
午後１時３１分 開議

○議長（堀口武視君） ただいまから平成１６年第

１回泉南市議会臨時会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１６番 島原正嗣君、１

７番 角谷英男君の両君を指名いたします。

お諮りいたします。次に、この際、泉南清掃事

務組合議会議員６名の選挙についてを日程に追加

し、直ちに議題といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、泉南清掃事務組合議会議員６名の選挙につ

いてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決

しました。

選挙第３号 泉南清掃事務組合議会議員選挙に

ついてを議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選によりたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って選挙の方法は、指名推選によることに決しま

した。

さらに、お諮りいたします。指名の方法につき

ましては、議長において指名することにいたした

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、議長において指名することに決しました。

これより指名いたします。

泉南清掃事務組合議会議員に

１番 井 原 正太郎 君

４番 大 森 和 夫 君

１４番 南 良 徳 君

－１１－

２１番 真 砂 満 君

２３番 薮 野 勤 君

不肖私、１５番 堀 口 武 視

の以上６名の諸君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました井原正太郎君、大森和夫君、南 良

徳君、真砂 満君、薮野 勤君、不肖私、堀口武

視の以上６名の諸君を泉南清掃事務組合議会議員

の当選人と定めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました井原正太郎君、

大森和夫君、南 良徳君、真砂 満君、薮野 勤

君、不肖私、堀口武視の以上６名の諸君が泉南清

掃事務組合議会議員に当選いたしました。

ただいま泉南清掃事務組合議会議員に当選いた

しました井原正太郎君、大森和夫君、南 良徳君、

真砂 満君、薮野 勤君、不肖私、堀口武視が議

場におりますので、本席から会議規則第３２条第

２項の規定による告知をいたします。

お諮りいたします。次に、この際、南大阪湾岸

中部流域下水道組合議会議員２名の選挙について

を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思い

ます。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

ってこの際、南大阪湾岸中部流域下水道組合議会

議員２名の選挙を日程に追加し、直ちに議題とす

ることに決しました。

選挙第４号 南大阪湾岸中部流域下水道組合議

会議員選挙についてを議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選によりたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って選挙の方法は、指名推選によることに決しま

した。

さらに、お諮りいたします。指名の方法につき

ましては、議長において指名することにいたした



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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、議長において指名することに決しました。

これより指名いたします。

南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議員に

５番 前 田 千代子 君

及び１２番 北 出 寧 啓 君

の以上２名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました前田千代子君及び北出寧啓君の以上

２名を南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議員の

当選人と定めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました前田千代子君及

び北出寧啓君の以上２名が南大阪湾岸中部流域下

水道組合議会議員に当選いたしました。

ただいま南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議

員に当選いたしました前田千代子君及び北出寧啓

君が議場におりますので、本席から会議規則第３

２条第２項の規定による告知をいたします。

お諮りいたします。次に、この際、南大阪湾岸

南部流域下水道組合議会議員３名の選挙について

を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思い

ます。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

ってこの際、南大阪湾岸南部流域下水道組合議会

議員３名の選挙を日程に追加し、直ちに議題とす

ることに決しました。

選挙第５号 南大阪湾岸南部流域下水道組合議

会議員選挙についてを議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選によりたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って選挙の方法は、指名推選によることに決しま

－１２－

した。

さらに、お諮りいたします。指名の方法につき

ましては、議長において指名することにいたした

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、議長において指名することに決しました。

これより指名いたします。

南大阪湾岸南部流域下水道組合議会議員に

８番 奥和田 好 吉 君

１７番 角 谷 英 男 君

１８番 成 田 政 彦 君

の以上３名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました奥和田好吉君及び角谷英男君並びに

成田政彦君の以上３名を南大阪湾岸南部流域下水

道組合議会議員の当選人と定めることに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました奥和田好吉君及

び角谷英男君並びに成田政彦君の以上３名が南大

阪湾岸南部流域下水道組合議会議員に当選いたし

ました。

ただいま南大阪湾岸南部流域下水道組合議会議

員に当選いたしました奥和田好吉君及び角谷英男

君並びに成田政彦君が議場におりますので、本席

から会議規則第３２条第２項の規定による告知を

いたします。

次に、日程第２、議会議案第１号 常任委員会

委員の選任についてを議題といたします。

お諮りいたします。常任委員会委員の選任につ

いては、委員会条例第８条第１項の規定により、

総務文教常任委員会委員に

５番 前 田 千代子 君

８番 奥和田 好 吉 君

９番 谷 外 嗣 君

１１番 松 本 雪 美 君

１４番 南 良 徳 君

１６番 島 原 正 嗣 君

２０番 西 浦 修 君



２２番 巴 里 英 一 君

の以上８名の諸君を。

続いて、厚生消防常任委員会委員には

１番 井 原 正太郎 君

３番 中 尾 広 城 君

４番 大 森 和 夫 君

１２番 北 出 寧 啓 君

１５番 堀 口 武 視

２１番 真 砂 満 君

２３番 薮 野 勤 君

の以上７名の諸君を。

最後に、産業建設常任委員会委員には

１番 竹 田 光 良 君

６番 東 重 弘 君

７番 市 道 浩 高 君

１０番 上 山 忠 君

１３番 稲 留 照 雄 君

１７番 角 谷 英 男 君

１８番 成 田 政 彦 君

の以上７名の諸君を。

以上のとおりそれぞれ指名したいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました以上の諸君をそ

れぞれの常任委員会委員に選任することに決しま

した。

次に、日程第３、議会議案第２号 議会運営委

員会委員の選任についてを議題といたします。

お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任

については、委員会条例第８条第１項の規定によ

り、議会運営委員会委員に

１番 井 原 正太郎 君

３番 中 尾 広 城 君

４番 大 森 和 夫 君

７番 市 道 浩 高 君

９番 谷 外 嗣 君

１４番 南 良 徳 君

１５番 堀 口 武 視

２１番 真 砂 満 君

２２番 巴 里 英 一 君

の以上９名の諸君を指名いたしたいと思います。

－１３－

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました９名の諸君を議

会運営委員会委員に選任することに決しました。

なお、本委員会の所管事務のうち、議会運営の

効率化、次期会議の会期等については、閉会中も

審査を必要とすることから、閉会中の継続審査に

付すものといたします。

次に、日程第４、議会議案第３号 特別委員会

委員の所属変更についてを議題といたします。

お諮りいたします。特別委員会委員の所属変更

及び選任については、委員会条例第８条第１項の

規定により、

空港問題対策特別委員会委員に

２番 竹 田 光 良 君

５番 前 田 千代子 君

６番 東 重 弘 君

９番 谷 外 嗣 君

１０番 上 山 忠 君

１３番 稲 留 照 雄 君

１６番 島 原 正 嗣 君

１８番 成 田 政 彦 君

２０番 西 浦 修 君

２３番 薮 野 勤 君

の以上１０名の諸君を。

次に、広域合併問題対策特別委員会委員に

３番 中 尾 広 城 君

４番 大 森 和 夫 君

７番 市 道 浩 高 君

８番 奥和田 好 吉 君

１１番 松 本 雪 美 君

１２番 北 出 寧 啓 君

１４番 南 良 徳 君

１７番 角 谷 英 男 君

２１番 真 砂 満 君

２２番 巴 里 英 一 君

の以上１０名の諸君を。

以上のとおりそれぞれ特別委員会委員の所属を

変更し、指名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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしましたとおり、以上の

諸君をそれぞれ所属を変更し、特別委員会委員に

選任することに決しました。

次に、日程第５、議会推薦議案第１号 泉南市

都市計画審議会委員の推薦についてを議題といた

します。

議案書を朗読いたさせます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） お諮りいたします。被推薦

委員５名については、私から指名したいと思いま

す。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、市議会推薦の泉南市都市計画審議会委員に

１２番 北 出 寧 啓 君

１４番 南 良 徳 君

１６番 島 原 正 嗣 君

１７番 角 谷 英 男 君

１８番 成 田 政 彦 君

の以上５名の諸君を指名いたします。

さらに、お諮りいたします。ただいま指名いた

しました５名の諸君を市議会推薦の泉南市都市計

画審議会委員に推薦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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました北出寧啓君、南

良徳君、島原正嗣君、角谷英男君、成田政彦君の

以上５名の諸君を泉南市都市計画審議会委員に推

薦することに決しました。

次に、日程第６、議会推薦議案第２号 泉南市

農業委員会委員の推薦についてを議題といたしま

す。

議案書を朗読いたさせます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） お諮りいたします。被推薦

委員４名については、私から指名したいと思いま

す。

－１４－

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、市議会推薦の泉南市農業委員会委員には

２番 竹 田 光 良 君

７番 市 道 浩 高 君

１１番 松 本 雪 美 君

２２番 巴 里 英 一 君

の以上４名の諸君を指名いたします。

さらに、お諮りいたします。ただいま議長にお

いて指名いたしました４名の諸君を市議会推薦の

泉南市農業委員会委員に推薦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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました竹田光良君、市

道浩高君、松本雪美君、巴里英一君の以上４名の

諸君を泉南市農業委員会委員に推薦することに決

しました。

お諮りいたします。ただいま市長から議案第２

号 泉南市監査委員の選任についての件が提出さ

れております。

この際これを日程に追加し、直ちに議題といた

したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

ってこの際、議案第２号 泉南市監査委員の選任

についてを日程に追加し、直ちに議題とすること

に決しました。

議案第２号 泉南市監査委員の選任についてを

議題といたします。

本件については、議案書の朗読を省略し、理事

者から提案理由の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） このたび議会選出の監査委

員に島原正嗣氏を選任いたしたく、ここに御提案

申し上げます。何とぞよろしく御同意を賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（堀口武視君） 本件につきましては、地方

自治法第１１７条の規定により、島原正嗣君の除

斥を願います。

〔島原正嗣君退場〕



○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

本件は、原案のとおり同意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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、議案第２号は原案のとおり同意することに

決しました。

島原正嗣君の入場を願います。

〔島原正嗣君入場〕

○議長（堀口武視君） この際お諮りいたします。

本日これより上程予定の議案につきましては、い

ずれも会議規則第３７条第２項の規定により委員

会の付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の議案につきまして

は、いずれも委員会の付託を省略することに決し

ました。

次に、日程第７、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１５年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第６号））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについてにつ

きまして御説明申し上げます。

議案書１ページをお開き願います。地方自治法

第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いたし

ました平成１５年度大阪府泉南市一般会計補正予

算（第６号）について、同条第３項の規定により

議会に報告し、承認を求めるものであります。

専決理由につきましては、平成１５年第４回定

例会に提案し、審議未了となった議案第１０号、

－１５－

平成１５年度一般会計補正予算（第６号）は、本

市の事務実行上必要不可欠の予算措置を内容とす

るものであるので、専決処分したものでございま

す。

議案書３ページをお開き願います。補正の内容

につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

２億９，０４８万４，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ２２０億７，５２６万円とする

ものであります。

それでは、歳出の主なものにつきまして御説明

申し上げます。

１１ページをお開き願います。議会費から始ま

ります各項目ごとに人件費の補正をしております

が、これは人事異動等に伴います補正であります。

１２ページをお開き願います。人事管理費の職

員手当等のうち、退職手当の１億９，３５５万９，０

００円は、定年前早期退職予定者等６人分に対し

ます退職手当であります。

次に、１８ページをお開き願います。大阪府知

事選挙費の報酬５２万円は、公職選挙法の改正に

より期日前投票制度が設けられたため、投票開始

日が選挙期日の公示日または告示日の翌日から選

挙期日の前日までとされ、その間投票管理者と投

票立会人が必要となることから、その経費を補正

するものであります。

次に、２１ページをお開き願います。母子家庭

医療助成費の扶助費６５６万円は、長引く景気の

低迷等により受給者が当初見込みより増加したた

め、その経費を補正するものであります。

次に、２３ページをお開き願います。生活保護

費の委託料８２６万８，０００円は、現行の生活保

護プログラムではレセプトデータなど各種処理に

関して効率的な運用を行うことが困難なため、補

助率１００％の国庫補助を受けて行うシステムの

バージョンアップに要する経費を補正するもので

あります。

次に、その下、生活保護費の扶助費４，４００万

円は、長引く景気の低迷等より生活保護におきま

す被保護世帯などが当初見込みより増加したため、

その経費を補正するものであります。

次に、２４ページをお開き願います。火葬場費

の委託料３００万円の増額及び工事請負費４３０



万円の減額は、本年度改修工事を予定しておりま

した西信達火葬場におきまして、シロアリ被害が

大きく、改修では構造的に困難なことから、工事

請負費を減額し、同時に建てかえ改修の実施設計

委託を行うための経費を補正するものであります。

次に、２６ページをお開き願います。水路改修

事業費の工事請負費８８２万円は、岡田・陸両地

区に設置しておりますポンプが老朽化したことに

伴い、深井戸ポンプ２カ所の改修工事を行うため、

その経費を補正するものであります。

次に、２９ページをお開き願います。住宅管理

費、需用費の修繕料４２０万円は、市営宮本・前

畑住宅の空き家の改修に要する経費を補正するも

のであります。

次に、３１ページをお開き願います。教育振興

費の需用費７０万円は、本年５月に熊取町で発生

しました行方不明事件以降多発する誘拐、誘拐未

遂事件に対処するため、児童に持たせるための防

犯ブザーを購入するために要する経費を補正する

ものであります。

なお、歳入の明細につきましては、９ページか

ら１０ページに記載しているとおりであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――大森議員。

○４番（大森和夫君） 今の助役の説明の中で、人

事の異動がたくさんあったと思うんですけども、

全体の特徴としまして、人事の異動、例えば退職

に対してはどのように応じているのか、それから

これからの展望というか、そういうのをお示しし

ていただきたい。全体として、まず最初にお願い

したいのと、その中で例えば１５ページに徴収費

がありますけども、泉南市にかかわって徴収の引

き上げというのは第一の課題だと思うんですけど

も、ここも人件費が減ってるということは、職員

さんの数が減るかと思うんですけども、この徴収

率引き上げに対してどのような対策、現状につい

て教えていただきたい。

それから、同じく１８ページの知事選がありま

すけども、これは何度もお聞きしてるんですけど

－１６－

も、投票所の増設、考えておられるのか。それか

ら、本当にこれから合併の問題とか、直接住民の

意向を聞くような課題もふえてますし、全国的な

流れでも住民投票がたくさん行われてます。そう

いう中で住民の側からぜひ身近に、今の体制が新

家でも不便だと、できればＪＲより海側につくっ

てほしいという、こういう要望が何度も出てるん

ですけども、なかなか実現しない。こういう現状

をどのようにお考えになってるのか。

最後ですけども、２７ページの商工対策費、こ

れも人件費に絡んでだと思いますけども、減らさ

れてると。これはイオン問題あるなしにかかわら

ず、これは手厚い保護が大事だと。今度の府知事

選挙でもやっぱり個々の中小業者、商工業者の対

策というのが選挙の争点になってると思うんです

けども、こういう不況の中で予算が減らされてる

というのはどういうことなのか。対策が十分とら

れていないんじゃないかという心配もありますの

で、その点に対する御見解をお聞かせください。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） まず、議員御質問の人

事異動等に伴いまして、今回人件費の調整をさし

ていただいてます。その中でこれからの人事に関

する展望というんですか、それの分についてお答

えさしていただきます。

まず、人件費を議論してるときに、現在行革を

実施しております。その中で御答弁さしていただ

いてますように、今現在退職がもしあった場合に

は、基本的に退職不補充という形で行革を進めて

いきたいと。ただ、もちろん専門職とか技術職に

つきましては、それはまたそれで別に考えるとい

うことですけども、基本的には退職不補充という

形でこの人事行政については今後も進めてまいり

たいと、このように考えております。

それと、あと１つ、商工費の人件費の分があっ

たと思います。これはもうあくまでも異動により

まして職員が異動する。ですから、かつてはそう

いうもんではなしに、異動によりましてその者の

人件費ですか、給料等が下がるということがあり

まして、今回この商工総務費については、それは

最終的に調整ですけども、調整さしていただいた

ということで、御理解のほどをお願いしたいと思



います。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 私の方から、徴収率の

向上策ということについて御答弁さしていただき

ます。

市税に占めます滞納繰越分、これ徐々には低下

しているわけなんですが、１４年度で１５％を割

ったというような状況です。１５％弱というよう

な状況になっております。

そういう状況ですので、大幅な徴収率のアップ

にはまだまだ至っていないわけでございますが、

新たな滞納を防止するという意味から、現年度分

の徴収に現在全力を傾注いたしまして、１２月末

現在で前年比１％のアップというような現状でご

ざいます。

そして、人員のこともあるわけなんですが、担

当の徴収課はもちろんのことですが、全庁的に取

り組みまして、管理職の応援をいただくというよ

うなことで、全庁一丸となって税収の確保に取り

組んでいるというところでございます。

また、うちの特徴といたしましては高額の滞納

案件があるということで、その中で私債権に優先

しているものにつきましては、公売も辞さないと

いうような対応で納税を促していくというような

状況で取り組んでおります。また、私債権に劣後

している物件につきましても、法の許す範囲で財

産調査を行いまして換価すべく、税の確保に取り

組んでおるところでございます。

今後とも法に与えられた権限をフルに活用いた

しまして、税の滞納につきましては毅然とした態

度で取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 廣岡選挙管理委員会事務局

長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 投票所の件につき

まして御答弁申し上げます。

議員御指摘のとおり、新家地区におきましては

以前から要望もございまして、１２月議会でもお

答え申し上げましたが、選挙管理委員会といたし

ましては前向きに増設は考えております。

しかしながら、今年度におきましても選挙が３

－１７－

つ予定されておりまして、選挙の準備、その事後

処理等、かなり早期に実施するのは困難であると

考えておりますが、できるだけ前向きに取り組ん

でまいりたいと思いますので、よろしく御理解を

お願い申し上げます。

○議長（堀口武視君） 大森君。

○４番（大森和夫君） １つは商工対策ですよね。

これが不況の中どんな形で行われてるのかという

ことにはちょっとお答えなかったので、それにつ

いてお答え願いたいと思います。

それと、徴収費はいつ聞いても同じ答弁が返っ

てくるということで、ただ、これほんとに府下で

も断トツに悪いですよね。そやから、同じ答弁で

やられても、決して市の職員の方が努力されてる

ことは評価されますけども、もう少しほんとに何

か手がないのかというふうに思います。

例えば全体として、市民全体、その中で滞納は

許さないというふうな世論づくりも考えていかな

いと、個別に滞納者を当たっていくというだけで

は不十分ではないかというふうに思うので、そう

いうことを考えられないのかについてお答えくだ

さい。

それと、投票所は前向きに考えたいと言うては

りますけども、今度の選挙でも、どうも今の作業

が忙しいから難しいようなお答えだったんですけ

ども、市長、今度合併でも住民投票しようかとい

うてる、そういう時代に入ってますので、ほんと

に投票率を引き上げるために、１つは予算の問題

もあるでしょうし、事務が忙しいという中身もあ

りますので、何とか予算もふやしてやっていただ

くということを考えられないのかどうか。市長も

住民投票、合併については前向きな御答弁もされ

てると思うので、その点どのようにお考えなのか、

お答えください。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

１点目の不況対策ということでございますけれど

も、本市の方では改めてそういう形の対策という

ことではございませんけれども、現在イオンの対

策、これらのことも含めまして取り組んでるとこ

ろでございます。近いうちに、その小売業者の方

々に対する利子補給とか、それとか商店街の活性



化に伴う対策とか、このようなことをすべて取り

まとめまして御報告差し上げたいなというふうに

思っております。

不況の件に関しましては、本市が今言うてるよ

うな話以外に国民金融公庫とか府の融資制度、こ

れらのものについてさまざまな制度がございます。

我々もその制度を活用してもらうべく、商工会、

我々の方でＰＲに努めてる、そのようなことでご

ざいます。

以上です。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 投票所の増設について、私

の考えを申し上げたいと思います。

基本的には選挙管理委員会で御検討いただくと

いうことでございますので、従来から御要望もい

ただいておりますし、その必要性ということにつ

いては私自身も認識をいたしております。

選挙のときに各投票所をずっと巡回をさしてい

ただくわけですが、特に御指摘ありましたように、

新家公民館ですね、かなりマンモスな投票区にな

っております。それと、最近車でお越しの方もた

くさんいらっしゃるんですが、駐車場もないと、

狭いということもございまして、大変危険を伴っ

てるのも事実でございますので、従来から阪和線

の山手と海手という１つの課題の中で、選管でも

検討していただいてるというふうには聞いており

ますが、御指摘ありましたように、もう少し速度

を早めるように選管の委員長ともまたお話をした

いというふうに思います。そこで決めていただけ

れば、我々の方は当然それに要する経費といいま

すか、必要経費があればそれは私の方で対応をさ

していただくと、このように考えております。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 徴収、滞納に対する納

税の世論づくりという御質問でございますが、私

たち、滞納者を回るときには、市の状況ですか、

そのような状況を御理解いただけるようにまず話

してまいりたいと考えております。それと、実際

そのような状況を御理解いただいて、できる限り

御協力をお願いしていくというふうな方向を行っ

ております。

今後、また市の徴収率等についての財政状況を

－１８－

お知らせする中で、徴収の状況等についても広報

誌でＰＲも考えてまいりたいと思っております。

それと、１５年度なんですが、事案管理システ

ムということで、滞納者のリストを――今まで固

定資産税はだれだれというようなリストだったん

ですが、Ａさんについてはどのような滞納のリス

トがあるというような、その辺の整理を進めてお

りまして、今後能率的に対応できるような方策と

いうことで、現在その整理を進めているところで

ございますので、ちょっとおくれぎみになってお

りますが、１６年度の中ごろぐらいからそれに取

りかかれるのではないかと考えております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 投票所の件は、また市長に

よろしくお願いいたします。

それと、徴収のやつは、これほんとに個人だけ

の問題と違うと思うんですよね。泉南市の財政を

こんだけ悪くして、こういう滞納が全体に許され

ることについて、やっぱり市民だれもいいと思っ

てないと思いますわ。

そういう状況をお知らせ、市民の方に知ってい

ただくということがありましたけども、ほんとに

そういう大変なところは市民にも知っていただい

て、市民にも協力してもらうと。やっぱり税金を

納めるという姿勢をもう泉南市内全体にみなぎる

ように、滞納は許さないというふうな世論づくり

をつくっていただきたい。じゃないと、いろんな

ことをおっしゃっても、こんだけ成果が出ないと、

ほんとに職員とか幹部の方の努力が報われない、

何してんやということにやっぱりなりますので、

ぜひお願いしたいと思います。

それと、商工費だけちょっと質問したいんです

けども、２月にイオンが出店契約予定やというふ

うにお聞きしてる中で、ちょっとこの対応という

のは遅いと思いますわ。ほんとに今困ってる商業

者の声が市に届いてるんかと思いますわ。ほんと

に今一人一人の対策、例えば職員さんがみずから

出向いて行って商店主さん一人一人に要望を聞く

と。

でないと、利子補給とか部長おっしゃったけど

も、なかなか利用率自体も上がらないでしょう、



実際は。国民金融公庫に借りに行っても、貸し渋

りみたいなこともありますでしょう。だから、制

度を紹介したってなかなか利用できないという現

実があると思うんですよ。もうあきらめてこうい

うものを出さない方もいらっしゃると思うんです。

やっぱり一人一人のそういう商店街の商店主の

皆さんや中小業者の皆さんの声を聞くというふう

な、そういうことを考えられないのか。それでほ

んとに利用しやすい制度にしていただきたいと思

うんですけども、その点についてお答え願いたい

と。それだけお願いいたしますわ。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） まず、１点目

でございますけども、今回のイオン対策について

遅いのではないかというお話でございます。

我々考えておりますのは、イオン出店がされる

のはことしの秋というふうに聞いております。で

すから、それ以前の対応という形になりますと、

出店される方に対する支援というんですか、資金

面とか、こういうのがあるかと思います。それも

その辺のところのことがまだ秋に合わしてという

形でいいかなというふうに思っております。

それから、イオンが開店いたしまして、その後

で商業者の方々に影響が出てくる、そのような形

のことにつきましては、私先ほど言いましたよう

な利子補給で経営状況を――融資を受けて、我々

の方で利子補給をさしていただいてというふうな

ことを考えております。ですから、決してまだ今

の段階ではその辺は遅いとは思っておりません。

また、我々も近いうちにその辺のことは制度とし

て行っていきたい、このように思っております。

それから、２点目の商店主の方々の一人一人の

声を聞くということでございます。これは市の職

員が直接そのような形でお話しさしていただいて

も、この辺の融資とかいうふうになりますと、我

々の方でどういう形でできるんかということは御

相談しかできないというふうに思っております。

ですから、現在その辺のところを商工会の方が

会員の方々にいろんな方法、いろんなお話を聞い

て、なおかつその中でアドバイスできる人を紹介

したりとかいうような、そのような形で対応して

いるというふうに私も聞いております。

－１９－

ですから、その辺のところを我々と商工会と役

割分担さしてもらいながら、泉南市の商業者の方

が少しでもよくなるように考えていきたい、その

ように思っておりますんで、よろしくお願いした

いと思います。

○議長（堀口武視君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） ２４ページの火葬場の問

題でありますが、これは岡田の火葬場がシロアリ

等で大変老朽化しておる、その補修であるという

ふうに思うんでありますが、本来の聖苑計画であ

ります。これは一般質問でも質問さしていただき

ましたが、改めてお聞きをしたいというふうに思

います。

現状はたしか中止とは市長言われなかったよう

に記憶があるんでありますが、問題は、地元で市

長は行政は実は中止なんだというふうに言われた

というふうに聞いておりますが、その辺はどうな

のか。

同時に、これは合併ともかかわり合いが出てく

るんかなとは思いますが、市長の公約でもありま

すし、市民がずっとこぞって願ってる施設であり

ます。そういう意味では早急にこれはやらなけれ

ばいけない。また、樽井においても周辺の住民の

皆さんにも迷惑かけてることも事実であります。

そういう流れの中で市長も火葬場計画を提案され

てきたわけである。

改めて現状が一体どうなっておるのか。先ほど

言った地元との関係、合併との関係、やるのかや

らないのか、その辺を含めて今後のことも含めて

お聞きをしたいというふうに思います。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 角谷議員の御

質問でございます。先ほど聖苑計画の中で行政は

地元へ行って中止と言ったかというお話でござい

ますけども、どの時点でのお話かちょっと理解で

きないんですけど、この件につきましては、私ど

も昨年の１１月の１１日に金熊寺・六尾区関係者

の方々とお会いさしていただいております。その

ときに私が御説明さしていただきましたのは、現

在の泉南聖苑計画、これを進めていくに至りまし

ては、現在の本市の財政状況、それとか合併の議

論というのがございます。ですから、今の現状の



周りの中で計画を進めるのは困難であるんではな

いかという形を地元にお示ししたということでご

ざいます。

この聖苑計画自身を中止というんですか、もう

永久的にしませんとか、そういうお話は私の方か

らはお伝えした覚えはございません。

また、今後の合併とのお話になってきますけれ

ども、仮に合併の話が進んでまいりますと、現在

考えております聖苑計画が一度また白紙に戻るわ

けですね。例えば計画の方法、何体の処理ができ

るのかとか、１年間にどんだけの処理をするのか

ということを一からやり直さんといけません。で

すから、現在凍結という形ですか、ちょっとその

進めをストップさしまして、その辺が確定した中

で改めて進めていく方がいいんではないんかと、

このように考えてますんで、よろしくお願いした

いと思います。

○議長（堀口武視君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 今のお答えでは、現状の

場所では要は予算を含めてなかなか進めることは

できないんだというふうに理解ができるわけであ

ります。現状では無理なんだと。ということは、

現状、今言われてる六尾、金熊寺方面の場所では

やらないということを今はっきり言われたんでは

ないかなと思います。これが１点。

それと、もう１点は、じゃほかの場所は考えて

おるのか。他の場所で考えられるのかどうか、２

点目。

３点目は、合併があった場合はその時点で考え

る。だけど、じゃ合併がなかったときのこともや

っぱりあわせて考えとかなきゃいかんわけであり

まして、これは何度も言いますが、市民のニーズ

からいうて非常に高いものがありますから、その

場合はどうするのか。お答えを願いたいと思いま

す。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） １点目でござ

いますけども、先ほど私の答弁の中で、現在計画

してる場所ではやらない、そういうことではござ

いません。今この計画を少し考える時間を延ばし

たいということでございます。ですから、今でも

当然計画しておりましたあの部分が一番候補地で

－２０－

あるということには間違いございません。

２点目の他の場所は考えられるのか。ですから、

先ほど言いましたような形で、他の場所について

は現在のところ考えてはおりません。

合併がもしなかったらどうなるのかといいます

と、再度今ある場所から考えてまいります。そし

て、もう一度、次に出てきますのは財政問題とい

うのが出てまいります。ですから、その場所のこ

とについてもう１回考えて、その場所でいいのか

どうかという形を進めていく、こういうことを思

っておりますんで、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○議長（堀口武視君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 決して今の位井方面はや

めないんだと、現状はまだ進んでおるんだという

ことでありますが、私が、これは情報であります

けども、地元ではそうはとってないように聞いて

おるんですよね。改めて調査はいたしますが、こ

れは場合によっては大変な問題になる可能性があ

るわけですよ。それなら地元に対してもっと明快

に、いや、やるんですと、そこで合併も含めて、

合併がない場合はここでやります、予算措置はこ

うしますということを議会に対しても――議会に

もですよ、もうそろそろ明快にあわせた案を示す

必要があるんではないか。我々も住民の皆さんか

らは、一体火葬場はどうなってるんだということ

をしきりに聞かれる場合があるわけです。中途半

端な答えはできないんですね。

そういう意味では、改めて現状を確認いたしま

すが、現状、いわゆる六尾、金熊寺、位井方面の

山中にやるということには変わりないのか。改め

てお聞きしますが、現状それでやる、合併がない

場合でもそのままいくのか、予算措置もできるん

だということで、そういうふうに理解をしていい

んでしょうね。これはもう３回目ですから最後に

しますが、お答えを願いたい。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 先ほどの件で

ございますけども、地元の方々にも私は先ほど言

ったような形で御説明さしていただいております。

ですから、そこでは将来にわたってやらないとか

というふうなことを言っておりません。ただ、計



画的にちょっと延期さしてほしい、この話をさし

ていただいているというのが事実でございます。

それから、位井池のところで必ずやるのかとい

うことでございます。これが１つ合併という話が

整理できた時点で、我々の方でもう一度考えてみ

たいと思います。でも、第一候補的には今までや

ってる部分、計画立ててきておりますのは、それ

がもう第一候補であるということは間違いござい

ません。その時点で再度、合併がなかったときに

泉南市として財政的にこの状況でいけるのかどう

かという検討をそこでもう１回やろう、このよう

に考えておりますんで、よろしくお願いしたいと

思います。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――成田君。

○１８番（成田政彦君） １つは、歳出の人事管理

費、退職手当のことについてお伺いしたいと思い

ます。

早期退職の６人分というお話なんですけど、こ

としは１６人という退職の希望で、いわゆる行財

政改革の取り組みの状況を見ますと、職員数の縮

減ということで、１４年と１５年の比較で、これ

は１６人ということで５億５，０００万と、こうい

うふうになっとるんですけど、１つはこういうふ

うにいってるのか、この数字のとおりいってるん

かということ。

もう１つは、早期退職制度はいつまで続く制度

なのかということと、それから来年度以降の見通

しについては、この退職の人数と金額については

どの程度見込んでるのか、お伺いしたいと思いま

す。

それから、先ほどの火葬場の件ですけど、これ

は聖苑計画で平成１０年度に基本計画説明書が出

とるんですけど、先ほどの話をお伺いしますと、

合併とかなりリンクして、この問題がどうも答弁

が出とるんですけど、それでは聖苑計画における、

いわゆる新市町村計画にこの聖苑計画というのが

入ってるのかどうか。今後、法定合併協議会でこ

の話し合いがされるんですけど、その部分が入っ

てるのかどうかという点。

もう１つは、岡田は昭和３１年で、今度改修す

るんですけど、樽井も昭和４７年ということで、

－２１－

樽井地区でも先ほど老人集会場の件でいろいろあ

ってあの問題が出たんですけど、基本的にこの炉

の改修だけで、今後仮に合併がないとき、この炉

の改修だけで泉南市の、今後人口がふえていくん

ですけど、こういう対応で、我々も将来そうなん

ですけど、施設そのものがあの樽井と岡田だけで

もっていくのかどうか。どうせ樽井も将来改修し

なきゃならないし、そういう問題が起きてくると

思うんです。

そういう点で、聖苑計画がこういうふうに宙に

浮いとるとしたら、抜本的に合併がなくてもどう

いうふうに今後泉南市の聖苑計画を考えているの

か、その点についてお伺いしたいと思います。

それから、２６ページのため池改修事業なんで

すけど、３５０万、ため池改修整備事業されるん

ですけど、この中身についてちょっとお伺いした

いと思います。

それから、２９ページの住宅管理費、修繕料４

２０万ですけど、これは新しく募集するために改

修となっとるんですけど、これはその後どうなっ

とるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

以上です。

○議長（堀口武視君） 島原人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（島原功

明君） それでは、私の方から退職の制度につい

て、早期前退職について御説明いたします。

これは恒久化されてる条例でございますので、

国なりの制度改正が伴った場合には改正がござい

ますが、現行どおりに継続する形でございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 私の方から、退職者の

来年以降の状況ということなんですが、来年以降

なんですが、１６年度については定退が１人、そ

して早期前退職者については、年度始まって今の

ところ５月末の申し込みということですので、今

のところどれだけあるかということはわかりませ

んが、財政の収支見通しの中では１０人を見込ん

でおります。１７年度については定退が４人、そ

して同じく１０人を見込んでおります。１８年度

については定退が１４人で、これまで早期の前倒

しの退職がございますので、１８年度については



収支の中へ早期前の退職者については見込んでお

りません。以上が現状でございます。

今ちょっと実際定員と行革の数、減った職員の

数ということで資料を取り寄せておりますので、

恐れ入りますが、いましばらくお待ちいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

合併したときの新市計画に聖苑計画が入るのかと

いうふうな御質問でございました。

実は前段で調査しております現状でございます

けども、泉佐野さんの場合では昭和２５年につく

って５３年に改修しているという火葬場でござい

ます。本市の方は先ほど議員御指摘のとおり、樽

井で昭和４７年、西信で昭和３１年と、４０数年

もう経過してる建物でございます。阪南市さんに

つきましては昭和３５年ということで、この３つ

の市では、いずれも火葬場としては相当古い火葬

場でございます。

それで、その課題別の整理もしております。当

然、今言った３つの市につきましては、市営の火

葬場、これの建設が課題であるというような形で

まとめております。ですから、今後新市計画をや

っていくわけでございますけれども、その中でや

はりこの計画は避けて通れないというんですか、

必ず考えなければならない要素に入ってくるんで

はないんかなと思います。我々の方もこれから協

議を進めてまいりますけれども、この辺のところ

に入るように努力してまいりたいというふうに思

っております。

それから、２点目でございますが、今回西信達

の設計委託費を計上さしていただいております。

これにつきましては、先ほど御説明さしていただ

きましたように、西信の火葬場の建物が老朽化し

ておりますので、この建物の建てかえだけ考えて

おります。炉は現在まで、古いことは古いんです

けども、毎年整備点検しておりますので、炉はい

じるつもりはございません。とりあえず西信の建

物、上屋だけを改修したいというふうに考えてお

ります。

それで、今後でございますけれども、当然合併

があったときには、先ほど言ったような話になり

－２２－

ます。合併がなかったときには、その辺のところ

のめどが出てきましたら、この火葬場の計画、そ

れとか墓地の話というのは、本市にとっても大き

な課題でございます。ですから、その１つのけじ

めがついたときに、我々の方としては再度その聖

苑計画というのを進めてまいりたいと、このよう

に考えてますんで、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○議長（堀口武視君） 東農林水産課長。

○都市整備部農林水産課長（東 三郎君） 私の方

から、ため池改修事業について御答弁を申し上げ

たいと思います。

この改修に係ります３５０万円でございますが、

昨年８月の豪雨によりまして狐池ののり面が崩壊

をいたしまして、個人の敷地の中まで崩壊をして

いる状況でございます。その関係上、本市といた

しましては、満水面から１メートル上まで補修を

し、個人地の崩れた部分については、それぞれ個

人さんにやっていただくという方法で計画をいた

しているところでございます。

なお、この費用につきましては、全額狐池財産

区から拠出をお願いしたところでございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 成田議員御質問の前段

の退職手当の確保というんですか、１４、１５年

度の健全化どおりいってるんかという御質問がご

ざいました。

これにつきましては、当初予算を我々退職手当

を計上する場合には、その年の定年退職だけを一

応予算計上さしていただいております。そして、

あと早期前とかいう分、あるいは途中退職につき

ましては、今回の補正でお願いしてるわけですけ

れども、最終１２月くらいの補正予算でお願いす

るということを従来とっております。

ですから、退職手当につきましては、この健全

化の中で反映というんですか、これは非常に難し

ゅうございまして、一番最初は定年退職だけの分

を数字に入れて、そしてその数字を追うていって

るというところでございます。

ですから、そういうこともありまして、１４年

度については、これは特別職も含めてですけども、



退職手当で約７億２，０００万円、それから１５年、

ことしの決算見込みで約３億２，３００万という形

で数字が入っております。

ただ、当初の計画とそして最終の分につきまし

ては、ちょっと数字の把握は難しいということで

御理解のほどをお願いしたいと、このように思い

ます。

○議長（堀口武視君） 出口施設管理課長。

○都市整備部施設管理課長（出口勇太郎君） 空き

家改修の補正でございますが、今回の補正をお願

いすることによりまして、さらに５戸程度の空き

家改修を予定しております。

なお、これによりまして、従来からの空き家の

待機者の解消が図れるものと考えております。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 早期退職の問題なんです

けど、これから予想されるのは、私も来年５７歳

なんですけど、団塊の世代がおよそ泉南市では１

００名とは言わないんですけど、相当数の方がい

らっしゃると思うんです。

先ほど聞いたら、行財政改革の取り組み状況に

ついての影響額の反映というのは、これは早期退

職というのは計算されてないというふうにちょっ

と聞いたんですけど、ことしだけで影響額は、早

期退職を除いて１５年度は５億５，０００万――間

違ってたら教えてもらったらいいんですけど、そ

れ以外に早期退職で１億９，８００万というのが上

積みしなければならないということになるもんで、

これだけでも、普通５８、６０の人たちだけの定

年退職だけの影響額では、早期の人はちょっと把

握できないということをちらっと聞いたんです。

今後１６、１７、１８というのは、泉南市にお

いて最大の、早期退職も含めて我々の世代のピー

クの時代に達するんですけど、その点について、

これは先ほど平成１８年度は普通の退職の人はち

ょっと聞いたんですけど、いわゆる早期の分をか

なり考えて財政のを聞かないと、泉南市の問題、

非常に財政的に厳しい、例えば阪南市みたいに一

気に３０人、むちゃむちゃ出てきて、一気に何十

億という、これ一般財源でしょう、それで。そう

いうことはちゃんと見通し持って出さないと私は

－２３－

いけないと思うんで、その点。

それから、さっきの聖苑の問題なんですけど、

もともとこの聖苑計画はやるということで出発し

て、合併があるかないかという問題では私はない

と思いますよ。まず、そこをはっきりしないと、

さきの部長の言い方、ちょっとおかしいねん。

今、財政上とか合併とか、ちょっとそういうこ

とをちらっと言うたんですけど、なぜ延期したの

かというと、明確にそれは合併があるから当面で

きないんやということで延期したのか、本来やる

ということを、こういうきちっとしたものをつく

っとって、それがいつの間にかふやふやとなって

は、私は困ると思うんです。

そういう点で、前提はやるということだったん

やと。そしたら、なぜ延期したんやと。このこと

をきっちりやっぱり市民にも議会にも説明しない

と、地元の人にとっても不安だし、我々市民にと

っても不安だと思うんです。樽井でももう昭和４

７年でしょう。それから岡田も３１年。いずれは

この両施設は老朽化して使い物にならなくなると。

これは目に見えてますわな。

そういう点で、市として合併があるかないかと

いう問題でなくて、合併がない――今、市の財政

再建計画は合併を前提とした財政再建計画をして

ないんですけど、もちろん聖苑計画についても、

そらきちんと説明責任があると思いますよ。

まず第１に、なぜ延期したのか。合併があるか

ないかというのは僕は関係ないと思うんですわ、

これ、計画そのものは。それで聞いたのは、新市

町村計画にほんとにあるのかと。ないん違うん、

これ。その点をきっちり説明責任を、ここまで来

たんですからね、議会に説明する必要があるんじ

ゃないですか、これ。

ここに書かれてるというのは、僕らとしては最

低斎場ぐらいはつくるべきだと思っとるんですけ

ど、なぜ延期したのか、その点をきちっと説明し

てほしいと思います。そんな合併があるかないか、

そんな説明ではあかんですよ。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 早期前退職も含めまし

た今後の退職手当の財源等の手当てですか、そう

いう御質問だったわけなんですが、今回１５年度



では３億円余りの退職の手当て額となっておりま

す。そして、１６年度は１名で２，２００万、これ

は定年退職なんですが、早期退職についてはつか

めませんが、一応１０人ということを収支で見込

んでおりまして、２億７，０００万と見込んでおり

ます。そして、１８年度につきましては、４人で

７，０００万余りです。早期についても同じく１０

人と見込んでおります。また、１８年度について

は、前倒しの退職があったということで、収支の

中ではもう早期退職はゼロという数字を上げてお

ります。定年につきましては、今のところ１４人

というふうな数字になっております。

１６年から１８年まで早期退職をずっと見込み

まして、大体３年間で３億円程度という退職手当

が必要になる。一応１０人ということで考えた場

合、３億円程度が必要になってくるのではないか

と考えております。また、１９年以降については、

３億円、それ以上の額が必要になってくるのでは

ないかと考えております。

ただ、早期退職者の前倒しという効果もありま

すので、１６年度についてもその前倒しの効果が

徐々に出てきておりまして、その辺の削減効果も

見込めますので、早期前の退職者を含めました、

一定それらを含んだ中で収支計画を立てていると

いうことですので、毎年その辺を見直しをかけて

ローリングをしていきまして、財源の確保に努め

てまいりたいと考えております。

一方、１９年以降につきましては、３億円以上

の退職金が出てくるということはもう確実でござ

いますので、制度といたしましては、退職手当債

という制度もその辺も視野に入れまして、これも

一定条例に基づいて定数削減することによりまし

て退職手当の起債が認められるというような制度

でございますので、その辺についても今から研究

していきたいなと考えております。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

なぜ今回の聖苑計画は延期されたのかということ

でございます。

これにつきましては、先ほどの角谷議員にも御

説明差し上げましたとおり、１つは現在の本市の

－２４－

財政状況をかんがみたときにどうなのかというこ

とが１つでございます。事業費といたしましても、

概算ではございますけども、５０億以上かかって

くる事業でございます。ですから、その部分が現

在の本市の財政状況をかんがみたときに、そのま

ま突き進めるのかというのが１点でございます。

２点目といたしましては、現在合併という議論

が間近に迫ってまいります。ですから、その議論

を仮に度外視して進めまして、これは仮定の話で

ございますが、もし合併という話になったときに、

これから進める調査物とか、そのようなものが逆

にむだな形になるんではないんかということがあ

ると思います。ですから、その合併の議論が少し

整理できた上でもう一度考える、やはりこういう

ことが必要ではないかと思います。

ですから、なぜ延期したのかというのは、今御

説明さしてもらいました２点から延期さしていた

だくということでございますので、よろしくお願

いしたいと思います。

○議長（堀口武視君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 退職金の問題なんですけ

ど、一般財源ですし、影響額というのは平成１５

年度しか出てないんですけど、今後、今大前財務

部長言ったように、そのような進んでいくかどう

かということは、果たして言い切れるかどうかと

いうのは、人のことだからね、いつやめるかわか

らないということで、この人数については大体大

まかな人数だと僕は思うんです。

やはり退職金の問題、人件費の問題というのは、

財政の問題に非常に大きな影響を与えるもので、

これはよく考えてやっぱり対応されたいと思いま

す。

それから、そうすると聖苑計画は、財政難だか

ら聖苑はできないと。合併したら、そうしたらお

金ががっぽり入ってくるからできると、こういう

立場ですか。私はそうは聞いてませんよ。聖苑計

画というのは、平成１９年度までにつくるという

計画で僕は議論されとったと思うんです。それで

地元にも話された、そのことは。

しかし、今財政難でつくれない、今この計画を

延ばす、そういう理由を言うたんですけど、それ

ではちょっとおかしいん違いますか。もともとつ



くる計画であって――計画の縮小とかそういうの

は僕はよくわかります。しかし、それを理由にし

て、地元には今までどう話してたんですか、ずっ

と。地元にはどう話してたんですか。今のあなた

の考えだと、地元には延期はあってもストップは

してないと言ってますわな。しかし、今の答えは、

財政難だからつくらないというのは、こんな矛盾

した話ありませんで。

地元に対して、例えば延期はするけど、小さい

規模でつくるというなら、僕はわかりまっせ。納

得……。だけど、財政難でつくらない、また延期

はしないて。これは地元は、もう宙に浮いたまま

ですわ。僕らもそうですけどね。

一方、岡田と樽井のああいう火葬場しかないん

でしょう。この間、樽井の老人集会場の問題ちょ

っとあったんですけど、こういう問題がまた再燃

しかねないと、そういう対応をとっとったら。あ

れですか、後に持っていくと、そういう問題は。

困難な問題は後に持っていくと、そういう考えで

すか。

新市町村計画にもまだこんなん入ってないしね、

こんな問題は、当然。それはどうなんですか。延

期ということは、財政困難でつくらないのか、こ

れは当分延期して、またつくるのか。この辺ちょ

っとはっきりしてほしいですわ。梶本さんが答え

なんだら市長に――市長どうですか。財政が困難

で聖苑はつくらないと。延期だと。つくらないと

は言わない、延期やということを梶本さんは答え

られたんだけど、市長としては、合併あるなしに

かかわらず、この聖苑問題については延期して、

今後この問題については見直してつくっていくん

だとか、そういう立場なのか、もう財政的に困難

になるからこれは当分そういう考えはないのか、

その点ちょっと市長どうですか。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 現在、泉南市では１８年度

までの健全化計画を進めております。その中には

この事業、いわゆる工事を含めた事業については

位置づけをしておらないわけでございます。した

がって、そのことを地元に含めて御説明をさして

いただいてるということでございます。

それと、単独で泉南市がいった場合、健全化の

－２５－

中で一定のそれを達成したとすれば、その後の事

業として当然考えていく必要があるというふうに

考えてます。ただ、その場合でも火葬場と聖苑と

いうのは、ちょっと同時にはできないんじゃない

かなというふうに思っておりますから、火葬場優

先と、第１期は火葬場というふうに従来からも位

置づけておりますが、そういう形でやっていく必

要があると。

もう１つは、合併に至るということになれば、

１つは位置づけ、同じ場所になるとしても、やっ

ぱり広域的な位置づけをしなきゃならないという

ことがございます。

それと御指摘ありました新市建設計画なりに入

れて、そして例えば合併特例債等の活用というこ

とも考えていかなければいけませんので、合併と

いうことになれば、その中で位置づけをしてやっ

ていくという形に持っていく必要があるというふ

うに考えております。

したがって、今の時点では若干健全化の部分が

ございますし、そのあたりからして、少しおくら

せるというか、おくれるということを地元の方に

も御説明をさしていただいたところでございます。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――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。――――

討論なしと認めます。

これより報告第１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承認す

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第１号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第８、報告第２号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１５年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第７号））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました報



告第２号、専決処分の承認を求めるについて御説

明を申し上げます。

議案書４３ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた

しました平成１５年度大阪府泉南市一般会計補正

予算（第７号）について、同条第３項の規定によ

り議会に報告し、承認を求めるものであります。

専決理由につきましては、平成１５年第４回定

例会に提案し、審議未了となった議案第１６号、

平成１５年度一般会計補正予算（第７号）は、本

市の事務執行上、必要不可欠の予算措置を内容と

するものであるので、本議案の内容を専決したも

のであります。

４５ページをお開き願います。補正の内容につ

きましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２，５

３８万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２２１億６４万７，０００円とするもの

であります。

歳出について御説明申し上げます。５２ページ

をお開き願います。

農業施設災害復旧費の工事請負費２，４６４万６，

０００円は、８月８日から９日の台風１０号によ

り崩壊した農業公園内農業用排水路及びのり面、

並びに８月１４日から１５日の集中豪雨により崩

壊した間宮池農業用道路の路肩擁壁を復旧するた

めの経費を計上するものであります。なお、本復

旧工事につきましては、１２月８日に現地調査が

行われ、災害認定がなされております。

また、地方債の追加につきましては４９ページ

に、歳入の明細につきましては５１ページに記載

しているとおりでございます。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） 私は現場を見たんですけ

ど、たしか農業公園については、道路とかのり面

の崩壊の工事はこれで２件目だと思うんです。工

事そのものは最近の工事が多いんですけど、なぜ

直近に工事をして、２回にわたってこういうのり

面をやらなあかんとか、こういうことが出てきた

－２６－

のか。ちょっと時間が余りにも、完成してからこ

ういうのが２回も起きてるので、そういう点につ

いてはきちっと点検されとるのか。

その点、私は現場を見てそう思ったんですけど、

その点は今後こういう――特に農業公園は２回も

起きてますからね。膨大なお金を使って、またこ

ういうことが、今度も２億２，０００万ですけど、

こういうことが起こる心配が――二度あることは

三度あると言いますけど、こういう工事、農業公

園関係でそういう心配はないのかどうか。今回な

ぜこういうこと、もうちょっと詳しく説明と、今

後そういうことが起こらないのか。

それから、もう１つは、農業公園全部見ました

んですけど、お花畑はありました。しかし、いわ

ゆる市民農園として貸し出すところは全く手がつ

けられてないと。あれは非常に広大な面積だし、

それから農業公園のオープンは、予定は１７年と

いうことですから、もう１年余りで農業公園を開

園しなきゃならないという状況を見ると、あの状

況で果たして開園できるかどうか。また、オープ

ンさせるためのいわゆる引き受け手があるのかど

うか。もう後１年余りでしょう。

そういう維持費でも５，０００万以上かかるとい

うことを僕は聞いとるんですけど、市民農園でも

きちっとそういう点でのプランニングはどうなっ

とるのか、その点ちょっとお伺いしたいと思いま

す。

○議長（堀口武視君） 村井都市整備部参事。

○都市整備部参事（村井敏夫君） お答えさしてい

ただきます。

まず最初に、質問にありました直近で２回目の

災害であるということに対してですが、これにつ

きましては、工事につきましては財団法人の緑公

社の方で事業をやっていただいておりまして、府

の補助金も出ておりまして、府の方からも竣工検

査をやっておりますので、それについては点検等

はなされておるという判断でなっております。

それと、先ほど助役からも説明ありましたよう

に、１２月８日に国の方の査定官と立会官が見え

られて災害という認定もされております。

それから、今後につきましてですが、これから

はそういう点検場所がないか。特にのり面につい



てはそういうところを開園に向けて再度現地等の

再調査を行って対応していきたいと考えておりま

す。

それから、１７年度のオープンに今の状況で間

に合うかということですが、１６年度完了に向け

て現在引き続き工事をやっておりまして、維持費

もできるだけかからないような形でできるだけ対

応するような方法で今検討してまいっているとこ

ろでございます。

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（堀口武視君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） こういうのり面とかそう

いう災害は二度と起きてはならないと私思うんで

す。それで、心配ないと。僕は心配ないというの

は、人間のやることだから、心配ないということ

はありませんわ。だから、そういう点で二度起こ

してはならないというふうにするのは当然だと思

うんだけどね。

それと、さっきお答えの１７年度オープン、で

きるだけ、これちょっとあいまいで、もう１７年

て、ことしは１５年でしょう。あとわずかだから、

具体的にいろいろ募集してだめだということが過

去にあるので、今の現状を見た限りでは、あれで

オープンできるのか。全く花が植えてあるだけで、

道路とかはできとるけどね。

花も見ました、僕。あっちのランとか違いまっ

せ。こっちでやっとる農園の方のああいう花じゃ

なくて、泉南市が植えてますわな、花をちょっと。

僕見ましたわ、花を。ちょっと考えさせられるこ

とが大分あったんですけど、まず市民農園の問題

ね。あそこに駐車場つくるとか、今こういう状況

で果たして市民農園借りるんだろうか、あそこま

で来て借りるのか、いろんな問題があると思うん

です、維持するのに。

そういう具体的な問題は議会で何遍も言われと

るんですけど、さっきの答弁ではできるだけ対応

したいというそれだけで、プランニングでもなく

て、それはあなたの希望的観測を言うとるだけで

あって、具体的にこういうふうに業者に頼んでこ

ういうふうにプランし、こういうふうにいけるよ

うになってるとか、そのぐらいはちょっと答えて

ほしいと思うんですけどね。

－２７－

○議長（堀口武視君） 村井都市部整備参事。

○都市整備部参事（村井敏夫君） 市民農園の活用

につきましては、民間事業者の導入ということで

現在も検討しておりまして、民間事業者に農業に

寄与する形で対応していきたいというふうに現在

は考えて検討してるところでございます。

ですから、民間事業者が活用されるときに、今

の市民農園のスペースを農業用に寄与するスペー

スとして活用していただくという考えで、民間事

業者の導入についても現在検討中でございます。

○議長（堀口武視君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 今の答弁でも余りすきっ

としないんですけど、僕が感じたことは、商売と

してやっとるあの施設については、僕もかなり見

たことと実際回って、あれはある程度納得できる

ものだし、なかなか商品化してもいい。ああいう

もんと関連して、農業公園も鮮やかな――今見る

限りでは、何かしょぼくれとるけど、もう少し市

として商品化できる、そういう市民にアピールで

きる、そういう対応というのをもっと僕はすべき、

こんな２０何億かけて、そういうのがちょっとお

くれとるんではないかと私は思うんです。

そういうふうに思うんですけど、市長どうです

か。あれ市民農園のあんな状況では、その前に花

も植えてあるけど、花植えてあるて、僕は２０何

億円の中でああいう程度でまだやっとるかと思う

と、ちょっと失望したんですけど、その点は市と

して今後根本的に農業公園の問題として客が呼べ

る、それから採算が合う、そういうことは市とし

てそういう展望あるんですか。市長にちょっとお

伺いします。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いつごろごらんになられた

かわかりませんけれども、今は花はないと思いま

す。春、昨年チューリップですね、秋はコスモス

ということでいきまして、春、チューリップだけ

でも１万人ぐらいお越しになられたわけですね。

ですから、そういうことからすれば、やはり市

民の皆さんのそういう花とか緑に対するニーズと

いうのは非常に高いというふうに思っております。

したがって、今の時代ですから、豪華なものはで

きません。必要最小限度施設をつくって、そして



オープンをしていきたいというふうに考えており

ます。

その中で言われたように、横ではカルガモの里

というハウス事業をやっておられる方がいらっし

ゃいますんで、そういうところと連帯するような

１つのそういうレクリエーション、あるいは観光、

あるいはカルガモはランなんかやっておられます

から、即売を含めた農業生産者と購買者との関係

と、こういうような一体的な活用の仕方というの

を考えていきたいと。

ですから、今あそこはなかなかトイレ等もござ

いませんので、それらは当然整備をして、そして

とりあえず市民の皆さんに親しんでいただけるよ

うな形でオープンをしていきたいと考えていると

ころでございます。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――質疑なしと認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、報告第２号は原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第９、報告第３号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１５年度大阪府泉南市国

民健康保険事業特別会計補正予算（第２号））を

議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました報

告第３号、専決処分の承認を求めるについて御説

明を申し上げます。

議案書５７ページをお開き願います。地方自治

法１７９条第１項の規定に基づき専決処分いたし

ました平成１５年度大阪府泉南市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）について、同条第

－２８－

３項の規定により議会に報告し、承認を求めるも

のであります。

専決理由につきましては、平成１５年第４回定

例会に提案し、審議未了となった議案第１１号、

平成１５年度国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）は、本市の事務執行上、必要不可欠の

予算措置を内容とするものであるので、本議案の

内容を専決処分したものであります。

５９ページをお開き願います。補正の内容につ

きましては、職員異動等により職員給与費等の人

件費が増加したことによる一般会計からの繰り入

れが必要となったこと、及び退職被保険者の増加

に伴う退職被保険者等療養給付費などが増加した

ことによる予算措置を行うものでありまして、そ

の額は歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億６，１１

３万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ５６億８，７６４万４，０００円とするもの

であります。

それでは、歳出の主なものにつきまして御説明

申し上げます。

６４ページから６５ページをお開き願います。

人件費に係る補正分といたしましては、給料、職

員手当及び共済費による７１８万５，０００円、退

職被保険者等療養給付費等に係る補正分といたし

ましては、退職被保険者等療養給付費、退職被保

険者等療養費及び退職被保険者等高額療養費によ

る１億５，３９４万６，０００円であります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――大森君。

○４番（大森和夫君） 人件費等の増加もあります

が、徴収率が引き下がってるというふうにお聞き

してるんですけども、そういう対策はどのように

されているのか、またいろんな、こういう不況の

時代ですから、払えない方に対してはどのような

救済対策を考えておられるのか。その点について

お答えください。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 大森議

員の収納対策ということで、平成１４年度国民健



康保険の収納状況ですが、保険税収入が１６億８，

９４４万４，０００円と前年度比１．８７％増で、３，

１０１万９，０００円増額となってますが、現年度

分の未納が１億９，０００万等があります。１３年

度の繰り越し分も６億何がしありまして、８億６，

０００万となってます。

１４年度の現年度分の収納率は８９．３４％で、

１３年度より０．３３％減となっております。府下

では２２位と中間をいっているところです。

次に、滞納対策についてですが、国保における

滞納者の滞納の原因は、多くは国保加入者の構造

上、高齢者や無職の方が大半、４割強を占めてお

ります。これらの方々は、税負担が厳しいという

ことで低額による長期分納で納める相談件数が年

々ふえております。滞納の原因の７割は、やはり

低額所得者による収入未済額となっております。

このことから、収納対策の向上につきましては、

保険証の更新時に保険税完納者には郵便で、滞納

者には平成１２年１１月より保険証更新時に接触

機会をふやすために短期保険証の交付を実施し、

納付相談、納付指導を行っています。ちなみに平

成１４年度中の短期保険証の交付件数は５３１件

程度となってます。

これからも、従前からも収納対策に力を入れて

おるところでございますが、今後さらに国保事業

の健全運営のために国保税の確保と滞納者対策の

強化に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 長引く不況の影響もあって、

大変な状況の一端が見えるようですけども、短期

保険証も手元にないという方は、どれぐらいいら

っしゃるのか。ほんとに泉南市に短期間、３カ月

ですかね、これ。それごとに来てもらって、ただ

でさえ財政的に大変な方が、上手にコミュニティ

バスでも利用できればいいけども、なかなか来ら

れてない人も、短期保険証すらない方がいらっし

ゃるんじゃないかと思うんですけども、そういう

方はどれぐらいいらっしゃって、どのような対策

をとってるのか、お答えください。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） お答え

－２９－

いたします。

今、手持ちの資料ですので、平成１５年４月１

日現在の被保険者世帯数が１万８６９世帯です。

そのうち、短期保険証発行世帯数が５３１世帯、

資格証明書発行世帯が９世帯、保険証未発行世帯

数４７５世帯、短期保険証とかをお持ちでない方

が、１，０１５世帯です。保険証未発行世帯につい

ては、郵便を送ってもまた返送されて返ってくる

という世帯ですので、こちらからは保険証を一た

ん送ってるんですけども、住所地におらないとい

うのが４７５世帯ということですので、よろしく

お願いいたします。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、報告第３号は原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１０、報告第４号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１５年度大阪府泉南市

老人保健特別会計補正予算（第２号））を議題と

いたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました報

告第４号、専決処分の承認を求めるについて御説

明申し上げます。

議案書６９ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた

しました平成１５年度大阪府泉南市老人保健特別

会計補正予算（第２号）について、同条第３項の

規定により議会に報告し、承認を求めるものであ

ります。

専決理由につきましては、平成１５年第４回定



例会に提案し、審議未了となった議案第１２号、

平成１５年度老人保健特別会計補正予算（第２号）

は、本市の事務執行上、必要不可欠の予算措置を

内容とするものであるので、本議案の内容を専決

処分したものであります。

議案書７１ページをお開き願います。補正の内

容につきましては、当初の見込みよりも医療費の

給付件数及び給付額が増加したことによる予算措

置を行うものでありまして、その額は歳入歳出予

算の総額にそれぞれ２億５４４万円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ４９億６，５１４万７，

０００円とするものであります。

主な歳出につきましては、医療給付費１億９，９

８３万４，０００円、医療費支給費５１５万３，００

０円などとなっております。

歳入につきましては、支払基金交付金７，７５４

万５，０００円、国庫支出金８，５２６万２，０００円、

府支出金２，１３１万５，０００円、一般会計繰入金

２，１３１万８，０００円となっております。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――松本君。

○１１番（松本雪美君） ７６ページの扶助費と現

金給付ですね。この辺のところが老人医療で医療

を受けてる人たちにかかわってくる数字かなと思

いますので、詳しく聞かしていただけますか。

○議長（堀口武視君） 筑紫生活福祉課長。

○健康福祉部生活福祉課長（筑紫宥亮君） お答え

します。

現金給付の件ですが、昨年度よりか給付を受け

る方が多くなりまして、見込みとして１５年度が

１万３，４６６件を見込んでおりまして、約１億５，

３２２万円を予定をしております。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） この事業そのものについ

て、もうちょっと詳しく聞かしてほしかったので

質問したんですが、答えてくれませんでしたんで、

もう一度、全部でどの程度の老人医療を受ける人

たちの件数を見込んでられて、増になったという

－３０－

ことで補正を組まれたんですから、その増になる

分の見通しですね。見通しがどれぐらいになるの

か。

それから、現金給付のところでは、これは多分

１割負担で老人医療で医療を受けられたお年寄り

が８，０００円ですか、８，０００円以上超えた分は

返してもらうとか、そういうことで個人の申請に

よって返された分があると思うんで、その辺の申

請件数とかもどれぐらいになるのか、聞かしてほ

しいなと、そう思います。

○議長（堀口武視君） 筑紫生活福祉課長。

○健康福祉部生活福祉課長（筑紫宥亮君） お答え

します。

当初の見込みは、１４万１，０００件を見込んで

おりまして、４５億６，４４７万３，０００円という

のが当初の見込みでしたが、約２．７％の増と見込

みいたしまして、１５年度では１５万８３７件と

いうことで、４７億６，４３０万６，３８７円という

のを見込んでおります。

それと、現物給付は、先ほど言いましたように

１万３，４６６件で、１億５，３００万ほど予定をし

ております。これも見込みでございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） ということは、先ほど現

物給付というのは、医療費負担で自己負担以外の

部分で申請をして、老人医療として医療を受けら

れた方に返っていった分が１万３，４６６件という

ふうに聞かしてもうてよろしいんですね。それで

よろしいですね。――はい。

それで、高齢者の人たちがお医者さんに行かれ

たときに、当然医療を受けられるわけですけれど

も、大分足元もおぼつかない人もいるでしょうし、

お若い方たちにお世話をしてもらうこともできな

い方もいるでしょうし、そういう場合、余分に１

カ月トータルして８，０００円以上要った人たちが

申請に市役所に来るという行為すらできないまま

放置されてる分もあるんじゃないかなと思うんで

すよね。

だから、そういう点でいえば、病院の窓口で処

理ができていくような方法というのを講じられな

いものかというふうに思うんですけれども、その



辺のところについてはいかがでしょうか。ぜひと

もこういう制度、窓口での制度をつくっていただ

きたいと、そう思うんです。御本人が市役所に来

ることすらできないような人たちもいるかもしれ

ないので、そういうことができるような対策です

ね。市としてお考えになられてるのかどうか、お

聞きします。

○議長（堀口武視君） 筑紫生活福祉課長。

○健康福祉部生活福祉課長（筑紫宥亮君） お答え

します。

現在のところ、医療機関に申請を出すというこ

とはできませんので、代理によって、泉南市の方

で代理の方が来られて申請を出していただくのは

今もやっておりますので、そのようにしていただ

ければと思っております。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、報告第４号は原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１１、報告第５号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１５年度大阪府泉南市

下水道事業特別会計補正予算（第１号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました報

告第５号、専決処分の承認を求めるについて御説

明申し上げます。

議案書７７ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた

しました平成１５年度大阪府泉南市下水道事業特
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別会計補正予算（第１号）について、同条第３項

の規定により議会に報告し、承認を求めるもので

あります。

専決理由につきましては、平成１５年第４回定

例会に提案し、審議未了となった議案第１３号、

平成１５年度下水道事業特別会計補正予算（第１

号）は、本市の事務執行上、必要不可欠の予算措

置を内容とするものであるので、本議案の内容を

専決処分したものであります。

７９ページをお開き願います。補正の内容につ

きましては、人事異動及び嘱託職員の採用等に伴

い、人件費が減少したことによる繰入金の減額、

並びに下水道建設費補助金の増額に伴い市債を減

額する予算措置を行うものでありまして、その額

は歳入歳出予算の総額からそれぞれ６２４万９，０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２４億１２２万８，０００円とするものであります。

それでは、歳入につきまして御説明申し上げま

す。

８５ページをお開き願います。人件費に係る補

正分といたしまして、一般会計からの繰入金を６

２４万９，０００円減額し、また公共下水道建設事

業補助金が１，０００万円増額となったことに伴い、

市債を１，０００万円減額するものであります。

歳出につきましては、８６ページから８７ペー

ジに記載のとおり、一般管理費及び下水道建設費

の人件費において総額で６２４万９，０００円を減

額するものであります。

なお、市債の減額に伴います地方債の限度額の

変更につきましては、８３ページの地方債の補正

に記載のとおりであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、報告第５号は原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１２、報告第６号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１５年度大阪府泉南市

介護保険事業特別会計補正予算（第２号））を議

題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました報

告第６号、専決処分の承認を求めるについて御説

明を申し上げます。

議案書９１ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた

しました平成１５年度大阪府泉南市介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）について、同条第３

項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの

であります。

専決理由につきましては、平成１５年第４回定

例会に提案し、審議未了となった議案第１４号、

平成１５年度介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）は、本市の事務執行上、必要不可欠の予算

措置を内容とするものであるので、本議案の内容

を専決処分したものであります。

９３ページをお開き願います。補正の内容につ

きましては、介護サービスの適正な提供、利用の

ための事業に必要な経費の予算措置、及び人事異

動に伴う職員給与費の増額による予算措置を行う

ものでありまして、その額は歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１７０万３，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２２億９，５４２万５，００

０円とするものであります。

それでは、歳入の主なものにつきまして御説明

申し上げます。

９７ページをお開き願います。介護費用適正化

特別対策事業費補助金１０３万１，０００円につき

ましては、国が介護給付適正化の取り組みを行う

市町村に対しまして、新たに取り組む年度におい
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て対象経費の１０割を助成するものであります。

次に、歳出の主なものにつきまして御説明申し

上げます。

９８ページをお開き願います。需用費の印刷製

本費は、介護費用適正化特別対策事業として、介

護サービス内容を理解していただき、サービスを

有効に活用していただくための啓発冊子の作成に

要する経費を補正するものであります。

次に、その下、備品購入費でありますが、介護

費用適正化特別対策事業として、国保連が保有す

る給付実績を活用した情報提供を受けるためのパ

ソコン購入費を補正するものであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、報告第６号は原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１３、議案第１号 泉南市交通傷

害補償条例を廃止する条例の制定についてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市交通傷害補償条例を廃止する条

例の制定につきまして御説明を申し上げます。

議案書１０１ページをお開き願います。交通事

故により災害を受けた市民を救済するため、昭和

４３年に制度化された交通傷害補償制度は、既に

３５年が経過した現在、民間の保険制度や共済制



度の充実、普及により、市の事業として実施する

必要性が希薄となってきたため、平成１６年度か

ら本制度を廃止することに伴い、所要の措置を講

じる必要から本条例を提案するものであります。

１０３ページをお開き願います。泉南市交通傷

害補償条例を廃止する規定とともに、附則におい

て必要となる経過措置を定めるほか、本制度の特

別会計についても廃止とする措置を講じるため、

泉南市一般会計条例の一部改正を行うものであり

ます。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） １つは、今まで市民にど

れだけ補償がされてきたのか。それから、現在保

険にかかっている人が廃止で不利益になるのかど

うか。そういうことはないと。それから、３つ目

は、今後、市として交通傷害について、金額低い

んですから、かわりにこういう廃止に当たって何

か紹介するとかそういうことはされるのか。その

３点についてちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） １点目の今ま

での件でございますけれども、実績的には平成１

４年度で加入者数が１，８１５人、そこから徴収し

ます金額が１５５万４，５５０円でございます。今

までの給付金というんですか、その保険に入って

て交通事故などに遭われて補償してる金額でござ

いますけど、これが４０１万円というふうなこと

になっております。それが現状でございます。

それから、市民サービスというんですか、その

辺のところでございますけれども、今回廃止とい

うことになりますと、今まで入られてた方が１，８

００人もございます。ですから、我々の方として

はこれにかわるような民間の保険というんですか、

このようなものを御紹介さしていただこうと思っ

ております。その１つといたしましては、大阪市

民共済生活共同組合、このような制度がございま

す。これは理事長が大阪市長でございます。この

制度の中では、今の保険料とそんなに差額がなく、
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なおかつ補償金額というんですか、それらについ

ても同じようなサービスが受けれるようになって

おります。ですから、この辺のところを今回廃止

に伴い、現在入っておられる方々すべてに郵送さ

していただきまして、御紹介さしていただこうと

いうふうに思っております。

なお、広報誌などでもこのようなことに変わり

ましたということをＰＲを十分さしていただいて、

この廃止に向けての支障がないようにというふう

に考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第１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（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って、議案第１号は原案のとおり可とすることに

決しました。

○議長（堀口武視君） 以上をもって本日の日程は

全部終了し、今期臨時会に付議された事件はすべ

て議了いたしました。

連日にわたり慎重なる御審議を賜りましてまこ

とにありがとうございました。

これをもちまして平成１６年第１回泉南市議会

臨時会を閉会いたします。どうも御苦労さまでご

ざいました。

午後３時２９分 閉会

（了）
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