午前１１時１１分 開議

げます。

○議長（成田政彦君） おはようございます。ただ

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

いまから平成１５年第１回泉南市議会定例会継続

―――以上で本件に対する討論を終結いたします。

会を開議いたします。

これより議案第６号を採決いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

することに賛成の諸君の起立を求めます。

しました。

〔賛成者起立〕

これより日程に入ります。

○議長（成田政彦君） 起立多数であります。よっ

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

て議案第６号は、原案のとおり可とすることに決

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

しました。

定により、議長において１２番 北出寧啓君、１

次に、日程第３、議案第７号 泉南市議会議員

３番 稲留照雄君の両君を指名いたします。

及び泉南市長の選挙における選挙公報発行に関す

次に、日程第２、前回の議事を継続し、議案第

る条例及び泉南市印鑑登録及び証明に関する条例

６号 泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とい

の制定についてを議題といたします。

たします。

これより質疑を継続いたします。質疑ありませ
んか。――――質疑なしと認めます。

議案書を朗読させます。
○議会事務局次長（馬場定夫君）

討論に入ります。討論ありませんか。――――
大森議員。

〔議案書朗読〕
○議長（成田政彦君） 理事者から提案理由並びに

○４番（大森和夫君） 議案第６号に反対の立場か
ら、日本共産党を代表いたしまして討論をいたし

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

ます。

案第７号、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙に

施行以来２８年にわたった地域改善財特法が１

おける選挙公報発行に関する条例及び泉南市印鑑

９９７年３月末に廃止され、財務処理の５年間の

登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

経過措置も昨年３月で期限切れとなりました。法

の制定について、御説明申し上げます。

制上は、地区指定の概念がなくなりました。ここ

議案書２７ページをお開き願います。民間事業

数年、高知県を初め市町村では同和行政の終結が

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法

宣言され、終結、終結に向けての転換は、今や時

律第９９号）及び民間事業者による信書の送達に

代の流れとなっております。

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

大阪府や泉南市におきましても、社会的問題と

る法律（平成１４年法律第１００号）の施行によ

しての部落問題は基本的に解決し、同和地域は消

り、民間事業者が信書の送達事業を行うことがで

滅したと考えられます。部落差別が現存する限り、

きることとなったことに伴い、関係条例中におい

同和行政は積極的に実施しなければならないとい

て所要の措置を講じる必要から、本条例を提案す

う見解は、部落問題の解決は行政措置によって達

るものでございます。

成できるとする同和行政万能論や、その責任は行

次に、議案書２９ページをお開き願います。泉

政にあるとする行政無限責任論に立つもので、部

南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙公

落問題解決に逆行するものであります。

報発行に関する条例の一部改正につきましては、

今議案第６号におきましても、同和対策を同和

第３条第１項中、「郵便」を「郵便又は民間事業

問題解決のための施策、人権啓発を人権推進と言

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法

いかえても、地域改善財特法失効の趣旨、また同

律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便

和終結の流れに反するものであり、反対といたし

事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者

ます。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上

若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便

−２２６−

事業者による同法第２条第２項に規定する信

にプラスアルファとして今回認められております

書便」に改正するものでございます。

民間業者の部分についても選管に持ち込むという

泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改

形は認めないと。ですから、従来の郵便プラス民

正につきましては、第４条第２項中、「郵送」を

間業者が認められた部分についても、この選管の

「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する

選挙公報事務に関しては認めないという御理解を

法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に

いただいたらいいかと思っております。

規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定す

以上でございます。

る特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

規定する外国信書便事業者による同法第２条第２

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私の方から、

項に規定する信書便による送付」に改正するもの

印鑑登録の関係について御答弁申し上げます。

でございます。

例えば、印鑑登録をしに窓口へ参りました場合、

なお、本条例は、平成１５年４月１日から施行

本人確認できない場合がございます。その場合は、

するものであります。

私どもは照会文書というんですか、本人さんあて

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

に住所まで送りますので、そのときに今まで郵便

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

であったものは民間業者の参入により、それでも

し上げます。

可能であるということでございますので、よろし

○議長（成田政彦君） これより質疑を行います。
質疑ありませんか。――――松本議員。

くお願い申し上げます。
○議長（成田政彦君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） ただいま助役の方から説

○１１番（松本雪美君） 選管の部分は、もともと

明をいただいたんですけれども、ややこしくてよ

の条例も、今までの分でも、そういう選挙公報を

くわかりません。それで、選挙における選挙公報

つくるにつけての本人の、候補者になる方の状況

の発行に関すること、それから印鑑登録及び証明

を書いたものを郵便物で送り込んではならないと

に関する、そういう部分での条例改正ということ

いう、そういうものになっていたから、当然今回

ですけれども、もうちょっと詳しくどういう状況

は民間業者の配達が認められたとしても、それは

になってるのか、みんなにわかるように説明をお

同じようにそういう扱いであると、こういうこと

願いしたいと思います。

ですね。

○議長（成田政彦君） 津野総合事務局長。

あと、こちらの方の印鑑登録の場合は、今の御

○総合事務局長（津野和也君） 今回の条例の件で

説明でよくわかりました。これは民間業者に、印

ございますが、私の方から選挙に関する部分につ

鑑登録のための事務処理のためのはがきを民間業

いてを含めて申し上げたいと思います。

者の人が配達してもいいですよと、こういうこと

現在、郵便業務につきましては郵政事業庁の独

ですね。――はい。

占的な事業でございましたが、今回の法令改正に

１つは、印鑑届だけではなくて、例えば納税書

よりまして、信書の送達の業務についてはあまね

とか、それから国保の納付書とか、福祉関係によ

く公平な提供を確保し、利用者の選択の機会の拡

る市からのお知らせの書類とか、いっぱいいろい

大を図って、もって公共の福祉の増進に資すると

ろと市の業務としてやらねばならないそういう送

いうことで、民間業者が新たに郵便――郵便でな

達事業があるわけですけど、これらは今回の国の

しにこの場合は信書という形で表現をいたしてお

法改正によってはかかわりを持たないものである

りますが、そういう業務にかかわることができる

んかどうか。ちょっとその辺はどういう扱いにな

ようになったわけでございます。

るのか、聞かしてください。

今回の選管の部分につきましては、あくまでも

それから、この法改正によって、現在泉南市で

郵便によることなく文書をもって選管に申請をす

の実態として、民間業者がもう参入をして、実際

るという条項になっておりまして、この郵便部分

に配達業務にかかわるんだというような事例は出

−２２７−

てるんでしょうか。それから、この法改正によっ

いう郵便物、信書がどういうふうに扱われていく

て全国的にもと言いますと、ちょっと調査も難し

のか、郵便物そのものもどこに、どんな、どのお

いでしょうが、この阪南各市においては、実際に

うちにどういう郵便物が着いたかということ、配

この国の法改正を受けて、自治体でこういう形で

達をするということで、その配達する人がそうい

条例改正をしているところがあるかどうか、その

う民間業者であるわけですから、プライバシーな

辺を聞かしていただきたいと思います。

んかのことについても、中身は見なくてもどうい

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

うものが届いたというようなことなんかも少しや

○市民生活環境部長（油谷宗春君） ４月１日から

っぱり心配なんですよね、そういうプライバシー

日本郵政公社が発足と同時に、郵便事業への民間

の面でおきましてもね。だから、その点私が今言

事業の参入が可能となりますが、全国で事業を営

ったようなものについては、どう考えておられる

む一般信書の事業の民間参入は、現在のところ私

のか。

どもは聞いておりません。

政府は、最終的にはダイレクトメールの広告の

ほかの自治体ではどうかというところでござい

内容の入ったようなものとかキャッシュカードな

ますが、私ども聞いておりますのは、条例化して

んかを信書の対象から外したと、こういうふうに

るところについては、条例改正してるというふう

聞いてますし、利益の上がらないようなものにつ

に聞いております。

いては、民間業者が扱わないでもいいような勝手

また、全庁的なことでございますので、その辺

解釈の結論の出し方をされたと聞いてますので、

のことを今後検討していかなければならないと。

その点で答えられない部分は結構ですけど、答え

ほかの各課もありますんで、私どもではちょっと

られる部分についてはお答えください。

返答しかねますんですけども、私は全庁的なこと

○議長（成田政彦君） 油谷市民生活環境部長。

であると思いますんで、今後検討していかなけれ

○市民生活環境部長（油谷宗春君） ちょっと答え

ばならないというように考えております。

られない部分もあるんですけど、近い将来、総務

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

省へ事業許可の申請とかあった場合、現在の郵便

―――松本議員。

事業と同等の安全性や利便性、敏速性、料金体制

○１１番（松本雪美君） 一番心配なのは、民間業

など、やはり今後全庁的に検討する必要があると

者が参入されて配達業務に入られた場合、例えば

私は考えております。

泉南でも楠畑やとか葛やとか、そういう遠距離に

また、秘密の保持というんですか、プライバシ

なる、僻地と言われても言い過ぎではないような

ーの問題につきましては、秘密の保護ということ

そういう地域などへの郵便物ですね。その信書を

で第５条にも載っておりますし、罰則規定もござ

配達することが、投函してからおくれることがあ

いますので、それで私どもはちょっと担保されて

るようなことはないか、日数はかかってほとんど

るんかなというふうに考えておりますので、よろ

郵便物がないために、固めて持っていって経費を

しくお願いを申し上げます。

節減するようなことはないかとか、そういうこと
がすごい心配なんですね。

以上です。
○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

それから、郵便料金のことですけど、この料金

―――和気議員。

ではいろいろ問題として取り上げられてきたのか

○１９番（和気 豊君） 今のやりとりを聞いてお

どうか。ひょっとして民間業者が利益にならない

りましても、もうひとつ合点がいかない点があり

ようなことであるならば、その料金を値上げして

ますので、再度重複しているかもわかりませんが、

くるんではないかとか、そういうことがすごい心

やはり私、気になるのはプライバシーの問題なん

配なんですね。

ですね。

それから、もう１つは、子会社や孫会社の設立
も認められたということでもありますから、そう
−２２８−

今までいわゆる信書というふうに言ってたのは、
自筆によって、自筆で封筒の中へ入れて厳封、密

封して送るいわゆる親書。そういうのは当然密封、

市長の選挙における選挙公報発行に関する条例及

厳封するわけですから、プライバシーは守られる

び泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を

んですが、今回の例えば選管がお出しになる書類

改正する条例について、反対の立場で討論をいた

ですね。投票するときの入場券ですね。はがきで

します。

送られますよね。これはもうだれが見ても、ぱっ

第１５４国会で日本郵政公社法が可決されまし

と裏を返したらもうはっきりわかるわけで、居住

た。そして、民間事業者による信書の送達法も可

地、それから名前、投票権のあるなし、こんなこ

決されました。郵便の送達事業は、郵政の３事業

とはもうすぐわかるわけですし、年齢まで――年

の中の大切な事業の１つであります。これを民間

齢はわかりますかね。一定のことはわかるという

事業者が参入できるようになり、当泉南市でも条

ふうに思うんですが、そういうはがきが民間業者

例改正をするというものであります。

にいわゆる信書便というふうに名前を変えて扱わ

泉南市でもこれまで市民の個人あてに送達され

れるということについては、本当に素朴な疑問な

てきた信書、印鑑届の確認業務にかかわるはがき

んですが、その辺プライバシーが守られるんだろ

の送達を民間事業者に任せることができるように

うかと。

なったと、こういうものでありますけれども、利

密封されてるやつは、もうこれはあけない限り、

益を得ることを求めるのは民間業者は当然であり

そんなことまで業者がするようなことはないとい

ます。郵便信書送達事業の全国一律の低料金のサ

うふうに思うんですが、先ほどちょっと油谷さん

ービス体制を崩してしまう何物でもないというこ

から５条云々でというふうなことを言われたんで

と。しかも、信書の定義から利益の薄い宣伝物の

すが、その辺の取り扱いはどうなんでしょうか。

ダイレクトメールやキャッシュカードなどを外し、

○議長（成田政彦君） 津野総合事務局長。

民間企業に有利な市場を開放し、郵政公社には利

○総合事務局長（津野和也君） 今、和気議員さん

権、天下りの温床となる子会社、孫会社の設立を

の方から、選挙に関する件で御質問がございまし

認めるというものであるということであります。

たので、私の方からお答えを申し上げますが、確

このことは、郵政公社の経営悪化の民営化誘因に

かにプライバシーの問題というのは、大きな問題

もつながるものであります。

かと思っております。

我が党は、これまで政府が責任を持ってきた国

ただ、今さっきも部長の方が御答弁申し上げま

民の通信事業であった郵便の信書送達業務が民間

したように、今回の法の中できちっと秘密の保護

業者の参入を認めるというものであり、これを受

ということで限定をいたしておりますので、あく

けてのこの泉南市の条例改正には反対であります。

までも業者の方としましても、その辺については
十分わかっておるかと思いますが、選管の方にお

以上です。
○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

きましては、当面の間につきましては、やっぱり

―――以上で本件に対する討論を終結いたします。

このはがきというのはおくれてはなりませんので、

これより議案第７号を採決いたします。

一応一般物については３日以内に各家庭まで送達

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

しなければならないという規定なんかもございま

することに賛成の諸君の起立を求めます。

すが、当面選管といたしましては、従来どおり郵
便局を使ってはがき等についてはやっていきたい

〔賛成者起立〕
○議長（成田政彦君） 起立多数であります。よっ

と考えているところでございます。

て議案第７号は、原案のとおり可とすることに決

○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。討論ありませんか。――――
松本議員。

しました。
次に、日程第４、議案第８号 特別職の職員の
給与に関する条例及び泉南市教育委員会の教育長
の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

○１１番（松本雪美君） 泉南市議会議員及び泉南
−２２９−

定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○１９番（和気 豊君） ただいまお話がありまし

○議会事務局次長（馬場定夫君）

た。これ年間全体総額、そして１８年の財政健全

〔議案書朗読〕

化計画までの間にどれだけの効果額があるのか。

○議長（成田政彦君） 理事者から提案理由並びに

それと、財政健全化計画の中で位置づけた施策

内容の説明を求めます。神田助役。

だと、こういうふうに言われたんですが、財政健

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

全化計画の中で果たす今回の減額の影響、意味で

案第８号、特別職の職員の給与に関する条例及び

すね。これについてもお示しをいただきたいと、

泉南市教育委員会の教育長の給与等に関する条例

こういうふうに思います。

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。

以上、２点でございます。
○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

議案書３１ページをお開き願います。現在、本

○総務部長（中谷 弘君） お答えさしていただき

市が置かれている厳しい財政状況に対処するため、

ます。

行財政改革を積極的に推進し、財政再建を図るた

今回の特別職の給料の減額措置でございますけ

め、昨年、財政健全化計画を策定したところでご

れども、健全化計画の中では特別職等につきまし

ざいます。以後、鋭意実施に向け取り組んでいる

ては４年間で３，２００万の計画を行っておりまし

ところでございますが、その中には市民及び職員

た。これは当初の計画では１０％ということで、

に負担をお願いする内容も含まれており、そのた

現在行っている分の同じ率で減額をしていくとい

めには特別職は率先して痛みを分かつ必要がある

う計画でございましたが、財政の状況が非常に厳

との考えから、既に平成１１年度から１４年度ま

しいということの中で、さらに市長、助役、収入

で給料の１０％減額を実施しておりますが、引き

役、教育長については、それよりも減額率を大き

続き特別職の給料の減額を実施するため、本条例

くして減額をさしていただいて提案をさしていた

を提案するものでございます。

だいておるものでございます。これによりますと、

次に、議案書３３ページをお開き願います。改

４年間での減額、削減効果額でございますけれど

正の内容といたしましては、特別職の給料を従来

も、４，１６０万ということになります。

の一律１０％減額からさらに減額を行うものであ
ります。具体的には、議案書にもお示しいたして

以上でございます。
○議長（成田政彦君） 財政再建にどんな効果と影

おりますように、市長については８１万９，０００

響。早くしてください。中谷総務部長。

円を７７万３，５００円に、助役については７０万

○総務部長（中谷 弘君） 失礼をいたしました。

２，０００円を６６万３，０００円に、収入役及び教

今回、健全化計画の中では、市民への負担を強い

育長については６３万９，０００円を６２万４，８０

るものもございますので、その中で今回特に特別

０円とするものでございます。これは、本則の規

職、一般職も含めてでございますけれども、人件

定の給料から市長、助役につきましては１５％、

費等についても減額措置をさしていただくという

収入役、教育長につきましては１２％減額した額

ことでございます。その中で、財政運営の中で寄

でございます。

与していこうということで、計画以上に減額率を

減額措置の期間につきましては、平成１５年４

大きくした中で今回提案さしていただいておるも

月１日から平成１９年３月３１日までの４年間と

のでございますので、４年間、大変厳しい中でご

なっております。

ざいますけれども、４，１６０万でございますが、

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

財政運営の中でその一助にしたいということで提

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。

案をさしていただいてるものでございます。
○議長（成田政彦君） 和気議員。

○議長（成田政彦君） これより質疑を行います。

○１９番（和気 豊君） ちょっと私、計算ようせ

質疑ありませんか。――――和気議員。

んのですが、４年間トータルで言われたんですが、
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ことし、１５年度のいわゆる波及効果ですね。こ

私は、こういうことをやられるんであれば、む

れは４で割ったらいいわけですか、４，１６０万を。

しろ助役さんを何とかされる方がよかったんでは

１，０４０万ということになるんですか。

ないかなと。本当に必要な、地方自治法にのっと

それで、従来１０％、３，２００万ということで

る必要な部署の皆さんが、本当にその部署の仕事

８００万、こういうことで１０％の減額を考えて

を全うできるような、そういう報酬体系といいま

こられたと。しかし、今の財政事情等考えれば、

すか、それを崩すような根本的な改正は、これは

それでは済まないと。市民に使用料、手数料等の

余りよくないんではないかなというふうに思うん

アップも負担増もお願いしていると。こういうこ

ですが、そういう点ではどうなんでしょうか。

とで思い切って１５％にしたと、こういうことだ

それと、部長さんと収入役、教育長の差ですね。

ろうというふうに思うんですが、財政健全化計画

どれぐらいになってるのか。部長でもいろいろ平

ではそこのところを聞きたいんですよ。

均がありますけれど、部長の最高級ですね。これ

それじゃ、当初これぐらいを負担増、あるいは

とこの辺のあやち。１２％減額ですからその辺の

減額でお金を浮かそうと。出を制すると、こうい

兼ね合い、こういうものもお示しをいただきたい。

う点でこれだけと、そしてあと負担増でこれだけ

本当に仕事ができるかどうかという、これは本

と、こういうことでやっぱり総枠が違ってきます

人の頑張り、気概、これもありますけれど、やっ

よね。その辺はどうなるんですか。わずかですけ

ぱりかすみ食うて生きていかれへんわけですから、

れど、３，２００万と４，１６０万。９６０万ですか、

生活の基盤が成り立っとって初めて仕事を全うす

これぐらい違うてくるわけですから。

ることができるわけですから、何回も繰り返しま

私、８月に健全化計画が出されて、それから本

すけれど。そういう点で、その辺をどう考えてお

当に健全化計画を忠実に守っていくというふうな

られるのかも含めてお示しいただきたいというふ

ことではなくて、これは確かに財政に及ぼす影響

うに思います。これはぜひ市長からもお聞かせを

ということでは９６０万出るわけですから、出を

いただきたいなと。一番最後に再度繰り返した部

制するわけですから、そういうことなんですが、

分ですね。

本当にこのことで１５％にはできない収入役さん

○議長（成田政彦君） 向井市長。

や教育長さん、出てきてるわけですね。余り減ら

○市長（向井通彦君） 現在、１０％カットしてき

し過ぎて結局部長級よりも下にいくと。本当に私、

ておるわけでございます。私、就任してからほと

我々はどっちかいうと毎日登庁しなくてもいいわ

んど、一部議会で否決されたときもありましたけ

けですが、収入役さんはもう本当に金庫番ですし、

れども、任期の大部分については１０％カットと

教育長というのは、本当に今、現下教育情勢、現

いう形で今日まで来ました。もちろん生活もでき

場の状況は非常に大変な状況で、毎日出て来られ

ております。今回、さらに５％上積みしてカット

て執務に当たられてると。いわば常勤職ですよね。

するという案を提案さしていただいております。

余り減らし過ぎて、本当にこれで仕事ができるの

教育長、収入役についてはあと２％上積みカット

かどうか。

と、こういうことでございますが、生活の方は当

例えば、今度教育長になられた方というのは、

然やれております。

本来であればまだ定年前、現職、５８歳ですよね。

それと、仕事の職務というのは別でございまし

まだ生活もあるだろうし、子弟も抱えておられる

て、職務は当然給料をいただいてるわけでござい

だろうし、これは本当に大変だなと。本当に状況

ますし、それとはまた別に我々の職責というのは

が大変なだけに、やっぱりかすみ食うてやってい

いかなるときでも果たさなければいけないと、こ

かれへんわけですから、十分な生活が保障されて

ういうことでございますから、その御心配は全く

初めてこういう執務が遂行できるというふうに私

要りませんので、御安心いただきたいと思います。

思うんですよ。そういう点では、余りカットされ

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

るということについてはどうなのか。

○総務部長（中谷 弘君） 和気議員さんの質問の
−２３１−

中で、部長級と収入役との給料の差ということで

例えば、言いにくいんですが、減額されている

ございますが、これは昨年９月に健全化計画を出

ときにね。やっぱり税収問題ですよね。そういう

しまして、いろいろと減額率を決める中で、１２

結果で本当にどれだけ頑張ってきたのか。本当に

月でございますか、部長級の一番高い職員、部長

給料に見合うお仕事をされてきたのかと、こうい

級――そのときは健全化前でございますが、その

うことになってくるというように思うんですね。

職員と収入役がもし１５％を切ったときはどうな

だから、今むしろ一定の給料は確保してでもや

るか、１２％のときはどうなるか、ちょっと計算

っぱり成果を出してほしい、結果を出してほしい。

をしたんですけども、１５％を切ったときは収入

とりわけ税収２０億近い落ち込みの、他市に比べ

役の方がマイナス７万２，０００円ほど出てくると。

ても１０数％も落ち込んでいるこの税収で結果を

年間の総収入でですね。それと、１２％にします

出して、そして４，１６０万と、２０億近い税収の

と、３３万から３４万収入役の方が給料が上にな

落ち込みと、こういうことからすれば、本当にこ

るということの計算が出ております。

れはわずかな額じゃないですか。

従来から特別職、収入役等の給料については、

私は、むしろ本当に、せめて最高行け、１００

報酬審議会で諮ってるわけでございますけども、

％行けとは言いませんよ、今の時代ですから。せ

一般職の一番上位の職員が給料が上がってきた段

めて他市町でも行っている９２％ですか、そうい

階でというような形もございますので、今回部長

う線はひとつクリアするために、むしろ仕事を大

級よりも低くなることは避けたいということの中

いに発揮していただく。目に見えない残業等も大

で、１２％にさしていただいたという経緯がござ

いにやっていただく。この４，１６０万削るよりも、

います。

そういうところで本当に入るを図ると、こういう

以上でございます。

点で大いに発揮をしていただきたいというふうに

○議長（成田政彦君） 和気議員。

思うんですが、本当にその辺が大切なんではない

○１９番（和気 豊君） 意見にかえますが、もち

だろうかと。まだもっと続けてやれということな

ろん仕事は全うしていくというね、一定の給料は

んで、あと１分ほど。

出てるわけですから。そら頑張ってもらわないか

その辺が極めて大切だろうというふうに思うん

んわけですが、しかし本当に職員の皆さんが、特

です。職員に波及すると。精神的な重圧、プレッ

別職がこうやって減額されますと、当然他の職員

シャーをかけるという意味と、そして本当に減額

にも波及してくるわけですね。幹部職はこれだけ

で糊塗する。これは容易ですよ、幹部で相談して

頑張ってるんだから、私はもうやむを得ないかな

だっとやりはるわけですから。しかし、それより

ということで、やっぱり上意下達ということは妥

も本当に頑張らなければならないのは、こういう

当ではないと思いますが、上がそういう方向を示

減額で糊塗するということではなくて、本当に税

せば、やっぱりそれに従わなければならないとい

収を１％でも上げていくと。１％上げれば２億で

う、やはりお役所勤めといいますか、そういうこ

すよ。そういうことの努力を本当にしていただく

との中でやっぱり一定うなずかざるを得ないと、

ことの方が大事なんではないかというふうに私は

首を縦に振らなければならないという面も出てく

思うんですが、その辺何か御意見があれば、お示

るというふうに思うんですよね。

しをいただきたい。

私は、やっぱり職員の皆さんが本当に頑張って、

○議長（成田政彦君） 向井市長。

どれだけ頑張っておられるかというのは、１つは

○市長（向井通彦君） 後の議案ともかかわりがあ

その成果は――頑張ってるというふうにそれは言

る部分でございますけども、我々が減額をするか

われますよ。しかし、その成果は、結局成果で、

ら職員にも、そういうことではありませんで、後

その頑張りがどうあったのかというのは、やっぱ

の議案は後の議案できっちりとお互いに話をした

りその結果で見ていかなければならないと、成果

中で、お互いに痛みを分かとうと、こういうこと

で見ていかなければならない。

でございます。
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それと、入るを図るという部分については当然

財政状況を生んだ結果責任でこのようなカットを

でございまして、この減額とかそういうこととは

されるのかどうかですね。特に、特別職でありま

また別の話でございまして、さっきも言いました

すから、会社で言ういわゆる経営陣、トップの賃

ように、職務を誠実に遂行するという中で実は上

金カットということだろうというふうに思います。

げていくということでございます。

そういう意味合いからすれば、これまで市長も

頑張っていただいてまして、この間の監査報告

冒頭に述べられてましたように、就任以来ずっと

の月では若干マイナスということでございました

１０％カットをして、今回さらなるカットだとい

が、その月ではプラスに転じているということも

うお話ですが、今日みたいな厳しい状況になった

ありますので、そういうことも含めて努力をいた

経営陣としてのカットということであれば、もっ

しておりますから、御理解をいただきたいと思い

とカットすべきだろうというふうに思います、そ

ます。

ういう意味合いであればですね。

○議長（成田政彦君） 質疑の途中でございますが、

私は、そういった意味合いではないというふう

午後１時１０分まで休憩いたします。

に思っておりますけれども、そういった観点で物

午後０時 １分 休憩

事を提案をしてくるということになれば、そうい

午後１時１２分 再開

うふうに言わざるを得ないというふうに思います。

○議長（成田政彦君） 休憩前に引き続き会議を開

その辺をきちっとしていただきたいなというふう

きます。

に思うんですよ。

午前中の議事を継続し、議案第８号に対する質

確かに今回のカットをすることによって、４年

疑を続行いたします。質疑ありませんか。―――

間で４，１６０万の効果があるということでありま

―真砂議員。

すけれども、果たして本当にそうなんでしょうか。

○２１番（真砂 満君） ごく簡単に質問さしてい

４年間で４，１６０万の効果を上げるということで

ただきたいと思います。

あれば、今行っている財政なりそれぞれの事業な

まず、冒頭に午前中の和気議員の質疑の中で、

り、そういったことを基本的に見直して、もっと

市長がみずからの特別職の給与条例のカットと一

大きな効果額を生む、そのことが今求められてい

般職と連動性はないんだというような趣旨のお話

るんではないかというふうに思うんですが、その

がございました。しかしながら、現実を見てもら

辺はいかがでしょうか。

ってもおわかりのように、まさに連動しているわ

○議長（成田政彦君） 向井市長。

けであります。その辺について、私は市長の考え

○市長（向井通彦君） まず、１点目でございます

は少し違うのではないのかなというふうに、まず

けども、本市の場合は、関西国際空港の開港を目

思います。

指して関連地域整備ということで大変多くの事業

そこで、基本的なことから話しさしていただき

をやってまいりました。それに伴って、当然人件

ますと、私は特別職であろう、一般職であろうと

費といいますか、人を雇用したという分もござい

も、給料をカットするということについては、い

ますし、それが人件費にはね返ってきたという部

ささか問題があるというふうに思ってます。当然

分もございますし、一方では起債の大量発行とい

の労働の対価として、また条例に基づいて決めら

うのもございました。それの償還といいますか、

れた賃金をいただいてるわけですから、その賃金

それが今年度、１４年度ピークを迎えてるという

の中で精いっぱい働く、それが基本であろうとい

部分があります。

うふうに思ってます。

顕著に言いますと、そういう今までいろんな形

そこで、今提案の理由で述べられました本市の

の基盤整備を中心にやってきた、それの今一方で

財政事情ということで、特別職に限っての話にな

は返済の重圧というのがございますし、一方では

りますが、このことに限って給料を、本俸をカッ

この平成不況と言われる不況がバブル崩壊後非常

トするということであります。さすれば、今日の

に長期に今日もまだなお続いているという部分と

−２３３−

が重なり合ったという部分がございます。

精査していただければ、今本当にこの苦しい財政

ただ、本市のやってきた事業を振り返りますと、

の中でやらなければいけない事業なのかどうかと

確かにいろいろやってきたわけでございますけど

いう点は、私は一考の余地があるというふうに思

も、それはやはり泉南市の都市基盤の整備であり、

います。

あるいは総合福祉センターを初めとした市民に密

ただ、事業の進捗ぐあい等がありますから、そ

着した事業を中心にやってきたという部分が非常

の辺は若干の見解の相違はあろうかというふうに

に多いというふうに思います。

思いますけれども、今ここに来て人件費率が確か

そういう意味では、やはり結果としては市民に

に泉南市の場合高いです。これはもう財政の収入

それだけのさまざまな行政サービス、あるいは利

の部分にも影響してまいりますけれども、一番大

便性も含めた住民還元ができてるんじゃないかな

きいのはやはり分子と分母との関係であるという

というふうに思っております。しかし、それと長

ふうに思っています。

期の不況ということが相まって、こういう形にな

それと、個々の賃金の高い低いということでは

ってきてるというのも事実でございます。

なくて、総数、総パイの関係はどうなのかという

ですから、例えばやるべきことをやらなくて非

ことも視点を与えるべきだろうというふうに思っ

常に財政が悪化したということであれば、これま

てます。個人の賃金なり歳費なりを削減をすると

たゆゆしき問題かなというふうに思うんですけど

いうことの手法ではなくて、きちっと与えるもの

も、本市の場合は、比較的今日に至ってるという

は与えてしっかり仕事をしてもらうと、やる気も

説明については、ある程度明らかにできる部分が

持ってもらうと、そういった視点が今必要ではな

あるというふうに思っておりますので、非常に一

いのかなというふうに思ってます。

時期に集中したというのは確かにあると思います

特に今、後の議案にも若干触れてしまいますが、

が、それだけの効果を発揮してるというふうに考

その辺はお許しいただきたいと思うんですが、と

えておりますので、それと今回の部分というのは

にかくしんどいからといって、気持ちの上ではみ

ひとつ御理解をいただいて、今回の減額というの

ずから率先してカットをしていく。だから、市民

は、従前からもやっておりますが、１つはやはり

の皆さんにも御負担をお願いしますという姿勢の

長期の歳入が非常に厳しくなってきてるという部

部分についてはわかるんですけれども、私はここ

分に負うところも非常に多いというふうに考えて

で発想をきちっと転換をして、与えるものはきち

る次第でございます。

っと与えながら、やることはしっかりやってもら

○議長（成田政彦君） 真砂議員。

うんだと。その方が、かえって職員の士気も含め

○２１番（真砂 満君） 確かに、今市長がおっし

て高揚するのではないのかなというふうに思うん

ゃられましたように、特に泉南市の場合、基盤整

です。

備を中心に道路であるとか下水であるとか、そう

ですから、要るものについてはきちっと担保す

いった関連の事業が多いですから、その効果とい

る、そのかわりカットするものはきちっとカット

うのは借金といいますか、負の部分での返済にか

していくんだというめり張りがやっぱり必要では

かってくる部分が前年度、また今年度という形で

ないのかなというふうに思うんですが、その私の

のピークを迎えている、そのことは事実だという

考えについての市長の考え方をお聞かせいただき

ふうに思います。そういった意味では、阪南市の

たいと思います。

状況の悪さと違うと、そのことは理解をしている

○議長（成田政彦君） 向井市長。

つもりであります。

○市長（向井通彦君） 特に、人件費にかかわる部

ただ、私が言いたいのは、他の事業もあります

分でございますんで、慎重でなければならないと

よね。だから、市民に密着をした事業である。す

いうのは、私も同じ考えでございます。ただ、現

べてがそうであるからいいんだというようなふう

状を見た場合、特に我々官公庁職員といいますか、

に聞こえたわけですが、もっとそれぞれの事業を

それと民間の皆さんの置かれている立場、そして
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納税者の立場から見まして、特に今の時代がまだ

う気がしてなりません。これは以前からも発言を

しばらく、好転する見込みがあれば、そういうこ

さしていただいております。ですから、特別職だ

とも当然我々も考えなきゃいけないと思うんです

からいいんだ、一般職はだめなんだと、そんなこ

が、ここしばらく非常にやはり厳しい状態がまだ

とではなくて、特別職であろうが一般職であろう

続くというふうに考えております。

が、同じだというふうに思ってます。

したがって、その中でいかに歳入を確保し、ま

ただ、私が言いたいのは、経営的な責任におい

た歳出を抑制していくかということについては、

てこのような処置をするんだという観点であれば、

当然事業のいろんな洗い出しというのもあります

もっと大幅な減額をすべきだろうというふうに思

んですが、基本の部分、特に本市の場合、人件費

います。決して経営的な責任をとれというふうに

に占める割合が非常に高いということも踏まえて、

は申してませんけれども、そういうことに一般的

一方では考えていく必要があるということで、今

にはなるんではないのかなというふうに思います。

回そういう提案をさしていただいてるわけでござ

経営責任的な兼ね合いはどうですか。

います。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

おっしゃる意味は私もわかります。しかし、ま

○市長（向井通彦君） 赤字決算が続いてるという

た後ほど出てまいります、一方では、本市の場合、

ことについては、責任の一端を感じているのは事

非常に公共的料金というのは、長い間据え置かれ

実でございます。ただ、先ほども言いましたよう

てきたという部分もあって、今回理論的にきっち

に、今の状況からしますと、いち早く我々も行財

りと受益と負担という観点から見直しをしようと

政改革に取り組んできて、何とか何とか財政を運

いう議案も提出さしていただいてるわけでござい

営しているというのも一方でございます。

まして、これはやはり市民から見れば、あるいは

それと、先ほどの繰り返しになりますけども、

市民感情からすれば、それだけ負担を市民に強い

比較的原因がはっきりしてるということですので、

るということになれば、当然まず身内もいろんな

それはどう見るかという違いはあるというふうに

角度から見直すべきだという声もあるというふう

思いますけども、私は少なくとも泉南市の場合は、

に思いますので、そういう観点から今回、後の議

そういういっとき集中投資がありましたけども、

案も含めて御提案をさしていただいてるわけでご

それは大きく市民に還元されてるというふうに考

ざいます。

えているものでございますので、御理解いただき

真砂議員のおっしゃることも十分理解はするわ
けでございますが、万やむを得ない措置というふ

たいと思います。
○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

うに御理解いただければというふうに思います。
○議長（成田政彦君） 真砂議員。

―――北出議員。
○１２番（北出寧啓君） それでは、何点か真砂議

○２１番（真砂 満君） 精神論的な部分では、や
はり市長並びに市トップ三役がみずからの給料を

員と若干重なる部分があるかと思うんですけれど
も、御質問さしていただきたいと思います。

下げて頑張っていくんだということはよくわかり

基本的には、真砂議員がおっしゃったように行

ます。ただ、泉南市の今の現状を見た場合、やは

政経営、パブリックマネジメントという観点から

り公債費率であるとか人件費率、また逆に積立金

今後どうあるのかということになると思います。

が非常に少ないと。他市と比較をして、そういっ

この減額の問題ですけれども、基本的に義務的

た財政の硬直した状況というのがあるわけですね。

経費が負担になっているということで、公債費、

そういったことを考えた場合、やはり事業の見

扶助費、人件費ということの枠組みの中で局所的

直しなり総人件費のあり方の問題について考えて

に今この問題が上程されてきているということだ

いかなければ、やはりいけないというふうに思っ

と思います。

てますし、個々の部分に手をつけるというのは、

ただ、やっぱり我々が実際人件費が大阪府下で

私は少なくとも最終的な手段ではないのかなとい

ワーストワンであるということの主な理由は、庁
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舎外の人件費が過剰に要っていると。そういうこ

だかないと、市民負担だけコスト計算して、庁内

とで、幼稚園、保育所を含めた統廃合の問題も出

の事業関係、公共事業関係はコスト計算しません

てきたと。あるいは清掃業務に関する民営化の問

よということでは、これは余りにも一方的である

題も出てきたと。問題は提起されてるけども、な

かなというふうに考えますので、その点の考え方

かなか前へ行かないと。

も、今後のあり方、戦略枠組みをおっしゃってい

ここの問題で旧来的な、我々は確認しなきゃな

ただきたいと思います。

らないのは、今まで公というものを官が独占して

当然、旧来、最近言われている農業公園なんか

きたんだと。そうじゃなくて、市民社会でも我々

の問題、ＰＦＩの問題とか、いわゆるプライバタ

は公を担え得るんだということで、協働というこ

イゼーションの民営化の問題、あるいはエージェ

とが出てきてるわけですね。それは単に市民にと

ンシーの問題、あるいは外部委託の問題等含めて、

どまらず、企業もそうなわけです。

あくまで、しかし我々自体は、それはこの企業に

企業は営利目的で、いわゆる公共的なものを担

公を委託するんじゃなくて共有するんだというこ

えないというのは、旧来の官の判断であって、そ

とで、ともに担っていくんだという新しい時代の

れは大きく時代の流れの中で価値転換を起こして

枠組みの中で、やっぱりそれを自覚的にやってい

るわけですよね。民営化が悪いという話では全く

くということが必要だと思うんですけども、その

ないわけです。世界の流れの中で、より効率的、

点についてもちょっと考えをお示しいただきたい

機能的にする部分で、民で運営できるものはそう

と思います。

しようという流れがあります。

大枠でございますけれども、答弁お願いいたし

その範囲の中で、今までの問題が出てきてるわ

ます。

けですけども、市長にこの辺の問題を今後どう考

○議長（成田政彦君） 向井市長。

えてらっしゃるのか。でないと、この管理職等そ

○市長（向井通彦君） まず、１点目の外部委託等

れだけでは小手先になるわけですから、総体とし

の問題でございますけども、我々も今回の行財政

ての市長の人件費に伴う戦略枠組みを提言してい

改革実施計画あるいは健全化計画の中でもそれは

くということで、痛みをともに分かち合うという

うたっております。

ことも含めて、新しい時代の選択としてどうする

特に、おっしゃられましたように、昔と違いま

のかということをちょっとお聞きしたいと思うん

して今は民間のいろんな活躍の場というものがだ

ですね。

んだん広がってきておりますし、それなりの受け

それと、市民サービスの件に関しては、若干意

皿というものが整ってきてるというふうに思って

見もそれぞれ真砂議員もおっしゃいましたけども、

おります。したがって、本当に官でやらないとい

相違するとこもあるし、ただやっぱり問題なのは、

けない部分というのは、かなり狭まってきている

きちっと公共事業の評価を共有するためにも、や

というふうに思います。

っぱり評価制度、事業評価等をこれからきちっと
やっていただきたい。

ただ、従来から行政でやってきた部分というの
は非常に多いもんですから、一時に急に全部とい

さっき市長おっしゃいましたけど、私も触れさ

うわけにもまいりません。したがって、アウトソ

していただきます。公共料金の問題もコスト計算

ーシングする場合も、今の直営でやっている部分

は、これはどうしてもやらなきゃならない。今ま

の職員の状況とか、それから当然コストの問題も

でやってなかったことが問題なんです。ただ、突

ありますし、それから時期の問題もあります。で

出して市民負担の公共料金の高だけでコスト計算

すから、それらを十分勘案しながら順次可能なも

が出てきてるんで問題があるんで、それは今の事

のについては、そういうふうな形に切りかえてい

務事業のコストとか、すべてトータルで出してい

くということが大切だというふうに思っておりま

かなきゃならないと。そのためのこれは発端なん

す。

ですよということをやっぱり明示的に言っていた
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少しずつではございますが、やっております。

ただ、遅いじゃないかという話もあるかもわかり

だくというようなシステムもでき上がってきてお

ませんが、それはその職場における職員の年齢構

りますので、それも我々十分取り入れられるもの

成とか、そういう形もやっぱり一定配慮しないと、

は取り入れて考えていきたいと。

やはり非常に逆に一時的に経費が増大するという

農業公園については、あとの一部の施設建設等、

ことにもなりかねませんし、また職員の身分の問

管理で今それを導入しようというふうにしており

題も生じてまいりますので、そのあたりは一方で

ますけども、そういうことも考えていきたいと思

は慎重に行いながら、しかも一方では大胆にやっ

っております。

ていくという、大変、言葉の上ではそう言えば非

ですから、今後のあり方といたしましては、や

常にきれいなことになるんかもわかりませんが、

はりできるだけ、今の時代でございますから我々

難しい問題がございます。

自身もスリムになって、そして外部、アウトソー

ですから、基本的にはおっしゃいましたように

シングできる部分は、それはできるだけそういう

市長部局といいますか、庁内職員そのものについ

方向に持っていくという方向に展開をしていきた

ては、泉南市の場合は、決して多いという数字で

いと、このように考えております。

はございません。むしろおっしゃったように、保

○議長（成田政彦君） 北出議員。

育所とかあるいは幼稚園とか、これは充実してる

○１２番（北出寧啓君） 大胆な枠の中で、大胆に

という部分もありますけれども、その辺のカウン

細心に実施していっていただきたいと思います。

トが全体に大きく響いてきてるという部分がござ

市長ね、やっぱりこの信達樽井線でも一気に上

いますんで、やはりそのあたりについても、最近

程して、市長決断されたわけですよね。この是非

は民間が担って官でやれなかったようなサービス

は横に置いときまして、こういうことは市長決断

も付加して、例えば保育時間の延長も含めたそう

が早いんですよ。内部の改革というのは、なかな

いうことが民であれば比較的可能ということにな

か我々にとってはいら立ちを覚えると、決断でき

ってきておりますので、本当の市民サービスとい

ていないということをもうちょっとやって考えて

うことを考えた場合に、ただ単に外部委託だけじ

いただきたいということですね。

ゃなしに、プラス市民サービスということを考え

それと、やっぱり外部委託とかいろいろ含めて、

た部分まで視野に入れながら、今後展開をしてい

より特化されてくるのは、公務員全体の政策能力

く必要があるというふうに考えておりますので、

の向上がないと、これエージェンシー論にしても、

私もそういう方向性というものは、やはりきっち

この間申し上げた部長がきちっと把握しないと部

りと据えていきたいというふうに思っております。

下が動かないとか、あるいはもっと考えたら、民

それと、事業評価等については、現在長期間に

営化も含めて市民社会の中で行政官庁の位置とい

わたります事業については外部も入っていただい

ったら、それこそ各職員がすべて政策をきちっと

て、事業評価制度というものを既にやっておりま

わきまえて、泉南市のこれからの方向も踏まえた

す。ただ、その他の全体の行政評価ということに

上で個々の業務に取りかかっていかなきゃならな

ついては、議員も御質問ございましたように、今

いと。そのために行政評価の手法とか取り入れて、

年度からそういう形でスタートしてきております

職員が周知していくということをもう早急に形成

ので、その速度を速めてトータルとしての行政評

しなきゃならないと。

価ができるようなシステムづくりを早期にやって
いきたいというふうに考えております。

これはもう待てないという問題なんで、やっぱ
り個々の係を見てますと、泉南市がどう動いてい

それと、いろんな事業手法がございますけども、

るのかほとんどわかってないわけですよ。自分の

ＰＦＩも当然その１つだというふうに思いますし、

職務という、特に特化した部分は専門化してます

その他の方法もございますんで、これは時代の流

けども、ただ全体に泉南市どうなのと。

れとともにいろんな外部なり行政でやるんではな

ということは、話してもほとんど議論になりに

くて、他でいろいろ事業を立てかえてやっていた

くいというのが、やっぱり経験的にそういうふう
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に受けとめられますから、それこそまさに行政評

岸南部流域下水道組合、これは管理者でございま

価の枠組みで、いわゆる業務棚卸しでことしはい

す。それと、湾岸中部下水道組合ですね。これは

くということですけれども、基本政策なり施策な

副管理者と、こういうことでございますが、それ

り事務事業評価、自分の位置が何かということを、

ぞれについて報酬をいただいております。そう多

そこで職員文化の大きな変革を、やっぱり市長の

くはございませんけれども、報酬をいただいてお

決断がもっと要求されるというふうに考えており

ります。

ます。管理職のこれからの行政評価の合意形成も

これは一部事務組合を設置しておりますので、

含めて、やっぱり果敢にやっていただきたいと。

特別地方公共団体ということでございますんで、

その辺でとめたいと思います。もう意見にして

それらについては以前、たしか谷議員さんからの

おきます。

一般質問だったかというふうに思いますが、議員

○議長（成田政彦君） ほかに。――――大森議員。

さんもそうですが、給料については支払わなけれ

○４番（大森和夫君） 市長の給料を決めるのに、

ばならないと、こういうことになっております。

本当に大変な議論が続くんだなと思って感心して

その範囲内でそんなに多くない、その責任度合い

聞いてるんですけども、１つは財政健全化計画と

に見合った給料ということでいただいております。

の関係でお聞きしたいんですけども、これの中で

それから、退職金というのは特別職の退職金と

は、例えば特別職の給料等は１０％減額というこ

いう意味ですか。（大森和夫君「はい、そうです

とで計算されてますよね。この兼ね合いがどうな

ね」と呼ぶ）特別職の退職金については、本市も

のかと。数が変わってきてますんでね。

含めほかも条例化しておりますが、お調べになら

あと、管理職とかの手当なども削減額を聞いて

れたと思います。泉南市は、府下でも最も少ない

ますけども、次の議論にもかかわってくるかもし

退職金という形で条例化をいたしております。

れませんけども、こういう大枠のことなので、ほ

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

かのそういう削減状況などもちょっとお話し願え

○総務部長（中谷 弘君） 大森議員さんの御質問

ますか。

でございますが、健全化の中での削減状況ですか

それと、昨年度公表された各首長さん、府議、

ね。管理職手当も含めての状況ということの質問

大阪市議の給料の状況を見ますと、市長の場合は

だったと思いますが、今回昨年５月に出しました

会社ということで３つ、多分いろんな組合とかの

健全化計画の中では、人件費関係では特別職等の

長を兼ねておられると思うんですけども、そうい

給料、今条例提案さしていただいてる分ですね。

う部分での給料も入っている形だと思うんですけ

それが１０％でございました。あと、職員につき

ども、一般職員の皆さんは、いろんな手当のカッ

ましては、定期昇給の２４カ月延伸、それとその

トもされてるということなんですけども、こうい

他の手当ということで超過勤務手当とかその他の

う部分での給料の形態がどのようになっているの

手当の分についても減額をしたいと。それから、

か、そういう点もお聞かせ願いたいと思います。

特殊勤務手当の減額、それと職員数の削減なり管

それと、全体の人件費にかかわっての質問はた

理職手当の減額ということで計画を立てたわけで

くさんあったので、やっぱりどうしても聞いとき

ございますが、今回御提案をさしていただいてい

たいのは退職金ね、これはどのようにお考えなの

る分につきましては、まず現在提案さしていただ

か。それだけお答えください。

いております特別職の給料の減額ということで、

○議長（成田政彦君） 向井市長。

市長、助役については１５％、収入役、教育長に

○市長（向井通彦君） 私の方からお答えする部分

ついては１２％いう形で提案をさしていただいて

と、あと事務担の方でお答えする部分とに分けさ

おります。減額効果は、午前中にお答えいたしま

していただきたいと思います。

したように４，１００万少しでございます。

まず、私の方からは、一部事務組合ですね。今

それと、一般職の関係では２４カ月延伸という

の私の関与しておりますのは、清掃事務組合と湾

ことでの協議でございましたけれども、最終的に

−２３８−

は１２カ月延伸ということでございます。これが

それと、市長にお聞きしたいんですけども、大

４カ年で３億５，５８０万５，０００円ということに

体見ましたら、そういう一部事務組合の給料は大

なります。

体幾らぐらいなのかね。金額と、それから市長お

それと、健全化計画の期間中、平成１５年度か

っしゃるように退職金の状況はよくわかってます

ら１８年度につきまして、給料月額の１％の減額

ので、泉南市の財政状況の中、退職金を削減する

ということでございます。現在、一般職につきま

意向はありませんかということの中身なので、そ

しては２％の減額を行っておるわけでございます

の点お答えください。

が、その分についてはこの３月末で終了するとい

○議長（成田政彦君） 向井市長。

うことでございますので、１５年度から健全化の

○市長（向井通彦君） 他の団体の給料と、こうい

中で１％減額をお願いしたものでございます。こ

うことでございますが、泉南清掃事務組合として

の効果額が１億５，７８０万６，０００円でございま

は管理者ということで、年間でございますんで２

す。

１万６，０００円でございます。それから、湾岸南

それと、住居手当でございますが、一律手当８，

部流域下水道組合管理者としましては４０万４，０

０００円を支給いたしておるものについて、４，０

００円でございます。それと、中部流域下水道組

００円に減額をさしていただくということでござ

合の副管理者として３７万９，０００円ということ

います。これの額が１億１，５７７万６，０００円で

でございます。

ございます。

それと、退職金でございますが、先ほども申し

それと、特殊勤務手当でございますが、これを

上げましたように、非常に厳しい状況も踏まえて、

現在のある項目の中で一律２０％の減額というこ

泉南市は、町は別にしまして市の中では最低レベ

とで提案をさしていただいておりますが、これの

ルの既にそういう設定をしておりますので、それ

額が３，１０２万円ということでございます。

は適正かというふうに考えております。

それと、あと管理職手当については健全化の中

○議長（成田政彦君） 神田助役。

に入っておりますが、これは条例の関係ではござ

○助役（神田経治君） 大森議員からの健全化計画

いません。これは規則の関係でございますので、

の特別職等の給料の減額と今回の条例提案とどう

これは２０％の減額というふうに考えております。

して違うのかというお話でございますけれども、

これが４，９２１万６，０００円ということでござい

まず健全化計画の取り組みにつきましては、一定

ます。

その時点で我々として取り組むべき項目を挙げさ

合計いたしますと、７億５，１３１万９，０００円
ということでございます。

していただいたと。その時点で、現在の特別職の
給料の１０％減額ということを継続しようという

以上でございます。

ことでの意思決定をその時点ではしたわけでござ

○総務部長（中谷 弘君） 大森議員。

います。

○４番（大森和夫君） 財政健全化計画の中身でい

ただ、今般後の議案との兼ね合いもございます

いますと、これは特別職に限って言いますよ。限

けれども、一般職の方々、あるいは使用料、手数

って言いますと、約１０％の減額でしょう、予定

料の減額ということについて御提案申し上げる中

は。予定というか、案はね。年間８００万円の減

で、やはり一層行財政改革の取り組みについて、

額予定ということで、３，２００万になるんですよ

幹部の職員、特別職の職員が決意を示し、職員の

ね。これが何で４，１００万にふえたのかというこ

方あるいは市民の方々にその決意をわかっていた

とをお聞きしてるんですわ。助役も２人制から１

だくということから考えますと、従来どおりの減

人制にされると市長言明があったんやけども、そ

額に加えて、さらに上乗せして５％なり２％なり、

ういう兼ね合いでこの計画との違いはどういうこ

そのできる範囲の中で減額をさしていただくとい

となのか、それを説明してくださいと言うてるん

うことが、決意のあらわれとして御理解をさらに

ですよ。

いただけるのではないかということを考えまして、
−２３９−

今般そういう決断をさしていただいたということ

と。そのフレームと申しますのは、１６年度の実

でございます。

質収支の赤字解消、１８年度の経常収支比率の９

○議長（成田政彦君） 大森議員。

３．２％までの経常経費の削減と、こういうお話を

○４番（大森和夫君） 余りそういう決意は伝わっ

さしていただきました。

てこないんですよね。今の財政状況の責任からす

その中で、当然状況、状況がいろいろ変わりま

れば、こんなもんじゃまだ少ないという意見もあ

す。また、いろんな関係団体あるいは市民の方々、

りましたでしょう。何でこんなにころころ、ころ

あるいは議会の皆様方の御意見を聞きながら、そ

ころ財政健全化計画ができないんですか。守れな

のときに適宜、適切な取り組みをしていくと。そ

いんですか。本当にこういうつくる能力あるんで

して、結果としてそのフレームについては守って

すか。

いくと。計画というものは、そういう考え方のも

公共事業は、投資的経費は１６億円という予算

とにつくらしていただいたと考えております。

を２１億円にふやすし、一番簡単な人件費をどん

今、大森議員御指摘のございました、健全化計

どん、どんどん削っていく。決意の表明やと言う

画の精神は当然堅持をしていきますけれども、こ

けども、市長お答えになった退職金、市の中で一

こに挙がってる内容ですね。今回の場合は、それ

番安いかもしれんとおっしゃったけども、それは

をさらに厳しく取り組むということでございます

町と比べて低いというのは大変心苦しい点がある

けれども、その１つ１つの項目について、我々は

かもしれませんけども、給料でさえ町より少ない

真剣に検討し、議論をして、結果としてその取り

ですよね、今の泉南市の市長のね。この表を見ま

組み以上のものができればいいわけでございます

すと、いろんな部分あるかもしれませんけども、

けれども、結果としてその取り組み以上のものが

能勢町、忠岡町などはほかの給料があるかもしれ

できないという場合もあるかもわかりませんが、

ませんけども、泉南郡の田尻町もそうですわね。

トータルとして健全化計画のフレームを、これを

大きい額をもらってるんですよ。

きちっと守っていくと。そういうことで我々は健

そやから、財政状況を考えれば、町と比べて退

全化計画を指針と考えてございます。

職金、市の中では一番低いですからということで

以上でございます。

は、これはその点、決意の表明でも何でもないと

○議長（成田政彦君） 島原議員。

いうふうに思いますよ。何でこんなに計画がころ

○１６番（島原正嗣君） 特別職の給与のカットの

ころ、ころころ変わるんですか。

問題の御提案でございますが、若干一般質問の中

これ、助役がおっしゃってましたでしょう。こ

でも触れさしていただきましたが、これは特別職

れに従ってやっていくんやと。これ、バイブル的

という定義なんですけども、これはどういう意味

なもんでしょう。こんな行き当たりばったりに、

で――それは古い歴史と伝統があると思うんです

歳出はどんどんふやしていく。歳入は、それは市

けども、収入役の場合とそれから教育長――教育

長みずから減らしてますけども、職員はどんどん、

長の場合は特別職と呼びませんかな、どうなんか。

どんどん人件費を減らしていく。こんなあり方で

それと市長、助役、こういうことになってるわけ

計画実施できるんですか。市民に自分の給料減っ

であります。

たからこの計画が失敗してるのを許してくれと言

これら一般職員でありますと給与というような

うて、そんな論理通用すると思ってるんですか。

方式でやられてるんですけども、報酬と給与とど

その点、お答えください。

う違うのか、この定義についてちょっとわかりや

○議長（成田政彦君） 神田助役。

すく御説明をしていただきたい。議員の場合も報

○助役（神田経治君） ９月の健全化計画を策定さ

酬と言うてみたり、歳費と言うてみたり、その定

していただきますときにもお話をさしていただい

義づけがちょっと私にはわからないので、教えて

たかと記憶しておりますけれども、健全化計画の

いただきたいなと思います。

フレーム、これを基本的にきっちり守っていこう
−２４０−

そこで経費節約、削減のための一手法として、

それぞれの歳費なり報酬を引き下げるということ

題もありますけれども、じゃ泉南市に行って今何

になってるようでありますけども、本来適正な対

か見てこようとか、何か買ってこようというよう

価かどうかですね。労働者の場合は、勤労サラリ

な状況は１つもない。むしろ他市の方に流れてい

ーマンの場合は、先ほどの御意見がありましたよ

る、流通してる。今回、イオンという問題もあり

うに、労働の対価として給料を支払うと、こうい

ますけども、それはそれで別にして、現在までそ

う歴史的な経緯があるわけですね。

ういうことは一向にない。泉南の例えば砂川の駅

今、連合の方でも春闘が真っさなかでありまし

前にありましたライフさんも引き揚げてると。今

て、ほとんどベースアップはゼロと、定昇だけは

度またサティさんも６月に引き揚げと、こういう

何とかクリアできると、こういう連合の会長等の

ような事情もありまして、入ったり出たり、入っ

テレビでの報道もあります。日本の中で一番こと

たり出たりという、外食産業もそういうような方

し恵まれてるのは日産労連という御存じのような

向です。

自動車労連関係の組織ですけれども、これは定昇

だから、そういう定着をもっときちっと私は図

が１，０００円、そのほかに年間６，０００円の昇給

るべきではないんだろうかと。そのことによって、

がありますから、年間７，０００円の定昇を含めて

税収の引き上げをしていく。したがって、泉南市

のベースアップ、こういうことになってるようで

の予算の中で歳入歳出とあるわけですから、泉南

あります。

市のプライマリーバランスというものをきちっと

日産というのは民間企業でございまして、どこ

とって、予算上必要な資金なり税収の確保はきち

かイギリスか外国の方が社長さんをやられておる

っとやっていくという手法を、それぞれ行政も議

ようであります。私も、管直人さんが小泉さんに

会も汗のかけるような形にしてほしいなというふ

例に挙げて御指摘をしておりましたけれども、民

うに思います。

間企業でも業績のいい会社は、そのように労働者

今、こういう事態ですから、デフレや不況とい

の賃金、あるいは労働条件について引き上げをし

うような感じの中でなかなかどこの首長さんも行

ていると。

政も苦労してるようですけれども、何か知恵を出

自治体経営でも、よく市長がおっしゃるように

し合えば泉南市独特の手法によって税収が高まっ

サービス産業だという定義からいきますと、これ

ていったり、税収の利益が上がったりというふう

は十分市民にサービスを与えられるような仕事を

なことになるのではないかというように私は思っ

するのが地方公務員の職員です。市の職員さんで

ております。

すね。これは一般職のあれと違いますけれども、

それと、今御意見がありましたように、特別職

管理職でもそうですが、給料を引き下げるいうこ

という給与そのものの、私たちも一般的には特別

とは、それぞれの生活給というものがかかってる

職というふうに呼ばれてるんですけども、いろい

わけですから、私はそれよりももっと別の手法と

ろ贈収賄の関係でいきますと、地方議員はみなし

いうものがあるのではないか。

公務員という呼び方をされますね。だから、汚職

日本全国どこの自治体も赤字だらけですけれど

にかかったり何なりということになれば、みなし

も、１つは横須賀方式といわれる公共事業の見方、

公務員の法律が適用されると、こういうことにな

考え方というものの方式もあるでしょう。それか

ってる。

ら税収、企業誘致なり産業誘致なりをして、自然

だから、本来議員そのものについても、私は先

増収ということも考えなきゃなりませんし、泉南

ほど一般質問で申し上げましたように、やっぱり

市の場合は、国際都市というアドバルーンも上げ

今もらってる５０万円という議員の歳費が高いの

てるわけでありますが、国際都市らしい集客、い

か安いのかと、こういうこともあるでしょう。議

わゆるお客さんが集まる、人が集まるようなまち

員には退職金はありませんから、そんな議論はな

の形態にはなってないと、まだ今のとこ。

いんですけども、だからそういうことも含めてこ

今、農業公園とかいろいろりんくうタウンの問
−２４１−

れからの賃金、あるいは歳費なり給与なりという

問題は、やっぱり行政でなしに議会の意向も聞き

人の職員を抱えているのではないかと。人口６万

ながら、僕は調整していく必要があるのではない

５，０００ですかね、うちの場合は今。きちっと計

かなというふうに思います。

算してませんけれども、条例の中にはいろいろ職

インターネットで出しました給与の全国平均を

員定数の決められた数が書かれておるんですけど

見ますと、人口５万から１０万の間の議長の報酬

も、これからの時代は、この合併を含めてこれか

は４９万８，６００円、副議長が４４万９，０００円、

らの泉南市の職員というのは一体どうなるのかと。

議員が４１万７，０００円と。議員の場合はこうい

何割減少していくのか。議員の場合も大体予測は

う形ですね。それから、各市町村の関係も出てお

出ております。泉南市の場合は大体７名ぐらいと

るんですが、人口５万から１０万の場合の市長の

違うかなというふうな積算もあるわけですけれど

給与は９２万４，９００円、それから助役の場合が

も、職員全体を見た場合に、今の６５０人なり７

７６万４，８００円、それから収入役の場合が６９

００人の職員を合併の場合はどうするんだという

万１，６００円というふうにインターネットの資料

ことの具体的な話もあるでしょう、１つは。

の中では出てるわけですね。

それと、諸手当にしても、これも私、一般質問

議員の方も近いうち議員定数の削減と。いつに

の中で触れたと思いますけれども、まだ２０何種

なるかちょっとわかりませんけれども、そういう

類か残ってるんじゃないですかね、職員さんに対

問題も出ております。１１名の議員の署名で出て

する諸手当が。だから、そういうことの整理、統

るんですが、私も全く反対ではないんですけれど

合もひとつしてほしいなというふうに思うんです

も、そのようにそれぞれの立場でそれぞれに考え

ね。

なきゃならない問題があると思うんですが、こう

それと、今御質問ありましたように、前々から

いう特別職の歳費の検討なりさまざまな条件の問

うちの谷議員さんが一質でたしか申し述べたと。

題点については、もっとやっぱり議会とも御相談

市長今おっしゃったように、清掃事務組合ですね。

をしてほしいなというように思うんです。

中部下水道組合、それから南部下水道組合ですね。

今、市長の考えておられる議員の歳費について

これらには議員についても、市長だけではなしに、

ちょっとお伺いしたいと思うんですが、従来です

些少ですけれども、それぞれの給与というんか報

と議員の歳費を上げる場合は、審議会ですか、何

酬があるわけですね。これも結果は泉南市自身が、

か市長の方から任命をして報酬審議会等を設けて

それぞれの市町村が負担をして清掃事務組合なり、

いただいてるわけですけれども、議員も御存じの

あるいは中部下水なり南部下水に出してると思う

ように僕の記憶では六、七年上げてないのではな

んですね。

いかなというように思います。

そういうことも従来は必要であったかもわから

そういうこともありますから、同じ特別職とし

ないけれども、これからはもう廃止をして、泉南

て僕はできることならどこかで――助役さんに言

市の議員は泉南市の中の歳費として、給与として

ったのかな。議員の方についても検討してほしい

いただいてるわけですから、そういう余計な配慮

なということは、ちょっと申し入れておきました

をしていただかなくとも、これはもう全部お返し

けれども、こういうように全国平均もありますか

をすると、廃止にすると。

ら、ひとつそういうことのやっぱり判断もしてほ
しいなというふうに思います。

この前も清掃事務組合でもう視察もやめとこう
かいというような話も出たらしいんですけども、

それと、後でまた申し上げたいと思うんですが、

それは別にして、僕はそういう歳費そのものはど

時間の関係もありますから、特にうちの場合は一

うかなというふうに前々から考えてます。できれ

般職のことは後で出てくるんですけども、行革と

ば廃止をしてほしいなと思います。

か財政再建とかという段階で一番問題になるのは、

だから、そこに入ると、議会の場合は２３人の

今度合併問題等があると思うんですけれども、今、

議員がうまく１人の人が偏って清掃なら清掃、中

泉南市の職員は、僕の計算ですと１００人弱に１

部なら中部の下水道に行きますと、その人だけに
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手当が当たると。農業委員会の場合は数がしれて

たらというふうに思っております。

ますからどうということないと思いますけれども、

○議長（成田政彦君） 出口人事課長。

そういうことも含めてひとつ根本的にどう考えて

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（出口幸

おられるのか、ちょっと所見だけをお伺いをした

廣君） それでは、私の方から、島原議員さんの

い。

方から一般職と特別職についての定義といいます

○議長（成田政彦君） 向井市長。

か、の説明でございますけども、地方公務員法の

○市長（向井通彦君） 私の方でお答えすべきこと

第３条に、地方公務員の職は一般職と特別職とに

はお答え申し上げます。

分類するという規定がございまして、一般職は特

まず、特別職あるいは議員さんの給料について

別職に属する職以外の職ということで、特別職の

どうかということでございますけども、これは御

例を挙げております。

承知のように泉南市報酬審議会におきまして適正

ここで例を挙げさせていただきますと、いわゆ

な報酬といいますか、それを定めていただいてお

る特別職は、就任について公選または地方公共団

ります。私の場合は基本的には９１万、それから

体の議会の選挙、議決もしくは同意によることを

議員さんの場合は５０万と、こういうことになっ

必要とする職、地方開発事業団の理事長、理事及

ておりますが、今回上げておりますのは、その中

び監事の職、地方公営企業の管理者及び企業団の

で１５％カットというのは、一定期間を限って減

企業長の職、法令または条例、地方公共団体の規

額をしたいと、こういう意味でございます。した

則もしくは地方公共団体の機関の定める規程に設

がって、ベースはその報酬審で定めていただいた

けられた委員及び委員会の構成員の職で、臨時ま

額と、こういうことで、これが適正な額であろう

たは非常勤のもの、それから臨時または非常勤の

というふうに考えております。

顧問、参与、調査員、嘱託員、これらの者に準ず

それと、清掃事務組合あるいは南部・中部流域

る者、地方公共団体の長、議会の議長、その他地

下水道組合の問題でございますけども、これにつ

方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定す

いては先ほども御答弁申し上げましたように、法

るもの、非常勤の消防団員及び水防団員の職と。

上は支払わなければならないと、こういうことに

これらがその特別職の職ということになっており

なっております。

まして、これら以外がいわゆる一般職の公務員と

ただし、その議会なりでそれはもうやめようと、

いうことになっております。

こういう議決があれば、それはそれでいいわけで

それから、もう１つ、報酬と給与の関係でござ

ございます。先般、南部流域下水道組合の中で、

いますけども、給与につきましては、我々一般の

視察問題もあったんですけども、谷議員さんが南

地方公務員、いわゆる労働の対価という考え方で

部の議員さんでもいらっしゃるということもあっ

いいのではないかと思います。それで、報酬の場

て、今島原議員がおっしゃったような、組合の給

合は一応報償費的な、いわゆるお礼的な意味合い

料についてはやめてはどうかという問題提起をさ

がその報酬というのじゃないかなというふうに考

れました。しかし、それはちょっと唐突なあれも

えております。

あって、やっぱり構成の各市町の議員さんもいら

以上でございます。

っしゃって、それは今後組合の議会の中で検討し

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

ていこうと、こういうことになっております。

○総務部長（中谷 弘君） 質問の中で、職員数の

ですから、私どもも、もし一部事務組合の議会

関係が出たわけでございますけども、現在本市の

で、もう議員報酬もやめようよということであれ

場合、行革の中で職員数の縮減を図っております

ば、我々管理者もそれと相足並みをそろえてやる

が、ピーク時７４４人ほどおったわけでございま

ことにはもうやぶさかではございませんし、そう

すけれども、１５年の４月１日現在では６７３人

いう時代かなという気もいたしております。これ

になる予定でございます。そういたしますと、泉

はまた、それぞれの組合議会の方で議論いただけ

南市の場合、それで７１名ほど正職が減になると
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いうことでございます。率にいたしますと、９．５

度再検証をするべきではないかなというように思

％の正職の減ということになろうかと思います。

いますよ。議員日数で割ったら、１日平均何十万

それと、合併したときに職員が何割減るんかと

ですかね。こういうことになる。登庁義務もない、

いう御質問でございますけど、現在合併の研究会

非常勤、こういうことでしょう。それでボーナス

の中でも職員数の推計等行っておるわけでござい

がつくと。もうボーナスは来年から民間企業は出

ますけど、ちょっと具体的に数字を持ち合わせて

ませんよというとこまで、ボーナス廃止論まで今

おりませんけども、２４万ぐらいの類似団体との

の労使関係の中で話ありますよ。議員はきちっと

比較ということでございますんで、かなりの人数

もらえてると。行政の方の特別職ももらっておる。

が最終的に減していくんではないか。ただ、合併

だから、やっぱり１つの時代の流れ、２１世紀

の場合は、合併した当時は職員はそのまま身分が

という時代へ変わったわけですから、僕はやっぱ

保証されておりますんで、何年間かたつ間に採用

りこれは本当に真剣に適正な労働に対する対価な

等の控え、退職が出てきますんで、その間で減を

のか、あるいは議員も一言何ぼというふうな請負

していくという形になるんではないかというふう

給になるのか。市長がまいったというような報奨

に考えております。

金を出して、そういう評価の仕方をするのか、い

それと、手当等についても整理、統合という御

ろいろあろうかなというふうに思うんですけども、

意見をいただきました。今回、特勤手当について

ひとつ我々議員の方も心苦しくならないように、

減額措置を提案さしていただいておりますけれど

賢明な市長のもとで一回適正な給与、報酬のあり

も、最終的には平成１３年にもそういう条例改正

方をもう少し掘り下げて考えてほしいなというふ

で、手当の項目の減少等を行いましたけれども、

うに思います。

最終的には特勤についても十分これから精査した

職員が悪いことをしても、結局上司にはいろい

中で、その辺の整理を図っていくという考え方で

ろ問題が降りかかって、そのときは賃金カットと

おるわけでございます。

いうことになると思うんですけども、それだけで

以上でございます。

なしに、やっぱり泉南市が全国に先駆けて特別職

○議長（成田政彦君） 島原議員。

の給与のあり方というものをもう少しお互い胸襟

○１６番（島原正嗣君） もう時間も大分たってお

を開いて考えていただきたいなというふうに思い

りますから多くを申しませんが、私は先ほど申し

ます。

上げましたように、議員そのものの歳費ですね。

私らも再三、議員というのは月給泥棒と違うん

これは今、私申し上げましたように、全国平均よ

けというて、心から言うてるのかどうか知らんけ

りちょっと七、八万円ほど高いような感じがしま

ども、そういう批判を浴びます。ぶらぶらして毎

すね。だから、遠慮してまた議会のことを言うと、

日市役所へ行ったら金もろてるんと違うんかいな

ごたごた、ごたごた逆に反感買って、ちょっと口

とか、退職金があってええなとか、そういうよう

を挟むのはどうかなというふうな気持ちもありま

ないろんな批判もあります。やっぱりきちっとみ

しょうけれども、こういう形ならもう行政だけが

ずからの問題もお互い議論をして、市民に理解さ

一生懸命市民のために食べるものを減してまで協

れるようなことにしておくことが、僕は大事では

力してると。議会は何ならやと、一回考えてみい

ないかなというふうに思います。

と。定例会年間４回やないかと、臨時会が１つか

５０万円というたって、議員でも手取り３０万

２つか入ってくるけども。来ようが来まいが、何

ぐらいな人もありますし、３０万ちょっとの人も

しようと自由な時間たくさんあるやないかいと。

ありますけども、大体議員歳費だけでは飯が食え

そういうやっぱり市民感情があるわけですよ。

んというのが今の状況ですけれども、食べられな

ある意味では、やはりこれから行政の特別職も、

きゃ食べられないような、やっぱり議員そのもの

我々議員の特別職も、やっぱりきちっとした形で

が努力をするということにも、議員としても反省

これからの時代は、私は給与というものをもう一

をしながら、行政の方もただ単に一方的なやり方
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ではなしに、議会、行政が、亡くなられた平島市

全体がやる気、気概を持って、一丸となってどう

長さんがおっしゃったように、１つの車の両輪の

取り組んでいくかということが最優先課題だと考

ごとく、さまざまな問題をやっぱり話をしていく

えます。

ということにしてほしいなというふうに私は思い

今回の減額が一般職員の皆さんにも精神的影響

ます。

を与え、市全体にやる気、活気を失わせていくこ

だから、ある意味ではこういうことはもう少し

とにつながっていくことは避けられないものであ

時間をかけて、議会の議長を通じて、歳費の問題、
さまざまな問題をもっと提案をしてほしいなと、

るということを強く申し述べ、反対といたします。
○議長（成田政彦君） 以上で本件に対する討論を

そういう意見だけ申し上げまして、終わりたいと

終結いたします。

思います。

これより議案第８号を採決いたします。

以上です。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

することに賛成の諸君の起立を求めます。

―――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

〔賛成者起立〕

討論に入ります。討論はありませんか。―――

○議長（成田政彦君） 起立多数であります。よっ

―和気議員。（傍聴席より発言する者あり）傍聴

て議案第８号は、原案のとおり可とすることに決

者は静かにしてください。

しました。

○１９番（和気 豊君） 議案第８号、特別職の職

次に、日程第５、議案第９号 一般職の職員の

員の給与に関する条例及び泉南市教育委員会の教

給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

ついて、及び日程第６、議案第１０号 一般職の

の制定について、反対の立場から討論をしてまい

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

ります。

る条例の制定についての以上２件を一括議題とい

今回の提案の趣旨が、財政事情を考えてその改

たします。

善に資するということであります。財政を考える

ただいま一括上程いたしました議案２件につき

のであれば、市長初め特別職の給与減額は、余り

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

にも安易な財政対応ではないかと思います。むし

者から順次内容の説明を求めます。神田助役。

ろ、これまでの膨大な借金をつくり出した失政を

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

これで合理化しようとしているのではないかとし

案第９号、一般職の職員の給与に関する条例の一

か思われません。

部を改正する条例の制定、及び議案第１０号、一

また、答弁の中で、一般職の減給とは別個のも

般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

のであると言われましたが、現実にはそうはなっ

改正する条例の制定について、一括して御説明申

ておりません。過去においては、市長を初め特別

し上げます。

職の減額と軌を一にして一般職の減給もやられて

現在、本市が置かれている厳しい財政状況に対

まいりました。このことが職員のやる気をなくし

処するため、行財政改革を積極的に推進し、財政

ていることは、本年度末１０数名に及ぶ早期退職

再建を図るため、昨年、財政健全化計画を策定し

者の数を見ても明らかではないでしょうか。

たところでございます。以後、鋭意実施に向けて

私は、わずか４，１６０万円の安易な給与の削減

取り組んでいるところでございますが、その中に

ではなく、財政危機に至った原因を取り除くこと、

は市民に新たな負担をお願いする内容も含まれて

すなわち大型公共事業による膨大な公債費をどう

おり、そのためには職員みずからも痛みを分かつ

減らすのか。市税収入府下最低を改善するのか、

必要があり、人件費の見直しは避けては通れない

そのことによって財政再建をどうつくり上げてい

ものであるとの考えから、既に平成１２年度から

くのかということが、今我が市では緊急に求めら

１４年度まで給料の２％減額を実施しているとこ

れているのではないでしょうか。そのため、行政

ろですが、さらに見直しを行う必要があるため、
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本条例を提案するものでございます。

しかし、職員の多くの皆さんの心情的なことか

議案書３５ページをお開き願います。条例改正

ら話しさしていただきますと、みずからの給料を

の内容といたしましては、議案第９号では、平成

２％カットをしたその効果が本当にそれぞれの職

１５年４月１日から平成１９年３月３１日までの

員が思っている、心の中のことと現実が本当に一

４年間にわたり、職員の給料月額の１％を減額す

致をしてるのかどうかですね。そこがやはり今後

るとともに、平成１５年度において職員の昇給期

の職員の士気にかなり影響をしてくるんではない

間を１２カ月延長することとし、さらに住居手当

のかなというふうに考えてます。

についてはいわゆる一律支給分の月額８，０００円

２％カットしまして、その２％カットがこの３

を４，０００円に改めるという内容でございます。

月末で一たん戻ります。しかしながら、人事院勧

次に、議案書３９ページをお開き願います。議

告が２％カットですから、さらにそこから１％カ

案第１０号では、職員のすべての特殊勤務手当に

ットだということになるわけですよね。そういっ

ついて一律２０％減額するという内容でございま

た意味からしますと、この間の一般職の給料とい

す。

うのは、年間賃金としますと相当なダメージを受

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

けていると、そういうふうにまず思います。

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いい

そこで、本当にこのような形、またさらなる合

たします。

理化ですよね。１２カ月延伸、１年間給料を昇給

○議長（成田政彦君） ただいま出席議員数が定足

しない。さらに１％カット、特勤手当なり、また

数を欠くおそれがありますので、暫時休憩いたし

住居手当がカットされるという、こういう状況で

ます。

すから、さきにも言いましたように、個人の賃金
午後２時２４分 休憩

をこのような形で下げていくやり方が本当に正し

午後３時 １分 再開

いのかどうかですね。私は、総人件費そのものの

○議長（成田政彦君） 休憩前に引き続き会議を開

パイをやはり見直した中で行政運営をすべきだと

きます。

いうふうに考えてます。

先ほどの議事を継続し、議案第９号及び議案第

そのあたりについて、先ほど一定の御答弁をい

１０号に対して一括して質疑を行います。質疑あ

ただいておりますけれども、もっと踏み込んだ御

りませんか。――――真砂議員。

答弁をいただかないと少し納得はしがたいという

○２１番（真砂 満君） さきに上程されました議

ふうに思いますんで、ひとつよろしくお願いいた

案と重複する部分もありますが、その辺はひとつ
御容赦をいただきたいと思います。

します。
○議長（成田政彦君） 神田助役。

まず、基本的な姿勢につきましては、さきの特

○助役（神田経治君） 真砂議員の御質問にお答え

別職と同様の考え方をいたしております。そこで、

をさしていただきたいと思います。

今回何項目かの削減案が出されてます。１つは１

おっしゃるように総人件費の抑制という観点、

２カ月の延伸、それと１％の給与カット、それと

これからまず考えるべきであるということについ

住居手当並びに特勤手当のカット、この４つだろ

ては、そのとおりであろうというふうに思ってお

うというふうに思います。条例の関係ではこの４

ります。ただ、本市の場合、１つは職員数の削減、

つでありますけれども、施行規則の関係でいいま

それと一人一人の方の給料の水準、これを両方の

すと、プラス管理職手当のカット、そのことも含

面から検討する必要があるというふうに考えてご

めて質問さしていただきたいと思います。

ざいます。今般、一定職員の方々に１２カ月の延

まず、１つは、さきの行革の中で職員が行いま

伸並びに１％のカットということでお願いをし、

した２％削減ですよね。それがされました。その

関係団体とも協議が調ったわけでございますけど

効果が果たしてどうだったのか。確かに、数字で

も、そのときにもそういう御指摘をいただきまし

は何億円という数字があらわれてます。

た。
−２４６−

私ども理事者としましては、まずラスパイレス

比べたときに、片や他市がラスパイレス１００と

指数、これはいろんな議論がございますけども、

仮定をして、本当に泉南市の職員の給料が言われ

基本的には国の給料からどれぐらいの差異がある

るように２．８％高いのかと。これを単純に比較し

のかという指数でございますけども、これが平成

てみますと、実はそうではないんですよね。

１４年の４月１日で１０２．８ということで、まだ

これは数字のとり方の問題でありまして、決し

若干でございますけども、国の基準よりまず高い

て他市の批判をするつもりはございませんけれど

ということが１点ございます。

も、泉南市が非常に正直に数字を出している結果

そうした中で、やはり一定市民の方々に御理解

がこのような数値にあらわれている。そのことは、

をいただくという中で、ほぼ国の給料並みの水準

まずもって指摘をしときたいというふうに思いま

にということを１つのメルクマールにしなければ

す。

ならないんじゃないのかというのが１点。

それとあわしまして、国並みというようなお話

それと、職員数の削減につきましても、これは

がございました。すべての条件が――この議論を

先ほど市長の方から御答弁をさしていただきまし

するつもりはないんですけども、すべての条件が

たけども、一定いわゆるアウトソーシング、民間

国と同じであれば、国並みの１００％で泉南市の

への委託、そういったものを検討すべきというこ

賃金を合わせれば結構かというふうに思います。

とで、行革計画、あるいは健全化計画の中でもそ

そのことをなしにして、給料面だけラスを合わす

ういった方向を目指すということで、これは内部

んだというのは、これはいささか問題ではないの

で検討しております。もちろん、一部この１５年

かなというふうに思います。ちょっと議論がずれ

度の当初予算の中でも明らかにさしていただいて

ますので、この程度にとどめますけども、それは

おりますけども、給食配膳員の方々の民間委託と

そう思います。

いうようなことも今回実施をしようと考えてござ

それと、答弁の中で述べられてないんですけど

いますし、そのほか今検討しておりますのは、例

も、私はここで大事なのは、この３月末までに職

えば保育所なんかについてもそういうことができ

員の２％減をした、その職員の思いですよね。自

ないのか、あるいは清掃職員の方々についても、

分たちの給料を２％下げてでも頑張っているんだ

全部が一遍にというのは無理でございますけども、

と。それが十分に市政の方で反映ができているん

そういうことができないのかというようなことで、

であれば、本当に気持ちよく――まあ気持ちよく

一定行革の実施計画の中でも挙がっておりますの

とはならないと思いますけどね。１２延でも１％

で、そういったものについては、その実現に向け

でも、場合によったら５％でもできるんだろうと

て今後まず事務的に具体に検討し、取り組んでま

いうふうに思うんですが、みずからの身を削った

いりたいと、こういうふうに考えてございます。

ことが効果としてきちっとあらわれていない、そ

そうした中で、トータルの人件費を抑制をしてい

ういったいら立たしさも実は職員の心の中にある

くという考え方でございます。

んではないだろうか、そういう心配をしてますし、

○議長（成田政彦君） 真砂議員。

今後の士気に非常な影響があるんではないのかな

○２１番（真砂 満君） 今神田助役の方から、国

と、そういう危惧をしているわけであります。そ

との比較のラスパイレス指数の問題が出ました。

のことについて、いまいち明確な御答弁がなかっ

確かに、数値はそのとおりだというふうに思って

たように思いますので、改めてお伺いをしたいと

ます。

いうふうに思います。

ただ、私はその数値そのものについても疑問を

それと、条例事項ではないんでどうかなという

感じてます。確かに他市と比較をさしていただい

ふうに思うんですが、結果としたら同じことだろ

て、例えば３０歳だったら３０歳、４０歳だった

うと思いますから、あえて質問さしていただきた

ら４０歳、それは基準はどこを見てもいいんです

いと思います。

けども、その年齢幅によりますけれども、本当に
−２４７−

管理職手当の部分でありますけれども、これは

私の勘違いであれば訂正をしていただきたいとい

一定の答えはいただいておるところでございます

うふうに思います。これをさかのぼってみますと、

が、規則改正までの間にそういう形で手続を従来

特別職の給料カットのときに、課長会並びに部長

からその考え方を踏襲した中での手続ということ

会がみずからの管理職手当１０％カットを申し入

で、我々としてはとらしていただくということで

れをするという形でカットになったというふうに

考えております。

思ってます。その精神といいますか、そういった

部長会の代表、課長会の代表の方にもお願いを

形は現在も続いているんではないのかなというふ

したときにも、私と上林助役と２人でお願いをし

うに思うんですが、それはどうなのか、明確にし

たわけでございますけれども、財政状況が悪いと

ていただきたいというふうに思います。

いうことで協力さしていただくというお返事をい

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

ただいております。ですから、そういう手続の中

○総務部長（中谷 弘君） 真砂議員からの質問で

で、規則等の改正を今月末までに行った中で、１

ございますけれども、確かに以前、財政健全化の

５年の４月１日からそれを実施したいというふう

中で２％カットの協力をいただきまして、職員数

に考えております。

の減と含めて約４．５億円という数字が出ておりま

以上でございます。

す。これは財政運営上、大変ありがたい数字であ

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

るというふうには認識をいたしております。

○財務部長（谷 純一君） 議員御質問の人件費で、

さらに、今回改めて１２延と１％カット等の財

１２年度から２％削減で給与の方をお願いしまし

政健全化のための協力を依頼したわけでございま

た。その時点で、平成１２年度に新行革の基本と

すけれども、長引く不況ということの中で、いろ

なります中期的財政収支ですか、それの見通しで、

いろ議論した中で説明をさしていただいて、一定

その時点でもある程度赤字再建団体になりますと

の理解を得たということで御理解をしていただき

か、そういった議論がなされてました。その中で、

たいというふうに思います。

今回のこの人件費の給与の２％カット、これにつ

我々としても、当然今後の財政運営、この健全

きましてもお願いしたというところでございます。

化の期間内にできるだけその計画を達成するよう

そうした結果、これは総トータルの議論ですけ

に努力はさしてもらわなければ、結果としていろ

ども、特に職員給の場合でしたら、平成１２年度

んな問題が出てくるんではないかということでご

には約１億１，０００万ほど前年度より減額になっ

ざいますので、その辺を踏まえた中で十分運営に

てます。それから、平成１３年度にも職員給で６，

ついて注意していくというふうに考えております。

３００万ほど減額になってると。そういった中で、

それと、管理職手当の関係でございますけれど

１２年度あるいは１３年度、決算については赤字

も、従来、今議員御指摘のように、変遷といたし

決算になっておりますけども、再建団体であると

ましては、平成９年ですか、これは１％カットさ

かそういった議論はこの時点では解消されており

していただいております。それと１１年度、これ

まして、この給料の２％削減についてもその辺で

も１％、それと１２年から１５年３月まで３カ年、

効果があったと、このように考えております。

１０％カットさしていただいておりますけども、

以上です。

そのときの経過を申しますと、財政状況が悪い中

○議長（成田政彦君） 真砂議員。

で課長会なり部長会の方に、話を、説明をさして

○２１番（真砂 満君） 谷部長ね、効果があった

いただいて、それでみずから申し入れしようとい

というのは、十分わかってるんですよ。ただ、何

うことで、届け出を出していただいた中で規則を

回も言いますように、その効果が職員の士気とか、

改正をしてカットした経過がございます。

私らの給料をカットしたという、そういった思い

ですから、今回は２０％ということになるわけ

が本当に心の中に伝わるような政策なり、そうい

でございますけれども、現在、課長会、部長会に

った行財政運営であるのかということなんですよ

も協力依頼という形をさしていただいております。

ね。厳しい状況の中ですから、なかなか好転の兆
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しが見えない、それはそのとおりだというふうに

取り組みを毎年度毎年度できてるもの、できてな

思います。

いものを検証をしていきたい。当然、トータルの

それで、３回目なんで次の質問に入らしていた

取り組みの額が少ない場合には、さらに新たな項

だきたいんですが、１つは管理職手当の関係でい

目を追加して達成を何としてもしなければならな

いますと、やはり行政側が命令といったような形

いというふうに考えてございます。

でのカットではないんですよね。やはり協力依頼、

それから、御指摘の事業につきましては、平成

当然課長級以上ですから、この厳しい泉南市の財

１８年度まで一定の普通建設事業の事業費ベース

政状況というのは、だれよりも一番御存じなわけ

でくくってございますけども、これにつきまして

であります。

もさらに精査をしまして、事業費の抑制ができる

しかし、これをいいことにして当たり前のよう

のかどうかということについては、改めて１４年

にすることに私は苦言を呈しておきたいというふ

度の決算がある程度見えてくる段階でやっていか

うに思ってます。これは、手順手続の問題も含め

なければならないというふうに思っております。

てそうなんですよね。本当にこれまで言われてま

そうした中で、全体として健全化のフレームにつ

すように、厳しい財政状況の中で管理職手当も２

いて達成をぜひしていきたいと、こういうふうに

０％カットをしていかなければいけないんだとい

考えてございます。

うことであれば、やはりきちっとした課長会なら

以上でございます。

課長会、部長会やったら部長会の中で十分に理解

○議長（成田政彦君） 和気議員。

をしていただいて、喜んで協力をしていただける

○１９番（和気 豊君） 先ほど特別職のところで

ような形にしなければいけないというふうに思っ

いろいろと影響額、波及効果の点なんかについて

てます。数字だけ、またパーセントだけひとり歩

もお示しをいただいたんですが、これは額の問題、

きするような形での今回のようなやり方について

確かに財政的には額の問題が大きいんですが、私

は、私は決して褒められた形ではないというふう

はやっぱり職員のやる気の問題、本当にこれで引

に思います。この辺については、ひとつ苦言とし

き起こせるのかどうかと。本当に一丸となってこ

てお聞きをいただきたいというふうに思ってます。

の難局を乗り切れる、そういう気持ちに見合って

それと、もう１点重要なことは、健全化計画の

いるのかどうか、そぐわないようなことではだめ

フレームの中で申しますと、今回の４年間での効

なんではないかというふうに思うんです。

果額が７億５，０００万ということであります。も

ちょっと古くなりますけれど、平成１３年４月

ともとの計画からすれば、当然少し金額が少ない

１日現在で泉南市の職員の平均年齢、給与が出て

わけでありますから、全体のフレームの中で見直

おります。平均年齢が４１歳２カ月、平均給与が

しもかけていかなければいけない。私は少なくて

月額４４万４，６３１円、これは手当も入った月額

も勢い、事業の関係の中で精査すべき事柄でプラ

でありますが、この平均年齢、平均職員さんのこ

スマイナスを合わしていかなければいけないのか

れで今回の減額がどのような影響を与えるのか。

なというふうに思っておるんですが、このあたり

人勧の問題も先ほど少し２％ほど減額されている

について今後どうしていかれるつもりなのか、お

と。２％は一応ことしで終止符を打たれるけれど

聞かせをいただきたいと思います。

も、実質上、人勧が追っかけてきて２％と、そし

○議長（成田政彦君） 神田助役。

てさらに１％、さらに住居手当で半額の４，０００

○助役（神田経治君） 真砂議員御指摘のように、

円と、こういうことになるわけですが、その辺の

今回人件費の関係で申しますと、当初健全化計画

影響額ですね。これは平均給与者に対してどれぐ

の取り組みの中で考えておりました効果額に比べ

らいになるのか、お示しをいただきたいというふ

ますと若干少ない数字になっている、これは事実

うに思うんです。

でございます。

それと、やはり職員の皆さんにこれだけの引き

私どもといたしましては、この健全化に向けた
−２４９−

続いて我慢を強いるわけですから、本当にこれか

らのんべんだらりとそこに甘えていてはならない

造を変えていくということが第一義でございます。

というふうに思います。そういう点では、本当に

そのためには、やはり経常収支比率が現在１００

財政再建計画ですね。今までの事業が余りにも性

を超えているという中では、思い切った施策、あ

急に過ぎ、泉南市には抱えきれないほど大変な財

るいは市民の本当のニーズに合った施策というも

政負担をもたらした。起債等の発行によって、そ

のができていかない。それと、過去の都市基盤整

ういうことになっていないのかどうか。そういう

備を中心に地方債を発行し、その公債費が増嵩し

ことなんかも、そして税収のこれだけ低い率が本

ていったわけでございますけども、これについて

当にどうしたら改善できるのか。その辺の、今の

も平成９年度で地方債現在高がピーク、それと平

財政危機の根本的な原因に、そこの根っこにメス

成１４年度でいわゆる公債費についてもほぼピー

を入れなければ、やはり今後もこういう職員さん

クになっていっていると。

に我慢を強いる、そして市民の皆さんに大変な負

したがって、今後いわゆる一般的には普通建設

担を、痛みを強いていくと、こういうことは改善

事業については抑制基調にして、そういう公債費

されていかないというふうに思うんですよ。

の増嵩を抑えていくということ。それと、いわゆ

そういう点で、やはり原因と、それからその根

る義務的経費の中の人件費につきましても、先ほ

っこを取り除くための方策について、この機会に

ど来御答弁をさしていただいておりますように、

改めてこういうふうな安易ないわゆる負担をかぶ

総人件費の抑制という観点から、１つは職員の給

せるという一番手っ取り早いやり方、こういう安

料についていろんな見直し、諸手当の見直しもご

易な方向をとらずに今後抜本的に本当に財政を立

ざいますし、今後国の動向もございますけども、

て直していくという方策をどう考えていかれるの

やはり退職金についても一定の見直しの方向を考

か。

えていかなければならないんじゃないかというよ

健全化計画というのは、私はもう本当に賛成で

うなことも念頭に置いてございます。そういうい

きかねます。そういう点で、そういうことではな

わゆる義務的経費を基本的には切り込んでいかざ

くて真に根本原因にメスを入れる、そういう方策

るを得ない。

についてもこの際お示しをいただきたいなという
ふうに思います。

それと、いわゆる単独の給付金あるいは補助金
なんかについても使途をきちっとより明確にし、

○議長（成田政彦君） 出口人事課長。

先ほど来御答弁さしていただきましたけれども、

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（出口幸

いわゆる補助金要綱あるいは実績調書、そういっ

廣君） それでは、私の方から今回の給与の適正

たものをきちっといただいて、その補助金の効果

化、合理化に伴いまして、どの程度の１人当たり

を検証していくと、そういうようなことを通じま

の影響額があるのかという御質問だったと思いま

して構造改革をしていきたいと。

す。４年間で昇給の延伸、１％減額、住居手当の

また、行政評価につきましても、現在ワーキン

減額を入れまして、約１０４万６，０００円という

グをつくりまして、一定の考え方を今年度中にま

ことでございます。（和気 豊君「１年間」と呼

とめたいと考えてございますけども、その後１５

ぶ）４年間でございます。

年度に試行実施をし、１６年度から本格的な実施

○議長（成田政彦君） 神田助役。

をしていく、全庁的に実施をしていくと。そうい

○助役（神田経治君） 和気議員の方から、この財

う中で、その事業についての施策効果というもの

政の状況についてその原因分析、それとその対応

をきちっと議会あるいは住民の方にもお示しをし、

策を根本的にどうしていくのかというお話でござ

施策のより有効な選択にしていきたいと、そうい

いますけれども、我々としましては、まさにそう

うふうに考えてございまして、トータルとしてや

いった観点から今回の健全化計画を策定させてい

はり財政構造の改革という観点から、今後とも健

ただいたというふうに考えてございます。

全化計画を１つの指針として取り組んでまいりた

基本的には、単に収支だけではなくて、財政構
−２５０−

いと、こういうふうに考えてございます。

〔和気 豊君「答弁漏れてますよ、重要な点が。
健全化計画はよう言うけどやな」と呼ぶ〕

の返済はやっぱり枠内の中へ影響出てくるわけで
すし、それから１８年以降には元金の償還も日程

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

に上ってまいります。そして、例の基幹農道の問

○財務部長（谷 純一君） この健全化計画を進め

題、これも枠内の中へ影響が出てくると。

ていく上においての基本的な考え方、これは助役

それから、これは合併問題との兼ね合いがある

の方から申し上げました。あと個別なものとして

わけですが、合併をこっちに置いといて論議をい

税収をどうするんであるとか、そういった御質問

たしますと、いわゆる泉南聖苑の問題も出てくる

があったと思います。具体的に、その方策の中で

と。一気にその辺は、事業を始めて５年後にはそ

税収の確保の問題であるとか、そういうふうに御

ういう地方債が大きく膨れ上がると。

質問があったと思います。

何か急場しのぎだけに枠をつくって、ところが

この税収の問題につきましては、これは泉南市

その後にはどっとそういう事業が待ち構えている

の安定的な財政基盤の確立あるいは健全化を図る

と、こういうことになるわけで、その辺のことに

という意味で一番大きな問題であると、このよう

ついては本当に考えておられない。せめて中期的

に我々考えております。ですから、これの確保に

な展望といいますか、中期的なスタンスで物を考

ついては、最大の努力を傾注していくというふう

えていただきたいと、１０年ぐらいのスタンスで

な考えでおります。

ね。そうなってくればどうなるのかと。

そして、それの方法としましては、従来から説

このこともひとつ考えていただきたいし、それ

明しておりますように、課税客体の把握でありま

から税収の問題でいえば、やはりなかなか最大の

すとか、あるいは徴収の面につきましては徴収率

努力をこれに傾注していきたいという、まさに言

を上げていくという、そういったもとにできる範

葉だけなんですね。やっぱり結果で物を言ってい

囲の努力をしていくということで、今後も税収の

ただきたい。どういう結果があらわれたのか。１

分については、計画の中で反映してまいりたいと、

２年、１３年、それぞれ両方合わして本当に９憶

このように考えております。

を超えるような不納欠損をつくり出して、そして

それと、事業費の問題ですけども、これにつき

調定額を低めて税収の問題を云々されると。こう

ましては、現在、新行財政改革のときの１つの指

いう大変な状況になってきていると、私はそうい

針でありますけれども、事業費について２０億円

うふうに思いますよ。それでも税収は８０％をち

以内でやっていくとか、それとあと公債費ですね、

ょっと超えるぐらいと。これをどうされるのか。

起債を発行する場合にはどうしたらいいか。その

本当にその気で、この点で本当に職員のやる気を

方法としては毎年度発行している発行額というん

全庁的に引き出してどう対応されるかという、そ

ですか、その発行額が減少していくということで、

の辺のところが余り見えてこない。

元金償還額ができたら２分の１程度に抑えていき

言葉だけで、抽象的な言葉を並べて頑張る、頑

たいというような形で今までやってきました。で

張ると言うけれども、具体的に例えば府の職員の

すから、この分についてもそういったことですね。

出向を仰いで、税務のベテラン、徴収のベテラン

行革の延長線上ということで新健全化計画を考え

の出向を仰いでやってきた。市長が先頭に立って

ておりますので、その辺も念頭に入れながらやっ

やるということで決意も示された。時には、府・

ていきたいと、このように考えております。

市一体のそういうイベント的な取り組みも提起を

○議長（成田政彦君） 和気議員。

されて、実際取り組まれた。ところが、なかなか

○１９番（和気 豊君） 何度聞いても、多額の地

効果はあらわれていない。

方債の発行によって公債費の占める割合が大きく

私は、この点ではもちろん職員のやる気と、こ

なってきたと。これから、確かに１８年度までは

ういう中でも本当に市民に対して安易に負担を押

やられないということですけれど、６５億という

しつけるんではなくて、本当に行政が頑張ってる

のがもう日程に上ってきておりますし、その利息

んだと、市民の協力も仰ぎたいと。市民の協力を

−２５１−

仰げるような体制を具体につくり上げていくと。

やはり税収の、特に現年、滞納を合わして、どち

それはやはり市長の市民の立場に立った施策では

らにウエートを置くかとか、そういったことも考

ないだろうかというふうに思うんです。そういう

えております。そして、現年度分に最重点を置い

施策が具体的に見えてこない。

て、新しく滞納分を生じないといった方向も考え

特に今、不況下の中で大変な状況にある商工業

ております。それから、滞納者につきましても、

者の皆さんの施策、これについては一般質問でも

我々が考えられる、できる範囲で例えば差し押さ

堀口議員からありましたけれども、なかなか見え

えでありますとか、そういったことも考えて毎日

てこない。むしろないと、こういうふうに言い切

の仕事を行ってるというところでございます。

ってもいいような状況だと。

それと、具体的に数字をもって示した方がいい

一体、市民は本当にこの行政を自分たちみずか

と、示すべきだというふうな御指摘もございます。

らの問題として、この行政がひっくり返るような

徴収率につきましては、これは平成１３年度です

ことは、自分たちにかかわる問題なんだというこ

けども、１３年度につきましては平成１２年度よ

とで真剣にとらえて協力をしていくという、そう

りも徴収率が０．９６％ですか、アップということ

いうことになってるのかどうか。本当に我慢ばっ

で上がったと。そしてまた、現在１５年の２月末

かりやって、自分の生活を抱えるのに必死と。行

日現在ですけども、この分につきましても対前年

政が本来守らなければならない健康、福祉、安全、

度で今のところ我々０．１９％、そういった形で徴

こういうことにはなかなか目に見えた施策はない

収率も上がっているということも出ております。

と。自分らの生活を守っていくのに精いっぱい。

ですから、我々税につきましては、いつも申し

それでなくても小泉構造改革論の中で大変な負担

上げてますとおり、我々の努力というものは、多

を強いられてきてるわけですから、だから本当に

分数字で一番評価されるというとこもございます。

行政に協力しようというふうなことが起こってこ

ですので、この率を上げるのと同時に、これは当

ない、気持ちが起こってこない。

然日ごろの事務の成果であると思っておりますけ

そういう状況が本当にある中で、どうやって市

れども、そういった中で我々もこの数字を常に念

民に税収アップの協力を仰いでいくのか。文字だ

頭に置きながら仕事をやってまいりたいと、この

けではだめですよ。やはり政策で、その気になっ

ように考えておりますので、よろしくお願いした

ていただけるという政策的な提起ですね。これで

いと思います。

協力を仰いでいくということが大事だろうという

〔和気 豊君「数字を言うただけやないの。具

ふうに思うんですが、その辺が幾ら聞いても出て

体的な施策の方向づけいうのは、全然出てけ

こない。結局、負担中心の、負担を強いること中

えへんやんか。答弁漏れや、そんなもん」と

心の財政健全化計画だけを言われると。

呼ぶ〕

新しい助役さんはそれでもいいかもわからんけ

○議長（成田政彦君） 神田助役。

れども、本当に生え抜きの職員の皆さんは、そう

○助役（神田経治君） 御指摘の点については、１

いうことでいいのかどうか。本当に市の職員の皆

８年度までについては一定健全化計画というもの

さんの御苦労や、あるいは市民の御苦労をよくわ

があるけれども、１９年度以降の中期の財政運営

かっていただいている生え抜きの皆さんは、果た

をどうするのかという御趣旨かと思います。

してそれでいいんだろうかと、こういうことも私

これにつきましては、もちろん我々としてもご

は思うんですが、本当にその点でもう少し具体に

指摘いただきました信達樽井線の整備、これはい

突っ込んだ御答弁をいただけませんか。

ろいろ御議論を今議会でしていただいております

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

けども、そういったもの、あるいは基幹農道、泉

○財務部長（谷 純一君） 再度の税収強化の問題

南聖苑等、そういったものが本当に１９年度以降

についての御質問でございます。

できていくのかということでございますけれども、

我々、現在取り組んでいる問題としましては、
−２５２−

１つは今回の健全化計画が達成できましたら、経

常収支比率が９３．２ということで、相当投資財源、

すれば。そういうことが本当に見えてこないと。

これまでに比べれば出てくると、そういう中で１

こういうふうなことについては、やっぱり考え直

つは公債費の負担、それと収支の関係、そういっ

すべきではないかなと、こういうふうに私は思い

たものを総合的に勘案しながら財政再建団体に陥

ますが、その辺はどうでしょうか。

らないような方向でいろんな事業についての再精

○議長（成田政彦君） 向井市長、

査をしていきたいと、こういうふうに考えてござ

○市長（向井通彦君） 今回の給与削減につきまし

います。

ては、職員団体の皆さんとも十分話し合ってまい

○議長（成田政彦君） 和気議員。

りました。基本的に今の社会情勢ということは、

○１９番（和気 豊君） 利息の６５億の関係、こ

十分理解をいただいております。

の利息は翌年からすぐはね返ってくるわけですか

特に自分の給与に関することということもあり

ら、それ１つとらえてみても９３．２％の経常収支

ますけれども、ただ我々が当初見込んでおりまし

比率、これは私はしんどいというふうに、極めて

た２４カ月延伸ということについては、後々将来

厳しいなというふうに思います。（上山

給与にかかわってくるということもあって、他の

忠君

「不可能に近い」と呼ぶ）

方法も含めて話し合いもさしていただきました。

今、不可能に近いというような声も聞こえてお

１２カ月延伸と、あとは給料の１％減と、それか

りますが、先ほどから中身も、本当に６カ月前の

ら各種の手当のカットという形で、全額クリアは

中身がもうどんどん変わってきているということ

されておりませんが、それに近い形での理解をい

で、大阪府から乗り込んで来られてこれを提案さ

ただいたわけでございます。ですから、我々も職

れたあなたにとっては金科玉条、これを守ってい

員の皆さんの意見も聞いて、そして一定円満決着

かなあかんだろうというふうに思いますが、もう

という形に今回なったわけでございます。

６カ月たつやたたない間にどんどん変わりが見え

それによって、職員の士気が低下するんじゃな

てくると。６５億そのものが実にその象徴じゃな

いかということでございますが、それはまた別の

いですか。私はそういうふうに思いますよ。

問題だというふうに思います。職員の皆さん、一

本当に具体的に先ほどから聞いておるんですが、

生懸命頑張っていただいておりますし、税の徴収

本当に施策が見えてこない。市民に安心を与える

にしても、あらゆる権能、権限を駆使して今やっ

ような施策は見えてこない。負担は強いるけれど

ておりますから、従来もないようなこともやって

も、これで安心だと、これで１つの方向づけが見

いっておるわけでございますから、その中から結

えたということが見えてこない。本当に、行政の

果として成果が上がるように精いっぱい頑張って

分野でのお金の出納のやりくりをどうするかとい

いただいております。

うだけの健全化計画なんですよ。

それと、施策の面でございますが、厳しい中で

これでは市民はなかなか納得できません。職員

はございますが、１５年度予算においても新規事

の皆さんも私は同様に納得できないと。今負担を

業で市民の皆さんに少しでも福祉あるいはその他

強いても、あすに展望が見えてくる、光が見えて

の関係においても提供できるようなサービスとい

くるということであれば、しばらくの間そのこと

うことで、ビルドアップもいたしております。当

にあえて我慢しようということも、あるいは納得

然、スクラップの部分もありますけれども、そう

していただけるかもわかりませんが、月にして平

いう中でクリアしながら、できるだけ今のニーズ

均２万円の生活の落ち込みと、こういうことは、

にこたえられるような形での施策も打っていって

これはもう大変なことだろうというふうに思うん

おります。

ですよ。年間２４万円と。２６万かな。（「２６

それと、やはり中長期的な市の発展ということ

万１，５００円」と呼ぶ者あり）２６万１，５００円。

も一方ではやっていかなければいけないわけでご

これは本当にこの辺もよく考えていただいて、

ざいますんで、それらについても特に都市計画道

そのことで本当にやる気がこれで起こると、我慢

路、あるいは公共下水道、その他中心になってそ

−２５３−

れも一方では進めていっておりますので、一定御

のたぐいで、そういうことはないと思うんですけ

理解をいただけるものというふうに確信をいたし

れども、一応一たん来て車を駐車場に置きに行く

ております。

とか、そういうことがないというふうに思うんで

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

すけれども、その辺はどんなふうに、実態はそう

―――北出議員。

ではないのであればないということでおっしゃっ

○１２番（北出寧啓君） やっぱり発端は真砂議員

ていただければいいと思うんですけれども、その

がおっしゃったように、市長はそういうことはな

辺改めてお答え願いたいと思います。

いというように判断されてますけど、職員の士気

とりあえずそれだけお答えください。

の問題、それは行政側にかかわるいろいろ要因は

○議長（成田政彦君） 神田助役。

あると思うんですけれども、それは前回の発言で

○助役（神田経治君） 私の方から、扶助費あるい

いいということで、ちょっとお聞きしたいのは、

は公債費についてどういう抑制をしていくのか、

全体の人件費の問題、あとは公債費、それから扶

あるいは特に公債費の中で、今回予算で御提案さ

助費ですね。この辺の削減――扶助費は高齢化社

していただいております信達樽井線の元利償還に

会等で不可避的に上昇するということは必須です

ついて、どういうふうに考えているのかというこ

けども、その中でどういう削減の枠組みを考えて

とについて、お答えをさしていただきたいと思い

いらっしゃるのか。

ます。

公債費も信達樽井線が出てきてますけれども、

まず、扶助費につきましては、御案内のように

この辺の見方をどう考えていらっしゃるのか。当

高齢化社会、あるいは現在の景気低迷の長期化と

然、職員との交渉のときにそういった人件費、扶

いうことで、いろんな扶助費の部分については増

助費、それから公債費等については協議されてい

嵩していってるということは、事実でございます。

ると思いますので、その点をお示し願いたい。

基本的には、国の制度の枠組みの中で措置されて

それと、これは人勧の枠組みでのことですけれ

いるいろんな扶助費の部分につきましては、交付

ども、ラスパイレス指数の問題もおっしゃいまし

税の基準財政需要額に一応負担額が基本的に乗っ

たけども、現況、地域社会、泉南市域で例えば中

てございますので、その枠組みの中であれば一定

小企業の職員の報酬とかその総額とか、その辺は

対応は可能であろうと思っております。

中央、地方関係では国対比較ですけれども、やっ

ただ、問題は、いわゆる単独の扶助費、これに

ぱり地域社会として、地域社会の中小企業と公民

つきましては、今回の健全化計画の中でも一定認

の給与差というのはどの程度あるか。当然、ある

定基準を厳しく見直す、あるいはそういう関係に

程度判断の材料としては持ってらっしゃると思う

ついては、できるだけ市の単独施策というものを

ので、その点についてお聞かせ願いたいと思いま

縮小していくという方向で考えてございます。

す。

それから、信達樽井線の将来の公債費の件でご

それと、職員の給与でございますけれども、こ

ざいますけれども、これは私ども特に今回イオン

れは勤務時間に対応して当然あるわけですけれど

関係の立地があれば、さきにお示しさしていただ

も、泉南市職員の勤務時間は何時から何時までな

いておりますけれども、いわゆる交付税の基準財

んでしょうか。８時４５分からというふうに伺っ

政収入額で交付税の分が落ちないいわゆる純粋の

てるんですけれども、１５分間は休憩時間か何か、

増収分については、一定毎年１億２，０００万から

９時から勤務時間、休憩時間は労働基準法等、や

１億円程度というふうに考えてございます。

っぱり休憩を与えるということが規定されている

しかしながら、特に１９年度以降一定のピーク、

ので、それに従ってると思うんですけれども、そ

大体今２０年から２１年ぐらいがピークになるん

うすると８時４５分までには出社しなきゃならな

ではないかという予想をしておりますけども、そ

い。その辺がどうなってるのか。

ういったときにでも３０年のスパンで考えれば元

指摘さしてもらいましたように、これはうわさ
−２５４−

金あるいは利息についても償還をしていけるとい

う一定の見込みを立ててございます。

務につきましては、やはり服務にかかわることで

したがいまして、通常の地方債の発行がこの健

ございますから、十分その辺は督励をしてまいら

全化計画が終わった後、普通建設事業の事業費ベ

ないかんことでございます。それは十分今後とも

ース大体２０億ぐらいと想定した中では、地方債

注意をした中で督励をしていくということで、御

現在高、あるいは公債費についても漸減していく

理解をお願いしたいと思います。

と。その中で、信達樽井線の地方債を発行しても、

○副議長（市道浩高君） 北出議員。

一定何とか償還が可能であろうという我々として

○１２番（北出寧啓君） 服務規定がございますし、

は見込みを立ててございます。

基本的に８時４５分にタイムカードを押すという

したがいまして、一定、公債費については、こ

ことですね。９時ではないんですよね。８時４５

の信達樽井線を整備をしても対応は何とか可能で

分にタイムカードを押して、勤務に入って同時に

あると。また、一方で現在１９億２，０００万とい

休憩に入ると。９時から職務執行に入るというふ

う土地開発公社の保有地が信達樽井線の場合ござ

うに理解さしていただいてよろしいんですね。

いますので、それのいわゆる起債償還、借りかえ

一般から見たら甚だ不合理なのではないかなと

の利息なんかを考えますと、市のいわゆる連結決

いう気がいたしますが、その辺の、大阪府の各市

算ベースのトータルとして相当のメリットが生じ

を見たら、改正されたりいろんな形でやっており

るというふうに考えてございます。

まして、こういう泉南市のような制度というのは、

そういう総合的な判断をした上で信達樽井線の

大阪府下でも数市になってきているというのが現

予算計上をさしていただいたと、こういうことで

状だと思うのですが、さっきの一応８時４５分に

ございます。

タイムカードを押す。そこで市役所に入るという

○副議長（市道浩高君） 中谷総務部長。

こと、その点だけ、そういうことでいいんですよ

○総務部長（中谷 弘君） ２点ほどお答えさして

ね。それ以外の行動はあり得ないと。行為規範は

いただきたいと思います。

あり得ないということですね。それだけ確認さし

市域での企業の給料の総額を調べているかとい

てください。

うことでございますが、本市の場合、近隣の市町

中小企業のいわゆる泉南市域の、あるいは泉州

村と同じでございますが、国の人勧等を参考にと

の収入状況がわからないと。基準値として、別に

いうことで取り扱いをいたしておるところでござ

それは今おっしゃられたように、人勧の勧告があ

います。人事院については、毎年日本国内何千社

ってそれに従ってるから問題ないと思うんですけ

という企業を中小企業から大企業まで調べた中で

れども、やっぱり各市域で今地方公共団体という

勧告が出てるということでございますんで、それ

のは一番最大の株式会社といいますか、そういう

を参考にさしていただいて給料を決めているとい

構造なんで、やっぱり小さな中小企業の職員の、

うことでございますんで、特段本市の給料の決定

従業員の収入等は、一応市としては当然持ってて

について市内の企業の調査というのは行っていな

しかるべきじゃないかなと。当然、商工施策も含

いということでございます。

めてそういうことが１つの基準になると思います。

それと、勤務時間の関係でございますが、８時

この間、樽井でちょっといろんな商工業者の人

４５分から５時１５分までの勤務時間ということ

に話を聞かしていただきましたけれども、我々の

になっておりますが、その中で休息時間を設けな

年収というのは１００万からもう２００万なんだ

ければならないということの中で、８時４５分か

と。もうこれ以上はあり得ないと。商店の衰亡に

ら９時まで休息時間という取り扱いをさしていた

かかわるというふうな意見もお聞きしております

だいてるということでございます。

ので、そういう地域の商工業と関係なく全くわか

それと、車を置きに行っている実態というのは

らないということで、人事院勧告に従ったという、

ちょっと我々すべて確認はできておりませんので、

それだけしかわからないということでは問題があ

事実はないというふうに我々考えております。勤

ると思いますので、その点今後一応そういう資料

−２５５−

をつくっていっていただけたらと思います。

○総務部長（中谷 弘君） 勤務時間については、

それと、税収に関しましてやっぱり問題あると

先ほど御答弁した形でございますが、本市の場合、

思うのは、イオンの場合、一般財源になるわけで

先に休息時間をとって、後、続いて休息なしで昼

すけれども、イオンの収入が信樽線の元利払いに、

の休憩だけで勤務についていただくということで

償還にすべて使われるという場合は、これは何か

の取り扱いをかなり以前からさしていただいてお

特定財源のような感じになるわけですから、りん

ります。

くうタウンの税収というのは、一般財源を潤して

今、北出議員言われましたように、各市でいろ

いくという形で、旧来空港関連でそういうことを

んな改正をしてるという御提案もございました。

言われて、空港誘致ということ、歴史的な経過も

我々としては一応そういう部分についても調査は

あると思います。

さしていただきたいなというふうに考えておりま

その辺がどうなのか。大体の説明をお聞きして

す。

ると、大体りんくうタウンの一般財源を信樽線の

それと、中小企業の関係の所得関係でございま

公債補てんに使うというふうなことのようにもう

すが、現段階では我々としては調べるという考え

かがえるので、その辺をもう一度答弁していただ

方はございませんけれども、大阪府等でその辺大

きたいと思います。

阪府内の全体の事業所の関係があるかどうかとい

○副議長（市道浩高君） 神田助役。

うことも含めて調査をさしていただきたいと思い

○助役（神田経治君） 私の方から、いわゆるイオ

ますが、基本的には賃金については人事院勧告で

ン関連の税収というのが、信達樽井線の元利償還

我々としたら取り扱いをさしていただくという考

金のみに充てられるような特定財源ということで

え方でございますので、よろしくお願いいたしま

はないのではないかということについて、お答え

す。

をさしていただきます。

○副議長（市道浩高君） 北出議員。

議員御指摘のとおり、特定財源ではございませ

○１２番（北出寧啓君） 職員の給料に関する条例

ん。しかしながら、今後財政運営をしていく中で

で、削減ということで、同時にそれにもかかわら

一定償還、地方債の償還、返していけるのかとい

ず職員がやっぱり市民のために職務を遂行すると

うことについては、そういった財源が生じてくる

いうことで、やっぱり市長が基本的な夢というん

ので返していけるということでございまして、私

ですか、枠組みをきちっと提示するということは、

どもこの間もお示しをさしていだきましたけれど

やっぱり必要だろうということで、今神田助役の

も、今後りんくうタウンが１つのモデルでござい

御意見を伺ったわけですけれども、うまくいけば

ますけれども、イオン関連、あるいはりんくうタ

そうなると。うまくいかない場合は、府の補償と

ウンの活性化によって残りの用地にすべて企業進

いうふうなことも、補助金も含めてというふうな

出があった場合、今後３０年間で６２億から５２

御発言ございました。

億ぐらいの税収が見込まれるんではないかという

ただ、やっぱり１つとしては、この戦略枠組み

ふうに考えてございますので、今回の信達樽井線

というのは、やっぱり合併というのが同時になけ

の今元利償還、一定のバッファーも設けてござい

れば、かなり苦しい局面に入るのではないか。も

ますけども、大体本体で３３億ぐらいの実質的な

ちろん合併してそれがすべて打開されるというこ

負担でございます。それに元利償還金、長期で３

とではございませんけれども、その辺市長、ちょ

０年の償還という場合でも約３９億ぐらいの償還

っと簡単に、考えておられる、本市の将来を担っ

財源ということでございますので、その６２億か

ていらっしゃるわけですから、その辺の枠をどん

ら５２億の中で賄っていける。もちろんその余の

なふうに考えていらっしゃるのか。（「後でやっ

税収については、当然に一般施策として使ってい

たらいいんじゃないか」と呼ぶ者あり）

ける財源と、こういうふうに考えてございます。
○副議長（市道浩高君） 中谷総務部長。

いや、それは、だから真砂議員おっしゃられた
ように、職員が削減されてもやっぱり泉南市民の

−２５６−

ために頑張る、そのためには市はこういうふうな

しというふうになってますよね。そのほか金額的

展望を持たれているというふうなことがやっぱり

なことを見ましても、この差はどうして生まれて

必要かと思いますので、よければ御発言ください。

くるのか、なぜ生まれてきたのか、その対策とい

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

うか、その考え方もお示し願いたいと思います。

○市長（向井通彦君） 信達樽井線事業と合併問題

それと、２％引き下げした２００１年の第１回

と、ちょっと議題とは違うかなというふうに思い

議会ですね。このときも非常な議論があって、６

ますが、我々現段階ではシミュレーションしてお

人の議員の方が質問されてて、財政難の原因から

りますのは、３０年、イオンの進出があって、ま

いろんなことが話し合われてます。

たその他りんくうのその他の進出があるという前

その中で、幾つかの約束がされてるんですね。

提で、償還については何とかやっていけると、こ

当時、神田さんはいらっしゃいませんでしたけど

ういう判断をいたしております。

も、例えば期間の問題ね。それから復元の問題ね、

その間に、もし合併があった場合は、この前一

２％のカットの復元の問題。それから、このお金

般質問でもお答えしましたように、どことも、例

を引き下げた分で退職金の積み立てを取り組むと

えば泉佐野ですと連立事業とか大きな事業をやっ

いうお答え。それから、財政難にかかわっては、

ておられて、それは継続なんですね。ですから、

当時の遠藤助役がはっきり言うてますけども、不

合併時点で継続してる事業というのは、仮に合併

要不急な事業は一切しませんと。それから、石橋

しても優先的に事業を遂行していくというのは当

さんがお答えになってますけども、これ以上の借

然だというふうに思います。

金はしないというお答え、それから税収アップな

それ以降に出てくる新規事業というのは、合併

どの幾つかの約束事、値上げにかかわって、その

協議会でどういう事業をお互いにやっていくかと

かわりこれだけのことはしますという約束事をさ

いうことを検討すると。その中には、特例債を使

れてるんですけども、どの程度まで、どこまで守

ったような事業というのが当然出てくるというこ

られてるのか、守られてないことはどのように議

とでございますんで、もし合併すれば既に先行し

会に対して説明されるのか、お答えください。

ている継続事業というものは担保されると、この

○副議長（市道浩高君） 神田助役。

ように考えております。

○助役（神田経治君） 私の方から、最初に御質問

○副議長（市道浩高君） 大森議員。

になられましたこの給料の減額について、職員の

○４番（大森和夫君） まず、こういう職員の給料

方々に責任があるのかということでございますけ

の引き下げの出てきた原因、幾つか論じられまし

ども、これは本市の財政状況、それと近隣の市町

たけども、まず最初に市長に――助役でも構いま

村の動向、あるいはいわゆる民間企業の動向等を

せんけども、はっきりさしていただきたいのは、

総合的に勘案して実施をさしていただきたいとい

この責任は職員にあると思っているのかどうかね。

うものでございますので、職員の方々に責任があ

それがなければ、きっちりしたそういう説明もし

るというものではないと考えてございます。

て引き下げへんと、さっきも士気にかかわる問題

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

がありましたけども、その点まずはっきりさして

○総務部長（中谷 弘君） この健全化計画を関係

いただきたいと思います。

団体に昨年の９月に提示、説明をさしていただき

それと、関係団体の話し合いの中身ですよね。

ました。その後１２月の末まででございますが、

そういう中身、相手方から出された条件といいま

他の交渉もございましたけども、約１０回ぐらい

すか、考え方などもお話し願いたいと思います。

話し合いなりを行っております。

それから、退職金への影響があるのかどうか、
これもお答え願いたいと思います。

その中で、財政運営とかいろんなことで御意見
をいただいたわけでございます。それと、最終的

それと、これも財政再建化計画を見ますと、特

には健全化計画の中身と若干変わってきていると

殊手当につきましては、６０手当中１４手当見直

いうのは、やはり生涯賃金の関係もございますの

−２５７−

で、２４カ月延伸についてはやめて、１２カ月延

○財務部長（谷 純一君） それと今回の新行財政

伸と。それと、１％の減額については４カ年間と

改革の実施項目で、不要不急の事業をしない、あ

いうことで、４年たてばもとに復元されるという

るいは借金をふやさないとか、そのときの答弁の

形。それと、あとは手当関係で減額ということで、

中にあったという御質問でございます。

円満に合意に至ったという経過がございます。

特に、不要不急な事業はしないということ、こ

ただ、職員の退職金については給料月額につい

れにつきましては、当然当初予算のときに、編成

ての計算でございますから、この間で退職される

時に各原課の方から事業が予算で上がってきます。

場合は若干の影響は出てくるというふうに考えて

その中で、我々としましては、当然継続事業を最

おります。

優先に考えまして、その分について予算化をして

それと、特殊勤務手当について健全化計画から

きたという経緯がございます。

見ますと差があるんではないかということでござ

そして、あと先ほども申しましたが、特に総枠

いますが、これは今回健全化計画の中では、３６

ですね、予算の、はどう考えていくのか。その辺

手当中１４手当の見直しというふうに協議をさし

も大きな問題でございまして、その分については、

ていただきましたけど、項目的に前回特殊勤務手

要するに２０億というんですか、従来の事業費に

当について改正したのは、平成１３年９月議会で

ついてはその範囲内で設定していくという基本が

改正をさしていただいておりますけれども、今回

ございました。

その後項目的にいろいろ話し合いをいたしました

それと、あと借金の分について、これは公債費

けどもまとまらなかったということで、全体の中

の起債を発行する額ということですけども、それ

で協力をいただけるということで、今回一律の２

については毎年元金償還額がございます。その分

０％カットということにさしていただいたわけで

のめどとしては２分の１に抑えようということに

ございますが、その中での話し合いとして、やは

なれば、必然的に元金の年度末の現在高が減って

り特殊勤務手当の趣旨等から項目的に改めて見直

くるということになりますので、そういった形で

しをさしていただきたいということの中で、健全

この分については今まで執行してきたということ

化期間中３年以内に改めてこの分については協議

でございます。

をしていくというふうに考えておるところでござ

○議長（成田政彦君） 大森議員。

います。

○４番（大森和夫君） 職員には責任がないという

それと、今回の健全化については、４カ年の期

ことですけども、そしたらこういう事態を招いた

間ということでございます。４カ年たちますと、

のは、管理者である幹部の皆さんの責任であると

住居手当についても、または１％減額についても

いうふうにとっていいのか、その点をお答え願い

復元されるということでございます。ただ、１２

たいと思います。

カ月延伸については条例改正事項でございますが、

それから、今の答弁を聞きまして、今まで例え

その段階でどういう財政状況かということの中で

ば職員さんの士気に影響なかったという市長の言

十分また今後関係団体とも話し合いをしていきた

葉とかは、間違いないだろうと思いますけども、

いというふうに考えております。

こういうことが本当に約束を守られずに続いてい

あと、前回の２％減額のときの退職金の関係で

く状況であると、本当に職員の士気にもかかわる

ございますが、財政の状況の中で、決算の中で最

し、幾つかのその公約的なことありますわね。借

終的に５，０００万円、公債費管理基金の中に積ん

金をふやさないとか、不要不急な予算をふやさな

だという実績がございます。

いとかいう点を考えますと、これ本当に職員にも

以上でございます。

市民にも与える影響が出てくるんじゃないかと思

〔大森和夫君「あと、いろんな期間の問題とか、

います。

復元の問題とか」と呼ぶ〕
○議長（成田政彦君）

退職金が職員には若干の影響があるとおっしゃ

谷財務部長。

いましたけども、これ痛みを分かち合うという立
−２５８−

場で市長おっしゃってましたけども、やっぱり市

○４番（大森和夫君） 責任論ですけども、２％カ

長の退職金を若干でも減らすようなことが必要で

ットした折に、当時の遠藤助役は何とおっしゃっ

はないですか。その点、どう考えておられるのか。

てるかというと、当然のことながら職員の方々は

それから、５，０００万円の積み立てを退職金基

毎日一生懸命仕事をしていただいておるわけで、

金の方に回したということを言うてますけども、

そこに責任があるとは思っていませんし、交渉の

毎年やめる割合で、これで退職金基金をつくった

場でも私が申し上げましたが、これは管理者であ

というような公約を守れてると総務部長はお考え

る我々幹部の責任であるということを明言してま

なのか、その点をお答え願いたいと思います。

いりましたと、このようにおっしゃってるんです

一応それだけお答えください。

よね。

○議長（成田政彦君） 向井市長。

やっぱりこれぐらいのことを助役なり市長なり、

○市長（向井通彦君） 特別職の退職金については、

きっちり発言してやれへんかったら、それは交渉

あなたもさっき言われましたように府下最低とい

の場で円満解決というような形で総務部長おっし

うことで、それは既に先取りをしているわけでご

ゃったけどね、今の経済状況をおわかりでしょう。

ざいますから、要するに高いとか、あるいは真ん

この２％の削減がどれだけ大変だったこともおわ

中ぐらいとかいうんであればまた改善の余地もあ

かりでしょう。

ろうというふうに思いますが、府下最低というこ

そういう中で、円満解決だとか、それから何か

とでございますから、当分こういう形でいきたい

責任を認めているようには聞こえますけども、社

と思います。

会的情勢のせいにしてるような、そんなことでは

○議長（成田政彦君） 神田助役。

やっぱり職員の士気にかかわるんじゃないかと。

○助役（神田経治君） 先ほども御答弁いたしまし

もう一度この点、答弁願いたいというふうに思い

たように、今回の職員の方々の給料の減額につき

ます。

ましては、本市の財政状況、あるいは近隣他市と

それと、どなたにお答え願ってもいいんですけ

の状況、また民間企業の給与水準との動向、そう

ども、この財政再建健全化計画ね、もうどうです

いったものを総合的に勘案して削減をさしていた

か、歳出も歳入も全く予定外、行き当たりばった

だきたいということで御提案申し上げてるわけで

り、減らせるところは減らしていく。弱いものい

ございまして、だれの責任という形では考えてお

じめで減らしていくと。職員の給料、それから使

りません。

用料、利用料の値上げ、どうしても利用せなあか

ただ、我々としましては、こういう提案をさし

んもんを引き上げていくと。それから、みずから

ていただくということについての責任は、理事者

決めた公共事業の枠内は、時代の流れもあるのに

の方にあると考えてございます。

反対に社会情勢がみんな削っていくのに、大盤振

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

る舞いで５億円も超す。財政再建計画という名前

○総務部長（中谷 弘君） 基金へ積んだことでご

に値しない。こういう公約的なものを本当に軽々

ざいますけれども、特別に退職金の引き当て基金

しく扱う、そういう姿勢じゃないでしょうかね。

とかそのものがその当時なかったということでご

その辺、ちょっとお答え願いたいと思います。

ざいますので、協力いただいた幾らかについて市

○議長（成田政彦君） 神田助役。

のある今の基金の中へ積んで、財政運営上、後年

○助役（神田経治君） 再度の御質問でございます

度に退職者がたくさん出るということの中で、そ

けども、我々としましては、この長期にわたる景

の中で運用をしていこうということの中で、先ほ

気低迷等、そういった中で一定財政状況が非常に

ど申し上げましたように、一度５，０００万積んだ

苦しくなってきたという点、それと先ほど申しま

という経過があるということで御理解をお願いし

したように近隣の他市等の動向、あるいは民間企

たいと思います。

業の給与水準との動向、そういうふうなものを総

○議長（成田政彦君） 大森議員。

合的に勘案をしまして、理事者の責任としてこう
−２５９−

いう提案をさしていただいたということでござい

ば当然支給額が違ってくると思うんですが、そこ

ます。

らあたりの取り扱いをどう考えているのか、教え

それから、健全化計画が行き当たりばったりで

ていただきたいと思います。

健全化計画の名に値しないんではないかという厳

それから、もう１つは自治体経営であれ会社経

しい御批判をいただきましたけれども、我々とし

営であれ、やはりこの経営自体についての責任は、

ましたら、何度も申しておりますように、健全化

それぞれの社長なり市長なりにあると思うんです

計画のフレーム、これをきっちり守っていきたい

よ。それは、歳入歳出という１年間の金額がわか

と。確かに、その過程で当初想定してた実施項目

ってるわけですから、入ってくる部分と出る部分

が実現できないという場合もございますし、ある

が。横で借金をして、会社にしても銀行から借り

いはその一方で計画のフレームを達成するために

入れをして不良債権になったり、自治体にしても

新たにつけ加える項目も今後出てくるものと考え

結果としてはやはりそういうことに民間の企業と

てございますけども、健全化計画の考え方、いわ

同じような手法をとってるから、このような形に

ゆる財政構造の変革、改革をしていくと。この精

なるんですよ。もうからんのに金借って事業をや

神とその健全化計画のフレーム、１６年度の実質

るというようなことに結果としてなりかねないと。

収支の解消、１８年度の経常収支比率の５ポイン

自治体の場合は、いろんな便法があるから、特

トの引き下げと、これについては全力を尽くして

例債だとか、今議論されておるように開発公社、

実現に取り組んでまいりたいと、かように考えて

協会のそういう便法的な制度を利用して別に借金

ございます。

をしていくと。一般財源に直接及ばないような財

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―
―――島原議員。

政措置をとってるから、助かってるんですよ。泉
南市の場合も、公社なり、その借金を入れたらも

○１６番（島原正嗣君） これは、ここには大体実
施の時期と、それから終わりの年月日を書いてる

う既に赤字団体ですよ、こんなもん。
そういうことからいえば、ある意味では財政的

んですが、これはもちろんここに書いてるように、

には本当に火の車の借金財政をして、何とかやり

１９年３月まで経済状況なり社会状況がどうあれ、

くりをしているというのが現状でしょう。５００

財政状況がどう転換しても、このままこの条例の

億程度の借金があるんですよ、泉南市にしても。

とおりの職員に対する措置をやっていくのかどう

その金利にしても膨大なもんですよ。公社の借金

か、これが１つです。

にしたって、まだ１００億ほど残ってるんでしょ

じゃ、この１９年３月以降同じような経済情勢、

う。あと、公債費にしても、いろいろなところか

社会情勢にある場合は、こういうことにしてるの

ら借り入れがある。その利子にしたって膨大なも

かどうか。ここらあたりもひとつきちっと答えて

んだと、私はそう思ってるんです。

ほしいなと思います。

だから、出る分、入る分の勘定をきちっとして

それから、先ほど退職金との連動性を若干指摘

もらって、それぞれの泉南市という家庭に合った

されておりましたけれども、本市の退職金の積算

会計なり財政なり世帯を運営するのが当然じゃな

基準は、本給掛ける何と何があるんだということ

いですか、平たく言えば。難しい用語はよう使い

になりますと、本給２％なり３％なりをカットさ

ませんけども、市民からすれば皆そうですよ。

れた部分は、退職金は自動的にカットされるんで

それはもう簡単に労使協議で合意形成を図った

しょう。この条例からいうと、そういう認識を僕

とおっしゃるけれども、一家の家庭を支えてる主

はするわけですけれども、間違っているのかどう

人の月給が減って、そんなどこかの国のような喜

かですね。いやいや、退職金は今年の３月３１日

び組というておまへんがな。皆、主婦は悲しみま

をもって基本給を基準とすると、こういうことな

っせ、奥さん方は。たとえ３％なり２％であれ、

のか、これはどうなりますか。

それは人勧の関係があるから、国の言いなりに２

さらに、一時金の積算も、これがカットされれ
−２６０−

％はカットせないかんことになるでしょうけども、

私はそういうもんではないと思うんです。

申し上げましたように火の車の財政ですよ、はっ

やっぱり泉南市という家庭、家族というのは、

きり言って。ここらあたりをどうしていくのか、

市長が中心に守ってやるのが当然じゃないですか。

一回教えてくださいよ。まず、そのことからひと

特に自治体職員の場合は、やはり行政に責任があ

つお願いします。

るわけですから、労使と協議をして決めたという

○議長（成田政彦君） 出口人事課長。

ことですから、これ以上言いませんけれども、私

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（出口幸

は組合の幹部以外の一般の職員の方々には、大き

廣君） それでは、私の方から、今回の給与の合

な不満を持ってる方もあると思いますよ。

理化によりまして一時金なり退職金にどういった

だから、そういうこともやっぱりちょっとぐら

影響が出てくるかということで、当然一時金につ

い考えてあげないと、自分たちが借金して、結局

きましても１％の減額ということになりますので、

赤字が出たら市民に押しつけたり、あるいは職員、

必要な月数を掛けた場合、当然期末手当の額が減

外郭団体に押しつけたりするということは、ちょ

少するということになっております。

っとそれはもう問題ですよ、はっきり言って。

それと、退職手当につきましても、これは退職

だから、これ以上ベースアップせえ言うたって

理由と勤続期間を通じて必要な月数を掛けて出す

無理な場合は、そらベースアップをストップした

ことになるんですけども、これも１２カ月の昇給

り、定昇だけ実施するというふうな民間企業もあ

の延伸に伴いまして、最終やめる時点での給料額

りますし、あるいはほかの日本全国３，２００何ぼ

が１２カ月延伸されたことによりまして下がると

の自治体ですけれども、財政的に田尻町なんかみ

いうことで、影響が出てきます。

たいに豊かなとこもあるわけですから、私はやっ

以上でございます。

ぱりそれぞれの努力が足らないんじゃないかとい

○議長（成田政彦君） 神田助役。

うふうに思いますよ。

○助役（神田経治君） 島原議員の方から２点御質

何もこの年間の予算を一般市民が入ってこうし

問をいただいたというふうに考えてございます。

なはれ、ああしなはれと言うたこと１つもないで

まず、１点は、身の丈、泉南市という家庭に合

しょう。全部、行政の中で歳入歳出の予算等は組

った歳出を考えるべきではないかという点でござ

んでるわけですから、議会といったって、ここで

います。

わずか１０日ほど開いてチェックするだけのこと

これにつきましては、確かに地方債という借金

ですがいな、ある意味では。いまだかつて議会の

で特に普通建設事業を実施する場合が多いわけで

政策というて、これをこうしましょうというよう

ございますけども、もちろん一定の限度を超えま

な基本的なことについては、我々としては介入し

すと、これは財政の硬直化ということで適当でな

てない部分が多いですよ。ただ、この議場の中で

い財政運営ということになりますけども、やはり

議論するだけやないか。

大きな事業については、その当該年度で一般財源

そういうことからすれば、やはり行政としては

を出すということについては、基金等の活用とい

もっとやっぱり責任を痛感してもらって、豊かな

うようなことがあれば別でございますけども、や

財政再建をしていくと。金が入るような仕組みを

はり市民の方々から求められております道路整備

とっていくという運営をしないと、これはもう明

でございますとか、下水道整備でございますとか、

るい展望、日差しなんかありませんよ。

特にそういうインフラの部分については、世代間

結果として１８年と書いてますけども、これも

の公平という観点からも、一定地方債という資金

先行きどうなるやら不透明ですがいな。過去にあ

調達というのはやはり有効であり、世代を超えて

る借金、現在の借金をどうするかということも考

公平にその便益を受け、その世代、世代の方々が

えながら――考えてると思いますけれども、赤字

税を納めていただいて、その税収で地方債の元利

再建団体にならないような財政手法をとってるか

償還金を償還していくということは、一定正当性、

らこうなってるだけのことで、平たく言えば、今

公平性があるものではないかというふうに考えて

−２６１−

ございます。

いと思います。

また、これまではそういう地方債を発行いたし

それと、本来、現在一般的に不況ですから、企

ましても、一定国の地方財政措置、交付税措置と

業に勤めるサラリーマンの方とか関係者は、市役

いったものもございましたので、そういったもの

所の職員さんになったら結構ですなというのが一

を活用してまいったということがございます。現

般的な風潮なんですよ。その中で、このような形

在の場合、やはり泉南市の今の財政状況、あるい

をやられると、今申し上げましたように今まで奥

は地方債現在高等を見ますと、先ほど来財務部長

さん方が喜んで、まあまあ民間みたいなことない

が答弁さしていただいておりますように、一定地

という期待なり希望なり持った。

方債現在高を落としていくという中で、抑制的な

したがって、今回このような措置をとられると、

地方債の活用ということをこれからも念頭に置い

これはもう一家の家庭の奥さん方は、ぎゃふっと

ていかなければならないというふうに考えてござ

くるような感じがすると思うんです。それはしょ

います。

っちゅう金のある方は別に関係ないでしょうけれ

それから、２点目といたしまして、金が入る展

ども、ローンを払わなきゃならん、あるいはいろ

望を描く必要があるという御指摘でございまして、

んなことに経費が要る、子供を大学に出さなきゃ

これは我々としても当然念頭に置いてるわけでご

ならんという御家庭は大変ですよ、そら、公務員

ざいまして、やはり現在の場合、本市の場合はや

にしろ、一般の御家庭にしろ。公務員だけがぜい

はりりんくうタウン、これをどう活性化していく

たくしてるという状況ではないと思うんです。

かということを真剣に考え、企業誘致に向けたい

私は本来、泉南市株式会社という社長がしっか

ろんな努力、それとやはりインフラ整備、そうい

りして、やはり従業員については一定の配慮をし

ったものもしていかないと縮小均衡の発想になっ

てやると。責任を持ってきちっと支えてやるとい

てはいけないんではないかというふうに考えてご

うのが、私は経営者の責任ではないかと思います

ざいます。

よ。だから、僕はもっとこういうことについても、

それから、先般来御指摘いただきました新しい

そのかわりきちっと市民に対してはサービスので

起業家、そういったものをどうやってこの泉南市

きるような仕事をしてもらうというふうに喚起し

に興していくかということでございますけれども、

なきゃならんのではないかなというように思って

これについても市民生活環境部が御答弁さしてい

おります。

ただきましたように、いろんな情報提供、あるい

それと、問題は財政的に苦しいということから

はインターネットを使ったそういう提供をやって

こないしてると思うんですけども、このことも私

いく、あるいは相談に来られた方に対して親身に

はしょっちゅう議会のたびに申し上げておるんで

なって相談に乗ってあげると、そういうことを地

すけども、超過負担の関係ですね、これ。特に、

道にやっていく必要があろうかと考えてございま

保育所にかかわる超過負担は、これは相当なもん

す。

ですよ、これ。そのことに対して行政は、国や府

したがいまして、出るものをいかに抑制してい
くか、また入るものをいかに図っていくかという
観点から、今後とも意を尽くしてまいりたいと考
えてございます。

に対してどのような物を言ってるのか、きっちり
とやられてるのかどうか、問題なんですよ。
私はそのことについても、国の責任は国の責任、
府の責任は府の責任と言えるような、きちっとし

○議長（成田政彦君） 島原議員。

た形で門戸を開いて申し入れするべきじゃないで

○１６番（島原正嗣君） 大変勉強不足で恐縮です

すか、これらの解消のために。これは大変ですよ、

けれども、こういう措置を条例を制定して、年間

国の委任事務にしても１００％くれてますか。本

の人件費のトータルですね。これは総額幾らにな

来財政法では、地方財政法第２条にちゃんと書い

るんですか、管理職の場合と一般職の場合は。全

てますがいな。地方公共団体に負担さしてはなら

体的に出ておれば、両方ともお答えをいただきた

んと、国や府の事業に対して。しかし、超過負担

−２６２−

なんかそうでしょう、まさに保育所の関係なんか

府あるいは市長会を通じて我々は要望してまいり

は。大変ですよ、こんなもの。そこらあたりにつ

たいと、このように考えております。

いてどのようにお考えになってるんですか。

以上です。

それと、ほかにも事務的な超過負担の経費があ

○議長（成田政彦君） 島原議員。

ると思うんですけども、そういうことについての

○１６番（島原正嗣君） 財政再建のための手法と

着眼点は、行政としてどのようにお持ちなのか、

してやられておることは大変結構だと思うんです

もう一度お考えを願いたいと思います。

けども、もっと実効性の上がるような、本当に１

○議長（成田政彦君） 中谷総務部長。

８年３月までにきちっとできるのかどうかという

○総務部長（中谷 弘君） 今回の健全化に伴いま

ことが若干疑問です。

す人件費の減額の措置で幾らになるかということ

それは１つは、市長が先ほど御答弁をどなたか

でございますが、平成１５年度の当初予算でもお

にしておりましたけれども、合併という当面課題

示しいたしておりますように、１５年度の当初予

があると。僕らもいろいろ勉強さしてもろてるん

算の計上では、人件費総額６０億１，８５４万７，０

ですけども、問題は、合併する根拠はもちろん財

００円ということで対前年度比３．７％の減でござ

政難に陥ってるから、弱いものが１つになろうと

います。これは職員数の減もございますし、この

いうような感じのものもありますし、そうすれば

健全化による影響ですね、その辺もあるわけでご

議員の定数が減るし、市長の数も減るし、それか

ざいますが、１５年度のこの健全化によります影

ら職員の数も減るだろうというのが、大体合併の

響といたしましては、１億５，７００万ほどこの健

基本的な財政再建のための基本になっているので

全化によって影響されると、減額になるというこ

はないかなと思うんです。

とでございます。

したがって、本市はきちっとした積算なり計算

それと、１５年から１８年の４年間、この健全

ができてないようですけれども、聞き及びますと、

化に伴っての影響額、トータルで７億５，１３１万

職員なんかは、泉南とまた田尻町とあるいは泉佐

９，０００円という影響額でございますので、人件

野市と職員さんのラスパイが違うでしょうけれど

費としては１５年度から、当初予算から下がって

も、やはり本来聞いてみますと、例えば高石、堺、

きたということで御理解いただきたいと思います。

美原等々の関係を聞きますと、低いところから高

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

いところに合わしていこうという手法もあるでし

○財務部長（谷 純一君） 議員御質問の財政問題

ょうし、高いとこからなかなか低いとこに落とす

の超過負担の問題でございます。

ということは大変困難だというふうに思いますが、

この問題につきましては、従来から市のという

そういうことを含めて、この１８年度の再建計画

んですか、地方公共団体の超過負担出てるやない

の中に合うかどうかですね。合併するまでの関係

かということで、特に保育所の国庫負担の問題で

と、合併後の財政に対する試算というものをもう

我々議論してまいりました。そして、今ちょっと

１つ手法を変えて市民に示すべきではないでしょ

申しわけございませんが、手元に決算でどれぐら

うかね。私はそう思いますよ。

いの超過負担額が出てるかという資料を持ってお

本市の場合、合併した場合はどうかというのは、

りませんので、御容赦願いたいと思いますけれど

もう恐らく概算できてると思いますけれども、本

も、この問題につきましては、常に我々としまし

来そういうこともきちっと議会にも市民の皆さん

ては、市長会を通してですとか、そういった形で

にも示して、市の職員も幾らになります、財政的

国の方に毎年要望しております。そして、その解

にもこうなります、こういうことをきちっと示せ

消については、やはりある程度、一定補助金の単

るような対応をしてください。お願いをしときま

価とか、それを引き上げとかいうことで、毎年で

す。

はないですけども、上がってきたという経過もあ
りますので、これからもまたこの問題については、
−２６３−

それと、ちょっと話変わりますけれども、先般
からの国会等の方におきましても議論をされてお

りますが、ＩＬＯ勧告の問題ですね。御存じです

で方向性が見え出しておりませんけれども、今後

かね。国際労働基準の関係で、日本はまだ公務員

の１つの大きな課題かというふうに存じておりま

に対してのスト権、例えば消防職員がストをやっ

す。

ていいとか、あるいは警察に労働組合を認めると

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

か、平たく言えばそういうことなんですが、まだ

―――以上で本２件に対する質疑を終結いたしま

日本の法律では決まってないんですけれども、Ｉ

す。

ＬＯでは批准をせえという勧告を受けてるようで

これより一括して討論に入ります。討論はあり

す。

ませんか。――――和気議員。

したがって、地方自治体においても、やはり労

○１９番（和気 豊君） 日本共産党泉南市会議員

働３権についてきちっと地方自治体としてどう考

団を代表し、議案第９号に反対の立場から討論し

えているのか。考えがあれば大変難しい問題でし

てまいります。

ょうけれども、お答えをいただきたいなというふ
うに思います。

提案の理由趣旨は、財政事情を勘案して財政危
機の乗り切り策として、職員に我慢をお願いをし

先ほど休憩の時間も出ておりましたけれど、労

たいということでありますが、今日の財政危機を

働基準法からいえば、何時間働いたら何分の休憩

もたらした原因、その責任は余りにもはっきりし

を与えなさいという日本の労働基準法の法律があ

ています。市政担当者である市長のこれまでの政

るわけですから、そういうことも含めて、この職

策判断を抜きには考えられません。国・府に追随

員団体に対する本市の考え方を少し教えていただ

して、空港関連の大型公共事業を空港、りんくう

きたい。

タウンからの税収を当て込んでこれまでやってま

以上です。

いりました。市場岡田線や樫井西岡田吉見線など、

○議長（成田政彦君） 質疑の途中でありますが、

いわゆる府の肩がわり道路の建設がつくり出した

本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこ

膨大な借金とそこからくる一般財源、一般財政規

れを延長いたします。

模の１０％をはるかに超える公債費をつくり出し

中谷総務部長。

てきたその責任。

○総務部長（中谷 弘君） 今島原議員さんからス
ト権の問題を言われたんですけども、特に賃金に

そして、２つ目には府下最低の税収であります。
この責任も重大であります。

かかわる問題、これは労働者にかかわる問題でご

この６年間、職員に多くの我慢を強い、さらに

ざいますから、一方的に当局の方で決めて進める

向こう４年間で総額７億５，０００万円余の痛みを

という問題ではないというふうに考えております

押しつける行財政改革、朝令暮改とも思える財政

ので、これは労働側と十分話をした中で、労使合

健全化計画の強行が本当にやる気を失わしめるこ

意の上で改正をしていくという考え方で今後も進

とにならないのか、極めて疑問であります。そし

めてまいるという考え方でございます。

て、今の我慢が将来に明るい展望をもたらすのか

○議長（成田政彦君） 向井市長。

ということでは、既に議会に示されている将来の

○市長（向井通彦君） ＩＬＯとの関係でございま

約束の履行状況を見ても、安心して任せるわけに

すけども、国際的には日本に対して非常に厳しい
勧告が出されております。政府におかれましても、

はまいりません。
このように見てまいりますと、市政担当者の政

今公務員制度のあり方ということでいろいろ研究

策判断、政策選択によってもたらされた財政状況、

をされておられます。したがいまして、その動向

財政危機を理由に職員の皆さんにこれまで以上に

も十分勘案をしないといけないというふうに思い

負担を強い、やる気を失わせしめる今回の条例改

ますけれども、我々市長会の方でも今後のあり方

正は、断じて許されるべきではないことを強く申

という問題については、研究課題ということで取

し述べ、反対の討論といたします。

り組んでおります。まだ、道半ばでございますん
−２６４−

１０号においても同じ理由から反対をいたしま

す。

〔「異議なし」の声あり〕

以上であります。

○議長（成田政彦君） 異議なしと認めます。よっ

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

て、これより日程の順序を変更し、日程第１１、

―――以上で本２件に対する討論を終結いたしま

議案第１６号 泉南市手数料条例の一部を改正す

す。

る条例の制定についてから日程第２３、議案第２

これより議案第９号から議案第１０号までの２

８号 泉南市下水道条例の一部を改正する条例の

件に関し、順次採決いたします。

制定についてまでの１３件、及び日程第２５、議

まず、議案第９号を採決いたします。

案第３０号 平成１５年度大阪府泉南市一般会計

本件は、原案のとおり可とすることに賛成の諸

予算から日程第４４、議案第４９号 平成１５年

君の起立を求めます。

度大阪府泉南市水道事業会計予算までの２０件、

〔賛成者起立〕

及び日程第４６、請願第１号 地元経済を破綻さ

○議長（成田政彦君） 起立多数であります。よっ

せるイオングループ（ジャスコ）の誘致と６５億

て議案第９号は、原案のとおり可とすることに決

円もの関連道路建設計画の白紙撤回を求める請願、

しました。

並びに日程第２４、議案第２９号 平成１４年度

続いて、議案第１０号を採決いたします。

大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号）の以上

本件は、原案のとおり可とすることに賛成の諸

３５件について先議することに決しました。

君の起立を求めます。

次に、日程第１１、議案第１６号 泉南市手数

〔賛成者起立〕

料条例の一部を改正する条例の制定についてから

○議長（成田政彦君） 起立多数であります。よっ

日程第２３、議案第２８号 泉南市下水道条例の

て議案第１０号は、原案のとおり可とすることに

一部を改正する条例の制定についてまでの以上１

決しました。

３件を一括議題といたします。

暫時休憩します。

ただいま一括上程いたしました泉南市手数料・

午後４時５３分 休憩

使用料条例の一部を改正する条例の制定について

午後５時５７分 再開

の１３件につきましては、いずれも議案書の朗読

○議長（成田政彦君） 休憩前に引き続き会議を開

を省略し、理事者から順次提案理由並びに内容の

きます。

説明を求めます。神田助役。

お諮りいたします。この際、日程の順序を変更

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

し、日程第１１、議案第１６号 泉南市手数料条

案第１６号、泉南市手数料条例の一部を改正する

例の一部を改正する条例の制定についてから日程

条例の制定について、議案第１７号、泉南市立学

第２３、議案第２８号 泉南市下水道条例の一部

校建物及び設備使用条例の一部を改正する条例の

を改正する条例の制定についてまでの１３件、及

制定について、議案第１８号、泉南市公民館条例

び日程第２５、議案第３０号 平成１５年度大阪

の一部を改正する条例の制定について、議案第１

府泉南市一般会計予算から日程第４４、議案第４

９号、泉南市立文化ホール条例の一部を改正する

９号 平成１５年度大阪府泉南市水道事業会計予

条例の制定について、議案第２０号、泉南市立青

算までの２０件、及び日程第４６、請願第１号

少年の森設置条例の一部を改正する条例の制定に

地元経済を破綻させるイオングループ（ジャスコ）

ついて、議案第２１号、泉南市営プール条例の一

の誘致と６５億円もの関連道路建設計画の白紙撤

部を改正する条例の制定について、議案第２２号、

回を求める請願、並びに日程第２４、議案第２９

泉南市立市民体育館条例の一部を改正する条例の

号 平成１４年度大阪府泉南市一般会計補正予算

制定について、議案第２３号、泉南市立テニスコ

（第８号）の以上３５件について先議いたしたい

ート設置条例の一部を改正する条例の制定につい

と思います。

て、議案第２４号、泉南市民球場条例の一部を改

これに御異議ありませんか。

正する条例の制定について、議案第２５号、泉南
−２６５−

市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の

条例改正の内容といたしましては、議案書８５

制定について、議案第２６号、泉南市廃棄物の減

ページから８７ページに記載のとおりでございま

量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

す。

る条例の制定について、議案第２７号、泉南市都

次に、議案書８９ページをお開き願います。議

市公園条例の一部を改正する条例の制定について

案第２０号、泉南市立青少年の森設置条例の一部

の１３議案について、一括して御説明申し上げま

を改正する条例につきましては、使用料金の改定

す。

を行い、あわせて題名を泉南市立青少年の森条例

行財政改革大綱の趣旨に基づき、市が特定のも
のに提供する役務に対して、より適正な負担を求

に改め、使用許可の制限など手続規定において所
要の整備を行うものでございます。

め、市民負担の公平化を図る観点から、及び行政

条例改正の内容といたしましては、議案書９１

財産及び公の施設の利用者に対して、より適正な

ページから９４ページに記載のとおりでございま

負担を求め、市民負担の公平化を図る観点から条

す。

例の改正を行うものであります。

次に、議案書９５ページをお開き願います。議

議案書６５ページをお開き願います。議案第１

案第２１号、泉南市営プール条例の一部を改正す

６号、泉南市手数料条例の一部を改正する条例の

る条例につきましては、使用料金の改定を行い、

主な改正点は、租税公課に関する証明書の交付手

あわせて許可の制限項目の整理等、手続規定にお

数料など、各種証明書交付手数料等の改定でござ

いて所要の整備を行うものでございます。

います。

条例改正の内容といたしましては、議案書９７

改正条例の内容といたしましては、議案書６７
ページから７０ページに記載のとおりでございま
す。

ページから９９ページに記載のとおりでございま
す。
次に、議案書１０１ページをお開き願います。

次に、議案書７１ページをお開き願います。議

議案第２２号、泉南市立市民体育館条例の一部を

案第１７号、泉南市立学校建物及び設備使用条例

改正する条例につきましては、使用料金の改定を

の一部を改正する条例につきましては、学校建物

行い、あわせて使用許可取り消し項目の整理等、

及び設備、特に学校プールを使用するときの使用

手続規定において所要の整備を行うものでござい

料金の改定を行うものでございます。

ます。

条例改正の内容といたしましては、議案書７３
ページに記載のとおりでございます。

条例改正の内容といたしましては、議案書１０
３ページから１０６ページに記載のとおりでござ

次に、議案書７５ページをお開き願います。議

います。

案第１８号、泉南市公民館条例の一部を改正する

次に、議案書１０７ページをお開き願います。

条例につきましては、使用料金の改定を行い、あ

議案第２３号、泉南市立テニスコート設置条例の

わせて題名を泉南市立公民館条例に改めるなど、

一部を改正する条例につきましては、使用料金の

手続規定において所要の整備を行うものでござい

改定を行い、あわせて題名を泉南市立テニスコー

ます。

ト条例に改めるなど、手続規定において所要の整

条例改正の内容といたしましては、議案書７７
ページから８２ページに記載のとおりでございま
す。

備を行うものでございます。
条例改正の内容といたしましては、議案書１０
９ページから１１１ページに記載のとおりでござ

次に、議案書８３ページをお開き願います。議

います。

案第１９号、泉南市立文化ホール条例の一部を改

次に、議案書１１３ページをお開き願います。

正する条例につきましては、使用料金の改定を行

議案第２４号、泉南市民球場条例の一部を改正す

い、あわせて手続規定において所要の整備を行う

る条例につきましては、使用料金の改定を行い、

ものでございます。

あわせて手続規定において所要の整備を行うもの
−２６６−

でございます。

条例第１９条中の「算定する」を「算定した額に

条例改正の内容といたしましては、議案書１１

１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１円

５ページから１１７ページに記載のとおりでござ

未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て

います。

る。）とする」に改正するとともに、別表中、各

次に、議案第２５号、泉南市総合福祉センター

料金を２０％増額し、同別表備考中の「第１条」

条例の一部を改正する条例につきましては、使用

を「第１条第１項」に改正するものであります。

料金の改定と使用料関係規定の改正を行い、あわ

なお、本条例は平成１５年７月１日から施行す

せて使用許可の制限の項目の整理等、手続規定に

るものであります。

おいて所要の整備を行うものでございます。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

条例改正の内容といたしましては、議案書１２

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

１ページから１２４ページに記載のとおりでござ
います。

し上げます。
○議長（成田政彦君） これよりただいま一括上程

次に、議案書１２５ページをお開き願います。

いたしております泉南市手数料・使用料条例の一

議案第２６号、泉南市廃棄物の減量化及び適正処

部を改正する条例の制定についての１３件につい

理等に関する条例の一部を改正する条例につきま

て、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

しては、し尿くみ取り手数料、動物の死体処理手

――――質疑なしと認めます。

数料を改定するものでございます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

条例改正の内容といたしましては、議案書１２

ます泉南市手数料・使用料条例の一部を改正する

７ページに記載のとおりでございます。

条例の制定についての１３件につきましては、１

次に、議案書１２９ページをお開き願います。

１名の委員をもって構成する使用料・手数料に関

議案第２７号、泉南市都市公園条例の一部を改正

する審査特別委員会を設置し、これに付託いたし

する条例につきましては、使用料金の改定を行い、

たいと思います。

あわせて使用の制限の項目の整理等、手続規定に

これに御異議ありませんか。

おいて所要の整備を行うものでございます。

〔「異議なし」の声あり〕

条例改正の内容といたしましては、議案書１３

○議長（成田政彦君） 御異議なしと認めます。よ

１ページから１３３ページに記載のとおりでござ

って、泉南市手数料・使用料条例の一部を改正す

います。

る条例の制定についての１３件につきましては、

なお、いずれの議案も料金改定部分につきまし

１１名の委員をもって構成する使用料・手数料に

ては、平成１５年７月１日から施行するものであ

関する審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

ります。

審査することに決しました。

次に、議案第２８号、泉南市下水道条例の一部

さらにお諮りいたします。ただいま設置されま

を改正する条例の制定について御説明申し上げま

した使用料・手数料に関する審査特別委員会委員

す。

１１名につきましては、議長において指名するこ

議案書１３５ページをお開き願います。提案理

とにいたしたいと思います。

由でございますが、下水道サービスの安定的な提

これに御異議ありませんか。

供を確保する必要から、平成１５年７月分以後の

〔「異議なし」の声あり〕

公共下水道使用料について、額の改定と消費税加

○議長（成田政彦君） 御異議なしと認めます。よ

算措置を行い、あわせて規定中の法令を引用して

って、議長において指名することに決しました。

いる部分について所要の改正を行うため、本条例

これより指名いたします。

を提案するものであります。

使用料・手数料に関する審査特別委員会委員に、

次に、議案書の１３７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、泉南市下水道
−２６７−

２番

竹 田 光 良 君

４番

大 森 和 夫 君

６番

東

重 弘 君

算を編成したものでございます。

８番

奥和田 好 吉 君

１１番

松 本 雪 美 君

１４番

南

良 徳 君

１５０ページをお開き願います。企画費の委託

１６番

島 原 正 嗣 君

料のうち、旧済生会泉南病院跡地利用に係る調査

１７番

角 谷 英 男 君

委託料１００万円は、病院跡地を本市として有効

２０番

西 浦

修 君

利用するための利用計画について調査研究を行う

２１番

真 砂

満 君

経費でございます。

２３番

薮 野

勤 君

次に、１５４ページをお開き願います。人権推

の以上１１名の諸君を指名いたします。

進費の委託料のうち、人権相談事業委託料２５０

それでは、歳出の主なものについて簡単に御説
明申し上げます。

ただいま議長において指名いたしました１１名

万円は、市民の人権意識の高揚を図り、人権問題

の諸君を使用料・手数料に関する審査特別委員会

の解決に資するための相談事業を行う経費でござ

委員に選任することに決しました。委員各位にお

います。

かれましては、よろしくお願いします。

次に、１７９ページをお開き願います。身体障

次に、日程第２５、議案第３０号 平成１５年

害者福祉費の委託料のうち、障害者計画策定委託

度大阪府泉南市一般会計予算から日程第４４、議

費４２０万円は、障害者（児）福祉の増進を図る

案第４９号 平成１５年度大阪府泉南市水道事業

ため指針となる計画を策定するための経費でござ

会計予算までの以上２０件を一括議題といたしま

います。

す。

次に、１８４ページをお開き願います。老人福

ただいま一括上程いたしました平成１５年度泉

祉費の委託料のうち、痴呆講座運営委託料４０万

南市各会計予算２０件につきましては、いずれも

円は、痴呆の理解と早期発見のため、また痴呆性

議案書の朗読を省略し、理事者から順次提案理由

高齢者や介護者へのケアを支援するための痴呆講

並びに内容の説明を求めます。神田助役。

座を行うための経費でございます。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

次に、２０６ページをお開き願います。火葬場

案第３０号から議案第４９号までにつきまして、

費の工事請負費１，１３０万円は、老朽化が目立ち

順次御説明申し上げます。

ます西信達火葬場の上屋の改修整備などに要する

まず、議案第３０号、平成１５年度大阪府泉南
市一般会計予算についてでございますが、別冊の
予算書３ページをお開き願います。

経費でございます。
次に、２２１ページをお開き願います。（仮）
農業公園整備事業費の３億６，２３４万５，０００円

歳入歳出の予算の総額をそれぞれ２０７億４，４

は、市民に対するレクリエーションの場の提供と、

７１万３，０００円とするものでございます。平成

地域農業の振興を図る仮称農業公園の整備に要す

１５年度予算は前年度当初比１６．４％の増となっ

る経費でございます。

ておりますが、これは前年度が骨格予算の編成と

次に、２２５ページをお開き願います。商工振

なっていたことによりまして、前年度比伸びが大

興費の委託料１３５万円は、泉南市の観光資源を

きくなったものでございます。

アピールするため、各イベントや窓口で配布する

なお、新年度予算の編成に当たりましては、極
めて厳しい財政状況を認識し、財政健全化計画の
理念であります財政構造の改革を図ることを基本

観光ガイドマップを作成するための経費でござい
ます。
次に、２２６ページをお開き願います。雇用対

とし、行政経費の節減と合理化を進めるとともに、

策費の委託料のうち、地域就労支援事業委託料３

旧習にとらわれることなく、施策、事業の全般に

５６万４，０００円は、あらゆる就労困難層に対し、

ついて見直しを行い、限られた財源の重点的かつ

就労に至るまでの支援を実施するための調査、研

効率的な配分に努め、市民福祉の向上を念頭に予

修、講座、相談を行うための経費でございます。

−２６８−

次に、２４０ページをお開き願います。信達樽

計でございます。

井線改良事業費の５億６，３４７万円は、都市交通

明細につきましては、３２３ページから３７０

の円滑化を図るとともに、市のシンボルロードと

ページにかけて記載しておりますので、よろしく

して魅力あるアメニティ豊かな道路空間づくりを

お願い申し上げます。

行うための経費でございます。

次に、６５ページの議案第４３号、平成１５年

次に、２５１ページをお開き願います。消防施

度大阪府泉南市交通災害共済事業特別会計予算で

設整備事業費の委託料のうち、設計委託料１，００

ございますが、歳入歳出それぞれ７８３万１，００

０万円並びに工事請負費７，２８９万９，０００円は、

０円とするものでございます。

消防庁舎の耐震改修を行い、防災拠点としての安
全確保と防災体制の充実に要する経費でございま
す。

明細につきましては、３７１ページから３７４
ページにかけて記載いたしております。
次に、６９ページの議案第４４号、平成１５年

次に、２７９ページをお開き願います。留守家

度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算で

庭児童会費の工事請負費２，３５０万円は、樽井小

ございますが、歳入歳出それぞれ５５億２，４２７

学校内に下校後保護者が不在となる小学校１、２、

万６，０００円とするものでございます。

３年生を対象とするチビッコホームが手狭になっ
たことなどによる施設整備に要する経費でござい
ます。

明細につきましては、３７５ページから３９７
ページにかけて記載いたしております。
次に、７５ページの議案第４５号、平成１５年

お手数ですが、１３ページにお戻り願います。

度大阪府泉南市老人保健特別会計予算でございま

第２表で債務負担をお願いいたしておりますが、

すが、歳入歳出それぞれ４７億４，３７９万７，００

主なものにつきまして簡単に御説明申し上げます。

０円とするものでございます。

信達樽井線用地取得事業につきましては、歳出
予算でも御説明いたしましたが、信達樽井線改良

明細につきましては、３９９ページから４０５
ページにかけて記載いたしております。

事業の実施に伴います土地開発公社による用地の

次に、７９ページの議案第４６号、平成１５年

先行取得並びに物件補償に要する経費の債務負担

度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算でござい

でございます。

ますが、歳入歳出それぞれ２４億７４７万７，００

次に、産業廃棄物処理用地取得事業でございま
すが、現在土地開発公社が保有する本市産業廃棄
物処理用地、通称首池不燃物処分地において、土

０円とするものでございます。
明細につきましては、４０７ページから４２４
ページにかけて記載いたしております。

地開発公社が隣接地と土地交換を行い、売り渡し

次に、８５ページの議案第４７号、平成１５年

地の粗造成を行なうため掘削したところ、産業廃

度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算で

棄物的土砂が湧出したことから、適正処理を行う

ございますが、歳入歳出それぞれ２，５７５万１，０

ための事業経費の債務負担でございます。

００円とするものでございます。

また、第３表の地方債につきましては、１４ペ
ージから１５ページに、歳入の明細につきまして
は１１３ページから１３７ページにかけて記載の
とおりでございます。

明細につきましては、４２５ページから４２８
ページにかけて記載いたしております。
次に、８９ページの議案第４８号、平成１５年
度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算でござ

以上、簡単ではございますが、議案第３０号に
ついての説明とさせていただきます。

いますが、歳入歳出それぞれ２２億５，０８３万２，
０００円とするものでございます。

次に、議案第３１号から議案第４２号までは、
平成１５年度各財産区関係の予算でございまして、

明細につきましては、４２９ページから４４７
ページにかけて記載いたしております。

１７ページの樽井地区財産区会計から６１ページ

次に、議案第４９号、平成１５年度大阪府泉南

の浅草共有山財産区会計予算までの１２財産区会

市水道事業会計予算について御説明申し上げます。

−２６９−

予算書は別冊となっております。別冊１ページ

〔「異議なし」の声あり〕

の予算総括表の収益的収支でございますが、収入

○議長（成田政彦君） 御異議なしと認めます。よ

額１６億７，０７３万３，０００円で、対前年度比は

って、議長において指名することに決しました。

２３８万７，０００円の減、対する支出額が１６億

これより指名いたします。

６，９３１万５，０００円でございまして、対前年度

平成１５年度予算審査特別委員会委員に、

比４，４７６万５，０００円の増を見込むもので、収

１番

井 原 正太郎 君

支差し引き１４１万８，０００円の黒字となってご

３番

中 尾 広 城 君

ざいます。

６番

東

重 弘 君

次に、資本的収支でございますが、収入額９億

９番

谷

外 嗣 君

８，５８７万２，０００円で、対前年度比は７，５７７

１０番

上 山

万８，０００円の減、対する支出額１１億６，３６２

１１番

松 本 雪 美 君

万３，０００円、対前年度比４，７９８万３，０００円

１２番

北 出 寧 啓 君

の減を見込むものでございます。収支差し引き不

１３番

稲 留 照 雄 君

足額１億７，７７５万１，０００円でございまして、

１５番

堀 口 武 視 君

損益勘定留保資金等で補てんするものでございま

１９番

和 気

す。

２２番

巴 里 英 一 君

なお、明細につきましては、３１ページ以下に

忠 君

豊 君

の以上１１名の諸君を指名いたします。

記載をいたしております。

ただいま議長において指名いたしました１１名

以上、第３０号議案から第４９号議案まで簡単

の諸君を平成１５年度予算審査特別委員会委員に

に説明を申し上げました。よろしく御審議の上、

選任することに決しました。委員各位におかれま

御承認賜りますようお願い申し上げます。

しては、よろしくお願い申し上げます。

○議長（成田政彦君） これよりただいま一括上程

次に、日程第４６、請願第１号 地元経済を破

いたしております平成１５年度各会計予算２０件

綻させるイオングループ（ジャスコ）の誘致と６

について一括して質疑を行います。質疑はありま

５億円もの関連道路建設計画の白紙撤回を求める

せんか。――――質疑なしと認めます。

請願を議題といたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

本件につきましては、お手元に配付いたしてお

ます平成１５年度各会計予算２０件につきまして

ります請願文書表のとおり、所管の産業建設常任

は、１１名の委員をもって構成する平成１５年度

委員会に付託いたします。

予算審査特別委員会を設置し、これに付託いたし

次に、日程第２４、議案第２９号 平成１４年

たいと思います。

度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号）を議

これに御異議ありませんか。

題といたします。

〔「異議なし」の声あり〕

議案書を朗読させます。

○議長（成田政彦君） 御異議なしと認めます。よ

○議会事務局次長（馬場定夫君）

って平成１５年度泉南市各会計予算２０件につき
ましては、１１名の委員をもって構成する平成１

〔議案書朗読〕
○議長（成田政彦君） 理事者から提案理由並びに

５年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託
の上、審査することに決しました。

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

さらにお諮りいたします。ただいま設置されま

案第２９号、平成１４年度大阪府泉南市一般会計

した予算審査特別委員会委員１１名につきまして

補正予算（第８号）について御説明申し上げます。

は、議長において指名することにいたしたいと思

平成１４年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

います。

を加える必要が生じたため、地方自治法第２１８

これに御異議ありませんか。

条第１項の規定により補正予算を調製し、同法第
−２７０−

９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

０００万という額で６７０万という大きな額が補

のでございます。

正されております。全期前納報奨金はたしか５月

議案書１３９ページをお開き願います。補正の

３１日が納期ではなかったんかと、このように思

内容といたしましては、歳入歳出の総額にそれぞ

います。今、この時期になぜ４，５００万、６００

れ８，４０２万９，０００円を追加いたしまして、歳

万という額で推移してきたものが、これは決算で、

入歳出の総額をそれぞれ２１１億１，６８８万３，０

最終の調整だと思うんですけども、なぜこの時期

００円とするものでございます。

の補正なのか、ひとつそれを御説明願いたい。来

次に、議案書１４７ページをお開き願います。

年の予算じゃないでしょうね、これ。

歳出の主なものにつきまして御説明申し上げます。

○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

人事管理費の職員手当等の３，９６４万１，０００円

○財務部長（谷 純一君） 今回、この納期前納付

は、普通退職等２名に対します退職手当でござい

の報奨金につきまして、６７３万９，０００円３月

ます。社会福祉総務費の負担金、補助及び交付金

補正でお願いしております。通年、大体予算の計

２３万５，０００円は、水道料金に係ります福祉減

上の仕方としまして、当初予算に一応４，０００万

免対象者によります経費を補正するものでござい

円ことし計上さしていただいております。そして、

ます。成人病対策費の委託料３０２万８，０００円

数字につきましては、議員おっしゃるとおりその

は、子宮がん検診、基本健診に係ります健診対象

ころに確定するんですけども、最終いつもこの報

者の増加によります経費を補正するものでござい

奨金、既に税金が納められておりますので、その

ます。

ときにはもう報奨金は税金との相殺という形で数

次に、議案書１４８ページをお開き願います。

字が固まっているわけでございますけれども、こ

清掃総務費の負担金、補助及び交付金１，０８０万

の最終の決まった数については、いつも３月の補

６，０００円は、合併処理浄化槽の整備に伴います

正で最終補正をお願いしてるということもありま

事業補助に要する経費を補正するものでございま

して、今回も３月の補正で６７３万９，０００円の

す。

補正をさしていただいたということでありますの

次に、議案書１４９ページをお開き願います。

で、御理解のほどをお願いしたいと、このように

公債費の元金、償還金、利子及び割引料２，０７２

思います。

万８，０００円は、地方債の借り入れに係ります今

○議長（成田政彦君） 東議員。

年度中の元金償還額が確定したことにより、その

○６番（東 重弘君） これ、全期前納になったの

経費を補正するものでございます。

が１１年でしたかね。それまでは、各期とも日延

なお、歳入歳出の明細につきましては、議案書

べ計算か何かでずっとやってましたね。違います

１４５ページから１５０ページに記載していると

か。そういうことの名残がこの３月やと、こうい

おりでございます。

うことを引きずってるんじゃないですか。行財政

以上、簡単でありますが、説明とさしていただ

改革であれば、こういうようなものはもっと早く

きます。御承認賜りますようよろしくお願い申し

すべきでしょう。こんな怠けてると言われる可能

上げます。

性のあるものを次期から、来年度から変えたらい

○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。――――東議員。

かがですか。
○議長（成田政彦君） 谷財務部長。

○６番（東 重弘君） １点だけお伺いします。簡

○財務部長（谷 純一君） この予算の調製時期に

単にお聞きしますので、よろしく。

つきましては、平成１５年度我々はその部分つい

ここに全期前納報奨金の補正が組まれておりま
す。当議会、廃案になりましたが、１１号議案と
して御説明をいただいたときに、通年四千五、六
百万という額をお示しになりまして、補正前は４，
−２７１−

てはまた検討してまいりたいと。（東

重弘君

「検討」と呼ぶ）
要するに時期につきましては考えてまいりたい
と、このように思います。

○議長（成田政彦君） ほかにございませんか。―

署 名 議 員

―――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。―――

大阪府泉南市議会議長

成 田 政 彦

大阪鋪泉南市議会議員

北 出 寧 啓

大阪府泉南市議会議員

稲 留 照 雄

―討論なしと認めます。
これより議案第２９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２９号は、原案のとおり可とすること
に決しました。
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２８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２８日午前１０時から本会議を継続開議するこ
とに決しました。
本日はこれをもって延会といたします。
午後６時３７分 延会
（了）

−２７２−

