
午前１０時 開議

○議長（成田政彦君） おはようございます。ただ

いまから平成１５年第１回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、６番 東 重弘君、２３番 薮野 勤君

からは欠席の届け出が、２２番 巴里英一議員か

らは遅参の届けが出ておりますので、報告いたし

ておきます。

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４番 大森和夫君、５番

前田千代子君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、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、その答弁を

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、２１番 真砂 満君の質問を許可

いたします。真砂君。

○２１番（真砂 満君） おはようございます。議

長選以降すっかり影の方も薄くなってまいりまし

た真砂 満でございます。今議会、非常に大切な

議会でございますので、自分なりに精いっぱい頑

張らしていただきたいと思います。

久しぶりに一般質問のトップということで原稿

の書きかえをしなくて済むのかなと、原稿を書き

ながら安心をしてたんですが、きのうの代表質問

で私が通告をいたしております内容のほとんどが

ダブっておりました。皆さん方には同じ質問を何

でしてんねやというふうに感じられる方も多々あ

ろうかと思いますが、その辺は通告をしていると

いう関係上、ひとつ御容赦をお願いしたいと思い

ます。

さて、新年度予算やイオングループがりんくう

タウンに進出することに伴うさまざまな問題、財

政健全化計画の具体項目の実施等々、平成１５年

第１回定例議会は重要案件が盛りだくさんの議会

であります。私は、ことし１年、いろんな面で近

－６１－

未来の泉南市のあり方が問われる重要な１年にな

ると位置づけています。

泉南市の財政は、５５０億円を超える借金を抱

え、税収が少なくとも数年は確実に右肩下がりに

推移し、農業公園や火葬場建設などのさらなる事

業費や償還費用が現在の泉南市の体力をはるかに

超えていると感じ得ないからであります。

そのような中にあって最も大切なことは、理事

者や議会はもちろん、それぞれの問題について市

民全体で現況を正しく見詰め、今何をすべきなの

かを十二分に議論を尽くすことだと考えます。未

曽有の平成大不況は、暴動が起こらないことが不

思議なくらいだと感じるほどに硬直化をし、先行

きが今なお見えない状況であります。とどまるは

地獄、行くのも地獄の判断や、背中合わせの判断

を余儀なくさせられる今議会で、将来の泉南市民

にとって恥じることのない判断をしてまいりたい

と思います。

そういった観点で質問をしてまいりたいと思い

ますので、理事者の皆さんもみずからの判断で十

分に議論をしていただけますようお願い申し上げ

ます。

まず最初に、市長の政治姿勢、財政健全化計画、

市町村合併についてお尋ねをいたします。

慣例によります事前通告では、市長の政治姿勢、

財政健全化、市町村合併の３項目を挙げさしてい

ただいておりますが、個別の具体的な問題は担当

原課の方々に質問させていただくことにし、それ

らの基本姿勢をまず市長にお尋ねしたいと思いま

す。

今議会が始まる前から数多くの議員は、会派や

立場を超えさまざまな議論を展開してまいりまし

た。もちろん議案にかかわる案件もありますが、

それ以前に、将来の泉南市にとって今何をしなけ

ればならないのかを考えてのことだったと思って

います。

皆さんからはさまざまな意見が出ました。その

中で真剣に考えなければならないことは、今、目

の前に出されている問題や課題だけではなく、根

底に流れるものに対する方向性や結論が今日的課

題を決めるのではないかということであります。

決してこんな短絡的なことではないにしても、平



たく言えば市町村合併をするのかしないのか、ま

た言い方を変えれば、合併をしなければならない

のか、しなくても大丈夫なのか。実は、このこと

が当面する重要案件を左右すると言っても過言で

はない状況ではないかと思います。

地方債残高が２３０億円を超え、税収が確実に

下がっていく状況では、黒字体質に持っていくだ

けでも大変な労力が必要になってきます。そうい

った状況の中、向井市長はこの泉南市をどのよう

に導こうとされるのでしょうか。

議会とのコンセンサスの問題では、人事問題や

イオン問題でも市長の独断専行だとの批判が充満

しています。助役２人制の必要性と、従前から検

討されている１人制への移行について、考え方や

実施時期の問題も含めはっきりと言明すべきだと

考えますが、いかがでしょうか。

イオン問題では、信達樽井線の必要性と、りん

くうタウンを中心とする街づくりについて、どの

ように考えておられるのか。地元商店街を初めと

する商業圏の変化に対する不安についての対応は

どのようにされるのか。また、１，５００名から２，

０００名とも言われる雇用創出とサティを初めと

する内陸部での雇用喪失についてどう考えておら

れるのか、お尋ねしたいと思います。

最後に、市町村合併についてであります。

世間では、向井市長が一番の合併推進論者だと

評価されています。最終的には後世が評価をする

のでありますが、今日的な財政や事業展開を考え

た場合、街づくりを考え、６万５，０００人の市民

を導く首長として方向性をはっきりと打ち出すべ

きだと考えますが、どうでしょうか。

それでは、個別の質問をさしていただきます。

まず、財政健全化計画に係る問題でありますが、

私はこの計画案が出されたときに、やはりもっと

議論をしておくべきだったと思っています。全員

協議会で実質２時間余りの審議では個別のさまざ

まな問題点に踏み込めませんし、結果的に総論賛

成、各論反対という議論にならざるを得ない今日

的な状況が生まれるのだと考えています。

そういった反省も踏まえて質問さしていただき

ますが、今回の使用料、手数料の見直しは、料金

改正が伴ってはいますが、あり方の整理という面
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では評価をいたしています。しかし、そうである

とすれば、すべての使用料、手数料をこの際に提

示をし、改正時期を明らかにすべきであると思い

ますが、最近料金改正をされたものは除外されて

います。その点についてはどのように考えておら

れるのか、聞かせてください。

また、貸し館業務として公民館格差や他の施設

との料金格差について、使用面積差を理由にされ

ていますが、料金と面積を見ますと少し説得力に

欠けるように思われますが、いかがでしょうか。

次に、減免についてでありますが、料金改正が

７月に対し、減免改正の実施時期は４月からとさ

れています。私は、さきに述べましたように、料

金や減免について、これまでのあり方についての

整理という観点からすれば、当然改正時期を同じ

にすべきであると考えますが、どうでしょうか。

また、周知という点では、これまでの１００％

減免から２５％から５０％減免に変更されるわけ

ですから、関係団体からすれば負担の面からも一

定の期間が要るように思われますが、その辺の配

慮はどのようにされておられるのでしょうか、お

聞かせ願いたいと思います。

次に、市民税、固定資産税等の納期前納付に係

る報奨金制度の廃止についてであります。計画で

は約４，６００万円余りを削減することになってい

ますが、総務文教常任委員会協議会でも議論があ

ったように、新年度の予算段階でもくろみの額を

削減しても、最終的に削減額を上回る欠損であれ

ば何の意味も持たないわけであります。実際、６

月段階で資金ショートする可能性があることを収

入役からも発言されていますし、府下ワーストワ

ンの我が市の納税状況を見た場合、かなり厳しい

見方をしておく方が賢明であると思われますが、

いかがでしょうか。私は、厳しい財政状況を勘案

する中にあって、多少報奨金額を下げてでも制度

を残すべきだと考えますが、修正をするお考えは

ありませんか。

財政健全化計画の最後の質問は、この計画をこ

れから始めようとするこの段階で、りんくうタウ

ンに進出予定されているイオングループ出店に伴

う信達樽井線事業についてであります。既に計画

決定を打ってある道路であるので新規事業ではな



い、将来必要な道路であるのでこの機会に一気に

完成したいとの思いは理解をいたします。しかし、

今日の泉南市の状況を見た場合、６５億円もの事

業を今実施することによって、本当に大丈夫なの

かという点に尽きると思います。

市町村合併を視野に入れないで考えた場合、財

政面においてどうなのか、優先順位の観点から信

達樽井線と市場長慶寺線の完成順位を市民から見

た場合、どちらを望んでおられるのか、事業の費

用対効果はどうなのか、イオン進出が条件となる

ならば、大阪府の支援がもっと大きくて当然だと

思いますが、どうなのかという点について御答弁

をいただきたいと思います。

市町村合併についてでありますが、私自身、広

域合併問題特別委員会での役職の関係上、基本的

なことだけを質問さしていただきます。

その１点目は、最終取りまとめ内容と今後の進

め方について明らかにしていただきたいと思いま

す。また、合併でのあめの部分であると言われて

いる合併特例債に関してでありますが、特例債の

発行や元利償還３０％の保証は本当にあるのかど

うか、お聞かせ願いたいと思います。

次に、教育問題について質問をさしていただき

ます。

これも具体的な質問に入る前に、過日の代表者

会議で、亀田教育長が今期限りで勇退をされ、後

進にその職を全うしていただくという報告を受け

ました。その主たる要因が昨年の教育問題審議会

で答申が出された幼稚園問題や、教職員を初めと

する一連の不祥事問題の責任をとるとのことであ

りますが、そういった解釈でよいのかどうか、ま

ずお伺いします。

もし仮にそういった理由であるとするならば、

みずからの手で教育問題や不祥事問題の解決に責

任を持とうとする考えはなかったのかどうか、聞

かせていただきたいと思います。

私は、保育所を含めた幼・小・中の今後のあり

方を教育問題審議会で審議されるべきであると考

える者の一人でありますが、今回のように幼稚園

問題が答申を残しながら計画を白紙撤回する、樽

井小学校だけの校区問題を審議するという手法が、

長年地域で根づいている教育施設へのさまざまな
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思いが、問題を複雑化さしているのではないかと

危惧しております。

今回の計画がとんざした要因はいろんな面であ

ろうかと思いますが、大切なことは、市民や児童

・生徒のことを第一義に考え、市全体を見るとい

うことではないでしょうか。私には、そういった

視点が欠け、余りにも結果や結論を見出すことを

急ぎ過ぎたことにあったのではないかと考えてい

ます。そういった観点で、今後のことを考えた場

合、私は今回の反省を亀田教育長みずからの手に

より軌道修正や道筋をつくることが肝要であると

思いますが、どうでしょうか。

また、学校現場等での職員不祥事問題では、当

然二度とかかることのないようにしなければなら

ないことは申すまでもないことであります。しか

しながら、学校現場では学校長の権限が増し、責

任も当然それに合わせて増加していかなければな

りません。

要は、学校長の管理体制や管理能力の課題であ

ると思います。教育委員会は学校現場を指導監督

する立場で機能しなければならないと考えますが、

一連の不詳事事件と今申し上げました相関関係か

らしますと、やらなければならないのはトップの

辞表ではないはずであります。学校現場や職員の

職務管理の点で、精神論ではない具体策について

どのように考えられておられるのか、お示し願い

たいと思います。

以上、大きく大綱４点について、壇上から質問

をさしていただきました。冒頭にも申し上げまし

たように、今本当に必要なことは、それぞれの案

件について十分に議論をし、結論を見出し、協力

をしてこの難局を乗り切ることだと考えています。

理事者の皆さんには、議論が深まりますよう御協

力をお願いを申し上げます。時間があるようでし

たら、自席の方で再質問をさしていただきたいと

思います。

○議長（成田政彦君） ただいまの真砂議員の質問

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） 真砂議員の御質問のうち、

政治姿勢についての部分についてお答えを申し上

げたいと思います。

まず、泉南市を今後どのように導いていくかと



いうことでございますけども、これにつきまして

は、本市におきましては、平成１３年１２月に第

４次総合計画を策定いたしておりまして、その中

で本市の将来像を「水・緑・夢あふれる生活創造

都市 泉南」と定めております。その将来像の実

現を目指しまして、まちづくりの主体は行政並び

に市民あるいは議会との認識のもとに、今後とも

市民と行政とのパートナーシップに基づく自立性

のあるまちづくりを進めてまいりたいと考えてお

ります。

それと、人事案件等にかかわって議会とのコン

センサスということでございますが、これについ

ては昨日、堀口議員の代表質問でも御質問ござい

ました。事前にということについてなかなか難し

い面もございますけれども、もう少し事前にいろ

んな意見交換をしておけばよかったなということ

で、これは率直に、昨日も申し上げましたように

反省しているわけでございまして、今後そういう

機会があれば可能な限りいろんな御意見も賜りた

いと、このように考えております。

それと、２人制の必要性と１人制への移行とい

うことでございますけども、現在は地方分権の進

展と社会経済の成熟化、少子・高齢化の進展、ま

た住民ニーズの多様化、高度化、これらの課題に

適切に対応できる市町村を目指しての市町村合併

といったような自治体を取り巻く環境は激変して

おりまして、複雑化、高度化してきております。

本市におきましては、関西国際空港の全体構想

及びりんくうタウンのまちづくりの実現について、

ことしが非常に大切な時期だというふうに考えて

おります。また、市町村合併につきましても２０

０５年３月の法期限が間近に迫っておりまして、

ことしが１つの節目になるというふうに考えてお

ります。

そういうことからしまして、本市を取り巻く諸

課題というものは、まだ非常にたくさんあるとい

うふうに思っております。これらを迅速かつ的確

に処理していくということが大切だというふうに

思っております。したがいまして、当面は２人制

のもとで職務を分担さして、そして意思決定がス

ムーズかつ迅速に行えるようにする方がいいとい

うふうに判断をいたしております。
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ただ、昨今の厳しい状況も踏まえまして、今後

の１人制への移行についての時期等についての御

質問でございますが、近い将来、１人制への移行

に向けて進めていきたいというふうに考えており

ます。次の機会からそういうふうにいたしたいと、

このように考えております。

それと、信達樽井線の御質問でございますけど

も、御承知のように信達樽井線は本市の都市軸、

今回の総合計画では交流軸という言い方をしてお

りますが、市の中心部を結ぶ極めて重要な都市計

画道路でございます。昭和６１年に都市計画決定

をされまして、旧２６号からりんくうタウンまで

につきましては、平成９年に事業認可を取得をい

たしまして、順次事業を実施しております。

今回、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目的で信達樽井線の整

備が喫緊の課題として浮上し、大阪府から本事業

の早期整備を要請されてきたところでございます。

私といたしましても、厳しい財政状況の中で多額

の事業費を要する信達樽井線の整備は、市の財政

を揺るがしかねないということもあり、また財政

健全化計画の実施期間中でもあるということから、

大阪府に財政面の支援を中心に要請をしてきたと

ころでございます。

その結果、大阪府から信達樽井線の整備に伴う

泉南市の財政状況に配慮し、誠意を持って協議に

応じるとの回答や府貸付金の拡大、工事・補償業

務の受託など、大阪府から大きな支援が得られる

ことになりました。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が市民の利

便性の向上等の面からも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といたした

次第でございます。

特に本路線につきましては、既に今回の事業、

オーバーパス部分で約４割の用地を土地開発公社

で取得をしておりまして、取得原価で約１９億円

の保有をいたしております。これらの早期市買い

戻しも含めて整備をするということが、将来に向

かっての大きな負担減につながるという要素もご

ざいますので、今回事業を行うというふうにいた

した次第でございます。

また、りんくうタウンを中心とするまちづくり



のことについてでございますけども、第４次総合

計画におきましても、りんくうタウンは今後、新

たな企業誘致や福祉、医療、住居、集客など新た

な複合都市機能の確立を検討するとあり、観点を

変えたまちづくりが望まれています。さらに、信

達樽井線が整備されますと、和泉砂川駅と樽井駅

を結ぶ都市軸の延長としての機能を持った土地利

用なども可能となってまいりますので、これらを

加味したまちづくりを進めてまいりたいと考えて

おります。

それと、大型店出店に伴う地元商店街と、また

雇用の問題についてでございますけども、大型小

売店舗の進出は、いずれにいたしましても、地元

地域の商業者の方々には不安を持たれるのではな

いかと認識をいたしております。本市といたしま

しても、これまで情報の収集に努めてきたところ

でありますが、その結果、現在のところ、イオン

モールといたしましては２核１モール型の形態で

進出し、２核にはスーパージャスコとホームセン

ター、またモールには１００店から１５０店ぐら

いの専門店が予定されております。その専門店の

内訳といたしまして、約３分の１が地元から出店

をしていただきたいという希望を持っておられま

す。残りの３分の２のうちの３分の１が全国チェ

ーンいわゆるナショナルショップ、そして残りの

３分の１がこの地域にない初めての形の店舗の出

店を予定されておりまして、地域との共存共栄を

目指したサタデーショッピングやサンデーショッ

ピング型のショッピンクセンターを考えていると

お聞きをいたしております。

このような状況下、これまで商工会や商業者の

皆さんと、また市民やその他の方々、さらには若

者や高齢者の方々にもリサーチをしてきておりま

す。内容といたしましては、立場、立場でいろん

な御意見がございます。既に市より市と商工会が

情報を共有して今後の対応や対応策を検討しなけ

ればと申し入れもしておりまして、これまで数回

協議をしております。今後の取り組みといたしま

して、商工会を中心に連携を密にして、今ある情

報は共有するとともに、さらなる情報収集に努め

てまいりたいと考えております。

また、雇用問題に目を向けますと、残念ながら

－６５－

本年６月末で泉南サティ店が閉店されるというこ

とで、約２５０名の方々が職を失うということに

なるわけでございますが、一方ではイオン進出に

よりまして１，５００名から２，０００名程度の新規

の雇用創出があるということもお聞きをいたして

おります。雇用情勢の厳しい中にあって、一定の

地域雇用の期待もあるのも事実でございます。本

市といたしましても、さきにも述べましたように、

より早くより確実な状況把握に努め、その対応に

努めてまいりたいと考えております。

続きまして、市町村合併の問題でございます。

細かいことは後ほど担当の方でお答えするとい

たしまして、現在、泉佐野市以南３市２町で構成

しております泉州南広域行政研究会で合併も視野

に入れた広域的連携のあり方の調査研究を行って

おり、近々に報告書もまとまりますので、お示し

できる予定であります。この報告書などをもとに

情報提供を行い、市民の皆様の意向把握に努めま

すとともに、議会の広域合併問題対策特別委員会

にもお諮りし、議員各位はもとより市民の皆様と

議論を重ね、行政の長として本年夏ごろには一定

の方向性を明確にしてまいりたいと考えておりま

す。

市長としてはっきり言うべきではないかという

ことでございますが、現在そういう必要性もあっ

て広域行政研究会をつくって、その中で合併も視

野に入れた広域的連携のあり方の調査研究を行っ

ております。一方では、やはり地方分権と、それ

からこれからの厳しい行財政改革の中での地方自

治体の基礎的自治体のあり方も議論されておりま

す。

そういうことを踏まえて、やはり一定規模の将

来の地方分権に耐え得るような、あるいはこれか

らの時代に合ったようなしっかりとした行財政基

盤を持った自治体になっていくというのが望まれ

るのではないかというふうに私は思っております。

細部については、担当部よりお答え申し上げま

す。

○議長（成田政彦君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 真砂議員の御質問に御答

弁申し上げたいと思います。

まず、私の退任に係る件でございますが、先ほ



ど御指摘もありましたように、幼稚園問題を初め、

たび重なる職員の不祥事の惹起など、その職責を

痛感いたしますとともに、一身上の都合から職を

退かせていただくものでありますので、何とぞよ

ろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。

さて、第１点目に幼稚園問題の件でございます

が、御指摘のとおり泉南市立幼稚園教育振興計画

案につきましては一たん白紙に戻し、審議会答申

を尊重し、再構築を図りたいと考えております。

再構築に当たりましては、全市的な視点に立った

抜本的な幼稚園制度の見直し、幼・保一元化の視

点からの検討、本市就学前教育にかかわる保育ニ

ーズを踏まえた公立幼稚園のあり方の検討、また

検討組織のあり方や適正な進行管理など、今般の

幼稚園教育振興計画案の審議・検討の経過におい

て明らかになりました課題を踏まえ、対応してま

いりたいと考えております。

第２点目につきましての校区問題の件でござい

ますが、直近の課題といたしましては、樽井小学

校の適正規模化の検討が必要であります。ただ、

樽井小学校区の見直しは関係幼稚園区の見直しに

リンクしておりますので、幼稚園制度のあり方と

関連づけました検討が必要であると考えておりま

す。したがいまして、幼稚園問題や校区問題の解

決に当たりましては、将来展望を見据えますとと

もに、全市的な視点から本市の就学前教育、幼稚

園教育、学校教育のあり方を総合的に検討し、基

本的な考え方や方針、方策を取りまとめる必要が

あると考えております。

第３点目に、学校現場や職員の職務管理の件で

ございますが、公務員の不祥事は、教育、また行

政への市民の信頼を根底から損なうものでありま

して、再発防止の徹底を図る必要がございます。

そのためには、部内会議、課内会議、あるいは学

校での職員会議などの組織内会議の活性化による

相互点検、服務規律の喚起、管理職の管理能力向

上や意識改革を図る研修の実施等の対応をいたし

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いを申し上げたいと思います。

○議長（成田政彦君） 大前財務部参与。

○財務部参与兼行財政改革推進室長（大前輝俊君）

私の方からは、財政健全化につきましてのうち、

－６６－

使用料、手数料の４点の御質問について答弁申し

上げます。

昨年お示しいたしました財政健全化計画には、

使用料、手数料の見直しについての項目が掲げら

れておりますが、使用料、手数料につきましては、

多様な行政サービスのうち、受益者が特定される

サービスや公の施設の利用など、利用する特定の

市民が利益を受けることにより、利用する方と利

用しない方との立場を考慮した市民負担の公平を

踏まえることが大切であると考えておりまして、

今議会で条例改正等所要の整備を行い、平成１５

年７月からの実施を予定いたしております。

まず、第１点目の今回の改正対象項目から除外

した項目でございますが、前回の改定から３年を

経過していない幼稚園授業料、保育所保育料、駐

車場使用料など、また道路占用料や河川占用料の

ように、前回の改定時より地価の上昇が見られな

いため改定を見送ったもの、また事務に要します

コストをもとにした算定料金と現行料金に乖離は

あるものの、府内で統一されております飼い犬関

係の登録手数料や注射済証交付手数料など、ある

いは他市との均衡上、今回改定対象から除外いた

しました自動車臨時運行手数料、火災、救急等に

係ります証明書交付手数料など、また戸籍手数料

など地方公共団体の手数料の標準に関する政令に

基づくものなどでございます。しかし、今回除外

いたしました項目につきましても、毎年直近のコ

ストをもとにした定期的な見直しを行ってまいり

たいと考えております。

次に、施設間での料金格差の件でございますが、

今回の見直しに当たりましては、施設の維持管理

運営費や特定の市民に対する役務の提供に係るコ

ストを料金算定の根拠としており、このコストの

算定に当たりましては、例えば施設ごとの維持管

理費にかかった経費を面積案分するなどの方法で

会議室など部屋ごとのコストを算出し、これをも

とにした算定料金を部屋ごとに現行の料金と比較

の上、乖離が見られる場合についてそれぞれ設定

した改定上限率を限度として改定を行おうとする

ものでございます。

したがいまして、公民館のように同じ趣旨のも

とに建築した施設でありましても、使用する部分



の面積が異なる場合は、改定予定の使用料金に若

干の差異が生じるという結果となっております。

また、施設の建築年度が異なる施設、例えば樽井

公民館と総合福祉センターでは、見直しの前提と

なります現行料金自体が施設間で異なっている場

合もあり、今回コストと現行料金をもとに改定上

限率を設定して改定料金を算定した関係上、結果

として料金に差異が生じております。

御指摘の貸し館としての統一的な考え方につき

ましては、施設の建設目的などの施設のあり方や

利用者がどの施設でも同じ料金で使用できるとい

う利便性、また維持管理コストの乖離がどうなる

のかという受益と負担の関係などについて研究を

いたしまして、次回の見直しの中で検討できれば

と考えております。

続きまして、３点目及び４点目の減免規定の実

施時期及び周知の件でございますが、使用料に係

る減免規定につきましては、現在まで施設ごとに

運用され、必ずしも統一的な考えのもとに運用さ

れてきたとは言いがたく、不公平を抱きます一部

の市民の方々から御批判をいただいているところ

でございます。

したがいまして、今回、受益者負担の適正化と

いう統一的な視点により社会教育団体等の活動内

容や事業内容に照らしての扱いにしたいと考えて

おり、すべての市民の皆さんに公平な負担をお願

いするためにも、実施時期につきましては使用料、

手数料の料金改定とは切り離し早急に行う必要が

あるとの観点から、各種団体の活動がスタートす

る新年度４月からの実施が望ましいと考えている

ところでございます。

また、周知につきましては、昨年の秋以降、各

施設では個々の利用団体等に対しまして平成１５

年度から減免の適用基準が変更される旨の説明は

いたしておりましたが、時期については明示いた

しておりませんでしたので、現在、各施設の窓口

やホームページ等で周知を図っているところでご

ざいます。

なお、「広報せんなん」４月号にも掲載してま

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） 谷財務部長。

－６７－

○財務部長（谷 純一君） それでは、私の方から

真砂議員御質問の市税の前納報奨金についてお答

え申し上げます。

御指摘のように、制度がありましても現状の徴

収率であり、制度が廃止されれば、現在のような

厳しい経済状況、不安定な雇用状況下にあっては、

従来納期限までに納めてくださっておられる納税

者が以前と同様に納めてくれるか予測は困難です

が、減少するかもしれないといった危惧は感じて

おります。したがいまして、この制度の廃止が即

滞納者の増加とならないよう、より一層期限内納

付の促進に努めてまいりたいと、このように考え

ております。

次に、交付額を下げてでも制度を残すべきでは

ないかとの御意見でございますが、本市では、こ

の制度につきましては、平成１１年度に交付額の

算出において最高対象額やあるいは報奨金の算出

方法及び期別税額に乗じる係数の適用範囲の見直

し等、実施を行ってまいりました。

その後、この制度につきましては大阪府下各市

において見直しが実施され、周りの幾つかの市に

至っては平成１５年度から廃止されると伺ってお

ります。また、以前から、この制度を利用できな

い納税者から、制度的に不公平である、あるいは

資金に余裕のある人を優遇する制度ではないかと

いった指摘もあるところでございます。さらに、

報奨金の額の本市財政に与える負担が年々増大し

ていること等を勘案し、今回廃止すべきではない

かという判断に至ったところでございます。御理

解のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（成田政彦君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） それでは、私の方か

ら、信達樽井線の整備に伴う財政面についてお答

えさしていただきます。この件につきましては、

先日試算さしていただきましたので、これについ

て御説明さしていただきます。なお、議員御指摘

の合併を視野に入れていないで作成したものでご

ざいます。

まず、この中で検討したものは、信達樽井線の

整備に伴い実質的に市の負担になる金額、これら

を検討いたしました。それから、その次に、税収

効果についても検討さしていただきました。イオ



ンモール関連税収についてということで、直近の

部分の税収を算定さしていただきました。それか

ら、今後１０年後にりんくうタウンが活性化され

てそれ以降から入る税収、これについても検討さ

していただきました。これらと相まって今後３０

年間の市に対する増収、この辺のところを検討し

た結果でございます。

その結果でございますけれども、整備に係る市

の実質的な負担額は、大体３０年スパンという形

で考えていけば解消できるんではないか。２番目

としまして、地方債現在高も平成９年をピークに、

また起債償還額も１４年度をピークに減少してい

くこと、それから起債償還方法を長期間にするこ

と、これらのことにより起債制限比率が２０％を

超えるおそれはないと考えます。収支差は、一番

大きいときでマイナス５億円でありました。

このようなことから、財政再建団体に陥るとは

考えておりません。また、そのようなことがない

よう、市として自主的に健全な財政運営が行える

よう努力してまいりたいというふうに考えており

ます。市としての努力を超えて、万が一にも財政

再建団体に陥るおそれのある事態になった場合は、

府の財政支援を得られるよう協議を行ってきた、

このようなところでございますので、御理解賜り

たいと思います。

もう１点、イオンモール進出が条件となるなら

大阪府の支援がもっと大きくて当然というふうな

御意見でございます。この事業はイオンモール立

地のためだけに行う事業ではないと考えておりま

して、りんくうタウンの活性化や将来の泉南市の

まちづくりを支える極めて重要なインフラとして

位置づけを行っていることから整備さしてもらう

ものでございます。これまで都市計画決定を行い

事業認可を取得してきたことが、そのあかしとい

うふうに考えております。

したがって、市が事業主体となるべきものであ

りますが、現在の財政状況を考えた場合、府に一

定の支援を求めたものであり、その中で通常起債

対象とならない用地の含み損部分などに府貸付金

を充当したり、一般財源を必要としない支援を得

ることとなっており、貸付金の償還期間などにつ

いても市の要望に配慮してもらえるということに
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なっております。また、事業費も多額になること

から、通常では国庫採択について相当困難を伴う

ものでありますが、国・府の特段の配慮を得られ

る見通しとなっております。

さらに、府が大部分について事業受託を受け入

れたことは、市単独で事業実施を行うことに比べ、

人件費などの面で相当のメリットを有しているも

のと思われます。したがって、現在の大阪府の財

政状況等を考えた場合、最大限可能な支援を引き

出したものと、そのように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いたします。

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、御指

摘の優先順位の観点から信達樽井線と市場長慶寺

砂川線の完成順位を、市民の立場から見た場合、

どちらを望んでおられるのかという点と、事業の

費用対効果につきましてお答えいたします。

信達樽井線、市場長慶寺砂川線とも昭和４８年

に計画決定を行い、昭和６１年に両線ともりんく

うタウンまでの延伸の計画変更を行っております。

信達樽井線につきましては、泉南市の中心部を通

り、ＪＲ和泉砂川駅と南海樽井駅を結び、りんく

うタウン内の都市計画道路泉佐野田尻泉南線に至

る本市の市域内幹線道路であり、りんくうタウン

と既成市街地との連絡、鉄道駅との連絡等、本市

の都市軸として重要な役割を果たす道路であると

考え、平成９年３月に事業認可を取得し、府道堺

阪南線からりんくうタウンまでの間７４２ｍにつ

いて現在事業中でございます。

一方、都市計画道路市場岡田線につきましては、

本市の山手地区から阪和線と立体交差し、りんく

うタウンに至る重要な市域内幹線道路として、昭

和６２年度から平成７年度にかけて府道堺阪南線

からりんくうタウンに至る約７００ｍについて整

備を行い、山手地区の府道大阪和泉泉南線から砂

川樫井線の間約３００ｍについて、平成１４年度

から国費の採択を受け、平成１６年度末供用開始

をめどに現在事業を行っているところでございま

す。

この両路線と砂川樫井線につきましては、第４

次総合計画の中で拠点施設への連絡強化、市域内



移動の円滑化の向上を図るため、その促進を図る

ことを明確にしてございます。

今般、イオンモールのりんくうタウン進出に伴

い信達樽井線の整備の速度を早めることにつきま

しては、イオンモールからの固定資産税や法人市

民税が見込まれること、りんくうタウンの活性化

及びそれに伴う各種企業の進出などの波及効果、

１，５００人から２，０００人の雇用創出、本来必要

である一般財源約１５億円について府貸付金によ

る支援などを総合的に勘案し、市場長慶寺砂川線、

砂川樫井線の整備と並行してりんくうタウンまで

の整備を進めることとしたものでございます。

続きまして、事業の費用対効果でございますが、

都市構造の観点から見まして、沿道に市役所を初

め福祉センター、市民体育館などの公共施設が立

地し、山側の拠点であるＪＲ和泉砂川駅周辺部と

海側の拠点である南海樽井駅周辺部を連絡し、さ

らにりんくう公園に至る泉南市の骨格となる都市

軸として位置づけされている道路でございます。

また、信達樽井線は、本市の都市計画道路とし

て市域内の機能的な交通ネットワークを形成する

道路であるとともに、広幅員の歩道、連続した植

樹帯、インターロッキング等による舗装等を取り

入れた快適な歩行空間としてアメニティ効果の高

い泉南市のシンボル的な道路でございます。さら

に、防災効果や都市景観の向上といったことを総

合的に評価すると、費用対効果につきましては、

あるものと認識いたしております。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 私の方から、合併の関

係の御質問がございましたので、御答弁をさして

いただきたいと思います。

まず、最終取りまとめの内容と今後の進め方に

ついてでございますけれども、現在行っておりま

す泉州南広域行政研究会の報告書につきましては、

まず第１章として「合併問題の背景」についてで

ございます。続いて、中間報告でもお示しをいた

しております「地域の現状」、「行財政の現状」

を第２章、第３章として記載いたしております。

なお、第３章には各市町村の主要プロジェクト、

行政課題などを追加いたしておるところでござい

ます。そして、第４章といたしまして、各市町村
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単独や合併を想定した「財政運営に関するシミュ

レーション」について記載をいたしております。

第５章では「合併の意義と効果」、第６章では

「合併に伴う課題と協議・調整事項」について記

載をいたしております。そして、最終章でござい

ます第７章では「新しいまちづくりのあり方」に

ついて記載をいたしております。以上が最終報告

書といたしまして取りまとめを行っている状況で

ございます。

次に、今後の進め方についてでございますけれ

ども、この報告書をもとに概要版を作成いたしま

して、５月ごろでございますけれども、市内全世

帯に配布をしたいというふうに考えております。

それと、それぞれ構成の市町におきまして住民説

明会も予定をいたしております。それと、５月の

末ごろになりますけれども、泉州南広域行政研究

会主催によりますシンポジウムの開催を予定いた

しておるところでございます。

次に、合併特例債についてでございますけれど

も、この制度は、合併市町村において市町村建設

計画に基づき合併後のまちづくりを円滑に推進す

るため、通常の事業量を上回って実施することが

必要となる事業への財政措置の制度でございます。

本制度は法で定めておられます制度でございます

ので、合併後１０年間は保証されるというふうに

なっておるところでございます。

以上、簡単でございますけれども、合併に関す

る答弁でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 真砂議員。

○２１番（真砂 満君） 質問に対しまして御丁寧

に御答弁をいただきまして、ありがとうございま

す。質問の倍、答弁をいただきました。冒頭にも

申し上げましたように、今のこの通告制度のあり

方で議論してますと、与えられた１時間という時

間が非常にむだなというか、お互いにですね。答

弁される方もそうでしょうけれども、その答弁を

聞いている我々もそうなんです。もう同じような

答弁、同じような質問しかできない。また、答弁

もそうせざるを得ない。

こういうやり方を変えらん限り、議論というの

は私は深まらへんのと違うかなというふうに思い

ます。これはお互い、理事者だけの問題でもない



し、議会も当然そういった問題を共有化して議論

していかなければいけないかというふうに思うん

ですが、そういったやり方を変えながら、やはり

重要な案件、またどの案件でもそうですが、非常

に大切な問題ですから、もっと議論を深めて、本

当に今後のまちのために何がほんまにええんか、

議論を尽くすだけ尽くして、そのかわり決めたこ

とについてはお互いに協力をして進んでいこうと

いうようなことが、本当に必要な時代に入ってき

ているというふうに思います。

残り８分ですから、議論は深まらないと思うん

ですが、市長にお聞かせいただきたいと思います。

私は冒頭にも申し上げましたように、今やはり

大事なことは、この泉南市、いろんなイオンの問

題とか当然あるんですけども、市町村合併をして

いかなければならないのか、いや泉南市は泉南市

で独自で新たな街づくりも含めてやるんですよと

言えるのかどうかですね。今の御答弁では、８月

にというお話であります。時期的に見たら、法定

協議会の議会議決もこの秋までに一定の結論を見

出していかなければいけない。そういった前段で

市長の意向が表明されるのかなというふうに思い

ます。

ただ、この間の市長のこの議会での発言なり、

また外部でのいろんな講演会とかさまざまな発言

を聞いてますと、泉南市はもはやもう合併でいく

べきだというふうに、もう既に結論が市長の中に

は当然持ってはるんだというふうに思うんです。

私はそういうふうに感じてます。

それならば、そういった考えを、少なくとも私

は今の段階で、泉南市は将来のことを考えるとこ

ちらの方がいいんだということをはっきりと言明

すべきだというふうに思うんです。それによって、

財政についてでもそうですし、今後、今市長がい

ろんな、農業公園もそうですし、火葬場ですね、

そういった計画についても有利な合併特例債を使

ってでもできる可能性があるんだということも含

めて、私は説明がつくんだというふうに思ってる

んですが、まだ時期としては早いんでしょうか。

その辺、どうですか。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今その調査報告書の取りま
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とめということで、今晩また３市２町、市長、町

長寄るわけでございます。そこで一定、報告書の

取りまとめをするということでございますんで、

その報告書によって我々も一定態度を決めていか

なければいけないというふうに思っております。

ただ、このままそれぞれのまち、これは私ども

だけではなくて、それぞれの市町、その単独でい

った場合の財政シミュレーションもやっておりま

すが、今の状況からしますと、どことも非常に厳

しい状況が続くというふうに思っております。と

いうことは、新たないろんなことが、市民ニーズ

はたくさんあると思いますが、それを実現してい

くというのは非常に難しいんではないかなという

認識を持っております。

そこでどうするのかということになってくるわ

けでございますが、報告書をまず取りまとめて、

その上でまた私の考えもお示しをしたいと、この

ように考えております。

○議長（成田政彦君） 真砂議員。

○２１番（真砂 満君） 賢明な向井さんのことで

すから、多分、聞けばそういうふうにおっしゃる

だろうというのは予想もされてたんですけども、

そんなことではなくて、もう現状を見た場合です

よ。今、市長がおっしゃってますように、議会も

そうでしょうけども、市民もそうなんだと思いま

す。特に向井さんもそうだと思うんですけども、

本当に今の国のやり方で選択肢があるんかどうか

なんですよね。

俗に言われているあめとむちとの関係の中でい

きますと、財政基盤を持たない我々のようなこの

小さなまちであれば、当然生き残っていけない。

選択肢はもうそれしかなくなってくるんですよね。

それでも財源があるようなまちであるとか、不交

付団体であるようなところは、それはそれで一定

の生き方もできましょうし、それとも、もっとし

っかりした、いや我がまちはこれでいくんやと、

よそがどうであったかてうちのまちはこうで行く

んですよというような、見方によれば変わったま

ちと言われるんかわかりませんけども、そういっ

たしっかりとした街づくりのビジョンを持ってい

るまちであれば、またそれはそれで単独、市町村

で生き残っていく道を選択するのかもわかりませ



んけれども、泉南市を見た場合、私は実はもう合

併しか生きる道はないんだと言われているのと等

しいというふうに感じるわけです。

そんな中で、今、財政健全化計画なり、いろい

ろしようとしてるわけですね。だから、どう考え

てみても、イオンの問題もそうなんでしょうけど

も、私は矛盾を感じて仕方ないんですよ。合併問

題は確かに、この夏、秋以降に一定の方向づけを

出すんだと言いながら、１つ１つの事業は既に合

併を見据えた中で展開をしてきていると。それが

今議会の３月議会だというふうに思ってるんです

よ。

ですから、３月議会で、例えばイエス、ノーを

間違うと、私は方向が大きく間違った方向に導い

ていってしまうんではないのかなと、そういう危

惧を持っているんです。ですから、この機会に市

長がもっとはっきり言明すべきではないのかなと

いうふうに思ったので、質問をさしていただきま

した。しかし、それ以上の答弁は出ないと思いま

すからもうやめますが、そういうふうに思います。

それと、イオンの問題でありますけれども、今、

全然大丈夫なんだというふうに言われました。き

のうからも言われてます。財政健全化計画と別枠

で考えるんだというふうに言われております。し

かし、私は一般市民の方から、この答えを聞いた

とき、ほんまに泉南市、何考えてんねんと言われ

ると思いますよ。これ、家庭に置きかえてみたら、

もうお金ないんやと。お父ちゃんの給料下がって

始末していかなあかん。子供もお父ちゃんも小遣

い減らして、要らんもん全部始末するでと。だか

ら向こう何カ年これでやるから、おばあちゃんも

おじいちゃんも娘も息子も皆協力してやと、一定

先になったらまた考えまんがなということで計画

を打ち出した。

しかし、お父ちゃんが急に、いや車買うねんと、

これ今、車必要やから買いますねんと言うてこの

６５億円の事業を持ってくる。これ、担保どこに

あんねん言うたら、実家で金借りまんねんという

ような話なんですよね。全然性格は違うとは思い

ますけども、家庭に置きかえてみたらそんな感じ

がするんですよ。

それでほんまに市民が納得してもらえるんでし
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ょうか。いろんな削減とか、いろいろ協力しても

らわなあかんような部分たくさん出てくるんです

けどもね。ほんまに泉南市が厳しいから我慢して

でも協力しようというふうになるのかどうか、私

には疑問でありますし、また仮にこのことが合併

も含めて、する、しないかは今の御答弁ですから

よくわかりませんけれども、１つの大きなネック

になるんではないのかなと、そういった心配も、

私もそうですし、多くの市民の皆さんもそうです

し、実は職員の皆さん方もそういった心配をされ

ている職員がたくさんおられるというふうに思っ

てます。

その辺はもう時間もありませんので、ごく簡単

に御答弁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） 既に事業中でありまして、

多くの用地も抱えてるわけでございます。約１９

億円ですね。このまま仮に年間今までのペースで

１億円ぐらいやっていくと、本当に債務ばっかり

が膨らんでいくという、一方ではそういう心配も

あるわけですね。

ですから、その解消も含めて、今回大阪府から

一定の支援もいただけ、また価格の逆ざやもその

中でうまく吸収できるということからすれば、今

やる方が通常のペースでやるよりははるかに市民

負担が軽くなるということでございますから、そ

ういう判断をしたところでございますので、御理

解をいただきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 以上で真砂議員の質問を終

結いたします。

次に、４番 大森和夫君の質問を許可いたしま

す。大森議員。

○４番（大森和夫君） 日本共産党の大森和夫です。

泉南市は、危機的な財政状況の中、イオン言い

なり、府言いなりで６５億円もの信達樽井線の整

備を進めようとしております。この事業は、財政

再建計画の投資的経費の削減目標を５億円もオー

バーするもので、財政再建どころか財政破綻の政

策であります。

また、イオンのりんくうタウンへの進出は、地

元商工業者を破滅に追いやり、不況を加速し、さ

らに税収の悪化を生み出します。りんくうタウン



の一部が一時的に活性化しても、サティの撤退や

りんくうタウンに移転した済生会泉南病院の跡地

利用が決まらず空き地になっているように、内陸

部の空洞化や周辺地域の交通渋滞などが生み出さ

れます。イオンと大阪府との間に正式に契約もさ

れていないのに、時間がないからと事業を進める

市長の姿勢は、昨年の敬老会、幼稚園の統廃合問

題に続く住民無視の姿勢ではないでしょうか。市

長の見解をお聞かせください。

市長、信達樽井線の整備は、今やるべき事業で

はありません。今すべきことは、不況で苦しむ市

民の生活や営業を応援することです。そのために

も、市民の命と健康にかかわる健康診断の有料化、

少子化対策に反するチビッコホームの有料化など、

使用料、手数料の値上げはやめるべきではないで

しょうか。見解をお聞かせください。

財政再建の第１の課題は、府下最悪の徴税率の

改善であります。特に、市税滞納２１億円のうち

１０億円以上の滞納を占める５００万円以上の高

額滞納者に対する抜本的に解決する政策、決意が

求められております。市長の見解をお聞かせくだ

さい。

新家の悪臭は、市民の生活を脅かしています。

この解決は、市の最も重要で緊急の課題です。市

民の苦しみを本当に理解し、市長が解決の先頭に

立ち、府との交渉を進めていただきたいと思いま

す。市の対応についてお聞かせください。

コミュニティバス「さわやか号」の利用者も多

く、増便が必要です。特に、逆コースの運行を求

めたいと思います。市の考えをお聞かせください。

新家の駅前の安全対策は、信達樽井線以上の緊

急の課題であります。踏切の歩道の拡大、確保も

できないのか、砂川樫井線の進捗状況とともにお

示しください。

重なった質問に対する答弁は簡単にしていただ

くことをお願いしまして、壇上での質問を終え、

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） まず、信達樽井線の件でご

ざいますが、先ほどの質問者にもお答えいたしま
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したように、現在、旧２６号線からりんくうタウ

ンまで、平成９年に事業認可を取得いたしまして

事業を実施いたしております。ですから、新たに

この事業を新規にやるということではございませ

ん。ただ、速度を早めるという部分はありますけ

れども、実施中の事業を進捗させるということで

ございます。

その大きなメリットは、やはり非常に大きな事

業費がかかりますので、通常の国庫補助、それと

起債だけでいきますと、市の一般財源、即お金が

要るという部分が非常に大きな数字になってくる

ということになります。

それともう１つは、先ほども言いましたように、

今回事業をするところについても既に買い取り申

し出がありまして、約４割、１９億円に上る用地

を土地開発公社で先行取得をいたしております。

今回、イオンの関係もございますけれども、事

業化を早めるということにつきましては、大阪府

と十分、特に財政的な支援を求めてまいりました。

言いなりというような言い方されてますが、そう

じゃなくて、むしろ我々から大阪府に注文をつけ

て、これをやるならばこれだけの支援をしてくれ

ということでお願いをしてきたわけでございます。

その結果、通常の国庫補助、それから起債、こ

れは３０％後で交付税算入がありますけども、そ

れだけではなくて、府の貸付金によって泉南市の

当面の一般財源はなしという形で事業ができると

いうこと。それと、先行して取得をしております

１９億円の土地開発公社で持っている用地をこの

事業の中で買い戻しができる、それだけ泉南市の

債務負担が減ると、こういうことになります。

それとあわせて、当時買った価格と現在の価格

とで逆ざやが生じておりますので、普通ですとそ

れは一般財源で見ていかなければならないわけで

すが、それが大変なお金になりますから、今回そ

れも含めて貸付金の中で処理できるというような

こと。それと、非常に短期間に整備ができて、そ

して、このあと残っている認可区間の事業も並行

してやっていけるということがございます。

そういうようなことで、今やる方が泉南市全体

あるいは将来にとってプラスであるという判断を

して、事業に着手するというふうにした次第でご



ざいます。

大森議員言われるように、今やるべきではない

ということであれば、既に事業認可をとって事業

中ということも含めて、いつやるのがいいのかと

いうお考えもあろうかというふうに思いますので、

その辺はぜひお聞かせをいただきたい。その方が

有利であれば、それはまた１つの考え方かもわか

りませんが、我々はやはり今やる方が非常に有利

であるということで、そういう判断をいたした次

第でございます。

それと、特に市税収入の部分での高額滞納者対

策ということでございますけども、１４年９月現

在で５００万以上の滞納者が４８件ございます。

これらのほとんどが、処分はつけておりますけれ

ども、私債権に劣後の状況にありまして、公売等

を実施いたしましても収入にならないものが多い

わけでございます。

また、現在、数少ない私債権に優先している処

分物件の換価措置をすべく、根抵当権者と調整に

入っている状況でございまして、今後も優先物件

については積極的に換価措置、もう処分していく

ということで行ってまいります。劣後の状況にあ

るものについては、他の財産調査を進めまして、

少額の銀行預金や生命保険、出資金についても換

価処分を行っているところでございます。

これらの案件については、任意売買の申し出が

あれば、少額納付であっても処分の解除に応じ、

次年度以降の税収確保を図ってまいりたい、この

ように考えております。

健全化計画での歳入確保の問題でありますので、

現在、滞納処分を含めまして、徴収強化を図りな

がら歳入確保に努めているところでございます。

先般も職員によります夜間臨戸徴収を行ったとこ

ろでございまして、今後とも一丸となって徴収強

化に取り組んでまいりたいと考えております。

○議長（成田政彦君） 大前財務部参与。

○財務部参与兼行財政改革推進室長（大前輝俊君）

私の方から、財政再建のうち使用料、手数料の

見直しの趣旨について御答弁申し上げます。

長引く景気の低迷と不況の長期化及び雇用不安

等、社会経済情勢の変化に伴い、地方自治体を取

り巻く財政環境は、極めて深刻な状況が続いてお

－７３－

ります。本市におきましても市税収入の減少や義

務的経費の増加など財政の硬直化が進み、市の財

政はかつてない厳しい状況となっております。

このような中で、既にお示しいたしました財政

健全化計画は、歳入・歳出全般にわたって徹底し

た見直しを行い、財政構造の転換を図ることで財

政の健全化を行おうとするものでありまして、使

用料、手数料の見直しにつきましても実施項目と

して掲げているところでございます。

使用料、手数料につきましては、多様な行政サ

ービスのうち、受益者が特定されるサービスや公

の施設の利用など、利用する特定の市民が利益を

受けることから、利用する方と利用しない方との

立場を考えた市民負担の公平を踏まえることが大

切であると考えております。

今回の改定は、受益者負担の適正化という統一

的な観点から見直しを行うものでございまして、

施設の維持管理費用や特定の役務の提供に係る経

費の大半は、利用しない市民をも含めた全体とし

ての市税で賄われており、負担の公平を図ること

によって、料金収入は結果として市民サービスを

向上させるための貴重な財源であると考えており

ます。

また、今後は維持管理経費の削減はもとより、

より効率的な運営等に努め、利用者の方に理解の

得られる料金設定への努力を続けてまいりたいと

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） 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、御質問の健康診査のうち、がん検診に

係ります料金の徴収につきまして御答弁申し上げ

ます。

平成７年度までは自己負担の徴収を行ってきま

したが、平成８年度から健診に係ります自己負担

の徴収は行わないこととなった経過がございます。

また、今回の行革の中で受益者負担のあり方につ

いて見直すこととなりました。その中で、各種健

診のうち、がん検診に係る分のみ本年４月より自

己負担の徴収をさせてもらうこととなりました。

徴収額につきましては、胃がん検診８００円、大

腸がん検診２００円、乳がん検診７００円、子宮

がん検診６００円、そして肺がん検診のうち喀た



ん検査４００円となってございます。なお、７０

歳以上の高齢者並びに生活保護受給者につきまし

ては無料で実施させていただきますので、よろし

く御理解のほどをお願い申し上げたいと思います。

以上でございます。

○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） 悪臭問題につ

いて御答弁申し上げます。

この悪臭問題につきましては、議員御案内のと

おり、産業廃棄物の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ござい

まして、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。

最近の状況といたしましては、去る平成１４年

の１２月５日に大阪府が当該事業所に立入検査を

行っており、当市も立ち会っております。それを

受けて事業者より大阪府に対し臭気飛散防止の改

善計画書が提出され、現在はその計画書により新

堆肥舎内に積み上げられております堆積物の場外

搬出作業が進められているところでございます。

また、昨年１２月と本年１月に計３日間、悪臭

測定を実施いたしました。現在のところまだ分析

結果は出ておりませんが、速報値におきましては、

昨年の１２月２５日に３回したうちの１回の１項

目が、若干ではございますが、基準規制値を上回

ってございます。

市といたしましては、悪臭測定の分析結果が出

るのを待つとともに、現在事業者が進めておりま

す堆積物の場外搬出等、改善事業の履行を監視す

るなど、今後とも泉佐野、田尻と連携を図りなが

ら大阪府に対し強く指導を求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。

続きまして、さわやかバスについて御答弁を申

し上げます。

現在は、公共施設を中心として市内のそれぞれ

の地域を循環する４コースを２台のバスでフル稼

働で運行している状況でございます。したがいま

して、逆コースも運行していただきたいとの御要

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２倍にふやす必要

が生じます。運行経費的な検討が生じてまいりま
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す。また、現在の運行ルートは、一部ではござい

ますが、一方通行の道路を使用したり、逆方向で

はバス停留所の設置が難しい場合が生じる場合も

ございますので、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） 私の方から、新家

駅前の交通渋滞対策についてと砂川樫井線の進捗

状況と安全対策につきましてお答えいたします。

まちづくりの一環であり、また新家駅前の交通

混雑解消に大きく寄与します砂川樫井線につきま

しては、現在、平成１６年度での供用開始に向け、

鋭意その進捗を図っているところでございます。

現在の進捗状況でございますが、用地取得はおお

むね９４％でございますが、未買収地につきまし

ては、１５年度も引き続いて御協力いただけるよ

う鋭意努力してまいりたいと考えております。

また、工事の進捗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きまして年次的

に実施してございまして、本年度は尋春橋を境に

大阪側と和歌山側の歩道部分約１７０メートル及

び市道中の池砂川線から和歌山側への２４５メー

トルの区間につきまして、表層を除く舗装工事を

施工中でございます。

次に、供用開始時におけます周辺地域に対する

安全対策でございますが、市場長慶寺砂川線並び

に尋春橋が完成しますと、市場赤井神社線、また

一丘団地内幹線の通過交通が予想されますが、信

号や速度制限等の交通規制などの交通安全対策面

につきましては、今後警察と協議の上、対策を講

じてまいりたいと考えております。

なお、御指摘の新家南１号踏切につきましては、

平成１２年６月に大阪府に対しまして要望してま

いっております。改良の実施につきましては大阪

府とＪＲとで現在協議中であると、このように聞

いております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） まず、信樽線のことについ

て、特に財政の状況について御質問したいんです。

まず、財政健全化計画から見て、この信樽線の

６５億円の計画はどうなんかということでお聞き



したいんですけども、財政健全化計画というのは、

昨年この議会、ここでも、先ほどの質問者にもあ

りましたように、全員協議会で半日かけて決まっ

たわけですけども、全国でも最悪の市の財政状況

を立て直すということで、歳入でも歳出でも厳し

い切り詰めを行うということで、これで目標を去

年から含めて５年後の時点で黒字化できない場合、

それから経常収支が１００％切るんですかね、改

善できない場合には、府からペナルティーが与え

られるという非常に厳しい計画ということですね。

これは賛否いろいろありましたけども、行政側

にとっては、この改善計画というのは行革の目標

でもあるし、この年度ごとのいろんな目標がその

行革の進捗状況をあらわすような、まあ言えば行

革のバイブル的な存在であると思うんですけども、

その点は間違いないのか、まず最初に市長か助役

の御答弁をお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 昨年計画を策定いたしまし

た財政健全化計画につきましては、新行財政改革

大綱の精神を継承して、より財政構造の観点から

構造改革をするということで策定したものでござ

いますので、今議員お示しのように、その精神と

いうものは一にしております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） この財政健全化計画から使

用料、利用料の見直しというか、値上げというこ

とも来てますので、そういう点ではほんとにこれ

が大もとになると思います。

市長にお聞きしたいんですけども、この健全化

計画の中で、特に普通建設事業と言われるもので

すね。投資的経費と言われるもの、信達樽井線な

どを含みまして、こういう公共事業に対してはど

のような位置づけをされているのか。特に投資的

経費ですね。１５年度は幾らの目標に置いておら

れるのか、その点もちょっと御答弁お願いできま

すか。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） まず健全化計画、昨年

度お示ししておりますその中で、公共事業につい

てどういった位置づけで考えているのかという御

質問でございます。

－７５－

この健全化計画策定時には、１４年度からずっ

と建設事業を我々の中でとらえたというんですか、

計画をお聞きしまして、そして我々が考えられる、

わかる範囲内での建設事業をこの健全化計画の中

に乗せたというところでございます。

それとあと、今後建設事業がどういう形で進ん

でいくのかということですけれども、そのときに

もお答えしたと思いますけれども、大体２０億円

ですか、建設事業費ですね。２０億円程度で今後

も考えていきたいと、健全化計画の時点ではそう

いうふうにお答えさしていただいたと思います。

それと、あと公共事業についての考え方という

ことでございますけれども、従来この公共事業に

つきましては、市民の生活環境とか、あるいは利

便性を向上させるということを目的に実施してき

たというふうに考えております。そして、その実

施に際して、あるいは予算計上に際しては、やは

り継続事業というんですか、今までやってる継続

事業を最優先に考えておりまして、その後、実施

段階におきましては優先度も考慮して年次的に行

ってきた、そして予算化してきたというふうに考

えております。

ですから、今、確かに健全化の中で市財政が非

常に厳しいというとこもございますけれども、財

政の許す可能な範囲内で我々としましては必要不

可欠な事業について実施してまいりたいと、この

ようなことで健全化計画をお示ししたというふう

に考えております。（大森和夫君「１５年度は幾

らですか。１５年度の目標額は」と呼ぶ）

１５年度の事業費、ちょっと今、予算がどうい

うふうに、予算書を持ってないんですけども、１

５年度の予算書の中に建設事業をやっております。

それと、１５年度の健全化計画のときの事業費

ですけれども、そのときにお示しさしていただい

たのが、１６億３，６００万の数字をお示しさして

いただいた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） 全協の中で例えば助役がど

のようにおっしゃってるかというと、今後５年間

の普通建設事業の事業費の見込み額を示さしてい

ただきますということで、投資的経費ですね、公

共事業。この中で１５年度は、今、谷さんおっし



ゃったように１６億円をめどにするということで

すね。

ちなみに言うときますと、財政部長がなぜ答え

られないかと思いますけども、今年度の市の投資

的財政予算は２１億円ですわ。ずっと最低でも目

標、谷部長おっしゃったように、２０億円もオー

バーしてますよね、これね。これも大きな問題や

と思うんやけども、その点お答え願いたい。

続いて、神田助役は何とおっしゃってるかとい

いますと、これからの継続事業は続けていくけど

も、必要不可欠な事業のみに限定いたしますと。

傾向としては漸減する傾向にしてございますと。

また、事業内容につきましては、市民生活に密着

したインフラ設備を中心に実施してまいりますと。

それから、市長も同じように、漸減とはおっし

ゃってませんけども、縮減していくと。公共事業

をね、していくと。これが市の方針でしょう。投

資的経費、縮減、漸減。それで１６億円に抑える

という方針ですよね。これを見事に破って、以前

の２０億円もオーバーしてるんですよ、１億円。

これで、この財政再建計画のバイブルやというて

お認めになったもんを全く守れてないこの状況を

どう考えておられますか。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） たしかそのときに、基本的

には縮減傾向にありますというお話をさしていた

だいたということと……（傍聴席より発言する者

あり）

○議長（成田政彦君） 傍聴席は静かにしてくださ

い。

○助役（神田経治君） 緊急やむを得ない場合につ

いては、その時々の判断で考えていくと、こうい

う御答弁をさしていただいたと思います。

今回、２０億円あるいは健全化計画の中の１６

億３，８００万ですか、その数字を上回ってるんで

はないかというお話でございますけども、これも

昨年来、空港対策特別委員会等で御答弁さしてい

ただいてますように、健全化計画のフレーム、い

わゆる１６年度の実質収支の赤字解消、それから

１８年度の経常収支比率の９３．２というフレーム、

これを守れるように財政支援等を大阪府と協議を

してると、こういう話をさしていただいたと存じ
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ます。

したがいまして、今回の場合は健全化計画策定

後にこういう事業をするという決断をするわけで

ございますので、そういった健全化計画のフレー

ムがきちっと守れるような対応策を考えた上で今

回関係予算等について御提案さしていただいてる

というものでございます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 神田さんね、市長ね、１６

億円の目標で公共事業を見直す、縮減していくと

言うて、２１億円でどこがそのフレームが守れて

るというんですか。こんなおかしい話ありません

でしょう。全然守れてないじゃないですか。

それと、緊急な場合にはどのように対応すると。

これ、緊急の場合はどのように対応しますかと、

全員協議会のとき質問してますよ。特別なことを

もちろん考えますと答弁してますよ。その内容は

どういう内容ですか、お答えください。特別な対

応はどのような対応すると全協でお答えなってま

すか。お答えください。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 普通、一般的な考え方

というんですか、緊急的というんですか、という

事業については、１つは災害というんですか、災

害事業ですね、当該年度に発生する。そういう事

業が緊急的な事業であるというふうに考えます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） さっぱり何言うてるかわか

らないんやけども、市長にお聞きしますけども、

僕、全員協議会のときに市長にお聞きしてるんで

すよ。緊急に必要な予算がある場合はどのような

形で考えておられますかということで、これは別

に僕以外でも、この前に和気議員が、学校の改修

のことがあると。その場合、どういたしますかと。

私も、さきに松本さんが言ったけども、信達保育

所がシロアリで大変です、こういう場合の予算は

どうしますかというふうにお聞きして、市長は、

緊急な場合、このようにしますとお答えしていま

す。それはちょっとどういう内容ですか、それを

お答えください。特別枠をつくるとおっしゃって

るのか、それとも別枠をつくるとおっしゃってる

のか。緊急な場合、助役おっしゃった特別な場合



というのは、どういうことをお示しになって言う

てるのか、ちょっとそれをはっきりお答えくださ

いよ。どのようにお答えになってますか。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 特別な場合とは、いろんな

ケースがあろうかというふうに思います。災害も

そうでしょうし、それからメンテナンスの部分で

すね。これは建物とかだけではなくて、いろんな

施設、あるいは突発的なことですね。こういうこ

とが特別な場合というふうに当たると。それは当

然、健全化の中で原則的にはやりくりをすると、

こういうことでございます。

今回のは、前にも申し上げておりますように、

健全化計画は健全化計画できっちりと守っていき

ますよと。そして、今回発生してきた部分につい

ては、これはこの枠内で、枠の外で１つのフレー

ムをつくって収支をカウントしていきますと。で

すから、健全化計画へのしわ寄せはありませんよ

と、起こさせませんよと、こういうことなんです

ね。

ですから、確かにプラス５億円を今回入れてま

すからトータルでは投資的経費というのはふえて

ますが、引いていただいたら１６億の範囲内にお

さめておりますので、そういう精神で今後ともや

っていきたいと、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） ふえた分は引いてくれて、

そんな勝手な論理ありますか。何ぼでもそんなん

やったらふやしたらよろしいやん。そんなん、初

めからこんな計画つくる必要ありませんやん。あ

なたが別枠やいうて判断したら、別枠でいけるん

ですか。枠超えれるんですか。そんなことはでき

ないと、市長はお答えになってるんですよ、この

答弁の中で。基本的に緊急な予算が必要な場合は

どうしますかと言うたら、総枠の中でやりますと。

優先順位を守って、１５億円という総枠は守りま

すと、きっちり答弁してますよ。

そしたら、この答弁を変えるんですか。放棄す

るんですか。全くそれ、そんな枠を設けるなんて

どこも書いてませんよ。そんなことが前提になる

はずもありませんよ。だから市長はお答えになっ

てるんです。私たちは、こういう事業の場合、学
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校は緊急にあかんとかいろんなこと、それからい

ろんな事故が起こった場合に超える場合があるか

もしれないと。市がペナルティーを課せられるか

もしれないから、こういう場合どうしますかとお

聞きしてるんですよ。そら、もちろんもうこうい

う場合ですから、逆に言うたら、ほんとに別枠で

考えなあかん場合が出てくるかもしれないという

ことで私たちは質問してるんですよ。それに市長

は答えて枠は、必ず守りますと、そうせな健全化

計画はできませんとお答えになってるんですよ。

できないんです、そんな別枠を設けたら。違いま

すか。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 話をよく聞いていただきた

いと思うんですが、健全化は健全化のフレームで

きちっと守って今年度の１５年度もやってるわけ

ですね。それで、新たに発生してきた問題につい

ては、健全化に影響させないということで、将来

の事業、それから返済金ですね、これをフレーム

としてお示しをしてるわけですね。

ですから、この前お渡しした内容ですね。議論

いただいたらいいかと思いますが、国庫補助金と、

そして起債と――３０％の還元はありますが、そ

して府貸付金で回っていくと。その間の返済が生

じてきたときには、特にりんくうの今度活性化が

行われるということでありますから、そこからの

いろんな税効果あるいは大阪府からの交付金、こ

ういうもので充てていっても十分返済は可能です

よという形のフレームをつくっているわけでござ

いますから、その辺はちょっと御理解いただかな

いと、それを一緒にしてという話ではなくて、そ

ういう懸念が我々もありましたから、通常の事業

のフレームでやると健全化に影響するということ

で、そうではない、影響を及ぼさない支援を大阪

府に要請してきて、大阪府も当然、健全化を認め

てきた経緯がありますから、そのフレームに支障

のないような支援を行いますと、こういうことで

ありますから、十分その辺、御理解をいただきた

いと思います。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） これね、財政に全く関係な

いんですか。３０年もローン、借金返していくん



でしょう。それで、お答えだって、何とかこの財

政運営については、この信達樽井線の整備と財政

の影響についてと書かれてるところで、財政運営

についてと書かれてますでしょう。起債制限比率

については２０％を超えない見込みであると。市

債については、ピーク時でも約５億円の収支差が

あると。財政再建団体に陥ることはないと考えら

れるが、市の健全化努力を超えてそのような事態

のおそれがある場合には、府の財政支援を得られ

るように協議する。

財政支援の心配までしてますやんか、府に支援

してもらう心配まで。これが、どこが市の財政に

関係ないんですか。３０年間も市民を借金で苦し

めて、どこにそんな財政健全化計画、財政に関係

ないと言えるんですか。そんな魔法みたいな手段

があったら、農業公園でも何でもやってください

よ。そうでしょう。財政にかかわる大問題でしょ

う。３０年、これ以降、市民は借金で苦しむわけ

でしょう。それで、あなた方は現時点でも府の財

政支援まで考えなあかんぐらい、市の財政が逼迫

するような財政的な問題でしょう。それが関係な

いというようなことで済むんですか。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 今、大森議員がおっしゃい

ましたのは、大阪府と泉南市との間で今般この信

達樽井線の整備に伴います覚書の件についてお話

しいただいたということかと理解しておりますけ

れども、私どもとして現時点で一定のシミュレー

ションをして、今回のイオンモール関係等の税収

を一定積算し、また起債の償還についてもどれぐ

らいかかるのか、償還について一定試算をさして

いただきました。

ただ、非常に不確定な要素もあるのは事実でご

ざいます。例えば、税収についてもそうでござい

ますし、起債についても、一定のモデルで金利等

を積算しておりますけれども、それも変わる可能

性があることも事実でございます。

したがいまして、そういう一定の試算はしてお

りますけども、万が一にも市の財政に大きな影響

を及ぼして、仮にも赤字再建団体に陥るようなそ

ういう懸念が出てくる場合には、これは泉南市と

しても、道路ができても再建団体に陥っては困る
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ということから、大阪府と協議をいたしまして、

転ばぬ先のつえということでこういう覚書を結ば

していただいたものでございまして、我々としま

しては、そういう財政の再建団体に陥らないよう

に可能な限りあらゆる手だてを考えて、その１つ

としてこういう覚書を大阪府と締結をさしていた

だいた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） 助役にも市長にもお聞きし

ますけど、例えば枠の外ということはいつから出

たんですか。これ、空港特別委員会のときには助

役は僕に対して、全協でも説明しましたでしょう

と。別枠、枠組みがあるでしょうと。全くないで

すよ。うそですよ。枠が別なんていうようなこと

はいっこもない。それをいつ決めたのかね。

それと、例えば枠が別やというようなことは、

市長お答えになったけども、大阪府との話し合い

は十分したと。大阪府との話し合いでは通用する

かもしれませんけども、泉南市民との話し合いで

はこんなことは通用しませんよ。みんな財政危機

的な大変さを身にしみて考えてるのに、まして、

このイオンで、道路で市の財政が破綻するかもし

れない、イオン進出でもう営業が立ち行かなくな

る可能性があると、市民の反対が多く出てるよう

なもんを何で枠組みやということで出すんですか。

これは財政的な問題だけと違うでしょう。市民の

要望は枠内に抑えて、府言いなり、イオン言いな

りなやつは枠外で進めるということと違いますか。

市民との話し合いでは枠組みなんていうことは通

用しません、大阪府との話し合いで枠組みという

ようなことは通用しても。

それから、助役、いつこんなこと決めたんです

か。全協では一切枠組みなんていうような、枠が

別にあるという話は一切ありませんよ。そういう

説明を全く議会にもせんと、全く失礼と違います

か。財政問題、ほんとにまじめに市民に情報公開

して解決していくつもりがあるんですか。その点、

お答えください。

○議長（成田政彦君） 向井市長。（傍聴席より発

言する者あり）傍聴者は静かにしてください。

○市長（向井通彦君） １点目について、私の方か

らお答え申し上げます。



今、財政の問題が焦点になっておりますが、私

どもも当然、市政を預かっている以上、財政問題

というのは一番心配しなきゃいけない部分である

わけですね。

一方、現在事業化をやっているという中で、そ

の事業をいかに今後進めていくかということにな

りますと、例えば今１億円ぐらいでやってるわけ

なんですね。そうしますと、ほんとに単純でいき

ますと６５年かかるということになってしまうわ

けであります。トータルで市にとってどういうメ

リット、プラスがあるのか、あるいはマイナスが

あるのかということをやっぱりきっちりと置かな

いと、ちょっとそれだけが先走って大変だ、大変

だということになってはいけないというふうに思

っております。

私どもは、そういうことから、信達樽井線とい

うのはやらなきゃいけない事業なんですね。これ

は私、先ほどあなたにお聞きしましたが、１つも

お答えがないんですけれども、今やらなければ、

じゃいつやるんですかということになってくるわ

けですね。ですから、今事業認可中であると。事

業認可、平成９年から５年間、今年度がその更新

の時期なんですが、次３年、３年と、こういうふ

うな形で延長していくわけなんですけれども、そ

の間に事業を完遂しなければならないという１つ

の歯どめがあるわけですね。

そうした場合に、いかに有利な状況で、しかも

できるだけ早く完成させるかということについて

やはり考えなきゃいけないと。たまたま今回、り

んくうタウンの活性化ということが１つのきっか

けになりましたけれども、その中で、通常の事業

でやっていきますと、さっきも言いましたように

特別な手当てというのはありません。それと、一

般財源が非常に多くかかるということで、毎年少

しずつしかやっていけないということになります。

一方では、事業認可をとっておりますから、沿

道の方々から買い取り申し出があれば、それは買

っていかなければなりません。ということは先行

取得になっていくわけですが、現在でも１９億円

の先行取得用地があると。これはどんどん年限が

延びてまいりますと金利がかさんでいくというこ

とになっていって、さらに買い取り申し出があれ

－７９－

ばそれが膨らんでいくと。こういう状況のもとに、

ゆっくりと事業をやっていけば非常に大きな負担

になると。

今回、それをうまく解消できる手だてはないか

ということで、我々大阪府とも話をしてきました。

その中で、府の貸付金という当面の現金が要らな

いような形で事業ができるようになったというこ

と。それと、今言いました１９億円ほどある用地

の買い戻しが今回すべて完了できるということ。

それと逆ざやですね。これは国庫補助で見ていた

だけませんので、普通ですと一般財源で見なきゃ

いけない部分を貸付金の中で処理できるというこ

と。それと、今後買い取り申し出があっても、そ

れは順次うまく回転していくという部分。

こういうことを踏まえて、この際にやった方が

泉南市の将来にとっても大きなメリットがあると

判断したわけであります。

しからば、それによって財政が破綻すれば何も

なりませんから、その歯どめをどうつけるかとい

うことで、一定の支援を約束いただいております

けれども、もし万々が一ということについては、

我々そこはきちっと押さえておかなければいけな

いということで、知事と私の覚書の中でそのこと

も含めて覚書を交わしたということでございます。

今やる方が市の将来にとってプラスなのか、こ

れをゆっくりと将来やっていった方がプラスなの

かということをぜひ御議論いただきたいと、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） 開発公社の件を出したけど、

市長ね、開発公社の借金は幾らあるんですか。１

２０億円ですよ。開発公社の赤字を理由に進めな

あかんと言うんやったら、１２０億円の赤字どう

やって解決するんですか。これをきっちりした展

望を示しなさいよ。それこそ、何が１９億円買い

取りやからて。じゃ、ほかの１２０億円の赤字は

どのように解決するつもりですか。この１９億円

買うたら開発公社が健全化すると思ってるんです

か。

それと、買い取りなんかは、そんな簡単な――

買い取り申し出あったら買うたらよろしいよ。た

だ、市長、見てみなさい。砂川樫井線なぜ進まな



いんですか。売買がうまいこといかへんからでし

ょう。そんな単純にいかないですよ。そんな買い

取りがばんばん、ばんばん進むんなら進めたらよ

ろしいよ。だけど、土地も下がってるし、それほ

どうまいこといかへんから、砂川樫井線だって２

５年も３０年もかかってるんでしょう。そんな状

況を見んと、ようそんなこと言いますわ。

それから、やらなあかんものはたくさんありま

す。学校の改修、福祉、ここに書いてますやんか。

助役も市長もおっしゃってるでしょう。財務部長

もおっしゃった、身近な公共事業に切りかえてい

きます、優先順位をきっちり決めてやっていきま

す、そういう状況なんですよ。そうでしょう。そ

ういう状況の中であなた方も判断して、信達樽井

線は後に回したんでしょうが。

自分たちの判断を後に回しておいて、それを何

かいかにもこちらに責任のあるような言い方はや

めてください。きっちりそういう方法でお答えく

ださい。買い取りが公社の健全化につながってい

くと思うんですか。それから、助役がさっき言っ

てた別枠の件、枠が別やというのはいつ決めたん

ですか。いつ議会に報告したんですか。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 開発公社の債務の解消につ

いては、これは当然やっていかなければなりませ

ん。今回、その１つのチャンスでもあるわけです

ね。確かに、泉南市は非常に大きな債務を抱えて

おります。それを解消していく。あなたは２０億

円弱、１９億円が非常に小さな数字だというふう

な言い方をされましたけども、そうではありませ

ん。２割に相当するぐらいの非常に大きな数字で

ありますから、それを減らしていくということが

何よりであります。

それと、買い取り申し出あったら買ったらいい

じゃないかというようなことを言いますが、それ

はどんどん、どんどん債務がふえていくというこ

とになるわけでしょう。ですから、それはやはり

うまく事業用地については回転をさしていくと。

買い戻しをしながら、また新たなそういう需要が

あれば、買い取ってほしいという話があれば、こ

れは義務的に買い取らなければなりませんから買

い取っていくというふうにしないと、これを残し
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たままどんどん買い取っていったら、どんどん公

社の負債がふえていくわけですよ。ですから、そ

ういうことも踏まえて、今回この事業を今やった

方がプラスですよということを言ってるわけなん

です。

不利だと、将来やったほうがプラスだというこ

とであれば、それはお示しをいただきたいと思い

ます。さっき言いましたように、じゃ、いつやる

のがあなたはいいと思っていらっしゃるんかとい

うことをお聞きしたんですが、何もおっしゃらな

いんですが、そうした方が財政的にもプラスであ

るというんであれば、それはやっぱりお示しいた

だいたら非常にいいんじゃないかというふうに思

います。（発言する者あり）

〔大森和夫君「助役、答えてよ。助役、別枠、

枠組み」と呼ぶ〕

○議長（成田政彦君） 静粛に。神田助役。

○助役（神田経治君） ちょっと今、具体のどの場

所ということは記憶定かでございませんけれども、

市長の方からも別枠的な発想でという話を、たし

か空港対策特別委員会等の委員会の中でお話をさ

していただいたと記憶をしております。

それから、私、質問に答えるに当たりまして再

三にわたりまして、健全化計画のフレーム、いわ

ゆる１６年度の赤字解消、それから１８年度の経

常収支比率の５ポイントの引き下げということに

影響を与えないように、大阪府と財政支援等につ

いて協議をさしていただいてるということについ

ても、議会のたしか委員会等の中でお話をさして

いただいたと思います。改めて、また議事録等を

確認して御報告さしていただきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 市長が何で僕に信樽線いつ

つくるか答えろと言うてるか、よう意味がわから

ないですね。今、財政再建の折でいつつくるとい

うて、財政再建、健全化計画、１８年ね、この目

標でしていって、１６億円の枠きっちり守ってい

って、その中で学校施設とか火葬場とか、皆さん

意見あったでしょう。ああいうのを考えながらし

ていきますよね。だから、それを簡単にシミュレ

ーションしていけば、健全化計画中は無理と違い

ますか。イオンの要望、府の要望言いなりで私は



つくるようなことはしません。これだけははっき

り言うときます。

あと、やっぱりこの問題は、敬老会や幼稚園問

題と一緒だと思うんですよ。府とは一生懸命話し

合うた、府の言いなりと違いますと、一生懸命お

話ししましたと言うけども、住民とはお話しでき

てないと思いますわ。それから、商業者ともお話

しできてないと思いますわ。それから、議会にも、

別枠やというようなことは、そんな簡単に出てき

てもうたら困りますよ。何でも別枠でいけますで

しょう。幾つそういう隠し玉持ってんのかなと思

いますよ。何にもこれ、言われるたびに道路つく

っとったら何本つくらなあきませんか。それで、

これは市長の一声で、財政に関係ありませんと。

それで、資料は、議会前にやっと、この日に出し

ますという委員会にも、財政の税収の資料出さへ

んと、説明もなく終わってからぽっと資料出すと。

きょう初めてですわね。前の質問者にお答えにな

って、梶本さん説明していただいたんが初めてと。

こんなことで、こういう反対もあるような、市

民の多くが反対して不安の声たくさんあると議員

も言ってるでしょう。そういうものを枠が違うか

らというてやられとったら、こんなこと、議会無

視も、住民無視も、財政無視も甚だしいでしょう。

もっと誠意ある態度を住民にも市民にも見せへん

かったら、敬老会、幼稚園の二の舞になると思い

ます。

もう、ちょっと時間ありませんので、あとお聞

かせ願いたいんやけども、もう１つの財政健全化

の柱である税収問題で、市長もお答えになったけ

ども、職員頑張っていただいているということな

んやけども、それにしても市長、府下最低が全然

数字として解決できない状況ありますよね。私は、

やっぱり何か手を打たなあかんと思いますわ。

特に、市長の決意というか、この高額滞納者に

例えば直接市長みずから集金に行くとか、そんな

方法で進めて行かないとね。それかまた市長なり

の別の考えあれば言っていただきたいんやけども、

ちょっと今の調子じゃ、税収もあれでしょう、枠

外というか、予定の収入にも入ってない状況です

わね。この解決、どういうふうに考えておられる

のか、ちょっとその点、具体的に案をお持ちでな
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いのか。収税委員会の長である市長の、自分みず

から集金に行くというようなことでも構いません

しね、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） 私も私なりにいろんな話を

さしていただいております。そして特に、要する

に資産があってお支払いされてないという方につ

いては、当然その資産処分も含めてやっておりま

す。それと、先ほども言いましたように、預金あ

るいは電話債券、それとか生命保険等、これは解

約をしていただいたり、そういうことも非常にそ

の権限の範囲内で最大限の行使をやっておるとい

う状況でございます。

ただ、今の時期でございますから、なかなか公

売等といいましても、土地が売れにくい状況の時

期でもございますんで、なかなか思うようには進

んでない部分もあるかもわかりませんが、換価処

分ということも、この近隣では泉南市が本当に先

駆的に行っておりまして、ですからいかなる滞納

者におかれても、その徴収に全力を挙げて、あら

ゆる可能な限りの方策を今行使をしております。

ただ、たくさんいろんな他の債権者もおります

ので、配分率というんですか、ないところもあり

ますし、非常に少ないところもあります。ですけ

れども、そういうことは別として、もうきっちり

とやっていくという姿勢で今進めておりますので、

御理解いただきたい。現年は現年で頑張ってやっ

てますんで、あと滞納処分、滞納処理ですね。こ

れを今、一生懸命やっております。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 市長ね、そういうことをや

っても府下最低なわけでしょう。そういうことで

市長は、府にもお願いして専門職員も来てもうて、

そういう手を打ってもらってもこの状況でしょう。

そら、現年頑張っていただいてますよ。そやけど、

やっぱり高額滞納者の滞納が多いわけですよ。

もうこんなことまた言いたくないけども、この

滞納者の中には、市政にかかわってみたり、市長

にかかわってみたりする方も、何人かそういう方

も新聞報道されたりしてるわけですよ。そういう

中で、市長みずから集金に行くような姿勢が求め

られているのと違いますかということをお聞きし



てるんです。その点どうですか。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 機会があるごとに話をして

ますと言ってるじゃないですか。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） そしたら、４８人に集金に

行ってお話というか、集金に行っていただいてる

と考えてよろしいんですかね。集金に行っていた

だいてる。それでもこういう状況になってるんで

すかね。市長が行けば、もうちょっと……。お話

ししていただいてるという中身はよくわからない

ですけどね。市長がお話ししてもこういう高額滞

納者の方は税金を払ってくれないと、そういう状

況にあるというふうに理解していいんでしょうか

ね。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） すべてが払ってないという

んじゃないんですわね。分納をきちっとやってい

ただいてる方もいらっしゃるし、それからさっき

言いましたような、いろんな差し押さえを含めて、

あるいは預金の解約も含めて対応していただいて

るとこもありますし、個々それは別々です。

ただし、私もできるだけやはり税の徴収という

ことについては、これはもう最大の課題でござい

ますから、そういうお話の機会のある方には常々

申し上げて協力を要請して、一定理解をいただい

てる方もいらっしゃいますし、非常に苦しいとい

う方もいらっしゃいますが、今後とも――そうい

う方については、我々は与えられた権限の中で処

分、換価を含めてやっていっておりますから、そ

の点は抜かりなくやっておりますので、理解をい

ただきたいと思います。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 分納についても、泉南市で

一番税の滞納の多い方、この方は１００万円ずつ

の小切手ですわ。先付小切手でお返しいただいて

いるようですけども、それはおくれはないようや

けども、この間問題になりましたように、市が土

地を買うたときにも、その分の税の負担を求めて

なかったというように、やっぱり分納してるとこ

ろも市長が行っていただいて、もう少し金額をふ

やしてもらうとかいうようなことの努力もしてい
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ただきたいと思います。

分納されてるからオーケーということの答弁じ

ゃないと思いますけども、分納してるところはふ

やしてもらうと、そういう立場で引き続き頑張っ

ていただきたい。市長が何も集金してないとかい

うことじゃありませんけども、今の滞納額を見て

いれば、やっぱり市長の責任を問われると思いま

すので、その辺はやっぱり今の決意あったように

頑張っていただきたいと思います。

それから、もう時間がないので、悪臭とバスの

件ですけど、まずバスの件は、ハード面がなけれ

ば逆コースができないという話やったけども、バ

ス３台購入というのは、市長、もうぜひやってく

ださいよ。泉佐野市でも阪南市でも３台ですよ。

逆コースはなかなか、一方通行が難しいという話

がありましたけども、まちの活性化でいえば、こ

れもう第一に考えていただきたいと思います。そ

の点でどのようなお考えなのか、市長がみずから

これはやったというて自慢されてるんやけども、

他市に比べればやっぱりバスの台数も少ない、ま

だまだ不十分。この点を市長どのようにお考えに

なってるのか、お答え願いたいと思います。

それから、悪臭の件で市長が府に行っていただ

いたということも、きっちりした報告は受けてな

いんです。私、聞いて、担当の委員会で報告もう

てますけども、市長、どういう決意で臨んでいた

だいてるのか。それから、佐野の市長、田尻の町

長とともに行くという話はどないなってんのか。

それから、今後市長はどういう決意で悪臭問題に

取り組んでいただくのか、ちょっとその辺、聞か

してください。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） バスについては、１年間経

過しまして、停留所の増設等やりました。もう１

年こういう形でいきたいと思います。その後、考

えたいと思います。

それから、悪臭の件でございますが、昨年１２

月議会で、私も佐野の市長なり連携とってという

お話をしました。すぐに泉佐野市長と連携をとり

まして、昨年の議会が終わった後、１２月２６日

だったと思いますが、大阪府の環境室長ほかにお

会いしまして、現状を訴えまして、厳しい指導を



要請してきております。私と相呼応して泉佐野市

長も行かれております。そういう形で、今後とも

連携をとって対応していき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） 市長、バスはもう１年たっ

てるし、大体１，５００万あったらいけるわけです

わ。助役制を近々１人制にすると言わんと、すぐ

にでもすればこのお金も出てくるもんですよ。こ

の点もちょっと考えていただきたいのと、悪臭は、

厳しい中でも、業者が頑張っていただいている中

でも、やっぱり悪臭解決せん限り営業停止という

のを、ここをやっぱりしていただかないとなかな

か大変だと思うので、これはもう前もお願いした

ように、文書で府にも厳しく言うてもらうと。府

もこれはやると言うてますし、市民の当然の要望

でもありますので、もちろん悪臭が解決せん限り

という条件つきですけども、そういう厳しい指導

をぜひ考えていただきたいと思います。

○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。

１時１０分まで休憩します。

午後０時 １分 休憩

午後１時１１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、８番 奥和田好吉君の質問を許可いたし

ます。奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） ただいま議長のお許しを

得ましたので、通告に従い、順次質問いたします。

先日、お隣の泉佐野の市役所に行ってまいりま

した。そのとき事務局に用事があって行って、議

長室に案内されました。非常においしいお茶を出

していただいて、いただきましたけど、あんたと

こ、非常に財政厳しい折からええお茶出すな言う

たら、せめてこれぐらいはと言って笑っておりま

したけども、そこで祝日の国旗掲揚について質問

をいたします。ちょうど泉佐野の議長室には、国

旗がさん然と輝いておりました。

１ ９９９年の８月に国旗及び国歌に関する法律

が成立いたしました。同法は、国旗は日章旗――

日の丸とする第１条、国歌は君が代とする第２条

との２つから成っております。公明党は、憲法の
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思想及び良心の自由の規定から一貫して、国旗や

国歌を敬う信条は、国民各人の良心の領域の問題

であるとの観点に立っております。また、学校の

教育活動の中で国旗、国歌に対するしかるべき教

育は必要と、ＪＯＣ副会長は見解を示しておりま

す。

昨年の５月、６月に行われたワールドサッカー

は、韓国と日本で開催され、世界を巻き込んで熱

く燃え、地球が１つになったようでありました。

しかし、冷静になりますと、この大会では国家が

表に立っての戦いでありました。

日本の若者も日の丸の旗をなびかせ、顔には日

の丸のペインティングを施し、ニッポン、ニッポ

ンと連発しながら勝った喜びに酔いしれていまし

た。どこまで若者たちが日本の国を、日の丸を理

解しているかは推しはかれませんが、きっと将来

にわたって忘れることのできない思い出になった

ことと思います。このように、最近ではスポーツ

を通して日の丸が身近に感じるようになったのも

時代の流れかもしれません。

そこでお聞きしたいことは、本市において公共

施設での国旗掲揚についての規定があるのか、ま

た市民の家庭に対して祭日に掲揚する呼びかけを

しておられるのか、また学校での教育活動の中で

国旗、国歌に対する教育はどのようにされている

のか、お尋ねいたします。さらに、神聖なる議場

と議長室に掲揚してはどうかと提案するものであ

ります。御所見を賜りたいと思います。

次に、ＰＦＩ活用による街づくりについてお伺

いいたします。

長引く不況の中で土地再生を促進させる１つの

仕組みとして、ＰＦＩ法の改正が一昨年の国会で

成立いたしました。ＰＦＩというのは、いわゆる

プライベート・ファイナンス・イニシアチブの略

であります。民間の資金や経営ノウハウを活用し

て道路や庁舎、宿舎、社会福祉施設、廃棄物処理

施設、リサイクル施設などの公共事業の施設を効

率的に建設、運営することを目指すものでありま

す。財政事情が思うに任せない中でも、多額の事

業費を計上せずに公共事業を行うことができるの

が何よりの特徴であります。

１ ９９２年、英国が取り組んだ行財政改革の中



で生み出されたこのアイデアは、その後、欧米や

アジア各国に広がり、我が国では１９９９年９月

にＰＦＩ法として施行されました。

そこで、ＰＦＩはどのように活用されるかとい

うと、例えばＡという市役所が老朽化し建てかえ

の必要性に迫られているとした場合に、現在の市

財政では税増収の展望も開けず資金調達が難しい。

こうしたときＰＦＩ法を活用すると、民間企業が

建てかえに関する出資、建設、運営を請け負い、

完成後にその建物についての賃借料をＡ市が民間

企業に支払う方式で市役所が使用します。こうす

ることで、Ａ市は民間資金を活用する形で、市役

所の建てかえが可能になるという仕組みでありま

す。

また、ＰＦＩは、民間活力導入でも第三セクタ

ー方式とは性格が異なるもので、事業や事業者の

選定に際しては徹底した情報公開が求められてお

ります。事業開始前に官民の明確な責任分担など

を規定することから、経営状況が悪化などによる

自治体の負担は避けられるものであります。一方、

民間の事業者に対しては、国有・公有財産の無償、

低価格での使用が認められ、資金についても政府

系金融機関から無利子融資を受けることが可能と

なっております。効率を最重要視する民間に任せ

ることで従来の公共事業に比べて総事業費は２割

から３割安くなるとの分析もあり、現実にＰＦＩ

法が施行されて３年余りが経過しておりますが、

既に全国の自治体の中でもかなりの導入例がある

と聞き及んでおります。

今回、このＰＦＩ法の次の項目が改正されまし

た。１、公共施設と民間収益施設の複合施設いわ

ゆる合築を可能にする。２番目、原則１年間の土

地、建物などのＰＦＩ事業実施のための行政財産

の長期貸付を可能にする。３、省庁、地方自治体

などが管理する公共施設に限られていたＰＦＩ事

業の対象に、国会、裁判所などが管理する施設も

加える等となっております。

これにより、これまでより幅広く、より多角的

な活動が可能になりました。公共の諸々の施設、

庁舎や会館、住宅の建てかえなどの場合にも、さ

らに民間のオフィスや診療所などが入居する複合

施設をＰＦＩ方式で建設することもできることか
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ら、都市再生の一助になるものと期待されている

ものであります。そして、政府の経済財政諮問会

議においても、今後公共投資の削減とあわせてＰ

ＦＩを一段と進めることの考えを示しております。

そこでお伺いいたしたいのは、ＰＦＩ法施行後

３年余りが経過しておりますが、本市においては

今日までどのような検討をなされてきたのか、ま

た今後の具体的な計画があれば見通しなどをお伺

いいたします。

次に、教育問題についてお伺いいたします。

一昨年１２月に、子どもの読書推進法という法

案が成立いたしました。正式には、子どもの読書

活動の推進に関する法律ということでありますが、

この法の理念としては、子供の読書運動について、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力

を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身

につけていく上で欠くことのできないものと定義

づけております。

そして、序文の第４条には、「地方公共団体は、

基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、そ

の地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進

に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。」とあり、地方自治体に子供の読書運動推進

を責務と位置づけています。

また、出版社、業者等については、子供の健全

育成に役立つ良書を提供するように、さらに保護

者に対しては、子供の読書活動の機会充実と読書

活動の習慣化に積極的な役割を果たすように明記

しております。

この法律には、子供の読書意欲を高めるため、

４月２３日を子ども読書の日と定めております。

昨今、凶悪犯罪の低年齢化、学級崩壊、さらにキ

レる子供たちなど、青少年の問題が深刻の度を増

しておりますとき、子供たちの健やかな成長に資

することを定義づけてつくられたこの読書推進法

の意義は、非常に大きいものがあると感じるもの

であります。

ところで、昨年、経済協力開発機構いわゆるＯ

ＥＣＤが加盟国３２カ国の１５歳の生徒たち２６

万５，０００人を対象に世界で初めて実施した調査

によりますと、日本の子供たちは、数学力や科学

応用力は調査国で１番でありました。しかし、同



時に、本を読まない、自分から進んで読まないと

いう子供が５３％もいるという大変驚くべき実態

が浮かんできたのであります。

そこで、全国の自治体においては、子供の読書

の習慣を身につける方策としてさまざまな工夫や

取り組みがなされております。小学校や児童館な

どでの読み聞かせ運動や、授業前１０分間、生徒

に好きな本を読ませる朝の読書運動の実施などが

行われております。さらに、学校図書室の整備充

実など、子供たちの読書環境の向上にも努力され

ているようであります。

そこでお伺いしたいのは、第１点目は、さきに

述べましたように、法によって４月２３日を子ど

も読書の日と定められているようでありますが、

法の第１０条に「子ども読書の日の趣旨にふさわ

しい事業を実施するように努めなければならな

い。」とあります。本市におけるこの日の取り組

みはどのようにされているのか、何かイベント等

を計画するのであれば、お聞きいたしたいと思い

ます。

第２点として、読書環境の整備についてであり

ます。

学校図書館に専任の司書がいるといないとでは、

図書の総貸出数が、司書がいない学校と比べて約

１０倍程度違うというデータも出ております。ま

た、昨年度から公立小・中学校で総合的な学習が

始まり、学校図書室を利用しての調べ学習がふえ

ると聞き及んでおります。教師や児童・生徒のニ

ーズに応じた本を用意できるかどうかに学習活動

の成否がかかっております。児童・生徒の読書環

境を豊かにするためにも、学校司書の全校配置を

早急に実施していただきたいと思います。

３点目、泉南市における学校司書の配置状況、

今後の司書配置計画についてお伺いいたします。

そして、各学校において国が定める学校図書室標

準に基づく標準冊数と比べての図書館蔵書数の現

状についてお伺いいたします。

第４点目として、各校の蔵書を最大限に活用し、

本の不足を補う目的で、また、希少な本の共有化

を図るために校内ＬＡＮ及びインターネット網を

使って、学校図書の広域ネットワークを図っては

どうかと思います。さらに、検索システムを使っ
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て子供たちの読みたい本がすぐにどこにあるかわ

かる。例えば別の学校から借りることができ、蔵

書の有効利用が可能になるようなもの。こういっ

た学校図書の総合システムの構築につきましてど

のようにお考えになっておるか、お伺いいたした

いと思います。

次に、５点目に中学校で自転車に乗る方が非常

にふえておりますが、事故もふえております。中

学生が自転車に乗るときに、ヘルメットを着用す

ることについて質問をいたします。

近年、少子・高齢化が声高く叫ばれている中、

何とか少子化を食いとめたいと、行政においても

家庭においてもさまざまな方策を考え、実行され

てきました。しかし、少子化の波は簡単には乗り

越えることができません。２００６年には日本の

人口はピークに達し、それ以後は減少していくで

あろうと予想されています。

生徒を取り巻く環境もさま変わりして、危険な

ことも多くなってきました。自転車での通学時や

塾通いの事故、友達と自転車で遊んでいるときの

事故など、さまざまな原因で事故が発生しており

ます。泉南市として過去５年間に自転車による接

触事故の発生件数はどれぐらいあるのか、また自

転車で通学の子供たちはどれぐらいいるのか、お

聞かせ願いたいと思います。

教育問題の６点目、子供の権利条例の制定につ

いて伺います。

世界じゅうのすべての子供には、生きる権利、

育つ権利、守られる権利、参加する権利という４

つの権利があります。日本は１ ９８９年の国連の

採択から実に５年の歳月を経て、１９９４年４月、

世界で１５８番目の批准国となりました。

今、子供たちを取り巻く地域社会の現状、行政

の姿勢はどうでしょうか。開発途上国の子供たち

に比べれば、飢餓や戦争もなく、日本の子供たち

は恵まれ、甘やかされているというのが大方の発

想ではないでしょうか。１９９４年に日本も子ど

もの権利条約に批准しながら、国内法はもとより

地方自治体でも子供の権利を条例などで明文化し

ております。泉南市として、子供たちの心に寄り

添い、子育て環境や子供たちの状況、子供たちに

対する大人の変革について真剣に考え、行動すべ



きときであります。

こうした流れの中、全国で子供の権利を条例に

よって守り、まち全体で取り組んでいる自治体も

多々出てきております。神奈川県川崎市、大阪府

の箕面市、兵庫県の川西市などなどであります。

次の時代、未来の宝である子供たちをみんなで守

り、はぐくむ土壌は、市民である我々しかつくる

ことができません。また、リーダーシップをとれ

るのは市長であり、教育長であります。市として

子供の権利条例の制定を求めますが、御所見を賜

りたいと思います。

次に、放置自転車のリサイクルについてお伺い

いたします。放置自転車を公用車に再利用をして

はどうかとの提案であります。

現在、駅周辺などの放置自転車は、泉南市自転

車等の駐車秩序に関する条例により、保管期限の

切れたものの一部は、１５年度から大阪府が実施

するサイクル・エイド事業に乗っかるような形で

実施するそうでありますが、この放置自転車を公

用車に利用できないものでしょうか。

これは、歩くには少し遠いところで所用で行く

場合に利用すれば、時間の短縮にもつながり、普

通なら自動車を利用するところを自転車で行けば

燃料の節約にもなりますし、現在、市役所など一

部の施設には数台の自転車を常備してあるようで

すが、これは市役所のことだけではなく、職員の

おられる公共施設でより多く活用すればメリット

も大きくなるのではないでしょうか。御所見を賜

りたいと思います。

次に、介護保険制度についてお伺いいたします。

まず第１点目は、第１号被保険者の低所得者に

対する保険料負担の軽減が必要ではないかと考え

ますので、御所見をお伺いいたします。

第２点目は、介護保険料を滞納している人に対

してどのように対応されているのか、また滞納さ

れている方が給付制限に該当する場合、今後どの

ように対処されるのか、お伺いいたします。

最後に、身体障害者補助犬法の対応について質

問いたします。

身体障害者の社会生活を手助けする補助犬が社

会で十分に活躍できる環境を整える身体障害者補

助犬法が、平成１４年１０月１日から施行されま
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した。補助犬とは、目に障害のある人を誘導する

盲導犬、手足の不自由な人の動作を手助けする介

助犬、耳に障害のある人の耳がわりになる聴導犬

の３種類のことであります。

今回の法律は、障害者が同伴する補助犬が社会

的に受け入れやすく、具体的には公共施設や公共

交通機関において、障害者が伴った補助犬の受け

入れを拒んではならないと義務づけられたもので

あります。

泉南市においては、身障者に対する手助けもい

ろいろとされておりますが、この法律ができたこ

とに対する取り組みを既にされているのか、また

いないのか、この法律に該当される方がどれくら

いおられるのか、それぞれの障害別にお尋ねいた

します。また、補助犬の導入について問題になっ

ていることがあるのかないのか、その理由もあわ

せてお聞かせ願いたいと思います。

以上、大綱６点にわたりましたが、理事者の皆

さんの明快な御答弁をお願いいたします。

○議長（成田政彦君） ただいまの奥和田議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、国旗掲揚につ

いてお答えを申し上げます。

各市町においては、それぞれ公共施設で国旗掲

揚をしているところ、あるいはいないところ、多

種多様でございます。泉南市の場合は、現在まだ

そこまでやっておりません。今後、物理的に掲揚

できる場所、あるいはそういう掲揚台のないとこ

ろもございますんで、そういうことも含めて一定

の検討をしてまいりたいと考えております。また、

規定等については特にございませんので、御理解

を賜りたいというふうに思います。

それと、市民の皆様にもお知らせしてはという

ことでございますけども、市民の皆さん方は国旗

掲揚についてさまざまなお考えがあるというふう

に思われます。行政として市民の皆様にそういう

ことを奨励するということではなくて、市民の皆

様の自主的な判断にお任せする方がよいというふ

うに考えているところでございます。

また、議場に国旗をということでございますけ

ども、現在、府内各市におきます議場内の国旗掲

揚につきましては、大東市、門真市、茨木市、箕



面市が議場に掲揚しているというふうに聞いてお

ります。議場については、議会の方の管理といい

ますか、そういう形になっておりますので、私か

ら答弁するのは適当ではないというふうに考えて

おりますので、また議会の皆さんで御協議をいた

だければというふうに思っております。

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） ＰＦＩの活用によるま

ちづくりについて御答弁をさしていただきたいと

思います。

ＰＦＩとは、先ほど奥和田議員さん言われまし

たように、公共施設等の整備等を行うに当たりま

して、民間による資金や経営・技術的能力を活用

し、効率的、効果的な公共サービスの提供を行う

全国的に注目される新たな手法の１つであります。

また、公共施設等の整備に関して、コストの削減

や、より効果的、効率的な業務の執行並びに民間

活力の活用は、行財政改革の観点からも必要とさ

れております。そのような中、本市が実施する事

業についても、これまでの整備手法にとらわれず、

さまざまな手法の中から最適な方法を選択し、Ｐ

ＦＩが有効と考えられる事業についてはＰＦＩの

適切な導入を図っていく必要があると考えており

ます。

本市の取り組みでございますけれども、昨年７

月に課長級以下１１名の職員で構成する泉南市Ｐ

ＦＩ研究会を設置し、現在、本市における導入の

可能性、効果等の調査研究を行っているところで

ございます。平成１５年度末には当該研究会の成

果として報告書が取りまとめられる予定でありま

して、今後の本市のまちづくりの手法として、可

能性、効果を勘案し、有効と考えられる事業にお

いては適切な導入を図り、まちづくりを進めてま

いるものでありまして、１つの有効な手法という

ふうに考えております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 私の方から、教育問題に

ついて、特に子ども読書の日についての御答弁を

申し上げたいと思います。

一昨年の１２月、子どもの読書活動の推進に関

する法律が超党派の議員立法として可決成立し、
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公布施行されました。

この中で、先ほど議員御指摘のように、国、地

方公共団体、事業者、保護者それぞれの責務や努

力、役割、また連携強化が規定されておるわけで

ございます。また、法律では４月２３日を子ども

読書の日とすることも規定されましたが、これは

啓発広報の推進の一環として、国民の間に広く子

供の読書活動についての関心と理解を深めるとと

もに、子供が積極的に読書活動を行う意欲を高め

ようとして設定されたものでございます。

これを受けまして、本年度は教育委員会といた

しまして、学校現場に対し、子供たちが自然に読

書に対し興味、関心を持つよう、朝の読書タイム

の設定やボランティアの活用による読み聞かせ、

紙芝居等の実施を指導してまいりました。そして、

多くの学校が取り入れて実践いたしております。

平成１５年度におきましては、各学校の行事計画

の中に４月２３日を子ども読書の日と位置づけて

いくよう指導していきたいと考えております。ま

た、その後、各学校の取り組みにつきましても調

査を行い、その内容を把握したいと考えておりま

す。

また、社会教育においての取り組みといたしま

しては、今年は４月２３日は平日でございますの

で、市立図書館では４月、５月のこの２カ月の土

曜日――毎週というわけではないんですけれども、

この土曜日において、かみしばい会、おはなしひ

ろば、こどもまつりなどを開催する中で、読書の

楽しさ、大切さを受けとめていただこうというふ

うに考えているところでございます。

また、青少年センターでも、子供の読書活動の

推進を図るため、読み聞かせのボランティアの方

々の協力を得まして講師としてお招きし、一般市

民を参加対象とする読み聞かせ講座である泉南楽

しいな読書会の事業実施によりまして、子供たち

に本を読み聞かせることのできる人材の養成をい

たしておるところでございます。また、その成果

の発表の場として、子供たちに楽しいお話や絵本

の読み聞かせ、紙芝居等を行う読み聞かせの会を

開催しております。このことによりまして市民の

間に広く子供の読書についての関心と理解を深め

るとともに、子供が積極的、自主的に読書活動を



行う意欲を高め、言葉を学び、感性を磨き、表現

力を高め、創造力を豊かなものにし、真の生きる

力を身につける子供の育成を図っておるところで

ございます。本年度もそういった形での事業展開

をしてまいりたいと思っておりますので、御理解

のほどよろしくお願い申し上げます。

○副議長（市道浩高君） 吉野部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 第１点目の学校現

場における国旗、国歌の指導から御答弁申し上げ

ます。

議員御指摘の国旗、国歌に関する指導ですが、

まず国旗、国歌の取り扱いにつきまして、学習指

導要領では、小学校の社会科におきまして我が国

の国旗、国歌の意義を理解させ、これを尊重する

態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同

様に尊重する態度を育てることになっております。

また、中学校社会科公民的分野におきましては、

国旗、国歌の意義並びにそれらを相互に尊重する

ことが国際的な儀礼であることを理解させ、それ

らを尊重する態度を育てることとなっております。

それから、小学校の音楽科におきましては、い

ずれの学年におきましても国歌を指導することと

なっております。

また、これらの実践の場として入学式や卒業式

においては、国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱

することになっております。

以上が学校における国旗、国歌の指導内容であ

ります。教育委員会といたしましては、今後とも

学習指導要領にのっとって国旗、国歌の指導がな

されるよう指導してまいりたいと考えております。

次に、学校司書に係る件でございますが、まず

配置状況でございますが、平成１４年度は緊急地

域雇用創出特別基金事業を活用して、学校図書館

整理要員として司書資格を所有している者４名を

配置しております。具体の配置校につきましては、

信達小、一丘小、砂川小、一丘中の４校でありま

す。残りの小・中学校につきましては、年度ごと

のローテーション方式で、１５、１６年度の２年

間で対応してまいりたいというふうに考えており

ます。

今後の配置計画でございますが、この事業が終

わった１７年度からのいわゆる学校司書の配置に
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つきましては、財政状況をかんがみ、司書の配置

について努力をしていきたいと考えております。

次に、本市小・中学校の蔵書のいわゆる標準冊

数に対する達成状況でございますが、平成１３年

度末時点で、小学校では１００％以上達成してい

る学校は３校、７５％から１００％未満が２校、

５０％から７５％未満は２校、３０％から５０％

未満が４校でございます。中学校では、４校とも

３０％から５０％未満になっております。この状

況を踏まえ、今後とも図書の購入に努力をしてま

いりたいというふうに考えております。

次に、学校図書の広域ネットワーク化でござい

ますが、先ほど申し上げましたように、学校図書

館整理要員として司書資格を所有している者を４

名配置しております。この整理要員の主な業務の

１つとして、パソコンを使っての図書目録の作成

がございます。現況、ほぼ当該校すべてをパソコ

ンに打ち込めたと聞き及んでおります。１５、１

６年度につきましても同じ業務を行ってもらいま

すので、市内の各小・中学校の蔵書目録のデータ

ベース化ができるものと考えております。これが

でき上がりますと、議員御指摘のインターネット

による各校の蔵書の情報の共有化ができるものと

考えております。

また、公立図書館にかかわりましては、将来い

わゆるイントラネットが設置されればさらに広域

ネットワーク化が進むものと考えております。

以上でございます。

○副議長（市道浩高君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 議員

御質問の中学生の自転車通学の現状について御答

弁申し上げます。

まず、ヘルメットの着用状況についてですけれ

ども、ヘルメット着用につきましては、命にかか

わる重大な問題であることを全体集会、さらには

学活等で指導いたしております。保護者懇談会等

の機会もとらえてヘルメットを着用するよう協力

をお願いしているのですが、現実的にはなかなか

効果が上がっていないという現状があります。

それから、自転車通学時の交通事故の件数です

けれども、これはあくまで通学途上ないし下校途

上の事故の件数ということで、しかも西信達中学



校は自転車通学を許可してませんので、残りの３

校の合計いうことでお聞きいただきたいと思いま

す。

日本体育・学校健康センターの保険の適用を事

故によって申請したものの数ですけれども、平成

１０年度で３中学校合わせて２件、１１年度が６

件、１２年度が５件、１３年度が３件、１４年度

が４件となっています。幸い重大な交通事故は発

生しておりませんけれども、飛び出しなどの交通

マナーの悪さが原因の事故が多く見られます。こ

れからも交通安全教育の充実を実施していきたい、

そんなふうに考えております。

最後に、自転車通学を許可されている生徒の数

について御答弁申し上げます。先ほど申し上げま

したように、西信達中学校を除いた残り３校の許

可されている生徒数ですけれども、３校合わせて

９４４名と。学校によって差異はありますけれど

も、生徒総数の半数近くが自転車通学を許可され

ていると、そういう状況になってますので、よろ

しく御理解をお願い申し上げます。

○副議長（市道浩高君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 子どもの権利条約

について御答弁をいたします。

子どもの権利条約は、議員御指摘のとおり１９

８９年、平成元年の第４４回国連総会で採択され、

我が国では１９９４年、平成６年４月２２日に条

約を批准し、同年５月２２日から国内で発効いた

しております。条約では子供の市民的権利を大人

と同様に認める立場をとり、意見表明権、表現の

自由などの条項から構成されており、子供を人格

を持った１人の人間として尊重されなければなら

ないと規定いたしております。

本市におきましては、平成９年３月に子どもの

権利条約を解説したリーフレットを作成し啓発に

努めるとともに、川西市の子どもの人権オンブズ

パーソン制度につきましても情報を収集いたして

おります。今後これらの点を十分に踏まえまして、

子供の権利条例につきまして研究してまいりたい

と考えております。

以上です。

○副議長（市道浩高君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 放置自転車に
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ついて御答弁申し上げます。

現在、駅周辺道路等に放置している自転車につ

きましては、定期的に市営駐輪場に移動した後、

一定期間経過後に置き場に保管をいたしておりま

す。平成１５年度におきましては、この引き取り

のない回収した放置自転車を修理、再生し、自転

車を必要としている国の子供たちに贈る事業、い

わゆるサイクル・エイド事業を実施すべく、当初

予算におきまして自転車再生業務委託料として３

１万２，０００円を計上いたしているところでござ

います。

また、御提案のございました修理、再生した自

転車を市役所や出先機関などの公用としての使用

につきましては、環境面や財政面からのメリット

が多分にあると考えており、早期の実施に向け検

討しているところでございますので、御理解のほ

どよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○副議長（市道浩高君） 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、介護保険事業、そして身体障害者補助

犬法について御答弁申し上げます。

まず、介護保険事業についてでございます。

第１号被保険者のうち、低所得者に対する介護

保険料負担の軽減について、議員も御承知のよう

に、介護保険料につきましては、平成１３年１０

月から減免を実施いたしております。しかしなが

ら、保険料に関する相談件数、平成１３年度１０

０件に比べ減免実績は平成１３年度は１２件、平

成１４年度で３０件と実績も少なく、また最近の

年金受給額のカットや健康保険等の負担増を考慮

いたしますと、減免基準の見直しの必要性を感じ

ておるところでございます。今月中にも減免基準

の収入要件１２０万円を生活保護基準額程度に、

資産要件の預貯金を１００万円から３５０万円に

改定する方向で検討しているところでございます。

次に、介護保険料の滞納の状況とその対策につ

いて、平成１３年度の滞納繰り越しは１６５万３，

８９０円で、平成１４年度は７９３万１，９６０円、

滞納者は３０８名となっております。収納の状況

は、１月末時点で比較いたしますと少し上がって

います。



議員御指摘のように、サービスを利用されてい

る方が滞納されますと、給付制限が発生してまい

ります。このことから、私どもは日ごろから納付

書の発送時期あるいは要介護認定の申請時等の機

会をとらえ、注意を促しているところでございま

す。また、電話や文書で連絡をしまして納付指導

や相談を行っていますので、御理解のほどお願い

申し上げます。

介護保険制度の周知について、制度が始まり３

カ年を経過いたしましたが、認定や費用負担、介

護報酬、ケアプランなど難しい面がございます。

広報誌、納付書・被保険者証発送時にチラシやパ

ンフレットの同封、出前講座などで対応してまい

りましたが、日ごろの苦情や相談の内容から制度

の御理解をいただいていないために問題となるケ

ースが多く、私どももＰＲの必要性を感じていま

す。今後、民生委員や地区福祉委員にもお願いす

るなど、手法も含めて検討し、少しでも理解が得

られるよう周知啓発に努めてまいりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

次に、身体障害者補助犬法について御答弁申し

上げます。

御承知のとおり、平成１４年１０月に身体障害

者の自立及び社会参加の保障の一環として、身体

障害者補助犬法が施行されました。この法律は、

障害者を支援する動物として知られている盲導犬

のほかに、肢体不自由の方の援助をする介助犬、

聴覚障害の方のために音の聞き分け、情報伝達、

音源への誘導などができる聴導犬といった３種類

の補助犬を法律上はっきりと位置づけ、身体障害

者の方々がこれら補助犬とともに公共施設や交通

機関などを利用する際の円滑な受け入れを保障す

る一方、補助犬の認定制度や訓練事業体の整備、

また利用者や訓練事業者の管理責任や義務をうた

っております。

現在、この補助犬の状況は、全国レベルで盲導

犬が約９００頭いるほか、介助犬が約３０頭弱、

聴導犬は約２０頭であり、府内でも盲動犬が５４

頭いるのに比し、介助犬、聴導犬は各１頭しかい

ない状況で、普及とはほど遠い状況であります。

さらに、５０年近い実績を持つ盲導犬ですら、い

まだにホテルやレストランで同伴を拒否されるケ

－９０－

ースが少なくなく、介助犬や聴導犬に至ってはペ

ット同様の扱いで、逆に障害者の社会参加を拒む

原因となっています。

本市といたしましても、本法制定のこのような

社会状況を十分認識し、今後、大阪府等関係機関

と連携し、市民に補助犬の存在や役割、その必要

性を周知すべく、情報提供や広報活動に積極的に

取り組んでいくとともに、障害者の方々が快適に

暮らせる環境づくりに努めてまいりたいと考えて

おります。ちなみに、該当者ということでござい

ますが、泉南市に現在おらないという状況でござ

います。

また、公共施設に受け入れが、この施設はいけ

ますよというようなステッカー等も一度関係機関

に照会して探して、そのような公共施設の入り口

に張るとか、そのようなことも考えてまいりたい

と、このように考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

以上です。

○議長（成田政彦君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 一通り答弁をいただきま

した。前向きの答弁から後ろ向きの答弁から、い

ろいろありましたけども、まず国旗掲揚の問題で

あります。

これは議場と議長室、先日、泉佐野でぱっと前

を見たら、非常に日本の象徴である日の丸の旗を

ぱっと掲げてるんですな。こっちの方には、左の

方には泉佐野市のいわゆるマークを張っておりま

したけど、非常に格好ええなあという形で、今度、

阪南市の方の議長室を訪ねて行ったら、阪南市に

も張っておりましたわ。

両隣の市にあって泉南市になぜないんかという

ことなんですけど、これは議長の権限内だと思う

んですけどね。これ、手帳を見たら、いつももら

う手帳の大阪府議会ですな。これも非常に格好よ

くばあっと載っておりますけども、こういうこと

はどうなんですかな。議長、これ答えていただけ

るんかな。議長権限内やと思うんやけど、これ議

長、答えていただけるんかな。

○議長（成田政彦君） これは議場内では答えられ

ませんので。

○８番（奥和田好吉君） 議場では答えられへんの。



○議長（成田政彦君） そうです。

○８番（奥和田好吉君） 議場では答えられないと

いうことは、後、検討していきたいということで

すか。だれかと決めたいということですか。――

ちょっと無理、答えられないということですな。

いずれにしても、この問題については、非常に

そういう神聖なところに国旗を掲げるということ

はええことではないかいなと思います。ここで答

えられないのであれば、あえてここでは質問を控

えさしていただきたいと思います。

それから、ＰＦＩの活用についての街づくりで

ありますけども、これ非常にこれからの時代、こ

ういうものを活用していく検討会というのが現在

なされているらしいんですけども、非常に大事な

問題だと思います。もう市長の頭の中には、合併

の問題とかいっぱいになると思いますけども、今

の時代、こういうものを先駆けてやっていくとい

うことが非常に大事です。

聞くところによると、農業公園も何やこのＰＦ

Ｉで後からやるとか言ってるんですけど、それど

うなんですか。途中からこんなもんできるんです

か。普通、こんなもんは大体計画の段階からずっ

とやるもんだと思うんですけど、そこらどうなん

でしょうかね。

○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） 御承知のとおり、

もう既に農業公園につきましては、ＰＦＩの導入

に向けて調査を毎年継続してやってきております。

１５年度におきましても、公募に向けてのいわゆ

る事業者の参画、こういうことで１５年度も予定

しております。

議員御指摘のとおり、そのねらいとしましたら、

民間事業者の保有する人材、ノウハウ、資金等を

活用するという大きなねらいがございます。また、

一方で長期的な市の財政負担の低減につなげてい

くと、こういうことでございまして、現在導入を

すべき調査検討を行っておるという状況でござい

ます。

○議長（成田政彦君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 時間もありませんので、

この問題についてはやりませんので、次に移りた

いと思います。

－９１－

教育問題でありますけども、泉南市は各図書室

の司書の配置をもう少し積極的に考えていただけ

ないものでしょうか。この司書のおるところとお

らないところで、子供に対しての大変な大きな開

きがあります。

先ほどの答弁では、泉南市は司書については非

常に消極的やなと感じます。もう少し、泉南市の

将来の子供たちのために、もっと子供たちにいい

本を読ませたいという使命に立って司書の配置を

何とかしていただきたいと思うんですけど、どう

ですか、この点は。

○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） 確かに近隣市町の

状況もそうでありますように、司書の配置という

ことが子供たちの読書意欲の喚起あるいは具体の

効果について非常に大事な要素を持っているとい

うことは、十分認識いたしております。

学校図書館の有効活用方について、学校図書館

法におきましては、御承知のとおり、司書教員に

ついては置かなければならないということで、専

任の司書教諭ではございませんが、既に平成１３

年度から資格を持っている教諭を、専任司書では

ございませんが、発令をいたしております。こう

いういわゆる司書教諭と学校司書が相まって、学

校図書館の有効活用がさらに高まるものと考えて

おります。

いわゆる学校司書の配置につきましては、先ほ

ど御答弁申し上げましたが、こういった財政事情

の中、１４、１５、１６といわゆる緊急雇用の基

金事業を活用して、先ほど言ったような学校の図

書館の基本的な整備というんですか、例えばデー

タベース化とか、こういったことをやり上げ、１

７年度以降につきましては、先ほど来答弁さして

いただいておりますように、財政事情を考えなが

ら努力してまいりたいと、このように考えており

ますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（成田政彦君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 子供たちによく聞くのは、

学校で読みたい本ない。それです。じゃ、司書に

相談する。それもおらん。これなんです。子供た

ちに良書を読ましたいというお考えは、各学校の

先生、皆お持ちだと思います。しかし、それがな



されない。なぜなのか。そのために、先ほど学校

図書の広域ネットワークの話をしましたけども、

読みたい本がどこそこにある、こういうのを司書

が探して子供たちに読み聞かしてあげるというこ

との行動も大事であります。この広域ネットワー

クについて、もっと積極的に現実にできるように

働きかけてもらえないものでしょうか、お聞かせ

願います。

○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） 先ほども答弁さし

ていただきましたが、いわゆる広域ネットワーク

化の第１段階として、来年度は小学校におけるイ

ンターネット化を図りますので、小学校間におけ

るいわゆるネットワーク化というんですか、双方

の、それぞれの学校の蔵書の共有化あるいは情報

の共有化という点につきましては、来年度、小学

校のインターネット化に伴いできるものというふ

うに考えております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） それから、自転車通学で

ありますけども、いろんなところから苦情も入っ

てます。ここの市役所の中にも、ようさん自転車

をずっと置いてそこでたむろしてるときもありま

すけども、子供が接触事故を起こしてけがをした

のが、今ずうっと聞きましたけど、我々が聞いて

る範囲より非常に少ないですね。これは、学校か

らのいわゆる報告なんでしょうかね。非常に大き

な事故につながりかねないという事故もあったの

は、私も聞いております。

現実にどうなんでしょうか。先ほどヘルメット

の着用については、指導はしてますけども、義務

づけてませんという話でしたけども、ここらは大

きな事故が起こる前に、接触事故がいろいろある

みたいな感じなので、その大きな事故が起こる前

に、そういうものをもっと検討していくべきでは

ないでしょうか、子供のために。

○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） 先ほ

ど申し上げました接触事故というんですか、交通

事故の件数ですけれども、あくまで学校現場が、

日本体育・学校健康センター法という保険があり
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ますんで、それにのっとって処理した実数という

ことで報告さしてもらってます。

ヘルメット指導の件ですけれども、確かに事故

につながりかねないというんですか、ヘルメット

をかぶってることによって交通事故のけがの状況

は少なくとも改善されると、そういう認識は十分

持ってます。これは各学校においても同じですけ

れども、先ほど申し上げましたように、その認識

に立った上で、全校集会とか学活、さらには保護

者等に訴える中で何とかヘルメットを着用するよ

う指導してます。時には、月初めの通学指導とい

うんですか、そのときに教師が立って指導すると。

でも、命にかかわる大事なことということでか

なり呼びかけてはいるんですけども、常時の着用

にはなかなか至らないいうんですか、子供の方に

聞いてみますと、１つは髪型が崩れるとか、にお

いがするとか、格好が悪いとか、今の子供の状況

をそのまま物語ってるんやと思うんですけども、

それよりもやはり生命の方がはるかに大事である

と。ここら辺を再度、保護者、さらに地域の方と

も連携する中で何とか指導をしていきたいと、そ

んなふうに思ってますので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。

○議長（成田政彦君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 子供の意見聞いてどうす

るんですか。子供の命のために、命を守るために

言うてるんですね。私、議員になってここ１０年

ちょっとになりますけど、泉南市で子供がヘルメ

ットかぶって自転車に乗ったん一度も見たことあ

りません。どんな指導をされてるんか知らんけど

も、よそに行ったらよく見かけます。その子供の

ために、事故はあってはならないことですけども、

万が一のときに、そういうものを着用してるのと

してないのと大きな違いがあるんです。

泉南市の将来の宝のために、もっともっと、た

だ指導してるだけじゃどうにもならない。言うこ

とを聞かなんだら、どうにもならないんですよ。

もっと実際に子供が着用できるように指導できな

いかということをお願いしてるんです。どうなん

ですか。

○議長（成田政彦君） 中野教育指導部参与。もう

簡単に。



○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 先ほ

ども申し上げましたように、命にかかわる大事な

ことと、その認識は変わらないと思うんです。あ

と、さらに今後この点について指導を徹底してい

きたいと、そんなふうに思いますので、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） 以上で奥和田議員の質問を

終結いたします。

次に、１０番 上山 忠君の質問を許可いたし

ます。上山君。

○１０番（上山 忠君） 市政研の上山でございま

す。一般質問をさしていただきます。

さて、奈良・東大寺二月堂のお水取りも始まり、

日一日一日と春らしくなってきました。桜の開花

予報もつい先日出されました。別れと新しい出会

いの季節でございますが、世の中の動きを見てみ

ますと、アメリカ・ブッシュ大統領のイラク・フ

セイン体制の崩壊を目的とした武力進攻が国連安

保理で議論されています。平和か戦争か、また北

朝鮮の核開発の解除、原子炉の再稼働と、国際世

論を無視した行動に国民は怒りすら感じています。

国内を見てみますと、景気の回復は上向くどこ

ろか、泥沼に入り込んで沈没寸前であります。雇

用面で見てみますと、つい直近の近畿の失業率は

６．３％、大阪は全国で２番目に悪い７．７％になっ

ています。特に泉州地域は悪い。泉南市において

は、泉南サティも６月末に閉鎖が決まり、約３０

０名の雇用が喪失されます。行政は、なお一層の

努力が求められています。

今議会は、平成１５年度の予算が審議されます。

また、市民に直結した重要議案が上程されていま

す。市民の立場に立った議論が求められています。

それでは、通告に従い質問を行いますので、よ

ろしくお願いいたします。

大綱の第１、行財政改革についてお尋ねいたし

ます。

新行財政改革実施計画は、最終年度に入ります。

先日、議会にお示しになった「行財政改革の取り

組み状況について」を読ましてもらうと、計画と

実績値にかなりのそごが出ています。最終年度の

今年度に何をどのようにローリングさせながら、

削減目標の１６億円を達成させるための方策をお

－９３－

示しください。

また、歳入の骨幹をなす市税、一般会計からの

多額の繰入金がなされている国民健康保険事業、

介護保険事業、下水道事業、水道事業と幼稚園・

保育園の収税並びに収納率とその滞納対策につい

てお示しください。

大綱の第２点目、済生会泉南病院及び特別養護

老人ホーム跡地利用についてお尋ねをいたします。

この跡地の利用については、関西国際空港第２

期工事賛成のための条件で、大阪府は泉南市の了

承なしには勝手に処分できないことになっている

はずですが、このたび市は跡地利用のための調査

費１００万円を計上されていますが、どのように

されようとしているのか、お示しください。

大綱の第３、介護保険制度についてお尋ねいた

します。

介護保険制度が運用されて３年近くが経過し、

本年４月には見直しがなされます。１号被保険者

の保険料については、府内の９割以上の自治体が

値上げが必要として月額平均３，６７２円としてい

ます。約１４％の値上げがされようとしています

が、我が泉南市の保険料は据え置きの３，３５０円

とのこと。６５歳以上の老人人口はふえる一方で

すが、この保険料で今後３年間維持していけるの

かどうか、お示しください。

次に、介護報酬の改定が今年度４月から実施さ

れますが、その中身は利用者側から見ると、施設

報酬が平均４％と引き下げられたことで自己負担

が少なくなり、施設志向がむしろ拡大する。一方、

在宅サービスでは、短時間の訪問介護を中心に利

用していた人、また限度額のサービスを受けてい

る人の中には自己負担額がふえてくるケースも出

てきますが、国が介護保険制度導入の目的は、高

齢化が進む中、施設介護をなるべく減らし、在宅

介護をふやしていくことであったはずですが、所

期の目的に反する改正ですが、なぜこのようにな

ったのか。我が泉南市の介護認定者のサービス受

給者で見ると、施設入所者の５倍の方が在宅サー

ビスを受けられていますが、なぜこのような改正

になったのか、その理由をお示し願います。

大綱の第４、教育問題についてお尋ねいたしま

す。



学ぶペースの早い子と遅い子を別のグループに

して教える習熟度別指導と小・中一貫教育につい

て、教育委員会と現場、小・中学校の取り組みに

ついてお示し下さい。

次に、子どもの読書活動の推進に関する法律の

制定により、４月２３日を子ども読書の日と定め

ていますが、教育委員会及び現場の取り組みにつ

いてお示しください。

次に、学校図書館図書整備５カ年計画で、学校

図書館における図書資料整備のための経費につい

ては、地方交付税措置が講じられているが、平成

１３年度は単年度で約１０８億円の措置であった

が、平成１４年度から５年間で計画的な整備を図

ることとし、毎年１３０億円が措置されることが

決まっているが、平成１３、１４年度はいかほど

の金額でどの程度の整備がなされたのか、また平

成１５年度の予算はどの程度確保されたのか、お

示しください。

最後になりましたが、土地開発公社についてお

尋ねいたします。

土地開発公社の役目は、市が直接購入できない

ため公社に先行取得させ、事業計画が決定したと

きに買い戻しする機構だと理解しているが、しか

し市の要請により購入した土地で買い戻しされな

い土地がかなりあると思うが、実情はどうなって

いるのか、その保有地の何割が塩漬け地になって

いるのか、その対策はどのようにされようと考え

ておられるのか、お示しください。

以上が壇上からの質問です。時間の許す限りに

おいて自席にて再質問をいたしますので、議論が

かみ合うような答弁を願いまして、終わります。

御清聴ありがとうございます。

○議長（成田政彦君） ただいまの上山議員の質問

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、２点目の済生

会泉南病院及び特別養護老人ホームの跡地利用に

ついてを御答弁申し上げます。

議員御指摘ありましたように、この跡地利用に

つきましては、関西国際空港関連地域整備等に関

する大阪府への要望書の中にございます。平成１

１年の３月４日付で市長、議長、空特委員長名で

大阪府知事に要望したものでございます。

－９４－

その内容につきましては、要望事項といたしま

しては、済生会泉南病院及び府立泉南特別養護老

人ホームの跡地については本市の意向に基づいた

利用を認められたいと、こういう要望でございま

した。

これらについては、３月１６日付で知事より回

答をいただいておるところでございます。この中

では、府有地である現泉南病院等の跡地の利用計

画については、貴市の意向を尊重して十分協議し

てまいりたいと、こういう回答をいただいており

ます。

現在、りんくうタウンの方に済生会泉南病院あ

るいは特別養護老人ホームが移転いたしまして、

現在あそこは空き家といいますか、そういう状態

にございます。大阪府の方では、一応あそこを解

体したいということで、平成１５年度の大阪府予

算にこれの解体工事が予算計上されてるというふ

うに聞いております。

そのお話があったときに、過去の経緯も踏まえ

まして大阪府の方に十分話をし、そして解体は、

これは非常に古い建物でございますんで、いずれ

解体していただくのは結構ですと。ただ、その中

で、泉南病院のところでごく最近建てました健診

センターの部分がございますけども、これは後で

建てましたので一応独立した建物ということと、

それから比較的新しい、そして広さも結構あると

いうこと、そしてもともとは健診センターとして

使われていたという建物でございますんで、その

部分は残していただきたいというふうに申し上げ

まして、理解をいただいているところでございま

す。

これをどう使うかということについては、今年

度、泉南市の方で平成１５年度当初予算に計上さ

していただいております委託料で、この健診セン

ターの建物も含め、跡地の土地利用構想を策定す

るための基礎調査を実施してまいりたいと考えて

おります。

この調査では、基礎的データの収集と跡地の位

置づけ、導入機能のイメージなどを検討し、その

後に学識経験の方や市民の代表の方々に御意見を

お聞きして跡地の利用構想をまとめてまいりたい

というふうに考えておりまして、１５年度その調



査をやっていく予定にしております。その間２年

ほど大阪府には、撤去はされますけれども、泉南

市の意向がきちっとするまで、そのままとどめお

くようにというふうに申し上げているところでご

ざいます。

○議長（成田政彦君） 大前財務部参与。

○財務部参与兼行財政改革推進室長（大前輝俊君）

私の方から、１点目の行財政改革の実施計画の

目標値１６億円のことに関しまして答弁申し上げ

ます。

長引く景気の低迷等によります市税収入の減少

や義務的経費の増加などにより行財政運営の抜本

的かつ徹底的な見直しが急務となったため、一昨

年、新行財政改革大綱及び同実施計画を策定し、

事務事業の見直しや財政の健全化、経費の節減合

理化など鋭意行財政改革の推進に取り組んでまい

りました。

平成１５年２月現在の主な実施項目といたしま

しては、特別職及び一般職の給料削減、職員数の

縮減、物件費の縮減や施設管理委託業務の見直し

などにより、実施計画書の収支見通しに反映でき

る額としましては、平成１３年度で１億６，３００

万円、平成１４年度で実施または実施の見込める

ものとしましては３億８，７００万円となっており

ます。また、平成１５年度に実施または実施の見

込める項目としましては、個人給付的事業の見直

し、職員給料の延伸及び給料の削減、特別職給料

の削減、管理職手当の削減などによりまして、収

支見通しに反映可能額としましては７億７，２００

万円となっており、平成１３年度から１５年度の

３カ年で１３億２，２００万円となる見込みでござ

います。

行財政改革実施計画で掲げました御指摘の目標

額１６億２００万円との乖離は、現在のところ２

億８，０００万円となっております。これは、市税

収入の確保が現時点では見込めないことが主な要

因であると考えております。

今後の対応といたしましては、平成１５年度の

より一層の経費削減や市税の徴収に努力いたしま

すとともに、平成１３年度から１５年度の総括と

並行して、未達成項目や新たな項目を追加した行

財政改革大綱の策定を視野に、昨年お示しいたし

－９５－

ました財政健全化計画の着実な実行、行財政改革

を強力に推進してまいらなければならないと考え

ております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 私の方から、上山議員

御質問のまず市税の収納率の状況、それとあと開

発公社というふうな形で御答弁さしていただきま

す。

まず、市税の収納率につきましては、本年１月

末現在で７６．４１％となっておりまして、対前年

度比０．７２％のマイナスとなっております。市税

全体に占める滞納繰越分が１５％を超える状況で

ありまして、なかなか収納率のアップに結びつい

てまいりませんが、原課による臨戸徴収の強化と

ともに全管理職の協力を得る中で、全庁一丸とな

って税収確保に努めているところでございます。

また、大口滞納案件につきましては、一部新た

な納税誓約などにより解決の方向にあるものもあ

りますが、今後は、私債権に優先している差し押

さえ物件については、法で定められた権限を行使

してまいりたいと考えております。

なお、私債権に劣後している物件で任意売買の

申し出がありましたら、少額納付であっても処分

の解除に応じ、次年度以降に新たな名義人で課税

し、納付をいただけるよう配慮もしてまいりたい

と、このように考えております。

いずれにしましても、新たな滞納を防止するこ

とが肝要と存じますので、現年分の徴収に全力を

傾注し、早期の手当てを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。

続きまして、土地開発公社の保有地の塩漬け地

に係る分でございますけれども、開発公社の基本

的な考え方は、本来、公有地の拡大の推進に関す

る法律第１０条第１項に基づきまして事業用地の

先行取得を行い、地域の秩序ある整備と住民福祉

の増進に寄与することにあります。

したがって、目的事業の推進の中で公社用地を

速やかに取得し、公共施設整備を図っていくのが

一般的な流れでございます。当公社の保有地は、

平成１３年度末現在で１４事業、約９万４，０００

平米の土地を保有いたしております。



議員御指摘の公社保有地の処分の問題につきま

しては、昭和４８年１０月の開発公社の設立以来、

諸般の事由によりまして、いわゆる長期保有地と

なっている土地も生じているところでございます。

そこで、平成１４年３月には当公社が抱えてい

る種々の問題に対応することを目的としまして、

土地開発公社の経営健全化の指針を作成したもの

であります。この中で、特に用途不明確地の問題

につきましては、新たな事業用地の位置づけ、ま

たは民間売却の促進等も検討していくことになっ

ております。

しかしながら、長引く景気低迷、地価の下落等

が進行する中での作業となり、なかなか計画どお

りいかないということも事実であります。今後も

公社の経営健全化の指針に沿った中で、課題の改

善のため最大の努力をしてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。

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、行財政改革の中の国保税、介護保険料、

保育所保育料の収納率とその滞納対策、そして３

点目の介護保険についての２点の質問について御

答弁を申し上げたいと思います。

まず、国保税の収納率と滞納者対策でございま

すが、国保加入者は自営業者や退職者及び無職者

など所得が不安定な者を多く抱えているという構

造的な問題、また近年の経済の低迷により伸び悩

んでいること等から、収納率の低下を余儀なくさ

れております。

国保の保険税の収納率は全国的に年々低下して

おり、大阪府平均で平成１２年度の収納率は８８．

６２％、平成１３年度８７．８５％、泉南市は８９．

６１％であり、府下４４市町村中２２番目となっ

ており、こうした状況の中、収納率向上のために

夜間・休日訪問徴収や電話勧奨等による納付勧奨

の実施など、年間における収納率向上対策計画に

基づき、収納率対策の強化を図るなどさまざまな

工夫を重ね、日々努力をしているところでありま

す。

市といたしましても収納率向上のため、保険税

の支払いにおいて口座振替の利用率を高めること

－９６－

が有効であり、積極的に金融機関への口座振替を

推進し、収納率向上を目指してまいりたいと思っ

ております。

そのほか、有効期限が１年未満の短期保険証を

発行し、保険税滞納者と相談の機会をふやすとと

もに分納誓約を取りつけるなどを行うなど、また

１３年度からは悪質滞納者に対して資格証明書の

発行を前提に、既に予告通知を１０数件送ってお

るところでございます。

今後とも歳入面の財源確保は国保財政の健全化

にとって最も重要でありますので、収納対策の強

化に努めてまいりますので、御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。

続きまして、介護保険の収納率関係について御

報告申し上げます。

平成１３年の収納状況は、特別徴収が１００％

で普通徴収は８９．５％、滞納繰り越しは１３．２％、

全体では９７．１％となっていました。平成１４年

度につきましては、１月同時期の状況が前年を上

回っておりますので、若干収納率の改善が見込ま

れます。

督促、催告は当然行っておりますが、介護保険

サービス受給者につきましては滞納の期間に応じ

て保険給付が制限されるため、要介護認定の申請

の際などに保険料納付状況のチエックを行いまし

て、滞納がある場合には電話や封書で納付につい

て勧奨を行っております。口座振替の一層の推進

を図るとともに、嘱託徴収員の導入についても検

討してまいりたいと考えております。

続きまして、保育所の保育料の関係でございま

す。保育所の収納率につきましては、平成１０年

度９４．４６％を起点といたしまして、平成１１年

度、１２年度と徐々に向上しています。平成１２

年度に９６％台まで向上してございます。平成１

３年度につきましても９６％台を維持してござい

ます。平成１４年度につきましても同程度の収納

率になる見込みであります。

９６％台が３年間継続した状況でありますので、

頭打ちの傾向が見受けられますので、さらに向上

するためには、滞納者対策のさらなる強化が必要

であると考えております。現在、督促、催告、ま

たは電話勧奨、個別訪問等のあらゆる納付勧奨を



駆使して滞納額の縮減に努めているところであり

ます。

今後とも、滞納問題につきましては、保護者に

保育料の目的を理解していただけるよう粘り強く

取り組みを行うとともに、保育料の未納は負担の

公平性を欠くことにもなりますので、この点も保

護者に対し十分に周知した上で、滞納額の解消に

努めていき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。

続きまして、介護保険についての御答弁を申し

上げます。

まず、１点目の第１号被保険者の平成１５年４

月以降の保険料、今後もその水準を維持できるか

ということの御質問に対し、御答弁申し上げます。

第２期の介護保険事業計画の策定も大詰めとな

り、平成１５年４月以降の保険料が出まして、大

阪府へ２月４日に報告をいたしております。さき

の議会でも申し上げましたように、現行水準を維

持するということで余剰金を投入いたしまして、

第１号被保険者の介護保険料は、現行の保険料と

同額の３，３５０円になりました。今後、高齢化や

サービス利用が促進されてまいりますとともに、

保険料水準も大幅に増加されることが見込まれま

す。

保険料の算定につきましては、当初は資料がな

いため、多額の余剰金が出ました。また、今回は

実績があるものの２年半と短く、精度の高いもの

は望めません。以後はそれなりの実績も出て精度

も高くなりますが、保険料負担の増は避けられな

い状況でございます。高齢者の負担増が進みます

と、制度の存続が困難となります。この点につき

ましては、負担の軽減や制度の見直しを国に求め

てまいりたいと考えてございます。

続きまして、２点目の介護保険のサービス料金

の改定に伴う問題点とその対策について御答弁申

し上げます。

サービス料金、つまり介護報酬が先日改定され

ましたが、この改定は全体としてマイナス２．３％

で、その内訳は在宅分がプラス０．１％、施設分が

マイナス４．４％と言われています。

さて、施設と在宅の比率でございますが、平成

１４年１１月のサービス利用者は、居宅サービス

－９７－

８６１人、施設サービス２６５人となっておりま

して、費用額では居宅サービス９，０５３万２，００

０円、施設サービス９，３６９万７，０００円となっ

ています。

居宅サービスにおける支給限度額での利用に影

響が出るとの御指摘でございますが、先ほど申し

上げましたように、居宅サービスの報酬アップ率

が０．１％程度と比較的改定の幅が小さいこと、ま

た支給限度額内での利用率が４０％程度であるこ

とを勘案いたしますと、限度額を超えて、あるい

は限度額いっぱいまでサービスを利用することが

まれであることが推測され、サービス利用に大き

な影響を及ぼすものではないと考えています。

なお、今回の介護報酬改定が在宅重視、自立支

援の観点から改善されたもので、特に居宅介護支

援事業についてケアプランに４種類以上のサービ

スを位置づけた場合に報酬が加算されるなど、利

用率の向上に働くものと期待しているところでご

ざいますので、御理解のほどよろしくお願い申し

上げます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） まず、私の方から行財政

改革について、特に幼稚園の保育料の収納率のこ

とについてお答えを申し上げたいと思います。

幼稚園の保育料は、平成１２年度から月額７，０

００円をちょうだいいたしておりますけれども、

直近の決算、平成１３年度でございますけれども、

収納率は９９．５％でございます。納入について今

後も督励をしてまいりたいと思います。

それから、教育問題についてで、特に４月２３

日は子ども読書の日と定められていて、教育委員

会及び現場の取り組みについてという御質問にお

答えをしたいと思います。

先ほども他の議員さんより御質問のあったこと

でございますが、子ども読書の日について、子供

の活字離れを防ぎ、読書で心を豊かに育てること

をねらいとする子どもの読書活動の推進に関する

法律が平成１３年１２月に施行されました。この

法律により、４月２３日は子ども読書の日と定め

られております。

まず、社会教育の現場においての取り組みを申



し上げますと、ことしは４月２３日は平日でござ

いますので、市立図書館として４月、５月のこの

２カ月の土曜日におきまして、かみしばい会ある

いはおはなしひろば、こどもまつりなどを開催す

る中で、子供たちに読書の楽しさ、大切さを受け

とめさしていただこうと考えておるところでござ

います。

また、青少年センターでも子供の読書活動の推

進を図るため、本年度より読み聞かせのボランテ

ィアの方々の協力を得まして、一般市民参加対象

とする読み聞かせ講座、いわゆる泉南楽しいな読

書会、この事業を実施展開いたしております。そ

して、子供たちに本を読み聞かせることのできる

人材養成をいたしておるところでございます。ま

た、発表の場として、子供たちに楽しいお話や絵

本の読み聞かせ、紙芝居等を行う会を開催いたし

ております。このことによりまして、市民の間に

広く子供の読書についての関心と理解を深めます

とともに、子供たちが自主的に読書活動を行う意

欲を高めてくれたらというふうに考えておるとこ

ろでございます。１５年度もこういった事業の展

開をしてまいりたいと考えておるところでござい

ます。

また、学校現場におきましては、日々子供たち

が本に興味を持ち、読書の楽しみを味わえること

を目的とした取り組みを行っております。朝の読

書など読書タイムの設定や読書活動にかかわるボ

ランティアの活用によりまして、以前より子供た

ちの読書に対する興味、関心が高まりつつあると

の報告も受けております。平生の国語の時間の中

でも、週に１時間ぐらいは各学級とも図書館を利

用するというようなそういった取り組みも進めて

おりますし、総合的な学習での調べ学習での図書

館利用ということも大変多くなっておるというふ

うに思っております。

これらの取り組みをさらに進めるためにも、学

校行事の中に４月２３日を子ども読書の日と位置

づけていきたいと考えておりまして、教育委員会

としてこの日を中心に子供の自主的な読書活動が

より一層進められるよう努力してまいりたいと思

いますので、御理解のほどよろしくお願い申し上

げます。

－９８－

○議長（成田政彦君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 上山議員御質問の行

財政改革についての中で、水道料金の収納率と滞

納対策について御答弁を申し上げます。

収納率につきましては、平成１３年度分でござ

いますが、９８．６％ということになっております。

１４年度につきましても同程度を見込んでおると

ころでございます。

滞納対策といたしましては、夜間及び休日の臨

戸徴収を実施いたしております。また、誠意の見

られない滞納者につきましては、給水停止予告等

により滞納金の解消に努めているところでござい

ます。

今後につきましても、臨戸徴収あるいは給水停

止予告等によりまして、徴収率の向上を図ってま

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） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 議員

御質問の習熟度別指導と小・中一貫教育について

御答弁申し上げます。

まず、習熟度別指導ですけれども、この考え方

は平成１２年１２月２２日付の教育改革国民会議

報告の教育を変える１７の提案の中で示されたも

のであり、その内容としましては、基礎的な知識

を確実に身につけさせるとともに、それぞれが持

って生まれた才能を発見し、伸ばし、考える力を

養う学習を可能にすべきであるという考えから、

小人数指導と習熟度別学習が提言されたことによ

ります。少人数指導等を実施するため、文部科学

省では、平成１３年度から平成１７年度までの５

年間を第７次教職員定数改善計画として、加配教

職員が配置されています。

泉南市では、国とさらに府の加配教職員を各校

に配置されまして、これら加配教職員が配置校に

おきまして、少人数指導のあり方や指導方法の研

究の中心となり、基礎学力の確実な定着を目指し

た取り組みを行っています。

議員御指摘の習熟度別指導も、基礎学力の定着

を図る指導形態の１つとして、配置校を中心とし

て研究を行っています。そして、市内全校の取り

組みを教頭を中心とした担当教員から成る情報交



換会で交換することによって、全市的な取り組み

として高めておるところでございます。

それから、小・中一貫教育についてでございま

すが、議員御指摘のように、文部科学省では学校

教育法を平成１６年度にも改正し、学習指導要領

に示されている学年ごとの学習内容の配分を市町

村ごとに自由に決められるよう小・中一貫教育を

検討するよう、中央教育審議会に審議依頼してい

ます。本市教育委員会といたしましては、小・中

一貫教育をめぐる今後の動向を注視していきたい

と考えています。

なお、小・中連携に関しましてですけども、小

学校６年生が中学校に入学したとき、そのシステ

ムの違いによる不安を少しでも取り除くため、小

学校６年生を対象とした中学校への体験入学や体

験クラブを実施しています。また、西信達小学校

と西信達中学校におきましては、文部科学省の小

・中連携教育のあり方についての研究委嘱を受け、

教職員の連携のあり方、また生徒指導についての

研究を行っているところですので、ひとつよろし

く御理解をお願い申し上げます。

○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） 私の方から、行財

政改革の中で下水道使用料の収納率とその滞納対

策についてお答えいたします。

下水道の供用開始に伴いまして公共下水道使用

者から使用料金を徴収することとなりますが、下

水の使用料は上水の使用水量をもちまして下水の

使用水量として認定を行い、料金を徴収しますの

で、事務の簡素化を図る意味で水道部に料金の徴

収を委託しているのが現状でございます。

また、下水道使用料の滞納金額でございますが、

１３年度決算では１，５３０万４，５５０円となって

おりまして、収納率として９０．６％となってござ

います。使用料の滞納者につきましては、水道部

と連携しながら１２月と２月に共同で臨戸徴収に

取り組んでいるところでございます。今後とも徴

収強化を図るなど、滞納解消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） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 議員御指摘の図書

整備に係る地方交付税並びにその実績について、

－９９－

数字のみ御答弁申し上げます。

まず、平成１３年度の地方交付税措置ですが、

小・中合わせて５２５万７，０００円、実績額が小

・中合わせて５５０万８，０００円でございます。

次に、平成１４年度の地方交付税措置が小・中

合わせて６４６万８，０００円、実績額につきまし

ては、現時点ではまだ集計できておりませんが、

実績額の中には図書費の分と教材備品費を含みま

すので、１４年度の実績額につきましては、予算

額は満額執行されると思います。それが小・中合

わせて４８２万１，０００円、そこへ昨年６月、久

基金によって小・中合わせて１，３４０万が図書

購入の方に支出されておりますので、いわゆる図

書費並びに教材備品費含めた実績額は５００万程

度になるものと考えております。

次に、平成１５年度の図書購入費の予算額でご

ざいますが、小・中合わせて５６０万でございま

す。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） それでは、時間があと２

０分ということで、時間配分をしながら再質問を

さしていただきます。

新行財政改革の中で、効果金額ということでお

尋ねしたところ、昨日の市長答弁によりますと、

第１次の効果金額が９億８，４００万円、第２次で

平成１３年度で３億３，７００万円、１４年度で３

億５，５００万円、１５年度の予測でいきますと４

億８，９００万円、３カ年トータルで９億３，１００

万との昨日の市長答弁でございましたけども、先

ほどの大前氏の答弁でいきますと、平成１３年度

は１億６，３００万、１４年度が３億８，７００万、

１５年度が７億７，２００万、トータルで１３億２，

２００万というふうな答弁があったわけなんです

けど、その中で約４億近い数字の差があるわけな

んですけども、それについてはどういうふうに理

解してよろしいんか、まずそれからお願いします。

○議長（成田政彦君） 大前財務部参与。

○財務部参与兼行財政改革推進室長（大前輝俊君）

昨日の市長の答弁の中でそれぞれ数字をお答え

したわけなんですが、それにつきましては、行革

として３年間の実績ということで、それぞれの年



度ごとの予算に反映さしていた額の積み上げとい

うことでございます。

今回、私が答弁いたしました数字は、行財政改

革を策定しましたときに収支見込みとして立てた

見通しの中で反映できる額とさしていただきまし

た。そういう点で御理解のほどお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） ということは、市長が昨

日答弁されました３カ年トータル９億３，１００万

円がより実績に近い数字と理解してよろしいんで

すか。それとも、先ほど言われたように、１３億

２，０００万円がよりその実績値にほぼ近いんか、

どっちの方の数字をとらまえたらいいんですか。

○議長（成田政彦君） 大前財務部参与。

○財務部参与兼行財政改革推進室長（大前輝俊君）

今回、上山議員が１６億円余り不足額が出ると

いうことですんで……（上山 忠君「違う。目標

値が１６億円ですよと。それに対して、そごが毎

年度出てますよと。あ、議長、ちょっとすみませ

ん」と呼ぶ）。

○議長（成田政彦君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） そういう趣旨なんですよ。

新行財政改革大綱の中での目標金額は、３カ年で

１６億円ですよという目標値が出てますけども、

毎年度毎年度、実際、結果を見てみますと、かな

り実際の金額が少ないということに対して、３カ

年の１６億円を目標とした金額に達成させるため

に――これは達成させんとあかんわけなんですわ

ね。達成させるためにはそごがある。それ、今ま

での議会を通じてずっと聞いとるけど、毎年度毎

年度ローリングしながらちゃんと目標に向ってい

きますというふうな答弁されとるんですけども、

今この数字を見とっても、当然１５年度末には１

６億なんか目標値には達成しないわけなんですわ。

その辺のところを聞いてるんです。

その辺のところの数字について聞いたときに、

きのうの市長答弁ときょうの大前財務部参与の答

弁の数字が違いますんで、どちらの数字を信用し

たらいいかということを問うとるわけなんです。

○議長（成田政彦君） 大前財務部参与。

○財務部参与兼行財政改革推進室長（大前輝俊君）

１６億円が達成しなければならない目標額とい

－１００－

うことですので、それに対応する額としましては、

きょう私の方から答弁いたしました１３億２，２０

０万円ということでございます。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） １３億２，２００万という

ことで、約２億８，０００万円ほど今の時点でいく

と未達成という形になってくるわけなんです。そ

れで、この新行財政改革の第２次、これが来年度

終わります。そして、新たに出されている財政健

全化計画は平成１８年度を最終ターゲットとして、

最終年度に約４，０００万程度の黒字か、それか経

常収支比率を５ポイント下げて９３．２にするとい

う目標値を上げられておるんですけど、この数字

に対して狂ってくるわけなんですわね、これが達

成できなければ。ということであれば、第２次が

こういう結果に終わるとすれば、第３次をすぐに

でも立てて、第３次の終了年度と財政健全化計画

の終了年度を合わせて最終的に財政健全化計画の

数値に持っていかなければならないというのが、

僕はあれかなと思うんですよ。

そういう中で、先ほどいろんな介護、水道、下

水等の収税率をお尋ねしたわけなんですけども、

この目的は何かというと、市税に対してこういう

使用料、手数料関係も含めて収納率がどうあるか

ということをお聞きしたかったわけなんです。

そしたら、水道は９８．６、下水は９６、これは

改めて聞きますけども、国保８９．６、幼稚園９９．

５、保育所９６．１９という形で、いずれも市税の

収税率よりよいわけなんです。特に、悪い悪いと

言いながらの国保でも８９．６％あるわけなんです

よね。

そしたら、そういうとこで何で市税だけがこう

いう状態に陥るのかと。ほかのやつについては担

保があるから、使用者、市民それぞれが担保され

てるから納めるんであって、市税については何ら

そういうことがないんと違うかと、そういうふう

な私の独断とあれでするわけなんですけどね。そ

の辺についてはどういうふうに理解されておるん

か、お示し願います。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 徴収率の御指摘でござ



います。

徴収率につきましては、毎度毎度、議会の方で

も御指摘いただいているわけでございますけれど

も、徴収につきましては、やはり徴収率の低下と

いうんですか、低いという原因にも、やはり現在

の景気というんですかね、それが低いということ

もあって生活苦、それで支出の中で税金の占める

割合というんですか、感覚的に大きいのでないか

なというようなことも考えております。

それと、あと徴収率につきましても、現年度に

つきましては９０％を超えておりまして、その滞

納分と合わして平成１３年度にも８２．４４％とい

うような、そういった数字になっておるわけでご

ざいます。

ですから、我々としましては、特にこの滞納分

をいかに強化していくかということがやっぱり一

番大事ではないかと思います。そのためにもまず、

いつも申しておりますように、現年分を優先的に

まず力を入れていくと。そして、その分が翌年度

に滞納に回っていかないような形で、これからも

徴収事務というんですか、行っていきたいと、そ

ういうふうに考えております。

それとあと、じゃ今度はその滞納分をどうする

んやと、これから徴収強化していくのかというこ

とでございますけれども、その分につきましては、

今回のこの議会でもお示ししていますように、特

に差し押さえとか、そういった法的にできる分に

ついてはやっていく、そして、できるものについ

ては換価処分をしていく、そういった形の強化を

行っていきたいと、このように考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（成田政彦君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） そしたら、先ほど言いま

したように、水道会計と下水道会計で収税率が大

きく違うわけなんですわね。水道会計の中では９

８．６％、下水が９０．６％、約８ポイントの差があ

るわけなんですわね。先ほどの御答弁をお聞きし

てると、水道局に水道料金と一緒に下水道料金も

集金してもらってますという御答弁があるんです

けど、同じように集金作業をしとってこれだけ８

ポイントの差が出てくるのは、どこにあるとお考

えなんですか。

－１０１－

○議長（成田政彦君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 私ども下水の方も委

託をされまして、同じように集金をするというこ

とでございますけれども、私どもの範囲は泉南市

全域でございまして、パイが大きいといいますか、

市民全員が対象ということでございますけども、

下水の方は引き込みをされた方のみが対象という

ことでパイが小さいということで、こういうふう

な差が出てくるということでございます。

○議長（成田政彦君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） おかしいん違いますか。

水道料金は市民全員でパイが大きく、下水道料金

は引き込みされた方でパイが小さいという形の御

答弁でしたけど、そしたら全体的に数が多い方が

そういう収納率が低くなる方に出てくるんじゃな

いですか。下水道料金みたいに、今、下水道普及

率３０数％ですわね。そういう中で、そういう引

き込みされてる数が少ない、パイが小さいからこ

ういう収税率が悪いて、それ数字的に整合しませ

んよ。

そしたら、こういう考え方はおかしいかもしれ

んが、水道料金と下水道料金を集金に行ったとき

に、水道料金は払うけど下水はちょっと待ってく

れよと、そういうことがなければ、何でこんな８

ポイントも差が出てくるんかということなんです

わ。それについてはどうお考えですか。

○議長（成田政彦君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 例えばの話でござい

ますけども、１軒もらえないところがあると。私

どもが１，０００軒のうちの１軒というのと、下水

の方は１００軒のうちのそれが１軒になるという

ようなことになりますから、収納率については我

々の方がよくなると、下水の方についてはパイが

少ないので、要するに滞納率が高くなるというよ

うなことでございますので、よろしく御理解をお

願いいたします。

○議長（成田政彦君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） しかし、今そういうふう

な言い方されますけど、金額的にいきますと、水

道で１，９００万円、下水で１，５００万という形で

すわね、滞納金額。率でいうと、先ほど言いまし

たとおり８ポイントの差が出てきているというこ



とで、その辺の今の山野部長の御答弁ではなかな

か承諾できにくいんですけども、こればっかりし

とってもちょっと時間がなくなりますんで、これ

はまた次期に議論さしていただきます。

そういう中で、今回いろんな新行財政改革を実

施していく中で、団体補助金については市長の答

弁等々、市政運営方針の中でも、精査しながら減

らしていくというふうな御答弁がなされています。

そういう中で、いただいた資料で見ますと、平

成１０年度で６２団体あるやつが平成１４年度の

当初では５９団体と、もう数は減ってるんですけ

ども、金額的に見ますと、平成１０年度が１億８，

３８０万ほど、平成１４年度で２億１，２００万と

いう形で、５年間の中で２，８００万円ほど団体補

助金がふえてます。それの理由と、なおかつ、こ

の交付について、条例、規則、要綱に従って補助

した団体はいかほどあるのか、それについて御答

弁ください。

○議長（成田政彦君） 大前財務部参与。

○財務部参与兼行財政改革推進室長（大前輝俊君）

補助金のことなんですが、各種団体への補助金

については、団体の行います事業の促進を目的に

補助金を交付いたしております。

今の御質問の１０年度と１４年度におけます補

助金の差、約２，８００万あるわけなんですが、こ

の主なものといたしましては、泉南作業所の補助

金の増、これは作業所の定員の増に伴います補助

金の増となっております。それと、もう１つ、社

会福祉協議会の補助金の増ということで、福祉協

議会の職員の定昇分、あるいは局長の人件費、こ

れは１３年度までは市の方から支払ってたわけな

んですが、１４年度からは補助金の中に組み込ん

だということで、局長の人件費、その関係と新規

事業分を行うということで、それに対する補助金

の増、その２件でございます。

補助金の交付要綱の整備の件なんですが、今回、

新年度は５６件の補助金がございます。そのうち

要綱等整備されておりますのは１５件ということ

で、約４分の３が未整備の状況となっております。

また、次年度以降につきましても補助金の見直し

ということで進めてまいりたいと思います。また、

あわせまして、現在、交付要綱の整備ということ

－１０２－

で進めてい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） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） 最後に、土地開発公社関

係で再度お聞きしたいんですけども、今回、唐突

的に産業廃棄物処理用地取得事業の債務負担行為

についてということで、債務負担行為として首池

不燃物処分地の産業廃棄物土砂の処分ということ

で約１億円出されておるんですけども、債務負担

行為として。これは、どういう背景のもとにこう

いう債務負担行為を発生させたのか。

多分、この首池につきましては、このいただい

た資料で見ますと、昭和４８年、約３０年ほど前

に泉南市内から出る不燃物の一時置き場としてこ

れを購入し、そこに市内から出る不燃物を一たん

仮置きし、一定の量がたまったら運び出していく

という形の中で運用されてきておる中で、いろん

な書類等々を見てみますと、この首池の中身につ

いては、さわったらいかんよというふうな形の申

し送り等々がなされておる。

それはなぜかといいますと、ここに不燃物以外

に産業廃棄物であるガラス、れんが、コンクリー

ト片が多数ここに廃棄されてるという状況の中で、

なぜ今回このような提案が、さわったらあかんと

いう土地に対しての今回この処分費用が出てきて

るのかということについて御答弁いただきます。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。（傍聴席より

発言する者あり）傍聴者は静かにしてください。

○財務部長（谷 純一君） 今回の１５年度当初予

算の債務負担の計上に至った経過ということでご

ざいます。

今、議員御指摘のように、この産業廃棄物処理

用地につきましては、昭和４８年、当時の開発協

会ですけども、そちらの方で先行取得された土地

でありまして、その処理用地で不燃物とか廃棄さ

れてて、そして随時、いっぱいになったら運び出

していた、搬出していたといったところでござい

ます。

ただ、この開発公社の分につきましては、特に

長期保有土地につきましては、開発公社の健全化

という方針もありまして、この分については、長

期保有地についてはある程度、方針のもとに有効



に活用するとか、あるいは処分すること、これは

不明確地ですけども、そういった位置づけがなさ

れたという経過がございます。

そして、このような方針のもとに、今回この首

池につきましては、一定隣接地と一部交換を行う

という決定がなされて、そして昨年、実は交換の

登記を行ったという経過になっております。

ただ、この部分につきましては、当初この土地

につきましては、産業廃棄物の処理用地でござい

ましたけども、当該部分については、その廃棄物

が混入されてる可能性はないという判断をしてお

りまして、こういったものが出てくるということ

については予想してなかったということです。

そして、その後、実際に湧出されたということ

もありまして、大阪府の指導を仰ぎながら、どう

したらいいかということも今まで御相談も差し上

げてきたということころであります。そして、そ

の中でこの分につきましては、特に仮置きしてる

分については、建築廃材等を処理しまして、予算

化を行い、適正な処理を行うことというような確

認もされまして、今回この分については処理をす

るということで、債務負担行為をつくらしていた

だいたということですので、御理解願います。

○議長（成田政彦君） 以上で上山議員の質問を終

結いたします。

３時４０分まで休憩いします。

午後３時１１分 休憩

午後３時４１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、１７番 角谷英男君の質問を許可いたし

ます。角谷君。

○１７番（角谷英男君） 皆さん、こんにちは。市

政研究会の角谷でございます。

質問を５点通告いたしておりますが、合併問題

は取りやめて、４点に集中してやりたいと思いま

す。

質問の前に、市長にまず泉南市の市民の皆さん

がどんな現状であるのか、どういう思いをしてる

のか、御存じだと思いますが、お伝えをしたいと

思います。

市民の皆さんは、現状、大変な不安の中で毎日

－１０３－

生活をいたしております。地場産業である繊維産

業は、ほぼ壊滅状態。商業者の皆さんは、この不

況下の中で売り上げがどんどんダウンしていく、

リストラがある。消費者の皆さんは、サティがな

くなる。今度は岡田まで買い物に行かなきゃいか

んのか、そういう不安がいっぱいであります。

そういう中で急に浮上したのがりんくうタウン

の開発、イオンモールの件であります。私は、ま

ず５点の中の第１点でありますりんくうタウンの

開発、中でもイオン問題について質問を行いたい

と思います。

イオンモールが泉南に出店をすると言われたの

が１０月後半であろうというふうに思います。そ

れ以後、急激にこの問題が泉南市内を騒がすよう

になりました。そこで考えなければいけないのは、

このイオンモールは大阪府が誘致をしている、泉

南市が誘致をしておるのか、イオンモールが大阪

府にお願いをしたのか、その辺を明快にしておか

なければいけないと思います。

それと、もう１点大事なことは、大型店が出店

をする。大店法が改正をされまして、大型店立地

法になりました。その結果、出店をする意思表示

をし、申し込みをすると、８カ月プラス２カ月、

１０カ月で、市民の意見がどうあろうと、行政の

意見がどうあろうと、これは最終的にでき上がる

のであります。

市長は、この大店立地法を御存じだと思います。

この大店立地法でやれば、消費者も商業者も、内

陸部の皆さんがいろんな思いを持っておりますが、

そんな思いを関係なしにできる。そのことを知っ

ておれば、当然のように大阪府に対し、また議会

に対し、市のいろんな団体に対し相談をかけ、ど

うでしょうかということを聞かなければいけない

んではないかなと思います。そうでなければ、商

業者も工業者も消費者もたまったもんではありま

せん。大店立地法なんていうものは、見方によっ

ては、私は初めて申し上げますが、悪法ではない

かと、そのように言い切ってもいいんではないか

なというふうに思います。

また、りんくうタウンの開発について言わして

いただくなら、ヒューマンサイエンスを思い出さ

なければいけない。ヒューマンサイエンスは、た



しか淀川かあの周辺で反対に遭って泉南市に持っ

て来られました。そのとき大阪府の課長さんが泉

南に来られて、ぜひ泉南でやってください、お願

いします。このヒューマンサイエンスは５大製薬

が関係いたしております、資本を出しております。

よって、これを誘致することによって、将来、５

大製薬関係がりんくうタウンに張りつくんではな

いかと、そういう夢を見せられて我々は賛成をし

たのであります。

それであるなら、泉佐野にできる予定である府

立大学農学部は、当然のように、その関係からい

えば泉南と相談があって、もしくは市長が大阪府

に対して、その関係からぜひ泉南に来てください

と言うべきではなかったんではないでしょうか。

同時にまた、市長も大学誘致を以前から標榜され

ておるわけであります。なぜ、なぜ言われなかっ

たのか、言ったのか、なぜ泉佐野になったか、お

聞きをしたいと思います。

済生会泉南病院もそうであります。本来、内陸

部である方が利用者からいえば便利なんです。し

かも、以前に出ました関西空港を誘致する要望の

中で、あの病院が完璧な我々の要望を実現したも

のか。そうではないという議論がかつての議会で

もありました。まして、２億円をつけたわけであ

ります。もっと言わしていただくなら、大阪府が

りんくうタウンを埋めるために済生会をあそこへ

持って行ったんではないかと、今になったら思わ

ざるを得ないのであります。

そして、今度の商業問題、大手スーパー、イオ

ン・ジャスコの問題であります。これもまた、イ

オンが大阪府に、もしくは大阪府がローラー作戦

の結果、イオンが出店をする。すべてが大阪府絡

みであります。大変きつい言い方かもわかりませ

んが、大阪府主導のもとにりんくうが動いておる

のかと思えてならないんです。ぜひ明快な回答を

いただきたいと思います。

次に、道路行政についてお伺いをいたします。

これもイオンと関係いたします。皆さんが代表

質問で、全員の方がイオン並びに信達樽井線につ

いて質問をされました。このイオンがりんくうタ

ウンに来ますと、どうなりますか。信達樽井線だ

けの問題ではなしに、道路行政が問われます。な

－１０４－

ぜなら、年間１，２００万人のお客さんがジャスコ

に来られる。５，２００台強の駐車場を有する。そ

うなれば、信達樽井線だけの問題でよろしいんで

しょうか。樽井の下を通る、あれは泉佐野田尻泉

南線と言うんですか、府道。これは一体どうなる

んでしょうか。また、皆さん質問されましたが、

５号踏切を通じて男里浜区に流れる府道、今でさ

えも大変ですが、この府道についていまだに大阪

府は何も言っていない。泉南市も何も回答してい

ない。市長、これだけの大きなスーパーを誘致す

る以上、そういう整理をしておかなければイエス

と言えないんではないでしょうか。後から考える

では、この問題は解決できないと、そのように考

えますが、いかがでしょうか。

その他、費用対効果。イオンは信達樽井線を望

んだのは、まさにイオンにお客さんを引き入れる

ためだろう。だから条件ということを言ってるん

です。覚書にも条件になってます。

それであるなら、逆に市の方から、信達樽井線

にかかる費用が、予算が膨大である。借金もふえ

る。それよりも費用対効果からいって、長慶寺市

場岡田線をやった方がずっと早い。山手の住民を

りんくうに引き入れることができる。同時にまた、

新家の混雑緩和にも役立つ。もう１つ、長慶寺市

場岡田線の方が費用が安く上がる。どこから見た

って、この方が便利であります。なぜ信達樽井線

にこだわるのか。条件だからか。何度も答弁をさ

れておりますが、この機会にやらなければいけな

い。しかし、信達樽井線がすべてでしょうか。砂

川駅前の問題もあります。ニーズからいえば、ま

だまだ高いものがたくさんある。私はそう思うが、

市長の見解をお伺いしたいと思います。

近郊緑地についてお伺いいたします。

永遠のテーマと言いました。なぜこれを言って

きたか。本来、近郊緑地であってはならない場所

が近郊緑地なんです。これでよろしいんでしょう

か。近郊緑地の趣旨からいえば、近郊の緑地を守

る、自然を守る。それであるなら、大阪府内にあ

る岬町、これも近郊と言えると思う。何でみずか

ら土取りをやるのか。なぜあそこに網をかけない

のか。あれ、山なんです。泉南市、私が言う近郊

緑地の場所は、田畑があるんです。これは請願が



上がり採択もされ、何度も皆さんも質問されてき

た。私が今回質問したのは、私が前回質問した以

後、どのような行為、行動をとられたのか、お知

らせ願いたいと思います。

火葬場問題についてお伺いいたします。

堀口議員さんの質問で解釈をするなら、合併が

なければ火葬場ができないなと、結論からいえば。

そのように受け取りました。そんな問題ではない

と思います。火葬場の問題が浮き上がってから、

もう市長、何年になりますか。信達樽井線やりん

くうの開発やら、すべてのものをほうってまずや

らなければいけないのは火葬場の問題である。こ

れは共通の認識なんです。前にも言いましたが、

一生懸命働いた人を生きてる人間、我々が最後に

送る場所なんです。あのままでよいかと問うたら、

絶対だめなんです。これはイデオロギーも何も関

係ない。我々がやらなければいけない仕事なんで

す。それがなぜそこまでおくれるのか。ましてや、

とりようによっては合併をしなければできないと

いうことは、大変なことなんです。火葬場を人質

に合併するのかということにもなりかねません。

今の現在の進捗状況、これからの進捗、あわせて

お聞きをしたいと思います。

以上、壇上からの質問を終えたいと思いますが、

残り時間がありましたら自席から再質問をしたい

と思います。

ありがとうございました。

○議長（成田政彦君） ただいまの角谷議員の質問

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） 基本的なことについて私の

方から答弁いたしまして、詳細については担当部

より答弁をいたします。

まず、りんくうタウンの開発について、イオン

の出店問題、これについてはどこが誘致といいま

すか、したのかと、こういうことでございます。

これは、大阪府が１万社ローラー作戦の中でいろ

いろ動かれた中で、イオンさんも進出を検討され

たということでございます。

なぜりんくうかということでございますが、こ

れは相手方がいろいろリサーチされたというふう

に聞いております。特に今、りんくうタウンを初

め、スカイタウン、それから和泉のテクノステー

－１０５－

ジ、あるいは南港、それとポートアイランド等々、

こういう埋立地あるいは工業団地といいますか、

商業団地を含めてかなり苦戦をいたしておりまし

て、今の時代は企業をいかに誘致をしてくるかと

いうのが、いわゆる都市内競争でもあり、都市間

競争、府県間競争でもあるわけであります。その

中で、大阪府が懸命に努力されて、イオンモール

さんという会社でございますが、そちらの方にア

プローチされて出店を検討されてきたという経過

がございます。

したがって、第一義的に誘致に動かれたという

のは大阪府さんでございまして、私の方は、大阪

府から出店意向があるというお話をお聞きしたと

ころでございます。それは、昨年に空特委員会で

もお示ししたとおりでございます。ただ、その時

点ではまだはっきりと確定した意思ということで

はございませんで、ごく最近、意思を固められた

というふうにお聞きをいたしております。

ですから、それに対応して私どももりんくうタ

ウンの活性化につながり、また大きく中期、将来

的に見て、御指摘ありましたように、年間約１，２

００万人程度の入り込み客数があるというふうに

も聞いておりますので、泉南市にとっても大きな

集客であり、また地域の活性化につながると、こ

のように考えておるところでございます。

続いて、都市計画道路との関係でございますけ

れども、当然一次商圏といいますか、そういう観

点からいきますと、多方面のアクセスがあるとい

うにこしたことはございません。そういう意味で、

都市計画道路としては直近では市場岡田線がござ

いますが、あと泉佐野田尻泉南線、そして泉南岩

出線という道路形態にはなっております。

その中に信達樽井線という都市計画道路がござ

いまして、これをできるだけ早くというのは当然

の要求かというふうに思います。出店者側から見

れば、当然の要求かというふうに思います。大阪

府からもそのような要請を受けました。

私どもも、信達樽井線はもともと平成９年度か

ら事業中であり、しかも旧２６号からりんくうタ

ウンまで事業認可をとって事業中ということもあ

りまして、いずれやらなければいけない道路でご

ざいます。



しかし、今急速にやるということについては、

泉南市の財政に大きな影響を及ぼすということで、

一方では我々財政健全化計画を推進中ということ

でございますんで、その枠内ではとてもできませ

んということを申し上げたわけでございまして、

その中で、じゃ別途、信達樽井線と、そしてそれ

にかかわる財源負担、そして一方りんくうタウン、

特にイオンさんが来た場合、そちらから上がる税

収その他の効果を含めて何とか枠組みができない

かということで、それができるんであれば我々も

考えましょうと、こういうお話でございました。

その中で、大阪府といろいろやりとりがあって、

最終的に先般の文書にもありますように、また財

源内訳にありますように、通常の国庫補助金、起

債というだけではなくて、プラス大阪府の貸付金

ということで、当面泉南市の一般財源はゼロとい

う形で事業が進められるということになりました。

しかも、事業認可中の事業ということで、早期

に完成できる。これは市民にとってもやっぱり大

きな利便性の向上につながりますし、また泉南市

の都市軸がきちっとりんくうタウンまでつながる

というメリットがございます。

もう１つは、既に事業中ということで、たくさ

んの取得土地を抱えているという一方の問題がご

ざいます。そういうことも解消できるということ

から、同じやるということであれば、この機会に

そういうチャンスをとらまえて大阪府からの特別

な支援を受けながらやる方が、泉南市の将来にと

ってプラスであるという判断をいたしたところで

ございます。

その他、詳しいことについては、担当部より答

弁をいたさせます。

○議長（成田政彦君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） それでは、私の方か

ら、府立大学の農学部の件についてお話しさして

いただきます。

府立大学につきましては、かねてから企業局と

大学側が内々に検討していたものでありまして、

大学側の立地条件としては、交通の利便性が必須、

企業局側としてはまちのにぎわいの創出をしたい

という考え方から、りんくうタウン駅周辺の商業

業務用地を候補地として両者の思惑が一致した、

－１０６－

そんなふうに聞いております。

大学の立地につきましては、研究開発機能をも

たらすことでありますので、その波及効果という

のは、我々南地区の方まで、りんくうタウン全域

まで及ぼすものではないかというふうに考えてお

ります。

それと、ヒューマンサイエンス並びに済生会泉

南病院、大阪府の主導ではなかったのかというお

話でございますけれども、その時々の立地につき

ましては、我々の方も最良の判断として立地を認

めてきた経緯もございます。今回のショッピング

センターにつきましても、土地の分譲が進まない

中で、りんくうタウンの活性化の観点から判断す

ると、ショッピングセンターとしての土地を活用

するということは、周辺にも大きな波及効果があ

ると考えております。

そのような形で今回なったということでござい

ますので、今後もその時点時点でのメリット、総

合的に判断、これに基づいて進めていきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

○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） イオンに関係しま

す道路行政につきましてお答えいたします。

御指摘のあった分でございますが、まずイオン

進出に伴います周辺の交通混雑の問題でございま

す。

イオンモールでは、年間の来店者数を１，２００

万人と想定しておりまして、平日の車の予想は５，

０００台から６，０００台、休日は平日の３倍から

３．５倍を想定していると聞いております。開店時

の入店車両数は、昨年オープンしました富山県の

イオン高岡ショッピングセンターでは、１日に１

万８，０００台から２万台であったと聞いておりま

す。

ちなみに高岡は、今回計画しております施設と

ほぼ同じぐらいの建築面積でございまして、駐車

台数が３，６００台でございます。りんくうタウン

では約５，０００台を計画されてるということで聞

いております。また、開店時の混雑を少しでも少

なくするため、開店日の告知をずらすなど、一時

の交通集中を緩和するといった方策をとったとも

聞いてございます。



交通関係につきましては、現在イオンモールと

大阪府警で協議を行っておりまして、この中で進

入路の位置や数、駐車場の位置や台数など協議し

ておりまして、また周辺の交通量調査も実施し、

車の混雑をいかに少なくするか検討をしていると

ころであるということで聞いてございます。

２点目に、府道鳥取吉見泉佐野線の混雑の問題、

特に樽井５号踏切も関係します、その点につきま

してお答えいたします。

府道鳥取吉見泉佐野線の樽井５号踏切につきま

しては、長年の懸案事項であり、市としましても

大阪府に対してその改善を強く要望してきたとこ

ろでございます。その中で、昨年、南海電鉄と大

阪府の間で踏切の統廃合をすることなく、５号踏

切の前後一定区間について歩道整備を検討するこ

とを条件に、踏切拡幅の計画協議を進めていくと

聞いております。平成１４年度は、踏切内及び阪

南市から流入して来る車両等の交通量の調査、歩

道の計画検討を行っているところであり、年度内

にそれらの成果品をまとめまして、平成１５年に

は地元及び南海電鉄と具体的な協議に入っていく

と聞いております。

３点目に、市場長慶寺砂川線の問題でございま

す。市場長慶寺砂川線につきましては、本市の山

手地区からりんくうタウンへ至る重要な路線であ

ると認識しております。そのため、府道大阪和泉

泉南市線から砂川樫井線に至る３００メートルの

区間につきましては、平成１６年度末までに完成

すべく、現在鋭意努力しているところでございま

す。

議員御指摘の砂川樫井線から市場地区の府道和

歌山貝塚線の間につきましては、現在の施工区間

の進捗状況を見ながら着手時期等について検討し

てまいりたいと、このように考えております。

○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） イオン出店問

題のうち、地域振興課の所管について御答弁をさ

していただきます。

この問題は大きなテーマでございまして、商業

者と消費者、世代間、性別、さらには市民と他地

域の方々等、さまざまな組み合わせで、その反応

が異なった意見や考え方や要望があると思われま

－１０７－

す。

進出予定地に近い地域の商業者の方々には、不

安であるとともに、一方では、もともと大規模店

舗のお客様と地元小売店のお客様とは別で、小売

店の便利店の方が脅威であると言われる方、さら

には、お客様の集客が多く見込まれるならこの機

会に思い切って進出を考える方、数の違いがあっ

てもさまざまな意見が飛び交っております。

消費者の立場では、今市内で問題となっており

ますが、サティが６月末をもって閉店されること

であり、特に地域の高齢者にとっては、日々の買

い物が絶たれてしまうのではとの不安もございま

す。また、これまで市内で買いそろえができなか

ったのが、大型店の進出で身近なところですべて

がそろって便利になると。また、若者にとっては、

りんくうタウンがにぎやかになって楽しくなるな

ど、いずれにいたしましても、このような意見は

立場、立場でいろいろあると考えられますが、地

域振興課の私どもといたしましては、まず大型店

進出についての対応として、これまで商工会を初

め、商店会連合会と連絡を密にとり、既に数回協

議を行い、意見交換を実施しております。つい先

日、３月４日にも商工会の商業振興対策委員会と

商店会連合会の役員の方々とも協議したところで

ございます。

本市といたしましてもこれまで情報の収集に努

めてきたところではございますが、その結果、現

在のところ、イオンモールとしては２核１モール

型の形態で進出し、２核にはスーパージャスコと

ホームセンター、モールには１００から１５０店

のテナントが予定されておると聞いております。

そのテナントの内訳といたしましては、テナント

の３分の１が地元小売店、３分の１がナショナル

ショップ、残りの３分の１が地域にない形の店舗

を予定されていると聞いております。地域との共

存共栄を目指したサタデーショッピングやサンデ

ーショッピング型のショッピングセンターを考え

ているとも聞いております。

今後の取り組みといたしましては、商工会を中

心に連携を密にし、今ある情報は共有するととも

に、さらなる情報収集に努めるとともに、勉強会

や協議を実施してその対応に努めてまいりたいと



考えております。

続きまして、火葬場の現状と取り組みでござい

ますが、これまでの議会等で御説明を申し上げて

きたとおり、昨年、仮称泉南聖苑の基本計画を見

直し、事業の造成手法や施工面積、事業規模等の

再検討を行い、事業費の縮小を図るとともに、施

設の整備面として、既存の２カ所の火葬場が老朽

化していることにより、火葬場の建設を第１期と

し、それに合わせた造成工事を行うよう考えてお

ります。

基本計画による事業の概要についてですが、現

在建設を予定をいたしております場所は位井池周

辺地でございまして、これは平成８年３月に行い

ました候補地調査におきまして、４候補地の中か

ら最適地として絞り込まれたものでございまして、

事業費は概算で４８億円程度と見込んでおります。

内訳は、造成工事費、火葬場建設費、アクセス道

路、上水道などを含んでおりますが、用地取得に

係る費用は含んでございません。また、財源的に

は国の地方債の起債を予定しております。他の国

庫補助や府貸付金などは対象にはなってございま

せん。

基本計画の概要は以上でございますが、火葬場

建設を含めた本事業の実施には、建設予定地の地

元の皆様の御理解、御協力が不可欠でございます。

今後については、その点を踏まえ、地元区に対し、

計画の御理解を得るべく全力を傾注していく所存

でございますので、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） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 近郊緑地のその後の進

捗ということでお答えをさしていただきたいと思

います。

近郊緑地保全区域の見直しにつきましては、本

議会におきまして、昭和６２年に区域内における

届け出に要する行為に関する要望決議がなされた

経緯、並びに本市として、関係機関に対し機会あ

るごとに働きかけ等行ってきた経緯がございます。

しかしながら、御承知のとおりこの問題につき

ましては、法の趣旨から近畿圏全体の緑地保全に

大きく関連することでありまして、変更につきま

－１０８－

しては多くの検討、調整を要するものと考えてお

ります。従前より、社会情勢の変化や地域の変貌

を見れば、線引きについては一定の見直しがあっ

てもよいのではないかとの認識をいたしておると

ころでございます。

なお、今後とも近畿圏整備全体の緑地保全に関

して、全体見直し等の機会をとらえまして、本市

としての意見を地形、地物に整合した線引きの見

直しを十分に申し上げてまいりたいというふうに

考えております。さらに、引き続き、機会あるご

とに大阪府に対しましても、本市としての意見と

して本件を絶え間なく要望してまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。

それと、質問の中で、以後の行為、行動につい

てという質問があったと思いますけれども、角谷

議員、１３年の第３回定例会で質問されておりま

すが、その後、市長が１０月の３１日に企画調整

部長に面会をいたしております。それと、私がそ

の担当課の課長補佐に面会をして、不都合な点等

について十分説明をした中で、先ほど申し上げま

したように、機会あるごとに要望したわけでござ

いますけれども、先ほど申し上げましたように、

一定の見直しの中では十分配慮してほしいという

要望を行っているのが現在までの経過ということ

で、御理解をお願いしたいと思います。

○議長（成田政彦君） 角谷議員。

○１７番（角谷英男君） まず、りんくうタウンの

イオンモールについて、質問を改めてさしていた

だきたいと思います。

道路については、先ほど壇上で申し上げました

が、想像以上の問題が出てくるんではないかとい

うふうに思います。

それと、もう１つは、大事なことなんですけど

も、実は先ほど申し上げましたが、大店立地法か

ら言いますと、泉南市がいかに抵抗しようが、申

し込みさえしてしまえば、８カ月プラス２カ月ぐ

らいで全部通ってしまう。これでは我々の役割何

にもないわけですね。実際、油谷部長言われまし

たように、現課がそれぞれ市商連、商工会、そう

いうところと頻繁に会議もされてる。それも意味

がなくなってくるんですよ。もうそれは油谷部長

御存じだと思いますが、商工会も市商連も大変な



問題提起もしてますし、心配をいたしております。

もう商店会連合会もそうでありますし、また現在

ある大手スーパーの存続さえも危ぶまれる、そん

な状況なんです。

そういうことが、当然これだけのものが出れば

わかってるんですから、それであるとするなら、

市長はこの動きがあったとき、当然事前にいろん

な相談をし、これを誘致していいのかどうか、オ

ーケーしていいのかどうか、大阪府に対して、そ

れは当然、相談した上で、意見を聞いた上で言わ

なければいけない問題であろうと思う。

りんくうタウンは、市長、何のためにつくった

んでしょうか。関空支援基地、同時に市内にある

工場、それをあそこに持っていって、内陸部とり

んくうが共存共栄を図るためにやったんです。イ

オンモール、ジャスコを持って来て内陸部をいじ

めるためにりんくうタウンをつくったんではない

んです。そのことをやっぱり考えなければ、これ

が原点だと思うんですよ。そうでなきゃ、すうっ

といってしまうんです。何ぼ相談します、商業者

の意見を聞きますと言ったところでだめなんです

よ。それが１点。

それと、もう時間もだんだんなくなってきます

から、あえて言いますけども、この用途は何でし

ょうか。工業地域なんですよ。もともとそういう

目的で、準工もありますが、工業地域なんです。

そこに商業施設をつくる可能性がある、そのこと

についてどうお考えなんでしょうか。

それと、先ほど府立大学の話もしましたが、一

方で貝塚には御存じのように三洋電機が来られる

んですね。我々りんくうタウンの一番の目的は、

それだったん違いますかな。工場を誘致する努力

をする、行政、政治も合わせて。そうすることに

よって、そしてりんくうと樽井とうまくつないで

いくと。これもまだいまだにできませんが、アク

セス道路ができてませんが、そうすることによっ

て――いや、これは信達樽井線を言うてるん違い

ますよ。今までに出てた話、幾らでもありますね。

歩いて通れる道とか、海水浴場へぐるっと回らん

でいい道をつくりませんかという要望がどんどん

出ておりましたが、これも全然できていない。

これがもしできて、三洋電機のような工場でき

－１０９－

たら、樽井の駅前でどんどん食事もされるでしょ

う。活性化に役立つんですよ。そういうことをや

りませんか。それが本来、泉南のりんくうの目的

ではなかったのかなというふうに思いますが、一

度お答え願いたいと思います。（傍聴席より発言

する者あり）

○議長（成田政彦君） 向井市長。――傍聴席は静

かにしてください。

○市長（向井通彦君） まず、１点目のりんくうタ

ウンの目的ということでございますが、これは当

然、関西国際空港の支援、補完及び住工混在の解

消と、こういうことが当初の目的でございました。

しかしながら、約１０年たつわけでございます

が、もともと我々は、樽井駅周辺というのは、今

の用途じゃなしに商業系の用途をお願いしておっ

たんですが、そういう目的もあったということも

ありまして、準工業地域と。一部工業があります

が、そういう色づけになったわけですね。

そのときの話では、約１０年たった時点で用途

の見直しは可能ですよと、そういうことを回答と

してもらってまして、私どももやはり今の工業系

だけではりんくうタウンはやはりなかなか成熟し

ないという考えを持っておりまして、一部そうい

う商業、業務系ということも念頭に置いて、土地

利用のあり方を企業局と一緒に研究をしてきたと。

もう１つは、分譲で臨んでおりましたけども、

こういう時世でございますから、なかなか分譲と

いうのは進まないと。やはり企業も初期投資を抑

えたいというのがありまして、これも賃貸方式に

変えてほしいということを申し上げてきておった

わけでございます。昨年秋からそういう方針にな

りまして、そして今、大きな動きが出てきている。

これはイオンだけでなくて、りんくうタウン全体

に大きな動きとなって出てきているというふうに

考えております。

それと、用途の問題でございますが、ほとんど

準工業地域と一部工業地域に分かれております。

商業施設は建基法上、立地は当然可能でございま

す。一部シネマコンプレックス、要するに映画館

とかアミューズメントについては、工業地域では

だめですということでございまして、それはこの

前の図面であったように、当然開発者の方で準工



業地域の方に立地をさしておるということでござ

いますので、特に法に触れるとか、もちろんそう

いうことではございません。

したがって、今後具体のまだ――この間のは１

つの案ということでございますんで、今設計をや

っておるというふうに聞いておりますので、その

設計の上がってきた、本当にこれでいくんだとい

う図面ができた時点で十分チエックもしていく必

要があると、このように考えております。

○議長（成田政彦君） 角谷議員。

○１７番（角谷英男君） 市長ね、１点お答えにな

られてないのがあるんですよね。一番大事な部分、

原点なんですけども、大店立地法で、御存じだと

思いますけども、昔の大店法と大きく違いまして、

大店法の時代は、地元の皆さんに協力依頼という

形で、商調協もありました。いろんなことがあり

ました。そういう話し合いの上で、できるだけ商

店と大型店が共存共栄でやっていこうということ

で調整ができたわけです。

ところが、今はなくなってしまったんですね。

そういうことがわかってるわけなんですよ、これ

がオーケーと言えばね。泉南市も大阪府もオーケ

ーと言えばもうすっと流れますから、いかに、い

かに、何と言おうともだめなんですね。いかにと

いうこともないかもわからない。ただし、それは

泉南市が今後どう判断をしていくかということに

すべてつながると思うんですよ。

問題は、府の意見というのがあるわけです。公

告縦覧、その前にも地元商工会とか地元住民に説

明会等もあるわけですけども、これはほとんどだ

めなんです。問題は市長、これ８カ月とあと２カ

月、設置者による実績対応策の提示までの間、ち

ょっと期間があるんですけども、問題は、市長が、

泉南市が、いや、やっぱり話をいろんなところで

聞いてみたら、これは地元商売人、消費者も実は

大変不便になるなということになったときは、市

長はどうしますか、これ。引き延ばしをされます

か。できるんですよ、これ。

消費者は、市長ね、選択肢がたくさんふえる。

よく言われますが、消費者は今で十分なんですよ。

十分なんて言い切ったらまずいかもわかりません

けどね。しかし、今、事実スーパーがあるわけで

－１１０－

すよ。サティだって、ジャスコができるからなく

なるんでしょう。これ以上必要と望んでいるかと。

私はそうは思わない。それよりも、これだけの借

金と、もう１つ、これだけの車渋滞があるんです

よ。特に樽井のまちはそうなんです。だから、こ

の前の説明会でたくさんの人が集まったんです。

いろんな意見出てますよ。消費者にとっても、単

純にこれはプラスだとは言えないんです。そらそ

うでしょう。目の前、家の前が車で渋滞して、ア

イドリングで排気ガスはぼんぼん、ぼんぼん出て

くる。公害ですよ、これ。

それと、もう１点、大店立地法では環境問題が

言えるんですよ、これ。交通渋滞が仮に府道――

さっき鳥取吉見泉佐野線かな。この線が渋滞をし、

５号踏切から以降も大変な渋滞だと。信達樽井線

が仮にできたとしても、しょせん信達樽井線はり

んくうと砂川までなんですよ。駅から上は今まで

どおりなんです。大渋滞しますよ、これ。それは

環境問題なんです。これ、意見言えますよ、市長。

こういう環境問題が出てきますよ、必ず。どうで

すか、市長、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） 従来の大店法については、

やはり地元重視といいますか、そういうところが

あって、そのことがプラスであり、またマイナス

の部分もあったわけでございます。その中で、今

回いわゆる規制緩和も含めて大店立地法に変わっ

たということでございます。ですから、御指摘の

とおり、非常に出店までのスケジュールが簡素化

されました。しかも、その視点が従来の商業調整

ということから違う観点の方に重きが置かれるよ

うになってまいりました。

御指摘ありましたように、届け出がありまして

原則８カ月、それとあと、もし問題があれば２カ

月程度、もう一度いろんな審議をする場というの

はありますけれども、昔の商調協時代から含めま

すと、非常に短期間で一定の結論が出るというこ

とになっております。

当然、その中には、今おっしゃられたような周

辺環境の問題とか、あるいは廃棄物の減量化やリ

サイクルとか、防災対策とか、騒音の発生とか、

町並みづくりといういろんな視点があることにな



っております。その中で、当然意見を求められる

というふうに考えておりますので、まだそこまで

至っておりませんし、手続もまだこれからという

ことでございますが、そのときには当然、地元市

としての意見、また商工会は商工会としての意見、

あるいは地元の皆さんの御意見というものが、こ

の立地法の中で物申していくということになろう

かというふうに思います。

したがって、私どももこれから、まだ全容が明

らかになっておりませんけれども、その図面等き

っちりとでき上がって、出店のきちっとした中身

がわかれば、当然それに対応してどういう形を今

後、特に地元対応として行っていくのかというこ

とも含めて考えていく必要があるというふうに考

えておるところでございます。

○議長（成田政彦君）角谷議員。

○１７番（角谷英男君） 市長、ようくおわかりな

んですね。ただ、私とちょっと違うのは、市長が

言われてるのは、もうできることを前提に意見を

言う。環境問題も含めてね。意見を言える場所が

あるわけです。書いてますよね。周辺環境への影

響調査、それとかいろんなことありますね。書い

てますよ。駐車場の充実とか、いろんなこと書い

てる。リサイクル、防災対策、廃棄物、町並み、

騒音とか、いろんなあるわけです。

だけど、それは事前にわかるはずなんですよ。

想像もできるわけです。そのために市長、今商工

中心となって皆さんと話をしてるんです。樽井の

まちの皆さんにも聞いた。市商連の話も聞いた。

商工会の話も聞いた。必ずそこで問題が出てるん

です。それがわかっておって、なぜ先に言わない

んですか。でき上がってからでは、だめなんです。

偉そうなことを市長に言うて大変申しわけない

んですけども、我々大事にせないかんのは、特に

過去を批判することがあるんですよ、我々は。あ

の時代にあんなことをしたと。あれさえなかった

らと。あえて言うなら砂川奇勝が今あったらなと

か、よく言われる人がいっぱいありますよ。我々

の孫子の代にあのときにあんなばかなことしたら

だめなんだ、したからだと言われんように、今よ

り慎重に協議をしなければいかん。問題点がある

んなら、それは真剣にみんなで話し合って解明を
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していく。プラス面、メリット面は、これはほう

っておいてもええと思うんですよ。出てくるマイ

ナス点をどう解決するかが、我々の大事な仕事で

はないでしょうか。

そういう意味では、今言われたものは、事後で

はなく事前にやっぱりやる必要があると私は思い

ます。ぜひ、その点は市長、恐らくこれで言い合

いしたって意見がかみ合わない、わかりましたと

は多分言われないとは思う。しかし、それぐらい

私は大事なもんだと思うんですよ、財政面からも、

道路行政からも、まちづくりからも。そういう意

味では真剣に、ぜひ事前に考えられて、手を打て

るものであればぜひ打っていただきたい、そのよ

うに思います。

それと、この都市計画道路信達樽井線整備に伴

う覚書であります。これを読ましていただきます

と、間違いなく大阪府と泉南市が誘致と、こう書

いてあるわけです。誘致と書いてあるわけです。

誘致したんですね、これ。

それと、あえてこんな細かいことを聞いたら嫌

がられるかもわかりませんが、相互協力の中で誠

意を持って協議に応ずると。費用負担は特段の配

慮と。先ほどどなたか議員さんの質問にも答えら

れてました。だけど、我々は対市民の問題がある

んです。より明快に答えなきゃいかんのです。大

阪府を信用しないとは言いませんが、より具体に

明快に、どんな誠意なのか、特段の配慮とは何な

のか。

具体的に言うたら、市長、２０年プラスの定借

なんですね。そうですね。そして、１５０億イオ

ンが金を投資するから、そら帰りませんよと、や

めることなんてありませんよと、皆さん理事者の

方言われるんです。

しかし、市長、どうでしょうね。過去１０数年

前には、ダイエーが今の状態を想像しましたか。

西武がどうなんでしょう。そごうがどうなんでし

ょう。マイカル、サティもどうなんでしょう。み

んな途中で市長の言われる自由競争に負けて撤退

していってるんですよ。１５０億かけたって、マ

イナスになれば、これ以上負債を大きくせんため

にバーンと撤退しますよ。その保証がどこにもな

いんですよ。特段の配慮と言われるなら、大阪府



はそれぐらいの保証をイオンに求めて当たり前で

はないか。私はそう思いますけどね。それがあっ

て初めて、いろんなかみ合った話もできてくると

思うんですよ。

財政問題だってそうですよ。３０年間で１億円

ずつペイできますわと。その保証、もしやめたと

き、撤退したときのペナルティーも含んであれば、

その話は可能になるかもわからない。しかし、そ

んな保証はどこにもない。事実、よそでは幾らで

もそういう例があるわけです。撤退していく。そ

のことも大事なんで、私たちの将来の子供やその

子供のために、これはやっぱり考えておかなきゃ

いかん問題であろうと私は思いますが、市長、い

かがでしょうか。

○議長（成田政彦君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 今回の覚書でございますけ

れども、まず府貸付金の貸し付けを行うなど特段

の配慮を行うということでございますけども、こ

の「など」には、例えばそのときの財政状況によ

って、府の補助金あるいは財政事情等によって特

別交付税等、そういったものを想定して、こうい

う「など」という言葉を入れていただいたという

ことが１点でございます。

それと、今回の税収の試算につきましては、大

部分、固定資産税あるいは交付金等を想定してお

りまして、基本的に仮にイオンが撤退したとしま

しても、建物が残ってる場合は当然に課税をする

ことが可能であると考えてございます。

それから、万が一税収等が入らなかった、ある

いは当初見込みよりも非常に低い額であったとい

う場合には、この覚書の第１条に基づきまして、

大阪府は泉南市の財政状況に配慮し、誠意を持っ

て協議に応じるものとするということでございま

すので、そういった点についても、この覚書で担

保をさしていただいていると考えてございます。

○議長（成田政彦君） 角谷議員。

○１７番（角谷英男君） これも神田助役とやりと

りをしたいんでありますが、残された時間１０分

でありますから。今のは納得できませんよ。やっ

ぱり具体に書いていかなきゃ。

それと、もう１つ質問に答えてないのは、イオ

ンに対して３０年間の保証を求められるんか、求
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められないのか、答えていない。

それと、実は樽井の説明会では、これは情報で

すから多分違うと言われるかもわかりませんが、

りんくうを都市核にするんだと、こういう情報を

事前に言ってますけどね。そうなれば、全体の構

想がみんな変わってくるんです。いやそんなこと

言ってないということは言われてました。だけど、

ここで明快にそういうことはやっぱり答えていた

だかなあかん。

それと、もう１つは、いろんな情報が入ってき

ますけども、これ急に降ってわいたようにぼんぼ

ん、ぼんぼん来てるんですけども、全部情報が後

追いなんですよ。後から出てるんです。情報はそ

んなもんかもわかりません。

ただ、今イオンと泉南市、泉南市と大阪府、大

阪府とイオン、我々が知らない情報はまだまだあ

るんではないかなというようなことが想像できて

くるんです、今までの流れから見たら。これは、

そう思わざるを得ないんですよ。余りにもどんど

ん、どんどん来ます。

それと、費用の問題ですけど、６５億だけで済

みますかね、これ。例えば南海電鉄、これ南海電

鉄の裏側、りんくうの方ですけど、これを開発し

てうまく通れるようにしますよね。多分そうでな

きゃ、こんなんむちゃくちゃや。信達樽井線つく

ってあとだめやと。よく言われてる教習所の横か

ら抜ける道とか、歩いて、自転車で行ける道をつ

くらなきゃだめなんです。その費用もかかります

よ、これ。これはイオンと関係なくやらなければ

いけない事業。

ただし、もう１つ、南海電車に、情報ですけど

ね、これも。エレベーターをつけて両方、山手、

海手、そして高架で越していく。もし、そういう

話が出たら、この費用はどこが持つんですか。南

海電鉄が持つのか、泉南市が持つのか。これはえ

らいことですよ、これでも。（「水も足りません」

と呼ぶ者あり）今、横からアドバイスで水も足り

ないと言われました。いろんな問題がまだまだ山

積みされてるんですよ。

市長、もう一遍原点に戻ります。いろんな問題

が山積みされてながら、大店立地法は生きてるわ

けなんですよ、大店立地法は。イオンさんが大阪



府に申し込みをボーンとした瞬間から、オートマ

チックに流れていくんですよ、これ間違いなく。

今だけでもいろんな問題があります。不安がある。

商業者の問題、消費者の問題、道路の問題、財政

の問題、どこまで皆さんの質問、疑問に答えて納

得さすためのものができたでしょうか。全部とは

言いません。皆さんが納得できたら、これはオー

ケーなんですよ。

ジャスコという会社はいい会社で、我々もよく

知ってますよ。大昔、誘致しかけました、地元の

人間だけで。２核１モールなんて２０数年前から

知ってますよ。地元を大事にする会社なんです。

ジャスコを悪いとは言わない。だけど、それを呼

んで泉南市が与えられる影響をやっぱり考えて、

事前に手を打たなきゃだめですよと。将来に問題

残しますよ。市長も言ってるじゃないですか。話

し合いはするんだと。だけど、申し込みをおくら

さなければ、それは何の意味もなさない話し合い

になるんですよ。

単純に、言葉は悪いが、ガス抜きと。聞きまし

た、聞きました、聞きました。何もできなかった。

それでもできていくんですよ。これは市長、やっ

ぱり真剣に考えなきゃいかん問題だと思いますよ。

いかがですか。改めて聞きます。さっきの都市核

も含めて、それと情報がまだあるんではないかと

いう問題、それと改めて大店立地法の問題も含め

て、改めて聞きます。

○議長（成田政彦君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） 角谷議員の御質問の

中のりんくうタウンを都市核としてという形で、

説明会で報告したじゃないかというお話でござい

ます。

実は、この報告会というんですか説明会、樽井

区長さんから一昨日要望がございました。これは、

今、イオンモールの話が出てるじゃないか、信達

樽井線の話も話題に上ってるじゃないか、だから

その辺のことについて説明しろということでござ

いました。

私どもの姿勢といたしましても、情報を提供す

るということについては全くやぶさかではござい

ませんので、応じて一昨日夜、樽井の区民センタ

ーに寄せていただいたところでございます。結構
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たくさんな方が来られてました。そのとき行った

のは、私と施設整備課長でございます。

今、議員御指摘のりんくうタウンを都市核とい

う形ですけれども、はっきり言いまして、私その

ような発言はしておりません。ただ、聞きました

のは、今回の信達樽井線の整備に当たって、和泉

砂川駅と樽井駅を結ぶ都市軸として信達樽井線を

整備したいという発言はあったように思いますけ

れども、りんくうタウンを都市核としてやってい

くという発言は、私は聞いておりません。

それから、もう１点、情報についてもっと出せ

というお話かなと思いますけれども、我々の方も、

得た情報につきましては、極力機会あるごとに出

さしていただいております。今回も１月に出さし

ていただいたものも間際の情報を出さしていただ

いたということでございまして、これからもその

姿勢は崩すことなくやっていきたい、このように

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 大店立地法に関して再度御

質問でございます。

当然、これは手続は手続として法に定められて

おるわけでございます。しかし、それ以外に、言

われましたように準備段階といいますか、当然我

々が知り得た情報をもとに地元の意向あるいは地

元のいろんな要望、そして周辺の環境も含めて、

我々も庁内でプロジェクトをつくって、これはい

ろんなとこにまたがりますので、都市整備あるい

は市民生活環境部とか、それから空港担当という

ふうに分かれますので、お互いに情報交換、そし

て地元との対応も含めて連携をとりながらやろう

ということにいたしておりますので、そのあたり

については、速やかに情報が入り次第、地元にも

お知らせもし、また協議もしていきたい。

この情報が入ったときにも、当然商工会あるい

は商店会連合会の役員といいますか、そういう方

々にはいち早く既に連絡はいたしておったわけで

ございます。

○議長（成田政彦君） 角谷議員。

○１７番（角谷英男君） かみ合わないんですね。

エレベーター出てませんな。水もちょっと言いま



したけども、これは結構ですわ。そういう問題が

出たときに、後々出たら大変ですよ。大変ですよ。

これはもう大変なことになると思う。事前に言っ

ておきますけどね。

それと、それ以外にもたくさん、たくさん、実

はあります。多分、それぞれの団体、組織からは、

当然たくさんの会員を持っております。持ってお

られる団体もたくさんあります。そういうところ

からも、それなりの疑問点に対する説明を求める

要望等々が出る可能性があります。それで、回答

したけど、一方で、先ほどの話じゃないですけど、

どんどん事は進めるでは何の意味もない。

ところで、市長、今このイオンさんはどの程度

大阪府に行ってるんでしょうか。もう申し込み―

―ここでは、この覚書では９月３０日に出店申し

込みがあったと。それ以後の何か変化はあるんで

しょうか。この大店立地法に絡むような行為があ

るんでしょうか。

○議長（成田政彦君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） 先ほどの件でござい

ますけれども、９月のときに出店申し込みがあり

ました。それ以降、双方あわして締結するという

のは、私聞いておりますのは、３月上旬に協定書

という形で、双方で、大阪府とイオンモールとで

協定するというふうに聞いております。これは初

めて双方判を押して、土地でいえば仮契約のよう

な形で、金額とかこんなやつを決めるということ

です。それで、７月ごろに本契約をやるというふ

うに聞いております。それが以上です。

○議長（成田政彦君） 角谷議員。

○１７番（角谷英男君） もうほとんど時間なくな

りました。今のままだと、本契約まで自動的にオ

ートマチックに進む可能性があります。ぜひきょ

うの質問は真剣に考えていただきたい。これは市

民の声であるというふうに思っていただきたいと

思います。

同時に、きょう申し上げました質問、疑問点、

これを抜きに、先ほどと同じことになりますけど

も、ぜひ真剣に考えていただいて、オートマチッ

クで進むことのないように、ぜひ市長、これ真剣

に考えていただいて、地元の皆さんの声もよう聞

いていただいて、それが反映されるような状態に
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ぜひしていただきたい。場合によっては出店申し

込みをどんどん延ばしていただく。出店申し込み、

これはありましたけども、正式調印は延ばしてい

ただくとか、それとか、議会もいろんな反応を示

すと思いますよ、これ。でなきゃ、これ一生懸命

言ったって意味がない。商売人さんがやったって

意味がない。

以上で終ります。

○議長（成田政彦君） 以上で角谷議員の質問を終

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、来る１０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、来

る１０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。

本日はこれもって延会といたします。

午後４時４２分 延会

（了）
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