に考慮しつつ、活発な議論の中で作成する必要が

あると思うんです。この経済の不況の悪いときに、

何で今ごろ芸術やねんと思うかもしれませんけど

も、こういうすさんだときだから、こういうすさ

んだ時代だから、文化芸術の振興がどうしても必

要だと思います。先ほどの残りの４点、答えてく

ださい。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほどお答えをいたしま

して、私１つのことだけ、５点おっしゃったと思

－７９－

うんですけれども、そのことでお答えをしたいと

思います。

１点目、たしか子供たちに本物の芸術を見せて

やるという、見せるという、このことでございま

すけれども、具体には現在幼・小・中におきまし

て隔年ごとになるんですけれども、各幼稚園、小

学校、中学校におきまして演劇の鑑賞会を催した

り、またその次の年には音楽鑑賞の会を持ったり

というようなことをやってございます。

また、そういったことで子供たちが本当に自分

たちが今度体験したものとして舞台で発表すると

いう会、こういった会も各幼・小・中での取り組

みで行われております。あるいは、文化芸術に触

れる試みといたしまして、社会見学だとか遠足の

折に日本古来の文化遺産などをじかに見て学習し

たりする機会を設けたりもしてございます。

それから、ここ近年、総合的な学習というよう

なことで子供たちみずからが文化芸術の創造者と

して体験できるように、各学校・園におきまして

学習発表会、音楽会などの行事の企画にも参加し、

地域の窯元へ出かけて楽焼きの体験をするとか、

地域の伝統文化としての太鼓や踊りの体験学習を

行ったりするというようなことで、子供たちが個

性を発揮し、かつ地域の伝統文化が生かされるよ

うな取り組みを行っておるところでございます。

また、いわゆる文化芸術振興基本法に基づきま

して、各地方自治体でのいわゆる施策、それから

指針等の策定でございますけれども、本法の目的、

基本理念等を尊重いたしまして、他市の動向をも

見据えながら今後検討してまいりたいなというふ

うに考えてございます。

相互に人と人が交流し、尊重し合うという土壌

を提供する、このことは大変大事だというふうに

は認識いたしております。この考えに立ちまして、

人間が共同し、共生する基盤であるということで、

先ほど部長の方も答えましたが、本市の特性に応

じて幅広い市民の文化芸術活動への支援を行って

まいりたいと思います。

今現在も、文化協会を初め各種、文化芸術とい

いますのはジャンルが大変広うございますけれど

も、その協会、団体につきまして助成も行ってご

ざいます。この辺も一度見直しをいたしまして、



その辺のところが適正であるかどうか、そういっ

たものの方も一度考えてまいりたいというふうに

考えてございます。私が、今５点ほど質問を受け

ましたうち何点かになろうかと思いますけれども、

御理解をお願い申し上げたいと思います。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） ちょっとそこへ控えてな

いみたいな感じやから、ここで２点だけに絞って

お伺いします。

泉南市として、文化芸術振興の条例はできるん

かどうか、あるいは文化芸術の振興指針、これを

示していただきたいと思うんですけども、どうで

すか、この点。時間もあれへんので、この２点だ

けに絞ります。お伺いします。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 失礼いたしました。

条例の策定についてでありますが、先ほども私

答えさしていただいたと思うんですけれども、本

法の目的、基本理念等を尊重しまして、他市の動

向を見据えながら検討してまいりたいと考えてお

ります。

また、指針の方でございますけれども、第４次

総合計画の中にも触れさしていただいております

ので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） これね、パッとこうやり

とりしたいんやけども、時間がないのと、余り意

欲がちょっと欠けました。やめます。

先ほどの電子自治体あるいは電子入札の問題、

市長の方から積極的に進めていきたいという答弁

がありましたけども、きのうも議論の対象になり

ましたけども、新聞報道によると、全国の６７５

市の第３回の行政サービス調査を実施したわけな

んですね。

ここに泉南市の非常に不細工なというか何とい

うか、これ事実載ってるねんからしゃあないねん

けども、利便度が低かったのは大阪府泉南市とな

ってんねん。０．８ですわ。６７２位。全国６７５

市のうち６７２位なんですね。どんなもんやいう

たら、一番住民にかかわりのあるとこですね。窓

口の総合化あるいは図書館の閉館時間、この問題

など１２項目にわたって非常に住民に直接関係の

－８０－

あることが泉南市は非常に低い。６７２位。べべ

たからちょっと手前という感じですけども、非常

にこれ載ってる自体がどうかなと思うんですけど

も、これ答弁要りません、時間がありませんので。

それから、道路行政でありますけども、狭い道

路に面して建築物を新築する場合、建築基準法に

も定められている４メートルの道路用地を確保で

きるようにしてるわけなんですね。その分、後退

した家を建てておりますけども、他市ではこうし

た部分に着目して、狭隘道路、いわゆる狭い道路

ですね、狭隘道路拡幅整備事業を積極的に取り組

んでおるわけなんですね。建築主である市民と行

政が協力、理解のもとで住みよいまちづくりを進

めているのが他市なんです。

このセットバックを利用した拡幅整備事業はさ

まざまな自治体で行われておりますけども、また

手法もさまざまでありますけども、清水市ではど

うやってるかというと、後退用地の舗装工事を初

め、測量、分筆、登記に要する費用、それから門

や壁などの工作物の撤去費用まで市が全部持って

るんです。市民に受け入れられやすい手法をとっ

ておるわけなんですね。

特に本市は、狭い道路がパーッと行き交いして

る古いとこがあります。こういうものが邪魔して、

非常に建てにくいというとこもあるわけなんです。

門戸を開いてあげるということが非常に大事です。

次の世代に引き継ぐための重要な施策であるんで

すね、これは。あわせて、これからの安心安全の

まちづくりのために、こういう狭隘道路拡幅整備

事業の早期創設を願いたいと思うんですけど、こ

の点御答弁お聞かせ願いたいと思います。

○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） ４メーター未満の

道路幅員で建築される場合に、建築基準法でいわ

ゆる現道の中心から２メーターバックすると、こ

ういう制度になってるんですけども、確かに本市

の場合は基準に基づきまして後退はしていただい

ておりますが、その後の処置につきましては、以

前に地元区長なり協力して、あわせて拡幅したケ

ースがございますけども、制度的には財源等の問

題がございましてされておらないという状況でご

ざいます。



御提案の狭隘道路拡幅整備事業につきましては

いろんな手法があろうかと思いますけども、一度

近隣各市、以前から悩んでおられるということを

聞いておりますので、実態等一度調査しまして、

検討さしていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○議長（角谷英男君） 奥和田君。

○８番（奥和田好吉君） 先ほども質問したように、

泉南市のその狭い道路のために、緊急の場合、救

急車が入りにくいとこもあっちこっちであります

ね。それから、救急車も非常に入りにくいという

とこもあります。

これ、早急にそういう形のとこは解消していか

なあかんねんけども、今の言うようになかなかセ

ットバックという問題があるために、非常に難し

い、やりにくいという問題があるわけなんです。

これが今のような事業が展開されれば、非常にや

りやすい。行政と市民の、いわゆる建築主の話し

合いがスムーズにいくと思うんですわ。この点ひ

とつよろしく頼んでおきます。

それから、先ほどのふれあいコール事業ですけ

ども、これ現在１週間に１回か２回ぐらい、７０

円ぐらいのヤクルトね、これを何か今までもまだ

事業として行ってるんですかな。それは安否確認

のために贈ってるという話をお伺いしております

けども、そうではなしに、そういう老人の方に、

まして独居老人でおひとりの方、寂しいて寂しい

てしゃあない人があるんですわ。そやけども、通

報システムを押すのが嫌やという人も中にはある。

そういう人のために、そういう電話コールで、

どうですか、元気ですかという声をかけてやるこ

とによって相談に乗ってあげる。こういう事業は

非常に必要やと思うんですけども、先ほどの答弁

では若干ちょっと弱いかなという感じがいたしま

す。もっと積極的にこういう事業をうちはやりた

いという方向で検討していただきたい。今の状況

であれば、ちょっと難しいなという、そんな答弁

のあれを受けましたけども、どうですか、その点。

○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） 安

否確認というものでは、先ほども申し上げました

ような愛の一声運動とか配食サービス、そして緊
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急通報装置の関係等々やっておるわけでございま

す。

電話で声をおかけするという事業でございます

が、これも１つ大きな有効的な方法だと考えてお

るところでございますので、実際上そういうよう

な手法をやっておられる自治体等も調査しながら

研究をさしていただきたいということでございま

すので、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 以上で奥和田議員の質問を

終結いたします。

１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ２分 休憩

午後１時１６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、４番 大森和夫君の質問を許可いたしま

す。大森君。

○４番（大森和夫君） 日本共産党の大森和夫です。

非行や少子化問題で多くの市民が何とかいい教

育をと考えています。新家幼稚園、東幼稚園の保

護者は、市の一方的な幼稚園の統廃合計画に対し、

子供たちの宝物である幼稚園の存続を求めて、わ

ずか１カ月で６，６００を超える署名を集めました。

子供たちや地域の宝である公立幼稚園を守ろうと

いう若いお母さんの運動に、泉南市の明るい未来

を見ることができました。新家幼稚園、東幼稚園

の保護者の皆さん、本当に御苦労さまでした。心

から敬意を表したいと思います。

一昨日の総務文教協議会で教育委員会は、統廃

合計画を白紙にすることを明らかにしましたが、

幼稚園教育振興計画案は保護者の声を第一に再構

築し、新家幼稚園、新家南幼稚園、東幼稚園は統

廃合しないことを言明してください。

今、教育委員会に求められていることは信頼回

復です。そのためには、混乱している公立幼稚園

に子供たちを行かせたくないと考えている保護者

に統廃合計画の白紙撤回を周知徹底することでは

ないでしょうか、見解をお聞かせください。

市の財政健全化計画は、府の言いなりに財政難

と言えば後先を考えずに市民に負担を押しつける

ものであります。この計画は、市長のことしの選



挙公約に違反するものではありませんか。例外は、

むだな公共事業と批判のある農業公園の建設だけ

だと言っても言い過ぎではありません。

また、この健全化計画は市民に厳しい負担を押

しつける上に、計画が失敗したときペナルティー

をさらに市民にかぶせるものであります。二重に

市民に負担を強いるものであります。ペナルティ

ーなら、この計画策定の責任者である市長とりん

くうタウンの失敗や泉南市に対する空港関連事業

の支援などを怠っている府こそにかけるべきでは

ありませんか。同時に、市長の開かれた市政のあ

り方について、特に公用車の使用状況、交際費の

内訳、市長スケジュールの３点の公表についてお

聞かせください。

同和更生貸付基金は１３．８％という府下最低の

回収率、５，３８０万円もの税金がむだになりまし

た。何よりも大事なことは、市民の血税はむだに

しない、滞納は許さないという市長の姿勢ではな

いでしょうか。回収ができないのは市長の先送り

の姿勢が原因ではありませんか。市長は、滞納の

原因の調査を進めてきたと述べられていますが、

調査と回収は並行して行うべきものではありませ

んか。市長の見解をお聞かせください。

グリーン産業による悪臭は、我慢の限界を超え

ています。府は、悪臭が解決しないときはグリー

ン産業の営業許可を取り消すと住民と約束しまし

た。現在の悪臭の状態は、今すぐにでも営業取り

消しを求めるべき事態ではありませんか、市の対

応についてお聞かせください。

最後に、人口増加に伴う新家の街づくりの展望

をお示しください。

以上で壇上での質問を終え、自席での再質問を

行います。

○副議長（東 重弘君） ただいまの大森議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 大森議員の質問のうち、開

かれた市政について御答弁申し上げます。

政治に取り組む姿勢としましては、市民に開か

れた明るい市政、対話とぬくもりのある市政と、

そして市民総参加の市政を市民の皆様に訴えまし

て、市民の皆様とともに歩む姿勢で市政を運営を

いたしているところでございます。また、市政に
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関する市民の知る権利を保障することにより、開

かれた市政の実現を促進してまいりました。

御質問にありますようなことにつきましては、

本市におきましても公開を原則といたしておりま

して、情報公開条例も制定してるところでありま

す。今後とも清潔で公正な市政運営を進めて、市

民参加の市政の実現を図ってまいりたいと考えて

おります。

それから、同和更生資金の回収の問題でござい

ますが、３つのタイプがあるというふうにお答え

申し上げてまいりました。１つは、時効未到来の

分ですね。これは先般債務者に対して請求を行っ

ているところでございます。それと、時効到来分

につきましては、弁護士さんとも御相談をして、

どう進めるのが一番いいかという意見をいただい

ておるところでございます。もう１つは、本人死

亡あるいは関係者死亡という長い歴史の中での経

過でございます。これについては非常に困難な問

題というふうに考えております。

○副議長（東 重弘君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 私の方から、開かれた

市政のうち、公用車の使用状況、交際費の公表、

市長のスケジュールの件について御答弁をさして

いただきます。

まず、公用車の使用状況でございますけれども、

公用車につきましては泉南市の車両管理規程第１

０条第５項に基づき、その運行の記録を記録して

るところでございまして、その運行記録のその表

なんかも大森議員に過去に資料請求等でも提出を

いたしておるところでございます。この運行日誌

につきましては、あくまでも車の管理状況の確認

ということでございますけれども、この日誌に記

入することによりまして車両の運行管理が図って

いけるものというふうに考えております。それを

逐一総務課の方で確認をしてるというのが現状で

ございます。

次に、市長のスケジュールのオープンというこ

とでございますけれども、行事予定といたしまし

て、毎週総合調整会議の中で市長の次の週のスケ

ジュールについては公表してるということでござ

いますので、その辺で御理解をお願いしたいとい

うふうに思います。



それと交際費の公表等については、先ほども市

長から御答弁ありましたように、泉南市の情報公

開条例の中でも公開が原則ということでございま

すので、その辺での公開ということは十分対応で

きるんではないかというふうに考えております。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 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） 同

和更生資金の滞納対策について御答弁申し上げま

す。

同和更生資金の貸付金の未償還額につきまして

は５，３００万円ほどございまして、そのうち時効

期間１０年を経過しているものが５，１００万程度

でございます。

これらの未償還額についての対応についてでご

ざいますが、先ほども市長からも御答弁ございま

したとおり、時効未到来分につきましては、今後

とも回収に努めてまいりたいと考えておるところ

でございます。また、時効期間１０年を経過して

いるものにつきましては、弁護士の意見も参考に

しながら、また大阪府とも協議しながら一定の整

理を図ってまいりたいと、このように考えている

ところでございます。

それと、調査と回収は並行して行うべきという

お話がございましたが、我々といたしましては調

査をしなければ、どの方がどこに住んでおるかと

いうようないろいろの問題もございまして調査を

さしていただいたということで、結果として議会

に提案するのがおくれたということでございます

ので、御理解のほどお願い申し上げます。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 大森議員御質問の財政

健全化計画の取り組みについて御答弁申し上げま

す。

今回の財政健全化計画は、財政再建準用団体へ

の転落という市民などに対するさらなる負担の増

大を避けるとともに、将来の行政需要に対処する

ため、財政構造の改善を図ることが重要であると

の認識のもと実施しようとしているものでござい

ます。健全化の本質は構造改革であり、これがお

くれるほど弾力的な財政運営がさらに厳しくなる
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ものであります。今回、大阪府より財政支援の制

度が設けられまして、この制度を活用しながらこ

の計画を実施しようとするものでございます。

また、この計画の実施に際しましては、健全化

目標に達することができない場合には利率の引き

下げ措置の打ち切りなどの措置がなされることに

なっておりますが、我々としましては健全化計画

の未達成によるこういったペナルティーを受ける

ことがないよう最善の努力を行い、そのような事

態に陥らないような財政運営を心がけてまいりた

いと、このように考えております。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 泉南市幼稚園教育振興計

画の案の再構築につきましての御質問にお答えを

したいと思います。

振興計画案の取り扱いにつきましては、一昨日

の総務文教常任委員協議会において申し上げさし

ていただきましたように、検討委員会によります

泉南市幼稚園教育振興計画案は白紙に戻し、泉南

市教育問題審議会答申を尊重しながら一から見直

しをかけて振興計画を再構築いたしたいと考えて

おります。したがいまして、平成１６年度の園児

募集を初め、２年保育の実施、９つの現在の公立

幼稚園制度など、本市の公立幼稚園につきまして

は従前どおりの扱いとさせていただきたい、この

ように思っております。

次に、このことの周知方でありますが、周知方

のチラシを作成いたしまして、保護者、入園願書

配布者、各幼稚園ＰＴＡ、並びに区の代表者の方

など、関係の皆様方には個別にチラシを配布いた

したいと考えております。また、幼稚園や公民館

等公共施設へのポスターの掲示及びチラシの設置

をいたしたいと考えておりまして、市内全域の周

知方につきましては新聞折り込みチラシというこ

とで対応いたしたいと考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 悪臭問題につ

いて御答弁を申し上げます。

この悪臭問題につきましては、現在まで大阪府、

泉佐野市、泉南市の３者で業者に対し指導を続け



てきたところでございますが、とにかく悪臭の発

生源と思われます屋外に野積みされている堆積物

の場外撤去が第一であるとの指導を行っており、

それらの一部分については場外搬出が既にできて

おりますが、残念ながらまだかなりの量が野積み

されている現状でございます。

したがいまして、現在残っております屋外堆積

物の場外への撤去を期限を切った文書でもって業

者指導を行うよう、大阪府に対して強く求めてい

るところでございます。今後とも、大阪府に対し

まして指導を強く要請し、泉佐野市と連携を図り

ながら対応してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 新家のまちづくり

につきましてお答えいたします。

新家地区におきましては、宮地区において約３

００戸と、新家小学校付近の山側で約５０戸余り

の住宅開発がございまして、現在住居の築造が進

められているところでございます。今後にあって

は新家地区の人口が増加するものと予想しており

ます。このような状況の中で、これに伴いまして、

ＪＲ新家駅の利用者の増大と新家駅付近への送迎

等で通過交通がふえるものと思ってございます。

議員御承知のとおり新家地区のまちづくりにつ

きましては、新家駅南地区地区計画に基づきまし

て道路の拡幅整備等に努めているところでござい

ます。現在、既に地元の御協力を得まして、新家

駅前のロータリーの整備を初め新家駅兎田線、新

家駅高野別所線の拡幅整備等を実施しておりまし

て、今後とも新家駅南地区地区計画に沿って良好

な住環境の整備を目指し取り組んでまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 教育委員会の方から、統廃

合問題に関しては従前どおりの扱いであると、９

つの園を存続させるということの御答弁だったと

思うんですけども、この白紙に至る経過というの

は壇上でも紹介しましたけども、新家幼稚園、東

幼稚園の廃園反対、存続を求める署名運動から始

まったと言っていいと思うんですよね。そういう

ことを考えますと、そういう署名運動を起こされ
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た。それから請願、これも新家、東幼稚園の存続

を求める署名と。

このお母さん方にわかるような言葉で答えてほ

しいんですよ。ということは、壇上でも言いまし

たけども、新家幼稚園、新家南幼稚園、東幼稚園

は統廃合しないということを明確に述べていただ

かないと、白紙撤回という意味がわからない、伝

わらないんですよ。その点ちょっとはっきりわか

るようにお答えください。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほども御答弁申し上げ

ましたけれども、白紙撤回、いわゆる検討案につ

いては白紙撤回をさせていただくということで、

平成１６年度の園児募集を初め、２年保育の実施、

それから今現在ございます９つの公立幼稚園制度、

これにつきまして従前どおりの扱いとさせていた

だきたいと思います。

適正規模、適正配置という問題につきましては、

先ほどの答弁でも申し上げましたように答申をい

ただいてございます。この答申は大事に扱いなが

ら、今後また再構築というようなことになりまし

た時点では、今回の策定並びに手順、方法、こう

いったものもいわゆる地区の住民の方々からもた

くさんの御意見、御要望、あるいは議会におきま

してもいろんな御意見をお伺いいたしております。

その辺のところを十分考えまして、再構築の折に

は参考にさしていただきながら、今のところすぐ

に検討委員会を立ち上げたりということは考えて

ございませんが、今後そういった面では答申の精

神を大事にしながら具体案というものを再構築さ

せていただきたいということでございます。今現

在、検討委員会での案を白紙に戻しまして、今後

その分についての再構築をやらせていただきたい

と、このように考えてございます。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 教育長ね、難しいことじゃ

ないんですよ。新家幼稚園と東幼稚園は廃園しな

いと、これを明確にお答え願ったらいいんですよ。

答申の中に、廃園という言葉ありますか。あなた

が生きてると言うてる答申の中に廃園という言葉

はないでしょう。ですから、東、新家幼稚園は廃

園しないと明確にお答えくださいよ。



でないと、例えばあなた方この答申で廃園とい

う言葉がなくたって、適正規模、適正配置の一番

初めの検討委員会で、それでは幼稚園の新家幼稚

園と東幼稚園の廃園問題をしますというて会議や

ったんでしょう。そういうてここの議会でも追及

ありましたでしょう。そういうことがあるから言

うてるんですよ。

壇上でも言いましたけども、再構築はあくまで

保護者の声を第一にしてもらうと。保護者の声を

聞いてへんからこういう問題あったんでしょう。

そのことも明確に答えられない。ですから、廃園

はしないときっちり園名を挙げて、２園挙げて言

うてください。でないと、このままやったら、白

紙撤回と違いますやんか。先送りですやん、問題

の。検討委員会はとりあえず開けへんと言うてま

すけども、いつ開かれるかわからない。開かれた

ら、廃園優先の前みたいな形でやられれば、保護

者の意見無視でまた廃園計画をつくるでしょう。

ですから、はっきり言うてください、廃園しない

と。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほどもお答えしており

ますけれども、いわゆる答申に戻って、教育問題

審議会の今後の幼稚園のあり方というその原点で

あります答申を教育委員会はいただいております

けれども、この原点に戻りましての今後また検討

委員会というんですか、これを立ち上げて、再構

築をする場合にはその精神を生かした形でやって

まいりたいです。今のここの段階で、新家幼稚園

あるいは東幼稚園をはっきり廃園にいたしません

ということは、この場ではお答えしかねるところ

でございます。先ほども申し上げましたように、

１５年度、１６年度、２年保育、今現況のところ、

この９つの公立幼稚園、いわゆる泉南市の幼稚園

の制度は従前どおり実施をさせていただきたい、

こういうところでございますので、御理解をいた

だきたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） こんなひどい話ないんと違

いますか。白紙撤回、それ先送りですやんか。こ

の振興計画案の中には３つの内容がありまして、

公立幼稚園のあり方、それから適正配置、適正規
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模、それから３歳児保育と。保護者や市民の声は

１、２に関してはオーケーですよと、大概そう説

明会の流れからいえばオーケーやったんですよ。

そうでしょう。

検討委員会の皆さんも１年間苦労されて、やっ

と出してきた答申案をいとも簡単に昨日午前中に

は２年間担保で廃園しませんと言うてて、午後に

なったら一方的に廃園にしますと言うといて、一

番市民の願いである廃園問題を先送りしてるだけ

の話と違いますか。白紙撤回、そんなもん先送り

のためのだましの手法と違うんですか。何でその

東幼稚園――これから請願も可決の見込みでしょ

う、紹介議員が過半数超えて。そういう請願にも、

議会の声にも、保護者の声にも反するような先送

りで問題を逃げようとするんですか。そんな姿勢

は許せませんよ。はっきり新家幼稚園、東幼稚園、

廃園にしないと。それが白紙撤回でしょう。答申

に廃園なんて言葉は一言もないですよ。出てませ

んよ。どうですか。廃園しませんとちゃんとお答

えください。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 検討委員会の案といたし

ましては、新家幼稚園、東幼稚園がそれぞれ新家

南幼稚園、あるいは新家幼稚園に併合するという、

そういう案でございました。今回、その検討委員

会での案につきまして、その適正規模、適正配置、

並びに第１項目につきましても第３項目につきま

しても、この検討委員会の案そのもの自体を白紙

に戻させていただくということでございまして、

今後どの園をという具体名は別に今この場で申し

上げるわけにはいきませんが、その辺のまた再構

築をしていく段階では、どういった形での適正規

模、適正配置というものが出てくるやもわかりま

せん。

この分につきましては組織の組み立て、いわゆ

るメンバー並びに手順、方法、メンバー構成等、

こういったものも今回市民の皆様方あるいは議員

の皆様方からいろいろ御意見をちょうだいいたし

ておりますので、そのことを十二分に受け入れを

――受け入れといいますか、ちょっと語弊があり

ますが、それを受けとめさしていただいて、今後

再構築するときにはそのことを十分踏まえてやっ



てまいりたいと。今の現在の状況では、この程度

しか私としてはお答えすることができません。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 議長ね、教育長も、一番初

めにあなた、従前どおりの扱いで９つの園を存続

させるとおっしゃったでしょう。９つの園を存続

させるわけでしょう。そしたら、新家や東幼稚園

は廃園させないということですね。そやなかった

ら９つの園を存続させるということはできないで

しょう。従来どおりの扱いできないでしょう。９

つの園を存続させるということは、新家幼稚園、

東幼稚園は廃園にしないということですね。お答

えください。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） たびたびの御質問で恐縮

いたしますけれども、私の方でお答えをいたしま

したのは、９つの公立幼稚園の制度など本市の公

立幼稚園について従前どおりの扱いとさせていた

だきますというふうに答えさせていただいており

ます。そのことで御理解をいただきたいと思いま

す。廃園をしないということでは申し上げており

ませんので、御理解のほどよろしくお願いいたし

たいと思います。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 廃園はしないと言えないと

いうことは、廃園をするということですか。廃園

をするということですか。東と新家幼稚園を廃園

できないと言えないということは、廃園をすると

いうことですか

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 大森議員の御質問

に答えさしていただきます。

先ほど来教育長が申し上げておりますように、

振興計画案の白紙撤回というんですか、白紙に戻

したということの中身の問題でございますけども、

認識としては一たんもとの状態に戻しますよと、

公立幼稚園のあり方を含めて。そして、もとの状

態に一たん戻しますと。現況に戻しますと、こう

いうことで、次に新たにこれからの公立幼稚園の

あり方を議論するときには……（大森和夫君「廃

園にするんかと聞いてるねん」と呼ぶ）だから、

今申し上げましたように、同じことを繰り返して
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るんですけども、一たん検討委員会の振興計画案

の中身については白紙に戻しますと。それから、

公立幼稚園のあり方については従来どおりもとへ

戻しますと。それから、新たに検討していく場合

には答申の精神を踏まえさしていただきます。こ

ういう認識だということでございます。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 何を答えてるんですか。答

申の中に廃園という方針あるんですか。答申の中

に廃園という方針あるんですか。新家幼稚園、東

幼稚園廃園という方針あるんですか。あなたより

教育長に聞いてるんやから。あるんですか。ない

でしょう。どこに廃園という言葉、答申の中に一

言でも出てきてますか。出てきてないでしょう。

それから考えたって、廃園というのはないんです

よ。従来どおりは、この答申案、この検討計画案

出る前からそしたら廃園という方向あったんです

か。ないでしょう。きっちり廃園ないということ

が何で言えないんですか。従来どおりやる。９園

存続させる。現状に戻る。答申の精神で行く。答

申の精神には一言も廃園という言葉はありません

よ。お答えください。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほどから何度もお答え

をいたしておりますけれども、いわゆる検討委員

会での振興計画案そのものにつきましては、具体

園名が出まして、一部の園には廃園という形の結

果、あるいは他の園につきましても園区の見直し

という形での案が出ておりました。この分につい

てのいわゆる検討委員会の案、１の項目、２の項

目、３の項目、すべてにおきまして白紙に戻させ

ていただくというふうにお答えをさせていただい

たわけでございます。

ただし、今後教育問題審議会でいただきました

答申、この精神を大事にいたしまして、適正規模、

適正配置という問題からは、確かに答申の段階で

は各園がどうこうで、ここを廃園する、ここを園

区の見直しをするということは答申には出ており

ませんけれども、あくまで適正規模、適正配置と

いう観点で整理、統合していくということは触れ

られておるというふうに考えてございます。

そういう面で、今後再構築をする段階ではその



答申の方向づけ、これを大事に扱いまして、具体

案を練っていくことになろうかと思いますが、そ

の段階ではいろんな策定の仕方あるいは組織のあ

り方、こういったものも十分に今回の例での御意

見、御要望、特に地域の住民の方々の御意見を重

く受けとめまして、その分を十分考えに入れて考

えてまいりたいと、このように申し上げてる次第

でございます。御理解をいただきたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 答申のどこに整理、統合て

書いてますん、教育長。どこに書いてますん。何

ページに書いてます、そんなこと。一言も書いて

ませんよ、整理、統合するいうて。そんなうそば

かり言うたらあきませんよ。どこに書いてますの

ん、整理、統合するいうて。

保護者の声聞く。聞くんやったら廃園はやめな

さいよ。何が聞く。聞いてないですが、あなた。

保護者の声。議会の声も聞いてませんでしょう。

議会でも、請願可決見込みですよ。議会の声も、

廃園にするなの声ですよ。どこが保護者の声聞い

てるんですか。どこに整理、統合ていう言葉答申

に出てます。どこにありますか。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今、整理、統合というん

ですか、その辺のところにつきましては、文言が

この答申の中にはないということで、取り消しを

させていただきたいと思います。ただ、適正配置

の検討ということで、答申をお持ちだと思うんで

すけれども、１０ページのところにいわゆる措置

率の問題等が上がってございます。それから、本

市の財政状況の問題も上がってございます。

そして、１の段階では――１と言いますのは今

後のあり方というところにおきまして、教育的な

配慮も必要だというふうには出ておりますけれど

も、効率化の問題がこの部分にも出ておりまして、

本市におけます幼稚園教育を充実、発展するため

には、通園距離だとか、あるいは安全性、地域に

根差した幼稚園など配慮しながら、適正配置や園

区の見直しをする必要があるというふうに書かれ

てございます。これは１１ページでございますけ

れども。

そういった意味で、この姿勢、ここにまで戻り
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ましての今後検討委員会での再構築をするときに

はそのことも十分踏まえ、今回の住民の方々の御

意見あるいは議会での御意見を十二分に尊重しな

がら、検討委員会を立ち上げる場合にはこの部分

を大事にして、この部分だけでございませんで、

第１の項目、第２の項目、第３の項目、すべて連

動してまいります。この部分を含めて今後再構築

をさせていただきたいと、このように考えておる

わけでございます。今回、この検討委員会の出し

ました案、このもの自体は一度白紙に戻させてい

ただくということでございますので、御理解のほ

どよろしくお願いをいたします。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 教育長ね、整理、統合なん

て言葉一言も入ってない言葉使って議会をごまか

して、どういうつもりですか。簡単に取り消しま

すと言うて、とうとうとこの内容を述べて、失礼

なことありませんか。僕が読んで、載ってないて

あなたに指摘してるんですよ。それを１０ページ

見てください、１１ページ見てくださいて、何を

言うてるんですか。整理、統合なんて言葉、一言

もないでしょうが。ようそんなうそまでついて、

幼稚園教育混乱さしてどうするんですか。

今でも、お母さん方は公立幼稚園――新家幼稚

園、東幼稚園へ行きたくても、混乱してる幼稚園

には行かしたくない。あなた、幼稚園つぶす気で

すか。行きたいと言うてる方、どうしても公立幼

稚園がええという方もいらっしゃるんですよ。幼

稚園を廃園にしないというのが言えないのは、あ

なた、新家幼稚園と東幼稚園を廃園にしたいんで

すか。幼稚園教育に混乱を持ち込んで、そう言う

んですか。これ以上の混乱の原因になりますよ、

今のあなたの答弁は。これ以上の混乱をお母さん

方と保護者と泉南市の幼稚園教育に持ち込みたい

のか、その点お答えください。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今回、保護者や市民の皆

様方を大変混乱をさしてしまったということに対

しましては、心からおわびを申し上げたいという

ふうに思っております。また、教育行政を預かる

者としての行政責任を改めて痛感いたしておると

ころでございます。



当然、幼稚園教育は生涯にわたりましての人間

形成の基礎を築きまして、一人一人幼児の人格を

育てるということを援助することによって、社会

の根幹を築く重大な役割を担っているものだとい

うふうに認識いたしております。本市の幼稚園教

育の振興にかかわりまして、いわゆる教育活動の

充実だとか、教育環境の改善、時代の変化を踏ま

えた弾力的な幼稚園の運営など課題が山積してお

ります。こうした諸課題の解決を具体的に取り組

むことを通しまして、保護者の皆様方あるいは市

民の皆様方の願いにこたえてまいりたいと、この

ように考えております。

今回の説明会におきまして、９地区に実施させ

ていただきました説明会でもいろいろ御意見をち

ょうだいいたしました。あるいは、議会でもいろ

んな御意見をちょうだいいたしまして、このこと

を十分大きく受けとめまして今後の幼稚園教育に

生かしてまいりたいと、このように考えてござい

ます。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 教育長ね、このままやった

ら、請願可決後も混乱しますよ。請願も新家幼稚

園、東幼稚園の存続、そういう内容ですよ。存続、

廃園しないということを明言しない限り、これ周

知徹底も大変やろし、これまたあなた、説明会の

報告、また各地域回るんでしょう。各地域か知ら

んけど、お母さん方にまたお返しするんでしょう。

これまた混乱しますよ。何でそこまでして――公

立幼稚園の評価というのは高いでしょう。説明会

では厳しい意見も多かったけども、教育委員会や

先生らよくやってると。新家幼稚園や東幼稚園の

教育はええから、ぜひ行かしたいと、続けて行か

したいんやと、そういう声たくさんあったでしょ

う。

行革の問題でも、もっともっと宣伝してくれた

ら、新家幼稚園でも行きますよと。そういうふう

にして園児をふやしていって、行政改革ね、財政

問題あるやろけども、応援していきますよと。も

っと保護者の立場に立ったような説明会でも報告

でもしてもらえれば、話に乗りますよという声た

くさんあったでしょう。あなたのお答えでしたら

ね、ますます教育委員会に対する不信と幼稚園教
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育に対する混迷が深まるばかりですよ。こればか

りできませんので、ほかの質問いきますけども。

そしたらちょっと、周知徹底の件でお聞きしま

す、後ろから声もあったんで。チラシに出すとい

うふうに書いてましたけど、これどうなんですか。

一丘小学校ではありましたね。お母さん方の方か

ら、せめて９月２０日までには報告してもらえへ

んかったら、これを廃園になってでも９月２０日

までには保護者の皆さんに通知せんかったらあき

ませんと。どこの幼稚園選ぶにも半年以上かかる

ねやと、普通でいえばね。廃園するにしても９月

２０日までには知らせてほしいと。一丘小学校で

これはずっと議論になりましたよね。きょうはも

う既に２６日ですよ。どのようにして皆さんに周

知徹底していくのか、今おっしゃったようなおわ

びも含めて話ししていくのか、お答えください。

○副議長（東 重弘君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほどもお答えをしたわ

けですけれども、このことの周知方でありますけ

れども、周知方のチラシを作成し、保護者、入園

願書配布者、各幼稚園のＰＴＡや区の代表者の方

々に配布をいたしたいと考えております。また、

幼稚園や公民館等公共施設へのポスターの掲示及

びチラシの設置をいたしたいと考えておるわけで

ございます。それと、市内全域の周知方につきま

しては、新聞の折り込みチラシということで対応

をいたしたいと考えております。

９公立幼稚園におきましては１０月１日からの

募集ということになりますので、それまでに何と

か間に合うだろうということで、今鋭意そういう

手続を踏んでおります。御理解のほどよろしくお

願いを申し上げたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 後でそのチラシは、一般新

聞にいつ入れるのか、それだけでもちょっとお答

えくださいよ。

それと市長ね、同更貸付基金の回収のことでお

聞きしますけども、壇上でも言いましたように、

滞納を許さない、市民の血税をむだにしないとい

う立場の態度が大事だと思いますわ。そういう点

でいいますと、市営３住宅の滞納問題と比べてみ

ると、やっぱり市長は調査されてから、市長が知



ったんは１３年７月ですか。それで時効未到来の

分の回収が１４年の８月１３日、これ１年間以上

日にちがあいてるわけですよ。

それで、新たに厚生消防常任委員会の中で示さ

れた資料によりますと、１４年度で集金が終了し

てるわけですね。そのときに集金人は何と言うた

かというたら、五、六件の集金、これで終わりま

したと、もう集金するものはありませんと言うて

原課にお返しして、それから集金がストップした

と。５５８件未集金があるんですよ。そのうち五、

六件しか集金者は集金してなかったと。

こういう事態が明らかになって、市長はどうす

べきですか。これ調査すべきですか。すぐに集金、

滞納を克服する対策を、調査と同時か並行か、回

収以前に――回収第一を優先に取り組む課題にす

べきと違いますか。３住宅の方おっしゃってたよ

うに、時効になれば、こういうことをすれば、市

民からも納得が得られないやろと。幾ら言い分が

あったって、使用料などを滞納して、それで時効

になったと。そんなことは市民はだれもわかって

くれへんと。議会も納得いけへんやろと。そやか

らもう払うと。市長の熱心ないろんなお話し合い

の経過もあったでしょうけどもね。

そういう姿勢からすると、こういう時効で５，１

００万ぐらいか残るんですよ。こんなこと、市民

が納得できませんよ。借りてる方も集金に行って

ないんやから、自分が時効になったかどうかもわ

からんまま来てるかもしれませんよ。こんな事態

放置しとって、財政問題とか、この同和更生資金

の未集金問題が解決するとは思えないんですよ、

その点どうでしょうか。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私、知りましてから、原課

の方に経過を含めて調査を指示いたしまして、時

間かかったのは事実でございます。何しろ歴史の

長いものでございますから、一定の整理をして、

そしてきちっと氏名、住所、あるいは額ですね。

どこまで償還しているのか、あるいは否かですね。

そういうものも含めて調査をしたということでご

ざいます。若干時間がかかったのは確かでござい

ます。その後、さっき言ったような３つのタイプ

があるというふうに思いますけれども、今回当然
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時効未到来についてはお支払いをいただかなけれ

ばいけないということで、時効の中断も含めて書

類をもって請求をさしていただいてるということ

でございます。

難しいのは時効到来分の取り扱いということで

ございますけども、これも法の専門家にもいろい

ろお聞きをいたしているところでございますけど

も、実質上はなかなか回収は難しいんじゃないか

と、こういう意見でございます。それを受けてど

うするかという問題は１つありますけれども、我

々としてとり得る手段といいますか、それについ

ては今とりあえずは時効未到来についてやりまし

たんで、あとの取り扱いについては再度十分検討

したいというふうに思っております。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） あのね、市長ね、市長が知

ってから１年間放置してて、これでどれだけ時効

がふえたんですか。それで、この同和更生資金貸

付基金の滞納額というのは府下最低ですよ。断ト

ツ、１３．８％。税金も府下最低、同和更生貸付基

金も府下最低。これもう、何調査しようが、何し

ようが、とにかく回収してお金を、率を上げへん

かったら、市民は思いますよ。市長もそう思われ

たんと違いますか。税金も集まれへんと。泉南市

は府下最低やと。同和更生資金貸付金の返還は府

下最低やと。それが当たり前やと。府下最低は泉

南市の定位置やと。そんなふうに思ってたんと違

います、市長。そやなかったら回収第一に、あな

たね、回収第一に取り組みなさいよ。そう違いま

すか。時効到来分を弁護士に相談するなんてな、

そんな方便ないでしょうが。

何度も、委員会の中で皆言うてましたでしょう。

時効到来分は集金できない。こんなもの弁護士に

聞かんでも当たり前のことですやんか。みんなが

委員会でそのことを言うてるのに、聞く、聞くて。

弁護士に聞いてどうですか。そんなもん時間のむ

だですと。そら、政治的判断で考えなさいと。当

たり前ですよ、政治的判断の問題ですよ。弁護士

に相談する内容と違うでしょう。回収第一に取り

組む姿勢、そういう政治的姿勢が市長に求められ

とるんと違いますか。

あんた怒りはるけどもね。やっぱりもっとそう



いうことで回収第一にせんかったら、この同和更

生貸付基金というのは、同和地域の人だけが借り

れる分でしょう。これからもう特別措置から一般

に変わるという中で、気持ちよく変えれるように

集金もきっちり返す。３住宅の方の話聞いたとお

りでしょうが。こんなことじゃ、みんな気持ちよ

くなれませんよ。

泉南市、ほんまに財政問題で幼稚園統廃合言い

ましたけども、５，３８０万きっちり回収すれば、

幼稚園の統廃合も俎上に上がれへんでしょう。そ

ういう意味で、回収第一にすべきやったんと違い

ますか。ちょっとその辺どうですか、市長。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 品位のある泉南市議会でご

ざいますから、発言についてはやっぱり品位を保

って発言をしていただきたいというふうに思いま

す。

それと、未到来分は当然我々の方で処理をする

という形でやっております。ただ、時効到来分に

ついては、やはり法律の専門家にきっちり聞いた

上で判断をしないといけないわけですから、当然

それは必要なことでございます。したがって、我

々の方は顧問弁護士さんにお聞きをしたというこ

とでございます。いろんな意見はいただいてます

けどね。ですから、我々としてはできるだけこれ

からも回収に努めるということで進んでいきます

ので、御理解をいただきたいと思います。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 私も、この集金の時効の問

題は何も知識で委員会で言うたんと違いますよ。

時効の分もらわれへんというのはね、弁護士さん

に聞きましたよ、電話一本で。１年１カ月もかか

らんでも、電話一本ですぐできますよ、そんなこ

とは。そういうことを言うてるんですよ。

それと、私は別に品位を汚したとは思いません

し、そんなことよりもほんと回収率を上げてね、

府下最低ですよ、断トツの。集金も同和更生資金

も。ここに積極的に市長、取り組んでいけへんか

ったら、財政再建できませんよ。そういうことを

言うてるんですよ。

それと、健全化計画の中で、これもちょっと３

住宅にかかわってお聞きしますけども、市長は建
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てかえ――３住宅の方の建てかえを進めていくと。

建てかえですわね、市長は。市営３住宅というの

は払い下げの問題というよりも、市の側でいえば

建てかえ問題ですよね。建てかえを進めていくか

らということで話ししていた。建てかえる予算は

この健全化計画の中には含まれてませんよね。

７カ月以内に３住宅にお住まいの方と市営住宅

をどうするかということをお話しするんやけども、

建てかえる予算入ってませんでしょう。これどの

ようにして住宅の方と、胸襟を開くとか、話し合

いを進めると言うてますけども、どうするつもり

ですか、建てかえ計画は。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 健全化計画の中にお示しし

てるのは、今既にわかってる事業についてはある

程度カウントしてます。それ以外については、こ

れは全協のときにも申し上げましたように、総枠

の範囲内で考えていくと、こういう考えでござい

ます。

３住宅の解決の方向でございますが、けさから

も、きのうも御質問いただいておりますけれども、

入居者の皆さんは払い下げと、我々の方は建てか

えと、こういう形でございました。

今回、円満な解決に向けて話し合いを進めてい

くということでございますので、そのときに答弁

申し上げましたように、大上段に構えた払い下げ

は難しいですよ、それはわかっておりますという

ことなんですよ。我々は建てかえをしますという

考えを示しております。もう１つは、裁判前に何

かその間の解決方法がないかということを模索し

ようというそのときの合意があったわけでござい

ますから、その間の何かいい知恵、これはお互い

に考えていく必要があるということですから、そ

の辺で解決の道を探ると、こういうことでござい

ます。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 今後７カ月の間で住民さん

と話を詰めていくわけでしょう。将来の話やない

でしょう。５年以内にマスタープランまでつくっ

て建てかえの方針にして、建てかえ、建てかえと

いうことで住民さんをここまでずうっと引きずっ

てきたわけでしょう。市が建てかえという方針を



早く財政的には無理やから捨てていれば、もっと

早く話し合いができてたはずですよ。そういうこ

とを含めて言うてるんです。７カ月の間に建てか

えの予算――７カ月である程度話、決着つけるつ

もりで今お互い胸襟開いて話し合うてるわけでし

ょう。予算の裏づけが全然ありませんやんか。そ

れでずっと引っ張ってきて、そういうことはどう

なんだということ。市民の方、居住者の方にも建

てかえはするということでお話ししてるんですね、

そしたらね。それが１点。

あと財政難の中で、やっぱり市長言われたよう

に、３住宅が入ればどこかを削っていくという形

でやっていくということですけども、今幾つか壇

上でも述べましたけども、農業公園、これは８月

の臨時議会の中でも我が党は修正案出しましたし、

補正予算に反対する議員も何人かいらっしゃいま

したね。この焦点が農業公園ですわ。２４億円か

かって、これから７億円ですか、ランニングコス

トが５，０００万円かかるというこの事業、市長は

延期なり延ばす気ありませんか、それお答えくだ

さい。幾つかの新しい事業、これから学校建てか

えなども入ってくるかもしれません。保育所、幼

稚園建てかえ入ってくるかもしれません。そうい

うときに農業公園は後回しにする、延期にする、

そういうお考えありますか、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） まず３住宅のことでござい

ますけども、これについては即予算化ということ

ではございませんで、これから解決に向けて話し

合いを開始すると。まだやっておりません、具体

のですね。ですから、この議会が済んでからお互

いに納得できる解決策を求めていこうと、こうい

うことでございます。

それと、農業公園の話出ましたけども、これは

既に事業中でございまして、以前に一部期間の延

長、それと１期、２期という形での見直しをやっ

ております。現在やっておりますのは、主に先行

取得をいたしました用地の買い戻し、それと事業

費について国庫補助がつくと。なおかつ、大阪府

のプラス１５％の補助がつくという中でやってる

わけでございまして、既に用地取得を公社の方で

行っておりますから、それを着実に買い戻してい
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くということにしないと、ここで中断ということ

になりますと、国庫補助の返還とか、あるいは公

社に負債がそのまま残るということになってまい

りますから、まず用地の買い戻しをきちっとやる

と。もう先が見えておりますから、あとはおっし

ゃったランニングコストをいかに減らしていくか、

うまく回転さしていくかということだと思います

ので、それは今、今後の管理・運営手法という形

で、ＰＦＩも含めて検討してるということでござ

います。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 幼稚園の統廃合問題のとき

に、この幼稚園何でつぶすんかと、わずか１，６０

０万と違うかということで質問出ましたよ。そし

たらお答えになった方が、いえいえ、これから管

理・運営費が何ぼでもかかるんですと。それ考え

たら、つぶすのが一番いいんですとお答えになっ

たんですよ。

これも農業公園も一緒ですわ。補助金つく、何

がつくと言うけども、ランニングコストとかいろ

んなこと考えれば、今思い切って延期するなり、

やめるなり、財政が健全化するまで延ばすのが一

番いいんですよ。それで、市民の願いをかなえる

市長の公約、老人集会場をつくるとか、夜間診療

所をつくるとか、公約幾つか挙げてますけども、

どの予算回すつもりでいるんですか。農業公園削

ることを第一にやっぱり市長、考えてお願いした

いと思います。

それと、壇上で聞きましたけども、今まで行革

案つくってきました。幾つか、ほとんど失敗して

ますわね。失敗というか、途中で目標達成してま

せんわね。それ何度も質問ありましたけども、そ

のときにだれか責任とったことありますか。市長

でも功労金返したとか、担当助役を１人に減らし

たとかありますか。今度だけ府にペナルティー科

せられるような、こんなやつは泉南市が受ける必

要がないと思いますけども、その２点お答えくだ

さい。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 行財政改革は、泉南市はい

ち早く取り組んでやってきてるというのは御承知

のとおりだと思います。その中で、だからこそ現



在、多少赤字はありますけれども、今まで非常に

努力をしながら、一方では必要な事業をしながら

財政運営をできているということでございますか

ら、失敗ではございませんで、むしろうまく今ま

でローリングしながらやってきてるということで

ございます。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 市長ね、そんだけ自信あん

ねやったらね、府言いなりで、府が補助金、支援

策くれるからというような計画に乗らんと、市長

が堂々と市の方針でやったらどうですか。５，８０

０万ぐらいの府が支援するからいうて、乗ったら

あきませんよ。府の姿勢で泉南市も大変財政難に

なったことたくさんあるでしょう。それだけ行政

再建計画に頑張って取り組んできたと言うんやっ

たら、府の言いなりにならんと、市の自主性で頑

張るようにお願いしたいと思います。どうですか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。端的に。時間あ

りません。

○市長（向井通彦君） 府の制度を活用するという

ことでございます。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 悪臭の件で……

○議長（角谷英男君） 以上で大森議員の質問を終

結いたします。

次に、２番 竹田光良君の質問を許可いたしま

す。竹田君。

○２番（竹田光良君） 皆さんこんにちは。公明党

の竹田でございます。議長のお許しを得まして、

ただいまより平成１４年度泉南市議会第３回定例

会の一般質問をさしていただきます。ただし、質

問がきのう、また本日の質問者の方と重々重なり

ますので、その辺は御了承いただきたいというふ

うに思います。

昨年９月１１日に起こりました米国同時多発テ

ロより１年が経過いたしました。世界が驚愕した

あの惨事は、今もって私たちの脳裏に克明に焼き

つけられているものであり、二度と繰り返されて

はならないものであると思うのと同時に、改めて

惨劇に遭われた方たちの御冥福をお祈り申し上げ

ます。とともに、一方で現在緊張が続いておりま

すイラン、イラク等の情勢につきましても、どう
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か罪のない方に被害が及ばない方法で解決を図ら

れんことを切に望むものであります。

さて、一方そんな中で大きな歴史の扉を開いた

のが、先日９月１７日に行われました日朝首脳会

談ではなかったのではないでしょうか。ただ、拉

致問題については、御承知のとおり５人生存、８

人死亡との報告に衝撃を受けたわけであり、改め

て８人の皆様の御冥福をお祈り申し上げますが、

その８人死亡説についてもさまざまな意見や見解

が新聞、テレビを通し情報が少々錯綜しつつある

ように思われますが、一刻も早く事実や真実を解

明されることを望みたいと思います。

それでは、通告に従い大綱４点について質問さ

せていただきます。

１点目は市町合併についてです。

本年８月２６日より、これまでの泉南市、阪南

市、岬町の２市１町の枠組みから、泉佐野市、田

尻町を加えた３市２町体制による泉州南広域行政

研究会が改めてスタートいたしました。

これまでの２市１町の流れから３市２町へと拡

大されたことにより、大きな枠組みでの取り組み

となりましたが、８月２７日に我々議員にいただ

いた平成１４年度のスケジュールを見ました。私

自身、少々唐突な思いであり、急激な流れの変化

に驚きもあります。そこで１点目として、さきの

２市１町の研究会から３市２町へとなった背景に

ついてお聞かせください。

また、２点目として、２市１町の枠組みにてこ

れまで研究会を事務的レベルにおいて開催されて

きたと思われますが、大阪府のケーススタディー

は配布されてまいりましたが、肝心の当事者であ

る泉南市、阪南市、岬町の２市１町による中間報

告並びに成果品はいまだ未発表となっております。

私は、これまでの２市１町による泉州南広域行政

研究会の一定の総括も必要ではないかと思われま

す。よって、旧泉州南広域行政研究会の総括と、

今後それをどう生かす活動を展開するのか、お教

えいただきたいと思います。

３点目は、先ほども述べましたとおり、今後の

平成１４年度スケジュールとして資料をいただき

ました。前回、私が市町合併問題について２００

５年３月までの期限についてのタイムスケジュー



ルの質問をさしていただきましたが、本当に合併

を視野に入れるならば、時限的な問題について待

ったなしで来ております。

資料には、平成１４年度から平成１５年度を第

１四半期スケジュールとし、第１ステップが平成

１４年９月から平成１５年２月、第２ステップが

平成１５年２月から同年６月までとなっておりま

すが、大変過密スケジュールであると思われます。

そこで、具体的にこのスケジュールの中身と、ま

たこれだけ過密なスケジュールであればさまざま

な問題点があると考えられますが、このことにつ

いてお聞かせください。

大綱２点目は、住民基本台帳ネットワークにつ

いてです。この問題については、さきの第２回定

例会において質問させていただきましたが、今議

会も引き続き質問さしていただきます。

そもそも、旧自治省はこのネットワークの目的

を高度情報化社会に対応して住民の利便及び国・

地方公共団体の行政の合理化に資するためとして

おります。つまり、住民基本台帳ネットワークは、

総合行政ネットワークとともに電子自治体の基盤

となるネットワークであり、住民の利便性と国・

地方公共団体の行政の合理化が主なる目的のもの

が、さきの８月の第１次稼働の際には、大きくは

セキュリティー面と国会においての個人情報保護

法案が採決されない問題により、大きな論議を呼

ぶところとなりました。

私は、当然個人情報保護法案は住民基本台帳ネ

ットワークとともにセットでなければならないも

のと考えますが、ただ、今あるさまざまな問題が

提起されている中で、１点目としてまだまだ住基

ネットそのもののシステムが理解されていないと

いう点と、２点目として本当にセキュリティー面

は大丈夫なのかという、大きくはこの２点につい

て、まだまだ十分な説明と理解がなされていない

ことが問題であると思います。

よって、この点を踏まえ質問さしていただきま

すが、１点目は、本年８月に住民基本台帳ネット

ワークが第１次稼働として動き始めたわけであり

ますが、この第１次稼働された際に、テレビ、新

聞を通してさまざまな問題点が指摘されておりま

したが、どういった問題が生じたのか、具体的に
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あればお教えください。また、泉南市の市民の皆

様からの苦情等の事例もあれば、あわせてお教え

ください。

２点目は、来年度に第２次稼働が実施され、い

よいよ本格的な稼働とされているわけであります

が、この第１次稼働から第２次稼働までの間は具

体的にどういう住民サービスが受けられるのかを

お教えください。

３点目はセキュリティーについてです。

御承知のとおり、この住民基本台帳ネットワー

クシステムは、各都道府県のコンピューター（都

道府県サーバ）とその都道府県内の各市町村に設

置されている既存住基システムと住基ネットワー

クシステムの橋渡しをするコミュニケーションサ

ーバを設置したコンピューターを回線で結ぶネッ

トワークの部分と、これらの各都道府県サーバと

全国センターを結んだネットワークの部分で構成

されていますが、先日来より問題になっています

のは、このネットワーク間における情報の漏えい

や取り扱う職員の問題等が指摘されておりました。

この点については、ネットワーク上においては

各システムにファイアウオールが設置されている

ということですが、最近のハッカーなどは、少々

のシステムにも入り込み、またウィルスを注入す

るようなことは可能とお聞きします。よって、こ

のファイアウオールについても、一体どういうも

のなのか、システムを守る意味からも重要なセキ

ュリティーシステムですので、なかなかすべてを

公表できないと思いますが、どうか言える範囲で

結構ですので、お答えいただきたいと思います。

そして、取り扱う職員の問題も含めて、セキュリ

ティーの安全性についてお聞かせください。

３点目は、第１次稼働から第２次稼働まで、ま

た第２次稼働以降について、今後どういう作業を

行うのか、具体的にお教えください。

大綱３点目は、新家の悪臭の問題についてです。

昨年度より当該の事業者が実施してきた施設面

の改善計画については、完成をしたとお伺いいた

しました。しかし、においはなくなるどころか、

ますますひどくなるときもあり、また最近は本当

に大きな広がりを見せているようにも思われます。

その広がりは、場合によっては田尻町にも広がり、



その田尻町の方から、最近このにおいについての

経緯や経過の説明を私にしてほしいと、そんな要

請を受ける始末であります。

つまり、今や泉南市、泉佐野市のみならず、田

尻町を含めた２市１町の問題にもなっており、一

日も早い解決が望まれております。私は、早急に

泉南市、泉佐野市、田尻町に大阪府も含めた１府

２市１町による広域連携を図り、しっかりとした

対応をすべきだと思います。

そこで、１点目の質問として、この施設面の改

善計画の完成後について、現状はどうなのか、お

聞かせください。

また、改善計画の完成後については、当初大阪

府並びに当市においても、私を初め他の議員の質

問についても、相当のにおいがなくなるとの答弁

をいただいておりました。しかし、いまだにおい

はなくなるどころか、これまで以上に悪い状況も

あることについて、現在の状況はどうなっている

のかを２点目にお聞きします。

３点目は、今後本当にどうしてこの問題を解決

していくために取り組まれていくのか、お教えい

ただきたいと思います。

大綱４点目は、関空問題についてです。

平成６年に開港した関西国際空港も、先日９月

４日をもって８周年を迎えました。１本の滑走路

から２本の滑走路へ向かって、２００７年供用開

始へ向け、今のところ順調に２期工事も進捗して

いるとお伺いしました。しかし、開港以来何かと

騒がれてきた関空にとって、昨年の９月１１日の

米国同時多発テロ以降、私は本当に正念場を迎え

ているのではないかと思います。

先日も所要で関空に参りましたが、２階国内線

のカウンターの一部はＪＡＳが撤退後そのままの

放置状態にあり、また何といっても乗客、お客様

というより、人の少なさに本当に驚きました。実

際に、本年７月の航空機発着回数については、前

年同月比で１５％減と落ち込み、旅客数について

も２０％減との報道がなされています。

関空は、開港以来大きな借金を抱えての出発で

したが、当初は確実に発着便数や旅客数を一定伸

ばしてまいりました。そして、地元雇用の面にお

いても大きく寄与してまいったと思いますが、肝
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心の発着便数、旅客数の落ち込みは、これまでに

ない危機であり、本当にその解決策が現在問われ

ていると思われます。一刻も早く発着便数並びに

旅客数がせめて９月１１日前までに回復されるこ

とを望むものであります。そういった経緯も踏ま

え、以下の点についてお聞きしたいと思います。

まず１点目は、２期工事の進捗状況についてで

す。

国土交通省は関空２期事業について、現在のと

ころ工事継続を確認する一方、さきに述べました

現状を踏まえ、利用の現状や会社の経営状況を見

きわめる必要があるとの中間の取りまとめを交通

政策審議会航空分会に報告したとありますが、利

用状況が改善されないと２期事業の延期論が常に

再燃する可能性がある中、現在の進捗はどうなっ

ているのか、具体的に何％の工事の進捗状況なの

か、お教えいただきたいと思います。

また、２点目には上下分離方式についてです。

御承知のとおり、上下分離方式については関空

救済方式であるとか、日本の空港の競争力低下に

つながるなどの批判もありますが、私はそもそも

１民間会社があの空港島を所有していることに疑

問がありました。そういった意味からもこの上下

分離方式が必要だと思うのですが、その後どうな

っているのか、お聞かせください。

３点目は、南ルート問題についてです。

これまでも一定の調査をされ、報告もなされて

まいりましたが、今後この南ルートについてはど

うなっていくのかをお聞かせください。

以上で壇上より質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○議長（角谷英男君） ただいまの竹田議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、市町合併につ

いて御答弁を申し上げます。

地方分権が実行の段階を迎え、地方自治体を取

り巻く環境は大きく変わろうとしており、住民の

多様化、複雑化するニーズにこたえていくために

は、より強固な行財政基盤の確立が不可欠であり、

また地方分権の推進により効率的な行財政システ

ムの確立が求められております。

そういう中、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、支援を行っ

てるところでございます。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町で設立

をいたしました泉州南広域行政研究会に今回新た

に泉佐野市、田尻町が加わり、先般、先月の８月

２６日に３市２町の市長、町長によります第１回

の研究会を開催したところでございます。

なぜ２市１町から３市２町になったのか、その

背景についてということででございますけれども、

一般的に言われる泉南地域というのは、岸和田か

ら南、岬町までの５市３町ございます。ですから、

その枠組みから申し上げますと、一番マキシマム

が５市３町と、一番ミニマムは今の泉南、阪南、

岬ではないかというふうに考えております。

そこで、今回１市１町が加わったという背景で

ございますけども、空港対岸の泉佐野市、田尻町

につきましては、私たち市長、町長はよく会う機

会が多いわけでございますが、その中でいつも話

をしておりますのは、関西国際空港が３つのまち

に分かれてると、行政区域がですね。そういうこ

とはやはりいかがかなという話をしょっちゅう、

合併問題とは別にしても話をしておりました。で

きれば、やっぱり１つのまちにした方がいろんな

面で効率的、あるいは一体的な整備なり、あるい

は活用ができるんではないかと、こういう意見交

換をしてきておりました。そういう過程の中で、

今回泉州南の会長でもあります私の方から呼びか

けをさしていただいて、御賛同をいただいて加入

したということでございます。

それは、１点は今の泉南、阪南、岬ですと、仮

に一緒になった場合、人口１５万前後ということ

でございまして、地方分権を受けていくという中

では、ややその権限を受けられる規模は小そうご

ざいます。ですから、ほんといえば人口２０万以

上の特例市、あるいは人口３０万以上の中核市を

目指すと、よりそれが地方分権という時代にふさ

わしい１つの枠組みではないかという考えを持っ

ておりました。ですから、特例市、あるいは将来

的には中核市をねらえるような行財政基盤の強化

というものが１つございます。

それと、２点目といたしましては、３市２町と
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いうのは歴史的、文化的なつながりの深い地域で

ございまして、関西国際空港を核とした臨空都市

圏と言うべき圏域を構成している市町であります。

このようなことから、今回呼びかけをさしていた

だきまして、御賛同いただいて、新しい発足とな

った次第でございます。そのほかも呼びかけはさ

していただいたんですが、しばらく様子を見たい

というとこもございまして、当面３市２町のスタ

ートということになった次第でございます。

それから、泉州南広域行政研究会、１年ほど活

動してきたわけですが、その総括はどうかという

ことでございますけども、昨年５月に本市と阪南、

岬とで設立をいたしました泉州南広域行政研究会

は、この間研究会を３回――研究会というのは首

長の会議でございます。それから幹事会が４回、

作業部会を４回開催いたしまして、２市１町の都

市基盤や財政状況、行政格差を比較するため、市

民サービスの内容などの市民生活に直結する項目

について現況調査やデータ整理を行ってまいった

ところでございます。

また、大阪府におきましては、この２市１町を

対象として市町村合併ケーススタディー調査を実

施していただいて、報告書として取りまとめまし

て議員各位にも御配付したところでございます。

今回の３市２町の調査研究におきましても、今ま

でやっております２市１町のデータを活用しなが

ら課題抽出などを行ってまいりたいと考えており

ます。

次に、スケジュールの問題でございますが、こ

れも先般お示しをいたしましたように、市町村合

併特例法の期限が平成１７年３月ということでご

ざいますので、残された時間は余りございません。

今回、会則を変更いたしまして、市町合併も視野

に入れた広域行政について調査研究を行うという

ふうにいたしました。ということで、一応１７年

３月を期限といたしまして、そこからフィードバ

ックいたしまして、そこへターゲットを当てた場

合、いつまでにどのような作業をしなければいけ

ないか、あるいは法的な手続をしなければいけな

いかということを念頭に置いてスケジュールを組

みました。

御指摘ありますように、極めてタイトなスケジ



ュールになっております。したがいまして、来年

の春ごろまでに３市２町の一定の調査を行って、

そしてそれらを取りまとめをし、また議会を初め

市民の皆さんにもご報告をしたいというふうに考

えておりまして、その後、じゃこれからどういう

方向に進んでいくんかということをそれぞれの市

町で検討をしていただくと。したがって、来年の

夏ぐらいまでにその辺の１つの行政としての考え

方を整理する必要があるというふうに考えており

ます。その後、法定の合併協議会を設置するとな

れば、当然議会の議決も必要になってまいります

から、そっちの方向に進むと、こういうことにな

りまして、スケジュールを組んだ次第でございま

す。

ただ、おっしゃいますように、極めてタイトな

スケジュールになっておりますので、これから精

力的に調査研究を進めていく必要があると、この

ように考えております。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私の方から、

住民基本台帳ネットワークシステムについてと新

家の悪臭問題について御答弁を申し上げます。

まず、住基ネットワークについて御答弁を申し

上げます。

第１次稼働における問題点についてお答えを申

し上げたいと思います。住基ネット稼働に当たり

ましては、マスコミ報道等により、より多くの市

民の方より問い合わせがあるのではと考え、問い

合わせに対応すべく事務マニュアルを作成し、対

応を行ってきたところでございます。稼働後及び

コード通知書発送による問い合わせにつきまして

は６０件余りございました。多くは住基ネットの

システムや住民票コードの利用についてでござい

ました。最終的には１１世帯の市民の方が受け取

りを拒否をされました。

続きまして、第２次稼働までの住民サービスに

つきましては、このシステムを活用することによ

って、法令に規定された国の機関等におきまして

は共済年金の現況届や遺族年金の給付事務等、ま

た都道府県での児童扶養手当の支給や建設業の許

可等資格申請の住所確認での住民票の写しの添付

が順次省略されることにより、住民の負担軽減が
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図られます。

続きまして、住基ネットのセキュリティーにつ

きましては、制度面につきましては個人情報の提

出先や利用目的を法律により、より具体的に限定

しております。関係職員に対しましては個人情報

の適正管理等及び秘密保持の義務づけ、目的外利

用の禁止、民間部門での住民票コードの利用禁止

を法律で規定いたしております。

技術面では、専用回線の使用、送信情報の暗号

化、通信相手となるコンピューターとの相互認証、

操作者のＩＣカードやパスワード等による厳重な

確認、ネットワークシステムに蓄積されておりま

すデータへの接続制限、データ通信の履歴管理及

び操作者の履歴管理等の対策を講じております。

運用面におきましては、泉南市電子計算処理組

織の管理運営に関する規則に定めるもののほか、

泉南市住民基本台帳ネットワークシステム管理運

営要領により対策を講じております。個人情報の

保護が最も重要な課題であり、今後も制度面、技

術面、運用面から関係課を交え適正な管理・運営

を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、今後の作業につきましてでござい

ますが、平成１５年８月予定の第２次稼働までの

作業といたしましては、手数料関係では住民票写

しの交付手数料や住基カードの発行手数料の検討

が、また住基カードでは購入方法、枚数、表面処

理、ＩＣメモリー等の検討作業を行う必要がござ

います。

悪臭問題についてでございますが、改善計画に

ついてでございますが、肥料化システム施設や堆

肥舎の新築２棟等の施設計画は既に完成しており

まして、当市においても現場において確認をいた

しております。しかしながら、現在の状況といた

しましては、悪臭の主要要因と思われております

屋外に野積みをされている堆積物は、約半分程度

の量は場外搬出されたものの、まだかなりの量が

残っている現状でございます。

したがって、これらの残っている屋外堆積物に

ついて、肥料化あるいは飼料化の処理を早く進め

るとともに、また堆肥舎内に入り切らない部分に

つきましては、場外搬出の期限を定めた文書でも

って業者指導を行うようにと、泉佐野市とともに



大阪府に強く求めているところでございます。

今後とも屋外堆積物の搬出状況について監視を

続け、泉佐野市と連携をし、大阪府に対して指導

を強く要請してまいりたいと考えておりますので、

よろしく御理解のほどお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） それでは、私の方か

ら関空関係のことについて御答弁さしていただき

ます。

竹田議員御指摘のとおり、ただいま空港の利用

者とかそういう形が減少してることは事実でござ

います。特に、国内線の旅客数が開港以来最低に

なってるというのも事実でございます。ただ、長

期的な感覚で判断してまいりますと、伊丹空港の

方は事実上満杯の状況でございますので、今後関

西の航空需要、これに対応していくのはやっぱり

関空しかないんではないんかな、それからまた、

おっしゃられてます２期事業の供用開始、こうい

うのも新たなインパクトになれば、さらに活気を

帯びるというんですか、以前のような形に戻って

いくんではないんかなというふうに思っておりま

す。そのためにも、やはり２期工事、これを２０

０７年に供用開始するということが一番大きな命

題ではないかと思います。

議員御質問の２期工事の進捗でございますけど

も、平成１４年度末で、予算ベースでいきまして

進捗率が約７０％でございます。それから、今概

算要求しておりますけれども、これが認められま

すと、１５年度末になりますと約８０％、こうい

う形での進捗が見込まれるところでございますの

で、よろしくお願いします。

続きまして、上下分離の件でございますけれど

も、上下分離の件につきましては、先般の成田議

員の御質問にお答えさしてもらいましたとおり、

管理・運営主体の完全民営化を図るという面では、

上下分離方式が現実的で適切であるというふうな

形で今考えられております。そして、そういうこ

とを受けまして、現在運営主体とか地元自治体と

か株主、債権者の方に理解が得られるように調整

を図られてるというふうに聞いております。

ですから、最近報道機関等で出ております記事
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につきましても、恐らくこういうことを聞いたり

してる中でいろんな意見が出てきてるんではない

んかなというふうに思ってます。ただ、私どもの

方といたしましても、この方式というのはやはり

関空の経営基盤の強化ということに資するという

ふうな観点を持っておりますので、ぜひとも努力

してまいりたい、このように考えているところで

ございます。

最後でございますけども、南ルートの件でござ

いますけども、この件につきましても、平成１２

年、１３年の２カ年にわたりまして国、大阪府、

和歌山県、泉南市、和歌山市、関空会社、この６

者で交通ネットワークに関する調査というのを行

いました。この中で、やはり必要性の議論という

のは証明できたんではないんかなというふうに我

々は思っております。

ですから、またことしも行いますけども、中央

省庁の方への要望とか、それからこの調査をする

に当たって参加してくれた機関の方々というのは、

これは皆さん理解していただけてるんですけども、

よりそれ以外のいろんな関係機関の方にやはりこ

の南ルートを周知してもらうというんですか、そ

の必要性をＰＲしていくことがまだまだ必要かな

というふうに思います。その後、より具体的なこ

とに向けまして工法とか事業主体とか、そのよう

な形に入っていくのが通常の方法ではないかなと

思います。今はそういうことで、より南ルートを

ＰＲして多くの人に周知してもらう、こういう作

業をやっていきたいと、このように思っておりま

すので、よろしくお願いします。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） それでは、順次再質問をさ

していただきたいと思います。

まず、合併の方なんですけども、もともと２市

１町の枠組みがあったものが、今回は１市１町が

ふえて３市２町ということに広く大きくなってい

ったと。その経緯も御説明いただきました。前回

――前回というか私、同じように合併を一度やら

していただいたことがございまして、たしかその

ときは当然泉南、阪南、岬町ということだったん

ですけども、ちょっと阪南さんがというような質



問をさしていただいて、そのときには市長はたし

か御答弁の中で、いやあれは公共の場でやったこ

となんで、その約束が云々というような話も恐ら

くあったのを覚えておられると思うんですけども、

大体内容的には先ほどお聞かせいただいてよくわ

かったんですが、少しその部分で３市２町に新た

なスタートをしたとはいえ、くしくもきのうの島

原議員も少しおっしゃってましたけども、田尻町

のああいう話が議会の中であったと。私も聞きま

した。一方また、泉佐野市さんは何かものすごく

前向きな姿勢を持ってるというようなものがあり

ます。

どうしても今スタートしたところですので、そ

ういったものはあるかと思うんですけども、しか

しこの格差というのは、ひょっとすれば同じ市民

になっていくわけですから、ものすごい同じパー

トナーとしての大事な部分だと思うんですが、で

も今のところちょっとそういうふうな格差も生じ

てるということなんで、それは一番よく会長であ

られる市長がおわかりだと思うんですけど、まず

その辺の見解をいきなりで申しわけないんですが、

あられましたらちょっとお答えいただきたいなと

いうふうに思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この前、８月２６日にスタ

ートいたしまして、その後記者会見をやったわけ

でございまして、総括的なことは私の方からお答

えをしまして、記者の方からはそれぞれの市長、

町長さんに個別に御質問もあったわけでございま

す。合併について賛成かどうかというようなこと

も含めてありました。一般的に言いますと、皆さ

んそういう方向であったというふうに思います。

ただ、この研究会というのは合併をするという

前提ではまだございませんで、合併も視野に入れ

た調査研究をしようということでございますから、

それぞれのまちはまだまだそこまで整理し切れて

おらないと思いますし、本市も当然どういう方向

に行くのかというのは、やはりメリット、デメリ

ット論をきっちりと整理した上で判断をすべきだ

というふに思っております。

御指摘ありましたように、お隣につきましても

この研究会に参加するということについて、議会
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の方でも全員協議会を開かれたようにもお聞きを

いたしておりまして、その中でほとんどの方がや

はり調査研究はするべきだという方向であったと

いうふうにもお聞きをいたしております。それを

受けて、町長さんも決断されて入られたというふ

うにお聞きをいたしております。

ですから、まず来年春に向けての調査研究をき

っちりとやって、その上で情報の提供なり、ある

いは説明なりをした中で、市町としての方向性を

出していく必要があるというふうに考えていると

ころでございます。

したがって、全体的なことを申し上げますと、

合併も視野に入れたということで、今回会則も改

正しておりまして、それを了承した上で入会をし

ていただいておりますので、そう大きな差はない

のではないかというふうに考えております。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 今のところいろんな情報も

あるでしょうし、そういうのにやっぱり振り回さ

れてもいけないなと、それは思います。でも現実、

例えばきのうあたりでしたら泉佐野の方からもう

市長の方にも行ってるかと思うんですが、アンケ

ートに答えてくださいというような動きも出てる

ことも確かですし、その辺、またこれから協議会

の中でいろんな話をされていくし、まずそのメリ

ット、デメリットについても、やっぱりその辺が

大事だと思いますんで、それを見守っていきたい

なと思うんです。

あと少し何点かお聞きしたいことがありまして、

ちょっと素朴な質問になるんですけども、もとも

と２市１町であったものが、今度は３市２町とい

うことで、先ほど、せっかくならということで特

例市、また中核市というようなお話もありました。

当然、この合併については一番大事なのは住民と

いうか、市民のためにというのが非常に大事だと

思います。その中で、例えば今の１４万人より、

確かに２０万、３０万になってくると、いろんな

権限委譲というか事務委譲というか、そういうの

が出てくると思うんです。

これはほんとに素朴に思う部分なんですけど、

泉佐野から岬町を見た場合、北から南へ非常に長

いというんでしょうかね、ちょっとほかでもいろ



いろ合併で協議されてるとことか、合併を実際に

してるのが全国でもあると思うんですけども、少

し面積的なところをいっても、形的にも非常にち

ょっと違うんかなと。

こんなんはこれから研究会でまだまだその辺も

されると思うんですけども、例えば今の現状なん

かでも、これ真夏なんかになりますと泉佐野から

岬町まで下手したら半日かかるような、そんな道

路状況も実際あります。２６号線については来年

阪南市の方まで開通すると思いますけど、こうい

うやっぱり地理的な条件、このままもし仮にスッ

スッと進んでいくような形があったときに、ほん

まに地理的なあれなんですけど、泉佐野と岬町は

そんなに大きな、こうあるんですけども、実際こ

の辺ですね。ひっくるめてこれからの話し合いだ

と思うんですけども、市長ちょっとどうとらえら

れてるんか、ちょっと素朴にお聞きしたいなと思

ってましたんで、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） 確かに、合併を行う場合の

地理的条件というか要件としていろんな、例えば

一緒になって――矩形に近い、面積的なことだけ

申し上げますとそういう地域とか、ここみたいに

どっちかいうと細長いといいますか、そういうエ

リアとあるというふうには思います。

ただ、本地域もまだ完全ではございませんけど

も、２６号が南進していっておりまして、近い将

来当然、岬まで開通するということになっていく

というふうに思いますので、そういう意味からし

ますと、モータリゼーションの発達あるいは道路

交通網の整備等を踏まえますと、その一体感の醸

成ということについての基盤の整備、インフラ整

備というものは進んでいくのではないかというふ

うに思っております。

ただ、非常に多くの――３市２町ということに

なりますと５つのまちが一緒になるということで

ございますから、今後その辺の住民のサービスの

問題とか、それからいろんな行政手続の問題とか

課題としてはあるというふうに思いますが、しか

しそれはこれからの時代でございますから、十分

クリアしていけるんではないかと。

電子自治体に向けての方向性もございますし、
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そういうことでやっていけるというふうに思いま

すし、地域間格差についても、それぞれの地域の

方での１つの不均衡を生じないような措置といい

ますか、そういうこともできるようになっており

ますので、これからはそれはもっと具体になった

ときに市町村建設計画の中で議論されていくべき

だというふうに思いますけども、御指摘ありまし

たように、地理的にはやや細長いエリアだという

のは十分認識をいたしてるところでございます。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 細々としたことは、実はい

ろいろ聞きたいこともあるんですが、余りこれば

っかりしてるとあれなんですけども、ただ最近合

併についてやっぱり批判的な趣もかなりあると思

うんですね。現実、法定合併まで――大阪府にも

ありましたけど、法定まで持っていきましたけど

も、それ以上進まないというようなところも出た

りとか、また昨年あたりから、合併はしたものの、

どことは言いませんけども、実は失敗だったと、

いろんなそんな報道も最近なされてきてると思う

んですね。これからメリット、デメリットについ

ていろんな角度から検証し、またしていくんだと

いう話で、反面そういった耳もこれから非常に傾

けながら、そこに当然中に入れていくということ

は、僕は非常に大事なことじゃないかなというふ

うに思います。

それと、もう１点、これはなになんですけども、

当然市民のために、また最終的には首長、また我

々議会も本当に判断というような形になるかもし

れませんけども、職員についてもある意味ちょっ

と、当然減らしていくわけになるんかどうかわか

らないんですけどね、その辺。

もともと人件費を含めた事務的経費の削減とい

うのは、この合併には非常に大きな課題だと思う

んですけども、そうなりますと、余り私も聞いた

ことがないんですけども、そういったことについ

て職員の意識というのは、一体泉南市はどうなの

か。また、それについていろいろ説明会とかそう

いったのをやられてるんか、その点最後にお聞き

したいと思います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 当然、この合併につい



ては市として研究会を立ち上げて進めております

から、職員にも周知する必要があるということで

ございますので、先般でございますけれども、本

市の係長級以上の職員を対象といたしまして、大

阪府から講師を招いて合併問題に関する研修会も

行ったところでございます。

合併については、これから継続して勉強もして

いかないかんという認識を持っておりますので、

今回最初でございますけれども、引き続き進行状

況等も踏まえて、職員には十分周知をしていくと

いうことで、意識向上を図ってまいりたいという

ふうに考えております。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） もっともっと本当は質問さ

していただきたい部分があると思うんですけども、

とにかくこういった大事な部分だと思いますんで、

情報の提供、また議論する場、また説明の場とい

うのをより多く持っていただきまして、またよろ

しくお願いしたいと思います。

住基の方にちょっと移らせていただきたいと思

います。

ことしの８月から第１次稼働がされたわけなん

です。そして、その後住民コードの方も各家庭の

方に配布されました。問題点というか、苦情があ

ったのが６０件ですかね。そのうち、１１世帯が

拒否ということなんですけども、この１１世帯の

拒否の方について、いろいろそら当然個々の意見

もあるだろうと思うんですけども、行政としては

一定どうされるんですか。そのままに、もう拒否

されたから仕方がないというのか、それともまた

再び説明をしに行って、お渡しするようなことに

していくのか、ちょっとその辺お聞かせ願えます

か。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 現在のところ

は市役所の市民課の方で保管をいたしております。

また、今後の取り扱いについては、私どもだけじ

ゃなしにほかの市町村も受け取りの拒否があると

聞いておりますので、やはり各市町村と連携して、

どういう対応をするということを私どもは今後と

もそういうふうに取り扱っていきたいと、ほかの

市町村と連携して取り扱っていきたいというふう
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に考えております。よろしくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 連携というような言葉もあ

りましたが、これは余り他市と連携とるとかそう

いう問題でないんかなというふうに私は思うんで

すけども、そんな中で住民票コード、１１けたの

番号がこの間配送されたわけなんですけども、こ

れについてはランダムに、要するに本人の申し出

がありましたら変えることができるんやと。これ

は本人しかできないと。家族にあってもこれは変

えることはできませんね。

そうなると、この住民票コードというのは非常

に大事なコードでして、マスコミなんかでは総背

番号制云々というような話もありますけども、私

が今理解しておりますのは、この住基ネットがネ

ットワーク自体ができて、その中で４情報かがあ

るわけなんですけども、その中で例えば私、竹田

が唯一竹田と確認できるのがこの番号なんやと、

そういうとらえ方をしてるわけなんです。

それをもってすれば、そういう情報も得るとい

うことは非常に大事な番号なわけで、これをしっ

かりと保護していかなければならないというのは

わかるんですけども、実際にこの８月からこの番

号について変えてほしいというふうな方がおられ

たのかどうか、ちょっとお答え願いたいなと。

また、そのときに、簡単に、はい変えますと、

そしたら次の番号にしますというわけにはいけな

い番号じゃないかなと思うんですけども、そのと

きは一体どなたが対応されて、だれが泉南市では

判断をされるんか、その辺ちょっとお聞かせ願え

ますか。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 現在まで、コ

ードの変更の希望といたしまして２３件ございま

した。コード番号の変更方法についてでございま

すが、これにつきましては、理由のいかんを問わ

ず住民票コードの変更を請求することができます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 理由を問わずにされるのは

わかるんですけども、じゃそしたらやりましょう

というのは、この間そちらから泉南市住民基本台



帳ネットワークシステムの管理運営要領というの

をいただいたんですけども、ここで統括管理者、

管理運営責任者というのが部長、課長であるわけ

なんですけどね。また、実際さわる人間はこれ別

に正副ということで２人いてると思うんですけど

もね、どなたが判断して、じゃ変えましょうと。

そしたらこの番号――この番号じゃないですね、

ランダムにそんならしましょうと、その判断され

るのはだれかというのもお聞きしたんですけども。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 当然、決裁が

回って上がりますので、私が総括管理者でござい

ますので、それを判断いたしております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 時間がだんだんなくなって

きますんで、その中でこれについていろいろ個人

情報をやっぱりこのシステムは守るということで、

今考えられるのは、例えば外部からの侵入防止、

また内部の不正利用というふうなんについて、し

っかり保護対策をしていきます、防止をしていき

ますというのがあると思うんです。

例えば、先ほど答弁もありましたけども、外部

からの侵入では専用回線の利用や、またファイア

ウオールやＩＤＳという侵入検知装置の設置によ

り、不正侵入とかを防止したりするんだと思うん

ですね。

あと何点かあると思うんですけど、要はここの

管理運営要領にもありますけども、今基本的なと

こをお聞きしてますけど、万が一の場合、ネット

ワークがパーンと遮断された場合、この場合につ

いては、ここの管理運営要領には部長が各所管に

連絡をするというふうに入ってるんですけども、

これひょっとしたら泉南市が切らなあかんと、シ

ャットアウトせなあかんという場合も絶対考えら

れないことはないと思うんですよね。こういうと

きのこの判断というのは一体どなたがされるんか、

これちょっとお聞きしたいと思うんですが。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは前にもどなたかから

御質問あったかというふうに思いますが、総括責

任者の方で判断できない場合、その場合は泉南市

－１０１－

の場合は危機管理対策会議というものを設けてお

ります。私が議長ということになっております。

そこへ上げていただいて、そこでその内容の重い、

軽いによってどういう処置をするかというのを判

断するということにいたしております。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） まだまだ少し聞きたいこと

もあるんですが、あとＩＣカードについて１点聞

きたいと思います。このカードについては、来年

度というか、来年８月から２次稼働からされるも

んと思うんですが、今のところ大体１，０００円か

ら１，５００円になるんですかね。これはやっぱり

強制できないものであるということなんです。

その中で、このカードは住民基本台帳カードと

もいうということなんですが、この後、要は大事

なのは市町村が独自でサービスできるんだと。こ

れによってかなり各市町村によってまたサービス

が変わってくると思うんですけど、今のところま

だこれは先の話だと思うんですけども、考えられ

る範囲でどういったサービスを受けることができ

るのかですね、これちょっとお聞かせ願いますか。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 今の質問につ

きましては、カードの今後のあき利用ということ

やと思うんですけども、平成１５年８月の第２次

稼働より、市民の申し出によりまして発行する予

定となっております住基カードにつきましては、

住基ネット利用部分と完全に遮断されたあき領域

の今後の利用につきましては、全庁的に利用を考

えていく必要がございますので、現時点での予測

は難しいですが、例えば保健センターで実施して

います健康管理やあいぴあの利用など福祉カード

として、また図書館カード等いろいろ考えられま

すが、これらにつきましては関係課とこれから調

整していかなければならないというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） まだまだほんまに聞きたい

こととか、細かいことから大きなことからあると

思うんです。今後もやはりいろんなことも出てく

ると思いますし、またどうなんでしょうね。もう

要望にかえておきたいと思うんですけども、そう



いったきっちりと住基ネットの窓口みたいなもの

をつくって対応もしていただければ、非常に住民

にとってはありがたいんじゃないかなというふう

に思います。

時間がなくなってまいりましたので、ちょっと

新家のにおいの問題に行かしてもらいたいと思い

ます。

改善計画が完成したというふうにお聞きしまし

た。ちょっと壇上でもお話しさせていただいたわ

けなんですけども、一定これまでの答弁の中で、

部長ではないんですけども、さきの部長だと思う

んですけどね、やっぱりこの改善計画が完成すれ

ば一定のにおいというのはなくなるよというよう

な答弁いただいてたわけなんですね。部長じゃな

いんですけども。

ところが、やっぱりなかなかそうはいかなかっ

たと。決してその計画自体失敗とかそうじゃなく

て、一定やっぱり本会議でそういうふうな発言も

されてきたわけですので、それから諸事情も変わ

ってますけども、一定ちょっとその辺精査する必

要もあると思いますし、ちょっと今のことについ

て部長の見解をお聞きしたいと思うんです。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私ども、改善

計画というのは、においが消えない限りまだ改善

計画が終わってないと、ただ建物が建っただけや

という認識に立っておりまして、先ほども御答弁

申し上げましたように、今後も大阪府に対して強

く指導をするよう申し入れてまいりたいというふ

うに考えております。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） いやいや部長、そうじゃな

かったんですよ。あれは施設面とはっきり言っと

ったと思うんですけど。まあ結構です。

それで、実際においが非常にひどいということ

で、実はきのう、おとついですか、私サングリー

ンに住んでるんですけども、夕方やっぱりにおい

が出てました。夕食をとろうかなと思いましたら

においがプーンと入ってきて、慌てて閉めました。

あのにおいでは、やっぱり食べれません。先ほど

の議員さんもおっしゃってましたけども、もうや

っぱり限界を超えてると思います、実際。

－１０２－

この間も何かお話を伺うと、やっぱり泣いて訴

えてきた方もいてると。その都度その都度電話で

対応されて、これまた大変だと思うんですけど、

やっぱり電話で言われるのもあれですけども、先

ほどの住基ネットじゃないですけど、これももう

長い話で、電話でというのはやっぱり制限もされ

ると思うんですよね。しっかりと窓口みたいなの

をとっていただいて、現状こうなってる、こうい

うふうな話になってる、また市としてこういうふ

うな動きをしてるという、そう説明することが、

やっぱり僕は非常に必要だと思うんですね。

だから、一度その辺検討していただいて、しっ

かりとそういうにおいに対する窓口を設けました

と、相談があれば来てくださいというような形の

ものをしていただけないかなと思うんですけども、

その辺ちょっといかがですか。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 窓口の設置の

件でございますが、私どもといたしましては、現

在、公害交通係で対応しておりますので、検討は

いたしますが、現在のところ現状のままでやって

まいりたいというふうに考えております。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） 検討はしますけども、しな

いというような理解でよろしいのかというような

感じがしましたけど、やっぱりちょっと真剣にお

願いしたいんですよね。例えば、今半分ぐらい堆

積物があると。半分取りましたと、でもにおいが

出てますと。それを取ればというような話もあり

ますけど、現実、そしたら本当にそれを取ったら

なくなるんかといったら、これまだわからない状

況もあると思います。

においだって、いろんな種類があるんじゃない

かというような話が出てますね。大阪府がこれに

ついては最重要課題であるというふうに明言して

るにもかかわらず、においの断定すら今してくれ

ません。そうであるならば、当然こちらから大阪

府へどんどん要望するのもあれですけども、泉南

市、泉佐野、田尻町まで広がっているこういう現

状ですので、やはり２市１町をもってさらに連携

をとっていただいて、なおかつやっぱり対策会議

のようなものをとっていただいて、民間の力も入



れて、その本当のところ、原因を追及をしていた

だくような、そういう行政の姿勢というのを本当

に見せていただきたいなと。

よく頑張っていただいてる姿というのも拝見も

いたしますけども、やっぱりいてる住民にとって

は、においが消えるかどうか、ここが一番大事だ

と思うんですね。ちょっとその点についてお答え

いただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 現在も泉佐野

市さんとは緊密な連携をとってやっておりますが、

今後泉佐野市さんとも御相談を申し上げて、田尻

町さんにも声をかけまして、そういう協議会的な

ものの設置に向けて努力をしてまいりたいという

ふうに考えております。よろしくお願いします。

○議長（角谷英男君） 竹田君。

○２番（竹田光良君） ただ話し合いだけじゃなく

て、しっかりとやっぱり調査研究していただくよ

うな、そんな形に予算もつけてできればお願いし

たいと思います。もう時間がなくなってきました。

最後あれなんですけども、関西空港、先ほどい

ろいろありまして、先日関西空港の全日空貨物ビ

ル地下１階で浸水があったというような話があり

ました。これはどうなのかわからないんですけど

も、五、六センチ浸水というのは結構すごいなと。

要するに足がつかってしまうぐらいだと思うんで

す。

これはいろいろ要因があると思うんですが、た

だもともと２期工事をやり始めたときにはいろん

なこと、やり始める前にいろんなことがありまし

た。例えば２期が１期島よりも当然大きいですの

で、実は引っ張られるんじゃないかとか、２期が

できれば１期が浮くんじゃないかというような、

そんな説もあったわけなんですけども、その辺、

ちょっと情報をつかまれてるかどうかわからない

んですけども、そういった面もこういうところに

影響があるのか、これはまたそうじゃなくて、従

来の地盤沈下の影響なのか、ちょっとその辺情報

をつかんでおられればお答えいただきたいと思い

ますが。

○議長（角谷英男君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） 先般、全日空貨物ビ

－１０３－

ルの地下１階が浸水したということがございまし

た。そのことは事実でございます。

それで、あと２期工事との絡みでございますけ

れども、先生御指摘のとおり、当初からそういう

影響はあることは考えられておりました。ですか

ら、今回２期工事を建設するに当たりまして、地

続きでするんではなくて、２００メートルの間を

あけて、水路のようなものをあけまして埋めてる

というのが現実でございます。ですから、２期工

事の影響は今回のその浸水の話には影響ないとい

うふうに聞いておりますんで、よろしくお願いし

ます。

○議長（角谷英男君） 以上で竹田議員の質問を終

結いたします。

３時４５分まで休憩いたします。

午後３時１６分 休憩

午後３時４８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、５番 前田千代子君の質問を許可いたし

ます。前田君。

○５番（前田千代子君） 皆さんこんにちは。日本

共産党の前田千代子でございます。私は、教育と

福祉について質問いたします。

さて、子供たちの荒れの現象が問題になってど

れだけの年月が経過したでしょうか。私も、以前

からこのことには少なからず関心を持っていまし

た。子供たちのために何かできることはないのか

との考えから、新日本婦人の会として１年に２回

教育懇談会を持って、お母さんや先生方と話し合

いをしてきました。そして、今思いがけなく議員

という立場で子供たちの悲痛な声、頑張っておら

れる先生方の声を市政に反映できることに少しで

も力になれればと思っています。

また、もう１つの福祉の方では、昨今お年寄り

にも冷たい政治が続いています。長年御苦労され

てきたお年寄りが安心して住める泉南市にするた

めにも、微力を尽くしていきたいと思います。

それでは、教育のことから質問させていただき

ます。

まず初めに、ことしの４月から週５日制が実施

されております。土曜日の授業時間がすべてなく



なったということで、平日の授業時間数がふえ、

先生も子供も疲れ果てていると聞いています。こ

の実態をどのように受けとめているのでしょうか。

改善に向けての対策は考えておられるのでしょう

か。また、子供たちの荒れの現象は、現在どうな

っているのでしょうか。子供たちに何か変化は見

られるのでしょうか。

教育の２つ目は、学校図書館の司書についてで

す。この１０月１日から、図書整理要員という名

目ながら、４名の司書が６カ月間配置されるよう

になったということですが、補助金を活用しなが

ら市独自の予算で、６カ月と言わず常時本来の司

書の仕事をする司書がすべての小・中学校に配置

される予定はあるのでしょうか、お考えをお聞か

せください。

３つ目は、小・中学校のクーラー設置について

です。来年度から教室の冷房化に補助金が出るこ

とになりました。快適な教室で学習ができるよう

に、泉南市としてはいつごろからどのような計画

のもと実施するのか、お聞かせください。

４つ目は、学校トイレの改修状況についてお聞

きします。

教育の最後は、図書館の巡回バスかしのき号が

随分と古くなっています。買いかえの予定はある

のか、お聞かせください。

その次は、福祉問題について質問します。

１つ目は、敬老会のことです。ことしから急遽

補助金制度ということで、昨年までの市主催から

各地区に任せることになり、地域に混乱を来した

と言われています。ことしの実施状況と来年度以

降のあり方についてお聞かせください。また、こ

としの敬老会の実施状況について、市長のお考え

もお聞かせください。

２つ目は、乳幼児の通院医療費無料化について

お聞きします。府の補助金との絡みで考えていく

と前回答弁をいただいておりますが、市の予算で

でも無料化を段階的に引き上げていく方針は持っ

ているのか、いないのか、お聞かせください。

３つ目は、道路や公共施設のバリアフリー化に

ついてです。市民が日々使用する歩道の整備、公

民館や駅のエレベーターの設置など、その実現は

早急に待たれています。身近なところから少しず

－１０４－

つでもバリアフリー化に向けての予定は１つもな

いのでしょうか、お聞かせください。

４つ目は、あいぴあの入浴室の扇風機が壊れた

ままになっていると聞いています。現状と今後の

対策をお聞かせください。

福祉の最後は、第二樽井老人集会場建設につい

てです。この建設については、地元からの強い要

望があったのでしょうか。この第二樽井老人集会

場の建設についての概要とスケジュールをお聞か

せください。

以上、教育と福祉について５点ずつ質問しまし

た。子供たちの健やかな成長は、私たちの生きる

支えであります。どうか子供たちの笑顔がはじけ

る、そんな泉南市にするためにも、温かい心のこ

もった答弁をお願いします。そしてまた、老いは

だれにでも訪れます。安心してこのまちで生き続

けられるよう、この質問に関しても血の通ったぬ

くもりのある答弁を心からお願いしまして、質問

を終わります。どうもありがとうございました。

○議長（角谷英男君） ただいまの前田議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、敬老会の開催

をことしから補助金制度ということにした考え方

ということと、それから樽井老人集会場建設のス

ケジュール等について御答弁を申し上げます。

敬老会の詳細については後ほど担当部局より御

答弁申し上げますが、この敬老会については従来

から旧村単位ぐらいを１つのベースにして拠点方

式でやっておったわけでございます。ただ、そう

しますと非常に多くの皆さんが対象者としていら

っしゃるということと、それから会場が老人集会

場であったり小学校であったりということで、狭

いという部分もございました。また、かなり距離

的に遠方から来られなければいけないという問題

がありまして、もう少し身近なところで開催でき

ないかということが提起をされておりました。

ちょうど昨年度なんですけれども、雄信地域で

はモデル的にそれぞれの地区、すなわち男里浜、

男里、馬場、幡代が、従来は雄信の小学校でやっ

ておりましたけども、それぞれの地域でやりたい

というお話がございまして、そういうふうにモデ

ル的にやったわけでございます。これがやはり非



常に参加率が上がったということと、好評でござ

いました。そういうことも踏まえまして、できる

だけ身近なところでも運営ができるような形、あ

るいは従来のような形を望まれるのであれば、そ

ういう形でもいいということ。

それから、市の主催ということになりますと、

どうしても画一的にならざるを得ないという部分

があったんですけども、実際はそれぞれの地域に

おいて創意工夫を凝らされて運営をされておられ

るということもありまして、できるだけ近くで、

しかも身近なところでそういう行事が行われない

かということで検討をいたしてきたところでござ

います。当然、経費の節減というのもございます

けれども、そういう観点から今回方針を変えさせ

ていただいたということでございます。ただ、そ

の説明が非常に遅くなって、関係者の皆さんには

大変御迷惑をかけたと、御苦労をおかけしたとい

う点については、率直におわびをいたしてるとこ

ろでございます。

ことしはそういう形で実施をしていただいたと

ころ、あるいはそれにかわって事業を行っていた

だいたところがございます。私も８カ所ほど当日

回ってまいりましたけれども、特に大きな混乱は

ございませんで、こういう形にしていただいて非

常によかったという御意見もいただいております。

それと、もう少し早く説明をすべきではなかった

んかという御指摘もいただいたところもございま

す。しかし、運営そのものは非常にスムーズに、

またいろんなバリエーションのもとに開催をして

いただいておりまして、多くの高齢者の皆さんが

敬老会に御参加をいただいておったということが

ございます。

詳細は担当部局よりお答え申し上げますが、今

回、そういうことで変えさせていただいて実施を

いたしましたので、近い時期にできるだけ早くま

たそういう関係者に一度お集まりいただいて、い

ろんな御意見、反省会的なものをさしていただい

て、来年度どういう方向でやるのがいいのかとい

うことを考えていきたいと、このように考えてお

ります。

次に、樽井の第二老人集会場の件でございます

けども、これは過年度開催いたしました地域懇談

－１０５－

会において樽井地区から要望が出されまして、樽

井地区は今旧町が１区になっておりまして、対象

人口が非常に多いということもありまして、現在

の老人集会場ではいろんな催しをやっても入り切

れない状況にございまして、もう１カ所欲しいと

いう要望がございました。

そのときの回答といたしましては、場所さえあ

れば建設については実情にかんがみて判断をして

いきたいと、こういう御答弁をさしていただいて

おりましたけれども、今回具体に地域の方で検討

された中で一定の考え方をおまとめになられまし

て、要望がされたところでございます。そこで先

般の臨時議会におきまして補正予算化をいたした

ところでございます。本年度は埋蔵文化財の調査

とそれから境界の明示測量、あるいは老人集会場

としての条件や各種の法規制などを整理しまして、

建築に向けての構想を練り上げていく基本設計費

を計上をさしていただきました。場所的には樽井

の新池の一角と、こういうことでございます。

来年度以降につきましては、基本設計で１つの

考え方、地元との当然コンセンサスも得なきゃい

けませんけれども、一定の計画がまとまれば、今

度は１つは造成工事の設計、それと工事、それと

それが完成いたしますと、今度は上物の集会場の

設計なり工事というふうに入っていく手段という

ことになります。したがいまして、かなりの日数

が要するかなというふうに思っておりまして、数

カ年の事業になるのではないかというふうに考え

てるところでございます。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 本年度から始まりました

学校週５日制実施後の影響について御答弁を申し

上げたいと思います。

数年前から経過措置ということで、新しい指導

要領の時間割りの編成、こういったもの、あるい

は授業の内容についても多少軽減がされたりして

きておりまして、その準備をもう二、三年になり

ますけれども実施してまいっておりました。

ただ、本年度４月よりは学校週５日制完全実施

ということで、教師が多少多忙になったのではな

いかという御指摘でございますが、この点に関し

ましては、今までの準備があるとはいいながら、



指導内容が変わったことに伴い、また新たに指導

計画や指導案を作成する必要があること、また体

験的な学習が重視されていることに伴いまして、

その準備が必要となったこと、また指導要録の改

訂に伴いまして、評価システム等も新しくなった

ことに伴う事務などがふえたことによりまして、

教師が多忙になったというふうに考えてございま

す。これらは、学習指導要領改訂に対応するため

の事務でありまして、年度が変われば少なからず

緩和される事務であるというふうにとらえており

ます。

また、子供に対する影響でございますが、授業

内容としましては総合的な学習の時間に代表され

るように、みずからの課題についてグループで協

力して調べたり、発表したりと、楽しさの中で力

をつけていく授業展開の中で、意欲的に学習に取

り組んでいるととらえています。いずれにしまし

ても、本年度より完全実施されました学習指導要

領に基づく教育課程でございますので、本年度末

に多面的に反省を行い、次年度に生かすことが大

切であると考えております。

昨年度までは月のうち第２週、第４週が休みに

なっておりまして、本年度からは１、３、月によ

りましては第５週目の土曜日がなくなった、この

分がなくなったということでございますけれども、

年間にしまして時間数的にはトータルとしては日

数として２１日間ぐらいじゃないかなというふう

に考えますが、その分について昨年度までにいわ

ゆる経過措置としての展開をやっておりましたの

で、その分で徐々にならした形での現在の完全５

日制に移行いたしておりますので、そう大きな混

乱があるというふうには考えてございません。御

理解のほどよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 前田議員御質問の

学校図書館整理要員に関する質問について御答弁

申し上げます。

本年１０月より、緊急地域雇用特別基金事業補

助金を活用し、学校図書館整理要員事業を開始い

たします。４人の専任司書を１年間で６カ月雇用

し、３年間継続する事業であります。具体の配置

－１０６－

校につきましては、本年度は信達小学校、一丘小

学校、砂川小学校、一丘中学校の４校でございま

す。残りの小・中学校につきましては、１５年度、

１６年度の２年間で対応してまいりたいというふ

うに考えております。内容につきましては、パソ

コンにより学校の図書目録を作成したり、学校図

書館の環境整備を主に行うものでございます。

前田議員提起の市単独の雇用あるいは全校的な

配置等については、今後の検討課題といたしたい

と。まずは３年間こういった制度を活用し、事業

を進めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長兼教育総務課長（中村正明君） 私

から３点ほどお答え申し上げたいと思います。

まず、小・中学校のクーラーの設置という御質

問がございました。これについては、私どもまだ

正式な文書としては受領しておりませんが、文部

科学省が来年度、平成１５年度から全公立小・中

学校の普通教室の冷房化、これを今後１０年計画

でやっていきたいという考えが出され、今年の８

月末締め切りの来年度予算の概算要求、これに整

備費１００億円を計上したと、そういう情報を報

道等で私ども認識いたしております。

理由といたしましては、ヒートアイランド現象

等により都市部を中心に高温化してるというのが

まず１つ。それから２つ目には、家庭における空

調の普及率、これが現在家庭では８７．２％、一方

学校の普通教室は５％、このギャップを埋めると

いうような意味、この２つを挙げられまして、つ

いては今後の方針として、小・中学校の普通教室、

３０万教室ございますが、これを１０年間で空調

設備を導入していくと。それから、環境への負荷

を抑制できるよう夜間電力の活用型、これの設備

を採用していきたいと。それと、補助率は３分の

１となっているようでございます。

ただ、これはあくまで文部科学省の考えで概算

要求されておりますので、今後、年末ぐらいの国

家予算の内示でほぼ確定するわけですけども、そ

の後国会での議論を経て予算の議決ということに

なりますので、まだ若干の期間というのがあるよ

うですけども、今後私どもも的確な情報を求めて



いきたいと考えております。

そしたら、私どもはどうなるのかということで

お答えするわけですけども、本年６月議会で教育

委員会としては市立学校・園の施設整備を今後は

計画的に実施していくという考えをお示しいたし

ました。その計画を早期に策定してまいりたいと

考えておりますが、その中で小・中学校の教室の

空調化、これについても含めて考えていきたいと

考えております。

それと次に、トイレ問題がございました。

トイレについては、材質、機能など時代ととも

に大きく変化、進歩しているところでございます。

一方、学校においては学校教育の一環として生徒

による清掃、これが行われております。したがっ

て、日々のメンテナンスという観点で見れば、必

ずしも実態が伴っていないというのが学校のトイ

レの一般的な状況でございます。したがって、い

ろいろな公共施設があります。そういう中で学校

のトイレほどその維持管理が難しいものはないの

ではないかと言えます。

現在、中学校のトイレについては、その劣化度、

破損状態により、一定の優先度でもって改築ある

いは修理を行っております。それで、ここ３年ほ

どの状況を御説明申し上げますと、平成１２年度

では、幼稚園では４カ所、小学校では２カ所、中

学校は１カ所。１３年度では、幼稚園が２カ所、

小学校は５カ所、中学校は３カ所。それと、本年

度、小学校は５カ所という形で修理を行っており

ます。今後も教育環境の整備に努力してまいりま

すけども、できる限りトイレという施設は大事に

使用していただくよう、学校現場とも連携をとっ

て対応してまいりたいと考えております。

それから最後に、かしのき号の買いかえという

ことで、予定はどうかという御質問がございまし

た。

自動車図書館のかしのき号は、昭和６２年の１

０月から運行いたしております。今月現在でいい

ますと、走行距離は約２万キロという、距離的に

は市内を回りますからそう距離としては走ってお

りません。ただ、１６年目を迎えるということで、

できれば買いかえを展望しつつ予算確保に努めて

まいりたいと思っておりますが、車両整備を確実

－１０７－

にし、それまでは安全運行でやっていきたいと思

います。

現在のところ、月に１２カ所のステーションを

２回ずつ回っております。このバス自体につきま

しては、これは普通トラックを改造して、シャー

シを非常に強化した形のバスでございます。書籍

を約３，０００冊近く積みますし、書棚を積むとい

うことで非常に重量的に重たいということで、こ

れは別注ということになります。金額が非常にか

かりますので、できるだけ買いかえを望みたいと

思いますが、それまではできるだけ現在の車両の

かしのき号について整備をしつつ安全運行に努め

たいと、そう考えております。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 私の

方から、中学校の問題行動について御答弁申し上

げます。

中学校、小学校の問題行動ですけれども、毎月

項目を決めまして、現場から上げていただいてま

す。それから、生徒指導担当から直接細かい点に

ついて聞き取らしていただいてます。それに基づ

いた現在の生徒指導の問題について御答弁申し上

げます。

平成１２年の９月以降ですけれども、いろいろ

御心配かけました問題行動ですけれども、減少傾

向になってます。それが現在も続いてると、ほぼ

安定してると、そういうふうにとらえてます。そ

の中でも、特にことしになって顕著な事項としま

して、昨年度まで授業エスケープと、中学生が授

業中ちょっと抜け出してしまうというんですか、

そういうこともあったんですけれども、本年はそ

の件数が、１学期の段階ですけれども、昨年度に

比べて３分の１に減ってるというふうに、いろん

な面でよい方向に向かっているんではないかと、

そんなふうにとらえてます。

その取り組みいうことですけれども、１つは教

師自身が子供を少しでも理解しよういうことで、

キャンプに連れて行くとか、家庭訪問するとか、

それから研修としてカウンセリングマインドとい

うんですか、カウンセリングの方法で子供に接触

していくというんですか、そういう研修も行って

ます。それから、一番何といっても大きいのが家



庭との連携、それから地域の人々の力を借りる中

でいろんな取り組みをしていくと。それも大きい

原動力になったと、そんなふうにとらえてます。

それから、学校の内部におきましては、各学校

でさまざまな行事に関しまして子供の主体性を生

かしていくというんですか、そういう形で行事を

組んでますので、そこら辺もよい方向に向かって

る原因というんですか、取り組みやと、そんなふ

うに把握してます。

ただ、これに関しましては油断したらまたもと

に戻るということもありますので、今後とも動向

を十分見きわめながら現場と連携とっていきたい

と、そんなふうに思ってますので、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。

○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） 私

の方から、福祉関係について御答弁申し上げます。

まず、敬老会の関係でございますが、敬老会に

つきましては先ほど市長の方から、今年度は補助

事業に切りかえたことの御答弁がございましたの

で省略さしていただき、ことしの結果について御

答弁申し上げます。

今年度につきましては関係者への説明がおくれ

たということで混乱を招いた結果となりまして、

敬老会を実施しました地区は雄信、樽井、西信地

区等の８会場となりました。新家地区及び一丘区

につきましては、区長を初めとする地区の方々に

よる記念品の配布、金熊寺区を除く信達地区及び

砂川地区につきましては、地域の老人クラブによ

る記念品の配布による事業を実施したところでご

ざいます。

今回、敬老会を実施した地区、実施しない地区

等、高齢者の皆様や地域の皆様に対しまして大変

御迷惑をおかけいたしました。これを踏まえまし

て、来年度以降の敬老会のあり方につきましては、

関係者の皆様の御意見を賜りながら、よりよいも

のになるよう検討してまいりたいと考えておると

ころでございます。よろしくお願い申し上げます。

続きまして、乳幼児通院医療費の無料化の拡充

について御答弁申し上げます。

乳幼児医療費の助成につきましては、去る６月

定例市議会に助成対象を１歳引き上げ２歳児まで

－１０８－

拡充し、所得制限を設けずに助成する条例改正を

上程さしていただき、ことしの１４年１０月から

実施することとなったところでございます。

今後の助成対象の拡充につきましては、本市の

財政状況が非常に厳しいものがあり、現時点での

拡充は大変難しく、したがいまして引き続きまし

て大阪府の補助の動向、そして今後の本市の財政

状況等を勘案しながら検討してまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

続きまして、あいぴあの入浴室の改善について

御答弁申し上げます。

あいぴあの入浴室の改善について、現在ふろに

備えつけております扇風機のことでございますが、

女子用のふろの扇風機が破損いたしてございまし

て、修理不能ということで新規に購入しなければ

ならないというような状況となってございます。

男女のふろには冷暖房も完備いたしておるところ

でございますが、補助的に扇風機設置の必要性が

あると認識いたしてございまして、早急に対応し

てまいりたいと、このように考えておりますので、

よろしくお願い申し上げます。

○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、福祉

関係の道路のバリアフリー化につきましてお答え

いたします。

道路の整備に当たりましては、大阪府福祉のま

ちづくり条例に基づきまして取り組んでまいって

きておりますが、道路の幅員が狭いため歩道の設

置が難しい、また道路の整備時期が古く、歩道幅

員が狭いため電柱等の移転先が難しい、このよう

な問題がございまして、歩道のバリアフリー化に

つきましてはまだまだ十分ではないということで

認識しております。

現在、計画的な歩道の段差の解消を初め、移転

先が可能な場合には、占用者でございます関西電

力株式会社、また西日本電信電話株式会社に対し

まして電柱等の移転等をお願いし、有効幅員の確

保に努めているところでございます。今後とも道

路のバリアフリー化につきましては、道づくりの

中で十分反映できますよう取り組んでまいりたい

と考えております。

また、駅のエレベーターの設置につきましては、



本年度実施します泉南中央地区まちづくり調査の

中で、関係機関とも十分協議しながら和泉砂川駅

等の旅客施設のバリアフリー化につきましても検

討していくこととしておりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） それでは、自席の方から

質問いたします。

第二樽井老人集会場の件ですが、場所が火葬場

近くの新池を埋め立ててするというふうに聞いて

るんですが、そうしますとお年寄りが夜なんかそ

の場所に行くのに、火葬場とか墓場とかそういう

とこを通らないとほかに道がないと思うんですが、

その点はいかがでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 場所については、地域で十

分議論いただいて、その場所に決まってるという

ふうに聞いております。アプローチについては、

そっちからではなくて、山側のちょうど泉南高校

のこっちから行きますと２つに分かれてる道があ

ると思いますが、そこから昔の市営住宅の方へ入

る池の堤の道路がございますが、そちらの方から

進入路をつけて行けるようにするという計画を持

っております。ですから、いろんなとこから行け

るかもわかりませんけど、メーンの入り口はそっ

ちという形で今検討をいたしてるところでござい

ます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしますと、樽井の方

から行く場合、すごく遠回りになると思うんです。

少しでも近い距離で行けるようにするために、そ

の場所はもう決定的なんでしょうか。新池を埋め

立ててつくるということは地域の要望で、ほかに

場所を考えるということはないんでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この点は地域において何回

も何回も、私も念を押し、念を押し、検討してい

ただいて、樽井区としての意思決定といいますか、

そういうことだというふうにお聞きをいたしてお

ります。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） それでは、次は教育のこ

－１０９－

とで再質します。

週５日制ということで、ほんとに先生も毎日帰

りが遅くなっていると聞いています。子供たちも、

低学年の子供たちはもう５時間目になると眠そう

にして、とても疲れてるという状態らしいです。

それで、先生方の本音としては、もうこういう５

日制はやめてほしいというような声も聞きました

んですが、そういう先生方の労働時間とか、子供

たちの疲れのぐあいとか、そういうことは把握さ

れているのでしょうか。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 先ほ

ど教師の仕事内容というんですか、それが少しふ

えてると、そういうことで教育長から答弁さして

いただいてるんですけれども、時間数でいいまし

たら、先般の６月の議会でも御答弁申し上げたと

思うんですけれども、小・中学校とも月から金曜

までの時間ですけれども、時間数でいいましたら

１時間増加してます。

これに関しましてですけれども、これは学校の

方で協議していただいて、最終的に１時間多目に

授業を設定しようと、そういうことになってます。

その大きな理由ですけれども、学力保障というん

ですか、基礎基本の定着ということも叫ばれてる

んですけれども、その一番の基本は授業時間の確

保にあると。

従来、中学校でいいましたら対外試合とか学校

行事とか、いろんなところで授業が一部抜けてし

まうというんですか、小学校に対してもそういう

とこがあったんですけれども、学校行事そのもの

は子供が楽しみにしてるんで、何とかそれを確保

したいと。その上で、授業時間を完全に確保しよ

うということで１時間ふやすと。そういうことで、

学校の方で教師らと相談した結果、そういう形で

実施していただいてますので、その点よろしく御

理解をお願いしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） ことしから総合的学習の

時間というのが新設されて、それも先生方に負担

を強いているように聞いています。

それはこの前にある小学校の教頭先生に、それ

はどういうことが目的で実施されるようになった



のですかと聞きましたら、子供たちに生きる力を

つけるためにこの総合的学習の時間ができたとい

うふうにお聞きしたんですけれど、ちょっと何か

抽象的で、それは今、４月から始まって効果とい

いますか、子供たちにいい影響は与えているので

しょうか、先生方に負担ばかり押しつけてるとい

うようなことはありませんか。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 総合

的な学習の時間についての御質問ですけれども、

総合的学習の時間、教頭に聞いたら生きる力を養

うと、そういうふうに答えたということですけれ

ども、実際の総合的学習のねらいは、もちろん簡

単に言うたら生きる力なんですけれども、今まで

どちらかというたら学校は知識中心主義というん

ですか、体験的なものを軽視したと、そういうと

ころがあると。

総合的学習では、体験的な授業というんですか、

そういうものを実施すると。しかも、自分の課題

に応じてグループでそれを解決していくと。最終

的にまとめたものをまたグループで発表していく

というんですか。だから、生きる力としては、１

つは豊かな経験、それから自分の考えをみんなの

前で発表する力というんですか、そういう力を養

っていこうと、それが簡単に言わしてもうたら総

合的な学習のねらいになります。

その趣旨のもとに、２年ほど前から総合的学習

が実際学校の方で展開されてます。確かに、初め

ての取り組みですんで、しかも概括的な内容があ

るけれども、具体的な国語とか社会のような教育

内容がはっきりされてないと。各学校で先生方が

こういう内容でいこうということで創意工夫して

授業づくりしますんで、授業づくりをする間はち

ょっと時間かかると思います。でも、学校として

こういう形でいこうと定着したら、それほど時間

がかからないというんですか、そんなふうに教育

委員会としては把握してますので、いましばらく

様子――もちろんうちとしては情報交換しながら

全体に高めようとしてるんですけれども、しばら

くは時間かかるんじゃないかと、そんなふうにと

らえてますので、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。

－１１０－

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、中学生

の荒れのことについてもう少し詳しくお聞きしま

す。

授業をエスケープする生徒が随分と少なくなっ

てきてるというのは、いろんな先生方とか地域の

方の御苦労があったからだということですが、こ

れは何か加配の先生が各学校に１人か２人配置さ

れて、その先生の力も大きいというふうにお聞き

したんですが、いかがでしょうか。加配の先生の

ことでお聞きします。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 議員

御質問の加配の教師がエスケープ等に対応してる

と、その結果よくなってきたんではないかと、そ

ういう御質問ですけれども、中学校における加配

の教師としまして、国の方の７次改善というのが

ありまして、少人数指導というんですか、クラス

を２つに分けて指導するための教師、それから生

徒指導加配、それからあと、直接定数ではないん

ですけれども、中学校を退職されて、そのまま残

ってそこで授業をされてる、そういう先生――若

特という制度があるんですけれども、そういう先

生、さらにきのう御質問あったと思うんですけど

スクールサポーターと、これは緊急雇用制度でお

１人来ていただいてるんですけども、そういうさ

まざまな加配の先生が確かに活躍していただいて、

その結果いろんな面でプラスになってるというん

ですか、そういうふうな面もあると、そういうふ

うに把握してます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） １クラスの人数が３０人

以下学級ということが理想だということで言われ

てるんですが、まだまだ３０人以上の学級数が多

いと聞いてまして、こういう加配の先生を配置す

るのでしたら、初めから少人数学級で子供たちに

接するという方向を打ち出した方がいいのではな

いかと思うのですが、そういう３０人学級の構想

はございませんか。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 基本的には、これ

までも申し上げてますように、定数改善を国や府



に強く働きかけてまいりたいと思っております。

具体の手法としては、先ほど申し上げましたよう

に国の７次改善事業が今進められておりまして、

本市におきましても年度を追うごとに小・中学校

への加配措置がふえてきております。ですから、

大枠としては学級定数の引き下げということをや

っぱり基本的には要望しながら、具体には７次改

善の有効活用を、実績をもとに有効活用を図りな

がらいわゆる実質としての少人数指導が各学校で

できていくように取り組んでまいりたいと、この

ように考えております。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） 次は、バリアフリー化の

ことでお聞きします。

今、コミュニティバスが走って、この間もアン

ケートで６０歳以上の女性が８０％を占めて利用

してるということが成田議員の方から発言があり

ましたが、そういうバスでせっかく自分の行きた

いところへ行っても、公民館とか乗り継ぎの駅に

エレベーターとかエスカレーターとかなければ、

また次の新しい遠いところへ行ったり、自分の趣

味で何かしたいという場合にできないので、そう

いう駅のエレベーターとか公民館のエレベーター

の設置は特に急がれていると思うんですが、それ

についてもまだ検討課題でしょうか。

○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） 駅のバリアフリー

化についてお答えいたします。

本市につきましては４駅あるわけですけども、

具体的にいろいろ検討しておりますのは、いろい

ろ関連の事業がございまして、樽井駅、また先ほ

ど申し上げましたことし基本構想をつくります旅

客施設を含めたバリアフリー化についての検討、

これは和泉砂川駅でございます。その他、岡田浦

駅あるいは新家駅があるんですけども、今まで当

然この問題については論議されてきまして、関係

機関に要望しておりますけども、まだまだ今のと

ころは実現に至っておらないと。大変な事業でご

ざいますので、今後とも粘り強う要望していきた

いと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） 公民館のエレベーターの

－１１１－

設置はどうでしょうか。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長兼教育総務課長（中村正明君） 公

民館は４館ございまして、樽井以外は３館とも昭

和４５年度のオープンでございます。その当時の

最新の設計思想とか設備であったわけですけども、

もう三十数年たちました。きのうでしたか、お話

も出ましたけども、駐車スペースすらないと。当

時の市民の車の所有状況を考えますと、当時はあ

れでいけたと思いますが、その後のモータリゼー

ション化のすごい進展の中で、駐車スペースとい

う問題すら困っております。

御質問の建物にいたしましても、当時バリアフ

リーというような観点もほとんどなかったと思い

ます。２階へ上がる階段も非常に狭い。すべてで

はございませんけども、例えば西信達の公民館で

したら非常に狭いということも認識いたしており

ます。

そういう中であの建物をやはり貴重な資産とし

て今後も一定期間は活用するとして、どうすれば

障害者の方、高齢の方が使いやすいようになれる

かということを含めて、その辺当然金額がかかる

ものですから、その辺の試算も含めて検討してま

いりたいと考えます

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） １つ、教育のことで聞き

忘れたことがありましたので、お聞きします。

今、小学校では何か体罰をする先生がおられる

と聞いています。これは法律できちんと禁止され

ていることですので、そういう先生がおられると

いうことは教育委員会の方では把握されているの

でしょうか。中学校でもすごく命令口調で、子供

たちが何も悪いことしていないのに命令口調で頭

ごなしに脅しのような声をかけて整列さすとか、

静かにさせるとか、そういう軍国調の教育が行わ

れてるということもちらっと耳にしてるんですが、

教育委員会の方はそれについてどのようにお考え

ですか。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 議員御指摘のよう

に、教師による体罰についてはいかなる理由があ

ろうともやってはならないということで明確に抑



えがなされてるものでございます。先ほど、小学

校の事例でございますが、私どもの方としては小

学校でそういった子供に対する暴力というんです

か、具体の事案というのは現時点では確認はいた

しておりません。

それから、中学校での指導方法にかかわってと

いうことで、中学生という発達段階もありますし、

それから学級単位の行動である場合、あるいは学

年単位の行動である場合、全校単位の行動である

場合、さまざまな場面が想定されますので、いわ

ゆる命令調というんですかね、ある程度全校で物

事が動いていくとか、全校での取り組みをしてい

くという場合のやっぱり学校のカラーもあるかと

は思うんですけども、一定指示や形の中で子供た

ちを動かしていくと、こういう側面もこれはある

かと思います。

ただ、基本は児童・生徒が理解、納得して行動

してるかどうか、みずからの判断で行動できるか

どうかというのが教育の目標とするところでござ

いますので、そういう規律とか、もちろん規律は

集団でございますから必要だと思うんですが、そ

ういう形の上の指導というんですか、外的な指導

だけが表に出るというのは、やはり一考の余地の

あるものだと、このように考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） それは先生の口からもち

ょっと体罰のあるということはお聞きしましたし、

ほかの教育関係者の方からもお聞きして、小学校

でそういう先生に抑えつけられてきた子が中学校

に来てその反発で悪くなるというようなことも聞

いていますので、ちゃんとその注意というんです

か、先生方に対してそういう体罰は絶対にいけな

いということを徹底していただきたいと思います。

これで質問を終わります。

○議長（角谷英男君） 以上で前田議員の質問を終

結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明２７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。

－１１２－

〔「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

２７日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時４２分 延会

（了）
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