
午前１０時１分 開会

○議長（成田政彦君） おはようございます。ただ

いまから平成１４年第４回泉南市議会定例会を開

会いたします。

出席議員が法定数に達しておりますので、会議

は適法に成立いたしました。

なお、５番 前田千代子議員、１３番 稲留照

雄議員からは欠席の届け出が出ておりますので、

報告いたしておきます。

本定例会には、市長以下関係職員の出席を求め

ております。

これより日程に入ります。

日程第１、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１９番 和気 豊君、２

０番 西浦 修君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日

１２月１２日から１２月１７日までの６日間とい

たしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（成田政彦君） 御異議なしと認めます。よ

って会期は、本日１２月１２日から１２月１７日

までの６日間と決定いたしました。

次に、市長から開会に当たりあいさつのため発

言を求めておりますので、これを許可いたします。

市長 向井通彦君。

○市長（向井通彦君） おはようございます。議長

のお許しをいただきましたので、平成１４年第４

回泉南市議会定例会の開会に当たりまして、一言

ごあいさつを申し上げます。

新議長を初め議員の皆様方におかれましては、

平素より本市の発展並びに市民の福祉の向上に御

尽力をいただきますとともに、市政全般にわたり

御理解、御協力を賜りまして厚くお礼申し上げま

す。

さて、本議会には、泉南市公平委員会委員の選

任についてなど、議案１４件を御提案させていた

だいております。何とぞよろしく御審議をいただ

き、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、

－７－

簡単ではございますが、開会に当たりましてのあ

いさつにかえさせていただきます。

○議長（成田政彦君） 次に、日程第３、一般質問

を議題といたします。

この際申し上げます。本定例会における一般質

問の各質問者の持ち時間については、その答弁も

含め１人１時間といたします。

これより順次一般質問を許可いたします。

まず初めに、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） おはようございます。日本

共産党の大森和夫です。

泉南市の財政は４年連続の赤字で破綻寸前、府

下最低の納税率改善は喫緊の課題となっておりま

す。特に、市政や市長にかかわり合う高額滞納者

に対する甘い姿勢は、市民の納税意欲を失わせる

ものであります。５００万円を超える滞納者に対

して、大阪府同様に車の差し押さえ、競売など厳

しい姿勢が求められるのではないでしょうか。

同和更生資金貸付基金の回収も税金と同じく府

下最低であります。５，１００万円が時効となって

おります。市は、二、三年で３，３００万円の回収

を行うと約束しておりますが、１１月には入金も

ありません。回収の見込みもない計画は撤回し、

同和行政のあり方から考え直すべきではありませ

んか。

泉南市は、他市では当たり前の交際費の支出先

や公用車の運用状況が明らかになっていません。

交際費は、予算規模や人口規模が２倍弱の違いの

ある泉佐野市と変わらないという異常な状況にあ

ります。市民や職員には財政難を理由に負担を押

しつける一方、市民の監視を逃れ、むだ遣いをす

るようなことは改めるべきではないでしょうか。

グリーン産業による悪臭は、市民の生活を脅か

しています。府は、１０月までに悪臭が解決しな

いときは、業者の営業認可を取り消すと住民と約

束しましたが、悪臭は解決されないままでありま

す。市は、府に対し営業取り消しを文書で求めて

ください。

また、被害を受けている市民からは、被害に対

して補償を求める声と、税金は払わないという声

も上がっています。市長は、新家、下村、楠台な



ど被害の多い地域に視察に来て、被害の実態をつ

かんで悪臭解決の先頭に立っていただきたいと考

えます。

次に、地場産業の振興政策、雇用対策をお聞か

せください。

最後に、新家の駅前の交通渋滞解消の決め手と

なる砂川樫井線の開通におくれがないのか、お答

えください。

以上で壇上の質問を終え、自席にて再質問を行

います。御清聴ありがとうございました。

○議長（成田政彦君） 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） 質問という感じではなかっ

たんですけど、お聞きしてましたのは、最後の新

家駅前の交通渋滞については答えてくれと、こう

いうことでございましたけれども、そのほかにつ

いては答弁を求められたようなことではございま

せんでしたけども、質問と理解さしていただいて

よろしいんでしょうか。――はい、わかりました。

それでは、私の方から市交際費につきまして御

答弁を申し上げます。

本市におきましては、市民参加の市政の実現を

市政運営の基本姿勢としておりまして、情報公開

の制度化と適正な運用が、地方自治に欠かせない

要素である市政への市民参加を促進し、より理解

され、より信頼される市政へと発展させる大きな

手段であると考えております。御質問の市交際費

につきましても、当然公開を原則としておりまし

て、情報公開はいたしております。

御質問のありました他市のように市のホームペ

ージでも公開してはどうかということでございま

すけども、これについては私どもも他市の例も含

めて今検討しておりまして、できれば新年度、１

５年４月からホームページの方でもその状況を公

開していきたいと、このように考えております。

他市では、行政と議会と両方公開されてるとい

うふうに思いますけども、議会の方はまた議会と

も御相談をさしていただきたいというふうに思い

ますけれども、我々行政の方は、４月１日から発

信できるように準備をいたしたいと、このように

考えておりますので、よろしくお願いします。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

－８－

○財務部長（谷 純一君） 私の方から、大森議員

御質問の市税の徴収率の向上について、特に今回

出されました大阪府の自動車の差し押さえですか、

その件について御答弁申し上げます。

滞納処分に係る自動車の差し押さえについてで

ございますが、過日の新聞報道で大阪府が差し押

さえする旨の記事が出ておりましたが、府税につ

きましても地方税法の縛りの中で徴収業務を行う

わけでありますので、市町村においても同様の処

分が可能であることは事実であります。

しかしながら、このような動産を処分する場合

は、換価処分をするまでの間、所在を変えること

を防止するための監守や目的物の効用を維持する

ための保存処分をしなければならず、必然的に徴

税コスト等が高くなってまいります。

本市といたしましては、先行する大阪府の動向

を見きわめながら、あらゆる方面からこの問題に

ついて検討を加え、研究してまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 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、同和更生資金の貸付基金について御答

弁を申し上げます。

同和更生資金貸付基金の回収につきまして、府

平均の回収率７０％を達成できるかということの

御質問でございますが、厚生消防常任委員会でも

御答弁させていただきましたように、これは努力

目標であり、それに向け１円でも多く回収したい

ということで御理解を賜りたいと存じます。

時効期間到来分の納入につきましては、９月、

１０月で合わせて２５件、約２２０万円の納入が

ございました。１１月については、１９件戸別に

回らせていただきましたが、納入はございません

でした。

時効期間到来分でございますので、納入に御協

力をいただくという形になりますが、今後とも回

収に努めてまいりたいと考えておりますので、御

理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 私の方から、公用車の



運営の関係につきまして御答弁をさしていただき

たいと思います。

市の公用車の運用でございますけれども、現在、

公用車は７４台ございます。このうち６９台につ

きましては各部署に貸し付けを行い、５台につい

ては総務課で管理をしているというのが現状でご

ざいます。

この７４台の公用車につきましては、月１回の

車両運行月報の提出を行っております。その車両

運行月報の内容につきましては、車両のチェック

ですね、１２項目について、車両番号、号車、貸

付所管課名、走行距離、故障、燃料等の状況等に

ついての月報ということであります。

また、貸付車につきましては各所管において自

動車運転日誌ですね、使用月日とか使用用件、行

き先と走行距離、それと燃料給油の状況等を記入

するように指導を行っておるところでございます。

今後におきましても、この公用車につきまして

は効率的な運用、車両の運行の安全を図るという

目的で我々としては管理をしていきたいというふ

うに考えておりますので、よろしく御理解をお願

いしたいというふうに思います。

以上です。

○議長（成田政彦君） 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、

悪臭問題について御答弁を申し上げます。

悪臭問題につきましては、議員御案内のとおり、

産業廃棄物中間処理施設事業者からの製造過程に

おいて悪臭が発生しているものであり、大阪府に

対し強く指導を求め続けているところでございま

す。

平成１４年、本年の９月１９日付でその事業者

の屋外に積んでいる堆積物約１，６００トンについ

て、１０月３１日までに撤去するようにとの改善

命令書が大阪府知事名で事業者に対し発せられま

した。その後、１１月５日に大阪府が事業所の立

入検査を行い、屋外堆積物の撤去の履行が確認さ

れております。

しかし、残念ながら悪臭は変わっていない状況

であります。大阪府に対し、当該事業所内のすべ

ての施設の総点検を行い、悪臭の発生源を特定し、

改善命令を行うよう指導を強く求めているところ

－９－

でございます。

今後とも、泉佐野市、田尻町と連携を図りなが

ら対応を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、地場産業について御答弁を申し上

げます。

本市の産業は、地場産業として繊維関係の中小

企業が中心となって牽引してまいりましたが、依

然と続く景気低迷と産業構造の変化により、事業

規模の縮小及び廃業を余儀なくされる事業所が増

加するなど一層厳しい現状にございます。

行政といたしましては、既存の企業活動の振興

を図るため、企業向け融資制度の活用や各種助成

制度など、支援に努めてまいりたいと思います。

また、今後本市の産業基盤を支えるには、泉南

ブランドづくりなど地元産業の活性化が不可欠で

あり、事業者、行政、商工会、組合など各主体が

一体となって危機感と将来の目標を共用し、新し

い発想を入れながら取り組んでいくことが必要で

はないかと認識をいたしております。

本市におきましても、りんくうタウン南地区な

ど市域への企業の進出、立地の誘致に努力し、従

来の生産機能のみを有した企業立地でなく、研究

開発機構、情報機能などを付加した新しい形態の

工場整備促進に努めていかなければならないと考

えておりますので、よろしく御理解のほどお願い

を申し上げます。

○議長（成田政彦君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 新家駅前の交通渋

滞対策としましての砂川樫井線の取り組みにつき

ましてお答えいたします。

砂川樫井線の整備につきましては、平成８年度

から用地買収済みの区間を対象としまして、年次

的に工事を実施しているところでございます。ま

た、本年度には尋春橋付近から一丘団地に向けて

の歩道工事と、市道中の池砂川線から和泉砂川駅

に向けての舗装工事を実施することといたしてお

ります。また、本道路と尋春橋で交差します市場

長慶寺砂川線につきましても、来年度から尋春橋

のかけかえ工事を行う予定でございます。

未買収地につきましては、関係地権者と任意に

より鋭意交渉を進めておりますが、現在のところ



御協力をいただけておらない方もおりますが、今

後の交渉に当たりましては、土地収用法に基づく

土地収用裁決を視野に入れながら、交渉を重ね、

目標の平成１６年度末の供用開始に向け、努力し

てまいりたいと考えております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） それでは、まず市長に質問

いたしますので、よろしくお願いいたします。

悪臭の件でお願いしたいんですけども、今、油

谷部長からもありましたように、１０月までに屋

外堆積物を撤去して悪臭を解決するということで、

これは悪臭解決を前提にして、営業停止という厳

しいことでそういう指導が出たので、住民も私た

ち議員も、泉佐野の議員とか市長にお聞きしまし

ても、これで解決するだろうという期待が大きく

あったんです。

実際これ部長が答弁なさったように、悪臭は実

際解決しないということで、住民の間からは本当

に厳しい怒りの声が上がってます。本当にこうい

う時期だからこそ、市長にその解決の先頭に立っ

てほしいと。住民の中からは、太田知事はこの住

民の苦しみを知ってるんかと、悪臭の大変さをわ

かってるんかというような声も聞かれてます。

そういう意味で、なかなか担当部だけでは解決

できない問題でありますので、こういうことで市

長に先頭に立っていただきたいので、どのような

お考えでいらっしゃるのか、それから１０月に解

決できると思ってたことができなかった住民の苦

しみ、怒りを市長の方でも御理解いただいている

のか、その辺の御答弁をお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 新家の悪臭問題は、本当に

大変な問題だと思います。ちょうどことし９月ぐ

らいが非常にきつかって、私の住んでる砂川の方

までにおいがしてきておりました。私もすぐまた

あの周辺を走って、状況を自分なりには調べたん

ですけれども、あの当時は一番きつかった時期で

はなかったかなというふうには思っております。

それから、現地には私も、それから泉佐野市長

も一緒に周辺を歩いたり、それから協議をしたり

ということをやっております。それと、担当部か

らは常時、現在の状況はどうかという報告をさせ

－１０－

ております。

今回、主にそのにおいの発生源が堆積しており

ます物から発生しているのではないかということ

で、まずそれを撤去ささないかんということで、

大阪府からも命令という強い指導をいただいて、

今回それは撤去したというのは、府の職員も私ど

もの職員も確認をしております。

ただ、 臭気については、やはり依然あるという

ことでございますんで、じゃ、あとどこにその発

生源が残っておるのかということですね。その産

廃の方なのか、あるいは牛舎の方なのか、その辺

をもう一度きちっと調べて、そして大阪府からそ

れの改善命令を出していただくように手続をお願

いをしているわけでございます。

私も、この議会が終わりましたら府の方に行き

ますので、そのときに行ったら大体その関係室の

方にも寄ってお願いをしているわけでございます

が、改めて、今回の府の努力も一定評価はするん

ですけども、しかし結果として発生源が特定でき

ていない、まだにおいがあるということでござい

ますから、さらに強い指導をしていただくように

改めてお願いをしに行きたいと、このように考え

ております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） ここの悪臭の苦しみという

のは、市長、私も近くに住んでるんですけども、

私もにおいがあれば現場に行ってみたり、車で市

役所に出勤途上、帰りは必ず寄るようにしてにお

いをかいでます。

しかし、この住民の苦しみというのは、そんな

レベルじゃわからないんだと思います。例えば、

市長が言われたように、悪臭がしたらそこに行か

れると、周りを歩いてもらうということでは、悪

臭の規模というか程度、これはひどいなというこ

とはわかりますけど、本当に住んでる方の苦しみ

というのは、それじゃわからないと思うんですよ。

例えば、私のところにも寄せられる苦情を聞き

ますと、今でしたら石油ストーブとかガスストー

ブをつけますよね。空気の入れかえを必ずしなあ

かんのですわ。悪臭のするとき、例えば私などで

も家に逃げ込んですれば、当座のにおいからは逃

げることはできますよね。



しかし、例えば家に寝たきりの老人がいらっし

ゃるとか、障害者がいらっしゃるとかいう方、ず

っと家の中にいらっしゃって石油ストーブ、ガス

ストーブをつけてる方は、空気の入れかえをしな

あかんときというのがあるわけですよね。そのと

きに外が悪臭してて空気が入れかえできないと。

この苦しみとかいうのは、そこに住んだ者じゃな

いとわからないです。

それから、近くの方に聞きますと、窓を閉めて

てもにおいが入ってくるんやと。それで目が覚め

るという話もお聞きしてます。だから、本当の苦

しみというのは、私自身も反省してますけども、

住民の皆さんが怒って、市の職員とか府の職員が

来たときに、ここに住んでくれと、住まないと苦

しみがわからないと言うてるのは、本当に厳しい

状況があるんだと思います。

ですから、市長がそういう現場に飛んでいただ

いて、いろんなことで頑張っていただくのはもち

ろんですけども、本当の苦しみ、大変さをやっぱ

り実感してもらって、解決の先頭に立ってもらう

ということでは、この壇上でちょっと質問か何か

わからないということでしたけども、やっぱり地

元の悪臭の被害の一番多い下村とか楠台の住民の

皆さんと一度お話し願って、市長の改善の先頭に

立っている姿勢を見せてもらうと。

でないと、これ今、市政に対する不信というの

は大きいんですよ。府がせっかく営業停止という

ことを掲げてやったけども、解決しなかったんで

すよ。今こそ市長が先頭に立って、もう一度営業

停止を迫るぐらいの厳しさで解決の先頭に立って

もらうということが大事だと思います。

市長、お聞きしますけども、言いましたような

そういう本当の苦しみをわかっていただくために

も、楠台や下村の住民さんと話を聞いていただく、

そういう御用意はあるのか、そういうことはして

いただけるのか、その点お答えください。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私は、地域の皆さん、ある

いはいろんなケースがあるかというふうに思いま

すが、そういう方ですね、お話についてはお会い

はいつでもしますよというスタンスでございます、

基本的にはですね。

－１１－

ただ、中身が本市の権限に属する部分とか、あ

るいは他の官公庁に属する部分とか、さまざまな

形がありますので、それはその内容によって最も

適切なところ、あるいは部署という形も含めて検

討をするということの考えでございます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 市長がおっしゃるように、

この権限は府とかにかかわってくる問題ですから、

そういう意味でいうたら、なかなか大変な部分は

あると思います。しかし、だからこそ市長がその

解決の展望を示す必要があると思うんですよ。こ

れをすれば解決できますよと。それはやっぱり営

業停止を厳しく迫っていく。府も一度営業停止を

すると、悪臭を解決せん限り営業停止をすると府

は言うてるんです。グリーン産業の方もこれを受

け入れて、一応部長がおっしゃったように改善命

令については、屋外堆積物を撤去するということ

は、撤去できたんですよ。それでも今、においは

なくなってませんけども。

ですから、営業停止というのは、府が言うてる

ことでもあるし、グリーン産業自身もそれを受け

入れて努力をしていると。営業停止ぐらいで厳し

い姿勢で臨んでるんだということを市長がやっぱ

り市民に向かって説明する、悪臭解決のそういう

道筋を明らかにすると。そういうことがやっぱり

市民に対するこれからの解決の展望を与えること

でもあるし、市民はそういうことをきっちり市長

がしてくれないと、税金を払わないとかね、健康

被害の補償を求めていくとか、そういう行政に対

する厳しい姿勢で臨むというようなこともいろん

な意見が出てます。

そういう意味でも市長が、私が壇上で言いまし

たように、府に対して悪臭が解決しない限り営業

停止をしてくださいと。これはもう既に府は言う

てることですから、特別なことでも何でもないと

思います。

そういうことで、大阪府に行かれたときに、つ

いでじゃおかしいですけども、悪臭の問題を取り

上げて言うんじゃなくて、きっちり文書で悪臭、

市民の苦しみからいえば、府が当然言うてるよう

に、悪臭が解決しない限りは営業は認めない、そ

ういう厳しいことで臨んでくださいというぐらい



の文書を大阪府に提出して、そういういきさつを

市民に報告してもらうということが大事だと思う

んですけども、もう一遍住民と会うということと、

それから文書で営業停止を求めていただくという

２点についてお答えください。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 府に対しては、市としては

強い姿勢で申し上げております。ですから、許認

可権が大阪府にありますから、１つはおっしゃる

ように営業停止という手段もあると思います。改

善命令、それから改善命令に従わなければ、営業

停止なり、あるいは許可の更新がございますから、

許可の更新を認めないとか、いろんな方法はある

というふうに思います。ですから、２市１町、今

泉南、それから泉佐野、田尻が一体になって、常

に情報交換しながら大阪府に対して強い指導を求

めております。

ですから、それに大阪府が動かないということ

であれば、当然地元行政としてきっちりとしたこ

とをやっていかなきゃいけないと、このように考

えておりますが、まずは今回一定堆積物は取りま

したけども、まだ依然として残っておるという状

況も踏まえて、担当部局に対して私の方から改め

ての強い指導を申し入れをしたいと。それで大阪

府がやらないということであれば、当然文書なり

何なりということになりますが、やはり地元の市

長なり町長なりがそういうことを申し入れするこ

とについて、大阪府として毅然とした態度でやっ

ていただくということの回答が得られるというふ

うに思いますけども、それはことしじゅうに改め

てお願いをしていきたいと、このように考えてお

ります。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 僕ね、ちょっと市長の認識

というのはおかしいんじゃないかと思うんですよ

ね。大阪府も府の職員も泉南市の職員も一生懸命

この問題を解決してます。ですから、府がやって

ないということはないんですよ。前回の２年前の

免許の更新も、これは悪臭を出さないことを前提

にして営業を認めているんです。それで、府が言

うてるのは、このころにも言うてますけども、悪

臭が出る限り営業は認めませんとも片一方では言

－１２－

うてるんです。

それで、市長がおっしゃるように府に対して厳

しい指導、それをグリーン産業が本当にやり切る

のか、こういう不景気で大変なときにやり切るの

か、今までできなかったことをやり切るのか。そ

の担保になるのは、やっぱり営業停止という厳し

い姿勢で臨むかどうかなんですよ。

府は一生懸命してますよ。市も一生懸命してま

すよ、市の職員の皆さんも。市長もおっしゃった

ように、悪臭がすれば行っていただいている。で

も、解決してないんですよ。今度１０月のことで

みんなこれは解決できるだろうと思った。何でか

というと、営業停止という厳しい姿勢で臨んだか

らですよ。

ですから、今回も市長に、今現在悪臭が残って

いるというのは府も認めてます。府ももう一度悪

臭を調査して営業改善命令という厳しいものを出

します。多分それには営業停止ということもまた

前提としてしてくれるということは間違いないと

思いますけども、それを間違いないということじ

ゃなくてきっちりしたものにしていく、市の姿勢

としても営業停止を求めていく、そういうことが

必要だと思ってます。

市長、今のお答えでしたら、私は営業停止ぐら

いの厳しい姿勢で――悪いのは何か府がしてない

から悪いということになりますと、私は市長は市

民の苦しみよりも悪臭を出してる業者の味方をし

てるんじゃないかと、そのように思います。市民

の苦しみというのはそこまで来てます。

ですから、もう一度言いますけども、営業停止、

これを文書で求めてください。そやないと、今の

市民の苦しみ、それから府が営業停止を前提にし

て指導しているということから考えれば、市長は

悪臭を出してる業者の味方をしてるんじゃないか

と、そういうことすら思えることになると思いま

す。その点、もう一度文書できっちり出してもら

う、営業停止を求めて悪臭改善を迫ってると、そ

ういう改善の道筋を明らかにするような住民との

話し合いを行ってもらう、この２点もう一度お答

えください。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いつも言うんですけど、言



葉に注意していただきたいと思います。私は当然

地元の市長として、事務担当者にも命じて厳しい

対応をするようにということで指示をしてるわけ

ですよ。ですから、そんな失礼なことを言ったら

だめですよ。

ですから、私が言いましたように、大阪府なり

の指導に対して、一定今回の改善命令については、

撤去命令については履行したわけですね。ただし、

においはおさまっていないということでございま

すから、他のところから根本的に考え直す必要が

あるということでございますから、その発生源を

まずきっちりともう一度屋外を撤去した段階で押

さえていただいて、それに対して改善命令を打っ

ていただくと。

それに従わない、あるいはそれを履行しないと

いうことであれば、当然行政長として一定の行政

処分ということはあるというふうには考えますが、

やはり強権発動というのは、一方ではできるシス

テムにはなっておりますが、しかし当然手順とい

いますか、手続というのがやっぱりあるわけでご

ざいますから、それにのっとってやっていくとい

うことが大切でございます。

ですから、私は今回、屋外撤去をしたというの

は、一定相手側もそれを履行したわけであります

から、それはそれで一定の評価はあるというふう

に思います。ただ、根本の解決になっておらない

わけでございますから、これを今後大阪府ととも

に解決に向けて前へ進めていくというのが私ども

の役目だと。改めて今回の経緯も踏まえて、大阪

府に対してまず市としてきちっとしたそのあたり

のことの処分も含めて申し入れをしていきたいと、

このように答弁をいたしておりますので、それは

年内に私の方で大阪府の方と話をしたいと、この

ように考えております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 市長ね、この悪臭解決、も

うこの問題が起こって１０年近くたってるんです

よ。何ぼ職員に厳しく言うたって解決しませんよ。

まず、業者がこの悪臭――このいろんな改善計画

自身も業者が出してることなんですよ。業者にそ

ういう厳しい姿勢で臨むことが第一です。その保

証というのは、今の住民の苦しみから言うたって、

－１３－

それから大阪府が言うたって、営業停止を求める、

そういう厳しい姿勢で業者に迫らん限り、職員を

怒ったって職員がかわいそうなだけですよ。原因

になってる業者に対して直接厳しいことを言う、

これは大阪府が既に言うてることですよ。そうい

う当たり前のこと、認可の基準は悪臭を出さない、

悪臭が出たら認可を認めない、こう約束してるん

ですからね、そういうことを文書で求めるのは当

たり前だと思います。

引き続きまして、交際費のことについてお聞き

しますけども、これは市長はもう何か当然で、泉

南市は情報公開はおくれてませんとおっしゃいま

すけど、他市では――他市というか、お隣の泉佐

野市と阪南市ですけども、市長は情報公開してる

とおっしゃってますけど、例えば佐野でも阪南市

でも交際費は支出先、それはすべてオープンなん

ですよ。それから、それはどこに置いてあるかと

いうと、情報公開室にあって、だれでも見れるよ

うになってるんですよ。

私は、市長は情報公開、これを公約にされてる

のにこういうこともされてないということで、私

ずっと質問してきたわけですよ。やっと今回市長

や総務部長がおっしゃったように公開しようかと

いうことですよ。

他市では、既に市民が簡単に交際費の支出先を

見れるんですよ。これは泉南市は見れないでしょ

う。これはおくれてる以外何でもないんと違いま

すか。支出先のことをオープンにしてますか。市

民が簡単に情報公開室で交際費の中身を見れます

か。その点はどうです。市長がおっしゃるように

情報公開できてますか。できてないんと違います

か。その点をお答えください。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 今、大森議員さんの方

からの御指摘でございますが、先ほど市長の方か

ら来年度に向けてホームページの掲載も考査して

いるというふうな御答弁をさしていただきました。

現在は一般的に公開はしていないんですけども、

情報公開条例に基づいた中での公開というのは、

今のところ泉南市として取り扱ってるわけでござ

います。

そして、来年度からは、他市もそういう状況が



あるということの中で、交際費については公開の

対象ということでございますので、ホームページ

への掲載とあわせて、公開コーナーでも我々とし

ては見れるような形のその辺の整理を今年度やっ

て、来年４月１日からそういう形で我々としては

見れる形で取り扱いをしたいということで、現在

内部で協議を行っているところでございますので、

御理解をお願いしたいというふうに思います。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 市長、今、総務部長がお答

えになったように、オープンにしてないんです。

支出先もまだ見れないんです。これどうですか、

市長がおっしゃったような情報公開ができてるん

ですか。さっきの答弁をちょっと変更してくださ

いよ。情報公開はできてません。交際費について

は支出をオープンにしてません。さっきの答弁を

取り消して、訂正してください。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 本市の情報公開ですね、対

象には当然なっておりまして、公開してるという

のは、要するに情報公開によって市民の方々から

請求があると、それに対して公開すると、こうい

うシステムにしております。ですから、閲覧コー

ナーですべて出してるという意味ではございませ

んで、情報として我々は求められれば公開します

と、こういうことを当然やっているわけでござい

ます。支出先とかまでは本市の場合はやっており

ません。

ですから、公開という言い方については、我々

は情報公開条例によって公開していると、こうい

うことでございます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） あのね、市長、私がいただ

いた――これね、市長がおっしゃったように白紙

なんですよ、白紙。佐野とか阪南市はちゃんと支

出先――泉南市からいただいたのは、支出先は全

くの白紙ですわ。それでやっと来年からオープン

にしようかということですよ。泉南では情報公開

条例にのっとったって白紙なんですよ。来年から

検討してやっとオープンにするということですよ。

佐野や阪南市では支出先もオープンです。

市長、あとちょっと壇上でもお聞きしましたけ

－１４－

ども、泉南市は泉佐野と同じぐらいのレベルなん

ですよ、交際費。これどうですか、多いと思いま

せんか。市長、こういう今市民には財政難を理由

にしていろんな福祉や教育を切り捨てると。その

一方で交際費――使い放題と言うてどうなんか知

りませんけども、やっぱりむだが多いんだと思い

ます。その点、交際費の削減を進めていくおつも

りであるのかどうか。

交際費が正しいから車の運用も正しい運用をさ

れてるんかどうか、その点どのように思われてい

るのか。これ、交際費の支出基準というのはあり

ますよね。これは市長ごらんになったことはあり

ますか。この点から見て、交際費の運用は、これ

は市長じゃなくてもよいけども、総務部長でも構

いませんけども、運用はきっちりされてるのかど

うか。

それから、削減していくような意志があるのか

どうか。もちろん、今までの交際費の使い方に問

題ないと言うんやったら削減はないでしょうけれ

ども、削減していくおつもりがあるのか。人口比、

予算規模からいうても、佐野と同じぐらいという

のは私は多いと思うんですけども、その点どのよ

うにお考えか、お答えください。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点目、私の方からお答え

申し上げます。

大森議員はちょっと御存じないかもわかりませ

んが、以前、泉南市も六百何万の交際費という時

期があったわけですね。私になりましてからドン

と減らしまして、現在も減らし続けております。

過程というふうにとらえていただきたいというふ

うに思います。ですから、一定の支出基準もつく

って、そしてできるだけ削減していくという方針

でやっておりますので、今後とも年々できるだけ

減らしていくという考えでございますので、よろ

しくお願いします。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 今、市長もお答えいた

しましたけれども、うちの場合、平成６年当時、

約７００万ぐらい予算があったわけですけれども、

現在は約２００万弱ということで、年々縮小して

いるというのが現実でございます。今年度も２０



万ほど減少さしているというふうに思っておりま

すし、支出についても、我々としては支出基準に

基づいてその辺は支出をしているというふうに考

えております。

ただ、年々やはり交際費というのは厳しくなっ

てきておりますので、我々としても十分その辺、

間違った支出のないようにやっていかなきゃなら

ないという認識のもとに、各市の情報等も我々と

してはこれからも入手した中で、十分その辺の運

用については注意をしていくという考え方でおり

ます。

それと、公開が原則ということの中で、来年度

からきちっとその辺についても見れるような形で

皆さんが閲覧できるような形で我々としては整理

をして、オープンな形で運用していきたいという

ふうに考えております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） この交際費の支出基準を見

ますと、食費相当額は大体１万円程度となってま

すよね。それから、手土産というんですかね、こ

れが大体５，０００円以内という支出基準がありま

すよね。しかし、私が見た範囲でいうと、お土産

についても５，０００円を超えるのは幾つもありま

すよ。それから、食費相当額は９万円、こういう

のもありますよ。私が聞いた範囲では、そういう

懇談会の中で出されたものだということだから食

費だと思いますけども、支出先がきっちりオープ

ンになってないからわかりませんけども、こうい

う支出基準から見ても違反してるんじゃないかと

思われるような支出がある。この点、どう考えて

おられるのか。

それから、泉南市にはきっちりした内規はあり

ませんわね。佐野や阪南市では内規がありますよ。

ずらっと見た限りでは、泉佐野市や阪南市では出

さないようなもんがどうも泉南市では出されてい

るというようなこともあります。

新たにきっちりした内規をつくるおつもりはあ

るのか、それからこの支出基準に反したような出

し方があるのかないのか、あったらどういうふう

に改善していくつもりなのか、その点お答え願い

たいのと、それから公用車、特に市長カーと３役

カー、これも公務以外というか、使用目的に逸脱

－１５－

したような形での運用が今までなかったのかどう

か、その点お答えください。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 交際費についての御指

摘でございますけれども、我々としてはこの市の

運用の中で執行しているというふうに考えており

ますし、今後もそれについては十分守った中での

運用をしたいというふうに考えております。

それと、内規をつくるつもりがあるのかどうか

という御指摘でございますが、先ほども申し上げ

ましたように、交際費については公開が原則とい

うことでありますし、各市の動き等は十分調査し

た中で、必要ならば我々としてもその辺について

の検討はしていかなならんというふうには考えて

おるところでございます。

それと、公用車につきましては、当然公用車の

運行の記録等は日誌としてつけておりますし、そ

の辺については公務ということでの使用というふ

うに我々は考えておりますので、そういう御指摘

があるということの中では、我々としても改めて

専用貸し付け等の車両については、車両管理規程

の目的に基づいて使用するような指導も行ってい

くつもりでございますが、現在のところ我々とし

てはその日誌を見るということの中では、公務で

使っているというふうに理解をいたしております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） ちょっときっちりお答えく

ださいよ。食費相当額１万円程度という支出基準

に反したことがあるのかどうか。これは私が見た

限りでは９万円というのがあると思います。それ

から、お土産５，０００円以内という規定がありま

す。これは幾つか９，０００円とか何とかいうのが

あるけども、違反している内容があるのかないの

か、ちょっとお答えくださいよ、きっちりと。

それから、公用車。どうですか。これは例えば

以前にも指摘さしてもらいましたけども、市長の

後援会に政治献金を返しに行ったとき、このとき

に市の公用車を使ってないかどうか、その点どう

ですか。お答えください、この３点。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 食費、御指摘あったん

ですけど、我々としては１件１万円以内というこ



とで運用をしておりますので、多分その記載につ

いては何件かまとまった記載だったというふうに

思うんですけども、その辺は十分調査をしなけれ

ばならないというふうには考えておりますが、我

々としては支出基準に基づいて、今後もその運用

はしていくという考え方でございます。

それと、公用車について……（和気 豊君「土

産については」と呼ぶ）土産についても何件かま

とまっての記載だというふうに我々は考えており

ますが、その辺はもう少し調査をしてみないと、

我々としてもここできちっとしたことはなかなか

言えないので、容赦していただきたいと、次の機

会にまた御説明をさしていただきたいというふう

に思っております。

それと、公用車の関係で先ほど御指摘あったん

ですけども、現在確認をしている中では、そのと

きに使ったかどうかという――１年ほど前の話で

ございますので、そこまでの確認はとれていない

ということでございます。どの車で行ったかとい

うことについては、本人自身も詳しい記憶が今の

ところとれていないので、その辺で御理解をお願

いしたいなというふうに思います。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） この市交際費の支出内訳を

見てもうたらね、九千何ぼとかいうのはたくさん

ありますよ。このパッと開いたページでも１４年

８月７日、手土産記念品代１万５８４円、こうい

うのありますよ。何ぼでもありますよ。

それから、運転日誌も見てもうたらすぐにわか

りますよ。３役カーですわ。１２月２６日、ちゃ

んと時間も一致しますよ、いつ行ったかという時

間も。それから、距離も一致しますよ。ちょっと

これきょうじゅうにでも答えもらえますか。すぐ

調べてわかることでしょう、きょうじゅうに。そ

の後で答弁をお願いいたしますわ。

それと、ちょっと時間もありませんので同更資

金をしますけども、これ助役、努力目標でいいん

ですかね、努力目標で。というのは、これは７０

％の回収をしても、例えば府に対しては１，２４５

万円、市に対しては６３０万円の市民の税金を穴

埋めしなあかんお金が出るわけでしょう、７割回

収したって。これも問題やけども、例えばこの７

－１６－

０％回収するというのが努力目標ということでや

られとって、回収でけへんかった場合、１，８００

万以上の差額が出るわけですよ。そんなん努力目

標みたいなことではいかへん目標でしょう、これ

は。あとのお金を回収でけへんかった場合、税金

で穴埋めをするのかどうするのか、そういうこと

をきっちり議論しなあかん分でしょう。これをそ

んな形で努力目標で置いてていいんですか。それ

は大田さんがおっしゃるように、もう大変な状況

ですねん、集金するのは。回っても集金できない

んですよ、時効になってるからね。

そういう計画で、現場の方では努力目標にしな

あかんぐらい大変な状況があって、私にすればこ

の回収計画というのは全く見通しがない、そうい

う計画だと思うんですよ。その点どうですか。努

力目標で終われないでしょう。その点どうするん

か、先にちょっと総務部長と次、助役と答弁をお

願いいたします。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 先ほどの交際費の８万

幾らですか、何カ所かまとめて記載してると。今

ちょっと確認いたしましたけども、その辺でござ

いますので、１カ所約１万円程度になるんではな

いかなというふうに考えております。もう少し精

査をして、後ほど御説明をさしていただきたいと

いうふうに思います。

それと、車の関係につきましても、現在確認し

ている中では、その車で行ったかどうか今のとこ

ろ記憶がないということでございますので、改め

て確認をした中で御返事をさせていただきたいと

いうふうに思います。

○議長（成田政彦君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 再度の同和更生資金の件の

御質問でございますが、先ほど部長の方が答弁い

たしましたとおり、私どももこの同和更生資金の

回収につきましては、やはり目標を定めまして頑

張っていきたいということで、過日の厚生消防常

任委員会におきましても、やはり努力目標として

目標を立てて回収してまいりたいということは、

今も変わっておりません。少しでも回収に努めて

まいりたいと、かように思っておるところでござ

います。



先ほど部長の方から御答弁さしていただいたと

おり、９月、１０月におきましても、２５件、そ

して約２００万程度の回収も行っておるところで

ございます。１１月、１２月にかけても我々は少

しでも回収に努めてまいりたいということで、あ

くまでも努力目標として頑張ってまいりたいと、

かように思っております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 助役、全然答弁になってま

せんよ。だから、努力目標で集金できなかった、

回収できなかった場合、回収できない部分はどう

するんですか。それをお聞きしてるんですよ。努

力目標と助役はおっしゃるけどね、９月、１０月

は、９月は１６０万でしょう。１０月は５０万で

しょう。１１月はゼロ。月日がたてばたつほど集

金できないんですよ。これそんな展望はないです

よ。展望あるんですか。おっしゃるようにそうい

う展望があるんでしたら、７０％努力目標だと言

わんと、きっちり責任目標としてやるとお答えく

ださいよ。

努力目標とおっしゃるんやったら、集金できな

かった場合の穴埋めはどのようにされるつもりで

お考えなんですか。もちろん７割回収したって３

割どのように――基金は市民の税金ですからね、

その穴埋めをどうするつもりでおるのか、その点

お答えください。

○議長（成田政彦君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私どもは、まず目標を決め

まして回収に努めるということでございます。こ

れは努力目標を立ててやるということでございま

す。

議員おっしゃるとおり、もしそれができなかっ

た場合は、やはり一定の事務処理をせざるを得な

いと、できなかった場合は起こってくるんじゃな

いかと。それはその時点でやはり考えなくてはい

けないということでございます。今の時点では少

しでも回収に努めるということでございます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） これね、１１月は入金ゼロ

でしょう。１２月もこの間の８日でしたか、５日

でしたかね、時点で全然訪問できてないんですよ。

－１７－

訪問すらできてないですよ、１２月ね。１２月は

そんなんで訪問できるどころじゃないです。税金

回収といったって大変でしょう。こんなん１２月

どれくらいできる目標ですかと言うたら１０万程

度と言うてますわ、助役。これで回収できるんで

すか。二、三年で目標７０％というたら３，３００

万ですよ。毎月１００万前後入金がなかったらで

きないんですよ。それぐらいわかるでしょう。１

１月ゼロ、１２月１０万でこれ回収の見込みがあ

るんですか。

もう１つ、いろんな責任問題をお聞きしたいん

ですけども、解放同盟の方からおわびの文書が出

ましたけども、これは市長あてに出されたという

ことなんですけども、本当はこういうおわびの文

書は市民あてに出されるものではないかと思うん

ですよ。そういう意味でいうと、この文書は公に

できないものなのか、それと私文書なのかどうな

のか、その点ちょっとお答え願いたいと思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 文書の件は、この前の厚生

消防常任委員会でも披瀝をさしていただきまして、

その取り扱いについても協議をいただいたわけで

ございます。私が受けておりますのは、私文書と

して受けております。

それと、大森議員も委員だったというふうに思

いますので、そのときの議論の過程は御存じかな

というふうに思います。ですから、私どもの方で

は、公開ということについては考えてはおりませ

ん。これは当然私文書の範囲内ということでござ

いますので、公開はできないと、こういうことで

ございます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） この文書の中では、解放同

盟の方から社会的・道義的責任があると。私もこ

れ、市長はそないおっしゃるけど、議事録には抜

けてあって、全く文書がないんですよ。私は後で

テープを聞かせてもらったんですけどもね、中身

には社会的・道義的責任があるという中身があり

ますけども、こういう責任をどのような形で果た

していただくのか。例えば地区精通者ということ

で働いていただくというような話がありましたけ

ども、具体的にどんな形で動いてもらうのか。プ



ライバシーの問題もありますので、どのような形

で社会的・道義的責任を果たしていただくように

考えておられるのか。それとも、これは私文書や

からそういうことは余り考えていないと、そうい

う答弁なのか、その点どうですか。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 大森議員の御質問

にお答えいたしたいと思います。

まず、先ほど大森議員が申されました件につき

ましては、我々といたしましても道義的責任とい

うのは当然あるということで、部落解放同盟鳴滝

支部の方に申し入れをいたしました。その結果、

市長が申されましたそういう私文書的文書が市長

あてに届いたということでございます。

これにつきましての責任といいますのは、やは

り支部を持っております関係上、支部員に対して

こういう資金の滞納があると、これについては全

面的に時効が到来しておっても、払える人につい

ては積極的に払ってくださいよということを、会

議、いろいろな集会とかいろいろな委員会とかあ

りますので、その部分で積極的に働きかけていく

と、これが主の部分でございます。

ですので、やはり個人情報保護条例等の関係も

ございますので、個人のなににつきましては、す

べて我々行政の部分で進めていくということでご

ざいます。これにつきましては、すべての地域と

いうんですか、そういう部分で支部員以外にも地

域の方々にもそういうことで、機会あるごとにこ

ういうことで残っておると、だから協力せえとい

うことで幅広く伝えると、こういうことでござい

ますので御理解を賜りたい、以上のように考えて

おります。

以上です。

○議長（成田政彦君） あと１分です。大森議員。

○４番（大森和夫君） どうでしょうかね。この報

償金、それから支部助成金などの返還を求めると

いうようなことも、財政的なことでいうたら考え

れるんではないですか。その点、どうお考えです

か。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） まず、同和特別措

置法に基づいて、昭和４０年当時から部落解放同

－１８－

盟鳴滝支部に対して補助金が交付されております。

これにつきましては、当然同和対策特別措置法に

のっとって我々は進めているものでございますの

で、返還とかそういう部分については現在一切考

えておりません。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 以上で大森議員の質問を終

結いたします。

次に、１番 井原正太郎君の質問を許可いたし

ます。井原正太郎君。

○１番（井原正太郎君） 公明党の井原でございま

す。議長のお許しをいただきましたので、質問を

させていただきます。

今年の９月１７日でしたか、日朝首脳会談で閉

ざされた国、北朝鮮の金正日総書記と我が国の小

泉総理との間での首脳会談からはや３カ月を迎え

ようとしておりますが、その会談以降５人の拉致

被害者が日本に帰られました。２４年間の長きに

わたる異国での閉ざされた生活でしただけに、国

民はみんな感動の思いで迎えました。

これは、私は大きな外交成果の１つであると評

価いたすものでありますが、彼ら５人の方々には

北朝鮮にそれぞれ子供さんや肉親を残されており、

その子供さんたちの日本への帰国がかなうのかど

うかが焦点となっております。

ただ、これらの拉致事件以来、とりわけ日朝首

脳会談以降、いろいろな問題が明らかになってお

ります。

その１つは、亡くなられたと伝えられた８人の

拉致被害者の報告の真偽の点が問われなければい

けない事象が出てまいりました。余りにも信じが

たい報告が随所に出てきたこと等、またほかにも

多数の拉致被害者の存在が提起されているものの、

それらに対しまして誠意のある回答や返事が見出

されていない点があります。その他、北朝鮮に帰

還された在日の方々や日本人妻の人たちに対する

極めて非人道的な対応の事実が、北朝鮮関係者の

人々から情報として伝わってきております。

その上、日朝国交正常化交渉の具体の詰めの交

渉が行われている中、核の疑惑が疑惑でなく、事

実、製造に至っていた点や、生物化学兵器等の製

造も行われているという報道がなされました。極



めて残念なことでありますが、私どもの隣国がこ

のように世界の中でも危険な国、悪の枢軸とまで

言われ、そのことが既成の事実化となっておりま

す。

私は戦後の歴史を振り返ったとき、日本の外交

戦略が極めて国としての意思の欠けた、そして目

的の欠如を感ぜずにはおられません。問題の隣国、

北朝鮮との外交も平和戦略、人権擁護戦略が明確

にならず、結果的にただ食糧支援等を繰り返して

きました。その上、社会主義国としての美化をう

のみにしてきた歴史を刻んだ時期も長くありまし

た。また、その裏で日本に対し、拉致や海上侵犯

や密輸を大胆に行っていた事実等を考えると、日

本の外交も防衛も大きく反省しなければいけない、

このように考えるわけであります。

翻って、私は本市における財政再建や市民生活

の向上についても、同様にレベルの高い戦略、戦

術が必要であり、今こそ市民の方々に行政の力を

見せなければいけない、このように私は強く感じ

るものであります。

それでは、通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。

まず、大綱の第１点は、財政問題についてお尋

ねいたします。

大阪府下はもちろん全国から見ましても、本市

の財政状況は極めて危険な推移を示していると評

価をされております。そのような状況下に神田助

役の就任があり、財政健全化策が具体化され、ス

タートしたと私は認識しているところであります

が、そこでお尋ねいたします。

その財政健全化策の進捗状況は、現在どのよう

になっているのか、また今後どのように進められ

ようとしているのかを改めてお示しいただきたい

と思います。

次に、この財政再建化策に伴う時期は、平成１

８年度で一定の結論を視野に入れて進められてお

りますが、この施策も税収減という状況の中で極

めて厳しい対応と努力が求められるものであると

予想しております。

そこで、平成１９年には泉南聖苑構想が具体化

されようとしておりますが、財政当局はこの見通

し、つまり財政面からどのような予想なり段取り
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をなされているのかを示していただきたいと思う

わけであります。

大綱２点目であります。りんくうの活性化対策

と街づくりについてお尋ねをいたします。

今や大阪府においても、泉南市においても、関

空２期事業の今後の展開、また供用開始の時期に

ついて、さらには大阪空港とのすみ分けについて

も大変気になるところでありますが、とりわけ私

どもの眼前に広がるりんくう南浜地域が最近にわ

かに注目をされてきております。

そこでお尋ねをいたします。民間大型店舗の出

店が報告されましたが、その計画の概要と具体的

なタイムスケジュールをお示し願いたいと思いま

す。そのこととあわせて、本市も当然対応策が練

られているものと思いますが、それらの内容につ

いてもお示し願いたいと思います。

また、関連いたしますが、当然隣接する樽井駅

周辺の今後の計画におきましても考えられている

のではないかと思いますが、その点についても改

めて御答弁をお願いいたします。

大綱の３点目であります。学校区の見直し計画

についてお尋ねをいたします。

中でも心配されますのは、さきの議会でも議論

が交わされました幼稚園問題に関する諮問と審議

会の答申、それに基づく検討委員会の審議過程で、

計画が白紙撤回される事態となりました。このこ

とから私は、幼稚園のみならず他の教育関係の懸

案事項までも動きが一たんとまったように思って

おります。

しかし、教育委員会の改革の停滞は、多くの学

校や父兄、また児童・生徒にも関係してくるもの

だと認識をいたすところであります。

そこでお尋ねをいたしますが、特に樽井小学校

のマンモス化は既成の事実であり、皆さんが早い

解決を心待ちにされております。具体的には校区

の見直し等が急がれますが、この点、今後どのよ

うな対応をされようとしているのかをお示し願い

たいと思います。

次に、教育関係の２点目は、児童の通学に関す

る安全の確保についてであります。

この点は、前の議会でも質問をさせていただき

ましたが、この間教育委員会では一定の努力をし



ていただき、評価をいたすところでありますが、

今後さらに児童等の通学の安全の確保にどのよう

な計画なり改善策でもって実施をしようとしてい

るのかを示していただきたいと思います。

最後の大綱４点目であります。当面する重要課

題の認識とその解決策についてをお尋ねいたしま

す。

その１つは、市営３住宅の問題であります。

去る１２月４日、大阪高裁におきまして、本市

と原告の入居者の方々にあって、和解に至った旨

の報告をお聞きいたしました。詳しいことは、本

会議の議案として上がってくるようですので、そ

の中で行われるものでしょうから、私は今後のこ

とに絞ってお尋ねをいたします。今後、３住宅の

整備をどのような形で協議をし、実施していくの

かという点について示されたいわけであります。

次に、もう１つの桜ケ丘の地すべり対策は、こ

れもさきの議会でも、私の方から喫緊の課題であ

り、早い対応を提起させていただいたところであ

りますが、もちろん担当部局におかれましては前

向きな答弁をいただいたところであります。その

後、どのような進捗となっているのかについてお

示し願いたいと思います。

以上、質問が多岐にわたりましたが、答弁の方

よろしくお願いいたします。時間が許せば、その

範囲内で自席の方から再質問をさせていただきま

す。御清聴ありがとうございました。

○議長（成田政彦君） ただいまの井原議員の質問

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、民間大型店

舗の出店計画と本市の対応についてと市営３住宅

の問題について、御答弁を申し上げます。

まず、りんくうタウンへの大型店舗の出店につ

いてでございますが、大規模ショッピングセンタ

ーの出店計画につきましては、９月下旬に開発者

から出店申し込みが大阪府になされまして、その

後、大阪府企業局から本市に出店内容の報告と協

力依頼がございました。

この中では立地予定地をりんくう南地区とし、

面積１５ヘクタール――１５万平方メートル、開

設予定を平成１６年３月、立地施設は複合型ショ

ッピングセンターで、スーパーマーケット、シネ
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マコンプレックス――映画館、フィットネスクラ

ブ――健康施設ですが、専門店等となっており、

具体的な施設配置や建築面積等は、現在、出店者

側で作成中と聞いております。

本市といたしましても、この出店計画が実現す

れば、りんくうタウン南地区の活性化が飛躍的に

図られますとともに、他の企業に対する誘因効果

や地元雇用の創出にも貢献することから、今後大

阪府と密接に連携をとりながら、この出店計画に

ついては、本市のまちづくりに十分生かせるよう

に努力をしてまいりたいと考えております。

また、大規模ショッピングセンターの出店やり

んくうタウンの活性化等の見地から、早急な整備

が求められております信達樽井線につきましては、

厳しい財政状況の中で多額の事業費を要すること、

健全化計画の実施期間中であることなどから、大

阪府に支援策を求め、協議を進めてきたところで

ございます。

その結果、大阪府から財政面での一定の支援を

得られることになったことと、また道路工事や大

型工場移転のための補償業務につきまして、泉南

市から大阪府に委託をするということが可能と、

大阪府としては受託するという回答をいただきま

したので、事業推進面での協力も得られる見通し

となりました。

また、信達樽井線を整備することによりまして、

大規模ショッピングセンターの出店が確実なもの

となり、固定資産税や法人市民税が見込まれるこ

とや、約１，５００人から２，０００人程度の雇用が

創出されること、またさらにこれに伴って各種企

業の進出等の波及効果が大きいこと等が見込まれ

ております。

これらのことによりまして、将来的に整備が必

要であった信達樽井線をこの機会に実施すること

によりまして、本市にとりましても市民の利便性

の向上、あるいは道路交通網の整備として大きな

メリットがあると考えられるため、事業を推進す

ることにいたした次第でございます。

次に、市営３住宅の和解の件でございます。

今般、裁判所の和解仲裁によりまして、原告、

被告双方において６回の話し合いを重ねた結果、

去る１２月４日、原告、被告双方が和解する運び



となりました。これからの住宅問題での今後のあ

り方につきましては、追加議案でもお示しのとお

り、和解条項案に基づきまして議会の承認を得た

後、和解条項案で合意する運びとなっております。

したがいまして、追加議案として上程をいたし

ておりますが、まず和解案の議案につきまして、

何とぞ御承認を賜りますようよろしくお願い申し

上げたいというふうに思います。その後において、

今後の住宅の整備のあり方について双方誠意を持

って協議をするということになっておりますので、

今後この和解が成立した後において、和解条項に

従って円満解決に向けて最善の努力をしてまいり

たいと考えておりますので、よろしく御理解賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） まず、井原議員御質問

の財政健全化策の進捗状況について御答弁さして

いただきます。

本市財政につきましては、平成１０年度以来４

年連続の赤字決算となっているところでございま

す。これは、長引く不況による景気の低迷などに

よる市税収入の落ち込みや義務的経費の増加等が

要因となっており、新たな市民サービスへの対応

が極めて困難な状況となっております。

本健全化計画は、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、将来を見据えて財政収支の改善と財

政構造の改革を図ることが最も重要であるとの判

断から行うものであります。

今回の財政健全化計画につきましては、使用料、

手数料の改定、各部門の民間委託の推進並びに退

職者の原則不補充、職員の定期昇給の延伸などを

計画しております。また、事業関係につきまして

は、継続事業や必要不可欠な事業のみに限定、市

民生活に密着したインフラ整備を中心に実施する

ことといたしております。

進捗状況の主なものといたしまして、定期昇給

の延伸などにつきましては、鋭意関係団体と協議

を進めているところであり、本年１２月中をめど

に結論を出してまいりたいと考えております。ま

た、使用料、手数料の改定につきましては、条例

改正を伴いますため、可能な限り速やかに議会に
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上程したいと考えております。

さらに、団体補助金や単独給付金並びに一部事

務組合負担金などの削減を平成１５年度当初予算

に反映させるよう事務を進めているところでござ

います。よろしく御理解賜りますようお願い申し

上げます。

続きまして、財政健全化計画に伴う聖苑計画に

ついての考え方について御答弁申し上げます。

本市の火葬場計画につきましては、平成１３年

度に基本計画の見直しを行い、今後は環境アセス

メント、都市計画決定を経て、基本設計、実施設

計へと進めていく考えでございます。

本市財政につきましては、御承知のとおり非常

に厳しい状況にあります。しかしながら、現在稼

動いたしております２カ所の火葬場につきまして

は、旧町村時代に建設された施設でありまして、

老朽化が顕著となっており、近代的な火葬場の建

設が急務となっております。

そのため、本年から平成１８年度までの５カ年

計画で実施いたします財政健全化計画によりまし

て、財政収支の改善と財政構造の改革を図ること

によりまして、平成１９年度以降の火葬場建設事

業実施への道筋をつけてまいりたいと、このよう

に考えております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、りん

くうの活性化策とまちづくりについての中の樽井

駅周辺整備計画につきましてお答えいたします。

まず、信達樽井線の整備計画でございますが、

本路線は本市の都市軸として都市計画決定を行い、

市役所から国道２６号線までの整備を完了し、そ

の後、平成９年３月に府道堺阪南線――旧国道で

ございます――から、りんくうタウン――旧防潮

堤までの事業認可を受けまして、事業進捗を現在

図っているところでございます。この事業区間に

つきましては、大型工場や事業の規模等から、整

備が完了するまでには相当の期間を要することが

予想されております。

今回、りんくうタウンに大規模ショッピングセ

ンターの出店が予定され、道路整備に関して大阪

府から財政面での支援、工事の受託や大型工場移



転のための補償業務の受託等、事業推進面での協

力が得られる見通しとなっております。

したがいまして、この機会に整備を促進させる

ことが市にとってメリットがあるという観点に立

ちまして、平成１５年度から平成１７年度までの

３カ年を目標に、りんくうタウンまでの橋梁工事、

また平成１８年度までに橋梁工事に影響する部分

の改良工事を予定しているところでございます。

また、事業延長としましては４６０メーター、う

ち橋梁部分が１８５メーターとなってございます。

続きまして、現在取り組んでおります樽井駅か

らりんくうタウンへのアクセス道路の整備につき

ましてお答えいたします。

りんくうタウンの活性化対策として、信達樽井

線の早期整備とあわせて、りんくうタウンと樽井

駅との歩行者専用通路等道路アクセスの整備を図

っていく必要があると認識いたしております。

現在、整備に必要な調査を進めてまいっており

ますが、自動車交通も可能な道路整備も視野に入

れた中で、南海電鉄を初め関係地権者等の協力を

得るため、現在、鋭意協議を進めているところで

ございます。

今後とも、道路アクセスの整備に当たりまして

は、交通バリアフリー法にも十分留意した中で、

早期に整備が図れるよう条件整備に向け努力して

まいりたいと考えております。

○議長（成田政彦君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 教育問題に関して、特に

私の方から校区の見直しにつきまして、その計画

についての御答弁を申し上げたいと思います。

学校規模につきましては、学校教育法施行規則

第１７条におきまして、小学校の学級数は１２学

級以上１８学級を標準にすると定められておりま

す。

さて、懸案の樽井小学校の現況を見ますと、平

成１４年５月１日現在で児童数が９１１名、普通

学級が２６学級でございます。それに加えまして

養護学級２学級、計２８学級であります。今後の

普通学級数を推計いたしますと、増加の傾向にあ

り、近い将来に３０学級程度の規模になるものと

考えられます。

児童の個性を生かし、基礎基本の徹底を図り、
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きめ細やかな教育活動を推進するためには、歴史

性や地域性を踏まえ、校区編成の検討が必要であ

ると認識いたしておるところでございまして、こ

うした認識に基づき、本年第２回の定例議会にお

きまして、教育問題審議会条例の一部改正を行い、

本年７月の所管の委員会におきまして泉南市教育

問題審議会委員の案を御提示させていただいたと

ころでございます。

ただ、樽井小学校区の見直しは、幼稚園区の見

直しにも関連するものでございまして、御承知の

とおり当該園区の見直しにつきましては、泉南市

立幼稚園教育振興計画案に位置づけされていたも

のでもありますが、幼稚園教育振興計画案は一た

ん白紙に戻し、審議会答申を尊重し再構築を行う

という状況の変化がございました。

また、この間の幼稚園問題に係る論議の中で、

幼稚園教育や本市教育の基本的なあり方から、園

区、校区の見直し手法等、多岐にわたる課題が惹

起しており、大規模化という樽井小学校の課題の

焦眉性につきましては認識しつつも、これらの課

題や方向づけについて慎重な検討を行った上で、

校区問題に対応してまいりたいと考えております

ので、よろしく御理解を賜りたくお願いを申し上

げます。

○議長（成田政彦君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 申しわけございま

せん。答弁漏れがございましたので、お答えいた

します。

４点目の当面する重要課題の認識とその解決策

についての桜ケ丘団地地すべり対策の進捗につい

てお答えいたします。

地すべり対策につきましては、御承知のとおり

自治会長を初め地元住民の方々より御要望をいた

だいているところでございます。この地区を地す

べり防止地区の指定に向け調査を行い、地元説明

会等も実施してまいったところでございますが、

指定要件でございます市街化区域内２ヘクタール

の範囲内の同意が得られず、現在に至っているの

が状況でございます。

このような状況を踏まえて、現状では道路への

影響も出てきていることから、本年度内で影響範

囲等の工事に係る調査設計を行い、来年度で工事



を行う予定にしておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（成田政彦君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 井原議員御質問の

児童の通学に関する安全確保について御答弁申し

上げます。

先般の議会でも御指摘いただいた点でございま

すが、関空山の手台から信達小学校までの通学距

離は約３キロでございます。また、現況の交通安

全の面から見ますと、現在９名の児童がＪＲ阪和

線和泉鳥取駅から和泉砂川駅まで電車によって通

学いたしております。

前回の本会議におきまして、１つの方法として

コミュニティバスの活用についての教育委員会の

考え方を述べさしていただきました。これに関連

することでございますが、関空山の手台付近にも

新たにコミュニティバスのバス停、岡中西が新設

されるというふうに聞き及んでおります。

ただ、コミュニティバスの趣旨、目的からいた

しまして、現況で通学等に対応する点につきまし

てはまだまだ課題がございますし、難しい面があ

ることも御理解賜りたいと思うんでございますが、

今後とも教育委員会といたしましては、児童の通

学に関する安全確保について、その方法、手段等

についても考えてまいりたいというふうに思って

おりますので、御理解いただきますようお願い申

し上げます。

○議長（成田政彦君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） それでは、再質問をさせ

ていただきます。

順番が入れ違って申しわけないんですが、まず

市営住宅の件につきまして再質問をさせていただ

きます。

去る４日の日に一応和解ということで一定の方

向づけがされた中での私の質問になりますので、

裁判所が入られて、そして原告、被告ともに一定

の和解が得られておると。あとは先ほどの市長の

答弁にもありましたように、どうもいわゆる追加

議案の中でこの和解が議会承認された後、具体に

入っていくという認識でありますから、ここで私

があえて事細かなことの質問というのは、かえっ

てまずいかなというふうに考えております。

－２３－

ただ、この市営住宅は、特に私の知る範囲にお

いては８年に及ぶ係争であったことは事実であり

ますし、今回もこんな形で和解という方向づけが

されておりますけれども、いずれにしても厳然と

して今の市営住宅があり、その中で生活をされて

おるというふうなことは、これは厳然とした事実

であります。

したがいまして、和解後あるいはその推移はこ

の本議会の後の決断に待たれておるわけでありま

すけれども、この３住宅に関する市としての今後

の基本的な考え方、特に３０年も経過したいわゆ

る老朽市営住宅が、今後どのような形でなかった

らいかんのかというふうな基本姿勢についてをま

ずお聞きをしたいなというふうに思います。

それから、もう１点、長いこの係争の中で所有

権移転あるいはまた建てかえという形で突っ張っ

てきたわけでありますけれども、本議会でも議会

ごとにこの点がやりとりされました。そこで、私

は市の基本的な姿勢、これは建てかえということ

に非常に固執されて今日まで来られたと。

あわせて、私は先ほどの聖苑問題も、あるいは

りんくうの問題も、これは財政問題と非常に密接

に関連しておりますし、非常にデリケートな判断

を余儀なくされるというふうに思いますが、ただ

いまお尋ねいたしましたように、この３住宅を今

後どないしていくんかということと、それからや

や頭の中に残っておる、市の基本姿勢である建て

かえというふうなことに関して、今どのような決

断なり方向性を持っておられるのか。

その２点についてお尋ねしたいと思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今後の住宅の整備について

は今後の協議ということで、ゆだねられてる格好

になっております。当然その条項が入っておりま

すから、この和解の案件で議決をいただいて、そ

れが効力を発するということになるというのが前

提かというふうに考えております。

その中で、今後どうしていくんかということで

ございますが、もともとその訴訟に至る前の状況

ですね。その直前といいますのは、今の原告の方

々は払い下げ、我々は建てかえと、こういう非常

に幅の広い間があったわけでございまして、その



中で円満解決を図るには、お互いその壁から離れ

て何かいい方法はないのかなというのが、その訴

訟に至る直前での話であったわけでございます。

今回、和解をするわけでございますので、それら

については、原告の方もその壁から離れていただ

いたというふうには考えております。

これは前回の議会にもお答え申し上げましたよ

うに、我々の方は建てかえというスタンスで来て

おります。しかし、相手が壁から離れるというこ

とであれば、我々は建てかえということと、その

中間なり何なりの方法がないのかどうか、その範

囲内でのこれからの解決策と。あるいはいろんな

制約もありますから、それらをクリアできるのか

どうかも含めて、その範囲内での解決方法を探る

と。

これは、お互いに今後は対立ということではな

くて、協議をしながら、今回で一定の信頼関係と

いいますか、そういうものが再構築できたという

ふうに思っておりますので、最後の解決というこ

とにつきましては、何かいい方法がないのかどう

かというのをこれから模索をしていこうと、こう

いう段階でございますので、今の時点で具体にど

ういう案があるかということについては、まだそ

こまで至っておりませんので、御理解を賜りたい

と存じます。

○議長（成田政彦君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） 大変デリケートなタイミ

ングですので、失礼な形の質問、これは差し控え

ないかんなと思うんですが、あと追加議案で先ほ

ども述べましたように、これが諮られるというこ

とでありますから、その中では具体的な議論がさ

れるというふうに私は理解するところであります。

ただ、ここまでこぎつけたことに関しまして、

前議長であります角谷議長あるいはまた東副議長

がこの一番大事なタイミングで汗をかかれたこと

に対して、私は一定の非常に大きな評価をするも

のであります。

ただ、今も市長もお答えになりましたけども、

いわゆる裁判がどうであれ、和解がどうであれ、

あの住宅は市営住宅としての位置づけなり、ある

いは用途云々という話も出てこようかと思うんで

すけども、私はそんなに長い時間のスパンでもっ

－２４－

て解決を図るというのは非常に厳しいであろうと。

したがって市当局としては、極めて早い段階、ま

た早い期間でもってその解決に努力をせないかん

な、このように私は考えるわけなんですけども、

今言いましたようにいたずらに時間を延ばしては

いけない、できるだけ早い結論あるいは解決を望

むべきであると、このように私は思うんですけど

も、この点についての考え方を聞かしていただき

たいと思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回、和解が成立いたしま

すと、焦点は今後の問題ということに移るわけで

ございまして、御指摘のように３０年以上、一応

木造の場合、耐用年数が３０年という国土交通省

の基準がございますから、はるかに超えてるわけ

でございますから、長い間このまましておくとい

うのは、お互いにこれは非常に管理上も大変な問

題でございますから、できるだけ早期に方針が出

せるようにしたいと、長くても数年ぐらいかなと

いうふうには考えております。

○議長（成田政彦君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） わかりました。できるだ

け早い形でのアクションをお願いしたいと思いま

す。くどいようでありますが、後々また和解条項

に沿っての質疑がなされると思いますので、住宅

問題に関してはこれで終わりたいと思います。

次に、財政問題について質問をさせていただき

たいと思います。

健全化策が大々的に打ち上げられまして、そし

て大きなインパクトでもって市民もこの点は注目

をしとると思います。先ほど壇上でも神田助役と

いう名前を具体的に挙げさせていただきまして、

その責任と実行について非常に期待もします。ま

た、非常に心配もいたすところでありますけれど

も、時あたかもこういうときにりんくうに大型店

舗の進出の話もあった。

この財政健全化策が一定の結論を出さなきゃな

らない平成１８年の明くる年から大きな聖苑計画

が始まろうとしとると。こういうふうなことを思

ってみると、この財政再建策というのは非常に大

事な位置づけが私はされなければならないし、ま

た成果を上げないかんなと、こう思うんです。



ただ、１点だけ気になるのがありまして、先ほ

ども谷部長の方から、既に手数料あるいはまた使

用料の値上げの問題がその視野の中に入っており

ます。一番心配するのは、先ほど大森議員からも

ありましたように、特にうちの収税率が府下で一

番悪いんだと、それも関空納税分を引くと、７３

％というふうな非常に大きな他市に比べて落ち込

みがあるんだと。これはかねがね問題にされとる

んですけども、この問題を一番前へ持ってこない

かんのと違うんかと。

世の中非常に不景気でありまして、雇用そのも

のが厳しい、あるいはまた給料そのものも右下が

りになる。現実になっとるわけですね。そのとき

に手数料、使用料を上げるというのは、これはな

いやろうと、これは一番の愚策やろうと、このよ

うに私は思っとるわけなんです。

そういった意味では、今回の財政再建について、

その点に関する考え方の変更ですね、これがない

のかどうか、これを１点をお尋ねしたいのと、何

といってもやっぱり民間では、月々年々１０人で

仕事をするのを来年は９人、８人でやっていこう

と、そして生産性を月々チェックしながらその効

率を上げていこうというのが今の生き延びる１つ

の方策なんですね。

そういった意味では、僕はいわゆる定数の見直

しというのは既に入っておりますけども、これは

本当に真剣にやっていかないかん、このように思

います。ここら辺の考え方について、まずお聞か

せ願いたいと思います。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 井原議員の財政問題につき

まして、特に本市の徴税率が非常に悪いという中

で、使用料、手数料の値上げについて市民の皆さ

ん方から理解が得られるのかという御質問、それ

と職員のさらなる効率的な仕事の仕方をして、定

数についても見直すべきではないかというような

２点の御質問にお答えをさしていただきます。

まず、１点目の徴収率が非常に悪いというのは、

これは府内の市町村で現年、滞繰を合わせますと、

一番悪いというのは事実でございます。ただ、私

どももこの間、１２月にいわゆる夜間臨戸徴収と

いうことで行ってまいりました。納税課を中心に

－２５－

幹部の職員が夜間に回って、その中で住民の方々

からも、今、井原議員御指摘のように、市の職員

はええなあと、我々はもう本当に生活が大変やと

いうようなお声も聞かしていただいております。

ただ、これについては、我々としましては先ほ

ど財務部長がお答えさしていただきましたように、

やっぱり一定市民の義務でございますので、これ

については、もちろん個々の御事情はございまし

ょうけども、そういう御事情を聞きながら、分割

納付といった対応も考えながら、より市民の方々

に理解を得られるように、税を納めていただくよ

うに、引き続き努力をしてまいりたいというふう

に考えてございます。

それと、使用料、手数料の値上げにつきまして

は、今回値上げといいますか、考え方としては見

直しというふうに思っております。と申しますの

は、どれぐらいのコストがその施設を管理するに

当たって要るのか、あるいはその証明書を出すの

にコストがかかっているのかということを市民の

皆さん方にきちっとお示しをし、一定の考え方の

もとに、公費で負担すべき部分と、利用者あるい

は具体にそういう証明書を必要とされる方々に負

担していただく部分というのをきっちりと分けて、

それでもって透明性のある中でこれだけの部分に

ついて御負担をいただきたいということで考え方

を示した上で、今回、使用料、手数料についての

一定の見直しの考え方をまとめたわけでございま

すので、そういったことでもちろん市民の皆様方

には御負担の増をかける部分が多いかと思います

けども、それにつきましては、我々としていろん

な機会を持って、市民の皆さん方に御理解をいた

だけるように今後とも頑張ってまいりたいと思っ

ております。

それから、職員の定数の議論でございますけれ

ども、これも財政健全化計画の中で平成１６年度

以降に結果としてなりますが、原則退職不補充と

いうことで考えてございます。また、１５年度に

つきましても、今聞いておりますのは、結果とし

て１４年度よりも十数名の職員数が減るという状

況になってございます。

過去につくりました定員管理計画につきまして

も、着実にその目標が達成できるという状況でご



ざいますので、これにつきましても不断に事務事

業の見直し、あるいは組織体制の見直しを考えま

して、着実に職員の縮減というものを図ってまい

りたいと考えております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） 手数料、使用料に対する

考え方を助役の方から答弁いただいたんですが、

いわゆる見直しであるということで、コストの見

直しというふうなことです。じゃ、今の手数料、

使用料に関しては、そういうコストの計算に至る

裏づけ、ここら辺がやっぱり問題があったのかど

うかということも、今の答弁からするとうかがえ

るわけなんですね。

私は、優秀な助役等が同じ見直しのところに知

恵あるいは知識を結集して改善をしていこうとい

うその的の絞り方ですね。だから私が今言いまし

たように、今大きく社会不公正が出ておるといっ

た中で、本当に行政のトップがどこで頭を絞るの

かと、どこで悩んでいただくのかというふうなこ

とをしっかり僕は考えてもらいたいなというふう

に思います。

そやから、極めて今の市民生活というのは、我

々も、御存じのように雇用だけでも大変だ、まし

て時間給も下がっていってる、総収入も下がって

おる。こんなことを考えたら、泉南市はどこに目

をつけ、どこにメスを入れるんかという観点から

すると、使用料や手数料に時間を割き、エネルギ

ーを割くということは、市民に対して非常に逆な

でもするやろうし、もっと違うところで僕は頭を

使うべきやし、汗をかくべきであろうと、このよ

うに考えるんですね。

そういった意味で、先ほどデータ的には７３％

という数字を私は口にしたわけでありますが、こ

れはどうなんでしょう、府下の平均は今どれぐら

いにあるんかなという点もちょっとこの際明らか

にしてもらいたいと思います。府下の徴税率の平

均が一体どないなるんだと。

単純計算したら、手数料、使用料による財源確

保というのは、この前の委員会では２，３００万か

４００万という話を聞いたと思うんですが、我々、

定数削減等の実施によって、例えばこの金額とい

－２６－

うのは非常に失礼な言い方ですけれども、職員２

人も削減すれば十分賄える額であるというふうに

思うんですね。

それと、もう１点、隠れて表に出てない部分に

僕は職員組合の協力があろうかと思います。今回

もいろんな形で職員組合と時間を割いて、いわゆ

る賃金闘争といいますか、こういうふうなことで

御苦労をされたと、このように理解しております。

そういった意味では、私は、議会もそうであり

ますけれども、今、一番御協力をいただかなあか

んのが職員組合であろうかと思います。したがっ

て、職員組合にどういう協力要請なりボールを投

げておるのか、これがはっきりしない。職員組合

にあっては、長い労働争議といいますか組合活動

の中で、今の条件、あるいは給与条件であったり

就労条件を確保してきたわけでありますから、簡

単にはいかんと思うんですね。

そういった意味では、理事者側は組合にどうい

うボールを投げておるのか、どういう協力要請を

しておるのかしてないのか、こんな点もひとつ明

らかにしてもらいたいと思います。

以上、その２点について御答弁をお願いしたい

と思います。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 私の方から、使用料、手数

料以外のところにもっと目をつけるべきではない

のかと、徴税率をもっと上げれば、それぐらいの

部分については市民に負担転嫁をしなくてもでき

るんではないかと、こういう御趣旨かと思います。

私どもといたしましては、もちろん後ほど職員

組合に対して一定の健全化のための協力をという

ことで申し入れをしておりますので、その内容に

つきましては総務部長の方から御説明をさしてい

ただきますけれども、我々といたしましたら、も

ちろんそういった職員の痛みを伴うもの、それか

ら一般市民の方々にも、やはり一定受益と負担と

いう関係のもとに一定の考え方をきちっとお示し

をして、その中で一定の御負担をお願いしたいと

いうこと、これについては、やはりあれが先かこ

れが先かということではなくて、それぞれの部門

について構造改革をしていくということが今回の

健全化計画の主眼でございますので、そういった



点でこれが先、あれが先ではなくて、これもあれ

もお願いをしたいと、その中で一定市民の方々あ

るいは議会の先生方に御理解がいただけるように、

我々として全力を傾けていく必要があるというふ

うに考えてございます。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） ことし９月に作成いた

しました健全化計画の中での人件費関係ですね、

職員組合に協力を要請いたしておりますのは人件

費関係ですけど、健全化計画の中の職員給与の延

伸、または特殊勤務手当、その他職員手当とか職

員数の削減等につきまして、この健全化計画の考

え方等を説明をした中で、現在協力を要請いたし

ているところでございます。

ただ、具体的に内容まで決まっておりませんの

で、ここで御説明はできないわけでございますけ

れども、話し合いの中ではこの１２月中をめどと

して一定の方向性を出そうじゃないかという話し

合いがまとまっておりますので、また決まりまし

たら御説明なりはさしていただけるというふうに

思いますが、現在のところ協議中ということで御

理解を賜りたいというふうに思います。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 議員御質問の徴収率の

状況でございますけれども、これは大阪府下の―

―これは大阪市を除くという形になっていますけ

ども、市町村合計で１３年度ですけども平均９１．

３％になっております。そして、泉南市の場合は

８２．４％ということでございます。

○議長（成田政彦君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） えらい逆らうようで悪い

んやけども、助役が述べられたあれもこれもやら

ないかんというのは間違いやろうと、こう私は考

えます。絶対優先順位を大事にすべきだと、それ

を間違えたらやっぱり大反発を買うんじゃないか

というふうに私は考えるわけであります。

それと、職員組合に関しては、特に僕は定期昇

給の２４カ月延伸であるとか、手当を見直すとか

いうふうなことも、そら大事なんかもわからんけ

ども、職員の皆さんの士気から考えたら、やっぱ

り支給総額、給料の総額面は何とか確保してやろ

うと、そして忙しいけども、今まで１０人でやっ

－２７－

とったところは８人でやれるように頑張ろうとい

うふうな方向性の方がいいんじゃないかと、その

方が職員も張り合いがあるんじゃないかと。もち

ろん条例でいろんな縛りもあることでしょうけど

も、そういった意味では人材を広く門戸を開くと

いうふうなことが大事じゃないかと。具体には、

現業部門も何年か経過して、私は今現業部門より

も、もっと事務職の方がというふうなことも出て

くる人もあるかわからんし、また事務職をやっと

る方が私は現業職の方がという方があるかもわか

らん。そんなとこまでもやっぱり視野に入れた人

材の登用等を考えていかないかんのと違うか、こ

のように感じます。

それから、先ほど大阪府下の平成１３年度の徴

収率が９１％である。泉南市が８２％である。こ

の乖離というのは、やはりここに一番力を入れや

んと不公平になる、僕はこう思うんですね。こう

いうことが比例して、やっぱり健康保険料にも波

及はするやろうし、ここら辺のところに一番やっ

ぱり悩み、苦労してやってもらわんと、安易に僕

は手数料、使用料に行き着くべきじゃないやろう

と。これを見たら、これは大変でしょうけども、

府下平均にしたらもう９億ぐらいは確保できると。

今の財政状況で９億をうちが確保できたら、それ

こそ大変なプラスになると思うんですね。十分や

っていけると、健全化策というて大胆なことをせ

んでもね。

しかし、この点に一番エネルギーを使い、汗を

かかないかんのと違うかと、こない思うんですね。

だから、職員の方々には、先ほど言いましたよう

に２４カ月も延伸したり、あるいは手当を減らし

て給料を減らすというよりも、本当にもうちょっ

と角度を変えて組合の方々に協力要請をし、協力

をいただくのが今喫緊の課題じゃないか。

議会も頑張る。議会ももちろんこれはやがては

阪南市のことを考えても、議員定数を削減してこ

たえていかないかんやろうし、あわせてこれどう

ですか、歳出に占める人件費の割合を見ても、泉

南市は３３．５％、極端に言うと堺で２２．４％、泉

佐野で２６％、貝塚で２８％、このような数字を

見てもそうであります。もう数字が物語っており

ます。



したがって、泉南市が今一番汗をかかないかん

とこはどこなんだということを僕は助役には本当

に考えていただきたいと思います。その点だけを

お願いを１つしておきたいと思います。

残された時間も５分になってきたんであります

けども、次の問題に移りたいと思います。

りんくうに関して、大型店舗の出店計画、これ

は先ほど聞きました。これは泉南市にとっても大

きなインパクトになるであろうということで、非

常に楽しみにしておられる方もおるやろうし、実

を言うと、地元商店街の方、これは死活問題やな

ということで考えられておる方もおると思います。

したがいまして、先ほどの質疑の中にも若干あ

ったんでありますけども、１つはこの大型店舗が

本当にりんくうに来るというふうなことに関して

は、もうまさに決定したかのような答弁がありま

したけども、この真実性、この確率はどれぐらい

に置いとるんか、それからその確率のもとに地元

商店街や地元で営々として今生活をされとる方に

どのような配慮を段取りしておるのか、この点を

若干御答弁いただきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） ただいまの御質問で

ございます。今回のりんくうタウンへの大型店舗、

これの信頼性でございます。

現在の状況は、大阪府企業局に出店申し込みを

行ったというのが事実でございます。これは９月

末の状況でございます。それで、我々の方もこの

信頼性についていろいろ問い合わせをしておりま

す。私の聞いてる範囲の中では、来年１月中に再

度それの仮契約を行う、それから来年の５月、６

月ぐらいの中では本契約というんですか、そのも

のを借地するというんですか、そういう計画に入

るというふうに聞いております。

我々の聞かしていただいてるのは、企業局の方

からこういう形での話がある、だからいろんな対

応をということでございますので、それに向けて

我々は全力を尽くしているというのが現在の状況

でございます。

それから、２点目の地元商店に対する対応でご

ざいますけれども、この辺のところにつきまして

は、その辺の情報提供はさしていただいてはおり

－２８－

ます。ただ、確実にその辺のどのぐらいの規模で

どれぐらいの商圏を見てというふうな具体的なこ

とについては、我々の方はまだ知らされておりま

せん。

ですから、その辺のところが具体化なりました

上で、再度泉南市の商工会なり商店街連合会、こ

の方々といろいろ御協議をさしていただいて、い

ろんな対策、それらのことについて考えていきた

い、そのように考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。

○議長（成田政彦君） あと２分です。井原議員。

○１番（井原正太郎君） 時間もありませんので、

校区の問題に関して改めて質問させていただきた

いと思います。

教育長の方からは、前回の議会の経過があるん

で、いわゆる小学校区の問題は、結論からいうと

非常に難しいという答弁だったと思います。そし

て、その原因としては泉南市の幼稚園振興計画案

が白紙になったというふうなことで、この幼稚園

とのリンクがあるんで、これは小学校といっても

非常に難しいんだというふうな内容だったと思う

んです。

難しいのはわかって質問しとるんでありますけ

れども、じゃ現況から見て、いつごろまでにめど

をつけたいというふうに考えておられるのか、そ

の辺の具体性、ほかの説明は非常によくわかった

んですけども、いつぐらいをめどにというふうな

ことが全く見えなかったなというふうに考えてお

ります。そういった意味での答弁をお願いしたい

と思います。

○議長（成田政彦君） 答弁を求めます。吉野教育

指導部長。簡潔に。

○教育指導部長（吉野木男君） 井原議員の質問に

お答えさせていただきます。

樽井小の校区問題を考えることが難しいという

ことではなくて、この間の幼稚園問題の論議の中

で、やはり個別的な対応ということに対して、全

市的な視点というのが必要ではないかというよう

な議論が一定なされたというふうに考えておりま

す。

それから、御承知のとおり校区の問題は裏を返

せば園区の問題に連動していると。そういう意味



でいえば、一定の方向づけ、課題整理をきちっと

しないといけないんではないかということを申し

上げさしていただいたわけでございます。

それから、時期的なめどでございますけども、

これにつきましては少なくとも校区問題の議論…

…

○議長（成田政彦君） 簡潔にお願いします。

○教育指導部長（吉野木男君） それから、その後

の対応からして、スタートしてから結論までほぼ

１年程度はかかるんではないかというふうに考え

ております。

○議長（成田政彦君） 以上で井原議員の質問を終

結いたします。

午後１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ５分 休憩

午後１時１６分 再開

○議長（成田政彦君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、１９番 和気 豊君の質問を許可いたし

ます。和気 豊君。

○１９番（和気 豊君） 日本共産党泉南市会議員

団の和気 豊です。大綱２点にわたり質問をいた

します。

大綱第１は、市町村合併についてであります。

これまで市長とは幾度となく論議を闘わしてま

いりました。市長はその都度、まだそこまで到達

はしていないと、私がいかにも先走った質問をし

ているかのように言われて、具体の質問には、こ

れから調査を経て明らかにしていく、法定の合併

協議会を立ち上げてから、合併に向けた市町村建

設計画の中に盛り込んでいく、地域審議会で検討

していくと、答えられておりません。総務省や合

併支援本部が言っている一般的、抽象的な合併に

伴う意義や対応策が述べられるだけであります。

一例を挙げれば、借金がふえて今以上に財政事

情が悪化し、市民サービスが切り下げられるので

はという質問に対し、合併支援策が五十数項目か

ら８０項目にふえたことにより対応できるといっ

た具合に、この８月３０日に明らかにされ、財務

省を初め各省庁の事務レベルでまだ詳細具体化さ

れていない、そして財源の裏づけもはっきりしな

い市町村合併支援プランを引き写した答弁をされ

－２９－

るだけであります。

昨年５月に研究会を立ち上げ、この８月にさら

に泉佐野、田尻を加え、広域に更新されて推進の

旗振り役を務められている以上、その根拠となる

合併の効果を具体に市長からお示しをいただきた

いと思います。

同時に、今、未曾有の不況が泉南６万５，０００

市民を襲っています。地場産業の倒産と廃業、失

業率は７％をはるかに超え、有効求人数は１０人

に対し２人という雇用不安の中、合併により自治

体が自治体本来の仕事、すなわち福祉、健康、安

全を中心に市民の暮らしを守れるかどうか、この

立場から数点にわたり質問をしてまいります。

その１は、研究会と市独自の取り組みについて

であります。

憲法の定める地方自治の原則からいえば、市町

村の合併は、市町村や地域住民の自主的かつ民主

的な手続と判断にゆだねられるべき自治的な課題

であることは明白です。市町村合併は、一方的に

押しつけられる問題ではなく、住民一人一人が自

分たちの当面する切実な要望や、将来にとってど

うするべきかを選択する重要な課題であります。

地方分権の受け皿づくりと意義を言われるので

あれば、国の上からの押しつけにならない保障を

どうされるのか、３月に向けた報告書づくりの中

で市民が市政に何を要望し、期待しているのかを

こそ優先して調査し、把握することではないでし

ょうか。アンケート、地域ごとの説明会や懇談会

など、この点を中心にどう取り組まれるのか、こ

れまでの経過、今後の取り組みのあり方について

お示しを願います。

その２は、最終報告書ができ上がった後、協定

原案策定に市民参加をどう保障していくのかであ

ります。研究会が示しているスケジュールによれ

ば、わずか３カ月程度の日程しかありません。住

民の合意による合併を保障するための住民参加の

あり方をどうしていくのか、お示しを願います。

その３は、市民サービスの今後のあり方につい

てであります。

市はこれまで空港関連の公共事業を一気に立ち

上げ、今もむだがはっきりしている農業公園を推

し進めるなど、みずからつくり出した財政危機を



口実にして、二度にわたる行財政改革を強行し、

福祉、医療、教育など住民サービスを切り捨て、

今またわずかな貸付金の利息の軽減に便乗して、

府から押しつけられた財政再建計画で住民犠牲を

拡大しようとしています。合併により、市民サー

ビスの向上がどう図られるのか、お示しを願いま

す。ここまで低下した福祉、医療、教育の水準を

当然のごとく考え、さらに悪化させることがない

のかどうか、お示しを願います。

その４は、公共事業の基本方針と今後の取り組

みについてであります。

市長は今、合併特例法の期限内に乗りおくれる

ことがないように判断をしていきたいとして、合

併特例債の発行が認められるこの時期にこそ、通

常ではできない建設事業ができる千載一遇のチャ

ンスだと言わんばかりの姿勢をとっておられます。

９月議会に引き続き再度お伺いをいたします。市

長が合併の機会を逃さずに進めようとされている

建設事業とは一体どういうものなのか、お示しを

願います。

市長は、この８年間先延ばしにしてきた老朽校

園舎や保育所など市民の子弟の日常生活にゆるが

せにできない公共施設の大規模改修事業や、第４

次総合計画策定にかかわるアンケートで最も希望

の高かった高齢者や子供たちに優しいまちづくり、

例えば和泉砂川駅前の交通安全対策が合併によっ

て促進できると考えられているのですか。また、

合併に伴う建設事業の中心に据え、特例債や推進

債を活用して進めていく気持ちがあるのかどうか、

お示しを願います。

その５は、財政の影響についてです。

合併すれば約２４万５，０００の新市ができ上が

りますが、そのことによって借金がどうなるのか。

新たに６００億円の合併特例債をつぎ込んだ建設

事業が可能となるような数字が総務省のホームペ

ージで紹介されていますが、その返済がピークに

なる合併１４年後の新市の財政はどうなるのか。

あわせて、１０年後には交付税が新市の人口規模

によって下がり始めますが、借金の返済時期との

兼ね合いで１４年後、そして激変緩和措置が完全

になくなる１５年後以降はどうなるのか。寝屋川

市並みの市になるわけですが、合併しない場合の

－３０－

３市２町の合計額と寝屋川市の額との比較で、交

付税がどうなるのか、具体にお示しを願います。

合併を進めようとしたある自治体では、その試

算をシミュレーションした結果、合併を思いとど

まったという話があります。合併が政府、総務省

の思惑どおり進んで、３，２００の自治体を１，００

０に減らすことにより、将来数兆円の交付税を浮

かすことができると言われています。答弁を願い

ます。

その６は、周辺地域のまちづくりへの基本方針

と今後のあり方についてであります。

どの市に本庁が置かれるのかで、新市の中心部

と周辺部がはっきりと区分けされてきます。地域

には、それぞれの地域の皆さんが長年培ってきた

固有の慣習や歴史、文化があります。そして、生

活を支えてきた営業基盤があります。行政のかか

わりが薄くなり、不便性がさらに高くなり、その

地域が取り残されることがないのか。発展に向け

た展望はつくり出せるのか。これらの不安や懸念

をいつ、どう酌み上げ、計画の中に位置づけてい

くのか。合併によってできた支所の職員の数がな

し崩しに減らされ、単なる連絡所にまでその機能

が低下したという実態が報告されています。それ

も総務省が肝いりで成功事例として宣伝している

篠山市のことであります。周辺部のまちづくりに

ついての考え方についてお示しを願います。

その７は、市職員の定数管理についてでありま

す。

市長は合併について、しきりに大きくなること

によりメリットが生じるとして、その効果額、節

減額を年間百数十億円と言われました。市長が根

拠に出されたりんくうサロンという研究会、どう

いう組織か私は全く存じ上げませんが、市長が引

き合いに出されるのですから、さぞかし精度の高

い数字ではないかと思いますが、これによります

と、熊取が入っていますが、１６８億円という数

字が挙げられています。

しかし、具体的な裏づけは、議員数が１１８人

から３８人、８０人減員になることによって３億

７，０００万円、市職員が１，００２人削減できて６

６億１，０００万円、具体に出ているのはこれだけ

であります。市長が答弁で毎年ですよと語気強く



言われた数字であります。具体的に記載されてい

るのは人件費だけです。１２０億以上の効果額は

何も示されておりません。市長はこの１２０億円

をどのように考えておられるのか。

それと、人件費については、リストラして一気

に初年度から縮減できるとはよもや考えておられ

ないと思いますが、どうでしょうか、答弁願いま

す。

大綱第２は、介護保険の保険料と利用料の軽減

についてであります。

これまでの質問で、第１に他市に比べ高い保険

料によって取り過ぎた額と、高い利用料のため受

けられるサービスをみずから抑制せざるを得なか

った認定者が保険料の算定時の予想を在宅介護で

は６割を超えたことなどによる余剰金８，０００万

円余を被保険者に保険料、利用料の軽減により還

元すべきこと。

第２に、保険料の減免要綱が１００万円の預貯

金があれば適用されないという厳しいものである

ため、２００１年度はわずか１２人の適用しかな

かったことを指摘し、その改善を求めました。改

善を約束されましたが、その検討結果をお示しを

願います。

私の壇上での質問は以上であります。

○議長（成田政彦君） ただいまの和気議員の質問

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） 合併問題の１点目について

私の方から答弁申し上げますが、今の御質問を聞

いてますと、やはりまだまだどんどん先のお話だ

というふうに思っております。法定合併協議会に

進んだ中で議論すべき問題が大多数であったとい

うふうに思っております。

それでは、１点目の泉州南広域行政研究会と市

独自の今後の取り組みということについて御答弁

を申し上げます。

泉州南広域行政研究会は、本年８月に従来の泉

南市、阪南市、岬町の２市１町に新たに泉佐野市、

田尻町が加わり、３市２町の枠組みで合併も視野

に入れた広域的連携のあり方の調査研究を行うと

の合意のもと、今日まで現況把握に努めてまいり

ました。

先般、３市２町の地域の現況や行財政の現状を

－３１－

取りまとめ、中間報告書として議員各位にお示し

をさせていただきました。この報告書により、３

市２町それぞれの住民サービスの現況などが明確

となり、３市２町の特性などの比較、検討を行っ

てまいらなければならないと考えております。ま

た、この１２月より研究会として独自のホームペ

ージを開設をいたしまして、研究会の活動状況な

どを発信をいたしておりますので、ごらんいただ

けたかというふうに思っております。

今後のスケジュールといたしましては、来年３

月をめどに最終報告書を取りまとめ、またその概

要版を作成し、積極的に情報提供を行ってまいり

たいと考えております。また、来年５月ごろには

研究会としてのシンポジウムを開催いたしまして、

みずからの問題としての合併問題に関する議論を

深めてまいりたいと考えております。

本市独自の取り組みということでございますけ

ども、市民の皆様と合併問題をともに考えていく

という観点から、市町村合併の意義や課題などに

ついて、近隣各市に比べ早くから広報活動を行っ

てきたところでございます。

今後も引き続き広報活動を進めますとともに、

来年度の早い時期に研究会で取りまとめました報

告書などをもとに、住民説明会を開催するなどし

て、市民の皆様、そしてさきの臨時会で設置され

ました広域合併問題対策特別委員会において合併

問題についての議論を深めてまいりたいと、この

ように考えております。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 和気議員さんの御質問

のうち、協定原案から職員の定数の関係までです

けども、私の方から御説明をさしていただきたい

というふうに思います。

協定原案につきましては、合併特例法の第３条

の規定によりまして、合併協議会において合併に

向けた具体的な協議を実施するために作成するも

のでございまして、合併の方式などの基本的な協

議項目から、各種事務事業の取り扱いなどの協議

項目までが想定されます。いずれにいたしまして

も、今後、合併協議会が設置された段階で作成い

たしていくものでございます。

合併協議会の運営方法などにつきましては、今



後具体的に合併協議会が設置される段階で協議さ

れることでございますが、協議の段階で市民参加

や情報公開の観点は十分反映すべきでないかとい

うふうに考えております。

次に、市民サービスの今後のあり方についてで

ございますけれども、市民サービスの水準、負担

などにつきましては、一般的には事務処理の効率

化などによりまして、サービス水準は高い方に、

負担は低い方に調整されるものと言われておりま

すが、基本的な考え方は、合併協議会におけます

協議・調整事項となっております。

泉州南広域行政研究会におきましては、先般の

中間報告書でお示しのとおり、福祉、保健、教育

など各分野における各市町のサービスの状況を取

りまとめ、比較検討を行っているところでありま

す。来年３月に取りまとめる予定といたしており

ます市町村合併に係る調査研究報告書におきまし

て、今後協議すべき項目などをお示しできるもの

というふうに考えております。

続きまして、公共事業の基本方針と今後のあり

方についてでございますけれども、合併後の新市

において実施されます公共事業につきましては、

ハード事業、ソフト事業ともに具体的に進めてい

く上で合併協議会において検討され、市町村建設

計画において位置づけられるものであります。

市町村建設計画は、将来のまちづくりの方向を

定める合併市町村のマスタープランとしての役割

を果たすものであり、この計画に基づきましてさ

まざまな財政措置が講じられるものと考えており

ます。

今後、合併問題を調査研究していく上において、

公共事業の進め方について十分議論をし、検討す

べき課題であるというふうに認識をいたしており

ます。

続きまして、財政への影響についてでございま

すけれども、将来にわたりまして地域の発展、住

民サービスの維持、向上を図っていくためには、

財政基盤の確立が必要不可欠であります。先般の

中間報告書で３市２町の平成１３年度決算ベース

におけます財政力指数、経常収支比率、地方債残

高などの財政状況や特別会計や土地開発公社の収

支状況につきまして取りまとめ、現況について互

－３２－

いに認識をいたしているところでございます。

今後の財政見通しにつきましては、３市２町の

単独の場合、３市２町が合併した場合のそれぞれ

のシミュレーションを実施することによりまして、

財政への影響が明らかになるものと考えておりま

す。財政シミュレーションは、本市の将来につい

て市民の皆様とともに考えていくためにも重要な

ツールであると認識をいたしているところでござ

います。

来年３月末をめどに市町村合併に係る調査研究

報告書ができ上がる予定となっておりますので、

その中で具体にお示しをできるものというふうに

考えております。

続きまして、周辺地域のまちづくりへの基本方

針と今後のあり方についてでございますけれども、

合併のデメリットの１つとして周辺地域が寂れて

しまうのではという懸念がされております。その

点につきましては、合併協議会においてさまざま

な地域の住民の意見を反映させながら、合併後の

まちづくりについて議論し、中心部だけでなく、

周辺部のことについても配慮したまちづくりの計

画、市町村建設計画を作成していくことによりま

して解消できるものと考えております。

あわせて、合併後は旧市町村の区域ごとに地域

審議会を設置することもできますし、この組織を

活用した新市の地域間のバランスや住民の意見を

十分反映させたまちづくりを行うことができるも

のというふうに考えております。

次に、職員定数の関係でございますけれども、

市町村の合併によりまして、職員の数が減少を図

れるというメリットがございます。これは一般的

に合併後の職員数が合併前の職員数よりも少なく

なるということにより、経費の節減ができるとい

うことでございますが、一方で合併後は規模の拡

大によりまして、また地方分権の進展と社会・経

済の変化、また住民ニーズの高度化に対応した専

門の組織や職員を置くこともできるようになりま

して、専門的、多様的かつ高度な行政サービスを

提供できるようにもなるということも可能になっ

てまいります。

以上を踏まえて、基本的には合併に際しまして

は、職員はすべて新しい市に引き継ぐものと考え



ております。そして、合併後の新しい市において、

改めて職員の定員管理計画等を策定して合併のメ

リットを最大限発揮できるように定員管理の適正

化に努めるものだというふうに考えておるところ

でございます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 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） 介

護保険の保険料、利用料の減免について御答弁を

申し上げます。

現在、第２期の介護保険事業計画の作成作業を

行っているところでございますが、本年１０月３

１日に大阪府下市町村の第２期介護保険事業計画

におけるサービス量等の見込みが公表されたとこ

ろでございます。これについては、各市とも平成

１３年度の実績値をベースとして、平成１９年度

までの第２期のサービス量の見込みを推計し、こ

れに基づいて保険料を試算したものでございます。

この試算結果によりますと、本市の保険料は３，

７０９円で府下１３番目、これに第１期準備基金

を１億２，０００万円取り崩すと３，３８６円となり、

府下２９番目となります。ただし、この保険料の

額については、来年１月に予定されております介

護報酬の改定等により変動するものであり、現段

階における試算値でございますので、よろしくお

願いを申し上げます。

私どもといたしましては、被保険者の保険料負

担を軽減する観点から、第２期の介護保険料をで

きるだけ現行水準に近いものにし、そのために第

１期の準備基金を活用してまいりたいと考えてお

りますので、御理解のほどお願い申し上げます。

なお、保険料と利用料の独自減免につきまして

は、９月定例会において御答弁させていただいた

ように、保険料については泉南地域各市の状況を

勘案し、減免要件の見直しを来年４月をめどに行

いたいと考えております。

また、利用料につきましては、サービスを利用

する者としない者との公平性に配慮しながら、サ

ービス利用率の向上等を踏まえ、介護保険事業計

画の策定作業の中で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。

－３３－

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １つ、部長からも答弁して

おりませんでしたことで、りんくうサロンの中で

示された資料についての御質問がございましたけ

ども、このりんくうサロンといいますのは、臨空

都市研究会という任意の研究会が関西国際空港周

辺のまちづくりということで自主的に勉強されて

いる研究会でございまして、私も参加――正式な

メンバーではございませんが、ほとんどの例会に

参加をしております。

その研修会とサロンと２つあるんですが、サロ

ンの８月例会において、３市３町の合併の場合と

いうことで、大阪府総務部の市町村課長が講師と

なられましてお話をされた中の資料でございまし

て、この場合には先ほど披瀝のありました一定の

ペーパーが用意されまして、我々ちょうだいをし

たわけでございます。

その中で、歳出総額のことについては、非常に

わかりにくいじゃないかということでございます

が、これはあくまでも大阪府として持っている情

報の中のこれぐらいの規模の場合の歳出総額と現

在の３市３町の歳出総額を比較して、おおよそ１

６８億円程度の効果が出てくるんではないかと、

こういう試算でございます。

もちろん、御指摘ありましたように、仮に合併

したからといって、きょう合併してすぐあしたか

らすべての面において全額この効果が発揮できる

かというと、やはりそうではございませんで、段

階的に減少していって、落ち着いた時点でこうい

う数字になるであろうということでございますの

で、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） まず最初に、介護保険の

保険料と利用料の問題で簡単に再質問さしてもら

います。

私は、泉南市の保険料の減免要綱ですね、これ

が余りにも実態に見合っていないんではないかと。

いわゆる預貯金ですね。葬式金という言葉があり

ますけれど、１００万預貯金しておればもうそれ

で適用外だと、こういうことで、他市はもっと水

準が高いではないかと。大体３００万から３５０

万の預貯金、これを１つの基準額として、それ以



下であれば適用すると、こういうことになってい

るではないかということで質問もしてきたと思う

んですが、こういう数字は１つのこれから要項を

改正する上での基準になるのかどうか、この点だ

け１点お聞かせをいただきたい。

あと、余剰金を保険料の減額に差し向けるため

に１億２，０００万円充当すると。これは本当はこ

の３年のスパンの中でやってほしかったんですが、

来年度高負担を解消をするための１つの施策とし

て積極的に投入されるということで、これは了と

していきたいというふう思います。

ただ、願いたいのは一般会計からの繰り入れと、

こういうことも広く視野に入れて――これは原課

だけではなかなか答弁できないだろうというふう

に思います。市長にこのことは要請をしておきた

いということで、その点だけちょっとお答えいた

だけますか。

○議長（成田政彦君） 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） 再

度の質問でございますので、御答弁申し上げたい

と思います。

保険料の減免の対象者の中の１つの項目の中に

一定の預貯金、現在では１００万円以上保有して

いる場合については対象外ということにさしてい

ただいております。こういう基準で現在やってお

りますので、実際に減免の対象になる方が現時点

では非常に少ないというようなこともございます。

したがいまして、我々その辺も見直しをしたい

ということで、阪南各市の状況も勘案ということ

で、現時点では阪南各市並み、まず預貯金３５０

万以下である場合は対象にしたいと、このように

考えておるところでございます。

それと、利用料の関係での減免の軽減のことの

質問があったわけでございますが、これにつきま

しては、利用料の減免につきましては、保険料か

ら減免するということができませんので、我々と

いたしましても他の財源と。一般財源、一般会計

ということになりますが、その辺も今の現状では

非常に難しいというところもありますが、その辺

も今後検討はしていきたいと、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（成田政彦君） 和気議員。

－３４－

○１９番（和気 豊君） それじゃ、合併問題につ

いて再度質問してまいりたいと思いますが、先ほ

ど市民の声、要望、意見、これを合併問題で聞い

ていく。今まで他市に先駆けて市長は広報等でこ

の問題を市民に周知しているんだというふうに言

われましたけれど、これは前回も言いましたよう

に、６月に基本的には１回、あとちょっと案内文

みたいなものがありましたけれど、あれは中身な

んていうのは全くないということで、その程度の

ことなのかなと。それでやったというふうに胸を

お張りになるんですから、市長の市民への周知方

の度合いというのは、そういうものなのかなとい

うことで理解をしておきたいというふうに思いま

す。

それで、来年の早い時期にいわゆる市民との対

話ですね、こういうものをしていきたいんだとい

うふうに言われましたけれど、これは今報告の中

間取りまとめが我々の手元に来ておりますが、最

終報告をおつくりになる、それまでに市民の声の

反映ですね。私はできればアンケートなんかも、

各市ではこれは当たり前のことになっておるわけ

ですから、そういうものあるいは説明会や懇談会、

こういうものをやっていただけるのかどうかと。

説明会は早い時期にやるというように承ったので、

この時期についても、できてからではなくてでき

るまでにやるのか、その辺少しお示しをいただき

たいと。

ちなみに、山口県に下松という市があるんです

が、周南関係の合併問題が問題になっているとこ

ろなんですが、ここでは市長が１年間、人口５万

ぐらいの市なんですが、２万人対話、約半分の皆

さんと対話をして、この合併問題についていろい

ろ意見交換をしたいということで頑張ったという

ふうな例もあるわけですね。

だから、市民の声を聞くと。主人公――合併問

題、いわゆる市のあり方が変わるわけですから、

極めて市の主人公であります市民が合併に対して

どういう意見を持っているのかと。当然、皆さん

の意見を聞くためには、正しい情報を的確にお示

しをしなければならないというふうに思いますが、

そういうことを含めてこれはきっちりおやりにな

るのかどうか、日にちも、時期も含めてお示しを



いただきたいと、こういうふうに思います。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 現在、研究会において、

この前中間報告書をお示しさしていただきました

けれども、あと先ほども御答弁さしていただきま

したけれども、３月末までには最終報告書を作成

をしてお示しをしたいというふうに考えておりま

す。

その中には概要版等もつくる予定でいたしてお

りますけれども、それをもって我々としては来年

度の早い時期に住民説明会等を行いたいというふ

うに考えておりますし、シンポジウム等も開催を

していきたいなというふうに考えております。

それと、情報についてはホームページ等にも報

告書の内容について掲載をさしていただいて、市

民からも意見を聞けるような形をとって、十分市

民からの意見を聞けるというような形を３市２町

同じような歩調で進めてまいりたいなというふう

に考えているところでございます。

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） 結局、来年度なんですよ

ね。来年の早い時期にというふうにあなたは言わ

れたから、私は期待を持って再度答弁を求めたん

ですが、来年度じゃないですか。最終報告ができ

てからじゃないですか。私はこういう姿勢がやっ

ぱり問題だというふうに言ってるんですよ。一定

方向づけが決まってしまって、後、引き返しがで

きない段階で市民に示して、市民にどういう声を

聞くんですか。報告書をつくる上で、行政の主人

公である、自治体の主人公である市民が何を考え

ているのかと、合併問題で。その意見を反映さし

た報告書でなければならないんじゃないですか。

やっぱり思い起こすのは、例えば介護保険の問

題でも非常に新しい、措置から契約に変わるとい

う新しい制度変更について、泉南市はわずか７回

しか――自主的に泉南市が開かれたのは７回であ

ると。岬なんか２３回やってる、自主的にね。そ

して、それ以外に岬は市民からの要望にこたえて

やはり二十数回、５０回以上やってるんですよ。

そういうこととか、あるいは第４次総合計画の

策定についても、結局審議会を開くという形だけ

で、事前にアンケートをとっときながら、そのア

－３５－

ンケートの結果をどういうふうに反映されたのか、

そういう答えすらも十分に返していない。過程の

中で、プロセスの中でそういうものは十分お示し

をして、これで初めて市民の声の反映ということ

に私はなると思うんですよ。

結局、私は以前からの市民を軽視したあり方と

いうのが頭に先入観として残っておりますから、

非常に気になるんですよ。それで、先走り先走り

と市長は言うんだけれども、本当に市長がこの旗

振り役をやって、中心になってこれを進めるとい

うんですからね、当然、この問題、デメリット、

メリット、そういうものはあらかじめ、せめて財

政問題はシミュレーションぐらいきっちりとって

市民に知らせると。

本当に財政はこういう状況になって、もうこれ

以上の市民への犠牲、しわ寄せはやらなくて済む

んだ。こういうことはやっぱりね、だから合併な

んだと。いわゆる効率的な地方行政がやっていく、

あるいは地方分権の受け皿を――国からの財源は

今不確かだと。そやけれども、市としてこうやっ

て財政の新しい市で方向づけができるんだ、こう

いうことで市民に問いかけなけりゃ、それが当た

り前のやり方でしょう。そういうことをやる腹は

いっこもない。

それで、私が前回質問すればどういう答えが返

ってくるかというたら、りんくうサロンのあの資

料で毎年百数十億の金が入ってくるんや、こうい

うことで……（発言する者あり）いやいやそない

なってますわな、そんなんおかしなことを言うた

らあかんで。（「入ってくるんと違う」と呼ぶ者

あり）そうか、入ってくると……。これはちょっ

と失礼しました。いわゆる効果額とか削減額でそ

ういう効果が生まれてくるんだと。

ところが、今質問していけば、そうでしょう。

そうならないということがはっきりしたじゃない

ですか。六十数億の職員の減による効果、それは

十数年先じゃないですか、最終到達は。そうでし

ょう。あとの１２０億は何や。何もお答えになっ

てない。わからんとこういう数字だけをひとり歩

きして説明される。むちゃくちゃやないですか。

せめて、おたくが言われた資料については、１

６８億の根拠ぐらいは、これだけの部分で削減に



なるんだと、これだけの部分で効果はあらわれる

んだと、これぐらい明らかにしなさいよ。毎年１

６８億や１６８億やと、その効果額を強調されと

る。詰めていけばそうじゃないじゃないですか。

そういうものをもっと早く行政が、鳥取西地区の

ああいう合併にかかわるシミュレーションのよう

にきっちりと数字を出して、こうなるんですよと

いうことを市民に報告書をつくる、その中で十分

問いかけて、市民の声を反映した報告書を策定す

る。当たり前のルールじゃないですか、市民が主

人公という立場に立てば。何でやれない。それが

１点。長くなりましたけれど。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） あなたの言われてることと

私の言ってることは違わないんですよ。ただ、手

順が違うんですね。我々は、当然住民の皆さんに

この合併問題の説明をするにつけては、きっちり

とした、あなたも言われた正確な、そしてこうな

るんですよという情報を持った上で説明をしない

と、それを今やったところで、枠組みも、あるい

はその内容も非常に不確定な不確かなものである

わけですね。

ですから、我々はこの一緒になった場合のメリ

ット、デメリットをきっちり整理した上で説明を

する、当たり前じゃないですか。（和気 豊君

「いつやるんですか」と呼ぶ）

ですから、来年の３月にでき上がりますね、予

定では今これ。その後ということになるわけです。

当然、その資料をもとに説明をすると。その報告

書をつくったから後戻りできないとか、そんな議

論じゃないんですよ。（和気 豊君「３カ月しか

ないんですよ」と呼ぶ）

それをもとに、議会では特別委員会をつくって

いただきましたから、そこでの議論。一方、市民

には我々は説明をする、そしていろいろな御意見

をいただくということでもって、来年の夏ぐらい

に法定合併協議会に参加するのかどうか、設置を

するのかどうかというのを、これは議決事項でご

ざいますから――直接請求もありますけれども、

一般的には議決事項ですから議会にお諮りをして、

仮にご決議をいただければ合併協議会をつくって、

そして今度は合併に向けて、先ほど言われた幾つ

－３６－

かの項目について具体に協議をしてまとめていき

ましょうと。

ただし、合併協議会をつくったからといって、

１００％合併するというのは限りません。最後は

やっぱり合併するか否かという判断がもう１つあ

るわけですからね。ですから後戻りできないとい

うのは、今の時点ではそういう言い方は違うとい

うことでございます。

それと、ちょっと忠告で申しわけございません

が、さっき高齢者の貯金１００万円云々という話

の中で不適切な発言があったように思いますので、

訂正されておいた方がいいんじゃないかなと。葬

式金ということですね。

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） お葬式のために用意され

たお金と、こういうことで１００万、本当にこう

いうものになぜ目くじらを立てて、それだけあれ

ばだめだということになるのか、こういう声が圧

倒的に多いんです。

それで、市長、いかにも合併研究会が順風満帆

にいってるというふうに聞こえたんですが、これ

は間違いありませんね。３月に最終報告書をまと

めた、そして皆さんの意見を聞く、ところが自治

体が１抜けた、２抜けたということにはならない

のかどうか。

これは前回の答弁でもありました。いかにもこ

の研究会がそのスケジュールにのっとって第１ス

テージ、第２ステージに向けて順風満帆にいって

ると、こういうふうに受けとめていいんでしょう

か。ちょっと私は、田尻等のああいう財政富裕な

町がなぜわざわざ佐野のような大変な起債をかぶ

るようなことになるのかどうか。五十数万円の起

債を１人当たりかぶることになるわけですが、そ

んなばかな話、実際上それによって結局サービス

の低下というのを余儀なくされると。こんなばか

な話に何で乗っかるんかと。普通考えれば、一般

の皆さんはいざ知らず、一定行政をかじってる人

間としてはそういう素朴な疑問を持つんですが、

市長、それはそれでちょっと確認しておきたいん

ですが、研究会即合併協議会の立ち上がりに向け

てスムーズにいくのかどうか、その辺は。

○議長（成田政彦君） 向井市長。



○市長（向井通彦君） ことし８月に３市２町の枠

組みにしまして、その中で今までの会則も変えま

した、合併も視野に入れたという。今までは、泉

南、阪南、岬のときは合併という文字は入ってお

りませんでした。会則の中に広域行政の推進と、

こういうことでしたが、合併も視野に入れたとい

うことで入れました。それを皆さんで合意いただ

いて、そして今回も調査報告書の冊子、また概要

版、財政シミュレーションをするための予算措置

ですね。承認をいただいて、我々もそのアロケー

ションによって今議会に若干ではございますが、

提案さしていただいております。それは３市２町

すべて合意したわけでございます。

それと、来年度事業において、その第１ステッ

プの報告書ができた段階で地元説明に入るという

ことについても、先般の研究会で合意がなされて

おります。それと、来年度、３市２町主催でシン

ポジウムを開くということも合意をいたしており

ます。

それで、その上で来年の夏ぐらいに一定の判断

をしないといけないんですが、それは必ずしも担

保できてるんかということは、これはお互い３市

２町それぞれ議会の議決事項でありますから、本

市におきましてもこれから特別委員会もできまし

たので、大いに議論いただいて、どういう方向に

進むのかということを議論いただくわけでござい

ますから、それはそれぞれのまちの主体的な判断

になると。

ですから、この３市２町がコンクリートされた

ものかどうかというのは、今の時点では言うこと

はもちろんできません。ただ……（和気 豊君

「何」と呼ぶ）コンクリートされたものであると

いうことは、当然今の時点では言えません。（和

気豊君「コンクリートというのは固まったという

こと」と呼ぶ）そうそう、済みません。固まった

というものではございません。

ただ、首長の方向としては、首長の考えとして

は、一緒にそういう目的に向かって研究をしてい

きましょうということの合意は当然できてるわけ

でございますから、それが今度は議会の場に移る

場面があると、こういうことでございます。

○議長（成田政彦君） 和気議員。
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○１９番（和気 豊君） ９月議会の議事録なんで

すが、完全なものができ上がってきましたので、

水野和夫町長の答弁です。「合併の話でございま

すが、合併の話は一切しません。合併問題の勉強

でございます。現在の町の健全財政から考えます

と、合併をするようなことは毛頭ありません。」。

これは９月議会です。

それから、本１２月議会、１０日の本会議での

やりとりですが、今のシンポジウムの問題ね。ス

ケジュールをいろいろ書いてやっているが、それ

に乗るか乗らんかはその市町の判断にゆだねられ

る。事務局の案はあるが、シンポジウム説明会と

なっているが、田尻町が参加するかせんかは別の

問題、こういうことになっているということだけ

紹介をしておきます。また、後やりとりしてくれ

はったらいい。

それで、市長、先ほど説明会と、あれは明けた

らアンケートはやられますか。説明会、懇談会―

―説明会だけですか。どういう規模で、どういう

対象でやっていかれるのかですね。私と余り考え

方は変わってないと言われたんで、私は下松の例

も出したんですよ。

だから、その辺は幅広く、できるだけ多くの皆

さんに周知をすると。私は泉南のインターネット

の普及率がどの程度かわかりませんが、ホームペ

ージで見てもらうということだけではなくて、積

極的な働きかけを行政として、これだけ大事な問

題ですからやられるという、そういうふうに承っ

ていいですか。また、後でこれは再度簡単にお答

えをいただきたい。

それから、市長、あなたは――やっぱり市民サ

ービスのあり方というのは、財政の裏づけに極め

てかかわってくるわけですね。私は１４年後のシ

ミュレーションをやっぱりするべきではないかと。

６００億のいわゆる合併特例債、７０％はあと交

付税で歳入されるということなんですが、これも

私は本当に現在の国の地方財政のあり方から言え

ば、これは大変でしょう。１２兆７，０００億しか

原資がなかったんですね。

ところが、借金をして１９兆５，０００億出した

と。まだそれでも３兆２，０００億足らなんだんで、

臨時特例債を各市町村に発行してもらって、２２



兆７，０００億の財源を確保したと、これが今の国

の交付税会計の中身なんですよ。もともとの原資

は１２兆７，０００億しかない。それで倍近い金を

捻出していると、ほんまに借金財政でいわゆる自

主財源である交付税を捻出していると、市町村の。

こういう状態なんですよ。

それで、いろいろ市長が９月の議会では、合併

支援プラン、これを金科玉条言われて、これにゆ

だねたらちゃんと格差是正も図れるし、サービス

についても一定のいわゆる向上も期せるんだとい

うふうに言われましたけれど、きょう御答弁いた

だいたんでは、やっぱり合併協議会の中でのこれ

からの課題だと言われるんですよね。

そんなおかしなことありませんよ。答弁が変わ

ったらあかん。やっぱりそれだけのことを言われ

たんやから、その辺の根拠も示していただかない

と。根拠を示しなさいと言うたら、１６８億の話

が出てきたと。これもはっきりしているのは、人

件費の問題だけ。人件費も一遍に、あれ６８億で

すね、打ち出の小づちのように効果額があらわれ

るのではないわけでしょう。やめられてそれを新

規補充をしないと、こういう中へ出てくるわけで

しょう。そやから、本当におかしなお話。

それで、市長、合併特例債でどういう事業をや

られるのかという肝心なところについての御答弁

がなかったんですよ。これは、私の質問を聞いて

たのに、市長の受け持ち分野かどうかわかれへん

ねけれど、中谷総務部長、これはちゃんと答えて

もらわな。そして、ちゃんと今市民が本当に切実

に考えている、二、三例を挙げました、あれはで

きるのかどうかということについては、これも合

併協議会の中で論議して、これは余り合併になじ

まん事業やから御遠慮くださいということになる

んでしょう。

学校の、あれも確かに支援プランには載ってま

すよ。ところが、あの中身をよく見ますと、統廃

合して新しい規模のものをつくっていく、そうい

う場合にのみ初めて適用されるということじゃな

いですか。それも合併特例債じゃない。合併推進

債という９０％起債発行で見てくれるけれど、あ

と５０％しか交付税補てんされないという１つラ

ンク下の推進債なんですよね、そうでしょう。本
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当に市民が今望んでいる重要なまちづくりの課題、

公共施設建設事業の課題、これはいけるんですね。

いけるんですね。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私に対する質問について御

答弁申し上げます。

まず、田尻町の例を出されましたけれども、田

尻町も入って今年度の事業計画並びに来年度の事

業計画を決めているわけでございます。（和気

豊君「それは合併までの話と違うの。合併の予算

なんか組んでないよ」と呼ぶ）もちろん、合併と

いう問題は、今ここで判断するべき問題じゃない

と私言ってるでしょう。（和気 豊君「そうやろ。

そうですよ」と呼ぶ）法定協議会、手順、手続が

ありますからね、どんどん先を言わないでくださ

い。

それと、９月に田尻町でそういう議事録にある

ような発言をされたということでございますが、

その後、田尻町長並びに向こうの助役から、非常

に御迷惑をかけたという釈明がございました。

それと、今後説明会をどういう形でするのかと

いうことでございますけれども、これについては

まだ具体にはどういう形がいいのかというのは、

これから検討すべき問題だというふうに考えてお

ります。まず、今はそういう研究会によって研究

をして、そして一定のきちっとした報告書をつく

ると、それをもとに説明会を実施していくという

ことにいたしております。

それと、ホームページは、既にその経過なりと

いうのはこの１２月１日から発信をしております

ので、これはその都度今後とも充実をしていきた

いと。それから、１２月号の広報にも合併問題に

ついての記事を載せておりますので、シリーズで

今後とも載せていきたいと、このように考えてお

ります。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 今、和気議員さんから

建設事業についての意見を出されたわけでござい

ますけれども、具体的にどれを泉南市としての事

業として挙げていくかというのはまだ決まってお

らないわけでございますが、市町村合併協議会が

できた後の市町村建設計画、項目的にはいろいろ



あるわけでございますけども、その中には都市基

盤整備なり、生活環境の整備、教育・文化の振興

とか、保健、医療と福祉の充実とか、産業の振興

とか、コミュニティの推進とか、そういう項目も

ございますので、その中で当然議論をしていかな

ければ個別の問題については出てこないんではな

いかというふうに考えておるところでございます。

どの団体も総合計画等を持ってるわけでござい

ますから、それを踏まえてお互いに議論をして、

どれを合併に伴います事業として取り上げていく

かということは、その中で十分議論はすべきだと

いうふうに考えております。

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） 答弁になってないがな。

私はもっと合併支援プランの中身になぞって聞い

てるんじゃないですか。この中で位置づけられて

ないじゃないですか、いっこも。そんな抽象的な

ことじゃなくて、教育施設についても云々とあり

ますよ。ただし、条件は統廃合のときにと、他市

町との統廃合も含めた統廃合を考えたときと、こ

ういうふうになってるんじゃないですか。

統廃合しなければ、周辺の統廃合にかかわらな

いような学校については、そのまま据え置かれる

んじゃないですか。２１の校園舎ですね、このう

ちどれだけが対象になるのかと思いますが、圧倒

的に８年据え置かれて、まだこれからも据え置か

れるという可能性が大いにあると、こういうふう

に国の有利なそういう支援プランの中で目を皿の

ようにして考えてみても、なかなか位置づけがな

いように思います。

それから、シミュレーションは本当にいつごろ

やられるのかですね。それについては、本当に住

民の意思がそのシミュレーションによって十分に

――それじゃ話にならんと、判断の基準になるよ

うなシミュレーションはいつごろされるのかです

ね。これと、私はちなみに佐野との合併によって、

大体１９万から２０万、１人当たりの借金の額は

ふえると。総額にして１２０億円の分が泉南６万

５，０００市民はかぶらなければならなくなるんで

すね。１，０００人減らしても６６億１，０００万と、

こういう数字とかね。

それから地方交付税ですね、これなんかでいえ

－３９－

ば、本当に大変ですよ。ちょっと私、計算してみ

たんですが、また専門家の方から御意見をいただ

きたいんですが、大体各市の空港、りんくうから

入ってくる特定財源ですね。１２５億円ぐらいあ

るんです。それに７５％掛けますから、９３億円

の入ってくるべき交付税が削減されてると。それ

で９７億円の交付税になってるんですね。寝屋川

市並みになると、１１６億９，５００万、ここから

９３億円の特定財源が引かれますから、２３億円

ぐらいの交付税しか入ってこなくなる、合併すれ

ばね。

○議長（成田政彦君） あと２分です。

○１９番（和気 豊君） そういうことになるわけ

ですよ。これは間違うてたら、おたくらはちゃん

とシミュレーションして正確に知らせてほしいん

ですが、私は、一生懸命やられたんですよ。それ

で、７４億円の交付税が減額されて、交付税の点

では大変なことになるんですよ、これ、１５年後

にはね。それまでずうっと６００億の事業をやっ

て借金、これは当然どっかでストップがかかると

思いますが、我々もストップさしたいわけですか

ら、野方図に６００億円やられたらたまりません

から、これは結局元利の返済が５年後に始まる。

結局、９年でその金を使って、１１年目からはそ

の返済がずっと――やった明くる年から利息の返

済はかかるわけですよ。それで、元金の返済が始

まるのが１４年後ということになるわけですね、

一番遅いやつで。

だから、一番多く元利の返済ができるのが１４

年後になるわけです。そういうことでしょう。９

年目のやつが一番借金額が多くなるわけですから、

９年目の分を入れると、それが１４年後に返済に

なるわけですから、この時点が一番借金の返済の

ピークになると。これでみんな良心的な行政はこ

こで行き詰まって万歳して、もう合併あかんと、

こういうことになってるわけですよ。この辺のシ

ミュレーションをいつまでにやられるのか、ひと

つはっきりさしてください。そして、市民にいち

早くこの辺の数字を提供していただきたいと。

それから最後に、私は何か兆のところを円とい

うふうに登壇部分で言ったらしいんで、これはち

ょっと私の原稿早とちり、読み間違いでしたんで、



議長、できたら兆に変えていただきたいと、こう

いうふうに思います。

○議長（成田政彦君） 答弁あれば、簡潔にお願い

します。市長。

〔和気 豊君「いつごろだけでええで」と呼ぶ〕

○市長（向井通彦君） どの程度までやるかという

のは、これからまとめてまいります。（和気 豊

君「いつごろや」と呼ぶ）

それと、公債費の平準化については、今度の８

０項目の追加支援の中で入れられて、１つの障害

がこれによってかなり緩和されるということにな

りましたので、よろしくお願いします。

○議長（成田政彦君） 以上で和気議員の質問を終

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。竹田光良君。

○２番（竹田光良君） 大変厳しい時間帯に入って

いますが、元気いっぱい頑張っていきたいと思い

ます。皆さんこんにちは。公明党の竹田でござい

ます。平成１４年度第４回泉南市議会定例会の一

般質問を行わせていただきます。

さて、昨年の米国同時多発テロ以来、本年に入

ってはイラク情勢や拉致事件を初めとする北朝鮮

の一連の問題に代表される世界の不安定な情勢、

国内においては狂牛病に端を発した食肉業界並び

に食品業界の企業の失墜、また長引く不況による

経済の不安定に失業率の増加にあわせて雇用の問

題や環境・福祉の問題に多発する事件や事故等、

大きな問題を抱えたままの国内外の現在の状況と

なっております。

当泉南市にあっても、財政の問題は喫緊の課題

であり、広域・合併問題や教育・福祉の充実や環

境整備や関空・りんくうの問題等、これもまた課

題はたくさんあります。いよいよ大きな決断、判

断が求められてきてるのではないでしょうか。い

よいよ問題の１つ１つを真正面からとらえ、発想

の転換が必要なものは転換し、責任と自覚を持ち、

団結するところは団結しながら諸問題に当たらな

ければならないと思われます。今後の１０年、２

０年先の泉南市発展のためにも、今、本当に重要

なときではないかと私自身思います。

そのためにも、まだまだ私自身若輩ではありま

－４０－

すが、さらに学び、市民の皆様のために、また地

域の発展ために、より精進し頑張っていこうと決

意をしております。

それでは、通告に従い順次質問をさしていただ

きます。

大綱の第１点目は、合併問題についてです。

先日、泉州南広域行政研究会より市町村合併に

係る調査研究中間報告書が提出されました。中身

については、大きくは地域の現状として、地域の

概略、人口、産業、土地利用、生活圏・社会経済

圏の５点についてと、また行財政の現状として基

本的な行財政運営の状況、各行政分野におけるサ

ービスの状況の２点についてのものでした。

本年８月２６日に泉南市、阪南市、岬町の２市

１町体制の泉州南広域行政研究会から、泉佐野市、

田尻町を加えた３市２町の体制で新たなスタート

を切り、今回の中間報告に至ったわけであります

が、非常に少ない時間の中での作業であり、迅速

な対応で本報告書をまとめられたのではないかと

思われますが、しかしその中身については、これ

までの出されているケーススタディー等とさほど

変わらない内容じゃないかと私自身思います。も

う少し中間報告といえど、具体的な中身について

言及されているものが提出されるのではないかと

私自身は期待をしておりました。

そこで、この市町村合併に係る調査研究の中間

報告書についての総括をお聞かせください。また、

本報告書において作成側からはどの項目、部分が

最も肝心な点であるのか、またどういう視点で本

報告書を活用すればいいのかを具体的に説明をお

願いします。

２点目は、本報告書とあわせて泉州南広域行政

研究会の今後のスケジュールもいただきました。

前回の第３回定例会のときも指摘をさしていただ

きましたが、大変厳しいタイムスケジュールにな

っていると思われます。第１のステップの１５年

２月末までには、住民に市町村合併をみずからの

問題としてとらえて考えてもらうための検討資料

の最終報告書が本当にでき上がることが可能なの

でしょうか。

また、同年３月から６月までで、住民説明会や

シンポジウム等の開催も予定されていますが、ど



ういう取り組みをされていくのかなど、非常に厳

しいタイムスケジュールでありますが、もう少し

より具体的に今後の泉州南広域行政研究会のスケ

ジュールをお聞かせください。

３点目は、現段階では非常に難しい面もあると

思いますが、合併についての現況でのメリット、

デメリットをどうお考えなのかをお聞かせくださ

い。

大綱２点目は、ごみ問題についてです。

大量生産、大量消費、大量廃棄に大量処分の２

０世紀型の社会から、ごみゼロの２１世紀型とも

言うべき循環型社会の形成への移行は、本市のみ

ならず我が国、世界の共通の課題であると思われ

ます。

限りある資源、自然をどう保護し、守り抜いて

いくかは、真剣に知恵を出し合い、取り組まなけ

ればなりません。身近なところから大きな連帯を

生み出し、環境破壊をなくす取り組みの１つとし

て、このごみ問題は避けて通れない問題であり、

今後の各行政のあり方として決しておろそかにで

きない施策であると思われます。

そこで、１点目に、ごみ減量化に向けた泉南市

の施策についてお教えください。

２点目には、その施策や取り組みによる当市の

ごみ減量化の現状について、お聞かせください。

３点目には、今後ますますふえていくことが予

想されますごみの量に対して、さらなるごみ減量

に向け、行政としてはどうされていくのか、これ

までの施策を拡充していくのか、または新しい施

策を展開されていくのか、検討されているのか、

見解をお示しください。

大綱３点目は、ＩＴ関連についてです。

平成１３年度から１４年度にかけて実施された

ＩＴ講習会ですが、多くの方が参加され、大きな

反響であったとお聞きしました。いよいよ来年度

からは補助金が出ない状況の中で、今後は各市町

村独自の取り組みへと移行されるとのことですが、

その講習会の存続の声もあるようにお聞きします。

せっかく２年間続けてきた施策を来年度は廃止と

なるのか。また、存続させるにしても一定の見直

しをし、新たに再開していくのか。また、パソコ

ンの処理も含めて課題は多いと思われます。

－４１－

そこで、このＩＴ講習会について、これまでの

実績と今後の取り組みについてお聞かせください。

２点目は、泉南市の新ホームページについてで

す。

今や各市において、ホームページはその各市町

村の顔となっている面もあり、行政の情報発信の

場としても、また市民の皆様の情報共有の場とし

ても非常に重要な役目を果たしていると思われま

す。

そんな中、本年１２月１日をもって泉南市のホ

ームページが見た目にも大きく一新されました。

特に、このホームページについては、すべて手づ

くりの作業で作成されているとお聞きしてますが、

そのホームページについて、これまでの従来のも

のと違い、その特徴や今後の取り組みについてお

聞かせください。

３点目は、泉南市のＩＴ戦略についてです。

さきにも述べましたＩＴ講習会、ホームページ

等も含め、庁舎内では電子自治体、庁舎ＬＡＮ整

備等、急速に進むＩＴ社会に対応した行政施策は、

今後非常に重要であると思います。

一方では、庁舎内が電子化し、それをうまくま

た活用していくのは、言うまでもなく市民の皆様

です。少子・高齢化がますます進む昨今において

は、デジタルデバイス、すなわち情報格差が起こ

らないように、特に高齢者や障害者に対する施策

などは、本当に真剣に取り組まなければならない

と思います。

そこで、今後の泉南市としてのＩＴ戦略につい

て、どうお考えなのか、お聞かせください。

大綱４点目は、泉南市の悪臭問題についてです。

平成１３年度から始まった当該事業者の改善計

画は、既に完成いたしました。また、大阪府が出

した改善命令書に従い、屋外の野積みについても

撤去されました。約２年弱の日数を要して、よう

やく当初の目標は達成されたような状況です。し

かし、肝心の悪臭はおさまるどころか、ますます

ひどくなっているのが現状であります。

そのにおいの被害は、北は泉佐野市の羽倉崎へ、

南は樽井までにおいがしたと先般お聞きしました。

また、東はサングリーンを越え、西は田尻町に達

するというにおいの拡大状況であります。一体い



つになればこのにおいから解放されるのでしょう

か。２１世紀に入り環境社会構築の今日に、これ

ほど長くにおいが原因で市民の皆様が苦しむよう

なことがあっていいのかと、強く申し上げたいと

思います。

結論から言うならば、改善計画が終了した時点

において何ら環境が変わらず、もとに戻ったよう

なありさまではないでしょうか。この改善計画並

びに大阪府の命令書に対して大きな期待を寄して

いただけに、その精神的ショックや住民の方の怒

りは、とうに限界を超えたものになってきており

ます。そこで、これまでの本市の取り組みについ

てお聞かせください。

２点目に、今私も少々述べましたが、１０月末

以降この悪臭について現況はどうなのか、お聞か

せください。

３点目としては、第３回の定例会においても指

摘さしていただきましたが、この問題について本

当に今まで以上に真剣に取り組んでいただかなけ

ればならないことは言うまでもありませんが、こ

れからは目に見えて肌で感じるような、前へ一歩

でも進む取り組みをしていただかなければなりま

せん。そのためには、大阪府、泉佐野市、泉南市、

田尻町も含め、１府２市１町の体制をしっかり組

んでいただき、対処していただきたいと思います。

その中で、現在も行われてるようですが、再度

総点検も含め、環境、農林水産等の連携及び場合

によっては民間の力も投入する必要があるかもし

れません。こういった取り組みをお願いしたいと

思いますが、今後泉南市としてはどう取り組まれ

ていくのか、具体的にお聞かせください。

大綱５点目は、公園管理についてです。

昨今、市営公園の遊具について大きく取りざた

されております。残念ながら、その遊具によって

とうとい生命が失われるような残念な事故もあり

ました。公園の遊具が適正な管理もなされず、数

年でも放置するならば、自然の猛威の前に腐食し、

使用できなくなるのは火を見るよりも明らかであ

ります。適正な使用、適正な管理ができた上で初

めて安全な遊具として、子供たちの遊び場として、

また地域の憩いの場として活用されるものである

と思われます。

－４２－

そこで、泉南市の各公園の遊具の現状について

お聞かせください。

また、２点目として各公園の遊具の管理につい

て、通常であれば点検シートなどを活用し、目視

のみならず、しっかりとした定期点検を実施し、

かつ耐用年数等がある場合は、部品の交換、補修

等は当然するべきと思いますが、最後に当市の管

理体制はどうなっているのかをお聞かせください。

以上で壇上からの質問を終わらせていただきま

す。御清聴ありがとうございました。

○議長（成田政彦君） 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、合併問題３点

ありましたけれども、２番目の泉州南広域行政研

究会の今後のスケジュールについて御答弁を申し

上げます。

先般、お示しをさしていただきましたとおり、

来年３月をめどに市町村合併に係る調査研究報告

書を取りまとめて、そして本編と概要版を作成し

たいというふうに考えております。

その中で、地域の課題の抽出、財政シミュレー

ションを行い、今後の本地域のあるべき姿を明ら

かにしていきたいと考えております。先般の中間

報告は、主に地域の現況と、それから行財政の現

状というところまでだったというふうに思ってお

ります。

最終報告書では、合併問題の背景、そして今言

いました地域の現況、そして行財政の現状と課題、

財政運営に関するシミュレーション、合併の意義

と効果、そして合併に伴う課題と協議・調整事項、

新しいまちづくりのあり方と、おおむね７章程度

で取りまとめをしたいというふうに考えていると

ころでございます。

その研究会の報告書をもとに、来年度、研究会

主催のシンポジウムの開催や、本市におきまして

は、住民説明会を開催するなどして、市民の皆様

への説明、またいろんな御意見を賜って、最終的

な方向性を示していきたいと、このように考えて

おります。

そして、この１２月から市のホームページ一新

とともに、研究会でも先般合意いたしまして、１

２月１日から今のところまだ簡単なホームページ



でございますが、研究会としてのホームページの

発信もいたしたところでございます。

今後とも、積極的な情報提供を行いまして、ま

た議会で先般設置されました広域合併問題対策特

別委員会にもお諮りし、またさまざまな御意見も

聞き、市民の皆様とともに合併問題を考えて議論

を深めて、来年夏ごろには今後の方向性をお示し

するようにしていきたいと、このようなスケジュ

ールを考えております。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） それでは、私の方から

合併問題の１番と３番、それとＩＴ関連について

の２番と３番について御説明をさしていただきた

いというふうに思います。

まず、合併問題の１点目の調査研究の中間報告

についてでございますけれども、この中間報告書

は、本年８月２６日に開催をいたしました泉佐野

市、阪南市、田尻町、岬町と本市の３市２町の市

長、町長による研究会の合意に基づき、大阪府が

実施いたしました２市１町――これは泉南市、阪

南市、岬町でございますが――の市町村合併ケー

ススタディー調査をもとに、泉佐野市、田尻町を

含めた３市２町の地域の現況や行財政の現状など

について取りまとめたものであります。その内容

につきましては、先般議員各位にお示しをさして

いただいたところでございます。

今回の中間報告書については、中間報告という

ことで３市２町の現況記載が中心となっておりま

すが、今後、本地域における課題抽出などの作業

を進めていくためにも、互いの現況把握が重要で

ありまして、まず現況把握に努めたところであり

ます。

中でも福祉・教育・建設分野などの行政サービ

スの各分野――行財政の現状も含めてでございま

すけれども――にわたり、３市２町の比較検討が

できるものと考えております。

なお、中間報告ということもございますので、

不足している部分も考えられますけれども、今後

の最終報告を取りまとめていく段階で、追加、修

正などを行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、合併問題の３点目の現況でのメリット、
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デメリットについてでございますが、先般の中間

報告で３市２町の地域の現況や行財政の現状につ

いて取りまとめたところでもありまして、最終の

まとめの段階で合併に伴います意義や課題などに

ついて具体的にお示ししてまいりたいというふう

に考えております。

現況での合併の効果としまして、公共施設など

の相互利用が可能となり、利便性の向上につなが

る、高度化、多様化する住民ニーズに対応できる

職員の専門性の向上が図れる、スケールメリット

により経費の節減が図れる、地方分権による権限

委譲がより広範なものとなる、広域的なまちづく

りが可能となるなどが考えられますが、デメリッ

トとしましても、役所が遠くなり、住民の声が届

きにくくなるなどが懸念されております。

いずれにいたしましても、来年３月をめどに取

りまとめてまいります最終報告書及びその概要版

をもとに情報提供に努め、議会、そして市民の皆

様とともに議論を重ね、考えてまいる所存でござ

います。

次に、泉南市の新ホームページにつきまして御

答弁を申し上げます。

泉南市のホームページの開設につきましては、

平成８年の４月１日に公式な市のホームページと

いたしまして大阪府内の自治体で初めて開設され

たものでございます。平成１２年８月には見直し

を実施し、情報の提供に努めるとともに、平成１

３年１２月２８日から泉南市のホームページより

申請書がダウンロードできますサービスを実施し

たところでございます。

今回のホームページの全面的な見直しに当たり

まして、だれにでも見やすく、わかりやすく、ま

た知りたい情報を、より新しい情報を提供するこ

とを目標とし、ホームページは将来の情報サービ

スに向けた大きな窓口であるとの認識のもと、全

課職員が取り組み、職員みずからの手により本年

１２月１日に大更新を実施したものでございます。

今回の更新に伴います主な特徴は、市へのご意

見・ご提案、市役所各課のページ、市役所カレン

ダー、市の行財政、予算・決算、税について、暮

らしのガイド、災害に対する備え、公共施設一覧

などについて新たに掲載をし、「広報せんなん」



につきましても、本年４月号より閲覧できるよう

実施したところでございます。また、あいぴあ泉

南、消防本部、青少年センター、埋蔵文化財セン

ターにつきましては、独自にサイトを作成してい

るところでございます。

今後の取り組みといたしましては、情報提供の

拡大、また情報の最新化を図るための即時更新、

さらに各担当課がサイトの作成ができる体制の整

備など、市ホームページのさらなる充実に努めて

まいりたいというふうに考えております。

次に、ＩＴ関連の中で泉南市のＩＴ戦略につい

て御答弁をさしていただきます。

政府においては、２００３年度までにＩＴ革命

に対応した電子政府の基盤を構築するとしており、

電子政府に対応した電子自治体の推進が求められ

ているところでございます。

本市におきましては、電子自治体推進の第１段

階として、本年１２月１日より市のホームページ

を大更新し、将来各担当課みずからがサイトの作

成もできるための事前準備の１つはできたものと

考えておるところでございます。

また、本年度中には、本庁内の情報通信網とし

てＬＡＮの敷設が完成し、基礎的な整備が一歩進

むものと考えておりまして、平成１５年度におい

ては各課において、インターネット、メールが実

施できる体制の整備を推進してまいりたいという

ふうに考えております。

さらに、職員の幅広い情報化社会に適した情報

活用能力の向上を図っていく上におきまして、パ

ソコンの配備や市内の公共施設間のネットワーク

化は必要不可欠なものであるとの認識のもと、Ｉ

Ｔ革命に対応した情報通信基盤の整備に重点を置

き、職員の情報活用能力の向上をより進めるとと

もに、市民サービスの向上としての情報システム

の新たな利用や活用方法について調査検討をして

まいりたいというふうに考えております。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 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、

ごみ問題と泉南市の悪臭問題について御答弁申し

上げます。

大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会か
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ら脱却し、生産から流通、消費、廃棄物に至るま

で効率的な利用やリサイクルを進めることにより、

資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない循

環型社会を形成することが急務になっております。

このため、容器包装リサイクル法や家電リサイク

ル法が現在まで整備されてきたところでございま

す。

本市におきましても、容器包装リサイクル法の

完全実施並びに生ごみ処理機購入補助金制度など

を本市の施策として平成１２年４月より進めてい

るところでございます。受け皿の泉南清掃工場も

それに対応いたしまして施設整備を行い、資源化

を図っているところであります。

ごみの分別も、可燃ごみ、不燃ごみ、缶・瓶、

ペット、その他プラなど８種類の分別をステーシ

ョン収集と拠点回収の併用により、ごみの減量化

と資源化の向上を図ってきているところでござい

ます。

今後の取り組みといたしましては、生ごみ処理

機購入補助金制度の啓発や、市民の皆さんに御協

力をいただけるわかりやすいごみ分別の啓発等を

進めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いを申し上げます。

続きまして、悪臭問題について御答弁を申し上

げます。

この悪臭は、廃棄物処理法に基づく中間処理事

業所からの発酵過程や乾燥過程から発生している

ものであり、現在まで大阪府の指導により、脱臭

装置や自動肥料化システム、また堆肥舎の建設な

どの改善事業が進められてきたところでございま

すが、悪臭の発生は依然改善されないことから、

去る平成１４年、本年の９月１９日付で廃棄物の

処理及び清掃に関する法律に基づいた改善命令書

が大阪府知事名で当該事業所に対し発せられたと

ころでございます。

その後、事業者は履行期限であります１０月３

１日までに屋外に積んでおりました堆積物につい

て撤去したにもかかわらず、残念ながら現在も悪

臭は変わっていない現状でございます。

議員御指摘のとおり、悪臭の広がりが見られ、

風向きや強さによりまして、時には樽井地区や岡

田地区から、あるいは田尻町、泉佐野市羽倉崎地



区からの苦情、問い合わせがあるのも事実でござ

います。従前の泉佐野市だけではなく、現在は田

尻町とも連携を図ってきているところでございま

す。

また、本事業者は廃棄物の肥料化・飼料化事業

にあわせて従来から畜産事業を営んでおりますの

で、牛ふんに伴う悪臭防止対策も同時に行う必要

があるとの考えから、その指導部局でございます

農政部局も対策協議に加わるよう大阪府に対し要

請を行ってきております。

本市といたしましては、それらの状況を踏まえ

まして、現在大阪府に対し、当該事業所内のすべ

ての施設の総点検を行い、悪臭の発生源を特定し、

改善命令を行うようにとの指導を強く求めている

ところであり、直近では１２月の５日にも大阪府

の当該事業者への立入検査があり、当市も立ち会

っております。その立入検査結果を早急にまとめ

ていただきまして、対応について協議を行うよう

要請をしてきているところでございます。

今後とも引き続きまして、泉佐野市、田尻町と

連携を図りながら、府に強く指導を求めて対応し

てまいりた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（成田政彦君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） ＩＴ講習会の実績と今後

の取り組みについて御答弁申し上げます。

平成１３年度、１４年度に開催しましたＩＴ講

習会での実績につきまして報告いたしますと、ま

ず平成１３年度におきまして樽井、信達、新家、

西信達の４公民館と、埋蔵文化財センター、青少

年センターで実施をいたしまして、総講習回数と

して１２２回、総講習者は２，１２１人でありまし

た。

また、平成１４年度におきましては、高齢者、

障害者優先の講座として６月から９月にかけて開

催をし、４公民館と埋蔵文化財センター、総合福

祉センターで実施をしました。総講習回数として

は３３回、総講習者は３７８名であります。２年

間のトータルとしましては、講習回数は１５５回、

講習者数は２，４９９人となっております。以上、

これが２年間実施してきた結果でございますが、

これでＩＴ講習が十分であるとの認識は持ってお
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りません。

今後の取り組みにつきましては、この２年間の

講習結果の精査をしつつ、障害者や高齢者の方々

が容易に受講していただける講習内容のさらなる

整理、またレベルアップを前提としました次のス

テップ講習等、市民のＩＴにおける要望につきま

して可能な限り対応してまいりたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

続きまして、ＩＴ機器の有効利用につきまして

でございますが、現在、４公民館、青少年センタ

ー、埋蔵文化財センターの６施設でＩＴ講習用パ

ソコンとして１２０台購入しております。利用度

を高めるとなりますと、どうしても予算が伴うケ

ースが多くなりますが、種々の角度からの検討を

行い、その一例ではありますが、市民の方々を対

象としてのＩＴのボランティア講師の登録制度を

実施し、市民の方々が自主的にＩＴ講習会を立ち

上げた際には、講師としてボランティア講師の協

力をいただくというような方法を市から側面的に

支援を行ったり、あるいは最小の経費で最大の効

果を上げるということを頭に置きながら、新たな

ＩＴ講習の展開を図ってまいりたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げ

たいと思います。

○議長（成田政彦君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 公園の遊具の現状

と管理につきましてお答えいたします。

現在、市内におきます公園につきましては１０

２カ所と、チビッコ広場１２カ所の合計１１４カ

所ございまして、これらの公園やチビッコ広場に

約３３０の遊具を設置しておりまして、市が直接

管理しているところと、自治会等に委託し管理を

お願いしているところがございます。

遊具の種類といたしましては、ブランコ、シー

ソー、砂場等がございまして、これらの遊具につ

きまして修理が必要となった場合には、自治会等

に管理委託をしている公園につきましては御報告

していただき、また市が管理している公園につき

ましては、巡回をする際に遊具の保守点検を行っ

てございます。その際、簡易な補修につきまして

は、直営で修理を行っておりますが、それ以外の



大がかりな修理等につきましては、業者に発注の

上、修繕を行ってきているのが現状でございます。

今後とも、遊具の安全面に留意し、点検等に万

全を期し、遊具の適正管理に努めてまいりたいと

存じますので、よろしくお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） それでは、順を追って再質

をさしていただきたいと思います。

まず初めに、合併問題ですけども、先ほどの質

問者の方もかなりの時間を割いておられますので、

ダブらないようにするのは当たり前なんですけど

も、私の場合は素朴にまたちょっとお聞きしたい

なというふうに思います。

先ほどおっしゃってたホームページというのは

これだと思うんですけど、余り関係ないかもしれ

ませんけど、ちょっと泉南市の方、これをあける

までちょっとあけにくいかなという気がせんこと

もなかったんですけど、割と岬町はダイレクトに

ボーンと出てて、お、すごいものができてるなと

思って、それでこの中を見ていけば、泉州南広域

行政研究会のホームページということで、非常に

わかりやすい内容になってるなというふうに思い

ました。

それはそれとして、今回、中間報告書というこ

とでちょっと指摘さしていただいたんですけども、

それとまた先ほど答弁の中でもやっぱりケースス

タディーをもとにということで作成されたと。当

然３市２町でやられておりますんで、例えば調整

なんかでもやっぱり大変だというふうに思います。

そんな中で時間のない中、まとめ上げられたので

はないかなと思うんですけども、肝心なのはやっ

ぱり中身が当然非常にこれは重要になってくると

思いますし、最終報告書にありましては、先ほど

も質問の中で市長もこれは答えておられましたけ

ども、例えばメリット、デメリットなんかもきっ

ちりその中でやっていくんだと。

こういう最終的な報告書の構成の中ではたくさ

んな項目があるんですけども、今回の中間報告に

ついてはそういう１つのケーススタディーという

ものがあって、それをもとにまとめ上げられたと

思うんですが、今後のこの作業については、項目

からしても非常に大変じゃないかなというような
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懸念が少しあるんですが、その辺のところを、ス

ケジュール的にも非常に厳しいんですけど、本当

に３月までにまずそれに間に合わすように、頑張

っていくのは当たり前なんですけども、事務的な

レベルにおいてもいろんな課題があると思うんで

すけども、その辺今の現時点ではどうなのか、ひ

とつちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 竹田議員の３月末をめどと

した最終報告書、これが期限までに本当にまとめ

られるのかという御質問についてでございますけ

れども、これまでは現状把握ということで事務方

でこれでも相当作業的にタイトであったと。

それで、今回この１２月定例議会に御提案をさ

していただいてます３市２町で一定の研究会の負

担金をお願いしてございます。その中には、１つ

は、先ほどちょっと取り上げられましたホームペ

ージにつきましても、もう少し充実したものをつ

くらないといけないであろうということ。

それから、報告書の取りまとめについて相当広

い分野にわたり、また専門的な分野になるという

こともございまして、研究会として一定コンサル

に委託をしたいと、そういったものもその負担金

の内容に入ってございます。

この原資につきましては、大阪府の市町村課か

ら補助金をいただき、また大阪府市町村振興協会

からも助成をいただくというめどになってござい

まして、そういった御支援を受けながら、何とか

３月末をめどに研究会の報告書を取りまとめたい

と思っております。

それと、特に首長同士で集まっていただくとい

うことも当然でございますけれども、幹事でござ

います３市２町の助役が今後頻繁に集まって、一

定の意見交換あるいは方向性について逐次議論を

して、できるだけ事務的に混乱が起きないように、

そういうことでこの年末にもまた集まる予定をし

ておりまして、期間的には非常にタイトでござい

ますけども、何とか３月末を目途に最終報告書を

取りまとめてまいりたいと、そういうかたい決意

でおります。

○議長（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） そういった中で、それとこ



の報告書と、先ほどの質問者にもありましたその

後のやっぱり事前の説明会、シンポジウム、それ

を受けての説明会、またシンポジウムと、これは

やっぱり非常に重要になってくるというふうに思

います。今は、いろんな各市町村でそういうふう

な合併ということで研究会なり何なり、また法定

合併研究会も立ち上げられたりして、ただ残念な

ことに挫折してるのも何カ所か出てきてると。

私は今のこの時期のこういった作業というのは、

やっぱり非常に大事だというふうに思います。き

ちっとした最終的な報告書をつくっていただいて、

当然妥協のない、本当にだれが見ても納得するよ

うな報告書をつくっていただいて、それをもとに

今度は説明会に入っていただくと。これはやっぱ

り非常に重要なことだと思うんですね。

そういった中で、実は私もどれぐらいの規模で

開催していくんですかと、ちょっと聞きたいなと

思ったんですけども、先ほど答えが出ましたんで

あれなんですけど、考え方としてこの住民説明会、

例えばテレビなんかで最近見られてるときにやっ

ぱり意識的にはあるんでしょうけども、参加者が

例えば非常に少ない場面とか、やっぱりこういう

傾向もあるみたいなんですね。

だから、先ほどから、前回の議会でもまた指摘

さしていただきましたけど、やっぱり主役は住民

というふうに置けば、ここでやっぱりしっかりと

説明するのは非常に大事だと思います。理解を得

ることが大事だと思うんですが、しかしやったわ、

実際には本当に少なかった、しかし一通り説明会

はやりましたというような、こういうことだけは

避けなければ絶対いけないと思うんですけど、こ

の辺の考え方を少しお聞きしたいと思うんですが。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 住民説明会については、

来年５月ごろにかけて実施をしたいというふうに

考えておりますけれども、まだやり方、方法等に

ついてはこれから議論をしていくところでござい

ますので決まっておりませんが、考え方としては

小学校区単位とか、いろんなことが考えられるん

ではないかなというふうに考えております。

それと、懸念される参加者の関係でございます

が、当然十分な準備なり広報をさしてもらわなけ
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れば、多く来てもらわなければ意義がないという

こともありますので、その辺は我々としては広報

等を活用して、十分ＰＲをした中で多くの方に参

加していただける方策を考えてまいりたいという

ふうに考えております。

○議長（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） 時間がありませんので、合

併については最後に１つお聞きしたいと思います。

今のこの時点ですので、お答えも非常に難しい

部分もあるかと思うんですけども、こういう問題

になったときに最終的に今やっぱり住民投票とい

うのも非常に大きなものがあるんかなというふう

に思うんですけども、全体的にやりますか、やり

ませんかというような投票の仕方とか、どことひ

っつきますかとか、それはいろいろあると思うん

ですけども、当然今後こういった声もやっぱり少

なからず出てくるものがあると思うんですが、今

のこの現時点でなになんですけども、もし大きな

その声が波となれば当然対処もせなあかんような

状況になると思うんですけども、どういうふうに

お考えになられてるか、最後にちょっとお聞かせ

願いたいと思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先般、ある会合で、さいた

ま市が誕生したんですが、そのときの大宮市、浦

和市、与野市ですね。この中の一番小さなまち―

―その２つに比べてですね――元与野市長さんの

お話がありまして、私もずっと聞いておったんで

すが、その方も大変苦労されまして、非常に大き

な大宮と浦和というなかなか非常に難しい中で、

小さな与野が接着剤になったということで、大変

御苦労されたような体験談をお聞きしました。

これはその方の御意見ですから、そのとおりか

どうかというのはまたいろいろ議論があると思い

ますが、その方のお話では、やっぱりこういう合

併問題というのは、まず首長がはっきりと方向性

をリーダーシップのもとに示さんといかんのやな

いかと。何が何でも住民投票という、そういうこ

とではなくて、やっぱりまず行政の長、選挙で選

ばれた長がそのリーダーシップをとって、どうい

う方向がいいのかという意思を明確にすべきであ

ると。



次に、やっぱり議会やと。当然、日本の場合は

間接制民主主義をとってるわけでございますから、

市民の代表は議会と、こういうことでありますか

ら、議会の判断ということを優先的に考えるべき

ではないかと。その方の意見では、安易に住民投

票ということについてはいかがかなというような

お話がございました。

私も、ことし５月に選挙があったわけでござい

ますが、その中で私は明確に合併も視野に入れた

広域行政を積極的に推進するという公約を掲げて

当選をさしていただいたわけでございますんで、

私はその方向でいきたいと。当然、今回議会にも

特別委員会をつくっていただきましたので、そこ

で市民の皆さんの代表である議員の皆さんの方で

しっかりと御議論いただいて、一定の方向性を示

していくべきではないかというふうには、現時点

では考えております。

○議長（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） 次に、ごみ問題の方に進ま

せていただきたいと思います。

先ほどいろいろ答弁いただきました。啓発が必

要だというようなことがありました。ごみを減ら

すのは、やはりしゃかりきになって行政が頑張る

だけでは、それは当然だめなことであって、市民

の皆さんにも非常に協力もいただきながら進めな

ければならないんかなというふうに思います。

そんな中で御存じだと思うんですけど、堺市さ

んがごみについて非常に、例えばこういう何でも

リサイクルすればいいのでしょうかというような

もので、どんどん、割と市民の皆さんに行政から

投げかけるような、そんなのがありました。

例えば、リサイクルは最後の手段ではないんで

しょうかとか、内容的には使い捨て容器に入った

ものは買わないと、次に繰り返し使える容器に入

ったものを買う、そして最後にリサイクルのでき

る容器に入ったものを買う、これが本当の姿じゃ

ないでしょうかとかですね。また、違う反面では、

堺市の人口とごみの排出量の移り変わりというこ

とで、具体的にちょっと数字を出して非常にわか

りやすく啓発なんかしてるみたいです。

また、余りあれなんですけど、堺市自身のごみ

はどれぐらいあるか知ってますかということで、
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市の庁舎の２１杯分ですというような、こういっ

た行政から市民の皆さんへの情報を提供したり、

またいろんなそういう投げかけが非常にされてる

なと思いまして、非常におもしろいなと思いなが

ら見さしてもらったんです。

そういった分では泉南市においては、分別のこ

ういった今ごみの取り組みというんですか、そん

なんも割と早目にされてたと思いますし、また生

ごみ処理機ですね、やっぱりこういった補助金な

んていうのも各市に先駆けてどんどんやられてる

と思うんですけど、そんな中でもっともっと、当

然広報などを使いながら、やっぱり啓発という部

分が非常に大事だと思うんですけども、具体的に

こういうふうなことをしていきたいというような

ことが今の現時点であれば、ちょっとお教えいた

だきたいと思うんですが。

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私どもは年に

一遍、広報で缶、瓶、ペットボトル、資源のごみ

の量をお知らせしている程度の啓発しか今のとこ

ろやってないんでございますが、今、先生堺市の

例を出されて、叱咤激励されたわけでございます

が、私は、いつの議会かちょっと忘れましたけど、

名古屋市とかそういうふうな啓発冊子等も手に入

れまして、一度研究をしたことがあるんですけれ

ども、また再度前向きにこれからも調査研究をし

ていきた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（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） しっかりとその辺、啓発を

お願いしたいと思うんですけど、その中で先ほど

もちょっと触れましたけど、生ごみ処理機につい

てちょっとお聞きしたいんですが、平成１２年か

らこれは始めてると思うんですけども、非常に小

さなことかもしれませんけど、この大きな広がり

をもし見せるとすれば、これは大変な一定の減量

化を図れるんではないかというふうに思うわけな

んですけども、しかし残念ながらその実績を見ま

すと、年々若干落ちてきてますね。

平成１２年度が件数にして８３件あったのが、

１３年度は３３件で、１４年度においてはもう２

８件と。当然、補助金もそれについて下がってき



てると思うんですが、この辺、逆に右肩上がりに

持っていくような、そういうものがやっぱり必要

じゃないかなと思うんですけども、どう分析をさ

れてるか、ちょっとお聞かせ願いたいと思うんで

すが。

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） どういうふう

に分析をしているかということでございますが、

私どもは生ごみ処理機を１２年度からやりまして、

１３年度に補助金を交付した人にアンケート、い

わゆる追跡調査をいたしまして、非常に助かって

いるという方が大多数でございまして、今後とも

右肩上がりになるようにしっかりと、先ほども御

答弁申し上げましたように啓発をしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） 何かよくわかったようなわ

からんような感じなんですけど、部長、意外と知

らないんですよ、実は、こういうのをやってると

いうことは。やっぱりその部分が僕は一番大切じ

ゃないかなと思うんですよね。そういうところは

少し的確につかんでいただいて、せっかく追跡調

査もしてるわけですから、またこういうホームペ

ージもきちっとつくってるわけですから、やっぱ

り実際どういうものかというのをそこへ載してい

くとか、また広報でそういうのをどんどん紹介す

るとか、そういった努力が私は必要じゃないんか

なというふうに思うんですけどもね。ちょっとそ

の辺については再度答えていただけますか。もう

最後にしますけども。

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。も

う少し正確に、丁寧に答えてください。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） えらい申しわ

けございません。議員御指摘のとおり、知らない

方がいるということでございますので、今後広報

等を通じて啓発に努力をしてまいりたいというふ

うに考えております。

○２番（竹田光良君） それじゃ次に移ります。せ

っかく部長に答弁していただいていますんで、ち

ょっと悪臭の方のお話にいきたいと思います。

これについても、きょう朝から大森さんの方か

らいろいろ質疑がありました。非常にいろんな話
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もあったんですけども、最終的にはやっぱり今の

ところ何も変わってないというのは、これが現状

であります。きょうも朝から大森さんの方が非常

に厳しいいろんなこともおっしゃってましたけど

も、確かに住民の方に関しましては、もうそれは

大変な限界に、いやもうそれを超えるような怒り

でいっぱいなんですね。

この間から一定、再度中を総点検をするという

ようなお話があったわけなんですけども、逆に私

らというか、また住民の方から見れば、それはも

っと早くやっといてもらわなあかんかったことじ

ゃないんかと、やっぱりそういうとこだと思うん

ですね。

残念ながら、大阪府としては例のあの改善計画

が、要するにこれをとにかく進めるんだというこ

とで一生懸命指導してきてたと思います。そうい

う流れでずっと来てたと思うんですね。それはや

っぱり一定評価できることだと思いますし、汗を

かいていただいてると思うんですが、しかし最終

的に屋外の堆積物も全部なくなったと、施設も改

善されましたけども、やっぱり何もできてなかっ

たと。じゃ、そしたら次はということで、僕も大

阪府の方にもお願いしたんですけども、じゃ総点

検をやりましょうということでやり始めてるわけ

なんですね。

この辺で住民側から一体何を言いたいのかとい

うと、それはいろいろあるんですけども、そうい

った情報をきっちりともっと各行政間で連携をと

りながらつかんでほしいと。

例えば、非常に懸念される部分もあるんですけ

ど、最近においが非常に拡大してきてるわけです

ね。長距離まで届いてきてると。ですから、実は

私、前回も新家悪臭問題としてたのを今回泉南市

と、別にそれで格上げしたわけでも何でもないん

ですけども、要するにそれほど大きな範囲にまで

及んでるというのが現状だと思うんです。

通常やっぱりああいうにおいというのは、フッ

と上へ上がれば、当然大気の方が多いわけですか

ら、消えてしかるべきかなと思うんですけど、ど

んどん広がりを見せてるということは、非常に身

体への影響なんか懸念されるわけなんですけども、

その辺のところを行政に聞いたって、今のところ



何の答えもないと言えばないような状況なんです

ね。そういったところをきっちりと答える体制に

していただきたいなというふうに思うわけなんで

すけども、そのあたりはどうお考えなのか、お答

えいただきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 先ほど御答弁

いたしましたとおり、施設の総点検を行うという

ことで、私どもは今後新たに大阪府の農政部局等

も含めてやっていきたいというふうに考えており

ます。

また、健康被害というんですか、それにつきま

しては現在、大阪府の方に身体への影響というん

ですか、それにつきましては問い合わせをいたし

ておりますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。

以上です。

○議長（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） 部長、ちょっとこの問題に

ついては非常に厳しい話になるかもしれないんで

すけども、例えばで体の影響云々も話しさしても

らったんですけども、それについて大阪府へ打診

してると。実際、でも非常に難しいんじゃないん

かなというふうに思います。

ようやく農林水産のそういう関係なんかもあり

ましたけども、もう報告を聞かれて御存じだと思

いますけど、地元の住民会で説明があったときに

おかしなことを言うなと思ったんですけど、大阪

府の担当者の方は、じゃ、そしたら一体どんなに

おいがしてるんですかという、こういう問いをさ

れてるんです。

何回も何回も当該の事業所へ行って指導し、ま

た何回もこっちの方に来られてるわけですよね。

やっぱりそのにおいをかいでるわけなんですけど

も、その担当者とは産廃の担当者なんですけど、

実際に例えばじゃ、においの専門家かというたら

そうでもない。そういうところに非常にいろんな

問題というか、障害が出てきてると思います。

今、こっち側の産廃の業者は、これは大阪府で

あると。こっち側のもともと牧場の方はどうかと

いうたら、実はこっちの方は、そっちの関係は泉

佐野の今度は所管になってくるとか、そんな話ま
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で出てきてるわけなんですね。

だから、私がいつも――いつもというか、前回

から大阪府さんと泉南市、また泉佐野、田尻と連

携をとってやってくださいというのは実はそうい

うところにあって、その中でやっぱりもう本当に

縦割りのそういう行政の矛盾というかひずみとい

うか、そういうのを抜きにして、本当に１つ１つ

そういうところを乗り越えながら当たっていただ

きたいなというのが実は最大の思いでして、そう

しないと先になかなか進まないんじゃないんかな

というふうに思ってます。

もう時間がなくなってきてるわけなんですけど

も、市長の方から午前中にも、これについてはま

た大阪府の方に申し入れしていきたいというふう

な話もあったんですけど、ぜひ泉佐野の市長、今、

田尻やったら田尻の町長も、この３人によるトッ

プ会談であるとか……

○議長（成田政彦君） あと２分です。

○２番（竹田光良君） また、一緒に大阪府の方へ

ぜひしっかりとした申し入れをお願いしたいなと

思うんです。最後にちょっとそれだけ聞かせてい

ただきたい。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 従前から泉佐野市長とは、

この問題については連携をとっております。にお

いの範囲が非常に広くなってるということで、事

務担では田尻町も入ってということでございます

から、また当然そのにおいの影響というのは田尻

町にも出てると思いますので、田尻町長にも私の

方から一度話をさしていただいて、２市１町連携

をとりながら、大阪府に対して改善を求めていく

ということも含めて私の方で検討さしていただき

たいと思います。

○議長（成田政彦君） 竹田議員。

○２番（竹田光良君） 最後に、ちょっとＩＴに関

してさしていただきたいと思います。

新ホームページが変わりました。非常にすっき

りした形になったと思います。３点目に、ＩＴ戦

略ということでさしていただいたんですけども、

ＩＴ講習会もホームページもひっくるめながらの

話になろうかと思うんですけども、電子自治体、

またＬＡＮ整備と、どんどん進んでいくと思うん



ですけども、今後それに見合った形で当然存分に

利用していただくのはやっぱり市民の方だと思い

ます。

ところが、やっぱり高齢化社会にどんどん進む

に当たって、なかなかそれを活用できないような、

こういう状況も生まれてくるのかなというふうに

思います。その辺はしっかりとこれから行政の方

でフォローもしていただかなあかんと思いますし、

この辺は先を、今すぐというわけじゃないんです

けども、５年先、１０年先を見据えたそういった

しっかり戦略的なものを練りながら、私は前へ進

めていく必要があるんじゃないんかなと思うんで

すけども、その辺について再度、もう本当に最後

になりますけど、お聞きして、終わらしていただ

きたいと思います。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。簡潔に。

○総務部長（中谷 弘君） 今回のホームページの

リニューアルで、かなりアクセスの件数もふえて

まいっております。市民の情報を収集するための

媒体として大変重要になってきてるわけでござい

ますが、先ほどその使えない方等についての講習

等も、引き続き教育委員会の方としても検討して

いくというふうにお答えさしていただいておりま

すけれども、これはやっぱり継続的にやっていか

ないとなかなか覚えられないというふうに思いま

すし、また本市のＩＴにつきましても各出先機関

等をＬＡＮで結ぶということも考えておりますの

で、出先等でも市民が気軽に利用できるようなシ

ステムづくりということにつきましても、十分検

討はしていかないかん大きな課題だというふうに

考えておりますので、ひとつ御理解をお願いした

いというふうに思います。

○議長（成田政彦君） 以上で竹田議員の質問を終

結いたします。

午後３時５０分まで休憩いたします。

午後３時１６分 休憩

午後３時５１分 再開

○議長（成田政彦君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、３番 中尾広城君の質問を許可いたしま

す。中尾議員。

○３番（中尾広城君） 本日いよいよ最後になりま

－５１－

した。こんにちは。公明党の中尾です。なるべく

早く終わりますので、理事者におかれましても簡

潔明瞭なる御答弁をいただきますようよろしくお

願いいたします。

ただいま議長よりお許しをいただきましたので、

平成１４年度第４回定例会におきましての一般質

問をさせていただきます。

大綱１点目、医療問題についてであります。

私ごとで非常に恐縮するのですが、子供が４歳

の女の子と１１カ月の女の子と２人おりまして、

今年度より乳幼児医療の無料化制度が２歳未満か

ら３歳未満に引き上げられ、他市に比べおくれて

いるとはいえ、喜ばしいことだなと思っておりま

すが、上の４歳の子は毎年の年末に風邪をこじら

せ、年頭の恒例行事のように１月１日の早朝より

泉佐野・熊取・田尻休日診療所にお世話になりま

した。正月早々といっても、毎年多くの家族が来

られており、駐車するのにも苦労するぐらいの盛

況ぶりであります。

また、先週の土曜日にも下の子が今度は風邪を

引き、阪南市の笠松産婦人科に行ったのですが、

朝の１０時ぐらいに診察券を出したのに、結局、

診てもらえたのが昼の１時ぐらいだったと思いま

す。季節柄どうしても患者さんが多く、仕方がな

いとは思うのですが、またお子様をお持ちの方な

ら御存じだと思うのですが、１歳未満の乳幼児と

呼ばれる子供は、季節に関係なく風邪を引いたり

高熱を出したり、それも夜中に高熱を出したりす

ることが多いというのが実情であります。

その際に行ける病院というのが市立泉佐野病院

がありますが、朝まで対応しているのは木曜と日

曜日だけで、あとは岸和田の徳洲会病院等と、ど

うしても市外の遠方の病院に頼らざるを得ないの

が現実かと思います。

そこで、１点目として、休日・夜間の救急医療

体制についてお答えいただきたいと思います。

２点目、休日・夜間診療所の計画について、り

んくうタウンの新済生会泉南病院の近くにと聞い

ておりますが、具体的に場所はどこで、現在どの

ように進めておられるのかをお伺いしたいと思い

ます。

３点目として、泉南市内に小児科病院が不足し



ていると思うのですが、新済生会泉南病院の診療

科目になぜならなかったのかをお伺いしたいと思

います。

大綱２点目、教育問題について。

１点目、学校週５日制についてでありますが、

ことし４月からスタートして半年以上が過ぎまし

た。ゆとりある教育の実現を目指して始まったは

ずのものが、土曜を授業に使えないので、月曜か

ら金曜までの５日間が忙しくなり、その上ハッピ

ーマンデーも始まり、授業の絶対時間が減り、や

りくりが苦しくなったとも聞いております。この

ことに対し、学力低下を心配する保護者や、また

子供の居場所を心配する共働きの親の不安を解消

するには、どのような受け皿づくりを考え、進め

られているのかをお聞きしたいというのが１点で

す。

２点目、文部科学省の事業には、自治体での独

自の取り組みを支援する子ども放課後・週末活動

等支援事業がありますが、これに対しての本市教

育委員会としてのお考えと取り組みについてお聞

きしたいと思います。

３点目、学校教育における奉仕体験活動につい

てであります。

２０００年１２月に発表があった首相の私的諮

問機関である教育改革国民会議の提言を踏まえて

文部科学省は、昨年の通常国会で学校教育法を改

正し、小、中、高校は奉仕体験活動の充実に努め

るものとするとの努力義務を定めました。

その上で、中教審で奉仕体験活動の推進方策を

審議した結果、この７月に答申が出されました。

答申は学校教育全体を通して、奉仕体験活動を充

実させるよう強調しております。

これを受けて、各学校が奉仕体験活動をいかに

具体化し、新しい視点から心の教育をどう発展さ

せていくことができるのか、関心が集まっている

と聞いておりますが、本市教育委員会としてのお

考え、取り組み、実例があれば示していただき、

またその効果等もわかっていればお答えいただき

たいと思います。

４点目、ＡＤＨＤいわゆる注意欠陥多動性障害

とＬＤ――学習障害を持つ児童に対しての適切な

認識に基づく教育現場での対策と支援を具体的に

－５２－

どのように進められているのかをお聞かせ願いた

いと思います。

大綱３点目、砂川樫井線についてでありますが、

１点目として現在の進捗状況、２点目、イオンモ

ールがりんくうタウンに進出するに当たっての信

達樽井線、市場岡田線についての今後の見通し等

をお示しいただきたいと思います。

大綱４点目は、コミュニティバスについてであ

ります。

運行が開始されて約１０カ月が経過しておりま

す。その間、市に対し、市民あるいは利用者の方

々からどんな要望が出されたのか、またどんな要

望が多かったのか、それを踏まえて市はどのよう

に対応されるのかをお示しいただきたいと思いま

す。

以上、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（成田政彦君） ただいまの中尾議員の質問

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） 私の方から小児医療、休日

・夜間診療を含めましてお答え申し上げます。

休日、夜間の急病の場合の救急医療体制でござ

いますけども、初期救急医療体制につきましては、

泉佐野・熊取・田尻休日診療所が、また二次救急

につきましては、泉州医療圏二次救急医療対策事

業として、休日、夜間における重症救急患者の医

療の確保と、その医療機関の運営費の一部を泉州

８市４町、高石市以南が共同して補助しておりま

して、その医療体制の整備を図ることを目的に、

平成１２年度より実施しております。

病院群輪番制運営事業で２２病院、小児救急医

療支援事業で６病院、これは和泉市立病院、泉大

津市立病院、岸和田徳洲会病院、市立岸和田市民

病院、市立貝塚病院、市立泉佐野病院が輪番制で

小児科の救急患者の受け入れを行っているところ

でございます。

また、市内に小児科をということでございます

けども、小児科を標榜する医療機関が何カ所かは

ありますが、小児専門の医療機関がないというの

が現状でございます。

近年、小児科医の不足が言われておりますが、

その背景といたしましては、診療報酬制度の問題



等小児科の経営面での問題、小児科が激務である

といったイメージ等からの小児科を志望する医師

の減少、地域で開業している小児科医の高齢化な

どがあると言われております。

新泉南病院の移転の際に、小児科の診療科目の

追加要望がなかったのかということでございます

が、地元医師会との協議の中で旧泉南病院での診

療科目を主とした診療科目、市内の病院、医院と

競合しない診療科目の設定となったものでござい

ます。また、小児科については、産婦人科と小児

科が一体となった診療体制が理想であるとのこと

から、現在の診療科目となったものであると伺っ

ております。

こういった状況の中で、小さなお子さんがいる

家庭では、市内に安心して診てもらえる小児科の

病院をとの要望につきましては、小児科の診療体

制の充実を図る必要があると考えておりますので、

広域的な対応を含め地元医師会等に今後、要望し

てまいりたいと考えております。

それと、休日・夜間診療所の泉南、阪南、岬の

場所として済生会病院の付近と聞いてるけども、

具体にどこかということでございますが、先般オ

ープンいたしました済生会病院の和歌山側の一画

に用地についてはリザーブ、残していただいてお

ります。

それと、２市１町の休日・夜間診療、もう１カ

所の問題でございますけれども、これについては

以前私も阪南市長、それから岬町長等を回りまし

て理解を求めてまいったところでございますけれ

ども、事務的にも協議を進めておりますが、問題

点といたしましては、１つは、やはりそれをつく

っていくとなれば費用負担の問題が１つ。それと、

今後の運営費ですね。これが今、熊取から岬まで

という１つの枠組みでやっておりますので、それ

を分離いたしますと、当然コストアップになって

まいりますので、そのあたりが１つの課題という

ことで協議を現状としてはまだ継続しているとい

う状況でございます。

○議長（成田政彦君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） 中尾議員さんの医療問題

についての救急体制の整備について、御答弁申し

上げます。

－５３－

現状の救急体制は、本署救急隊２隊、東出張所

救急隊１隊、計３隊を運用しているところであり

ます。１隊には救急隊員３名が乗車し、うち１名

は救急救命士が常に乗車し、救急出動に対応して

いるところでございます。

現在、救急救命士資格取得者ですが、１０名と

なり、本署６名、東出張所に４名配置し、高規格

救急車に２４時間常に救急救命士１名が乗車して

いるところでございます。毎年１名、救急救命士

養成課程に派遣し、資格取得に努めるところでご

ざいます。

本年第１回臨時市議会におきまして、高規格救

急車の購入予算を御承認いただき、この年末に配

車できる見込みでございます。

救急救命士制度の創設から１０年を経過した救

急救命士は、救急救命士法に基づき医療職として

位置づけられており、医師の指示のもとに救急救

命処置を実施することにより、救命効果の向上に

大きく貢献してきましたが、傷病者の搬送途上に

おける救命効果の一層の向上を目指し、救急救命

士を含む救急隊員が行う応急処置等の質を向上さ

せ、救急救命士の処置拡大等の救急業務の高度化

を図るため、メディカルコントロール体制の構築

が検討され、平成１５年度に設置されることが決

定しております。

それから、小児科救急診療についてでございま

すが、泉州医療圏の輪番制では、夜間帯にあって

は、月曜日、岸和田徳洲会病院、火曜日、和泉市

立病院、水曜日、泉大津市立病院、木曜日、市立

岸和田市民病院、市立泉佐野病院、金曜日、市立

貝塚病院、土曜日、岸和田徳洲会病院、日曜日、

市立岸和田市民病院、市立泉佐野病院。また、休

日の昼間帯にあっては、土曜日、市立泉佐野病院、

日曜日、岸和田徳洲会病院、泉佐野休日診療所。

以上となっております。

他の受け入れ病院の体制では、毎日、当直の科

目、当直医を主な病院に確認して、夜間の救急搬

送の準備を行っているところでございます。

最後に、救急隊による搬送病院の選択方法につ

いてでございますが、患者のかかりつけの病院や

希望する病院を優先にいたしております。しかし、

ベッド満床や手術中の理由によって、これらの病



院に搬送できないこともあり、その場合には病院

側の拒否理由を患者側に説明し、傷病状態に応じ

た病院を選択し、搬送いたしているところでござ

います。

○議長（成田政彦君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 中尾議員御質問のＬＤ・

ＡＤＨＤ児に対する支援について御答弁を申し上

げます。

御指摘のように、近年、ＬＤ・ＡＤＨＤ児や知

的障害を伴わない高機能自閉症児といった新たな

障害を持った子供たちの存在がクローズアップさ

れてきています。最近の調査から、義務教育段階

で約６％、クラスにおいては２人程度が存在する

とも言われております。

学習障害と言われますＬＤとは、全般的な知的

発達におくれはないが、会話や読み書き等のうち、

特定のものの習得と使用に著しい困難を示すさま

ざまな状態を指しております。ＡＤＨＤとは、注

意欠陥、また多動性障害と言われまして、注意集

中の持続が難しく、じっと座っていられないなど

の症状が見られる状態ですが、これらの子供たち

が通常の学級で一斉授業を受ける場合、特別な配

慮による教育や支援を受けることによって、十分

な参加が保障されるようにしなければなりません。

従前はこのような子供の数が少なく、学級にい

た場合も、学級担任の個人的な努力によりまして

特別な配慮をしてまいりましたが、現在のような

増加傾向を考えますと、今後は学校現場におきま

しても体系的にその指導体制を構築していかなけ

ればならないと考えております。

ＬＤ・ＡＤＨＤ児に関する国の対策であります

が、平成１１年７月にＬＤに関する調査研究協力

者会議の報告によりまして、その定義、判断基準、

実態把握基準等が示され、平成１２年度から指導

体制の充実事業が国から指定を受けまして、全国

で展開されてきております。

同会議の示した定義、判断基準、実態把握基準

等の検証や、学校における適切な指導体制の整備

に向けて取り組まれているわけでございますが、

教育委員会におきましては、現在、ＬＤ・ＡＤＨ

Ｄ児に対する特別な支援教育のために、教職員研

修や子供関係機関との連携に重点を置いて取り組

－５４－

んでおります。

まず、教職員研修についてですが、平成１３年

度から学校の管理職を含む教職員に、ＬＤ・ＡＤ

ＨＤ児に関する理解を深めるために研修を重ねて

きております。また、泉南市全体の研修会や、あ

るいは学校ごとに大学教員等を招きましての事例

検討会を行っております。今後、ＬＤ・ＡＤＨＤ

児の判断とかその教育的対応の研究のために学校

に校内委員会等の設置を促進し、校内指導体制を

確立していきたいと考えております。

子供関係機関との連携については、保健センタ

ーや子ども支援センターなど障害児にかかわる専

門機関とも連携をお願いいたしまして、指導主事

が障害児支援部会等にも参加をし、今後の協力体

制の確立に努めてまいりたいと思っております。

以上のようにＬＤ・ＡＤＨＤ児に対する特別支

援については、国レベルの体制が整うまで泉南市

独自の取り組みを地道に続けてまいりたいと考え

ておりますので、御理解のほどをよろしくお願い

申し上げます。

○議長（成田政彦君） 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） 学

校週５日制について、社会教育の立場で御答弁申

し上げます。

本年４月から学校週５日制が始まりました。市

教育委員会では、本年度の社会教育基本方針とし

て、完全学校週５日制のもと、ゆとりの中で子供

たちの生きる力を育成することを基本的なねらい

とする学校教育の諸改革に伴い、学校教育と社会

教育の一層の連携、融合を進めることが重要にな

ると規定いたしております。

その方針に基づきまして、具体的に児童・生徒

のいわゆる受け皿といいますか、そういうことで

教育委員会の所管のいろんな施設がございます。

公民館、体育館、青少年センター、図書館、古代

史博物館などのいろんな社会教育施設で楽しく豊

かな社会体験、これができるような多様な事業、

イベントを計画、実施しているところでございま

す。これらについてはその都度、広報誌なり、あ

るいはチラシ等を作成して、地域に配布さしてい

ただいてるところでございます。

一方、１０年以上にわたってボランティア活動



を推進されておりますＡＢＣ委員会というのがご

ざいますが、ここは文部科学省の補助を受けまし

て、「元気っこ通信」というようなカラー刷りの

リーフレットといいますか、それを作成して、市

の施設の催しだけでなくて、市内の子供関連のい

ろんな団体の催し物、あるいは大阪府の子供向け

の施設のイベント、そういうものまで掲載してい

ただいて、これは児童・生徒の方には非常に喜ば

れている資料になっております。

教育委員会としても、今後もできるだけタイム

リーな企画やＰＲに努めて、子供の自主的・主体

的な活動をサポートしてまいりたいと、そう考え

ております。

先ほどの質問の中で、文部科学省の子ども放課

後・週末活動等支援事業ということで御指摘がご

ざいました。ちょっと詳細になりますが、お答え

したいと思います。

今から３年前になりますが、当時は文部省――

文部科学省ではなくて文部省と言っておりました

が、学校週５日制を目前に全国子どもプランとい

うのを打ち出しました。これは地域で子供を育て

る環境を整備し、親と子供たちのさまざまな活動

を振興するという目的でつくられたわけですけど

も、今年度から新子どもプランとして新たな展開

がなされております。

この全国子どもプランあるいは新子どもプラン

のメニューの中に、議員御指摘の子供放課後・週

末活動等支援事業も入っております。この事業は

具体的に言いますと、地域のスポーツ指導者、大

学生、高齢者などのいわゆるマンパワーを活用し

て、放課後・週末における地域の教育力の活性化

を図るというものでございます。

ただし、現在、本市におきましては、各中学校

区ごとに地域教育協議会というのが設置されてお

りまして、ここで総合的教育力活性化事業という

ものをやっておるんですけど、これと非常に内容

的に重なるということがございますので、いまし

ばらくは現在やっているこの総合的教育力活性化

事業を進めてまいりたいなと思います。

一方で、この子どもプランあるいは新子どもプ

ランのメニューの中で、本市においては、子ども

センターの全国展開、あるいは地域で進める子ど
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も外国語学習の推進、あるいは子どもゆめ基金、

あるいは子育て支援ネットワークの充実、あるい

は家庭教育手帳等の作成・配布等、文部科学省の

補助を受けまして、各種団体、あるいは各実行委

員会、あるいは行政、それぞれの主体に補助をい

ただいて事業展開もやっておりますので、御指摘

の子ども放課後・週末活動等支援事業については、

いましばらくちょっと検討さしていただいて、で

きるだけ今展開している事業と重ならないという

ことであれば、新たにまた実施に向けて検討を進

めていきたいなと思います。

今後とも、子供関係の事業の推進、非常にメニ

ューも多いんですけれども、御指摘の点を踏まえ

て、できるだけ効果のある事業展開を図ってまい

りたいと、そう考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（成田政彦君） 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

方からは、５日制の受け皿の１つとして、今部長

から答弁もありました地域教育協議会の取り組み

について説明さしていただきます。

議員御存じのように、中学校区単位で総合的教

育力活性化事業が実施されています。本事業は、

平成１２年度から泉南中学校区と西信達中学校区

で始められました。１年後の平成１３年度から一

丘中学校区と信達中学校区で始まりました。

本事業の目的ですけれども、地域社会の共有財

産である学校を核として、さまざまな人が子供の

教育のために力を出し合う協働の関係によって継

続的に子供にかかわるシステムをつくり、地域で

展開されているさまざまな活動の活性化やネット

ワーク化を進めることによって、地域社会の中で

子供を育てる教育コミュニティの形成を図ること

にあります。

この事業は、発足当初は――現在もそうですけ

れども――どちらかといいまして学校関係者の主

導で進められていますが、将来的には保護者や地

域の人々を中心とした事業展開を目指す中で、地

域の子供は地域全体で育てようという地域の教育

機能を回復するところに最終目的があります。

具体的な活動内容としましては、地域の子供や

大人の交流を深める事業として、職業体験学習と



かだれでも参加できる楽しい雰囲気の中での交流

を図るフォーラム等、さらには子育て支援にかか

わる事業として、子育て講座とか子育て相談とか

の事業を実施してます。それから、幼、小・中学

校の子供の交流等、そういう事業も実施してます。

議員御質問の５日制との関連でありますけれど

も、取り組みの一部を休日に実施し、休みとなる

土曜日、日曜日の子供のための事業としても展開

を図っているところですので、よろしく御理解を

お願いしたいと思います。

続きまして、奉仕体験活動について御答弁申し

上げます。

本年度から完全実施されています新学習指導要

領では、生きる力の育成が重視されています。生

きる力とは、自分で課題を見つけ、みずから学び、

みずから考え、主体的に判断し、行動し、よりよ

く問題を解決する能力であり、みずからを律しつ

つ他人と協調し、他人を思いやる心、感動する心

など豊かな人間性とたくましく生きるための健康

と体力とされています。

この生きる力を育成するためには、体験的な学

習とか問題解決的な学習が重視されています。実

際に自分で調べたり体験したりすることによって、

実感を伴ったより深い理解を深めることになるか

らです。体験的な学習が主に実施されている領域

として、１つは道徳の時間、それから総合的な学

習の時間で実施されています。

泉南市の小・中学校では、奉仕体験的な活動と

して地域清掃活動、アイマスク体験や高齢者との

交流、それから米づくり体験や地びき網体験、職

業体験等、地域の実態とか児童・生徒の要望に基

づいたさまざまな活動が展開されています。

１つの例としまして、中学校で実施されていま

す職業体験について、もう少し詳しく説明させて

いただきます。

職業体験に関しましては、生徒自身が体験した

い職場をタウンページ等で探し、直接事業所の方

にお願いすると、そういう体験から始まります。

家庭や学校から離れ、初対面の大人の人とともに

仕事をするという２日間の社会体験を実施してい

ます。

これらの体験は、実りある進路実現を図るため、
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さらには早期に進路観、職業観を育成するところ

にねらいがありますが、子供にとって新しい自分

を発見する機会ともなっていますし、社会に認め

られたという充足感にもつながっています。また、

このときお世話になった地域の事業所の方々とそ

の後の接触をするなど、地域で子供を育てるとい

う意味でも効果があります。

教育委員会は、これら奉仕体験活動がそのねら

いであります生きる力に結びついていると、そう

いうふうに考えております。今後とも、この奉仕

体験活動の一層の充実を図りたいと、そんなふう

に考えておりますので、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。

○議長（成田政彦君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、砂川

樫井線、信達樽井線、それと市場岡田線の進捗状

況等につきましてお答えいたします。

まず、砂川樫井線の現在の進捗状況並びに供用

開始の目標についてでございますが、用地取得の

進捗状況につきましては、事業認可区間につきま

してはおおむね用地取得を完了し、未買収地につ

きましては数件残っている状況となっております。

また、整備工事の状況でございますが、平成８年

度から用地買収済みの区間において年次的に整備

してきております。

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工事の関係もございまして、

尋春橋付近より一丘団地に向けての歩道部分及び

市道中の池砂川線から和泉砂川駅に向けての表層

アスファルトを除いた舗装工事を予定しておりま

す。

現在、未買収地につきましては、鋭意交渉を行

っておりますが、御協力の得られない方もおりま

すので、今後も用地買収に重点を置きまして、土

地収用裁決をも視野に入れた中で事業推進が図れ

るよう取り組んでまいりますとともに、目標の平

成１６年度末の供用開始に向け努力してまいりた

いと考えております。

続きまして、信達樽井線の整備計画についてお

答えいたします。

本市の都市軸として都市計画決定を行い、市役

所から国道２６号線までの整備を完了しまして、



その後平成９年３月に府道堺阪南線からりんくう

タウン――旧防潮堤までの事業認可を受けまして、

現在、用地買収を中心に事業進捗を図っていると

ころでございます。

今回、りんくうタウンに大規模ショッピングセ

ンターの出店が予定され、道路整備に関して大阪

府から財政面での支援、工事の受託や大型工場移

転のための補償業務の受託等、事業推進面での協

力が得られる見通しとなっております。

したがいまして、平成１５年度から平成１７年

度までの３カ年を目標に、りんくうタウンまでの

橋梁工事、また平成１８年度までに橋梁工事に影

響します部分の道路改良工事を予定しているとこ

ろでございます。

最後に、市場岡田線の整備計画についてお答え

いたします。

現在、府道大阪和泉泉南線から尋春橋の区間に

つきまして、未買収地の関係地権者と鋭意交渉を

進めながら事業の進捗に努めているところでござ

います。また、本区間の整備につきましては、新

家駅前を通過する交通混雑の緩和に寄与し、砂川

樫井線の事業効果をより一層高めることから、本

年度は尋春橋付近から山側に向けて工事を予定し

ております。来年度は橋のかけかえ工事に着手い

たしまして、砂川樫井線の供用開始と同時期の平

成１６年度末に完成ができるよう事業の進捗に努

めて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（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） コミュニティ

バスについて御答弁申し上げます。

本年２月１日より運行を開始しているさわやか

バスは、１１月末現在で約７万２，５７０人の方が

利用され、現在順調に運行いたしております。こ

の間、御利用者の方々等から多数、多岐にわたる

御意見や御要望をいただいております。

一番多数を占めたのは、バスの停留所の新設要

望でございました。御要望のあった場所につきま

しては、現地の状況調査を行い、バス運行業者や

警察署等の各関係機関との協議を行い、より多く

の市民の皆様に御利用いただけるように、７カ所

のバス停留所を新設すべく現在申請を行い、調整
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を図っているところでございます。また、それら

のバス停の新設に伴って、運行ルートを若干変更

したいと考えているところでございます。

次に要望が多いのは、バスの増設・増便あるい

は逆回りの設定等に関するものでございますが、

現在２台のバスがフル稼動している状態でござい

ますので、これらの御要望におこたえするとなれ

ば、どうしてもハード的な要素、すなわちバスの

台数をふやす必要が生じ、運行経費的な検討が生

じてまいりますので、引き続き検討を加えてまい

りたいと考えております。

したがいまして、バスの運行状況や利用者実績

を考慮し、財政面からの検討も加え、たくさんの

市民の皆様に御利用いただける公共交通システム

づくりを進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を申し上げます。

○議長（成田政彦君） 中尾議員。

○３番（中尾広城君） それでは、再質問をさして

いただきます。

まず初めに、救急医療体制についてなんですけ

ども、広域的に努力されていることは理解はでき

るんですけども、我々にとって身近に利用できる

休日・夜間診療所については、ぜひ実現していた

だきたいというふうに思います。

御答弁いただいたりんくうタウンでの建設は、

費用面から本当にできるのか、不安材料がありま

すし、きのう行われました空港問題対策特別委員

会で旧済生会泉南病院跡地の健診センターを取り

壊さずに残したいとの説明がありましたので、提

案なんですけども、この健診センターをいっその

こと休日・夜間診療所として活用するのはいかが

なものでしょうか。改めて用地買収しなくても済

みますし、建物の建設費も改造程度で済むのでは

ないかというふうに思いますし、立地的にもよい

ところというふうにも考えます。そういう面でい

かがでしょうか。

また、どうしても本市では入院して子供を産め

る産婦人科がないというふうに聞いておりますし、

ぜひこれからの１つの提案といいますか要望とし

まして、新済生会泉南病院の診療科目に産婦人科

と小児科をふやしていただきたいと思いますので、

これを要望とさしていただきたいと思います。そ



の辺のとこら辺をちょっとまた御答弁をお願いし

たいと思います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 休日・夜間診療につきまし

ては、泉佐野から岬までの３市３町で現在運営し

てるんですけども、本市からも約６キロあるとい

うことで非常に遠いわけで、特に岬に至っては非

常に遠いもんですから、和歌山方面に行かれたり

してるようでございます。

したがって、過去におきましては、泉州保健医

療協議会でも泉佐野以南にもう１カ所新たに休日

・夜間診療所が要るという提起がなされておりま

す。それによって我々も新たにもう１カ所、泉南、

阪南、岬でつくりたいという考えを持っておりま

す。

ただ、今まではなかなか場所がありませんでし

たし、また２市１町のどこやねんという議論もあ

りまして、まだ全面的に賛同も得ていない状況で

ございますけれども、とりあえずりんくうに済生

会が来るという中で、大阪府が土地の手当てをさ

れておりますので、あるいはりんくうを持ってい

るということでございますので、その一画にとり

あえず用地だけ残していただきたいということで、

今それは残していただいてるわけでございます。

ただ、この休日・夜間診療というのは本来済生

会に委託するというものではなくて、泉佐野泉南

医師会に委託をするという方向でございますので、

絶対条件としてりんくうタウンでなければいけな

いという条件ではないと。内陸部にもし、もっと

いい場所があれば、そこでもコンセンサスが得ら

れればいいんじゃないかなというふうには考えて

おります。

御指摘ありましたように、昨日の空港問題対策

特別委員会で移転跡地ですね。旧の特別養護老人

ホームと済生会泉南病院については建物がまだ残

ってるわけでございますけども、非常に老朽化し

てますし、衛生面あるいは防犯上も大変、美観上

も含めてちょっと余りいい建物が残っておりませ

んので、これを大阪府は取り壊したいと、来年度

ですね。そういう話が参っております。

したがって、我々の方もいろいろ検討しました

けども、その古い建物については取り壊していた
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だいて、すっきりした方がむしろいいんではない

かという考えを持っております。

ただ、その中の御指摘ありました健診センター

につきましては、比較的新しい平成６年に建築さ

れたものでして、まだ８年しか経過しておりませ

ん。面積的にも４６０平方メートルということで、

かなり面積的にもあるということ、それと本来健

診センターでございますから、医療関連施設とい

うことでございますので、我々も選択肢の中には

あれをとにかく残していただくと、まず新しい建

物だけは。それを大阪府にお願いをしていきたい

というふうに考えております。

府の方でも理解いただければ、それをどう使う

かということなんですが、当面、御提案ありまし

た休日・夜間診療にどうかということも含めて検

討をしたいなというふうに思っております。とい

いますのは、先ほども御答弁申し上げましたよう

に、休日・夜間診療所をつくるとなれば、やっぱ

り初期投資がかなり要ると。それが今の財政状況

で２市１町は非常に厳しいわけでございますので、

それはできるだけ軽減しなきゃいけないと。

そういう意味からすれば、もし建物が使えると

すれば、面積的には十分あると。あと、おっしゃ

られるように改造というのは当然必要かというふ

うに思いますが、そういう初期投資が比較的少な

くて済むんではないかということ。

それと、第二阪和が来年箱作まで開通しますの

で、あれが開通しますと、交通アクセスとしても

非常によくなるわけでございます。そういう面か

ら含めて、我々の方も今後、御提案のことも含め

て検討をしてまいりたいと考えております。

○議長（成田政彦君） 中尾議員。

○３番（中尾広城君） それと、済生会泉南病院の

方に小児科と産婦人科の要望をしていただきたい

と思うんですけど、その辺はどうでしょうか。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 現在は、向こうにも健診セ

ンターがありまして、そこに婦人科はあるんです

けれども、産がないんですね。産婦人科はないん

です。御指摘のように、小児科もないということ

でございまして、旧来の診療科目をベースにとい

うことと、それからこの地域で疾病率の高い循環



器系の内科を設置していただくということを重点

にやってまいりまして、今オープンしているわけ

でございます。

ただ、御指摘ありましたように、小児科の専門

病院的な医療施設が非常に少ないということもあ

りまして、先ほども一方では泉佐野泉南医師会に

もその辺のことについて理解をいただく、あるい

はそれを誘致していただくようなお願いもしてい

きたいというふうに思っております。

済生会の方についても、施設がオープンしてま

だ間もありませんけれども、そういうニーズが非

常に高いということも含めてお話はしてみたいと、

このように考えております。

○議長（成田政彦君） 中尾議員。

○３番（中尾広城君） 続きまして、学校週５日制

の問題の件なんですけども、これを取り上げさし

ていただくに当たりまして、時間も余りなかった

んですけども、２校の小学校の校長先生とお話を

させていただきまして、小学校も１１校あるうち

の２校ですんで、余りデータにはならないとは思

うんですけども、やはり地域性に応じて若干の温

度差があるかなというふうに感じました。

といいますのも、１校では地域住民の方あるい

は青年団等が活発に学校に出入りをされて、いろ

んな形で提案もなされて、実質的には毎週とは言

えないようですけども、少なくとも毎月何らかの

形で土曜日あるいは日曜日に子供たちと一緒にい

ろんなイベントを行っているというようなところ

でありまして、今では子供の方からこんなことが

したい等の要望も上がってくるというふうなこと

も言われておりました。

また、もう１校の方では、全く取り組んでない

わけではないんですけども、ちょうど問題として

は本当にこれから地域の方、またいろんなボラン

ティアの方等と話し合いの場を持って、よりよい

そういう土曜日の受け皿ということをちょうど考

えて、そういう話し合いの場を持ちたかったとこ

ろやというふうなことも意見として言っていただ

きまして、そういう意味でたった２校のそういう

状況ですけども、あと９校の小学校、４校の中学

校の実情等はわかりませんけども、それから思い

ますに、やっぱり学校区ごとでもそういう若干の

－５９－

温度差があるんではないかなというふうにも思い

ますし、そういう意味で、地域性や校長先生ある

いは先生方の意識の温度差という認識を教育委員

会としてどれだけ持っておられるのか。

実際は学校現場あるいは各中学校区の取り組み

だからといって線を引いてしまわないで、教育委

員会自体がその温度差が埋まるまで後押ししてや

る義務があるのではないか。それが将来的に健全

な心を育て、ふるさとを大事に思う泉南市に将来

の夢を託す子供の育成につながると私は思うので

ありますけれども、その辺のところをお聞かせ願

いたいと思います。

○議長（成田政彦君） 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） 今、

議員さん言われましたように、確かに校区ごとで

多少の開きがあるというんですか、それは事実で

す。先進的に実施しているところの事業、例えば

活性化事業の場合は、４中学校区単位で実施して

ますんで、中心になるのは事務局長、さらにはそ

れを地域の人と学校をつなぐコーディネーターと

いう組織もあるんですけれども、その人らを一堂

に会してお互いに情報交換するというんですか、

そういう中で温度差というんですか、そこら辺を

今後調整していきたいと、そんなふうに考えてま

すので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

○議長（成田政彦君） 中尾議員。

○３番（中尾広城君） それでは、ＡＤＨＤ・ＬＤ

児のことなんですけども、本当にこの問題はまだ

新しい問題であるみたいですし、私自身もまだま

だ勉強不足な部分もあるんですけども、実質泉南

市の学校内でそういう生徒さんというのは、実例

というたら失礼ですけども、そういう方がいらっ

しゃるのか。

また、そういう子供たちに対してどういうふう

な具体的な支援をされてるんか。例えば、病院を

紹介してあげるとか、先ほど大学の先生等とかも

言われてましたですけども、その辺の現実の実例

というのがあれば、ちょっと教えていただきたい

なと。

○議長（成田政彦君） 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） ＬＤ

・ＡＤＨＤの実例ということですけれども、泉南



市教育委員会では発達相談員というのを１名教育

委員会として雇ってます。保護者ないし学校の方

から発達相談を受けたいと、そういう要望がある

場合、実際樽井公民館で行ってるんですけれども、

発達検査員の方と調整して、実際どの程度なんか

発達検査をすると。それを保護者の方、また学校

に戻すと、そういう制度を取り入れてます。

現実、ＬＤとかＡＤＨＤという形で正式に認定

されてるというんですか、学校の方に上がってる

事例としては、小学校の２年生と４年生各１名ず

つと。実際はこの２名だけです。大概の場合、ほ

かの症状というんですか、それと重なってますの

で、ほかの部面で養護学級に入級してるというん

ですか、その中でその子の様子に応じて対応して

るというんですか、そういうのが実情です。

先ほど教育長の方からも答弁さしていただきま

したように、基準というんですか、そこら辺がま

だ国の方でもはっきりしていないというんですか、

研究中と、そういうとこもありますので、泉南市

教育委員会としては、その子の症状に応じた対応

と、そういうことで現在努力さしていただいてま

すので、今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。

○議長（成田政彦君） 中尾議員。

○３番（中尾広城君） ＡＤＨＤ・ＬＤ児につきま

して、医学的には脳の機能障害とされてますので、

先生方自身が研究あるいは勉強を重ねられて早期

発見または支援対策に全力を傾けていただきたい

というふうに思います。

続きまして、砂川樫井線が長きにわたりまして

やっと平成１６年度末に完成するということで、

毎回そういうふうなことも聞いておるんですけど

も、実際信達樽井線がイオン進出がきっかけで整

備されるというふうなことなんですけども、施工

期間といいますか、その工事期間を見ると、１年

ぐらいやったかなというふうに思うんですけども、

そういう短い時間で本当に供用できるようなとこ

ら辺まで完成するのかというとこら辺をちょっと

お聞きしたいなと思います。

○議長（成田政彦君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 信達樽井線の施工

期間でございますけども、先ほど御説明しました

－６０－

ようにイオンの関係がございまして、一応予定し

ておりますのは、１５年度から１７年度までの３

カ年で橋梁工事をいたしまして、１８年度で関係

の橋梁工事にかかわる改良工事をやるということ

で、おおむね４年で仕上げるということでござい

ますので、よろしくお願いします。

○議長（成田政彦君） 中尾議員。

○３番（中尾広城君） 済みません。ちょっと僕の

認識のあれやったかもわかりません。

では、時間もなくなってきましたんで、最後に

したいと思うんですけど、コミュニティバスにつ

いて、先ほどの件に関連しまして、砂川樫井線あ

るいは信達樽井線などの道路が新しくできる場合

は検討するのかどうか、お答えいただきたいと思

います。

それと、１年間の試行期間が平成１５年２月１

日までと聞いておりますけれども、この日が過ぎ

ればそれで検討は終わりなのか、それとも例えば

毎年見直しを検討するのかもあわせてお答えいた

だきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 砂川樫井線等

の新しい道路が開通した場合にどうかということ

でございますが、その場合は利便性や運行経路、

また財政面などを勘案し、より多くの利用者が見

込まれる場合には検討を行っていきたいというふ

うに考えております。

また、試行期間後はどうするかということでご

ざいますが、本コミュニティバスは道路運送法に

基づきました一般乗り合いの自動車運送事業の許

可が必要でございますので、しょっちゅうという

んですか、頻繁にはまいりませんけども、その都

度必要が生じた場合は、その都度必要に応じて検

討を加えてまいりたいというふうに思いますので、

よろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 中尾議員。

○３番（中尾広城君） どうもありがとうございま

した。以上で終わらせていただきます。

○議長（成田政彦君） 以上で中尾議員の質問を終

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１３日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（成田政彦君） 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

１３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４６分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 成 田 政 彦

大阪府泉南市議会議員 和 気 豊

大阪府泉南市議会議員 西 浦 修
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