午後１時１分 開議

われます。

○副議長（市道浩高君） こんにちは。本会議開会

そういった意味でも、来年１年は市町村合併議

が予定時刻よりおくれましたことを本席をおかり

論がどのように進展していくのか、大きな関心事

しておわび申し上げます。

でもあります。今回の質問もそういったことを踏

ただいまから平成１５年第４回泉南市議会定例
会継続会を開議いたします。

まえ議論をいたしたいと考えておりますので、よ
ろしくお願いいたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

それでは、早速、通告に基づきまして質問に入

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

らせていただきます。１１月１日に設置されまし

しました。

た泉州南合併協議会は、１２月１日、泉南市のあ

これより日程に入ります。

いぴあで第１回目の協議会が予定を上回る傍聴者

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

が参加する中、開催されました。残念ながら、市

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

議会の方は役選の余波から議会代表を選出するこ

定により、議長において４番 大森和夫君、５番

とができず欠席となり、他の議会や市民からどう

前田千代子君の両君を指名いたします。

なっているのとの声を聞くことになりました。

次に、日程第２、一般質問を議題といたします。

約１年間、広域合併問題特別委員会の長として

この際申し上げます。本定例会における一般質

携わらせていただいた関係からすれば、第１回目

問の各質問者の持ち時間については、その答弁も

の会議に議会委員が参加せず、具体的な中身議論

含め１人１時間といたします。

を先行して協議されたことを残念に思うと同時に、

これより順次一般質問を許可いたします。

議会として恥じることではないかと感じる次第で

まず初めに、２１番 真砂 満君の質問を許可

あります。

いたします。真砂議員。

今後、月１回のペースで協議会は開催され、来

○２１番（真砂 満君） 皆さんこんにちは。新会

年の夏には一定の取りまとめを行い、一部の自治

派「グループ泉南」を結成いたしました真砂 満

体では住民投票を実施する意向であるとお聞きを

でございます。まだまだ会派名もなじみがなく、

するわけですが、一般的にはもう少し時間をかけ、

ある人のホームページでは、クラブ泉南と呼ばれ、

さまざまな項目について真摯に協議されることが

飲み屋さんの名前かマージャン店の名前のように

望ましいと思われるわけですが、法期限を見据え

言われておりますが、さきの衆議院選挙で大きく

ると、時間的な制約の中でかなりのペースで進め

躍進をさせていただきました民主党と労働組合の

なければならず、結果的にそのことが弊害になら

連合の推薦を受けております島原議員と上山議員

ないのか心配されるところであります。そういっ

の３名で今後活動さしていただきますので、よろ

た状況の中で、何点かについて質問をさせていた

しくお願いを申し上げます。

だきたいと思います。

昨日までは議長選が決定できず、いろんな面で

質問の１点目は、協議会に臨む泉南市の基本姿

弊害が起こっておりますが、昨日の代表者会議、

勢についてお聞きしたいと思います。１，５００と

けさの議会運営委員会で改めて仕切り直すことに

も２，０００項目とも言われる各行政の事務事業に

なりました。きょうは気持ちを切りかえ、きょう

対する協議について、泉南市は何を基本として協

からの一般質問、そして議案審議に臨みたいと思

議に臨まれようとされるのか、お示し願いたいと

います。

思います。

さて、ことしも残すところあとわずかになり、

２点目に、さきの第１回合併協議会で出された

何かと慌ただしいこのごろですが、我が市を取り

住民アンケートのように、協議会で中身議論をす

巻く状況は、大変厳しい中から脱却するに至って

ることなく、行政サイドで起案された項目を追認

おらず、各方面の引き続きの協力がなければ、現

するようなやり方でよいのかどうか、疑問を抱く

行のサービスすら維持できない現況であろうと思

ところであります。行政としては今後も同様な運
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営をされるのかどうか、お聞かせ願いたいと思い

るというようなものでは決してないと考えていま

ます。

す。考えなくてはならないのは、地方分権が叫ば

３点目は、議会では広域合併問題特別委員会が

れる今日、市民のための行政運営を行っていく上

設置をされ、約１年間議論をしてまいりました。

で何をしなければならないのか、また現行のまま

そういった中で、今後合併協議会と特別委員会と

で住民ニーズに将来もこたえていくことが可能な

の関係をどのように位置づけられ運用されようと

のか、官民の役割分担や負担割合をどう考えてい

するのか、お示しください。

くのか等々の問題を総括的に議論する中での結論

４点目は、住民投票について再度市長のお考え

を得るべきであると思います。

をお聞かせ願い、議会とのコンセンサスを現在ど

しかし、合併協議会は最終決定を行う場ではあ

のようにとられておられるのか、また今後の日程

りません。当然、合併協議会に議会代表も参画し、

とあわせてどのように進めようとされるのか、お

真摯な議論を交わしていただけるものであります

聞かせください。

が、同時進行的に議会論議が不可欠であると考え

５点目は、個別具体的なことになるかもしれま

ます。向井市長を初めとする行政の皆さんには、

せんが、まずその１として、教育関係の幼・小・

その点について十分に御理解をいただき、積極的

中の統廃合問題や校区問題と、現在進められよう

な議論展開をされることを要望しておきたいと思

としている新しい審議会との関連はどのようにな

います。

るのかお示しください。

合併問題について何点か質問をさしていただき

その２は、一部事務組合等の職員身分はどのよ

ました。いつも質問項目が多く、そしてまた答弁

うになるのか。３つ目として保育所の民営化問題

も十分過ぎるほど御丁寧にいただけるものですか

はどうなるのか。４つ目として財産区、補助団体、

ら、いつも時間がございません。今回、財政健全

シルバー人材センター、商工会等々の取り扱いは

化のローリング案についても通告をいたしており

どのようになるのか、お示し願いたいと思います。

ましたが、合併問題に絞って論議をさしていただ

私は、さきに述べました各項目について、泉南

きたいと思いますので、割愛をさしていただきた

市が協議会に臨む姿勢として、まず現在行ってい

いと思います。よろしくお願い申し上げます。

る行政事務を的確に把握し、泉南市としての基本

以上で壇上からの質問を終わりますが、後ほど

的な考えを論議し、議会にもそのことを示す中で

自席から引き続きの質問をさせていただきますの

進めるべきであると考えますが、いかがなもので

で、あわせてよろしくお願い申し上げます。

しょうか。

○副議長（市道浩高君） ただいまの真砂議員の質

合併問題は、将来の泉南市にとって非常に重要

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

な問題であります。合併協議の途中で先を急ぎ、

○市長（向井通彦君） 私の方から、協議会に臨む

是非を判断すべきではないにしても、私は少なく

市の基本姿勢と住民投票について御答弁を申し上

とも合併の是非をも含めて、合併に関するあらゆ

げたいと思います。

る事項を協議する場が合併協議会であると認識を

泉州南合併協議会は、去る１１月１日をもって

しておりますが、一部の首長が合併協議会が合併

設置されまして、１２月１日に第１回目が開催さ

の前提にならないとするような発言をされたとす

れました。御承知のとおり、合併協議会は合併特

る報道を聞き、首をかしげざるを得ないところも

例法に規定された協定項目のほか、３市２町で現

ありますが、首長や行政職員がこれまでにかけて

在実施しております事務事業のすべてにわたり協

きた時間やお金を無意味なものにすることなく、

議調整を行っていくものでございます。

議会や市民の皆さんに十分な説明責任を果たすべ
きであろうと思います。

協議調整に当たりましては、住民生活に支障を
来すことのないよう速やかに一体性を確保するよ

私は、一部で言われるように、合併すれば行政

う努めるとともに、負担の公平化、住民福祉の向

と市民の距離が遠くなるとか、合併すればよくな

上等を総合的に勘案し、行政改革の推進はもとよ
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り、後年度負担も考慮した健全な財政運営に配慮

○副議長（市道浩高君） 谷総務部長。

しつつ進めていくものと考えております。

○総務部長（谷 純一君） まず、議員御質問の住

したがいまして、３市２町の合併に向けての基
本姿勢といたしましては、地域として目的を持ち、

民アンケートについて御答弁申し上げます。
第１回の泉州南合併協議会に提出されました住

新市としてのあるべき姿、新市の市民として望ま

民アンケートにつきましては、時間的に非常にタ

しい新市建設計画となりますよう、より大きな視

イトなスケジュールの中でやむを得ず協議会で報

点で臨んでまいりたいと考えております。

告案件となったものでございます。

しかしながら、一方では本市としての主張すべ

現在、合併協議会におきまして新市建設計画策

きこと、あるいはこの点は譲れないという部分も

定に向けて鋭意作業を進めており、新市建設計画

あろうかというふうに思いますので、その点につ

に地域住民の意思を十分反映させる必要から、年

いては本市の考え方をきちっと整理をした中で主

内に住民アンケート調査を実施しなければならな

張をして、できるだけ反映されるように努めてま

かったものでございます。今後は、こういった協

いりたいと思っております。その際、当然議会の

議事項として、合併協議会において十分議論が尽

お考え等とも整合性を図りながら対応をしてまい

くされるよう協議会の事務局に申し入れをしてま

りたいと考えております。

いりたいというふうに思っております。

次に、住民投票についてでございますけれども、

続きまして、広域合併問題特別委員会と協議会

既に御承知のとおり、阪南市、田尻町、岬町にお

との関係でございますが、１１月１日に合併協議

きましては、首長が実施をしたいというふうに言

会が発足しまして、１２月１日に第１回の協議会

われております。市町村合併は、地方自治体の存

を持たれました。そして、この間合併協議会設置

立にかかわる重要な問題であり、市民の合意形成

に向けてさまざまな協議をいただきました広域合

が最も大切であります。現段階では、新市のまち

併問題特別委員会につきましては、今後合併協議

づくりのビジョンなど具体的な判断材料をお示し

会の前回の協議の報告でありますとか、あるいは

できておりませんので、今後の合併協議会の議論

次回の合併協議会の提出案件の説明及び市として

の進捗とあわせまして、住民の代表である議会と

の考え方をお示しする場としていただきたいと考

調整を図りつつ、その時点で検討してまいりたい

えております。そしてまた、この件につきまして

と考えております。

は正副委員長と調整をしてまいりたいと、このよ

今までの進捗ということでございますけども、

うに考えております。

問題提起は特別委員会でも若干させていただきま

続きまして、一部事務組合等の職員身分につい

したけども、議論には至っておりませんので、で

てでございますが、３市２町の合併に伴いまして、

きますれば年明け早々、特別委員会の皆さんとも

３市２町のうちの複数団体のみで構成されており

御相談をする中で、議会の皆さんの御意向も踏ま

ます一部事務組合につきましては、その目的であ

えて一定の考え方をお互いに合意をしていきたい

る事務事業が合併により新市の事務事業となって

というふうに考えております。

まいります。一部事務組合の職員の身分につきま

ただ、時間的な問題もございますので、この問

しても合併協議会での協議項目の１つであり、合

題についても早急に一定の方向を出して、そして

併協議会における協議を経る必要がございますが、

住民投票をするという方向であれば、来年の３月

新市の職員として引き継いでまいるものと考えて

議会ぐらいに住民投票条例を制定の議案を提出し

おります。

ないといけないというふうに思っておりますので、

それと、あと合併による財産区とか、そしてま

年明けから特にまず特別委員会の皆さん方とも御

た補助団体、シルバー人材センターの分について

相談をしながら我々と議会との意見調整を図って

御答弁申し上げます。

いきたいと、このように考えているところでござ
います。

合併による財産区、それから補助団体、シルバ
ー人材センターあるいは社会福祉協議会などの取
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り扱いにつきましては、社会福祉協議会などの法

保育所につきましては、保育料や入所選考基準

の定めにより、市に１つしか置けないものにつき

など３市２町間で調整が必要な項目が幾つかござ

ましては合併後速やかに統合する必要があり、合

います。民営化の問題につきましても、各市町の

併協議会において協議調整してまいります。

方針等の観点から、調整項目の１つになるのでは

それ以外の団体の取り扱いにつきましても、合

ないかと考えてございます。

併協議会における協議調整項目に含まれるもので

本市におきましては、特に公立保育所のあり方

あり、合併後の市の一体性が速やかに確立される

をめぐって、公設民営化や幼保一元化など今後検

よう、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に

討しなければならない大きな課題がございます。

向けて議論してまいります。

これらの課題への対応に際しましては、関係部局

以上でございます。

が議論をするための十分な時間を必要としますが、

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

合併協議会での調整と並行して市内部で議論を行

○教育長（梶本邦光君） 私の方から、統廃合及び

い、平成１６年度中に一定の方針を出していきた

校区問題等審議会について御答弁を申し上げます。

いと、このように考えております。

合併に係る法定協議会が１１月１日に立ち上が

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

りました。教育については教育部会が設置され、

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

学校教育と社会教育の２つの分科会が設けられま

市町村合併に伴う商工会の取り扱いについてお答

した。現在、３市２町それぞれで現状分析を実施

え申し上げます。

しております。

商工会の合併に関しましては、原則的に商工会

ところで、幼児教育や校区問題、地域における

が主体的に判断して決めることであると思うとこ

子供支援など、本市において山積する教育問題等

ろでございます。しかし、最近、市町村合併にあ

を長期的な展望に立ち諸課題を解決していくため

わせて商工会の合併を円滑にするための関係法の

に、本年８月に泉南市教育改革推進本部を教育委

改正が示されるなど、合併しやすくなるのも事実

員会事務局内に置き、新年度において設置する予

であります。これらを踏まえ、商工会が合併に対

定の教育問題審議会への諮問事項を目下議論をし

する有利な方向を見出すべくみずからの判断にゆ

ております。

だねられるものであり、本市としてもその意向を

また、同時に新審議会については、前回の反省

尊重してまいりたいと考えておりますので、よろ

や御意見をもとに、専門部会の設置や市民公募委

しくお願いしたいと思います。

員の参画など新たな視点での構成を検討しており、

○副議長（市道浩高君） 真砂議員。

ほぼその内容が固まりつつあります。

○２１番（真砂 満君） ありがとうございます。

なお、新審議会は１年半ほどの期間で議論をし、

それぞれ質問した項目について総括的に御答弁を

答申をいただこうと思っております。また、最終

いただきましたので、自席の方から再質問さして

答申時に加え、中間の時点でも報告会を開催する

いただきたいと思います。

ことも考えています。

まず最初に、法定協に臨む姿勢として、やはり

なお、市町村合併との関係では、現時点では明

私は一番大事なのは、泉南市として基本的な姿勢

確な御答弁はできませんけれども、折々に本市の

をどのように持って協議会に臨むのか、このこと

審議会の経過を踏まえ、合併協教育部会での対応

が非常に重要だというふうに思います。特例法の

をしていきたいというふうに考えておりますので、

関係からいいますと、当然時間的な制約がありま

よろしくお願いを申し上げます。

す。そういったことを余りにも重要視するが余り

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

に、泉南市として強く言いにくい部分とか、余り

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 私

言ってしまうとなかなか協議が前に進みにくい、

の方から、保育所の民営化問題につきましてお答

そういった面というのは確かに出てくるというふ

えいたします。

うには思います。
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しかし、私は泉南市として協議会に臨むわけで

す。

すから、泉南市民のことをまず第一義に考えてい

片や、おっしゃるように泉南市と他市町とのい

ただいて臨んでいただきたい、私は少なくともそ

ろんな施策や、あるいはサービス、あるいは負担

れが基本ではないのかなというふうに考えてます。

の違いがありますから、これをいかに妥当な線、

決して、市のエゴなり市民のエゴを前面に出すこ

これは泉南市民にとってプラス面を助長するよう

とによって合併議論をオジャンにする、そういう

な形でのおさめ方といいますか、まとめ方という

ことはとんでもない話なんですが、気持ちの中で

ものも当然必要になってこようかというふうに思

はそういったことも秘めながら法定協に臨む、こ

います。

れが泉南市の姿勢として、一面ではそれが当然で

ですから、その両面がございますので、個々の

はないのかなというふうに思ってるわけです。私

問題に入ってきますと、それぞれの意見の違いも

がそう思ってるだけでございますけど、私はそう

出てくると思いますし、あるいは譲歩しないとい

思います。

けない部分も出てくると思います。片や一方、こ

市長の答弁の中で、地域として目的を持って新

れだけはやっぱりきちっと泉南市として、泉南市

しい市としてのあるべき姿、新しい市の市民とし

の考え方、やり方を守ってもらわなきゃいけない

て望ましい新市建設計画をつくっていくというこ

という内容も出てこようかというふうに思います。

とですから、それは当然なんです。ただ、具体に

御指摘のとおりだというふうに思います。

どうするんだということが必要でありますから、

ただ、ベースは議員おっしゃるように、泉南市

俗に１，５００項目とも２，０００項目とも言われる

民にとっていかにプラス面を多く反映さしていく

協議項目があるわけなんですよね。

かということになろうかというふうに思いますの

ですから、壇上でも言いましたように、まず今

で、その点は我々としても重々心して臨んでいき

現在、泉南市が行っている行政事務を的確に把握

たいと思っております。

していただく。今行っている行政事務そのものが、

その過程において、我々の考え方を一定示す中

他市なり町に比べてすぐれてる面も確かにあろう

におきまして、先ほど部長が答弁しましたように、

かと思います。しかし、謙虚に見た場合、劣って

特別委員会で前回の報告と次回の案件と。次回の

いる部分もやっぱり中にはあるんですよね。そう

案件の中で本市はどういうスタンスで臨むんかと

いったことも総合的に把握をまずしなければいけ

いうことを御説明もし、あるいはまたその中で御

ないと思うんですよ。

意見もいただいて、その上で法定協に臨みたいと。

そのことをまずやり切って、泉南市としてどの

これは、私は長としての立場で臨むわけでござ

ような基本的な姿勢で臨むのか。これをきちっと

いますが、昨日お決めいただいた４名の議会選出

まず市の内部で議論をしていただく。その議論し

の委員さんもおられますので、その辺はまた議会

ていただくことを議会にも提示をしていただいて、

の立場から、いろんな形での臨み方というのがあ

一度もんでいただいて協議会に臨んでいただくと、

ろうかというふうに思います。ですから、それぞ

こういったことがやはり必要ではないのかなと。

れ泉南市にとって最良の選択ができるような形の

これは私、基本ではないのかなというふうに思っ

協議会での発言なり、あるいは提案といいますか、

てるんですが、そういった私の考え方についてど

そういうことをしてまいりたいと考えております。

ういうふうにお考えなのか、まずお聞かせをいた

○副議長（市道浩高君） 真砂議員。

だきたいなというふうに思います。

○２１番（真砂 満君） 今、市長の方から御答弁

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

をいただきました。確かに、市長のおっしゃられ

○市長（向井通彦君） ３市２町の合併問題でござ

るとおりだというふうに思っております。

いますので、一方は３市２町が１つのまちになる

ただ、やっぱり私としては、ベースは今６万５，

という前提で、ある一定、協調性といいますか、

０００の泉南市民が１つのベースであると。その

大きな視点で物を見ないといけない部分もありま

ベースの上に立って、３市２町との協調性という
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ことではないのかなというふうに思っております
から、よろしくお願いをしたいと思います。

うに思います。
それと、住民投票の件なんですが、この住民投

それと、行政の方は、議会の方は特別委員会の

票については、過去にも市長にも何度か質問さし

方で協議をさしていただくということでございま

ていただきました。基本的には、私も市長との住

す。昨日、４名の議会選出委員も選ばれましたか

民投票のあり方についての基本的な考え方の相違

ら、多分私はその選ばれた４名が議会を代表して

はないんですが、きょう初めて具体に３月という

協議会に臨んでいただけるものだというふうに思

一定の期日も明らかにされました。

っておりますから、その辺は安心をいたしておる

ただ、必要なのは、ちょっと心配になったのは

わけですが、いずれにしたってそういった特別委

議会とのコンセンサスですね。どこまで進んでお

員会という場がございますから、そこで行政は行

るのか。確かに、市長の方はこの本会議場なり、

政、議会は議会としてきちっと議論を交わして、

また特別委員会なりも含めて、口にはされている

そのことを協議会で反映をしていくということが

んですが、例えば議長を通じて議会に対してこの

一番望ましいではないのかなというふうに考えて

ことについてきちっとお互いに議論しませんかと

いるところでございます。

いうようなことは、正式にはないのかなというふ

それで、２点目の住民アンケートの件で若干話

うに思ってますし、議会側としてもそのことの受

をさしていただきました。確かに特例法の関係で

けとめ方がまだ明確にできていないのではないの

いいますと、確かに時間がない。答弁の中でタイ

かなと。

トなという表現がありました。しかし、私は逆に

確かに、他市町では、夏の参議院選と同時ぐら

そういった時間がないんだと、タイトといったよ

いにというような住民投票の日程も既に組まれて

うな言葉を今後意識して使わない方がいいのでは

いるようでございますけれども、そうすると先ほ

ないのかなというふうに逆に思ってるところなん

ど市長に答弁をいただきましたように、３月ぐら

です。それをわかりつつもう入っているわけです

いの条例制定をしていかなければいけないし、条

から、それを超えていかにどれだけの議論ができ

例制定をするにしても、いずれにしたってその条

るんだ、議論をしていかなければならないんだと

例制定の中身の議論をまずしていかなければいけ

いうことだろうというふうに思っておりますので、

ないわけですから、やることはたくさんあるとい

時間的な制約があるんだ、それを余りにも前に出

うふうに思うんですね。

されますと、それが逆に弊害になってくるんでは

そういった意味では、時間的にもさほど時間も

ないのかなというふうに一方で危惧しているとこ

ないわけですから、新年早々でもそういったお互

ろなんです。

いの協議の場を持っていくと、そういった必要が

ですから、希望としては、行政の方からそのこ

あるんではないのかなというふうに思います。そ

とを口にしないでいただきたいなというふうに思

れについて再度お考えをお示しをいただきたいな

っております。それをわかっての議論をお互いに

というふうに思います。

していった方がいいのではないのかなというふう

それと、５点目の具体的なことになりますが、

に思いますので、またその点について後でお聞か

時間の関係上、ずっと一括してやらしていただき

せをいただきたいと思います。

たいと思いますが、まず教育委員会の関係でござ

それと、３点目は特別委員会の関係、部長の方

います。

から答弁をいただきました。今後とも、そのよう

さきの総務常任委員会の中でも、新しい審議会

な形でお願いをしたいし、もう既に来年の１月の

の日程といいますか、１つの教育長の考え方が示

８日の前段の６日の日に特別委員会を開催しよう

されました。今、御答弁の中でもいただきました。

かというような予定が入っているというふうに聞

ただ、教育委員会が今、考えられている１９年

いておりますから、そういった形で今後ともぜひ

度に実施をしていこうということになれば、最終

とも議会との議論をしていただきたいなというふ

答申が１７年度中旬ということですよね、答申を

−１８−

受けるのが。そして、１８年度の中旬に具体案を

別にこれはそのことだけじゃなくて、ほかの団体

出して市民に説明をしていくと、こういった日程

も一緒だろうというふうに思っておりますけれど

になっているんですが、一方僕が一番危惧してい

も、協議会に臨む前にそういった関係する諸団体

るのは、委員会の中でも言わしていただきますけ

と議論をし、きちっと答えを出していただいてそ

れども、そのままストレートに横に置いていただ

ういった法定協議会に臨んでいく、そういった姿

いて、合併協議会との日程とスライドしていただ

勢でいいのかどうかですね。その辺についても確

きたいなというふうに思うんですね。

認をさしていただきたいというふうに思います。

もう１６年の１２月には、予定では合併協定書

それと、保育所の問題ですね。これはさきの平

の調印をしてしまうんですよね、合併協議会の方

成１４年度の決算委員会で神田助役が月日を明言

は。そのままのスケジュール的にいきますとです

していただきました。よかったのかどうかわかり

よ。１７年の９月には新市が誕生する、そうして

ませんが、１６年できちっと議論をして、１７年

いくという日程になっているんですよ。

度実施ということですよね。多分、そうだったと

そうなると、今、泉南市がやろうとしている審

いうふうに記憶をいたしておるんですが、そうい

議会の日程とやっぱり合ってこない。ただ、教育

った方針をそのまま合併協に持ち込んでいくのか、

長の方は中村部長ですか、そういった教育部会の

その方針がもう市の方針なのかですね。もしそう

方に長として入っていただけるので、その点は安

であるとするならば、きちっと議会との議論も含

心しているんだというふうな御発言もございまし

めて一定の答えを出して、そういったことに臨ん

たけれども、やっぱりちょっと質が違うんではな

でいただきたいなと思いますので、その辺につい

いのかなというふうに思うんですよ。

て改めて確認をさしていただきたいというふうに

まず、冒頭でも言いましたように、泉南市の基

思います。

本的な姿勢を協議会の方に臨んでもらうわけなん

それと、特に個別の項目の中で財産区の問題が

で、まだないわけですよね。審議会がきちっと機

私は非常に気になっております。俗に、合併協議

能して最終の答申をいただかなければ、泉南市と

会を協議するときに基本４項目とよく言われます

しての基本的な考えなしで協議会に臨むわけでし

よね。新しい市の名前であるとか、住所地である

ょう。それはやっぱりちょっと私は時期的にスケ

とか、それと加えて、あるところでは基本５項目、

ジュール的に違うのではないのかなというふうに

１項目足して５項目が重要案件だみたいな、基本

思うんですが、そこらについてどうなるか、お示

的な案件だというふうに言われておるわけです。

しをいただきたいというふうに思います。

これはプラス１というのは何かというたら、財

それと、一部事務組合職員の身分の問題でござ

産区の問題なんですよね。財産の問題を処分をど

いますけれども、これは合併特例法第９条の第１

うするんだというような基本的な部分、これは非

項、これには一般職の規定がなされております。

常に重要だということで、基本的項目ということ

ですから、一般職の規定につきましては、先ほど

に位置づけられているわけでありますけれども、

の部長の答弁のとおりかなというふうに思います

市の場合は向井市長が以前に議会の方にお示しを

し、当然そのようにしていただかなければいけな

いただいております。その合併に臨む姿勢として

い。今の部長の答弁を解釈さしていただきますと、

は、それはそれで当該の団体とも協議をいただい

そういった清掃なり湾岸の下水の組合職員ですね、

て御確認をいただいているわけですから、それは

そういった職員も準用するという解釈でいいのか、

それでいいんでしょうが、もし仮に合併ができな

その辺について改めてお聞かせをいただきたい。

かったときに、それがまたもとに戻るというよう

それとあわせて、合併ということになりますと、
賃金も含めて労働条件といったものが当然変わっ

なお話でありました。私は、どうもそれが理解が
できない。

てきます。変化してまいります。だから、協議会

以前から議会の方から言っておりますのは、合

に臨む前に当該団体ときちっと議論をしていく。

併に臨む前に一定の整理をした方がいいのではな
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いかという議論の中で、今回市長が方針を一定、

議会の議決権との関係もございますので、議会と

出されたんだというふうに思います。そういった

は十分に合意形成をした上で、実施するなら実施

意味では合併がある、ないにかかわらず、財産区

するという方向で検討をしていきたいと思ってお

の取り扱いについての新しい市の考え方というか、

ります。

今まで１つの整理として、財産区の問題について

○副議長（市道浩高君） 谷総務部長。

はこうしますよというのが市の姿勢ではないのか

○総務部長（谷 純一君） まず、議員御質問の住

なというふうに思うんですが、そのあたり合併を

民アンケートの件でございます。

したらそうなるけども、しなければもとに戻るん

この住民アンケート調査につきましては、やは

だといったことに対して、もう少し理解できるよ

りこのアンケートの目的といいますのは、新市の

うに御説明をしていただきたいなというふうに思

まちづくり計画の策定に当たり、広く住民の方々

います。

の意見や考えを計画に反映させるため実施するも

ちょっと長くなりますので、一たんここで切ら
していただきます。

のと、このようにうたわれております。
ただ、今回このアンケート調査につきましては、

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

新市建設計画については来年の夏ごろまでにこれ

○市長（向井通彦君） 住民投票のことについて再

を計画策定しなければならないということもござ

度御答弁申し上げたいと思います。

いまして、今回このアンケート調査につきまして

いろんな御意見については、それぞれ機会があ
るときにお聞きはしたりしておりますが、正式に

は、協議会の方に報告という形で出さしていただ
きました。そういった経過もございます。

議長なりにはまだ言っておりません。ちょっと役

ですから、こういった問題につきましては、先

選との関係もございましたので、時期的にいかが

ほど申しましたそういった協議事項として今後合

かなということもございましたのでまだできてお

併協議会で十分議論を尽くしていただくという形

りませんが、もう少し時間がかかるというような

でもって事務局の方に申し入れを行っていきたい

ことでございましょうから、それは停滞させるわ

と、このように考えておりますのでよろしくお願

けにはいきませんので、本議会が終われば正式に

いしたいと、このように思います。

副議長さんに申し入れをしたいと。

それと、先ほどの特別審議会の件でございます

その上で議会の方でも、どういうやり方で意見

が、これは先ほど申しましたように、特別委員会

聴取をするかということになるのかというふうに

については前回の協議会の報告と、そして次回の

思いますが、これは連携をとって、議会内部でま

そういった説明、あるいは議会からの御意見を聞

ず御議論いただいて、個々にということであれば

くと、そういった位置づけにしたいということも

個々にさしていただきますし、あるいはいろんな

ありまして、年明けですか、早々の予定で我々と

やり方があろうかというふうに思いますので、そ

しましても特別委員会を開催していただきたいと、

れは議会とも十分御相談をした中でさしていただ

このように考えております。

きたいと思います。

それと、あと一部事務組合の件でございます。

住民投票を実施するということになれば、やは

その中で働いている職員の方々の身分の規定と

り条例制定をしないといけませんので、御指摘あ

いうのが、実はこの分については、この合併特例

りましたように条例の骨子なり中身ですね。これ

法にはうたわれておりません。ただ、運用としま

も当然我々と議会とすり合わせをして、合意を形

して、先ほど議員が御指摘になられました第９条

成しないといけないというふうに思っております。

第１項の一般職の身分の規定、これを尊重すると

ですから、それについても若干時間がかかるとい

いうことが、これはもう１つの合意という形でう

うことからすれば、年明け早々にそういう行為を

たわれておりまして、この件については一般職の

始めたいというふうに考えております。

身分の保障と、このような形でされていくだろう

いずれにいたしましても、この問題については
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と、このように考えております。

それと、あと労働条件の変化とか、あるいは一

御議論をいただき、解決に向けての基本方策を策

般職の職員の身分、これにつきましては当然１つ

定したいというふうに考えております。

の職員の方々の身分にかかわってくるということ

そして、もし合併ということになりましたら、

もありまして、それは事前に関係団体と協議を行

新市におきましても泉南市の教育課題が引き続き

っていく必要があろうと、このように我々は考え

検討されるようにということで、教育部会の中で

てるところでございます。

御議論をしていただきたいというふうに思ってお

それと、最後に財産区の問題がございました。

りまして、今後の合併協教育部会の動向を見定め

この財産区の問題につきましては、泉州南合併

たいというふうに思っております。よろしくお願

協議会の設置について御同意いただきました臨時

いを申し上げます。

会のときに、この合併に当たっての共有地等の取

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

り扱いについて基本的な考え方を示させていただ

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 私

きました。

の方から、保育所の民営化の実施の時期等につき

そして、この財産の扱いにつきましては、それ

ましてお答えいたします。

ぞれの市町で違いがございまして、その取り扱い

本市の公立保育所は５カ所ございまして、各保

については、合併が行われた場合には、これまで

育所ごとに入所定員数や職員数、環境等に違いが

の泉南市民の権益を守る必要がある中、他市町と

ありますので、それらの要素を踏まえた上で、そ

も整合を図ることとしたものでございます。

れぞれについて公設民営化を進めるのか、幼保一

財産の売却がなされたときの扱いにつきまして

元化を図るのか、あるいは公立保育所として継続

は、共有山の場合は、売却金はすべて地元に配分、

するのかといった検討をする必要があると考えて

またため池等につきましては地元に有利な形にな

ございます。

るよう市の配分率の引き下げを行う必要があると、

このような観点から、先ほども申し上げました

このように考えております。

ように、まず平成１６年度中に５カ所それぞれの

以上申しましたように、この考え方につきまし

公立保育所のあり方についての方針を決定し、そ

ては、合併協議会に当たって財産の扱いについて

の方針に従って順次関係団体、地元地域等の御理

他市町との均衡を図る観点から、本市の姿勢をお

解を得たいと考えております。

示ししたものであるということでございます。

したがいまして、できるだけ早く方針を決定し、

以上でございます。

関係団体等の御理解をいただき、また合併協議会

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

での調整と並行しながら実施を目指してまいりた

○教育長（梶本邦光君） 真砂議員の最後の御質問

いと考えております。

に御答弁申し上げます。

○副議長（市道浩高君） 真砂議員。

市町村合併に臨む教育委員会の基本的な考え方

○２１番（真砂 満君） もともと余り期待はして

ということで理解をさしていただきまして、御答

ませんけど、ちょっと聞いていることぐらいには

弁を申し上げたいと思います。

きちっと答えていただきたいなと。同じ答弁を繰

どこの自治体もそれぞれに固有の教育課題を抱

り返すというようなことではなくて、やっぱり質

えて、その解決に向けた教育改革に取り組んでお

問者の意図するところは、事前にすり合わせもい

ります。現在、合併協教育部会において、３市２

たしておりますから、その辺も含めてこのやりと

町の現状分析が行われて実態把握に努めておりま

りのあり方をもう一度前向きに検討していただき

す。合併協のこうした流れも視野に入れながら、

たいというふうに思います。

教育委員会といたしましては、泉南市における幼

すべてやると時間もありませんので何点かに限

稚園問題あるいは小学校問題等、山積する教育課

らせていただきますけども、教育長、今の説明を

題につきましては、基本的には市において解決を

聞いてますと、法定協と新しい審議会、教育委員

していくというようなスタンスで審議会において

会は二本立てで考えていくのかなと。二本立てで
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考えざるを得ない状況になると思うんですよね。

てる答えになってるんですが、そこらはどうなん

私は、もう何度も言いますけれども、冒頭に言

でしょうかね。改めてお聞かせをいただきたいと

いましたように、協議会に臨む前に市の今現在の

いうふうに思います。

やってることをきちっと的確に把握をして、市の

それとあわせて、既に通告をしている関係があ

方針を決めて、それは議会との議論も含めて一定

りますので、ほかの項目についても一通りまず御

の方針を決めて協議会に臨むべきだと。この基本

答弁いただきたいと思います。

的なスタイルからすると、教育委員会は法定協に

例えば市営３住宅の問題、これは払い下げ問題

対してもそうですし、市内部にしたって、何の答

がありまして、定借の問題――定借とは限ってお

えも持ち合わせんままにやっていきますよ、今の

りませんが、定借問題も含めて早急に結論を出す

やり方であれば。多分、スケジュール的に見れば

と、一定の年月も決まっておりますけれども、な

ですね。

かなかスピードがゆっくりしたものであります。

もっと余裕があるんであれば、一定の答えが出

その辺も合併問題とあわせてスピードアップもし

てそれぞれにいけるわけでしょうけども、決して

なければ、一定の市の方針が出せないんではない

タイムスケジュール的に見ればそういうふうには

のかなというふうに思うんです。

ならないんではないのかなというふうに思うんで

予算を計上して、測量をしてというようなお考

すが、私の理解が悪いのかもわかりません。後で

えです。それはそれでいいんですけども、やはり

また説明をいただきたいと思います。

それと並行して、市の一定のきちっとした考え方

それと、同じことが保育所の問題もあると思う

を持って、それをまた住民の皆さん方と協議をし

んですね。どうしても来年度中ということになり

ていく、このことがやっぱり求められていると思

ますと、やはり法定協の関係でいいますと、一定

うんですが、その辺についてはどうなのか。

の答えといいますか、もうスタイルが出てるわけ

それと、下水道事業なんかもそうですね。今、

なんですよ。例えば、保育所でも学校関係でもい

かなりのスピードで、予算の関係がありましてス

ずれにしたってもそうなんですが、そのあり方を

ピードダウンいたしております。この辺について

住民の皆さんに提示して判断をしていただくんで

も、新市建設計画の中でどのように泉南市として

しょう。判断をしていただける材料なんでしょう。

考えられているのか、お示しをいただきたい。

それが来年の７月なのか秋なのかちょっとわかり

また、ごみ収集についても民営化の問題、さま

ませんけれども、そういったスケジュールになっ

ざまに言われておりますけれども、その辺の方針

てくると思うんですよ。

についてはどうなのか。コミュニティバスなんか

新市建設計画のみで住民の皆さんにお知らせす

も関心のある１つの項目だろうというふうに思い

るという方法もあります。個別具体的なことにつ

ます。そういった項目についてはどうなのか、き

いてはずらすという方法も、確かにあるんですよ。

ちっとした御答弁はいただけないかと思いますが、

ありますけれども、やはりきちっと住民の皆さん

通告をしている関係上、まず御答弁いただきたい

に説明をして御判断をいただくとすれば、タイト

と思います。

なスケジュールだとしても、そういったことも含

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

めて、特にもう既に惹起している問題については、

○都市整備部長（山野良太郎君） ２点ほど御質問

この問題についてはこうなんですよということを

がございましたので、私の方から御答弁を申し上

住民の皆さん方にきちっとお示しをしなければ、

げます。

住民の皆さんの判断ができないんではないのかな
という危惧を私自身はしてるんです。

まず、３住宅の件でございますけれども、当然、
合併というものがございますので、当然これとは

ですから、このままでいいんですかという質問

別に３住宅の問題については、覚書に基づきまし

をさしていただいてるんですが、その質問をちょ

て平成１７年３月までに市として解決をするとい

っとまともに受けていただけなくて、今いただい

うことになってございますので、これに向けて努
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力をしてまいりたいというふうに考えておるとこ

合併協のスケジュールを把握をした上で取り組ん

ろでございます。

でまいりたいというふうに思っておりますが、教

また、下水の件でございますけれども、これに

育部会における審議の内容と審議会における議論、

つきましては合併後どうするかということで、当

これが矛盾をしないように整合性を図っていく必

然協議会の論議を踏まえて対応してまいりたいと

要があるというふうに考えておりますので、よろ

いうふうに考えております。当然、それぞれ市町

しくお願いをいたしたいと思います。

村において格差があるということでございますの

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

で、市として主張するべきものは主張するという

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 保

ことで、整備方針については合併協の中で論議を

育所の民営化の今後の手順等でございますが、合

してまいりたいというふうに考えておるところで

併協議会に臨むということでございますので、当

ございます。

然できるだけ早く市の基本方針をまとめまして、

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

現在は既に問題点あるいは今後の手続、こういう

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

点について研究しておりますので、できるだけ早

合併に伴うごみ収集のことについてお答えさして

く市の方針を整理しまして合併協に臨むほか、関

いただきたいと思います。

係団体あるいは一定の手続、これを踏んでいかな

この件につきましては、今後合併協議会分科会

いけませんので、その辺について早く整理したい

において、細部なこの協議を進めていくというこ
とでございます。この中でも特に各市町ともさま

と、このように考えております。
○副議長（市道浩高君） 以上で真砂議員の質問を

ざまなものがございます。

終結いたします。

特に、委託方法ということについても、その考

次に、１番 井原正太郎君の質問を許可いたし

え方に大きな差があるというふうに考えておりま

ます。井原君。

す。本市では０％の委託でございます。岬町では

○１番（井原正太郎君） 公明党の井原でございま

１００％という形で大きな差もございます。いず

す。過日の衆議院選にあっては、小選挙区比例代

れにいたしましても、これらの長所、短所を詳細

表制のもと、激しい選挙戦が展開されました。中

に把握した上で、市民サービスの向上、効率的な

でも今回の選挙戦の特徴は、マニフェストを掲げ

運営、これらのことについて協議し、１つのもの

ての選挙でありました。各党の公約が今までとは

にまとめていかなければならない、このように考

異なり、数値目標、達成期限、財源をできる限り

えておりますので、よろしくお願いしたいと思い

具体的に示し、国民に問うたものでありました。

ます。

政治家、政党が国民に約束したことがそのとお

さわやかバスの件でございます。この件につき

りに実施されたものかどうかもやがて明確にわか

ましても、今後合併協議会、分科会、このような

る仕組みであり、今まで以上に政治の結果責任が

場でいろいろ議論されていくわけでございます。

問われる時代となったと、私は認識をするもので

当然、運行経路とか時間表、これらのことについ

あります。選挙結果は、この選挙制度に裏づけさ

て調整されます。これも先ほどと同様でございま

れるように大きく二大政党化へと進んだ感をいた

すけれども、やはり市民の人にとって利用しやす

すものであります。

く、便利のいい公共システム、こういうものを目

ただ、この制度が私ども国民のニーズを真に吸

指して協議調整、こういう形をしていくというこ

い上げ、それを展開するという点では、死に票が

とでございます。よろしくお願いします。

多かったり、また小選挙区で落選者が重複立候補

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

で復活当選をするというような、国民から見れば

○教育長（梶本邦光君） 先ほど私の方で今後合併

非常にわかりにくい問題の多い選挙でもあったと

協の教育部会の動向を見定めたいというふうに御

考えるわけであります。したがって、私はこの選

答弁申し上げましたけれども、同じように細かい

挙制度をさらによいものに見直すべきであると考
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えるものであります。

既に本市の財政状況は、本議会における質疑の

さて、この選挙では、先ほど申しましたマニフ

中でも逼迫していることは共通認識をいたすとこ

ェストが注目を浴びましたが、私ども公明党は、

ろでありますが、その逼迫した財政を立て直すた

我が国が経験したことのないスピードで少子・高

めに、財政健全化策を遂行しているところであり

齢化社会へ突入しようとしておりますが、これを

ますが、そこで質問をさせていただきます。本市

反映して国の年金制度が将来の日本にとって極め

の財政の黒字化、経常収支比率の目標を明確にし

て重大な問題の１つととらえて、その年金制度の

て進めておられますが、まず改めて財政予測を示

あるべき姿を提示して選挙を戦ったわけでありま

していただきたいと思います。

す。今、政府を初め関係省庁、経済界もこの制度
のあるべき姿を結論づけようとしております。

次に、私どもは、泉南、泉佐野、阪南等を中心
とした３市２町による合併に向けて、具体的にそ

また、時を同じくしてイラクの問題であります

の歩みをスタートいたしました。第１回目の協議

が、イラク復興支援特別措置法に基づく自衛隊の

会が過日、あいぴあ泉南で行われました。私は、

イラク派遣に関する是非について、今、日本全国

前回も若干触れさせていただきましたが、我が泉

が賛否の議論が沸騰する中で、政府はイラク支援

南市の将来の姿は、合併いかんによってその姿は

の基本計画を閣議決定いたしました。

大きく変わるわけであります。

ただ、その際、イラクが非戦闘地域であるかど

そこで、今の財政健全化策は、合併を前提とし

うかの解釈が分かれる中、イラク北部で日本人外

て組まれたものではないと理解をしているもので

交官２人が殺害されるという非常に痛ましい事件

ありますが、片や我が泉南市は、３市２町の合併

が起こりました。犠牲になられました奥大使と井

の旗振り役でもあり、全力でその実現を目指して

ノ上一等書記官、そして残されました御遺族の方

向井市長は、そのリーダーシップを発揮しておら

々に心よりお悔やみを申し上げるものであります。

れます。

このお二人のとうとい死がむだにならないように
祈るものであります。

そこで、確認したいのは、そうであれば合併の
戦略の中で、財政的な戦略も当然お持ちであろう

また、この事件で日本の国際貢献が消極的にな

と思います。一般的なメリット、デメリットを超

ったり、揺らぐようであってはいけないと思うわ

えた本市の戦略、構想を示していただきたいと思

けであります。ただ、これほど赤裸々に現地イラ

うわけであります。

クの実情を示しているわけでありますから、政府
は慎重の上にも慎重を期し、派遣の時期や支援に
ついては、事故のないよう万全を期していただき
たいと思うものであります。

大綱２点目は、本市の下水道に関する問題につ
いてであります。
さきにも触れましたが、泉南市の下水道整備計
画についても、本市の財政状況を勘案せずして事

また、先日１４日にはサダム・フセインが拘束

業展開はあり得ません。そこで、お伺いいたしま

されたというニュースが駆けめぐりました。戦後

すが、下水道の整備計画を現下の財政状況を踏ま

処理に新しい展開がなされるものと思いますが、

えた上でどのようなお考えをお持ちなのかを示し

この戦後復興に向けては、イラクでは劣化ウラン

ていただきたいと思うわけであります。

の汚染の問題も憂慮されます。支援を予定されて

また、そのことと関連いたしまして、今まで進

いる自衛隊員の皆さんの安全確保も、さらに慎重

めてまいりました流域幹線の整備にいたしまして

を期していただきたいと思うものであります。そ

も、大阪府にしても、財政的な面からも当然限度

の上で国際貢献、人道支援、そしてテロの蠢動を

があるわけでありましょうから、従前のような事

許さない貢献をぜひ期待したいものであります。

業展開は望めないものと認識をいたしますが、当

前置きが非常に長くなりましたが、通告に従い

局はどのような見通しを持たれているのかを示し

まして質問をさせていただきたいと思います。

ていただきたい。

大綱１番目は、財政問題についてであります。
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そして、今までも進めてまいりました浄化槽を

中心とした計画も、新しく見直しをする必要に迫

質問は以上であります。時間の許す範囲で自席

られてくると考えるものでありますが、この点に

より再質問をさせていただきたいと思います。御

ついても御答弁をいただきたいと思います。

清聴ありがとうございました。

大綱３点目についてでありますが、先ほども触

○副議長（市道浩高君） ただいまの井原議員の質

れられましたが、本市の市営住宅問題についてを

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

お伺いいたします。

○市長（向井通彦君） 私の方からは、財政問題の

私は、本市における住宅施策とその管理につい
て、長い間大変なエネルギーを費やしてまいり、

うちの合併による財政再建戦略ということについ
て御答弁を申し上げます。

今なお課題を残して今日に至っているものと理解

泉州南合併協議会が１１月１日付で設置されま

するものであります。とりわけ３住宅の問題は、

して、その後、鋭意事務事業の現状把握を行って

裁判でもって係争を余儀なくされた後和解、さら

いるところでございますが、今後３市２町の事務

に一定の合意を見て、その解決のためのスケジュ

事業について個々に調整した上で合併協議会にお

ールも確認されたわけでありますが、３住宅の入

いて協議調整がされ、新市における事務事業とし

居者の方々とどこまで話し合いが進んでいるのか

て新市建設計画に盛り込んでいくものでございま

をお示しいただきたいと思うわけであります。

す。

次に、市営住宅の中で、宮本住宅が改修の計画

合併を想定したシミュレーションにつきまして

で進んでいると思いますが、その進捗状況につい

は、「市町村合併にかかる調査研究報告書」にお

て示していただきたいと思うわけであります。

示しをしておりますように、平成１７年度から平

また、このこととあわせて、同和施策が一般施

成２６年度までの１０年間につきまして、３市２

策に転換されつつありますが、我が国においては

町単独の場合と比較して、人件費を初めとする管

差別という残念で不幸な歴史を刻み続けてまいり

理的経費の削減や、合併に伴う特例的な交付税措

ました。今、新しい平等と尊厳の社会を目指して

置などによりまして、財政状況の好転が見込まれ

新しい人権尊重の社会を構築すべく、制度の上に

ております。

おいてもその転換点に差しかかっています。

本市として必要な事業につきましては、新市建

具体的には、本市のこの住宅についてもその適

設計画に位置づけ、合併特例債を活用することな

用が計画されていると思うものでありますが、こ

どにより財政負担の軽減と事業の早期実現を図り、

の点につきましても方向性をお聞かせいただきた

新しいまちづくりを推進してまいりたいと考えて

いと思います。

おります。

大綱４点目は、環境問題についてお伺いいたし
ます。

その中で既にお示しをしておりますように、既
着工、既に事業中のものについては、当然継続事

本市における環境施策は、過日、紀泉わいわい

業扱いということで最優先で合併後もその事業が

村が全国自然ふれあい推進コンクールで環境大臣

展開されるということになるというふうに考えて

賞を受賞するという栄誉をかち取られたことは、

おります。

大いに評価をするものであります。

新規事業につきましては、この合併特例債の活

しかし、このことと時を同じくして、樫井川が

用の問題もございますけれども、３市２町の合併

残念なことに全国ワーストワンの汚れた川との報

協で協議調整をしながら、泉南市はこれとこれを

道がなされました。泉南市は、このことをどのよ

やるということのまとめをしていきたいと考えて

うにとらえているのか、そして市としてどのよう

おりますが、いずれにいたしましても、今のこの

なかかわりを持ち、管理面でもどのように関与し

厳しい中で単独市で行った場合に、なかなか計画

ているのかを確認させていただきたいと思います。

通り実現しにくい部分も多数あろうかというふう

また、今後の浄化策へのかかわりについても、具

に思いますが、新市になることによって、うまく

体に示していただきたいと思います。

新市建設計画に盛り込み、また特例財源を手当て
−２５−

することによって早期に整備ができ、あるいは財

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

政負担の軽減が図られるものというふうに考えて

○都市整備部長（山野良太郎君） 私の方から、下

おりますので、個々の具体の内容についてはこれ

水道問題についての１番の今後の事業展開のあり

からの課題ということでございますけれども、基

方、それと住宅問題につきまして御答弁を申し上

本的にはそういう考えのもとに、泉南市としての

げます。

事業のメニューといいますかリストアップをして、

まず、下水道問題でございますけれども、本市

法定協の中で位置づけてまいりたいと考えており

におきましては、昭和６２年度より取り組んでき

ます。

たところでございまして、平成１４年度末の下水

○副議長（市道浩高君） 大前財務部長。

道普及率は４０．８％ということになってございま

○財務部長（大前輝俊君） 私の方から、１点目の

す。

財政問題についてのうち、本市の財政予測という
ことで御答弁さしていただきます。

下水道の基本整備方針といたしましては、府道
堺阪南線――旧２６号線から浜側の未整備区域の

議員の御質問の中で、財政健全化計画につきま

面整備を重点的に整備するということでございま

しては、平成１０年度以来赤字決算が続き、財政

して、山側についても一定の整備を進めていると

状況が危機的な状況に陥っていることから、大阪

ころでございますけれども、流域下水道泉南幹線

府の財政支援も活用しながら、昨年９月に財政収

の進捗に合わせながら、新家・砂川地区の大規模

支の改善と財政構造の改革を目指して策定いたし

開発団地の汚水処理施設への接続を目的とした幹

ましたところでございます。

線整備を進めているというところでございます。

しかしながら、平成１４年度決算におきまして、

今後の下水道の整備の見通しでございますけれ

健全化計画における収支計画との間に大きな乖離

ども、合併問題がございますけれども、現状では

が出ましたことから、本年９月に健全化計画のロ

泉南市の財政状況を踏まえなければならないとい

ーリングを行い、さらなる健全化への取り組みを

うこともございまして、これを踏まえながら整備

強化したところであります。

をするという予定でございまして、おおむね平成

財政健全化計画の策定に関しましては、大阪府

２０年ぐらいには府道堺阪南線から海手の地区に

の財政支援を活用していることから、平成１６年

おいて、面整備がおおむね完了するのではないか

度の黒字化と１８年度での経常収支比率９３．２％

なというふうに考えております。これによりまし

を目標として設定しております。

て下水道普及率はおおむね５０％程度になるとい

したがいまして、平成１６年度予算につきまし

う見込みでございます。

ては、施策、事業の全般について見直しを行いま

それと、住宅問題の件でございます。

すとともに、経常経費のマイナスシーリングの強

議員も御承知のとおり、平成１７年の３月まで

化、退職不補充などによる人件費の削減により行

に双方円満解決に向けて努力するということで覚

政経費の節減と合理化を進めまして、また建設事

書を交わしたところでございます。以後、この覚

業計画の見直しによる事業費の抑制など、限られ

書に沿いまして、代表者の方々と話し合いを重ね

た財源の重点的、効果的な配分に努めるものとい

てきたというところでございます。また、府とも

たしております。

協議を進めているというところでございます。

また、毎年度決算が確定した時点でそれらの目

現在、定借等を中心に、協議内容についてそれ

標数値を達成するよう見直しを行い、かつその内

ぞれ双方で検討、分析等を行っておるというとこ

容を着実に実行することによりまして、健全化計

ろでございまして、解決のための合意形成に向け

画の所期の目標を達成し、新たな市民サービスの

て、私としては着実に進んでいるというふうに考

提供や、政策課題への柔軟な対応が行える財政構

えております。

造に改革してまいりたいと考えております。

また、今までの経緯をむだにはしたくないとい

以上でございます。

う思いが強いものですから、今後とも精力的に協
−２６−

議を重ね、より早い時期に円満解決に向けて努力

年に比べ非常に少なかったこと、また樫井川流域

をしてまいりたいというふうに考えておるところ

の各事業所等の発生源からの影響があったのでは

でございます。

ないかというふうに考えられております。

次に、宮本住宅の建てかえのお話がございまし

樫井川は二級河川であることから、大阪府の管

た。現在、１４年の３月に策定をいたしました泉

理河川でありますが、広域的な取り組みが必要で

南市営住宅ストック総合活用計画での建てかえ方

ありますので、河川管理上から府河川課河川環境

針、これに向けて現在基本計画を策定中でござい

課、事業所を指導、監督する立場から環境指導室

まして、以後年次的に建てかえに向けて進めてま

事業所指導課、生活排水対策から泉佐野保健所、

いりたいというふうに考えております。

畜産の関係から農政室推進課及び樫井川流域の関

あわせて、旧地域改善向け住宅の今後の方向性

係市町で構成する樫井川環境保全連絡会を平成１

につきましては、地対財特法の失効によりまして、

４年１２月に立ち上げております。

公営住宅においても新たなシステムへの移行が求

今後もこの体制を密にしながら情報交換に努め、

められておりまして、現在、地元と協議を行って

樫井川の水質浄化について協議検討してまいりた

おるというところでございます。今後、早い時期

いというふうに考えておりますので、よろしくお

に入居システムを含め住宅政策の見直しを行って

願いしたいと思います。

まいりたいというふうに考えておるところでござ

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

います。

○１番（井原正太郎君） 一通り答弁いただきまし

以上です。

た。再質問をさせていただきます。

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

まず、財政問題についてでありますけれども、

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは、私

財政予測ということで答弁いただきましたけれど

の方から２点目の下水道問題のうち、泉南市とし

も、私は壇上でも合併を前提とする場合としない

ての合併浄化槽の普及について御答弁申し上げま

場合とについては、もちろんけじめをつけてきち

す。

っとやっていく必要があると、本市の健全化策と

現在、当市では下水道の認可区域外で個人の方

いうのは、もちろん合併を前提としない中で、極

が建てかえを含む新設、一定規模以上の増築工事

めて厳しい目標を定めてやっておると、このよう

を伴うもの以外で既存のくみ取り便所または単独

に理解をしております。

浄化槽から合併浄化槽に変更する場合は、設置費

ただ、合併になりますと、合併特例債であった

用の一部を合併浄化槽の大きさごとに金額を分け

り普通交付税の措置であったり、あるいは特別交

て補助金を交付しております。これをもちまして、

付税措置であったり、合併補助金等があるわけで、

改良という形で合併浄化槽の普及、促進を図って

先ほど市長も答弁されましたように環境が大きく

おります。これが現状でございますので、御理解

変わるわけでありますけども、あえて今、協議会

賜りたいというふうに思います。

もスタートしたところでありますし、本市の財政

続きまして、４点目の樫井川の環境問題につい
て御答弁申し上げます。

の動向というのが非常に大事になってくる。
合併を前提としない場合、今、財務部長からも

樫井川下流で大阪府が月１回行っております環

話があったんですけども、いつも市長には非常に

境調査定期水質測定において、水質汚染を示す１

失礼な言い方をするんですけれども、私は向井市

つの指標であります生物化学的酸素要求量――Ｂ

政の命運をかけた今回のいわゆる健全化策の指標

ＯＤについて、平成１４年度平均値が２０ミリグ

であり、目標じゃないかなと、このように考えて

ラム・パー・リットルとなり、議員御指摘のとお

おります。向井市政が３期１２年間にわたってい

りワーストワンというふうな新聞報道がなされた

ろんな御苦労、努力をいただいた中で、ぎりぎり

ところでございます。

のところまで来たなというふうなものを私は感じ

その原因として、平成１４年度の河川流量が例
−２７−

ております。

そういった意味では、非常に失礼なんですが、

それと、具体に前年度は財政当局の財政収入見

命運をかけた責任ラインととらえて間違いないん

込みが６億円も乖離をするということがありまし

かなというふうに考えております。ここら辺のと

た。そういうふうな反省点に立ったときに、本年

らえ方が非常に失礼なとらえ方と言われるかもわ

度はじゃうまく進んどるんかどうか、収入見込み

かりませんけれども、財政当局の見解を改めて伺

が見込み違いがないような形で進みつつあるのか

いたいと思います。

どうかというふうな点も示してもらいたいと思い

○副議長（市道浩高君） 大前財務部長。

ます。

○財務部長（大前輝俊君） 先ほどの答弁の中でも、

それから、もう１点は、具体に目標を定めてお

１４年度決算におきまして扶助費等の増加あるい

るのが市税の徴収、この面が本市が府下でも一番

は税収の減、また早期退職が多かったというよう

悪いということは、我々はよく認識するところな

な理由によりまして予想を上回る赤字の決算とな

んですけれども、１５年度は７，３００万ほどの市

ったわけなんですが、その中で今回新たな気持ち

税徴収増を具体に数値目標を掲げて取り組んでお

で第２回目の財政健全化策のローリング案という

るわけなんですね。この点についても目標どおり

ことでお示しさせていただきまして、これらを着

に進んでおるんかどうか。

実に実行しなければ、泉南市は大変、余計ほとん

この４点、まずお答え願いたいと思います。

どがけっ縁の状況になっていくということですの

○副議長（市道浩高君） 大前財務部長。

で、私たち財政を預かってる者といたしましても、

○財務部長（大前輝俊君） まず、１点目なんです

これらの項目について厳しい考え方で対応してま

が、ローリング案を進めていくためには、職員の

いりたい、そして財政を健全化に向けて再建して

皆さんへのより厳しい対応が必要じゃないかとい

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願

うことなんですが、我々としましてもこのローリ

いいたします。

ング案の策定に当たりましては、非常に厳しいと

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

いうことは重々理解しておりまして、とにかく職

○１番（井原正太郎君） いつも私の質問の中で、

員の皆様に十分御理解をいただかなければ市の財

すぐ責任という言葉が出てきまして嫌な思いをさ

政を健全化していくことにはならないということ

せておるんですけども、今、財務部長からも深刻

ですので、努力してまいりたいというふうに考え

にこの面は認識をしておるというふうに私は理解

ております。

したわけありますけれども、改めて向井市政の命

そして、６億円の乖離があったということで、

運をかけた責任ラインととらえてよいのかどうか

今回の収入見込みでございますが、税収に関しま

ですね。そこら辺を改めて示してもらいたい。

しては、前半、９月末現在で昨年度より０．４％ほ

それから、今特に職員の方々の給料であるとか、

ど現在アップしているわけなんです。今後、いろ

定昇の引き延ばしであるとかいうふうなことで、

いろ経済的な状況もありますので、どのように推

特別職も巻き込んだ中で非常に厳しい対応をした

移していくかどうかわかりませんが、全庁挙げて

というのは現状でありますね。健全化策、ローリ

管理職の協力も得ながら、今後税収の確保に取り

ング策を加えたこの方向性が今後も順調に進むの

組んでまいりたいと考えております。

かどうか、職員組合の方にも非常に無理をお願い

そして、目標どおり進んでいるのかどうか、予

しておるのも実情でありましょうし、市政のいか

算の面でございますが、平成１６年度予算は９３

んによっては、職員の方々にさらに応援を求めな

億５，０００万円ほどの税収を見込んでいたわけな

ければならないのに、かえって対立の構図が深ま

んですが、結果的に昨年度の税収が落ち込んだと

るんじゃないかなというふうなことでは、私は心

いうようなこともございましたので、今回健全化

配しております。したがって、このローリング策

策の中では３億５，０００万の税収減ということで

が順調に回転をするのかどうかというふうな点の

８９億少しを見込んでおりますが、現在のところ

確認をしたいと思います。

徴収も前年度よりアップしておりますので、とに
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かく８９億という数字を確保するように努めてま

今の財政状況の中では、聖苑計画が予定どおり

いりたい、努力してまいりたいと考えております。

に執行されるのかどうか、この辺も１つは注目さ

以上でございます。

れるわけであります。今の財政状況の中で突っ走

○副議長（市道浩高君） 神田助役。

っていくということは、今も財政再建ローリング

○助役（神田経治君） 井原議員の方から、財政健

の中では到底厳しい状況下にあるというふうに私

全化計画について向井市政の命運をかけた、これ

は理解しておるんですけども、この点について、

を達成することが責任ラインではないかという御

もし方向づけがはっきりしておるんであれば示し

質問をいただきました。

ていただきたいと思います。

もちろん、合併を前提としない中では、今後の

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

政策課題あるいは市民のニーズに対応していくた

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） ただいまの井

めには、この健全化計画を達成しなければそうい

原議員の聖苑計画の件でございます。

う財政的な余力というものを回復することはでき

この件につきましては、去る決算委員会の中で

ないというふうに考えてございます。

も委員さんの方から御指摘をいただきました。私、

したがいまして、もちろん合併ということで大

そのときにやはり今の泉南市の財政状況並びに今

きな前提が動くという可能性はあるわけでござい

の合併問題、これらを２つ加味していきますと、

ますけれども、財政の部分につきましては、合併

計画を現在の形で進めていくのには非常に難しい

ということを前提にしないでこの健全化計画を着

部分がありますという形で御答弁さしていただい

実にやっていく、目標１６年度の赤字解消、１８

たように覚えております。

年度の経常収支の９３．２％への引き下げというこ

ですから、我々担当の方といたしましても、こ

とについて、本当に歯を食いしばる思いで確実に

の計画につきましては現在地元へもお話はさして

やっていくということかと思います。もちろん、

もらっておるんですけれども、この辺の御了解が

いろんな経済情勢等ございますけれども、何とし

いただけていけば、今しばらく合併の議論がまと

ても我々はそれに向けての努力をしていくという

まるまでこのままの状態で置きたい、このように

ことが肝要であろうというふうに考えてございま

考えておるところでございます。

す。

以上です。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） あえてこういう場で責任

○１番（井原正太郎君） ちょっとわかりにくい答

論を出すということは、ある意味非常に失礼なと

弁だったんですが、要は地元の皆さんとも話をし

いうふうな形でとらえるかもわからないんですけ

ておって、現状のままでいきたいというふうなこ

れども、これはやっぱり今後の泉南市のことを考

とを伝えておるというふうに答弁いただいたと思

えたときに、どう転んでもやはりここできちっと

うんですけども、なぜかといいますと、２つの火

好転さしていく、支え切っていくというふうな重

葬場が非常に厳しい状況にありますね。

大な決意がなかったらいかんなと、私はこのよう

今回の補正の予算の中でも、西信達の火葬場に

に理解をしております。

ついても一定の投資をしよう、こんなことで決断

それと、合併を前提とした戦略も若干答弁いた

をされておると思うんですけども、それと相まっ

だいたんですけども、合併による行革部分という

て、聖苑計画が今まで延々と積み上げてきた中で、

のは、いろんな面でメリット、デメリットは単純

今の答弁では、単に今の現状のままでストップを

にわかる分と、それからいわゆる協議会でしっか

しておるんだと、そのようにお願い、今後のこと

り精査していただいてその方向性が示される分、

については全くわからないんだと、あるいは方向

このようになると思うわけでありますけども、身

性はあえて出さずしてストップという状態と、こ

近な、私は泉南市の今後のまちづくりの中で一番

のように理解してよろしいんですか。

気になっておるのが、やはり聖苑計画であります。

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

−２９−

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 議員御指摘の

先ほど山野部長の方から、一定の経緯を説明い

ような見解になるかと思います。今、このまま計

ただきました。とりわけ、平成１７年３月に円満

画を進めていくということになりましても、合併

解決、このことが双方の合意事項であり、このこ

という問題が当然出てまいります。そうしました

とに向けて予定どおり進んでおるんだというふう

ら、その聖苑計画自身もいろんな形で修正とかそ

な話であったと思います。

のような形になってまいりますので、現在の中で

いずれにしても、この１７年３月までに定期借

はこの状態の中で合併議論を見守っていきたい、

地等も含めて円満解決をしていくという覚書を本

このように思っております。

年２月１７日付で取り交わしておりますね。今ま

以上です。

での経過は、先ほどの答弁では大阪府とも話をし

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

ました。あるいは、入居者の皆さんとも一定の話

○１番（井原正太郎君） ただいまの部長の答弁は、

をして今日に至っておりますというふうなことで

従来の経緯からしますと重大な変更をやっぱりは

ありますけども、部長の方から前回も合意形成に

らんどる答弁じゃないか、このように私は思うん

向けて誠意を持って対応していきたい、このよう

ですね。

に言われておるわけでありますが、その内容が議

確かに、決算委員会でも方向性が質疑されまし

会になかなか伝わってこないと、いわゆる定借の

たし、そして地元の住民の方とも一定の話し合い

件で大阪府と話し合いをした結果、どのような方

で今まで来たというふうなことからしても、本議

向性が見えたのか、見えないのか、あるいは入居

会にその一定の方向性を議長、これは示してもら

者の方と話ししたいわゆる定借の件、あるいはひ

わないかんと思うんですが、今の答弁では若干意

ょっとしたらほかの項目も挙げてすり合わせした

を尽くしてない、私はこう見るんですが、今後の

というふうに伺えるわけなんですが、それが所管

方向性について、文書でもって議会に示していた

の委員会、議会には伝わってきてない。本議会で

だくことができるんかどうか、この点だけ。

具体な御答弁をお願いしたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） ただいまの議

○都市整備部長（山野良太郎君） 住宅につきまし

員の御指摘は、文書でというお話ですか。今後の
考え方についてということでございます。

て再度の御質問でございます。
現実には、こうする、ああするというふうな具

現在のところ、先ほどお話しさしていただきま

体のところまではいってはございません。先ほど

したように、地元の方には御迷惑をおかけすると

も御答弁を申し上げましたように、定借等を中心

いうことで、そういうふうな方向性を示させても

に双方議論をしていると、また府の方にもお話に

らってます。現在のところ、それで了という回答

行っておるというところでございまして、これに

はまだいただいておりません。ですから、その辺

しようと、またこれでいこうというところまでは

もありますので、これらの部分をもう少し整理さ

至ってはおりません。

していただいた上で、新たな方向性ということで

ただ、府の方としても、内容につきましては非

お示しさしていただこう、このように思っており

常に御理解をいただきまして、柔軟に対応をする

ます。よろしくお願いします。

ということでございますし、我々も双方円満に解

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

決をするということでございますから、お互いに

○１番（井原正太郎君） 極めて重要なことであり

努力するということで、定借にはこだわらないと

ますから、所管の委員会並びに本議会に私は資料
をきちっと提出していただきたいと。議長、ひと
つよろしく御配慮の方をお願いいたします。

いう思いもございます。
要するに、円満解決ということにつきましては、
一方的に市の方が解決案を出して、これでどうや

次に、質問を移らせていただきます。住宅問題
についてであります。

ということではなしに、お互いが努力をして解決
の方法、これについて協議をし、１７年の末まで

−３０−

に解決をするということでございまして、私はで

○都市整備部長（山野良太郎君） まず、最近では

きるだけ期日にこだわらず、早い時期に和解をし

１１月の１０日、私と助役と担当課長、３人で行

たいなというふうに考えてるところでございます。

ってまいりました。少し答弁の説明が悪かったの

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

か、定借について府が理解を示したということで

○１番（井原正太郎君） 山野部長の答弁、若干具

はございません。市の立場、それに３住宅の方々

体性に欠くなというふうに私は思うんですが、じ

の立場、そういう今置かれているところ、そうい

ゃ大阪府の方に部長初めどんなメンバーで行って、

うところを十分理解していただいたということで

本当に定借も含めた交渉の中で、具体に――今の

ございます。ただ、定借については非常に難しい

話でありますと、深く理解をしていただいたと、

と、府としては難しいというような見解でござい

府の方は定借方式に関しても大いに理解をしても

ました。

ろうたというふうな報告でありました。

ただ、現在、定借等ということでございますか

その反面、定借にこだわらず進めてまいりたい

ら、私も一定、定借についての代表の方々との御

と。これは同じ部長の口から出た答弁の中であり

協議、またほかにそれよりもいい解決方法がある

ますけれども、非常に具体性に欠けるなと。本議

なら、別に定借等にこだわらずお話をしていきた

会での答弁にしては、ちょっと説明不足かなとい

いというふうに考えておりますので、最終が１７

うふうに私は思うんですね。

年の３月ということになっておりますから、それ

だから、府の方が実際問題、この定借のことに

まで引き延ばすということではなしに、できるだ

関して理解を示した。どういうふうな理解を示し

け早い時期に方向性を出し、円満解決をしたいと

て、どういうふうな方向性に府は持っていこうと

いうふうに考えてるところでございます。

しとるんかという点ですね。その点、具体に示し

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

ていただきたいと思います。行かれたのは部長あ

○１番（井原正太郎君） 私がとらえ間違いをした

るいは課長で行ってこられたのかどうかですね。

のかどうかわかりませんが、大阪府の方は深く理

それから、１７年３月までお互いがしっかり和

解を示したのではなしに、大阪府は難しいと言っ

解をしていきましょう、この点はよくわかります。

たというふうに今答弁いただきました。これを解

しかし、そのプロセスにおいて、市からああする

決しようと思うたときに、ほかにいい案があれば、

んだ、こうするんだというふうなことではなしに

その方向に向かって頑張っていきたいというふう

というふうに言われましたけども、市がこれ提示

なことなんですが、具体的に示すのは一体どこな

をしないと、入居者は一定の希望があると僕は思

のだと、こう考えたときに、市がきちっと示して

うんですけども、その辺はいかがなものかと。具

あげなかったら、入居者の方は非常に困るんじゃ

体に精力的に市の方でやはり法的裏づけのもとに、

ないか。これがもし定借がだめであれば、一部払

こういう形でどうかというふうなことを示してい

い下げもあるんですよとか、非常に難しいですが、

かないと、なかなか入居者の方でそこまで詰めて

こういう形での解決法等もありますよというふう

いくということは、非常に難しいんではないかと

なことを示していかないと、これ解決にならんの

いうふうに思うんですね。

と違いますか。

今、言われましたように、双方向ではなしに、

私が心配するのは、山野部長の残された期限を

もっと市が具体的に示していかないと、１７年３

考えますと、私は非常に心配しておるわけであり

月というのはそこまで迫ってますよと。市長も前

まして、ひとつ大きくけじめをつけておいてもら

回、すぐ来ますよということで精力的に進めなさ

わないと、１７年３月というのが次にバトンタッ

いというふうなことの指示が出とるはずなんです

チされるであろう方が大変困るやろうというふう

ね。そういうふうなことを踏まえて、改めて答弁

に私は思うんですね。だから、言い過ぎなところ

をお願いします。

もあるんですけども、その点も改めてひとつ方向

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

づけを明確にしてもらいたいというふうに思いま
−３１−

す。

それと、信達樽井線の先ほど１８年度までは影

それから、もう１点確認したいのは、信樽線の

響がないということでございますが、将来的には

整備区間についてでありますけども、関係する住

影響がございますので、これについても現在既に

宅は平成１８年までの整備計画には入っていない

そういう話が出ておりまして、これについてもそ

というふうにこの前の議会では答弁されましたが、

の話の中で解決をしてまいりたいなというふうに

じゃ最終どのような姿になるのかということをひ

考えておるところでございます。

とつ示していただきたいというふうに思います。

それと、死亡された方の権利等につきましては、

そうであれば、入居者とも今の話し合いに加えて、

これは権利がないというふうに私どもは考えてお

これも具体に進めていかないと、とんでもないこ

ります。

とになるな。だから、１８年まではこれでいいと。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

しかし、最終の姿はどうなんだということも示し

○１番（井原正太郎君） ありがとうございます。

てもらわなければならんなと。

双方の協議ということについては、部長は一定の

時間の都合でもう少し質問させてもらいます。

メニュー、これを出すというふうなことの話を今

今、３点ほど質問さしてもらいましたが、答弁

答弁をしていただいたんですけども、当然私はこ

の方をよろしくお願いしたいのと、あと私がよく

の話し合いの中で、市の方が主導的にその役目を

知っとる方が、先般不幸にしてこの団地の方が亡

果たさなきゃならんだろうなと。

くなられました。この方の家族は、御本人が一人

いわゆる定借が大阪府の方では非常に厳しいん

でお暮らしになられておったんですけども、この

ですよというふうなことの今答弁をいただきまし

方のいわゆる権利という問題では、裁判でも係争

た。じゃ、ほかのメニューはどういうメニューが

されまして、和解の折にも一定のお金も受けられ

あるんかということをやはり早急に詰めていただ

ている、このように理解をしております。

いて、そしてテーブルに乗せていただきたいとい

この方の権利の相続ですね。このことに関して

うふうに思うんですね。

は、私は一定の資格が生ずるものというふうに理

ただいまお亡くなりになった方の権利の相続の

解しておるんですけども、その交渉の権利を有す

件でありますけども、これは今の答弁からすると

ると理解していいのかどうか、この点も改めて御

消滅するのだと。そこら辺の根拠についてどこに

答弁をお願いしたいと思います。

求めたらいいのか。それが整理されておれば示し

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

ていただきたいのと、あの住宅からいたしますと、

○都市整備部長（山野良太郎君） 私の後の残り部

非常に高齢者の方もあると思うんですね。今後同

分まで御心配をいただきまして、ありがとうござ

じようなケースも当然出てくると思うんです。そ

います。できるだけ私としてはその期間に方向性

ういった方々の入居者のために市の配慮はどのよ

ぐらいは出したいというふうには思っております

うにしておられるのか、この点もひとつ答弁をい

けれども、万々そうでなかっても、次の方にきち

ただきたいと思います。

っと引き継ぎをするということでございますので、

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

御心配はないかというふうに思っております。

○都市整備部長（山野良太郎君） 権利の件でござ

ただ、今回、双方でということで、双方円満解

いますけれども、現在、きちっとしたことで調べ

決をするということでございますので、当然、我

てはございませんけれども、あくまでも申込者が

々としても、ある程度のメニューというのは出さ

死亡したときには、これは権利が消滅するという

なきゃいけないというふうには思っておりますけ

ことは当然でございまして、これの法的根拠ある

れども、これは話の協議の中で出てくるものでご

いはそういうことについては、今後きちっと整理

ざいますので、これはそれなりに努力をし、お互

をしていきたいというふうに思います。

い円満解決を図ってまいりたいというふうに思っ

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

てるところでございます。

○１番（井原正太郎君） いずれにいたしましても、
−３２−

１７年３月という非常に大きなエネルギーを費や
して今日にまで至った係争の事案であります。そ

午後３時４１分 再開
○副議長（市道浩高君） 休憩前に引き続き会議を

ういった意味では、今部長も示されましたけれど

開きます。

も、私は積極的に市の方から解決のメニューある

次に、２番 竹田光良君の質問を許可いたしま

いはスケジュールをきちっと出して、そしてやっ
ていくべきであろうなというふうに考えるわけな

す。竹田君。
○２番（竹田光良君） 皆さんこんにちは。公明党

んですね。

の竹田です。議長にお許しをいただきましたので、

そういった意味では、僕は１回まとめて担当助
役の方で、本議会の中でその方向性、答弁をきち
っとしていただきたいなと思います。

平成１５年第４回泉南市議会定例会におきまして、
一般質問を通告どおり行わしていただきます。
大綱第１は、泉南市のコミュニティバスことさ

○副議長（市道浩高君） 中谷助役。

わやかバスについてです。

○助役（中谷 弘君） ３団地の問題でございます

昨年の２月より運行を開始したコミュニティバ

けれども、私も入居者の方と話し合いの中に入ら

スことさわやかバスは、１年間の試行期間を経て

していただいております。それと、先ほど山野部

本年より本格的に運行を開始されました。平成１

長から申し上げましたように、府の方へも話し合

４年の２月以来、利用者数については年々増加し、

いに行っておるところでございます。

大変好評であるとお聞きしており、今や泉南市民

現在、覚書にありますように、定借等を含めと

の皆様の足として活躍されておられます。このコ

いうことの中でございますので、まずもともと定

ミュニティバスについては、近隣各市町において

借の話が出ておりましたので、その定借の中でど

も運行されており、今や各行政の施策という点で

ういう形で解決ができるんかということについて

は欠かせないものであります。

も、現在入居者の方と円満に話し合いを進めてい

話は変わりますが、現在私たちの日本は、未曾

るというところでございまして、それがだめなら

有の車社会となっております。１家に１台の車は

他のメニューという形にもなるわけでございます

当たり前、２台、３台所有する時代であると言っ

けれども、並行して我々としても別のメニューも

ても過言ではありません。しかしながら、一方で

今検討はいたしておるところでございます。

少子・高齢化時代が今後進むにつれ、これまでの

府の方へも相談はしておるわけでございますけ

ような右肩上がりの車社会の構造が続いていくか

れども、それが解決に向けるのかどうかというこ

は疑問であり、今後一定のピークを迎え、車の所

とも含めて、我々としては精力的に話し合いをし

有者は多いが、利用者は少なくなるような時代が

ていくというスタンスで臨んでおるわけでござい

来るのではないかとも考えられます。

ますので、平成１７年３月というふうに覚書は結

そうなりますと、電車やバスといった交通機関

んでおりますけれども、我々はもっと早く一定の

をかつてのように多く利用するような時代が再び

答えを出すという考え方で、現在話し合いをして

やってくるのではないかとも思われます。よって、

るということで御理解をいただきたい。そこまで

今後もこのようなコミュニティバスのより以上の

かかってしまいますと、入居者の方にも大変迷惑

施策の充実というものが求められると思われ、今

がかかるという認識は持っております。ですから、

からその準備に入ることが大切ではないかと思わ

それよりも早く一定の解決方法について出してい

れますが、いかがでしょうか。

きたいというふうに考えております。

そこで、少々お伺いいたしますが、まず本市の

○１番（井原正太郎君） 結構です。

コミュニティバスの現在の運用状況と今後の事業

○副議長（市道浩高君） 以上で井原議員の質問を

展開についてですが、具体的には今も要望の多い

終結いたします。

停留所の増設並びに路線の拡大についてお聞かせ

３時４０分まで休憩いたします。

ください。

午後３時 １分 休憩

また、この件についても非常に多いと思われま
−３３−

すが、バスの増便についても２点目にお聞かせく

大綱３点目は、泉南市の悪臭問題についてです。

ださい。よろしくお願いいたします。

先日、向井市長のもとにこの悪臭についての嘆

大綱第２点目は、道路行政についてお尋ねいた
します。

願書並びに署名が届けられました。署名用紙２，６
７０枚に署名人数２万６，５１７人という大変な数

第１点目に、砂川樫井線と新家駅前の渋滞解消
についてです。

でありました。署名人数２万６，５１７人というの
は、いかにこの問題で多くの方が被害に遭われて

これまでもこの場において何度かお話し、また
指摘をさしていただいてきました新家駅前の踏切

いるか、またその関心度が高いかをあらわしてい
るものと思われます。

による渋滞は、解消されるどころか年々交通量が

しかしながら、今もってこの問題については解

増加し、時間帯によっては大変な混雑で、運転手

決されていませんし、また今後２万６，０００人と

の心理としては我先にとの思いから本当に殺伐と

いう多くの方に御協力、また後押しをいただき、

し、事故が起こらないのは不思議なくらいの状況

一日も早く問題解決されなければならないと思わ

のときがあります。

れます。

特に、岩出方面からの渋滞と、最近は中谷病院

さて、そこで１点目として、現在の悪臭の状況

あたりを境に、楠台方面からの車に樫井方面から

と、最近株式会社バイオネット研究所というとこ

の車が合わさり、平日の夕方または土・日につい

ろがグリーン産業と共同経営を行っているとお聞

ては大変な混雑の状況であります。

きしますが、このあたりの実情、現状をお聞かせ

そういった意味からも、この砂川樫井線の完成
が待たれるところでありますが、その砂川樫井線
の進捗状況をお聞かせください。また、完成後は

ください。
２点目には、今後の取り組みと次回の許可申請
への対応についてお聞かせください。

新家駅前の渋滞がどの程度解消されるのか、予測

大綱第４は、美化条例についてです。

されておりましたらお聞かせください。

２１世紀のキーワードの１つに環境という言葉

２点目は、バリアフリー化計画についてです。

がございます。また、同時に地域の美化について、

少子・高齢化社会や障害者の方たちが安心して

近年本当に高い関心が持たれております。美化条

暮らせるまちづくりの１つに、バリアフリー社会

例については、これまでも何人もの諸先輩議員の

の形成は今後本当に大切であると思います。本市

方々も取り上げられ、質問をされてきた経緯があ

につきましては、泉南市バリアフリー基本構想を

ると私自身も理解しております。よって、大変市

策定されていますが、その進捗状況はいかがでし

民の皆様においても関心度が高く、条例化が待た

ょうか。また、この泉南市バリアフリー基本構想

れるところであります。

以外の地域についてのバリアフリー計画はどうな
っているのかをお聞かせください。

それに対し行政は、本定例会において条例制定
をとおっしゃっていましたが、結論的には延期と

３点目は、道路維持修繕事業についてです。

いうことだそうですが、その背景とこれまでの取

市道１８４キロメートル、その他が１０キロ、

り組みについてお聞かせいただきたいと思います。

路線数３６４あるということをお聞きしています

よろしくお願いいたします。

が、本市の道路維持修繕は問題が山積みしてるの

大綱５点目は、関空問題についてです。

ではないかと思われます。道路も２０年、３０年

関西国際空港は、来年で早いもので開港１０周

たつと当然傷みは激しくなります。また、先ほど

年を迎えます。何かと話題が尽きなかった開港か

も触れましたが、今後高齢化社会を迎えるに当た

らの１０年であったように思われますが、ここ最

り、道路の修繕の要望は非常に多いものと思われ

近の話題は、常に逆風にさらされることが多いよ

ます。そこで、今後どう市道の道路維持修繕を行

うに思われます。

っていかれるのか、その計画などありましたらお
聞かせください。

特に、あの米国同時多発テロ以降は旅客数も激
減し、また現在２期事業が行われている最中であ

−３４−

りますが、２００５年には神戸空港の開港もあり、

部長に改めて泉佐野市長と一緒にこの問題の早期

国内線はさらに打撃を受ける可能性もあり、大変

解決を強く訴えてまいったところでございます。

厳しい状況であります。私は、今こそ次の１０年

また、先般１１月１７日に、私と泉佐野市長と

を目指して、地元と関空が新たな展開でより協力

一緒に環境農林水産部長に対しまして、期限があ

し、関空復興に尽くしていかなければならないと

とわずかでまた切れると、更新の時期を迎えると

思われますが、いかがでしょうか。

いうこともありまして、それまでに速やかにこの

そこで、１点目として、関空の現状と地元の支

においの問題が解決しない以上は、更新は認める

援策についてお伺いします。

ということをしてもらっては困るということを強

２点目は、２００５年には神戸空港が開港し、

くお話をしてきたところでございまして、地元で

伊丹と関空と大阪湾３空港時代を迎えるわけであ

もそのときには、モニター制度をやっております

りますが、その３空港の役割についてお聞かせく

よ、あるいは署名活動をされておられるよと、そ

ださい。

れが整えばまた改めて府の方に地元から提出があ

３点目は、２期事業の進捗と今後の事業展開に

ると思うよという話もさしていただきまして、両

ついてです。よろしくお願いいたします。

市長で強くこの点についてお話をしてきたところ

以上で壇上からの質問を終わらしていただきま

でございます。府としても一生懸命指導に取り組

す。御清聴ありがとうございました。

んでいるということでございまして、やはり我々

○副議長（市道浩高君） ただいまの竹田議員の質

が行った趣旨については十分理解をしているとい

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

う回答でございました。

○市長（向井通彦君） 私の方から、悪臭問題につ

いずれにいたしましても、泉南市始まって以来

いて先般協力要請の行動がありましたので、その

の約２万６，５００人という多くの署名をいただい

点についてお答えを申し上げます。

ておりますので、このことを真摯に受けとめて、

去る１２月１０日に踊山区の悪臭対策委員会委

私どもも地元の皆さんと同じ気持ちで、大阪府に

員長と新家地区の区長連絡協議会会長、そして新

対してこれを契機にさらにより一層近隣市長、町

家踊山区の区長さん連名で、私に対しまして悪臭

長とも連携をとりながら、この問題についての解

問題解決のため大阪府知事への協力要請をしてい

決を目指して取り組んでいきたいと、このように

ただきたいということで、署名を添えられてお持

考えているところでございます。

ちをいただきました。

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

その席には、４人の新家地区の在住の市議会議

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

員の皆さんも御同席になりまして、私、直接この

第１点目のさわやかバスについて御答弁さしてい

要請をいただいたところでございます。約２万６，

ただきます。

５００人という大変多くの皆さんが、この問題に

現在、さわやかバスは市役所、あいぴあ泉南な

ついて大変悩んでおられます。また、悪臭によっ

ど公共施設を中心として、市内のそれぞれの地域

て文化的な生活について非常に侵害されていると

を循環する４つのコースを設定し、各コース１日

いう内容をお聞きしたところでございます。

４便ずつ、計１６便を２台のバスでフル稼働で運

私といたしましても、この要請以前に昨年１２

行しているところでございます。

月２６日にも大阪府へ参りまして、この問題につ

運行開始以来間もなく２年を経過するところで

いての根本的な解決のための強力な指導をお願い

ございますが、この間バス停の新設７カ所、これ

をしてきております。私、行きましたのは２６日

に伴いルート変更も２カ所設定し、利用者の方々

でございまして、２５日には泉佐野市長も同様の

の利便性を向上させていただいたものというふう

趣旨で行っておられます。

に考えております。

また、ことしに入りまして、８月４日に大阪府

また、利用者数につきましては、平成１４年度

幹部と市長会との懇談会の席上で、環境農林水産

は１月平均７，３００人で、年間８万７，５６９人の

−３５−

利用がございましたが、平成１５年度に入り１月

素案の内容といたしましては、市、市の滞在者、

平均約８，０００人、１１月末現在で６万４，２８６

通過者を含む市民等、また飲食物等の自動販売機

人の利用があり、年間１０万人近い方々に御利用

設置者等の事業者の責務を規定し、それぞれ協力

いただけるものというふうに考えております。

し合って空き缶、吸い殻等のごみの散乱を防止し、

御指摘ございましたバス停の増設につきまして

美しいまちづくりを目指すものでございます。

は、御要望をいただければ、その場所について現

素案につきましては、今後も委員会で御協議い

地の状況調査を行い、バス運行事業者や泉南警察

ただいた後、成案を作成し、３月の議会において

署等の各関係機関との協議を行いたいというふう

提案させていただく予定でございます。本美化推

に考えております。

進条例制定後は、先ほども申しましたとおり、市

また、路線拡大につきましては、現在運行して

民の方々、また事業者の方々に御協力いただき、

おります４コースでほぼ市内を網羅してると考え

ごみの散乱のない美しい環境づくりを目指してま

ておりますが、大規模の住宅の開発等によるルー

いりたい、このように考えておりますので、御理

トの変更は、今後も検討してまいりたいというふ

解のほどお願いしたいと思います。

うに考えております。

以上でございます。

それからまた、バスの増便でございますけれど

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

も、この御要望におこたえするということになり

○都市整備部長（山野良太郎君） 竹田議員から道

ますと、現在バスがフル稼動していることから、

路行政につきまして御質問がございましたので、

ハード的な要素であるバスの台数をふやす必要が

私の方から御答弁を申し上げます。

生じてまいりまして、運行経費的な問題が生じま

まず、砂川樫井線と新家駅前の停滞解消につい

すので、今後財政部局と調整しながら検討を進め

てでございますが、前回も同じような御質問がご

てまいりたいというふうに考えております。そし

ざいました。私どもも新家駅前の朝夕の通勤・通

て、最終的にはよりたくさんの市民の皆さんの御

学のラッシュ時に交通停滞が起こるということに

利用をいただける公共交通システムづくりを進め

つきましては、十分認識をいたしております。

てまいりたいと考えておりますので、御理解賜り
たいというふうに思います。

現在、施工中でございます都市計画道路砂川樫
井線、市場長慶寺砂川線を早期に完成させること

続きまして、悪臭の問題について、この件につ

によりまして、駅前付近の通過交通を分散させて、

きましては、市長が大半御答弁いたしましたので、

駅前付近の交通混雑の緩和が図れるのではないか

私が重複する部分は皆避けさせていただきまして、

というふうに考えております。

１点だけ御指摘ございました、今新しい会社がと

市場長慶寺砂川線の進捗状況でございますが、

いう話でございますけども、この会社につきまし

第３回の定例会におきまして、尋春橋のかけかえ

ても我々の方、現在その会社の情報収集というこ

を行うためにＪＲとの基本協定の議会の承認をい

とで努めているということで御理解いただきたい

ただきまして協定を締結し、代行発注を行ったと

と思います。具体的なお話については、まだもう

ころでございます。また、それ以外の本年度の工

少し時間が要るかなというふうに思います。

事といたしまして、和泉泉南線との交差部及び本

それから、美化条例について、これまでの取り
組みということで御答弁申し上げます。

線部分の改修工事を発注したというところでござ
います。

現在まで他市の美化条例等を検討し、ごみのポ

また、砂川樫井線の進捗の状況でございますが、

イ捨てのない美しいまちづくりを目指した条例制

現在、用地交渉について鋭意交渉に努めていると

定に向け検討を重ねてまいりました。そして、先

いうところでございます。今後、尋春橋のかけか

般美化推進条例の素案を作成し、厚生消防常任委

えの工事に約１年半程度かかります。その後、両

員協議会にお示しさしていただいたところでござ

路線の取りつけ工事を行うということで、平成１

います。

７年度の完成を目指して努力をしてまいりたいと
−３６−

いうふうに考えておるところでございます。

〔傍聴席より発言する者あり〕

それと、バリアフリー化の計画についてでござ

○副議長（市道浩高君） 金田総務部次長。傍聴者

いますが、御承知のとおり平成１４年度に作成を
いたしました和泉砂川駅周辺地区交通バリアフリ

の方、お静かにお願いします。
○総務部次長（金田俊二君） それでは、私の方か

ー基本構想では、和泉砂川駅を基点に平成の２２

ら関空問題について御答弁申し上げます。

年までに行うべき駅またはバス車両のバリアフリ

まず、関空の現状と地元の支援策についてでご

ー化の推進、一定の地域において周辺道路、信号

ざいますが、関西国際空港の国際線につきまして

機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進

は、イラク情勢やＳＡＲＳの影響により旅客数、

する内容が盛り込まれておるところでございます。

便数とも大きく落ち込んでおりましたが、関空自

道路の整備につきましては、歩道の幅員の確保、

身や各方面の努力によりまして、この１１月には

段差の解消、縦横段勾配の調整、点字ブロックの

前年度を超える状況となったところでございます。

設置等を管理者が行うことというふうになってご

しかしながら、国内線につきましては、伊丹への

ざいます。今年度におきましては、国道２６号線

シフト等の影響もございまして、ピーク時に比べ

及び府道泉佐野岩出線の歩道の整備、市道樽井大

て就航都市、便数とも半数程度となっている現状

苗代新家線の電柱移設が行われているというとこ

でございます。

ろでございます。

御承知のとおり関西国際空港は、国際線と国内

駅前広場等の基本設計並びに都市計画道路信達

線が相互に乗り入れる利便性を生かし、我が国唯

樽井線及び砂川樫井線の２路線につきましても、

一の２４時間運用が可能な国際拠点空港として役

和泉砂川駅前における道路線形、踏切等の鉄道施

割を果たすためにも、国内線の充実は必要不可欠

設との整合につきまして関係機関との協議を行っ

なものでございます。

ているところでございまして、都市計画決定に向

本市といたしましても今後は従来の各方面への

け作業を行っているというところでございます。

改善要望だけではなく、民間の方々ともお互い協

それと、道路維持修繕事業についてでございま

力して、関西国際空港の利用促進に向けて取り組

すが、先ほど議員もおっしゃったように、市道が

むことが重要であると考えております。幸いにも

３６４路線、総延長１８４キロということで、私

来年は開港１０周年という節目の年であり、現在

ども生活道路とあわせて管理しているというとこ

関西国際空港株式会社を中心として１年間を通じ

ろでございますが、年々道路延長がふえてきてい

て利用促進のイベント等を計画しているところで

るという中で、区や自治会等々から多数の要望が

ございますので、地元市として積極的に協力、参

寄せられ、私どもとしては現地調査を実施した上

加してまいりたいと考えているところでございま

で、長期にわたるものあるいは緊急性の高いもの

す。

など優先順位をつけまして、地区の関係の方々と

次に、３空港の役割についてでございますが、

協議をした上で維持補修に努めているというとこ

２００５年の神戸空港の開港に伴いまして、半径

ろでございますが、何分都市整備部にお金がない

２５キロ内で３つの空港が稼動することとなるわ

ということは、非常につらいことではございます

けでございます。

けれども、今後限られた予算の範囲の中でより効

関西３空港の役割につきましては、平成１４年

果的に道路の維持管理に努めてまいりたいという

１２月の交通政策審議会の航空分科会におきまし

ふうに考えております。十分それに対応できてる

て、今後の空港及び航空保安施設に関する方策に

かというと、できていないと言うほかないという

ついての答申の中で明確に示されてございます。

ことでございますが、私どもできるだけ皆さんの

関西国際空港は、我が国の国際拠点空港として

御要望にこたえるべく努力してまいりたいという

関西圏や西日本を中心とする国際航空需要に対応

ふうに考えております。

するとともに、国際線、国内線の乗り継ぎ利便を

以上です。

確保した国際都市間競争に必須のインフラとして
−３７−

の機能を担いながら、関西圏の国内航空需要に対

大や、また停留所問題、それから先ほど触れられ

応する役割を有している。

ました台数の問題というのが、やっぱり今後は大

また、伊丹空港は関西圏における国内線の基幹

きく課題になってくると思うんですね。

空港としての役割を有しており、神戸空港は１５

今の現状といいますのは、１日４便が停留所に

０万都市神戸市及びその周辺の国内航空需要に対

とまって走らせると。約２時間に１便というよう

応する地方空港としての役割を有することとなる

な状況なんですけども、ただ他市と比較してどう

と、それぞれ位置づけているところでございます。

こうというわけじゃないんですけども、例えば隣

本市といたしましては、答申に沿って明確な役割

の泉佐野市はたしか３台で走らせて、これ１日８

分担がなされるべきであると考えているところで

便ですかね、平日は。たしか走ってると思います。

ございます。

また、阪南市においても５便ほど走ってたと思い

次に、２期事業の進捗と今後の事業展開につい

ます。

て御答弁申し上げます。

そんな中で、泉南市４便というのは、その辺行

関西国際空港が本格的な２４時間空港のメリッ

政の方も非常におわかりのことだと思うんですけ

トを生かし、国際拠点空港として世界に羽ばたく

ども、多いんか少ないんかといったら、決して多

ためにも、現在進められております２期事業によ

くはないと思うんですね。その辺は重々おわかり

って新たに平行滑走路を早急に整備をすることが

になってると思うんですけども、今後そういった

重要であると考えております。

意味では、先ほど部長の答弁にもありましたとお

２期工事の進捗状況につきましては、平成８年

り、やはりその利便性とか、また市民の皆さんの

に着工以来、工事は順調に進んでおりまして、こ

要求をかなえていきたいという部分においては、

の１１月の２８日現在で約４２１．７ヘクタールが

今後ほんとに今の運用をずっと続けていくのか、

陸化し、埋立工事の最終工程でございます２次揚

またそれとは別にほかにいろんな戦略的なことを

土工事がスタートしたところでございます。

お考えになってるんかですね。その辺をもう一度

なお、埋め立てについての進捗率は、施工数量

少しお聞きしたいと思います。

ベースで約７９％と順調に進んでいるところであ

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

り、本市といたしましては、２００７年の供用開

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 今、竹田議員

始に向けて円滑かつ着実に事業が進捗することを

御指摘のとおり、やはり我々の方のコミュニティ

切に願っているところでございます。

バスの方は台数もほかに比べて少ない、便数もや

以上でございます。

はり少ないというふうなことは、これは否めない

○副議長（市道浩高君） 竹田議員。

事実でございます。我々の方も年々増加するこの

○２番（竹田光良君） 一定答弁をいただきまして

利用者にこたえるために、その辺の努力はしてま

ありがとうございました。それでは、再質問をさ

いりたいというふうに思っております。

せていただきます。

我々の中では、担当としましては、ほかにも路

まず、さわやかバスについてでありますが、こ

線バスとかいうのは走っておりますので、これら

のバスについては、先ほど壇上でもお話しさせて

を統合化するとか、このような方法がないか、そ

いただきましたけども、利用者も非常に多い。年

してより効率的な方法はないかというような形で

々ふえてきてるということで、現況では４コース

今検討を加えさしていただいております。ですか

ですかね、４コースを２台で２コースずつ走って

ら、その辺も含めて、なるべく御期待にこたえら

ると。

れるような形で我々もこれからも努力していきた

今後の課題としては、後でちょっと、きょうは

い、このように思っておりますので、よろしくお

一番初めにありましたけども、合併に絡むような

願いしたいと思います。

話もちょっとお聞きしたいなとも思う分もあるん

○副議長（市道浩高君） 竹田議員。

ですけども、それとは別として、当然コースの拡

○２番（竹田光良君） 非常に努力をされていくと
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いうことなんですが、現状からいきますと、１台

すけど、１枚月２，０００円ぐらいだというふうに

台数をふやすということも大変な状況であると。

聞いております。民間の南海ウイングさんがやっ

例えば、１台をふやすにしても、その辺について

ているのは１枚年間で２万円とか、このような金

大体１，０００万から１，５００万ぐらいかかってし

額というふうに聞いております。ですから、この

まう、そのようなお話というふうにお伺いしてま

辺のところの状況はちょっと把握させていただい

すけども、じゃ具体的にそうしましたらどうして

ておるんですけども、今まだそれをするかどうか

いくか。また、そうすると旅客数なんかも非常に

という議論については、もう少しちょっと時間を

かかわってくると思うんですけども、今のところ、

欲しいと思っております。

先ほどの答弁もありましたとおり、旅客数が非常

現在は、そのスペースを有効に使うということ

にふえている。年間１０万人ということでふえて

で、運転席の後ろに市とか警察署からの広報を張

いってるんですけども、その中でもやっぱり偏り

らしていただいて啓発さしていただいてるという

もあると思うんですね。

のが実情でございます。今の御意見は、検討はし

そのコースによっては、非常に多いところ、少

ておりますけれども、再度また御意見として賜り

ないところがあると思うんですけども、それもだ

ましたので、もう一度進めてまいりたい、考えて

んだん、今でも非常に時間帯、また場所によって

いきたい、こんなふうに思っておりますので、よ

は、もうほんとにギュウギュウで満員で乗ってる

ろしくお願いします。

という、そんな状況もあると思うんですけども、

○副議長（市道浩高君） 竹田議員。

そういうのもやっぱり解消していかなければいけ

○２番（竹田光良君） 今走ってるバスは、中につ

ない。そうすると、やっぱり台数というものが必

いても、また外についても非常にきれいな色もし

要になってくると思いますね。

てますし、広告というのをつけるとなれば、非常

じゃ、財源をどこかに求めていかなあかんとい

に美観が損なわれるようなこともありまして、こ

うことで、そこに行き当たってくると思うんです

れもやっぱりひとつ考える必要もあるかなと思う

けども、これは１つの考え方というか、あれだと

んです。ただ、それは今部長がお示しされたとお

思うんですけども、そうなると例えばその努力の

り、阪南市なんか中で確かに広告を募集されてて、

１つとして、バスに広告なんてというのがまた１

それについて３社、４社ぐらいの問い合わせもあ

つ考えられんこともないような状況になってくる

るような話もお聞きしましたけども、これで１カ

と思うんですけども、具体的にそういったことに

月２，０００円とかそんなんじゃ、とてもじゃない

ついて言及して、原課としては考えられてるのか、

ですけど、話にならない話になってきて、じゃそ

また考える余地があるのか、ちょっとその辺お聞

れをカバーしていくというたらどうするかという

かせをいただけますか。

たら、よくありますけど、外に大きな看板という

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

ような形になってくるんかということになります

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） ただいまの議

けども、そうなりますと確かに美観が損なわれた

員の広告を検討してみたらという御意見でござい

りとか、またこういう不景気ですので、そこがま

ます。

た埋まってしまうのかという問題もあると思いま

我々の方も、その辺のところも検討はさしてい

す。

ただいております。原則といたしましては、公共

ただ、その辺を何とか工夫しながら、やはりも

の交通性が強いということから、ある程度広告主

う１台走らせて、何とか泉南市のバスについて、

を限定しなければならないとか、こういう制約は

より充実をという声は非常に多いと思いますので、

あるという上でいろいろ検討はさしていただいて

どうか努力をされてお願いしたいと思います。

おります。

その中で、これを最後にしたいなと思うんです

例えば、阪南市さんなんかも中づりなんかでや

けども、今後１つには合併ということがあって、

っております。単価もちょっとお聞きしてるんで

きょうは真砂議員さんからもそういうようなこと
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で質問されてたと思うんですけども、今のところ、

して、非常に複雑な様相を呈しているわけなんで

当然これについては法定協の方でしっかり協議さ

すけども、ただこれまで一定した答弁というのが、

れる事項だというような、そんなお話だったんか

やっぱりこの砂川樫井線ができますと、一定やは

なと思うんです。

りあそこの交通量は減りますよ、そして渋滞は解

ただ、原課としてはやっぱりこういう形が望ま
しいというのはあるんかなと思うんですけども、
今のままで、例えば今３市２町の中でも田尻だけ

消されてきますよということでずっと答弁をいた
だいてます。
ですから、一日も早い開通といいますか、完成

ですかね、バスを走らせてないのが。佐野、泉南、

が非常に待たれるわけなんですけども、今の状況

阪南、岬とそれぞれ走らしてるわけなんですけど、

から見て、年々車の環境というか状況というのが

今みたいな形態がいいのか、それとも１つでまた

やっぱり非常に変わってきてると思うんですね。

大きくくくってしまって、また新たな形で走らし

ですから、当然完成すればあそこは少なくなりま

ていくのがいいのか。その辺、当然これからの協

す、減りますよという答弁、それはそうなんでし

議事項かもしれませんけど、原課としてはその辺

ょうけども、ずっと言われてきた、年々変わって

どう考えられてるのか、それを最後にちょっとお

きてる環境というものがあって、車というのは非

答えいただけますか。

常にふえてきまして、もともと楠台の坂の上、ま

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

た逆に樫井方面から合わさって非常に多いという

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 当然、合併と

お話もさしてもらったんですけど、平日なんかあ

いう話になりますと、バスの運行自身が合理化さ

のあたりなんか非常に込むことはなかったんです

れるというふうに思っております。ですから今議

ね。でも、つい最近は非常に悪くなってきた、こ

員御指摘のような望ましい形というところまでお

こ何年の間で。

示しできればいいんですけれども、そこまでは現
在まだ考えておりません。

そういった状況をかんがみて、先ほどのお話で
は１７年でしたか、完成を目指しているというん

ただ、先ほども言いましたように、重複してい

ですけども、環境が非常に変わってきてると思う

る路線なんかの簡素化が図られますから、当然そ

んですね。そんな中で、ほんとにそのときに完成

こに同じバスの台数であっても、そのまま合併す

した時点でどれぐらい減るんかな、どれぐらい減

れば例えばコースを走る回数がふえるとか、そう

少されていくのかなというのが非常に疑問視され

いうことがおのずと出てくるかというふうに思い

る部分があると思うんですけども、その辺の目安

ます。ですから、その辺のところを我々これから

といえば非常に答えにくいんかもしれませんけど、

十分協議しながら、効率的な運行ということを目

ちょっと再度きちっとお答えいただきたいなと思

指していきたいというように思いますので、よろ

います。

しくお願いします。

それと、もう１点、この間から非常に気になっ

○副議長（市道浩高君） 竹田議員。

ている部分があるんですけども、ひょっとすれば

○２番（竹田光良君） よろしくお願いいたします。

過去においてどなたかも質問されたかもしれませ

次に移らしていただきたいと思います。道路の

んけど、今ちょうど砂川駅の北側の１番踏切のと

方についてですが、まず砂川樫井線の方ですけど

ころですかね。そこまで、ちょうど片木アルミさ

も、前回もさしていただきましたんで、余りしつ

んのところまで道路が来てると思うんですけど、

こくするなというようなあれかなと思うんですけ

あそこの踏切というのが、あそこも車の量が非常

ど、壇上でもお話しさしていただきましたけども、

にふえてきてます、最近。朝に、それから夕方に

部長の方からもその辺は認識あるよというような

やっぱり車の量がかなりふえてきてるんですけど

お話をいただきましたけど、やっぱり新家の駅前

も、砂川樫井線が開通しますと、あそこはまとも

というのは非常に渋滞しております。

にぶち当たってしまう部分があると思うんです。

もともとのその道路というのが府道になってま
−４０−

そうなりますと、横に砂樫線が走ってる。縦に

車の量が非常にふえてきて、そういう道路があっ

お願いしたいと思います。

て、しかも踏切があるということで、これはちょ

それと、あとバリアフリーについては、前回も

うど聞き取りに来られたときに、どういう対策を

４駅、特にバリアフリーの中で道路なんかもそう

考えてますかと言うたらないような話をされてた

なんですけど、やっぱり駅ですね。泉南市のＪＲ

んですけど、今からしっかりとこの辺は考えとい

の２駅、また南海線の２駅ということで、駅のバ

てあげんと、また非常にいびつな形の交差点にな

リアフリー化、特にエレベーターなんかですね。

りかねないなというふうに思うんですけども、そ

よく他の議員さんなんかも質問をされてるわけな

の辺についても少しお考えがあればお聞かせいた

んですけども、今どうなんでしょう、国の指針で

だきたいと思うんですが。

は１日の乗降客数ですか、これが５，０００人以上

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

であれば優先的にどんどん変えていきますよとい

○都市整備部長（山野良太郎君） 竹田議員から再

うようなそんなあれだったと思うんですけども、

度の御質問でございますので、御答弁申し上げま

この間お聞きしましたら、砂川も当然超えている、

す。

また新家も超えている、樽井も超えていると。岡

議員も御指摘のとおり、砂川樫井線につきまし

田だけ若干足らないというような、そんなお話も

ては、事業認可をとってから相当古いということ

聞いてるわけなんですけども、当然泉南市の基本

で状況も変化してるではないかということでござ

構想からいけば、砂川、また樽井が真っ先にこれ

います。まことにそのとおりでございます。特に、

については手をつけていかなあかんとこなんかな

今までは１家に１台というところが、今日では１

と思うんです。それに伴う財源も大変なんでしょ

人に１台というふうにぼつぼつなってきておりま

うけども、策定計画は２２年でしたか、までとい

して、台数等のことにつきましても相当ふえてる

うことなんで、これはやっぱり一刻も早くしてあ

ということで、今までのとおりの施策でいいのか

げることが利便性の大変な向上につながると思う

というようなことでございますけれども、特にこ

んですね。その辺の見通しなんかひとつお答えい

れといったいい方法が今のところ見つからないと。

ただければありがたいんですが。

特に低廉で早期にできるというものではございま

○副議長（市道浩高君） 山野都市整備部長。

せんので、私どもとしては砂川樫井線、市場長慶

○都市整備部長（山野良太郎君） バリアフリー化

寺砂川線の早期解決に努力するということで、今
後もまいりたいというふうに考えておるところで
ございます。

につきましての再度の御質問でございます。
現在、砂川樫井線周辺といいますか、そういう
ことで関係機関との協議を行って都市計画決定に

それと、多分、砂川線と中の池砂川線の交差部

向けて作業を進めているというところでございま

のことだと思いますが、当然我々もここは危険で

すが、先ほども議員御指摘のように、泉南市には

あるというふうに考えておりまして、これにつき

４駅あるということで５，０００人云々と、そのと

ましてはＪＲ並びに関係機関と協議を行って安全

おりでございまして、あと新家、樽井ということ

対策に取り組むという考えでございますので、よ

でございます。

ろしくお願いを申し上げます。

当然、大きな予算を伴うということでございま

○副議長（市道浩高君） 竹田議員。

すが、我々としては予算獲得も含めて今後とも努

○２番（竹田光良君） これからまた、この中の池

力をしたいというふうに考えております。何年に

の方面ですかね、１号踏切のとこですけど、これ

というわけにはまいりませんけれども、できるだ

は思った以上に、私はこれ開通してしまうと大変

け早くというか、できるだけ努力をして、２２年

な道路状況になるんと違うかなというような懸念

までという年月はございますけれども、それより

をしております。一刻も早くその辺きちっと手を

も早くできたらいいのになというふうに考えてお

打てるように今からしておけば、十分間に合う問

るところでございます。

題かなというふうに思いますので、またよろしく
−４１−

砂川駅前の都市計画決定につきましては、現在

作業を行っておるところでございまして、近日中

住民の方というのは、ほんとに物すごい努力をさ

にできるのではないかなというふうに考えておる

れてます。こういう署名もそうなんですけども、

ところでございます。

先ほどもありましたけど、モニタリング１つにし

以上です。

てもそうですし、大変多くの方にいろんな形でお

○副議長（市道浩高君） 竹田議員。

世話になりながら今進めてる。何とか一日も早く

○２番（竹田光良君） わかりました。この件につ

この問題を解決していきたい。

いてはもう最後にさしてもらおうかなと思います

この間、市長の方に協力要請を出さしていただ

が、道路維持修繕については、これからいろいろ

いた中にも、健康的で文化的な最低限度の生活を

問題が非常に大きく膨らんでくると思います。先

営む権利が侵害されている。一刻も早くこれを取

ほど、一番最初に部長から、大変ほんとに素直に

り戻したいんだと。それがやっぱり地域住民の方

――素直といいますか、もうお金がないんだと、

の願いであると思うんですね。

つらいんだというようなお話がありましたけども、

そんな中で、先ほどちょっとお話しさしていた

そうおっしゃってもやっぱりなかなかそうではい

だきましたけども、グリーンのほかに最近新たな

けないのが現状だと思います。

会社も全く同じ場所で登記されてというような話

この辺、非常に大きな、市道としては１８４キ

なんですけども、それについてでいいんでしょう

ロですか、また路線数としては３６４ということ

けども、何がといいますと、部長の答弁の中で、

で、またどんどんふえてくる可能性もありながら、

今のところその情報を余りつかんでないというよ

ちょっと予算書なんかを調べさしていただくと、

うなお話だったんですけども、１つお聞きしたい

やっぱり非常に年々この辺が削られていってる状

のは、こういうことが参画することによって、新

況もある。

たな事業展開をひょっとしたらするんじゃないか

ただ、道路も先ほどお話しさしていただいたと

とか、また実際それなら２年後ですか、許認可の

おり、やっぱり２０年、３０年たつと非常にでこ

ときは一体どうなるのか。この辺が住民としては

ぼこもでき、現実に私の方にはお年寄りの方がけ

非常に不安な部分があるんですね。

つまずかれてけがされたというような、そんな事

この辺について情報がないという話だったんで

例もありました。また、びっくりするような穴が

すけども、何か情報を持たれておりましたら少し

どんとあいているようなところもありまして、や

お聞かせいただきたいなというふうに思います。

っぱりこれから大きな課題となってくると思いま

○副議長（市道浩高君） 梶本市民生活環境部長。

す。その辺、より効率よくどう保たれていくかと

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） おそらく今の

いうのは、非常にこれからの課題となると思いま

御質問は、今新たな事業所が展開することは可能

すので、またよろしくお願いしたいと思います。

なのかというようなお話かなというように思いま

ちょっと時間がなくなってきましたので、次に

す。我々も、はっきり言いましてその辺は危惧を

移らしていただきたいと思いますが、においの問

しております。

題についてですけども、市長の方も答弁いただき

ただ、この辺のところは大阪府の方の、これも

ましたけども、２万６，０００人というたくさんの

きちっとした意見ということじゃなくて、我々事

方の署名をいただいて、この間も私もその末席に

務レベルの御意見という形でお聞きいただけたら

加えさしていただきまして行かしていただきまし

いいかなと思いますけれども、産業廃棄物の処理

た。

業者ということで、更新するときには、今回もし

きょうはまた、実は府の方へ行ってるんですね。

その新たな会社が更新したときには、これは認め

担当というか関係の区長さんを初め、また区長連

られない、これはもう新たな申請ということでや

絡会の方とか、また府会議員の方もほんとに党派

っていくと、許認可を考えるというのが大阪府の

を超えた、超党派という形で行ってると。まさに

見解でございました。

この署名の数もそうなんですけど、現場というか
−４２−

ですから、今おっしゃってる会社が同じ場所で

そのものの施設をつくって、それで名前を変えて

よって本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

やろうという話については、許認可の話の中は、

明１８日午前１０時から本会議を継続開議するこ

我々事務レベルの中ではそういうふうな形はでき

とに決しました。

ないというふうに聞いております。

本日はこれをもって延会といたします。

ただ、この辺のところも事務レベルの話ですの

午後４時４３分 延会

で、我々もその辺一番危惧しておりますから、今

（了）

後もやはり注意しながらこの辺の経過なども見守
っていきたい、このように考えておりますので、
よろしくお願いします。
署 名 議 員

○副議長（市道浩高君） 竹田議員。
○２番（竹田光良君） もう時間的に最後になると
思います。

大阪府泉南市議会副議長

市 道 浩 高

大阪府泉南市議会議員

大 森 和 夫

大阪府泉南市議会議員

前 田 千代子

先ほどもお話しいただきましたけど、最後に市
長の方で、先ほどお話しいただきましたが、改め
てこれ２万６，０００名の署名をもらってというこ
とで市長のお考えと、またこの間我々新家の関係
の議員４人で行かしていただいたときも要望さし
ていただいたんですけど、長く開かれてなかった
公害対策審議会開催ですね。それについて最後に
お聞かせください。
○副議長（市道浩高君） 向井市長。
○市長（向井通彦君） 要望については、我々も要
望いただく以上に動いておりまして、泉佐野市と
連携をとって、さらに大阪府に対して強く要請を
してまいりたいと思います。
それから、公対審につきましては、諮問に応じ
てということになっておりますけれども、大きな
問題でもございますし、においの問題、それと最
近では水質の問題も出てきましたんで、開く方向
でまた会長とも御相談をしたいと。審議会は会長
が招集すると、こうなっておりますので、年明け
にも会長と相談して、今年度中に開くように要請
をしていきたいと考えております。
○副議長（市道浩高君） 以上で竹田議員の質問を
終結いたします。
お諮りいたします。本日の日程は全部終了して
おりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ延
会とし、明１８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〕
○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。
−４３−

