
午前１０時１分 開議

○議長（成田政彦君） 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。

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１０番 上山 忠君、１

１番 松本雪美君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第５号 普通財産の減額

譲渡についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局主幹（西浦敏一君）

〔議案書朗読〕

○議長（成田政彦君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） おはようございます。ただ

いま上程されました議案第５号、普通財産の減額

譲渡について御説明申し上げます。

議案書２１ページをお開き願います。内容とい

たしましては、泉南市信達岡中５０９番２から５

０９番６の旧市営長岡住宅５戸の減額譲渡でござ

います。

この住宅につきましては、本来、昭和４９年度

におきまして譲渡を行うべき住宅でございました

が、その当時、土地境界確定ができず、譲渡を行

うことができなかったものでございます。このた

び土地境界確定等譲渡に伴う条件が整い、また５

戸の居住者から一定の御理解もいただきましたの

で、譲渡を行うものでございます。

本件の減額譲渡につきましては、居住者側の都

合で譲渡をできなかったということではなく、市

が行うべき土地境界確定がおくれたことが原因で

あるという判断から、昭和４９年譲渡の考えであ

る鑑定価格の５１．７％の売却率で減額譲渡をする

ものでございます。

以上、簡単でありますが、説明とさせていただ

きます。御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（成田政彦君） これより質疑を行います。

－２０８－

質疑はありませんか。（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。――――和気

議員。

○１９番（和気 豊君） ただいま提案されました

議案第５号について、少し質問をしてまいります。

まず１点は、今回の減額譲渡に至る経過を少し

お示しをいただきたいというように思います。

それから、この５名の方のいわゆる譲渡を受け

る権利といいますか、適格基準みたいなものにつ

いてもお示しをいただきたい。

それから、中に、漏れ聞くところによりますと、

１軒既に新しく建てかえをしておられるというと

ころがあるというふうに聞いておるんですが、そ

の辺についてどうなっているのかですね。

当然、建てかえについては確認申請等要ります

から、これが明確にこの方の権利だと、こういう

ことがはっきりするまでは確認申請できない。市

が借地権とかそういうものを認めるような書類を

出せば、そうではないというふうに思うんですが、

その辺市のかかわり合い、市が便宜を図ったこと

等があればお示しをいただきたいなと、こういう

ふうに思います。

とりわけ経過の中では、市に瑕疵があったとい

うその点ですね。ですから、４９年当時の価格で

払い下げをしたんだと。その辺、特に明確になる

ように――これは私わかりませんので、傍聴者に

対してではなくて、私よくわかりませんので、そ

の辺をお示しをいただきたいと、こういうふうに

思います。よろしくお願いをいたします。（傍聴

席より発言する者あり）

○議長（成田政彦君） 答弁を求めます。傍聴者は

静かにしてください。――――馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 経過につ

いて御説明申し上げます。

この旧市営長岡住宅につきましては、助役の方

の説明でもありましたように、当住宅につきまし

ては、昭和４９年度におきまして一応払い下げを

行うということで行った住宅でございます。その

当時、土地の境界確定ができなかったということ

で払い下げを行うことができなかったものでござ

います。

その後、土地の調査、また所有権者の特定作業



等を行いまして、平成１４年４月２８日に関係土

地所有者と立会を行いまして、その境界確定を行

いました。それをもちまして、平成１４年５月２

８日で地積更正及び分筆登記を行ったものでござ

います。これまでの経過につきましては、平成１

４年７月２３日の総務文教常任委員協議会で御報

告をさせていただいております。

これを受けまして、居住者の方々に対しまして、

現在までの経過及び払い下げについての説明会を

３回行いました。その説明会の中で、この長岡住

宅につきましては、本来ならば昭和４９年度に払

い下げを行うべき住宅でございましたが、土地の

境界ができなかったということによりまして、こ

のことにつきましては居住者側の方の責任、都合

ということではなく、市が本来行うべき土地境界

確定ができなかったということで売却できなかっ

たわけです。

このような判断から、今回の長岡住宅の払い下

げにつきましては、昭和４９年度払い下げの考え

方である鑑定価格の５１．７％の売却率を採用する

ということで説明を行いまして、一応５戸の居住

者から一定の御理解をいただいたものでございま

す。

そして、１軒建てかえを行ってるわけでござい

ますが、この建てかえにつきましては、昭和６０

年７月にその当時の申し入れがございまして、そ

のときに改めて土地の貸貸借契約の締結を行って

おります。

この内容につきましては、昭和６０年７月２２

日で普通財産土地関係貸付申請書の提出がありま

した。この中で、その当時の近傍地の固定資産評

価額を出しまして、それにその面積、平米当たり

の単価を出しまして、それにその貸し付けの面積

を掛け合わせた額を貸付料といたしております。

その貸付料が２万９００円ということでございま

す。その土地賃貸借契約書ということも作成をし

ております、その当時。

それと、払い下げの所有権等の基準ということ

でございますが、これにつきましては、今現在そ

こに住んでいる方の代表者と契約をして、所有権

移転をするということにしております。

以上でございます。

－２０９－

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） もう１つよくわからない

んですが、登壇で神田助役が言われたことと余り

変わらんのですが、私は経過等についてもう少し

具体に、年月日が入った程度で余り詳しい説明に

はなっていないというように思うんです。

それと、総務文教常任委員会で７月ごろにお話

をしたということなんですが、このことについて

は、少しいわゆる議会への情報開示といいますか、

そういうことに先行して事が行われたと、こうい

うことで問題になったように思うんですが、その

辺のいわゆる事後処理ですね。

こういうものは、今の説明では総務文教常任委

員会が１回だけ開かれたように聞こえるんですが、

私はかなり問題になったというふうに思うんです。

そういうことについては、ちゃんと事後について、

今後そういうことがないようにとか、いろいろ当

然議会に対して処理すべきことはあっただろうと

いうふうに思うんですが、そういう関係の会議、

委員会は、そういうしかるべきところでの市の意

思表明というんですか、当然あなたではなくて、

さらにその上の総務部長なり担当助役なり、それ

から市長なり、そういう方からもお話があったの

かどうか。これは議会の対応ということでは、や

っぱり必ず報告をいただかなければならない問題

だろうというふうに思うんですね。その辺があっ

たのかどうか、お示しをいただきたいというふう

に思います。

それから、１４年の４月２８日に立会して初め

て境界確定がされて、その時点で、その後、地積

確定がされたと、こういうことですね。というこ

とになれば、６０年の７月に申し入れがあって、

改めて普通財産で使用貸借をやっていたその関係

を賃貸借契約に変えて、賃貸借契約書を出してあ

げたと。これが確認申請の１つの要件書類として

効果を発揮して、建てかえが認められたというこ

とになるというふうに思うんですが、このときは

面積はどうなったんですか。どれだけの面積を契

約の中に書き込んだんですか。その面積のいわゆ

る公的な意味合いといいますか、これはどうなっ

てるんですか。

境界確定もしてないのに、いわゆるめっそで大



体これぐらいやということになったんでしょうか。

隣地との境界がはっきりして、初めて隣地であれ

ばそのことによって、あるいは離れておれば推し

て来ることによって面積がちゃんと順次明らかに

なっていくということなんですが、この辺はどう

なっているのかですね。

それから、住んでいる方の代表者ということな

んですが、中にはかなりここを空き家にしておら

れて、ずっと放置されておられたということも聞

くわけですが、これは使用料を払っておれば、こ

れで権利は、すべて市が悪いということで、実際

住宅に困っておられるという要件がなくても、み

ずから出ていかれたという、そういうことであっ

ても、これは今回の払い下げ要件に該当するのか

どうか、借家法なり公営住宅法等にのっとっても

少しお示しをいただきたいなと、こういうふうに

思うんです。

ちょっと私、少し細かいことを言い過ぎるかも

わかりませんが、議会よりも先行してあるところ

で市が細かく説明をしておられるということなん

で、ちょっとその辺腹に据えかねておりますので、

少し細かい点まで厳重に聞いておきたい、こうい

うふうに思います。

○議長（成田政彦君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） １番目、

情報管理、情報の提供ということでございますが、

この長岡住宅の件につきましては、一部情報紙に

長岡住宅の払い下げに関する進捗状況等の情報が

記載されたということが事実ございました。

これにつきましては、長岡住宅の居住者よりそ

の方に依頼されたということがございまして、進

捗状況はどうなってるのかというふうな問い合わ

せ等がございまして、その辺の状況説明をしたも

のでございます。今後、このような情報管理、ま

た情報提供等につきましては、やはり慎重に対応

していきたいというふうに考えております。

また、今後このような案件等につきましては、

進捗状況に応じて所管の委員会、協議会などに十

分説明をしてまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、どういうふうに面積を決めたかという

面積の問題でございますが、この面積につきまし

－２１０－

ては、当然昭和４９年当時、払い下げをするとい

うことで、この長岡住宅についても一応測量を実

施しております。そのときに隣接の所有者の理解

が得られなかったということで、土地の境界確定

ができなかったという経緯がございます。境界で

きなかったんですけども、そのときに測量をした

各区画の面積を参考に借地の面積としたという考

えでございます。

それと、空き家の考え、今１軒空き家がござい

ます。この方が当初昭和３０年当時からこの住宅

をお借りして、住宅として住んでおられたんです

けども、その後、４９年度に払い下げをしていた

だけるものということでずっと待っておったとい

う経緯がございます。

その中で、家族構成とか生活環境の変化等に伴

いまして、この住宅ではとても生活ができないと

いうことで、その辺の支障がございまして、昭和

６２年当時に現在地の堺市の方に一応引っ越しを

されたという経過がございます。

その方といろいろ今まで何回かの話し合いの中

で、その方につきましては、この長岡住宅付近に

はやはり知り合い、友人等もたくさんおられます

し、また割かし静かで環境もいいということで、

ここのところは永住の地と考えているということ

で、そういうふうな考えを持っておられます。

そういうふうな経過もございまして、使用料の

方もずっと滞りなく納めておったということもご

ざいまして、今回この方に売却をするということ

で進めております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） すべて市に一方的に問題

があったと、いわゆる境界確定に至らなかったと、

そこに落ちをつけられるといいますか、重点を置

かれた御答弁だったんですが、そういうことにな

りますと、境界確定ができていない４９年当時の

測量面積でやったと。これは正式の面積ではない

ですよね。相手との、隣接地の方の同意がなくて、

そこから抗議が起こっているわけですから、それ

でなかなかいかなかったと。別に抗議も何もなけ

りゃ、６０年にみんな払い下げもできたはずなん

ですが、そういう面積で。測量の面積でやれたわ



けですが、そうはならなかったというところに、

４９年以降今日まで延びた理由があるわけですか

ら、この貸付面積ですね。これと現在の払い下げ

の面積ですね。どの方かな。――それはいいです

わ。ここに明示されている面積との間には、どれ

だけの違いがあるんですか。もうぴったしカンカ

ンで、面積はそのときの測量面積と同じだという

ことなのかですね。

こういう場合は、やっぱり錯誤申請みたいなも

のは――これで登記もできてるでしょうし、この

面積でね。これは公の文書、法務局への届け出文

書、あるいは市が経由した、登記しておられたら

そこの文書ですし、市の経由で大阪府に行ってい

る文書と違いがあるということになれば、それは

もうそのまま事後処理、ほうっておかれたらいい

んでしょうか。

それから、総務文教常任委員会、ここへはもう

結末というか、そういうことの報告はもうされず

にそのまま済んだと、こういうことなんですか。

ちょっとここに至るまで、７月に開いてそれ以降

あれだけの問題になったやつですから、せめて担

当の常任委員会にはその辺の経過も含めて、今度

の議案はこういう議案を出したいんだということ

で、直前の一般的な議案説明ということではなく

て、一定減額分譲のめどがついた時点でそういう

説明をされるのがやっぱり議会と行政のルールで

はないかというふうに思うんですが、その辺はど

うでしょうか。

○議長（成田政彦君） 馬野総務部次長。

○総務部次長兼総務課長（馬野史朗君） 今回の面

積の差でございますが、以前借地契約、賃貸借契

約をしてる面積につきましては、１２１．４８平米

で行っております。今回、土地の確定をした面積

が１１９．８５ということで、マイナスの１．６３平

米の差がございます。

以前、これが土地の境界確定が４９年当時でき

てませんでしたので、これは各実測面積と公簿面

積の差がございまして、当然それが土地の境界確

定をしなければ、地積更正をして分筆登記ができ

ないということがございますので、その当時各住

宅の分筆登記ができていなかったということで、

今回改めて分筆登記を行ったということでござい

－２１１－

ます。

先ほどの情報管理、情報提供等の問題でござい

ますが、平成１４年の７月２３日の総務常任委員

協議会で一定の報告をさせていただきまして、今

回議案を上程するに当たり、議会前の所管の委員

協議会でこの問題につきまして説明をしてござい

ます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

―――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（成田政彦君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第５号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第３、議案第６号 泉南市事務分掌

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（成田政彦君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第６号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。

議案書２３ページをお開き願います。提案理由

でございますが、地域改善対策特定事業に係る国

の財政上の特別措置に関する法律の失効により、

法に基づく特別措置としての同和対策事業は終了

となりました。これからの同和問題解決のための

施策は、同和問題を人権問題という本質からとら

え、さまざまな課題を有する人々に対する人権尊

重の視点に立った取り組みとして展開していく必

要がございます。

また、男女共同参画社会基本法の施行により、

女性施策はこれまで女性の地位の向上、女性問題

の解決から男女共同参画社会の形成へと移行し、



地域社会を男女共同参画の視点で検証し、その促

進を図ることが必要であります。

これらのことから、人権施策を総合的に推進す

るため所要の改正を行うことが必要であり、本条

例を提案するものでございます。

議案書２５ページをお開き願います。条例改正

の内容といたしましては、人権推進部の事務分掌

中の「同和対策」を「同和問題解決のための施策」

に、「人権啓発」を「人権推進」に、「女性施策」

を「男女共同参画施策」に改正するものでありま

す。なお、本条例は、平成１５年４月１日から施

行するものであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（成田政彦君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――大森議員。

○４番（大森和夫君） 助役の説明にありましたよ

うに、地域改善対策特定事業にかかわる国の財政

上の特別措置が失効したということでこういう内

容が出てきたということですけども、これに関し

て昨年１０月の２２日に大阪府の企業局調査部長

名で通知が出されてますよね。この通知の中で、

地対財特法の失効に伴い、同和地区出身者に対象

を限定した特別措置としての同和対策事業の前提

となるいわゆる地区指定がなくなり、特別対策事

業は終了しましたということを述べられています

よね。こういう観点からしましても、例えばこう

いう同和問題解決のためにというような文章が入

ってくるというのは、どうかというふうに思うん

です。

今、通知の中身も紹介しましたけども、こうい

う観点に立ちますと、法制上は同和地区の概念が

なくなったということが常識的な判断になると思

うんです。その点、どのようにお考えになってる

のか、御答弁をお願いいたします。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） ただいま大森議員

より御質問がございました地対財特法失効後の同

和行政についてということで、当然我々といたし

ましても、大阪府の企画調整部長より人権第２１

２号、平成１４年１０月２２日の文書、通知が参

－２１２－

っております。

この中で１つは、府においての国の特別措置や

数次にわたる大阪府同和対策審議会答申に基づき、

同和地区の生活環境の整備や同和地区出身者の自

立促進を図るため、同和地区及び同和地区出身者

に対象を限定した特別措置としての同和事業を終

結したということでございますが、今後の方向と

いたしましては、府民の差別意識の解消、人権意

識の高揚を図るための諸条件の整備、また同和地

区出身者の自立と自己実現を達成するための人権

相談を含めた諸条件の整備、同和地区内外の住民

の交流を促進するための諸条件の整備等を図ると

いうことでうたわれております。そういう意味か

らも、現存いたしております部落差別などの人権

問題についての解消を図るために必要であると考

えております。

以上です。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 実際の状況を考えてみます

と、今言いましたように、私が言うまでもなく、

地対財特法が失効となり、それから長野県とか高

知県とか、それから近隣、和歌山などでも、岡山、

広島などでも見られるように、終結という方針が

大きな流れになってると思うんです。同和問題の

終結、同和終結という動きがね。こういう観点に

反するんではないかと。

同和問題というのは基本的には解決した。そし

て、同和地域というのは消滅したというのは、こ

れは社会的な常識ではありませんか。失効の中に

も、通知の中にもこれははっきり書かれてるわけ

でしょう。そういう点はどうですか。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 我々といたしまし

ては、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律が失効したということでご

ざいますが、法に基づく特別措置としての同和対

策事業というのは終了いたしておりますが、これ

からの同和問題解決のための施策、これはやはり

継続していくということで市長も述べられておる

とおりでございます。

同和問題を人権の問題という本質からとらえ、

さまざまな課題を有する人々に対する人権尊重の



視点に立った取り組みとして、今後展開していく

必要があります。そういう意味から、今後も同和

問題解決のための施策は進めていかねばならない

という考えを持っております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 国の流れ、それから大きな

自治体の高知や長野県の流れなどもお話ししまし

たけども、同和問題という限りは、同和地区を指

定する必要があると。そうする限り、やっぱり周

辺地域とのそういう分離、隔離をせざるを得ない

という点があると思います。それがなお一層同和

問題の解決に逆行する流れを生み出すというふう

に思うんですけども、その点はいかがですか。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。（発言

する者あり）不規則発言はやめてください。

○人権推進部長（大浦敏紀君） ですので、特別措

置から人権尊重の観点に立った一般施策への転換

ということで、大阪府同和対策審議会の方からも

審議についての文書も参っております。同和問題

解決のための取り組みは、本来は一般施策で当然

実施されるべきものであるが、一般施策の内容が

十分ではなく、また同和地区の実態にそぐわなか

ったことから、これらが実質的に行われなかった

ころから一般施策の補充として、現在まで、法が

失効するまでの間、特別措置としてなされてきた

ものでございます。

今後の同和問題解決のための取り組みは、同和

地区の現状や地対財特法が失効したことなどを踏

まえて、同和地区、同和地区出身者に対象を限定

した特別対策としての同和対策事業は終了いたし

ております。

これからは、これらの成果を十分に踏まえて、

同和対策事業で養ってきた事業のノウハウを生か

しながら、一人一人がかけがえのない存在として

尊重される差別のない社会の実現を目指し、同和

地区、同和地区出身者のみに限定せずに、さまざ

まな課題を有する人々の自助自立を図り、だれも

がそれぞれの個性や能力を生かし、自己実現の達

成を図ることの視点に立って、的確な我々行政ニ

ーズを把握して、人権尊重の観点に立った一般施

策として総合かつ計画的に事業を推進してまいり

－２１３－

たい、このように考えておる次第でございます。

以上です。

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

―――北出議員。

○１２番（北出寧啓君） 事務分掌条例を見ており

まして、これは人権推進ということなんで、一般

に、特に多元的な社会で、多元化してくる中で、

今ブラジルとかいろんな諸外国からの流入もあり

ますし、あるいは片や倒産、不況等でやっぱり生

活保護を受ける方とかもたくさん発生してきてま

すし、普通の地域社会の中でやっぱり人権という

ことが、具体的な施策の中では弱者間の競争とか

そういうことが多分に発生してくると思うんです

よ。

そうすると、実際問題、財の配分とかいうこと

がやっぱり具体的な課題としていろいろ考えなき

ゃならない。特に地域社会の構造というのは、特

に日本は土建国家という特質もありますけども、

公共事業の枠組みが強い。やっぱり弱者間のそう

いう競争が強いと。逆に、もう一方では、中間層

というんですか、サラリーマン階層ですね、施策

が相対的に低くなるということで、税を払った分

に対して、分相応の施策はどうなのかというふう

なことも発生してくると思うんですね。

だから２点。弱者間の競争が、多分に今の福祉

国家が特に後退していく中で、財の配分をめぐっ

ていろんな紛争なり、そこでどこまで共同参画し

てお互いに、ワークシェアリングとかありますけ

れども、人権なり財の配分をどうするのかという

ふうなことがやっぱり具体的日程としてあると思

うんですよね。

これは特に人権全体の問題ですから、泉南市の

特質もありますけど、そういう総合的観点に立っ

て説明していただきたいなと。まさに人権の枠組

みとして、今後の展望を述べていただけたらと思

います。少し抽象的な質問で申しわけないんです

けれども。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 北出議員の御質問

に対して、非常に抽象的な、我々としては具体的

にこれはこうだということにつきましては、行政

上、やはり財政上進めていかねばならないという



ことでございますが、当然同和問題につきまして

は、今、先ほどもお答えいたしましたように、一

般施策への移行ということで、事業自身について

は、一般施策で今後も府の補助、国のいろいろな

施策の活用をしながら泉南市としてもやっていく

ということでございます。

特に、今まで特別措置として、いろいろな施策

を当市も推進してまいりました。しかし、住宅か

ら始まりまして、いろいろなところで地域住民の

御理解を得ながら、一般施策に移行すべくやって

おります。すべて完了したわけではございません

が、段階的に現在も進めている激変緩和措置を講

じながら進めているという部分も多分にございま

す。しかし、ここ数年の間にはすべて完了すると。

住宅家賃にいたしましても、浴場の利用料にいた

しましても、一般並みに段階的にやっていくと、

こういうことでございます。

それと、外国人、当然女性問題、いろいろな問

題がございます。それについても積極的に今後も

推進してまいりたいということを考えております。

以上でございます。

○議長（成田政彦君） 北出議員。

○１２番（北出寧啓君） 質問が抽象的でまことに

申しわけございませんが、男女共同参画とか多面

的な多元社会におけるさまざまな人権問題が泉南

市においてどういうふうに起こってきて、その人

権間の調整とかそういうのがあると思うんですよ。

そういう事例なんかも求めたかったわけなんです。

言葉足らずで申しわけございません。

それと、本源的にはフランス革命以降、自由・

平等とか権利というふうなことが言われてくるわ

けですけども、権利の背景というのは、発生時に

おいては、やっぱりエゴイスティックな部分は当

然あるわけでですね、それは諸階級とかあるわけ

ですよ。そういうふうなのを持ちながら人権のさ

まざまな要求があって、それが調整される。それ

からさらに公共的なものへと展開して開いていく。

そこで連帯が起こってくる。

だから、人権が公共性の枠組みとどう統合され

て、いわゆる地域としての共同社会がどうでき上

がっていくのかと。そういう枠組みが当然人権施

策をやる上で、担当間は踏まえた上でやっていか
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なければ、単なる人権だけの展開ということであ

れば、やっぱりどこかに限界が生じてくるという

ふうに考えますので、その点についてもよかった

らお示し願いたい。どのように考えていらっしゃ

るのか。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 人権の件でござい

ますが、やはり議員御指摘の部分も十分に我々と

しては今後持って推進していかねばならないとい

うことは、十分に考えております。

人権を基本とした、人権を尊重するということ

は、一人一人の自己決定、その人らしさを尊重し

ていくことであると。このことは社会福祉の基礎

構造改革など福祉を取り巻く環境が変化する中に

あって、不変の理念として地域福祉施策の基本に

据えなければならないということで、市民一人一

人がみずからの意志で選択し、決定したその人ら

しい生き方を尊重すること。とともに高齢者、障

害者、子供、母子等が虐待などの権利侵害を決し

て受けてはならないような人権尊重のまちづくり

を一層進めていくという観点から、我々は今後も

人権尊重の社会を目指して進めてまいりたいと、

このように考えております。

以上です。

○議長（成田政彦君） 北出議員。

○１２番（北出寧啓君） だから、いろんな諸権利

の施策の中で、次にそういう人たちがこぞってや

っぱり地域づくりに参画するというか、共同して

いくという、その辺も展望した上での権利の闘争、

やっぱり市役所の行政行為、それを媒介にしなが

らみんなに参加していただくと。それから、連帯

という枠で本当の公共的なものを実現していかな

きゃならない。そういう大きな枠組みを持ってな

いと、個々の施策だけが終わってしまっては、や

っぱり歴史的な過程としては限界が出てくると思

うんで、その辺に配慮をしながら人権施策をして

いかなきゃならないと思うんです。そういうこと

で、市長、よかったら一言。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 高尚な御質問で非常にお答

えしにくいんですけれども、人権問題というのは、

今まで考えられていた人権の問題、我々の条例に



もありますように、同和問題とか、あるいは外国

人問題、女性問題、それと障害者の問題とか、そ

ういうふうなことが従来考えられておったんです

が、最近はそれ以外にいろんな、特にまた最近は

ホームレスの問題とか、新たないろんな社会現象

が起こってきておりますので、そういう全体的に

見て、この人権問題というのをどうとらえていく

んかという視点をおっしゃられてるんかというふ

うに思います。

我々も当然、今回の第４次の総合計画におきま

して、一番の柱にその人権尊重の社会づくりとい

うことを挙げておりまして、その中でおっしゃら

れたいろんな形の人権の尊重なり、あるいは推進

なり、また市民との共同、当然そういう方々との

共同ということもあり得るというふうには思いま

す。

したがって、これからはより多方面といいます

か、グローバルな面でこの人権問題ということを

とらえていかないといけない時代に入ってきたと

いうふうに考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

―――巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 今、上程されております

――事務分掌ですから、大きく変わるということ

ではないかと思いますが、皆さんいろいろ論議さ

れておりますので、それなりにお問いかけをした

いと思います。

私は、行政として法が果たした役割というもの

をきちっとやっぱり把握されて、認識されて、そ

れに基づくさまざまな差別に対する施策あるいは

方法、手法等をきちんと位置づけして、そしてそ

れを執行していくということが行政の最大の仕事

ではないかというふうに思っておりますし、その

ことは、トップであります市長の背に負うものが

非常に大きく依拠してるんではないかと。市長が

かわると同時に施策が、あるいは対策がかなり低

下したというところは、大阪府下にも各地で存在

していることは事実であります。

ただ単に、先ほど論議の中では、同和問題のみ

を私は差別という形での扱い方とかあるいは表現

は、僕は間違っているのではないか。私がお聞き
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したいのは、そういった意味でのいわゆる成果と、

そしてその果たした役割と、そして今後の方向が

きちんとそれによってなされるんだということで、

第４次総合計画でも書かれておりますから、それ

なりのことはわかりますが、具体的に今後もきち

っとした進め方をされるということが、まず確認

をいたしたいと思う点であります。

この部分が若干の「同和対策」を「同和問題解

決のための施策」に改めということで、「人権啓

発」を「人権推進」に改めということで、字句の

修正のみでなく、このことは何を意味するかとい

うことをきちっと説明をもう一度お願いしたいな

というふうに思うのが２点ですね。

御承知かと思いますが、私は差別というものは

人間の生存権の問題だというふうに理解してます。

そのことは戦争によって行われない。そして抑圧

される、圧政。例えば、今問題になっております

イラクあるいは北朝鮮、このことが人間が生きる

権利をすべて圧政によって奪っていく、あるいは

その人の権利を奪っていくということは、果たし

ていいのかどうか。このことが容認されるという

世界であれば、私は非常に残念でならないという

ふうに思ってます。

そういう意味では、この圧政、抑圧が日本でも

ないのかということがありますし、そのことを解

決して進めるために、戦前圧政があり、抑圧され

てきた歴史があったわけで、そのことによって戦

後、民主憲法と言われる現憲法が施行されて、そ

して人権というものが大きく国民の中に語られて

いる。平和でそのことがきちんと解決してるかと

いうと、そういうことはあり得ないし、世界では

人種とか宗教によってかなりいろいろな差異があ

って、やっぱり僕は白豪中心主義みたいな考え方

が世界ではないのかと。アングロサクソンとか、

例えばゲルマニーを中心とした意識が世界の中で

今なお存在している事実がある。

アメリカでもそうでありますが、彼らから見た

ら、カラードと言われる我々と黒人ですね、黄色

人種、これに対しての差別意識が非常に強い。優

越感を持っているというようなところもあります。

白人同士の中でも、御承知のようにユダヤに対す

る差別意識が非常に強い。ロマに対する問題とか、



世界にさまざまな差別というものがありますから、

部落問題だけが差別ということじゃなしに、基本

的に人間が人間を蔑視する、生きること、生存権

を否定していくことをやめさせるのが差別とのい

わゆるかかわりだというふうに私はまず理解をし

ているんですね。そういう理解なのかということ

を第３点目にお尋ねしたいと。

以上です。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 巴里議員の御質問

にお答えいたします。

まず、議員御指摘の同和問題解決の施策という

ことで、昭和４４年度の同和対策事業特別措置法

の施行以来、３３年間にわたり実施されてまいり

ました。財政法上の特別措置、これは去年の３月

末の地対財特法の失効をもって終了いたしました。

その中で、本市におきましても国の特別措置や

数々にわたる大阪府の同和対策審議会答申に基づ

き、同和地区の生活環境の整備や同和地区出身者

の自立促進を図るため、同和地区及び同和地区出

身者に対象を限定した特別措置としての同和事業

を推進してまいった結果、かつての地区の劣悪な

状況は大きく改善されました。平成１２年度に実

施いたしました実態調査などによりますと、教育、

就労の課題が今なお残されているということは、

十分認識をいたしております。

また、市民の差別意識の解消が十分に進んでお

らず、部落差別事象は現在もあります。同和問題

が、こういう観点からすべてが解決されたとは言

えない状況にあります。

そういう意味からも、今後の同和問題解決のた

めの施策の基準目標は、すべての差別を解消し、

すべての人々の人権が尊重される豊かな社会の実

現を目指して、周辺地域と一体となったコミュニ

ティの形成を図ることが必要であると、こういう

ことを考えております。

その１つとして、先ほども申しました市民の差

別意識の解消、人権意識の高揚を図るための諸条

件の整備を進めてまいりたい。また、同和地区出

身者の自立と自己実現を達成するための人権相談

を含めた諸条件の整備、同和地区以外の内外の住

民の交流を促進するための諸条件の整備を図って

－２１６－

まいりたいと、このように考えております。

次に、全体といたしまして、議員御指摘のとお

り我々としてもその部分につきましては、十分に

配慮を重ねながら進めてまいりたいと、このよう

に考えております。

以上です。

○議長（成田政彦君） 巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 今、人推部長がおっしゃ

ったとおりで、法が目的としたところが完全に達

成されたとは言えないまでも、ある一定の成果を

得たということで、特別措置については昨年度で

打ち切ると。しかし、人権政策についてはきちん

と国としてやると。そして、大阪府初め我が泉南

市もそのことに対してきちっとやるということが、

先ほどの論議から見ても答弁の中では見受けられ

るわけでありますので、その点は私は非常にいい

んではないかというふうにまず思います。

いみじくも今、部長がおっしゃったように、同

和問題の解決はすべての差別を解決する起点だと、

言葉をかえればね。という認識が僕は非常に大事

なことではないかというふうに思ってます。

この問題の解決に当たっての行政の果たした役

割というのは非常に大きなものがあるし、当然行

政が長い間そういった政策をしなかったというこ

とが、そのことを残してきたということの反省の

上に立った政策であったという、この共通認識も

持つべきだというふうに思うし、市長は日ごろお

っしゃってますから、その点は御理解いただいて

ると思いますが、この問題は私はこの議会におい

ても、市民においても、十分論議されるべきだと、

議論されるべきだと私は認識しています。

しかし、それは差別を否定してはならない。差

別が現存するということ、があるということを見

詰めて、そこから派生し、そして議論しなければ

意味がないんじゃないかというふうに私は思うし、

むしろそれは差別のいわゆる拡大再生産に寄与し

ている、手を貸していることになる。

昔、戦前から戦後、党活動できなかったとか、

いわゆる政府に反する活動ができなかったことが

抑圧、差別されて牢獄にぶち込まれたという時代

があった。しかし、闘いによって、それぞれ皆さ

ん方の闘いと、努力されたそれぞれの分野の人々



によって、このことが大きく変貌を遂げてきたと

いう歴史があるわけで、そのところに依拠してる

部分の人がそのことをやるということも、私は非

常に残念だというふうに思います。

そういう意味では、市長ね、今部長がお答えさ

れましたように、人間共同参画社会ということも

ありますが、男女共同参画社会ということ自身が

参画してないということのあらわれだ。つまり法

をつくるということは、そのことをやらなければ

規制できないということにおいてつくるんだと。

国民差別禁止法という、アメリカで差別した途端

に刑務所に入らなきゃならない厳しい法律がある

のは、それほど黒人差別が厳しいから、その法で

規制していかなければいけない。だから、法とい

うのはいつも後追いなんですね。

しかし、これからやる施策として、法は後追い

ではなく、国連でも言ってますように、やっぱり

法というものは、世界の人々の生存権にかかわる

のが人権なんですよ、そして環境問題なんですよ、

地球環境なんですよということを言うてる。それ

で、差別の原因になってる文字をきちんと教える、

覚えるということは教育の問題だということ。そ

して、最低限生活するためには福祉という問題。

この大きな問題が４大テーマとして行われてると

いうことで、市長はいつもおっしゃってるとおり

なんです。そのことを再度確認いたしたいと思う

んですが。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） もともと被差別部落の生活

環境が非常に劣悪だったという時代もございまし

て、その中から特に皆さん方がやはりこのままで

はいけないと。これをきちっと改善していかなき

ゃいけないということで立ち上がられて、一定の

運動もされて、それが行政を動かし、国を動かし、

特別立法ということになってつながってきたとい

うふうに思っております。

この間、泉南市も特に同和対策事業を数多くや

りましたけども、その大部分というのは、やはり

社会基盤の整備、特に道路とかあるいは住宅、用

排水路、農道、それから公園その他、特に地域の

環境改善ということに重きを置いてやってまいり

ました。
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これは、本来は特別法があるなしにかかわらず

行政が行わなければいけない施策だというふうに

思いますが、しかし非常に格差があったという中

で、特別法の中で財政上の優遇措置も含めて一定

の促進を図ってきたと。それらについては今、巴

里議員が言われましたように、今回、法の失効を

含めて一定改善がなされたというふうに考えてお

ります。

ただ、まだ差別意識を中心としたそういう偏見

も残っているのも事実でございます。昨年もいろ

んな差別落書き事件もあったように、課題として

はやはりまだまだ残っておるというふうに私ども

も思っております。

したがいまして、法の失効は失効として、そう

いう特別対策による事業としては一応終わりまし

たけれども、一般対策、一般施策の中でそれを今

後ともそういう事象がある限り続けてやっていっ

て、本当に真にそういう差別のない、そして偏見

のない社会づくりを行っていかなければいけない

というふうに考えております。

したがいまして、今回の事務分掌改正におきま

しても、文言の改正ということでございますけど

も、その中にあるものは、やはりこれからの時代

に合った人権のあり方、推進、そして残された同

和問題の解決ということを含めて、これからもや

っていきますと。そして、女性問題というふうな

とらまえ方が従来でありましたけども、御指摘あ

りましたように男女共同参画もでき上がっており

ますんで、それに見合った形での事務分掌、それ

らを含めて事務をこれから遂行していくという意

味で、今回条例改正をお願いしているものでござ

います。

したがいまして、私どもも第４次総合計画に盛

り込んでおりますように、人権の尊重ということ

がやはり我々が生活していく上での根本だという

ふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

○議長（成田政彦君） 巴里議員。

○２２番（巴里英一君） ありがとうございます。

人権啓発を人権推進に改めというのは、啓発と推

進の違いというのはちょっとわかりにくい部分が

あるんで、昔、啓蒙なんていう言葉をよく使った



んですが、啓蒙というたら、蒙するという、言葉

がちょっと教え諭すみたいなものになるんかなと

思うんで、啓発ということに変わったんですが、

啓発と推進の違いというのは、ちょっとわかりに

くいところがある。

女性施策を男女共同参画施策というのは、市長

が今おっしゃっていましたように、男女というの

が平等だというのは、当然そんなん当たり前の話

なんでね。長い間女性が虐げられてきて、現実に

も言葉に残ってますよね、おんなへんというのは

決していい方には使われてない社会というのがあ

りますから。だから、女のくせになんて議員の中

にも平気で言う人がおるからね。女だてらにとい

う言葉は余り使わんようになったけど、女のくせ

に、女やのにとかいう人は時々おるんで、ちょっ

とどうかなと。自分が女性から生まれたのに何で

そうやねんと思うときがあるんですが、私もその

ことがないんかなと、そう聞きながら反省してる

ときがよくあるんです。

これをわざわざ言わなきゃならないということ

は、逆に男と女という関係は平等であるにもかか

わらず、社会がそうではないということをあらわ

している意味なんですね。これは、ちょっとこの

文字の書き方が果たしていいのかどうかな。ちょ

っとこれは私もまだ判断がつかん部分なんですが、

どういうふうに――法では男女共同参画社会、い

わゆる女性の参画社会という形の中で、言葉も法

の中でもよく出てくるんですが、もともと日本国

憲法には、差別されないし、１４条でね。そして、

人は生まれながらにして平等であると。与えられ

たものではなしに、人権というものは、当然生き

る権利については、本人が親からとかだれからと

いうのじゃなしに、もちろん生まれながらにして

持ってるんだということを憲法がもう前文で、前

段で言うてるんですね。

そのことをきちんといわゆる各行政も国民も認

知、認識をしてない。そのことを実行してないと

ころに問題があって、こういう法をつくらざるを

得ないんじゃないかなというふうに思うんですね。

具体策をするためにこのことをやってるんだとい

う認識でいいのかどうか。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。
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○人権推進部長（大浦敏紀君） 人権推進の意味づ

けといたしましては、人権啓発だけではなく、今

までは人権啓発課という形で行っておりましたが、

相談事業に係る人権の諸課題の把握によって、課

題解決に向けて関係部局への働きかけ、市民の人

権による推進を努めるということから、人権啓発

課を人権推進課に変更するものでございます。

また、女性問題ということでございますが、男

女共同参画基本法が平成１１年６月２３日施行に

伴いまして、地方公共団体及び国の男女共同参画

社会の形成に関する取り組みを総括かつ計画的に

推進するためということで法がなされました。

その中で、地方公共団体の役割等がうたわれて

おります。市町村は、男女共同参画基本法計画及

び都道府県男女共同参画社会を勘案して、当該市

町村につきましては、市町村男女共同参画社会計

画を定めるように努めなければならないというこ

とで、女性問題のみならず、男女共同参画社会の

基本法にのっとりまして施策を今後推進してまい

りたいと、このように考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

以上です。

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

―――和気議員。

○１９番（和気 豊君） ３００億近い特別の事業

費を投入して、同和対策事業はやられてまいりま

した。その結果ということで、これはどうも私何

度聞いておっても肝心なところになりますと、市

の具体的な総括というのが出てきていない。あな

たは、人推部長は府の同和対策審議会の文書を引

用されて、就労、教育などまだ差別が残っている

とか、市民の差別意識の解消は進んでいないとか、

これは市民を引き合いに出すのであれば、泉南市

でどうだったのか。

最近は、同和対策審議会も泉南市で開かれてい

ないし、その辺本当に市民ということで言うなら

ば、やはり審議会等を開いて、市民の皆さんのそ

ういう御意見も拝聴されると、こういうことが大

事なんではないかと。

やはり私は根底には、差別の解消は行政が行い

得るんだと、こういう考え方があるように思うん

ですね。市民の意識の中にある差別観なんていう



のは、これは実際、行政で解決できますか、意識

の問題。あなたは差別意識を持ってるかどうかな

んて、これは人権にかかわる問題を問いかけられ

ますか。自主的なそういう審議会等で御意見を拝

聴すると、そういう段階で市が把握できるんでは

ないかというふうに思いますよ。

本当に極めて決めつけて、それと一般施策の中

でなんていうようなことも言われるんですが、こ

れについては、それならばこの部落問題の、同和

問題の解決の施策と言わずに、それこそ人権の問

題がまだ残ってるというんであれば、それも人権

は全般的ないわゆる人種差別の問題から、あるい

は国の差別の問題から、女性の性の差別の問題か

らいろいろあるというふうに言われるならば、人

権問題解決のための施策と、こういうふうにされ

たらいいと。

どうも答弁をよく聞いておりますと、なぜ推進

部、この分掌の中で同和対策を同和問題解決のた

めの施策に改められたのかというのがよくわから

ない。むしろ私は、これまで３００億近いお金を

使ってきてやってきた到達点、まさに市長が言わ

れるように生活基盤や環境改善、こういうことを

中心に、ハードな事業を中心にやってきて、その

点では大きく差別の解消は果たされてるんだ、こ

ういうふうに言うんであれば、到達点を明らかに

する意味からも、あと残っている課題を中心に施

策を行う、こういう表現に――先ほども言いまし

たように、人権問題解決のための施策、こういう

ふうにされたらいいというふうに思うんですが、

なかなかこの同和問題解決という、同和問題とい

う言葉を残されている意味合いがよくわからない。

いわゆる垣根を取る問題についても、その地域

だけの特別な施策はやらないんだと、そういうこ

とで地区指定もなくしていくんだ、垣根を取って

いくんだ、共生なんだと。共生という言葉は余り

私はなじみませんが、これはまた機会があれば意

見を言いますが、そういうことで言われてるわけ

ですから、そういうことになれば余計に、特定事

業もやらないというふうに言いながらも、この言

葉を残しておられる。

今までの条例改正も一体どないなってくるんで

すか。今までいろいろその関係で、地対財特法が
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完全になくなると、昨年３月３１日末をもってな

くなってきたわけですから、そういうことで一連

の条例改正もやってこられたわけです。その意味

合いはどうなるのか、またぶり返しかなと、こう

いうふうな感じを私は強くするんですが、その辺

も含めてお聞かせをいただきたい。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 和気議員の御質問

にお答えいたしたいと思います。

先ほどから各議員に御答弁をしているとおりで

ございまして、我々といたしましては、１つの特

別対策が終了したということは御存じのとおりと

思いますが、今後市民におきますいろいろな差別

意識の解消という部分につきましては、心の問題

と言われますが、我々といたしましても、そのよ

うないろいろな差別の意識の解消というものに重

点を置きまして、今後人権啓発、人権推進を進め

てまいりたいと、このように考えております。

以上です。

○議長（成田政彦君） 和気議員。

○１９番（和気 豊君） 答弁になってないように

思うんですが、私はまさに固有の権利であなたに

聞いてるんですから、さきの議員にも答弁しまし

たよと。同じような質問をしましたか。全く違う

角度から私は質問しておりますし、私の質問には

ちゃんと答えてくださいよ、私の人権を保障する

立場から。

それで、例えば私は本当に行政ができることに

ついては限りがある。行政万能ではない。とりわ

け心の問題なんかはそういうもんだろうと。まさ

に人権の問題として考えた場合に、心の中にある

いろんな意識まで引っ張り出して、それをどうこ

うするということは行政はできない。行政はそこ

までの権能は市民から付与されていない、地方自

治法でもしからしむるところでありますから。

それと、私が聞いたのは、就労・教育の問題、

差別意識の問題が泉南市で本当にあると。それが

同和問題から起因してきている、部落差別から起

因してきてる、こういうふうなことが本当に市民

の中でみんなが合意されている問題なのか、市民

の理解が得られてる問題なのか。そういうことを

ひとつ明らかにしていくためにも、審議会等で広



く市民の声を聞いていく。特に、これからまだ続

けていくということであれば、そういうことが必

要なんではないか。

ところが、最近そういう会議に私も今回初めて

入れていただいて、大いに論議を交わそうという

ふうには思ってるんですが、その辺会議は開かれ

ていない。やっぱり会議を開いて、市民の理解を

得る施策かと。これがまさに市民の心を行政が把

握して、心を心として行政を行うということでは

ないかというふうに思うんです。

これは市長の１つの行動スローガンでもあるわ

けですから、そういう点では、その辺をしっかり

把握をして、こういう重要な文言の改正、１つけ

りがついているわけですから、節目を迎えたわけ

ですから、そして先ほどからありましたように他

の都道府県なんかでも、あるいは市町村に至って

は、数多く同和終結ということを明らかにして、

そういう文言も取り払っているわけですから、ひ

とつその辺の、それじゃ泉南市でなぜそれができ

ないのか、こういう点はひとつ明らかにしていく、

それを市民合意でやっていくということが今求め

られているんではないかということで、私は最小

限、審議会等を早急に開催される、市長の諮問機

関でもありますから、この点は市長からも御意見

を賜って、私の質問にかえたいと思います。よろ

しくお願いします。

○議長（成田政彦君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 同和問題の解決の

取り組みということで、本来は一般施策で当然に

やっていかなければならなかったこと、しかし特

別措置ができまして、３０有余年、特別対策事業

として進めてまいりました。その結果につきまし

ては、議員御存じのように、地域につきましては

相当の改善を得ることができました。

今後につきましては、やはり地対法の失効を踏

まえまして、一般施策を活用しながら施策を進め

てまいりたい、こういうように考えております。

その考えといいますのは、地域を限定せずに幅広

く周辺地域を巻き込んだ形でやっていくというこ

とは、何度もこの場で説明をしているとおりでご

ざいます。

人権問題につきましても、市民を対象とした人

－２２０－

権をいかに進めていくかということを今後考えな

がら邁進してまいりたいと。地域に限定した施策

というのは打つつもりもございませんし、打つ考

えもございません。第４次総合計画の中にもうた

われているとおりでございますので、よろしく御

認識のほどお願いいたします。

以上です。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 審議会の開催の件でござい

ますが、審議会に諮問をする案件が出たときに開

催をお願いしたいと思います。

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

―――稲留議員。

○１３番（稲留照雄君） この条例は４６年にでき

てるということで、それなりの役目があったのか

というふうには思いますが、近ごろ、私の基本的

な考え方を言いますと、人権とか環境とかという

言葉は、もう非常に嫌いであります。

人が当たり前のことを当たり前にできないとい

うことがこういう文字にしてやらなきゃいけない

と思うんですが、何人かの御質問の中にいろいろ

な意見がありました、貴重な意見だと思いますが。

同和問題解決のための施策というのは、文言でい

えば人権と。同和問題は人権の中の１つであると

いうふうにしないといけないんではないかという

ふうには思っております。

私がお聞きしたいのは、男女共同参画施策です

ね。これは各都道府県のこういう同じようなのを

ようく見ますと、男がつくったものではないかな

というふうに思うんですね。むしろ、男女の特性

を考えないといいますか、机上の空論で物を始め

てるような気がします。

１９７２年に私は友人がロサンゼルスの水道局

におりました。すてきな彼女がおりまして、夜中

の２時に見学に行きました。友人は日本人であり

ますが、その恋人は非常に美しい白人の女性であ

りました。ところが、行ったときにその女性が非

常に重い物を持って運んでおりました。そのとき

に私は手伝ってやれと、こう言ったんですよ。そ

したら彼は、同じ仕事をして同じ給料をもらって

る人に手伝う理由がないと言うんですね。はっき

りそう言いました。



ところが、それが終わって帰って、朝の８時に

実は迎えに行ったんですね、その子を。そうする

と、自動車のドアを開けてあげるんですね。仕事

は男と全く同じ、しかし扱いは全く違いました。

驚くべきフェミニストでありました。そういうこ

とを考えますと、３０年以上も前にアメリカでは

そんなことがあったのかなと思います。

さて、泉南市はどうだったかといいますと、初

めて女性の課長ができたときに、その女性の課長

が一人で動けないで、エスコートが必要であった

ことを覚えています。残念ながら、男と女と同じ

に扱えないんですね。同じに扱えません。共同で

あったとしても、女性と男性の違いだけは明らか

であります。その明らかな点について、役所はど

のように措置していくのか、その特性をどう考え

ているんかということを１点だけお聞きしておき

たいと思います。特性だけ。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 性別が違うわけですから、

特性はあるというふうに思います。ただ、仕事を

する場合、これはやはり男性も女性も同じ立場と

いいますか、同じ環境でやっているわけでござい

ますから、それは同じような見方といいますか、

考え方で対応していかなければいけないというふ

うに思います。

もちろん、従前は例えば保母さんという方は女

性の職業というふうに言われておりましたけども、

最近は男性も参画して、保育士さんというような

名前にも変わってきておりますし、そういう意味

では逆に男性も女性の職場と言われたところへも

積極的に参画していくと、こういう時代になって

おりますので、その特性だけにとらわれて、物事

を決めつけて考えるということもいけないという

ふうに思います。

ですから、それぞれ皆さんは能力があるわけで

ございますから、その能力に応じて男性であれ女

性であれ積極的に参画をしていただいて、そして

活動をしていただくということが大切だというふ

うに思っております。

以上です。

○議長（成田政彦君） 暫時休憩します。

午前１１時４０分 休憩

－２２１－

午後 ５時 流会

（了）
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