午前１０時１分 開議

組みについてお示し願いたいと思います。

○議長（堀口武視君） ただいまから平成１６年第

また、政策決定の場への女性の参加についても、

３回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

まだまだ少ないように思われますが、現在どのよ

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

うな状況なのか、あわせて御報告いただきたいと

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

思います。

しました。

大綱２点目は、せんなん伝市メールについてで

これより日程に入ります。

あります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

開かれた行政というように、市政、財政、福祉、

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

健康、教育、まちづくり等々から議会に至るまで、

定により、議長において２３番 薮野 勤君、１

さまざまなテーマで各部局が中心となって意欲的

番 井原正太郎君の両君を指名いたします。

に取り組まれていると聞いておりますが、１点目

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質

として、現在の稼働状況についてお聞かせ願いた

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

いと思います。

まず初めに、３番 中尾広城君の質問を許可い

２点目に、今後の課題についてお示しください。

たします。中尾君。

大綱３点目は、農業公園についてでありますが、

○３番（中尾広城君） 皆さんおはようございます。

現在の進捗状況についてお聞かせ願いたいと思い

公明党の中尾でございます。

ます。

まず、私にとって１期目の２年半におきまして、

大綱４点目は、市の観光についてであります。

市長初め理事者の皆様、また議長を初め先輩議員

過日の住民投票の結果、合併問題の論議も徐々

の皆様方の御指導、御鞭撻があって今日まで議員

に鎮静化していくであろうと思われる中で、単市

として活動させていただいたと思っております。

で生き延びていく１つの方策として、市の観光と

改めまして御礼申し上げます。本当にありがとう

いうものを改めて見直していくというのはいかが

ございました。

でしょうか。

それでは、通告に従いまして平成１６年度第３

その１点目として、今後のつばさのまちフェス

回定例会での一般質問をさせていただきます。

タはどうなっていくのか、お聞かせください。

大綱１点目として、男女共同参画プランについ

２点目として、観光マップの見直しについてお

てであります。

聞かせください。

平成１１年６月に、男女が対等な立場で責任を

３点目に、ＰＲの仕方について、また今後の課

分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十

題と思われることをどう考えておられるのかをお

分発揮することができる男女共同参画社会の実現

示しください。

に向けた男女共同参画社会基本法が施行され、平

それと通告さしていただきました内容とは若干

成１２年１２月には、この法律に基づいて男女共

ちょっとあれになるとは思うんですけども、きの

同参画社会を形成するための具体的な道筋を示し

う夜中といいますか、２回大きな地震があったよ

た男女共同参画社会基本計画が策定されておりま

うなんですけども、それについて被害状況という

すが、地方公共団体においても男女共同参画社会

か、簡単にもしあるんであればちょっと教えてい

の形成の促進に関する施策についての基本的な計

ただけたらなというふうに思います。

画を定めるように努めなければならないと基本法

以上で壇上からの質問を終わらせていただきま

では定義されております。

す。御清聴どうもありがとうございました。

そこで１点目として、それを受けて市としての

○議長（堀口武視君） ただいまの中尾議員の質問

対応についてのお考えをお聞かせ願いたいと思い
ます。

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。
○市長（向井通彦君） 私の方から、男女共同参画

２点目として、これまでの男女共同参画の取り
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についての基本部分についてお答え申し上げます。

本市におきましては、男女共同参画社会基本法

これは一般質問終了後、この場で報告をさしたい

に定義されております男女共同参画基本計画に当

と思いますので、よろしくお願い申し上げます。

たる第２期せんなん男女平等参画プランを平成１

橘人権推進部長。

４年３月に策定し、女性も男性も一人一人の人権

○人権推進部長（橘 正三君） 男女共同参画のう

が尊重される社会の実現に向けて、男女共同参画

ち、現在の利用状況につきまして説明申し上げま

施策上の基本方向、６つの重点目標、２０の主要

す。

課題、６１の施策の方向を提示をいたしました。

本市におきましては、さまざまな男女共同参画

現在この第２期プランに沿って、男女共同参画

施策を展開しておりますが、とりわけ男女共同参

社会づくり講座、ステップフォーラム、シネマフ

画社会の実現に向けた市民活動を支援していくこ

ォーラム、女性総合相談、啓発冊子の作成等の事

とが重要であるとの視点に立ちまして、先ほど市

業を実施しているところでございます。関係部課

長の方からも御答弁いたしましたが、平成１５年

におきましても、プランを踏まえまして男女共同

５月に水道庁舎１階に「男女共同参画ルーム（ス

参画社会の実現に向け取り組みを進めております。

テップ）」を開設いたしております。

また、平成１５年５月には、水道庁舎１階に男

このルームは、男女共同参画に関する市民の活

女共同参画に関する市民活動を支援し、情報交換

動の場として情報収集や交流、学習、女性のため

や交流・学習・相談機能を有する拠点としてのせ

の相談ができる施設といたしまして市民の方に御

んなん男女共同参画ルーム（ステップ）を開設し、

利用いただいております。

市民やグループの方々に御利用いただいておりま

利用状況につきましては、平成１５年度のルー

す。さらに、本年４月から、市民の皆様のニーズ

ム利用者数につきまして、年間１４１件、延べ６

におこたえするため、従来の女性相談に加え、女

９７人となっております。男女別につきましては、

性相談員による女性のための電話相談を実施して

女性の方が延べ６１２名、男性が延べ８５名とな

おります。

っております。

また、本市の政策決定にかかわる状況につきま

今後とも男女共同参画社会、男女が個人として

しては、審議会等におきます女性の登用率は現在

人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にか

のところ２０．８％となっており、毎年少しずつで

かわりなく個性と能力を十分に発揮することがで

はございますが、割合はふえてきております。女

きる社会の実現に向け、男女共同参画ルームの活

性委員が未参画な審議会等につきましては、今後

用を図ってまいりたいと考えております。

積極的な女性の登用を進めることといたしており
ます。

以上でございます。
○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

また、女性職員の在職状況につきましては、全

○総務部長（谷 純一君） それでは、私の方から

職員に占める女性の比率は３５．４％、管理職に占

中尾議員御質問のまずせんなん伝市メールについ

める女性の比率は１０．５％という状況でございま

て御答弁申し上げます。

す。

まず、現在の状況でございますけれども、せん

市役所が本市の男女共同参画社会のモデルとし

なん伝市メールは、市職員を講師として派遣し、

ての役割を果たしていく意味からも、意識改革を

市政のタイムリーな情報を積極的に提供し、開か

含む積極的な研修を継続的に行うなど、全庁的に

れた市政、市民参加の実現を目指し、市民の行政

政策決定の場に男女がバランスよく参画できるた

への関心を高めることを目的としています。

めの人材育成に努めてまいりたいと考えておりま
す。

その稼働状況でございますが、平成１５年度で
は１６件、延べ６５０人の参加者があり、今年度

○議長（堀口武視君） 答弁の途中ですけれども中
尾議員に申し上げます。先ほど壇上で質問がござ
いました通告外の地震の件でございますけれども、
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は今のところ１件、２０人となっております。
その内容でございますが、特に合併問題に関す
る講座が６件と多く、ほかには災害時の心得など

がございました。

ております。今年度で花畑、芝生広場、多目的利

それと、今後の課題でございますけれども、平

用施設、トイレ等の休憩施設、植栽等の整備を行

成１３年度に開設しました講座のテーマを時代に

い、公園整備事業が完成する予定でございます。

合ったものとするため見直しを行い、広報や泉南

１７年度に開園を行いたいと考えておりますので、

市ウエブサイトに掲載し、市民の積極的な参加を

よろしくお願いいたしたいと思います。

図り、講座満足度などもアンケート調査で把握し

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

てまいりたいと、このように考えております。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは、私

それと、もう１つ、市の観光についての中の今
後のつばさのまちフェスタについて御答弁さして
いただきます。

の方から観光マップの見直しについて御答弁さし
ていただきます。
全体的な観光マップを基本とする中で、より詳

つばさのまちフェスタは、関空の開港以来１０

細な地域別のマップにおいてもＰＲを行いたいと

回目となりますが、ことしは例年どおりビーチサ

考えておりまして、特に観光の名所が集まる梅林

ッカーとりんくう花火の祭典を開催いたしました。

を中心とした山の手ガイドマップを昨年作成いた

ビーチサッカーの動員数は４，２００人で、りんく

しましたところでございます。

う花火の祭典は約１４万人の参加をいただき、昨

今年度は、海水浴場やその周辺の公園、漁港な

年に比べ約２万人の増加となっております。１０

どの名所の再発見として海の手ガイドマップを作

年目にふさわしく盛況でございました。また、経

成中であります。

費につきましては、平成１５年度のものですが、

しかしながら、来年度、つばさのまちフェスタ

ビーチサッカーは約５１０万、りんくう花火の祭

によるりんくう花火の祭典の参加を取りやめる方

典は約４，６００万円でございました。

向で関係各市町と調整する予定と聞き及んでおり、

今後のつばさのまちフェスタへの参加につきま

観光マップの見直しにつきましては、現在作成中

しては、１つの区切りとしまして１０年が終わり

であることから、急遽花火の写真記事等は省かせ

ましたので、今年度を最後として参加を取りやめ

ていただきました。しかし、全体的な観光マップ

る方向で関係各市町と調整する予定でございます。

につきましては、今後増刷の折には省く予定をし

以上でございます。

ているところでありますので、よろしくお願いし

○議長（堀口武視君） 馬場都市整備部長。

たいと思います。

○都市整備部長（馬場定夫君） 私の方から、議員
御質問の農業公園の現在の進捗状況についてお答
えいたします。

続きまして、これらのＰＲの仕方につきまして
お答えいたします。
ただ単に市の窓口に観光マップを置くというこ

農業公園につきましては、花卉団地に隣接する

とだけではなく、泉南市のホームページにも掲載

という立地条件を生かし、花と緑に囲まれた豊か

さしていただいております。また、いろいろなイ

な自然の中で、市民に花摘みや農作物栽培などの

ベントの開催、例えば関空夏祭りや大阪市内での

農との触れ合いを通じた憩いといやしの場を提供

インテックスフェスタ２００４、東京での大阪観

することにより、より広く市民に農業への理解を

光キャンペーンキャラバン、このようなイベント

深めていただき、また地域農産物の直売や泉南市

の中で、岸和田市以南５市３町で構成する華やい

の特産農産物である花をＰＲすることにより、地

で大阪・南泉州観光キャンペーン推進協議会にて

域産業の振興を図る上で、重要な拠点施設の整備

参加し、物産の販売や観光ＰＲに努めてるところ

として、現在鋭意事業を推進しているところでご

でありますので、よろしくお願いしたいと思いま

ざいます。

す。

議員御質問の農業公園事業の進捗状況につきま

それから、今後の課題につきましては、名所旧

しては、平成６年からの事業着手から１５年度末

跡の観光のみならず、泉南のさらなる特産品の発

までの全体事業費に対する進捗率が９０％となっ

見や開発なども視野に入れ、地産地消を推進する
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とともに、さまざまな情報発信を検討し、市内外

以上でございます。

にも広め、そして多くの観光客が訪れるよう努め

○議長（堀口武視君） 中尾議員。

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお

○３番（中尾広城君） ありがとうございます。

願いしたいと思います。

最近では男女共同参画ということで、今まで母

以上でございます。

子家庭とか割と取り上げられてたのが、ここ最近

○議長（堀口武視君） 中尾議員。

は父子家庭をひとり親家庭とかいうふうに呼ぶよ

○３番（中尾広城君） それでは、ちょっと数点だ

うになったとかで、例えば男性の育児に対するそ

け再質問さしていただきます。

ういうことも取り上げられたりとかしております

男女共同参画プランの参画ルームというのは、

んで、そういった意味で、女性が割とテーマ的に

去年ですか、開かれたと思うんですけども、水道

取り上げられがちやと思うんですけど、もっとも

庁舎の下ということで。それで、一応お答えいた

っと男性が女性のされておるような仕事とか、ま

だいたんですけど、もう少し具体的にそのルーム

た育児、家庭内のことについても、もっと真剣に

の利用の状況というのを、もし示していただける

考えていけるようなそういう交流の場になれば、

んでしたらお願いしたいんですけども。

もっと充実するのかなというふうに思います。

○議長（堀口武視君） 橘人権推進部長。

伝市メールの件なんですけど、ほかの近隣行政

○人権推進部長（橘 正三君） 男女共同参画ルー

等でも出前講座とかいろんな形でされてると思う

ムの具体的な内容ということでございますが、男

んですけど、他市と比べたらうちのそういう伝市

女共同参画ルームにつきましては、情報コーナー、

メールというのは、充実度というか、その辺はど

交流スペース、学習スペース、相談室等が設けら

ういう感じなんでしょうか。

れております。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

情報コーナーには、男女共同参画に関する図書

○総務部長（谷 純一君） まず、本市の伝市メー

類を設置するとともに、本の貸し出しも行ってお

ルですけれども、テーマとしましては、現在行財

ります。交流スペースでは、図書を読んだり、作

政全般に財政、福祉関係など１３ジャンルに分け

業をしたり、市民の活動スペースとして御利用い

まして、そしてその中から市民の方々に選択して

ただいております。また、学習スペースでは会議

いただいて、そして市の職員が出向いて行って説

室を設けて、勉強会等の学習や市民グループの活

明さしていただくと、そういう体制をとっており

動のスペースとして御利用いただいております。

ます。

相談室では、専門のカウンセラーによります女性
相談等を行っております。

他市の状況はどうかという御質問でございます
けれども、我々把握しているとこでは、隣の泉佐

具体の利用状況でございますが、平成１５年度

野市さんあるいは阪南市さんのことですけども、

の年間延べ実績で申し上げますと、部屋別の利用

泉佐野市さんはことしの１月から開始されたとい

室件数ですけれども、年間延べ１２２件で、内訳

うふうに聞いております。そして、現在、参加者

につきましては、会議室が５６件、相談室が４５

にアンケート等をとって、そして伝市メールがど

件、オープンスペースとしてございます交流スペ

ういう形で呼ばれるか知りませんけども、今後の

ースが２１件となっております。

運営というんですか、それを考えていきたいと、

利用の内容によります件数につきましては、年

そういうふうに聞いております。

間延べ１４１件で、内訳につきましては、本の借

それと、阪南市さんでは、こういった制度も実

り入れ、返却が１１件、講座、勉強会が２０件、

施されているとお聞きしておりますけれども、こ

打ち合わせが１３件、会議が２７件、相談３７件、

の実施と同時に市民の方々に現在ＰＲして、この

このうち女性のための相談が２４件、人権相談が

制度を使ってくださいよというような、そういっ

１３件となっております。その他、資料の閲覧等

た方面に力を注いでいると、このように聞いてお

の件数につきましては３３件となっております。

ります。
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○議長（堀口武視君） 中尾議員。

してきましたけれども、今後はもし民間活力等が

○３番（中尾広城君） ですから、阪南市では、や

ございましたら、その活力によりまして引き続き

っぱり市長が精力的に動かれてというようなこと

開催さしていただければ、市としても側面から協

はよくりんくうチャンネル等とかでもお見かけし

力をさしていただきたいと、このように考えてま

たりするんですけど、この伝市メールに限らず観

す。

光の件についてもそうなんですけど、何かいまい

ただ、この問題につきましては、財政健全化計

ちＰＲの仕方が上手じゃないというか、もっと工

画の中にも位置づけられておりまして、１０年を

夫して、もっといいものを全面的に市の特色とし

１つの区切りとすると。そして、平成１６年度を

て打ち出すことはできないんかなというように思

もって廃止するというふうな位置づけもされてお

ったりもするんです。そういう意味で、ほんとに

りますので、行政としては１つの区切りとしたい

りんくうチャンネルにこだわるわけじゃないんで

と、このように考えております。

すけど、そういうものとか、もっとＰＲの仕方を

○議長（堀口武視君） 中尾議員。

いい意味で他市から学んで、取り入れてしていた

○３番（中尾広城君） 行政としては、当然そうい

だければなというふうに思います。

うふうな形で縮減というか取りやめたい、それは

つばさのまちフェスタが具体的にもうなくなる

もう当然よくわかりますし、そのとおりやと思う

というふうにお聞きしまして、ことしが１０周年

んですけど、そうじゃなくて民間を何とかうまい

で、今までのつばさのまちフェスタの花火大会で

こと利用してといいますか、産経新聞が主催にも

は過去最大というか、一番盛況であったというふ

なってるというふうに聞いてますし、産経新聞さ

うにもお聞きしてるんですけど、本当に一瞬にし

んの方にも側面から協力されて、お金を出すとい

て数千万が消えてしまうようなあれですけども、

う意味ではなくて、そういうふうな形でイオンさ

でも市民の皆さんにとっては今憩いのというか、

んとか関空さんにもうちょっと頑張っていただい

年に１回の楽しみみたいな形でやっと定着してき

て、あともろもろの民間企業の方々にも何とか出

たと思ったところで、すべて全面的に打ち切りと

資していただいたら、花火の費用ぐらいは何とか

いうのもちょっと寂しいかなという気はするんで

捻出することはできないかなというふうに思うん

す。

ですけど、その辺再度御答弁をお願いしたいんで

その１つの提案といいますか、例えばイオンさ

すけど。

んがオープンされるということもあるんで、イオ

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ンさんに協賛していただくとか、例えば日をずら

○市長（向井通彦君） ことしの花火の祭典ですね、

して、９月４日が関空の開港記念日というふうに

私もずっと１回目から毎回見ておるんですが、非

聞いておりますけども、その日にずらしてイオン

常によかったと思いますね。ＦＭ放送との花火と

と関空の共同共催という形で、花火だけ何とか存

音楽のドッキングといいますか、そういう形でさ

続させていくというような方向というのはどんな

れましたし、花火の打ち上げも今までとはちょっ

もんでしょうか。

と違った形になりました。花火屋さんを交代した

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

ということもあるんだというふうに思いますが、

○総務部長（谷 純一君） このりんくう花火の祭

非常に好評でした。その後、いろんな方々のお話

典といいますのは、やっぱり集客力も高く、引き

を聞く中でも、ことしは非常によかったという評

続き開催してほしいという声も我々のところへ聞

価が高かったんです。

こえてきます。そして、これは１０年間開催して

ただ、今までのように行政が主体になって、市

きましたので、これを我々としましては、１つの

民の税金を導入してやるというのは、やはり今の

区切りとして、この花火の祭典を考えていきたい

時代、どことも厳しい状況になってきております

というふうに先ほど答弁さしていただきました。

から、難しいというふうに思っております。まだ、

今までは、行政が主体となって、１０年間開催
−１１９−

２市１町正式に来年度どうするかというのを決め

たわけではございませんで、一応近々ことしのフ

うふうに言われてましたですけど、何かただいい

ェスタの集約の会議があると思いますんですが、

ものつくりましたというだけのことであって、そ

去年の一応の内々の合意では、１０年の節目をも

のマップがあること自体が余り市民の方々に、先

って行政主体でやることについては一定整理をし

ほども言いましたけど、ＰＲ不足というか、いま

ようかという方向になってます。

いち宣伝化されてないん違うかなという気もする

ただ、惜しむ声がたくさんありますんで、あと

んです。

おっしゃるように民間の力とか、あるいは市民団

せっかくいいものつくっているんですから、い

体の力とか、そういう中で何とか形を変えてでき

いものをつくって好評であればたくさん刷らなあ

ないかという模索は、当然やっていかなければい

かんということで、また経費もかかってくるんか

けないというふうに思っております。

なというふうには思いますけど、でももう少し、

ですから、ことしのフェスタの総括が終われば、

例えば南海の２駅、またＪＲの２駅に置いてもら

また新たにいろんな団体とも御相談をしていきた

うとか、そういうふうな形でふだんからも目に触

いなというふうに考えておりますので、今ちょっ

れるようなところに置くとかというような形でし

とここではまだなかなか申し上げにくいんですが、

ていただくとか、もっともっと観光というものを

もし民間さんのお力で、あるいはいろんな団体の

前に出して、まちおこし事業ではないですけども、

協力によって、規模は多少縮小してもできるとい

やっていっていただければなというふうに思いま

うことであれば、そういう道も探っていきたいな

す。

というふうに考えております。

それと、泉南市の日が７月１日というふうにお

○議長（堀口武視君） 中尾議員。

聞きしたんですけど、それの日に関しては何らか

○３番（中尾広城君） 側面からの協力といいます

のイベントといいますか、そういう行事というの

か、そういう形でぜひお願いしたいというふうに

は行われていないんでしょうか、ちょっとお聞き

思います。

したいんですけど。

それと、あと観光マップの見直しの件なんです

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

けど、そやから当然今までメーンにあったその花

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） まず１点目の

火の絵がなくなってしまうということもあります

南海、ＪＲに本市の方の観光マップを置けないか

し、来年の夏までにはまだ時間もありますんで、

というふうなお話ではなかったかと思います。

それに何とかもう一回見直せることができるんで

現在、南海電鉄さん、ＪＲさんも独自の泉南地

あれば、そのまま花火の絵も残れるかなというふ

域の駅を利用したような形のマップをつくられて

うに思ったりもします。

おります。例えば南海さんでは、探訪ウオーキン

それとあと、やっぱり合併がなくなってしまっ

グマップ、樽井・熊野街道コース、こういうなの

たということで、単市で生き延びていく方法の１

を樽井の駅に置かれまして、独自にＰＲされてま

つとして、先ほど壇上でも言わしていただきまし

す。当然、これをつくるときには我々泉南市の方

たけども、そういう観光ということに対する見直

も協力さしていただいてつくっておるというもの

しということで、農業公園も来年オープンされる

でございます。

というふうなことで、いろんな観光スポットがた

また、ＪＲにつきましても、阪和線沿線ハイキ

くさんあるとは思うんですけど、それで私自身も

ング、新家駅から和泉砂川駅コース、あと古道の

わくわく観光マップというのを見せていただきま

名残を感じる和泉砂川を歩くとか、こういうふう

した。

な形でＪＲさんも独自のパンフレットをつくって

ほんとに立派な見やすいといいますか、個性的

おられるということでございまして、本市の方の

ないいものができたなというふうに思ったんです

観光マップを置くのも当然いいんですけども、各

けど、ただその置かれてるところというのが、例

駅さんでは一枚もんの形で、持ち運びの簡単なよ

えば役所の地域振興課の前、受付の窓口とかとい

うな形のものでいろいろ考えておられますので、
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この辺のところも駅は駅なりに泉南市のことをＰ

それからＪＲ等商工団体も含めてつくっておりま

Ｒしてくれてるんではないかなというふうに思っ

して、府県を越えたいろんな活動をやっておりま

ております。今後ともまた、いろいろともに協働

す。ですから、そういう形のものをさらに発展さ

しながら、そこら辺のＰＲには全面的に進めてい

していく必要があるというふうに思っております。

きたいというふうに考えております。

特に、ソフト面においても熊取に明浄大学がご

もう１点、７月１日の市制施行日ですけれども、

ざいますんで、そこの観光学部の先生方にも日ご

この日にということでございますけど、我々今ま

ろから非常に親しく、生涯学習の件も含めまして

でやっておりますのは、記念事業として、市制３

お手伝いいただいておりますし、学生さんも研修

０周年とか２５周年とか、そういうときに市制施

といいますか、勉強のために参画をしていただい

行日という形におきまして、いろんなイベントを

てますんで、これから御指摘ありましたように泉

やったということもございます。毎年ということ

南市は海から山までいろんなバラエティーに富ん

につきましては、そのような７月１日を指定して

だ地形がありますんで、それを活用した観光とい

という形のことは現在やっておりませんので、よ

いますかそういうもの、それと単に見るだけでな

ろしくお願いしたいと思います。

くて、いろんな体験できたり、あるいは研修がで

以上です。

きたりと、そういう方面へもやっぱりつなげてい

○議長（堀口武視君） 中尾議員。

く必要があるというふうに思ってますんで、そう

○３番（中尾広城君） 例えばなんですけど、割と

いう意味ではグリーンツーリズム的な観光という

泉南市の中にはさっきも申しましたけど、観光ス

ことが主体になってこようかなというふうに思っ

ポットとかいろんなところがあると思いますので、

てますんで、御提案といいますか、御指摘いただ

それを例えば年に１回施行日の日に記念して全市

いた点については、今後とも十分発展をさせてい

挙げて例えばウオーキングラリー大会とかという

くように関係機関とも協力しながら努めていきた

ふうな形で催されてそれを定着さしていけば、ま

いと考えております。

た何か特色になったりするんかなとかいうふうに

○議長（堀口武視君） 中尾議員。

思ったりもするんです。

○３番（中尾広城君） ありがとうございます。ま

あと、とにかく創意工夫して単市での財政危機

た、今後ともそういうことでひとつよろしくお願

を乗り越えていっていかないといけないというふ

いしたいと思います。

うに思いますし、そういった意味でその辺のそう

冒頭でも述べましたけども、２年半にわたりま

いう記念日をどうこうというんではないんですけ

していろいろとお世話になりまして、ほんとにど

ど、そういうまちおこし事業について市長の考え

うもありがとうございました。これで終わらして

というのはいかがなもんでしょうか。

いただきます。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○議長（堀口武視君） 以上で中尾議員の質問を終

○市長（向井通彦君） 御指摘いただいた観光とい

結いたします。

うのは、この２１世紀のそれぞれの地方、地域が

次に、１１番 松本雪美君の質問を許可いたし

生き残っていくといいますか、発展さしていく大
きな柱だと思っております。

ます。松本君。
○１１番（松本雪美君） 皆さん、おはようござい

私どもも観光ということについては、力を随分
入れてきております。今までなかった施設もでき
上がってきてますんで、そういうものを活用して、

ます。日本共産党松本雪美です。２００４年度第
３回定例議会において質問をいたします。
さて、早いもので来月１０月２４日には、４年

例えばわいわい村なんかができましたし、今度農

に一度の市会議員選挙が行われます。選挙を前に

業公園もオープンしますが、根来街道グリーンツ

してこの４年間に十分に住民の皆さんにこたえら

ーリズム推進協議会というのを私どもと大阪府、

れる仕事ができただろうかと思うとき、反省が後

それから和歌山県、岩出町、そしてＪＡ、南海、

を絶ちません。
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ただ、言えることは、議員として６期２４年、

合併協議会委員４６人のうち、当初から合併反

いつのときも多くの住民の皆さんからの声を大切

対の意志をはっきりと表明したのは、私と角谷議

にしてきたこと、そしてその声を市政へ反映させ

員の２人だけでした。こうしたもとでの法定合併

ることが住民の暮らしを守ることにつながってい

協議会で提案された議案はすべてが賛成多数で決

くんだということを念頭において活動してきたこ

まり、この９カ月間は協議会だよりやインターネ

とです。そして、さらに住民が納めた税金は、む

ット、ケーブルテレビで知らされ、もう合併は決

だな大型公共事業ではなく、市民の暮らしを守る

まったと思った人もたくさんいたようであります。

ことに使うべきであるということを主張し続けて

そして、こうした合併への道筋を計画し、具体

きました。

化へ持ち込むための合併協議会の幹事会は、１２

特に、女性として、生命を生み出す母親は、命

人のうち６人が府からの出向の助役や理事が占め

を育て命を守ります。これをモットーに、子供た

るという３市２町の主体性のない府主導で進めら

ちや弱い立場の人たちを守る温かい市政をと多く

れました。そして、さらに国の審議会委員の宮本

の意見を述べさせていただきました。不十分な点

氏が会長となり、地方自治体減らしの国の合併の

は多々ありましたけれども、真剣に私の思いを受

３，０００から１，０００へと減らす、この考え方が

けとめ行政推進に努力をしてくださった皆さんに

押しつけられました。

感謝をし、お礼を申し上げたいと思います。あり
がとうございました。

宮本会長は、合併は本来ならば２年から３年か
かるのに、わずか１年で結論を出すことは難しい

それでは、質問に入ります。

とみずから発言する中で、３市２町の１，５００か

大綱１点目は、市長の政治姿勢です。

ら２，０００項目あるという調整が異常なまでの急

８月２２日の合併に賛成か反対かの住民の意思

ピッチで進められ、市の名称だけは早々決めて、

を問う住民投票は、７４％の人が反対であったと

将来の市役所の位置も決められない、公共料金の

いう結果が出ました。

調整も大切なものはほとんど先送りされるという

この結果は、合併は住民のためにならない、こ

状況で合併の矛盾が噴き出しました。

の泉南市という名前を消さないでほしい、市役所

こうした地方自治体減らしの国の押しつけ合併

が遠くなるなど絶対に嫌、泉南市の財政が厳しく

は住民の暮らしを守ることにはならないとして、

ても自分たちのまちは自分たちの手で守り抜きた

１１人の議員が合併反対の１点で統一行動するこ

いという住民の熱い思いではなかったでしょうか。

とができたことは、合併協で反対の意思を表明し

私自身もこの泉南市に生まれ育ちました。私の

ている私と角谷議員にとっては大きな励ましとな

父は、このまちは自然災害の少ないところで、本

りました。

当に住みやすいところだとよく言っておりました

合併反対のニュースを３号まで発行し、１１人

が、私もそう思っています。結婚後もこのまちに

の議員主催の樽井区民センターや信達公民館での

住み、子育てもし、仕事もし続けてきたのも、住

合併問題説明会を開催し、多くの地域住民の参加

みやすい泉南市が大好きだからです。

のもとに意見交換をさせていただきました。

合併すれば、新しくできた市の行政や議会が住

新しい市の名前が南泉州市と決まっているのに、

民を守り切れなくなる、住民の隅々の声が届かず、

なぜ住民投票するのか、地域の財産の扱いはどう

きめ細かい住民サービスなど期待できないとして、

なるのか、借金の多い泉佐野市と合併して、合併

合併反対を貫き通して、合併の多くの問題点を住

でもっと財政難を引き起こすのではないか。

民に知らせて頑張りました。

合併協議会だよりでも合併のメリット、デメリ

そして、私は泉南市会議員の代表として、泉佐

ットはよくわからない。期日前投票に行った人か

野市、泉南市、阪南市、岬町、田尻町の３市２町

ら、投票用紙は細かい字でわかりにくい、老眼で

の法定合併協議会にも選出され、委員として参加

読めないなど、いろいろな声が出されました。参

させていただきました。

加者からは、有意義な集まりであったと感謝され
−１２２−

ました。

ことになるのでしょうか。

さて住民投票の結果、２市１町の合併反対が、

その２は、道の駅的施設は地元商工対策として

泉南市は７４％、阪南市は７５％、田尻町は８９

取り組まれてきたはずですが、この施設がどれだ

％と圧倒的多数であったことを受けて、２市１町

けの内陸部の地元商業者の営業を守ることができ

が合併協議会に離脱の申し入れをし、９月１日に

るか、大型スーパーの進出で落ち込んでいる商業

は３市２町の合併協議会の解散が確認され、今議

者を守れる施設にすることができるのか、示して

会を迎えることとなりました。

ください。

この間、市長の発言では、合併の反対が多かっ

大綱３点目は、この間済生会の跡地利用につい

たことに対して、少子・高齢化社会のあり方や、

てですが、休日・夜間診療所の開設を求めてきま

地方分権時代に国の権限のもとで委属してきたも

したが、いまだに何の動きもつくられず、また府

のを地方に権限を移し、地方がしっかりしたもの

は泉南市の返事待ちというだけです。

にするために、また一般市から特例市をつくるこ

また、りんくうタウンへ移転した済生会泉南病

とが何よりも大切であると思ってきたのにとか、

院でも、市立診療所としての開設も当初の約束で

住民に理解が得られず残念であったなど発言があ

あったはずなのに、市としての医療行政確立は遅

りました。

々として進まず、病院建設基金として積み立て、

そして、特例債という有利な施策が盛り込まれ
ている法律を見過ごすことは無策であるとも言わ
れました。合併の中長期的な目的が理解されず残

寄附をしたあの２億円は一体何だったのかと思わ
ざるを得ません。
休日・夜間診療所開設について、泉南市以南に

念であると、質問のたびに市長は繰り返しました。

おける設置の必要性が提起されていることを思う

泉南市民１人当たりの借金は８６万円が合併す

と、いつまでも今のままでは納得いきません。こ

ると１人当たり１２０万円になる。市長は、特例
債の有利な法律を見過ごすことは無策と言ってさ
らに借金を市民に押しつける。合併は市民に幸福

のことについてお答えください。
大綱４点目は、子供たちの教育環境整備につい
てです。

をもたらすとでも言うのでしょうか。５５０億円

ぼろぼろ校舎の施設の荒れは、子供の心の荒れ

もの借金をつくり出したみずからの失政を覆い隠

につながると新婦人のお母さんたちと各学校を回

すための合併としか私には見えません。

りウオッチングをしました。特にトイレの改修が

国の自治体減らしをそのまま受け入れ、みずか

必要だと議会でも取り上げる中で、改修が実施さ

らの失政を覆い隠すために合併推進しようとした

れた信達中学校のトイレは、見違えるようにぴか

市長の姿勢は、住民のためと言いながら住民を守

ぴかトイレにでき上がりました。厳しい財政難の

ることなど全く考えていない、住民犠牲は平気の

折に、わずかな資金でこんなに多くの子供や父母

合併にどんな言いわけも通りません。合併反対が

の皆さんに喜ばれた改修など最近にないホットな

７４％という結果は、泉南市民の怒りの結果です。

ニュースであります。このことに努力してくださ

このことを真摯に受けとめて、政治的・道義的

った皆さんに感謝をしたいと思います。

責任をとり、今後の自分の身体の置く場所を考え

しかし、市内全体の学校施設は、築３０年前後

て退陣への道へととるべきではないでしょうか。

になっているのが７０から８０％にも及んでいま

このことについてお答えください。

す。大規模改修は１０年近くも見送られ、真夏に

大綱２点目は、その１は、１１月のイオンの開

は空調施設もない職員室では３６度にも達するな

店を前にして予測される交通混雑では、日常にイ

ど大変な事態になっているところもあります。昨

オン利用者以外の人に迷惑をかけないように、市

日の紀伊半島全体を揺るがした地震もあり、この

場岡田線の右折レーン設置は、歩道整備も含めて

ことにはびっくりしましたけれども、この間東南

新たな財政負担を背負うことになります。これで

海地震が騒がれる昨今ですが、災害時の避難施設

もイオンに負担させることなく、市費で拡幅する

の役割を果たすべき学校施設の耐震強化が待たれ
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ています。

ますと、やはり一緒になった方がいろんな支援材

避難基地となるべき学校が避難基地にならない

料も含めてプラスであるというふうに我々は考え

のでは安心できません。今こそ税金の使い方を変

ておりました。

えて、将来の泉南市を背負ってくれる子供たちを

それと、これからの国と地方のあり方というこ

守る教育環境整備について、十分に教育施設の環

とを考えますと、やはりできるだけ地方が今以上

境整備に努められること、このことが大事なこと

にしっかりとした基盤をつくって、そして地方分

であります。このことについてのお考え方はいか

権時代にふさわしい権限を受けて行政を運営して

がでしょうか。

いくということが求められてくる時代になってい

質問は以上です。答弁よろしくお願いいたしま

るというふうに思っております。

す。

ただ、住民投票結果がそういうことでございま

○議長（堀口武視君） ただいまの松本議員の質問

すんで、当面単独でいくということでございます

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

から、その決意も新たにしてこれからの行財政運

○市長（向井通彦君） 私の方から、合併問題につ

営に取り組んでいきたいというふうに考えており

いて御答弁を申し上げます。

ます。

３市２町の合併につきましては、昨年１１月に

それから、道義的責任はどうかということでご

泉州南合併協議会を設立以来、この９月１日まで

ざいますけれども、これについてはスタート時点、

１３回の合併協議会を開催してまいりました。１

研究会のときから申し上げておりましたけども、

２回を終わったところで、市民説明会を市内１１

やはり合併特例法というのは時限立法でございま

カ所で開催をさしていただき、８月２２日に住民

すので、その間にこの問題を十分議論して、そし

投票を実施いたしました。

て合併するかしないかを選択の上、この法期限を

結果につきましては、先ほど松本議員が言われ

迎えなければ、何もしないで漫然とその法期限を

たとおりでございます。約７割強の方々が反対と

迎えるというのはいかがかということを申し上げ

いうことになりました。この結果を真摯に受けと

ておりました。

めまして、去る９月１日の第１３回泉州南合併協

そういう意味で一定市民の皆様の御意向も確認

議会におきまして、合併協議会からの離脱を本市

できたということでございますので、一定の整理

並びに阪南市、田尻町とともに申し入れをいたし

はできたんかなというふうに思っております。し

ました。そこで協議会として確認をしていただき

たがいまして、今後は泉南市単独での行財政運営

ました。今議会にもこの合併協議会の解散に伴う

ということに全力で取り組んでまいりたいと考え

議案も予定さしていただいておりますので、それ

ております。

を受けまして９月３０日をもちまして法定協につ

それから、無策ということを言われましたが、

いては正式に解散するという形になりました。

私はそういうことを言った覚えはございません。

いろいろ御指摘ありましたけれども、この問題

法期限を漫然と迎えるということについては、や

については来年の３月に合併特例法といういろん

はり行政の長としての責任というものがあると、

な支援材料が盛り込まれた法律が失効するという

こういうことを申し上げたつもりでございます。

中でございましたので、やはりそれまでに合併す

その点、よろしく御理解をいただきたいと思いま

るのか、あるいはしないのか十分議論をしてその

す。

失効のときを迎えないと、後々悔いを残すという

○議長（堀口武視君） 馬場都市整備部長。

ことになりかねませんので、そういう思いでやっ

○都市整備部長（馬場定夫君） 議員御質問の大綱

てまいりました。

２点目のイオン出店による市民への影響について

単独で行く場合とそれから合併する場合と、さ
まざまなプラスマイナスはあろうかというふうに
思いますが、トータルとして財政的な面から言い
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のうち、交通混雑解消と周辺対策について御答弁
を申し上げます。
議員御指摘の都市計画道路市場岡田線と府道堺

阪南線との交差点につきましては、山側から堺阪

泉州保健医療協議会におきましても、泉南市以南

南線に右折する車両の滞留によって、左折、直進

における設置の必要性について提起されていると

する車両の進行を妨げることにより交通渋滞が発

ころでございます。

生するという問題がございます。

建設場所につきましては、大阪府の泉南福祉医

これにつきましては、市場岡田線の和歌山側を

療保健ゾーン整備計画では、新泉南病院に隣接す

一部拡幅すること等、これらの交通緩和につきま

るりんくう南浜地区となっておりますが、初期投

してその方向で検討してまいりたいと考えており

資を考えた場合、旧済生会泉南病院跡地の旧健康

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

管理センターの利用についても視野に入れながら、

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

阪南市及び岬町と十分協議を行っていく必要があ

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

ると考えております。

イオン出店に伴う２点目でございますけど、道の

特に、これまで協議を行ってきた中では、設置

駅的施設について御答弁さしていただきます。

の必要性についてはお互い認識を持っております

商業者対策の１つであります道の駅的施設につ

が、医師の確保や各市町の負担の問題など、今後

きましては、先般策定いたしました基本計画に基

さらに整理しなければならない課題も残されてお

づき、商工会が主体となって泉南市道の駅的施設

ります。

運営計画調査検討委員会を設け、学識経験者、経

現在、泉佐野熊取田尻休日夜間診療所に御協力

営コンサルタント及び樽井・岡田浦漁業協同組合

をいただいているところでございまして、財政的

や大阪泉州農業協同組合の各委員により計画施設

な問題もありますが、できるだけ早い時期に休日

の概要、事業費の概算、資金計画並びに建設時期

・夜間診療所の整備が具体化できるよう努力して

等種々協議を重ねているところでございます。

まいりたいと考えております。

先ほど御指摘の商業者にかかわる部分の基本的

○議長（堀口武視君） 中村教育総務部長。

な考え方につきましては、この中で泉南市内で生

○教育総務部長（中村正明君） 昨夜の２度にわた

産されるもの、例えば農産物であり収穫する魚で

る地震については、震度４とはいえ大きいもので

あり、これらのものをやはり販売していきたいと

ありました。

いうふうに思っております。そのときには生産者

市教育委員会は、避難班と地域防災計画で位置

の方々並びに小売業の方々が、いかにこの中に参

づけられておりまして、１カ所避難所を開設し、

画していただいて活力あるものにできるのかとい

１家族３名を午前４時半ごろまで収容させていた

うふうな考え方をしております。

だきました。なお、学校・園を初めとする教育施

ですから、議員先ほど御指摘のこれらの今の方

設については、これといった被害報告は現在あり

法がすべてうまくいきますと、地元生産者であり

ませんが、改めて調査を指示しておりまして、集

小売業者の方々がいろんな面で発展する機会を持

約中でございます。

てるものではないんかなというふうな考え方でこ

さて近年、ストックつまり社会資本の有効活用

の施設の整備を進めているところでございますん

が強く求められておりまして、建物の保全につい

で、よろしくお願いしたいと思います。

ても関心が高まっております。建物の寿命を一概

以上でございます。

に言うことはできませんが、鉄筋コンクリートづ

○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

くりで６５年というのが通説となっております。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 医

この基準からいいますと、市内の各学校施設の大

療問題の休日・夜間診療所につきましてお答えし

部分は、寿命の半分にも達していない若い建物で

ます。

あると言えます。

御承知のとおり、休日・夜間診療所の設置につ

建物の寿命は、行政ニーズの変化や耐久性など

きましては、大阪府から示された泉南医療施設整

の点から検討する必要もありますが、それまでは

備構想の中に位置づけされておりますとともに、

保全を通じ大切に使用しなければならないと考え
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ております。

へ配置されて、そして幹事会は１２人のうち６人

老朽化による大規模改修及び耐震性を確保した

までもが大阪府の職員が占めて、助役さんやとか

施設については、さまざまな手法の検討を行う必

理事という立場で市民に合併をせえせえと、合併

要がございます。今後、施設整備計画を策定する

することを具体的に案をつくることが当たり前の

上で十分検討を行い、あわせて財源問題等もあり

ごとくにしてこの協議会を進めていったわけでし

ますので、中期的財政見通しや財政健全化計画の

ょう。

進捗も念頭に置いてまいりたいと考えております。

宮本会長自身もわずか１年では調整するのが大

以上です。

変だと言いながら、その調整については、合併協

○議長（堀口武視君） 松本議員。

議会に参加した私と角谷さんはいっぱい言いたい

○１１番（松本雪美君） それでは、議席から質問

ことがあっても質問をどんどん切られて、まだ不

さしていただきたいと思います。

十分で答えが出ていないのに、もうこれでおしま

市長にお尋ねしたいんですけれども、宮本会長

いということで賛否をとられて、そして決めてい

が合併協議会の最後のまとめ、最後に開かれたこ

ったわけでしょう。

の９月１日の会議のときに、私が質問をしたいと、

その中身はもう住民にとってはっきりしていま

言いたいことがあるんだといって手を挙げている

す。決めた中身は大事なことは先送り、そんな中

にもかかわらず、私の質問を封じられて、一切そ

で十分に議論ができないまま、名前だけはいち早

の声を聞く姿勢はなく、自分が言いたいことをつ

く決めて、そしてでかでかと報道されたんでしょ

らつら、つらつら言い述べられたんですけれども、

う。宣伝されたんでしょう。

その中で私はやっぱり宮本会長の姿勢そのものが、

こういう事態の合併協議会ですが、この宮本会

国の合併の推進、３，０００自治体から１，０００自

長の姿勢について、市長自身はどのように考えて

治体にする、そのために宮本会長は一生懸命奔走

おられるのか、これが正しかったと市長はおっし

されていたんだなということがわかったんです。

ゃるのか、それを一言言うてください。

それはどういうことを言ったかというと、国は

○議長（堀口武視君） 向井市長。

７１９兆円の借金があり、１人当たり５６２万円

○市長（向井通彦君） 前段の９月１日の最後の法

の借金を抱えている。こんな大変な財政状況で行

定協の終わりの部分なんですが、あのときは私も

政のスリム化の努力をしていかねばならない。こ

ずっともちろんおりましたし、他の泉南市選出の

の借金はだれが一体払うのか。それは子や孫まで

委員さんもおられましたけれども、一応解散の確

が払うことになる。このような状況を続けていっ

認という形がとられまして、法定協委員、松本委

てはいいはずがない。今後、行政改革に取り組む

員の発言はちょっとタイミングが遅かったと思い

ことが大切だと、こういうふうに最後言われて、

ました、私はね。一応もうそれは結論をとって確

大きな声を一段と大きくされて言い述べられたわ

認すると。あなたもこの解散には賛成だと、こう

けですけれども、はっきり言いまして、私はこう

いうふうに言われて、それでちょっと発言のタイ

いう宮本会長の姿勢、７１９兆円も借金をつくっ

ミングがおくれたというのが１つあると思います。

てきたのは国民ではありませんよね。地方自治体

したがって、会長も一応終わったことだからと

はバブルで踊らされて、同じようにいろんな事業、

いうことだったというふうに思いますし、他の委

泉南で言えば空港関連事業などいろいろやられて

員からも、もうええやんかと言う声が幾つか飛ん

きて、同じように借金をたくさん抱えることにな

だと思います。そういうことだったというふうに

りましたよね、泉佐野市も泉南市も。そういう中

私は思っております。

で、国が大きな財政難に陥った、そのことを我々

それと、法定協を昨年の１１月１日から９月１

国民に負担せよとばかりにして推し進めてきた合

日まで１３回開いていただいたわけなんですが、

併の協議会だったのですよね。

会長として、泉南市在住でございますが、大阪府

そこで、国の審議会委員である宮本会長がここ
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立大学の宮本先生にお願いをして、公平なといい

ますか、客観的な立場で運営をしていただこうと

そして、これからまた信達樽井線を建設する。

いうことで会長になっていただいて、その間１３

本来ならば信達樽井線は、和泉砂川駅再開発がな

回運営をしていただきました。

くなったのであれば、駅からずっと進めていかね

私、見てる限りは、非常に公平に運営をしてい

ばならないはずなのに、一番先にりんくうタウン

ただいたんじゃないかなというふうに思っており

へつなぐ部分、イオンのためにその道路をつくろ

ます。もちろん松本委員から見れば、不満な点も

うということで、今大変な額の建設費が今回の補

あったかもわかりませんけれども、会全体として

正予算でも組み込まれているわけでしょう。

の運営ということからすれば、非常に公平に、し

こういう事業をどんどん進められてきた、その

かも適切に運営をしていただいたというふうに思

進められてきた一番中心にいたのは市長自身です

っております。

よ。これまで市長は泉南で仕事をされて３０数年

宮本先生は国のいろんな委員も歴任されておら

間になりますけれども、その道路づくりに一番力

れますので、国の今の事情とかあるいは地方の事

を入れて命かけてこられた、このまちづくりに命

情、これからの見通し等も当然深い造詣がおあり

かけたと、そういうふうに多分市長自身は思われ

ということでございますので、最後はその辺の総

ておられるでしょうが、それが住民のためになら

括としての思いを言われたんだというふうに思っ

ないいわばむだな投資、生かされてこない部分が

ておりますが、運営そのものは適正に行われたと

たくさんあったということを市長自身は認められ

私は思っております。

なあかんのと違いますか。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

私たちの暮らしにかかわらない部分でたくさん

○１１番（松本雪美君） そういう大切な場ですか

のお金をつぎ込んで、市民の税金をつぎ込んで生

ら、最後のときぐらい質問があれば受けとめる、

かされなかった結果が今の財政赤字じゃないです

そういうおおらかな姿勢があっても、それは私は

か。借金５５０億円にもなんなんとする、そうい

悪くはないと思いますよ。それなのに、もう頭か

う額に達したんではありませんか。

らその思いを受けとめないで切り捨てたというそ

そのことについて市長はどういうふうに責任を

の事実は事実として残ったと。もうほんとに不愉

とられるんですか。これから単独市でやっていく

快な思いでしたね。

のにしっかり頑張るんだと、そういうふうにおっ

あと質問をしたいことは幾つかあるんですけれ

しゃっても、これまでの政治的、道義的な責任、

ども、ここまで泉南市の財政を悪化させた原因は

市長自身が３０数年間ここの泉南で仕事をしてこ

一体どこにあるのか。そのことについては、市長

られて、そして浅羽市長のもとで、稲留市長のも

はどのようにお考えになっておられるのか知りま

とで、そして平島市長のもとで、みずから市長に

せんけれども、私はもうこの間、空港関連事業で

なって、ずっとこういう行政を進められてきた一

大変な財政へ影響を与えたと思うんですよ。

番立役者ではなかったんですか。そうだったでし

何度もこの間発言させてもらってますが、あい

ょう。一番先頭になってきたのが市長自身じゃあ

ぴあの建設、農業公園の２７億円、市民の里に４

りませんか。

億５，０００万、あいぴあでは６５億円、そしてま

自分が３０数年間の総まとめとして、今現在の

た、本来ならばりんくうタウンへの２本の道路に

合併へこれだけの財政赤字をつくったその責任を

ついては、府が建設するべきところなのに、この

とるのではなく、合併でその責任をごまかして、

道路には５２億円でしょう。それから、和泉砂川

責任をとらずに合併へ逃げ込もうとした、そうい

駅前再開発事業は中止されて、そして今もまちづ

う姿勢が私は問題あると思うんですよ。そこのと

くり協議会も解散されて、そういう事態ですけれ

ころをはっきり市長自身が反省しなかったら、こ

ども、用地買収やそれにかかわる金利、そして１

れから後の財政運営だってまともにできるはずが

億３，０００万以上もの調査費、そういうことで２

ありませんよ。いかがですか。

７億円以上も使ったんじゃないですかね。

○議長（堀口武視君） 向井市長。
−１２７−

○市長（向井通彦君） これといった事業をしない

市計画の変更を行います。

で、あるいは施策をしないで赤字が続いていると

砂川樫井線との結接点に交通広場、駅前広場、

いうことであれば、当然大きな責任はあるという

それと信達樽井線との接続についても一部ルート

ふうに思います。

変更はいたしますが、計画変更して、そして駅前

本市の場合は、いみじくもいろいろ言われまし

の方は主に歩行者、あるいは自転車を中心とした

たけれども、いろんな事業をやってまいりました。

道路形態に変えようということで今年度行います。

それができ上がって、まだこれからの分もござい

都市計画変更を行った上で、市の分は市、府の分

ますが、大多数はでき上がって市民の皆さんに御

は府でやっていただくということにいたしており

利用いただいたり、あるいは利便に供していただ

ます。

いてるということでございますんで、その成果に

また、下水道につきましても、この近隣市でも

ついても一定やはり評価をいただきたいというふ

最も整備が進んだというふうに思っております。

うに思います。

今４０数％の普及率になっておりまして、近い時

あいぴあのこともおっしゃいましたけれども、

期に５０％を達成できるというふうに考えており

これはほんとに年間泉南市の人口の倍近い方、１

まして、これはまさに文化のバロメーターと言わ

０万人以上の方が御利用いただいてる施設でござ

れている事業でございますんで、多くの皆さんに

いますし、福祉の中核ということで多くの皆さん

環境面あるいは衛生面で公共下水道という形で大

にあそこでいろんなこれからの時代に向けた対応

変喜んでいただいているところでございます。こ

をしていただいてるわけでございますから、私は

れもさらに残りの部分力いっぱいやっていきたい

あれは立派な施設でもありますし、この泉州では

というふうに思います。ただ、特別会計というこ

泉南市が一番充実した施設だというふうに思って

とがございますんで、一般会計からの繰り出しの

おりますし、誇りには思っております。決してむ

抑制という部分もございますんで、今後はスピー

だなものとは思っておりません。

ド調整をしながらやっていきたいと思っておりま

それから、道路でございますが、空港関連とい

す。

うことで非常に弱かった海山方向の道路、４本都

農業公園については第１期完成いたします。来

市計画決定をいたしました。そのうち１本は府道

年度一応オープンという形でやってきておりまし

ですが、これもいち早く都市計画決定したことに

て、これも市民の皆さんに憩いと安らぎ、またい

よって、泉南市域分は相当でき上がっております。

やしの場として御利用いただけるものというふう

あと山手一部が今まだ事業中でございますけれど

に考えておりまして、後世に大きな財産が残せた

も、和歌山県と一緒にやっている道路でございま

んかなというふうに思っております。

すし、あとは給食センター下がりの道路ですね。

いずれにいたしましても、公共事業といいまし

これについても空港関連のときにりんくうタウン

ても、本市の場合は余り華やかなものはやってお

まで抜いたということで、非常に多くの皆さんに

りませんで、地味に、しかも確実に必要な施設、

御利用いただいている道路でございます。

都市基盤整備を中心にやってきたということがご

また、田尻町と一緒にやりました樫井西岡田吉
見線にいたしましても、周辺に住宅が張りついて

ざいますんで、その点は御理解いただきたいと思
います。

きて沿道利用もされてきておるという中でござい

それと、それに伴う起債の方も平成９年にピー

まして、非常に有意義な道路であるというふうに

クアウトいたしておりまして、徐々に減少してき

考えております。

ておりますんで、今後は着実に返済しますととも

また、信達樽井線につきましては、御指摘いた

に、一定の枠内においての事業推進を図ってまい

だいた駅前整備のこともございますが、これは再

りたいというふうに考えておりますので、今後と

開発から一歩変えまして、行政と民間の役割分担

も健全財政の取り組みということを重点にやって

の中で整備をしていこうということで、今年度都

いきたいと思います。

−１２８−

本市の場合は、現在１５年度決算ベースで４億

もちろん住民投票で市民の声を聞くという、そ

１，０００万ぐらいの累積赤字ということでござい

ういう立場には立たれたこと、これは私たちもそ

ますが、これの解消に向けて、１８年度に向けて

のときには、あっ住民の声が聞けるんや、住民の

取り組みを強化してまいりたいと考えております。

意思が反映されるんやということで、ひと安心は

○議長（堀口武視君） 松本議員。

したところでしたけれども、この間、この合併の

○１１番（松本雪美君） 市長はつらつらといろい

ために使ったお金、合併協議会を立ち上げるため

ろ言われましたけれども、現実問題としては大き

に使ったお金は１，３００万、住民投票に費やした

な借金が残ったと、財政赤字で財政破綻を起こす

お金は１，５００万ですよね。それから、もちろん

寸前に来ているという、こういう事態が発生して

年度途中ですから、少し要らなくなった分もある

いることへの反省は何１つない。これはもうぐあ

でしょうけれども、そして職員４人を合併協議会

いの悪い話ですね。

に送り出したんでしょう。

ちょっと振り返って、皆さんにも聞いといてい

泉南市の行政の部分では、政策推進課では合併

ただきたいこともあります。これは平成１１年３

のために、合併をするために専門的に課長さん初

月の第３次泉南地域広域行政圏の計画策定のため

め職員２人がそこでほかの仕事ができないまでに

にということでされた調査報告書、それから１２

も、このことに邁進せねばならない事態が起こっ

年の５月には私たちの泉南ということで、こうい

てるわけですよ。

う形でアンケート調査をとられたものを私たちの

私は、こうした職員の人件費までも含めまして、

泉南ということで、また泉南市の行政推進のため

負担をした総額というのは６，０００万以上にもな

に、泉南地域の広域行政推進のためのこういう資

っていると。合併がなければこうしたお金は要ら

料が作成されましたよね。

なかったわけですよ、はっきり言いまして。私は

この中で市長自身もここにずっと参画されてき

とても大切な市民の血税がこんな形で消えてなく

てたはずですけれども、５市３町で泉南広域行政

なっていくということは、本当に残念でなりませ

の推進協議会では住民アンケートで、合併推進し

んね。

た方がいいと言われたアンケート結果はわずか２

それから、もう１つ、第１２回目の合併協議会

６％でした。しない方がいいという形で答えを出

だよりの一番裏のところに、名づけ親大賞という

したのは、もう５５％近くあったわけですよ。も

ことで商品券が贈られたことが記載されてました

うこのときから合併は住民の皆さんの声として、

よね。そのときには、８月２２日に住民投票が終

しない方がいいんじゃないかという、こういう結

わってるんですよ。終わってるのにもかかわらず

果が出されてたということですよ、この平成１１

８月の末から９月初めにかけて、泉南市広報と一

年、１２年のときにね。

緒に市民に各戸配布された協議会だよりに、こう

そして、私たち共産党議員団も合併はどうなの
かということで、昨年の１０月にアンケート調査

いう形で皆さんに賞品が贈られましたという紹介
がありましたよね。

を市民の皆さんにさしていただきました。２万枚

あたかもこれを見た人が、何や住民投票終わっ

の資料を配布させていただいて、そのときには反

てるのに合併やっぱりするんやんか、こういうこ

対が４１％、賛成は３３％で、昨年の１０月時点

とで私たちに何人も相談ありました。こんなこと、

でも合併なんてよくわかりませんという方が３割

いや違うでと、合併はもうやらないということで

近くあったんですよ。

市長は特別委員会でもこの住民投票の結果を真摯

そういう答えが出てるにもかかわらず、どんど

に受けとめて、離脱することも含めて考えねばな

ん、どんどん合併へ推進するという方向へ、市長

らないんやと、こういうふうに報告されてると、

自身が泉南市としてそこに参画をしていくという

こういう説明をしましたけどね。

ことで合併協議会を設立された、そういう形とな
りましたよね。

しかし、実際にはこういうずさんな形での経過
があったということを市長、どのように考えてお

−１２９−

られるのか。合併しなかった場合に６，０００万以

ないということをもう大枠で決めた段階で、名前

上ものお金を使わずに済んだことや、それから合

をつけた名づけ親に商品券を渡すニュースでしょ

併協議会だよりを住民投票以後にも各戸に配布し

う。合併協議会ではこんなことが決まった、あん

た。こういう位置づけは、市長の意志でやめさせ

なことが決まったということが書かれてるんです

ることができたのではないですか。ちょっとこの

から、それは置いといて、合併はしないと。１３

辺についてお答えください。

回のお知らせのときに、同じようにこういう意味

○議長（堀口武視君） 向井市長。

があるんですよということを説明つけて配ること

○市長（向井通彦君） 言われた額についてはちょ

だってできたはずでしょう。

っと不正確だと思いますので、後ほどきちっと整

合併しないと決めた後で、あたかもまだ合併す

理をしていただきたいと思いますが、当然何とい

るかのように見える、そういう協議会だよりの配

うんですか、国とか府の補助金が入っての話だと

布は、ストップしようと思えばできたはずですよ。

いうふうに思います。

私とこにも１日の日に配られてきましたからね、

ただ、この大切な来年の３月に失効する合併特
例法、さまざまな優遇措置が組み込まれたものの

隣組を通じて。だから、こういうずさんなやり方
が市長、やっぱり間違いを起こすんですよ。

適用を受けるのか受けないのかという極めて大切

先ほどから、私は大切な市民の税金がこんな形

な時期だったというふうに思いますから、それに

で使われてきた。この財政の甘い考え方、市長の

対して真摯に取り組んできたということでござい

これまでの３０数年間の甘い財政への考え方がこ

ますんで、御理解いただきたいと思います。

れだけの大きな借金をつくり出し、赤字をつくり

それから、合併協ニュースについては、当然紙

出し、市民に迷惑をかける結果になった。このこ

面でお配りをするわけでございますんで、実際の

とがやっぱり市長の反省をせねばならない一番大

動きとタイムラグが生じるのは当然かというふう

事なことなのに、たったこれだけのこともできな

に思います。したがって、１２回の協議会の各戸

い。私は本当に残念でなりません。

配布については、あれがたしか８月２日だったと

そして、金曜日の奥和田議員の質問で市長は何

思いますので、９月１日の広報でお知らせをした

と答えたか。本当に私はこんな無責任なことをよ

ということになると思います。

う言うなと思って感心しましたわ。私は、合併は

１３回がこの間９月１日に行われましたから、

好んでやったことではない。合併は市民のために

これはまた記録として多分１０月ごろになるんじ

なると思ってやってきた。今後、単独での行政運

ゃないかなというふうに思いますが、そういう形

営には市民に覚悟してもらわねばならない。

での報告ということになります。

こんなことをよう平気で言いますね。市民は何

それはあくまでも合併協議会で議論されたこと

も合併してくれと頼んだわけではないんですよ。

についての報告とか、あるいは次回の予定の案件

それなのに市民のためになる、そう言って進めて

の内容とか、そういうものを全市民あるいは全地

きたことは、自分のこれまでしてきた行政の失敗

域に住んでおられる方々にお配りをして周知をす

を隠すための合併であった、私はそういうふうに

るということでございますんで、結果的にはその

見えてなりません。

ような形になりましたけども、それは協議会の報

これから後、市民に覚悟してもらわねばならな

告をきちっと各戸に配布するという趣旨に基づい

いと、こう言って市長自身が市民を脅迫するよう

ておりますので、タイムラグがあったのは事実で

な言葉を並べ立てるというのは、これはどういう

ございますけれども、そういうことでございます

ことですか。このことを反省しないで、これから

んで、御理解をいただきたいと思います。

後の泉南市の行政運営などできませんよ。そう思

○議長（堀口武視君） 松本議員。

われませんか、市長。

○１１番（松本雪美君） 時間的なずれがあったと。
そういうことがあったとしても、実際に合併はし
−１３０−

それから、もう１つ、先ほど馬場さんからの答
弁ありましたけれども、市場岡田線ですね。３車

線に右折レーンつくらなあかん、こういうことで

ことは何１つ答えてくれませんけれども、私は市

すけど、これは泉南市がお金出してやるわけでし

長はやめるべきだと思いますよ。退陣するべきだ

ょう。でも今まで、例えば新家川のとこに橋かけ

と思いますよ。いかがですか。

たり、道路拡幅したりする工事は一体だれがやり

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ました。事業をした、開発をした業者がお金を出

○市長（向井通彦君） あなたにそういうことを言

してやったんでしょう。

われるゆえんはございません。私は市民のために

それから、サティができたときに、紀陽銀行の

残り全力で尽くします。

ところを３車線にしたでしょう。そのときもサテ

○議長（堀口武視君） 松本議員。

ィがお金を出して３車線にしたんじゃないですか。

○１１番（松本雪美君） 市民のために今後単独で

こういう今までの事実が、現実にこういう形で負

の行政推進をすると、こういうふうにおっしゃる

担をさせてきたのに、イオンだけには何１つ負担

ことですけれども、しかしこれまでの泉南市民に

をさせないで、道路整備についても、それから信

与えた大きな財政負担は、市長自身が自分の給料

達樽井線の高架橋を建設する工事も、そういう形

を削ったり、それから退職金もらったやつを返し

で泉南市が全額負担でやるということでしょう。

たり、そういうことで責任を果たすことの行為は

業者に何１つ負担をさせないで、イオンのため

少しぐらいは市民に見せてくれたっていいんじゃ

にサービスするんでしょう。信号だってそうです

ないですか。私はやっぱりそういう思いそのもの

よ。また後で言いますけど、岡中につくはずの信

が市長の中に何１つないんだなあと、本当に残念

号がつかないじゃないですか。あれはイオンのた

でなりません。

めに２基も信号つけてね、そうでしょう。いかが
ですか。

以上で終わります。
○議長（堀口武視君） 以上で松本議員の質問を終

○議長（堀口武視君） 向井市長。

結いたします。

○市長（向井通彦君） １つの９月に配られた１２

先ほど中尾議員の方から一般質問ありましたけ

回の合併協議会の報告につきましては、住民投票

れども、通告外ということで議長の方で制止いた

は終わっておりましたが、離脱するとかしないと

しましたけども、この際、昨晩の地震について理

かいうのは、１３回の法定合併協議会できっちり

事者の方から報告をさせますので、よろしくお願

と書面で提出をしたもんでありますから、それは

い申し上げます。中谷助役。

その時点ではまだ決まっておりません話ですから、

○助役（中谷 弘君） 昨日でございますけれども、

載せることはできません。

９月５日１９時７分から９月６日にかけましての

したがって、１２回の法定協の協議結果、それ
から１３回の案内という形で載せるというか、配

地震の状況につきまして御報告をさしていただき
ます。

布するというのは当然のことでございまして、次

まずは９月５日でございますけれども、１９時

の合併協だよりでは、この９月１日の結果を受け

７分、和歌山沖でございますが、太平洋の中でマ

て報告をするということになるはずでございます。

グニチュード６．８、大阪での震度が４ということ

それから、イオン関連の道路の拡幅の問題でご

でございます。和歌山県での震度が５弱というこ

ざいますが、市場岡田線の旧２６号線との角です

とで地震が発生をいたしております。それから、

ね。そこについては現在用地交渉を行っておりま

９月５日その後ですけども、２３時５７分にマグ

す。用地費、工事については、開発者で負担させ

ニチュード７．４、大阪での震度覚知が４というこ

る方向で今話をいたしております。

とで地震が発生をいたしております。

以上です。

この地震の状況でございますけれども、この１

○議長（堀口武視君） 松本議員。

９時７分の地震の後に、市の方といたしましては

○１１番（松本雪美君） 市長、合併の政治的・道

初期対応ですね、それをとらしていただきまして、

義的責任をどのように感じておられるのか。その

各関係との連絡体制をとってまいっておりました。
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２回目の地震の後でございますけれども、１市

高について収支内容を照合したところ、いずれも

民の方から避難の関係の申し出がございましたの

符合しており、出納は適正に行われていたものと

で、第２回目の地震後、避難所を１カ所開設をい

認定いたします。

たしまして、自主避難を３名行っております。そ

また、平成１５年度の定期監査を４月２２日に

れが大きなものでございます。

実施いたしました。こちらは参考資料として、結

それと、あと被害の状況でございますが、今現

果報告書を添付しております。

段階、けさの９時までの段階では、公共施設、建

以上、甚だ簡単ですが、監査報告といたします。

物等への被害は今のところ確認をされておりませ

○議長（堀口武視君） ただいまの監査委員の報告

んが、現在も調査中ということで御理解をお願い

に対し、質疑等ありませんか。――――質疑なし

したいというふうに思います。

と認めます。

それと、民間の関係でございますが、１件消防

以上で監査報告３件の報告を終わります。

の方に連絡が入りまして、家の中にある養魚用の

次に、日程第６、報告第１号 専決処分の承認

鉢が転倒して割れたという事件が１件ございまし

を求めるについて（平成１６年度大阪府泉南市老

たけれども、人的な被害はなしということでござ

人保健特別会計補正予算（第１号））を議題とい

います。

たします。

以上が現在までのきのうから起こりました地震
の経過状況でございます。

報告書を朗読させます。
○議会事務局次長（中野克己君）

以上でございます。

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 以上で地震の報告を終わり

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

ます。

内容の説明を求めます。中谷助役。

午後１時まで休憩いたします。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

午前１１時３９分 休憩

告第１号、専決処分の承認を求めるについて、平

午後 １時 ２分 再開

成１６年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予

○議長（堀口武視君） 休憩前に引き続き会議を開

算（第１号）につきまして御説明申し上げます。

きます。

議案書１ページをお開き願います。地方自治法

次に、日程第３、泉南監報告第１１号 例月現

第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いたし

金出納検査結果報告から日程第５、泉南監報告第

ました平成１６年度大阪府泉南市老人保健特別会

１３号 例月現金出納検査結果報告までの以上３

計補正予算（第１号）について、同条第３項の規

件を一括議題といたします。

定により議会に報告し、承認を求めるものであり

本３件に関し、監査委員の報告を求めます。監
査委員 島原正嗣君。

ます。
専決理由につきましては、平成１５年度老人保

○監査委員（島原正嗣君） 皆さん、こんにちは。

健医療費概算交付金及び審査支払手数料交付金の

それでは、議長の許可を得ましたので、ただいま

額が確定された結果、概算により既に交付されて

から平成１６年５月分と６月分の例月現金出納検

いる交付金の額が当該確定額を５７１万３，４６６

査を執行した結果を報告いたします。

円超過し、当該超過分について８月１０日までに

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

返還する必要が生じたことから、返還に要する予

き、平成１６年５月分は７月１５日に、６月分は

算措置を行うため専決処分したものであります。

７月２７日に、井上監査委員と私が検査を執行い

３ページをお開き願います。補正予算の内容で

たしました。

ありますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５７

これについては、一般会計、特別会計等、収入

１万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

役扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心

それぞれ４９億４，５００万５，０００円とするもの

に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在

であります。
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歳入歳出の明細につきましては、７ページから

８，９７６万５，０００円としたものであります。

８ページに記載しているとおりであります。

それでは、歳出につきまして説明申し上げます。

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

１６ページをお開き願います。訴訟費の報償費

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

といたしまして補正いたしております３３５万２，

申し上げます。

０００円は、消防本部が行いました救急活動に際

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

しまして本市救急隊員の公権力の行使に当たって、

質疑ありませんか。――――質疑なしと認めます。

不法行為により損害を与えたものとして国家賠償

討論に入ります。討論ありませんか。――――

法に基づき、損害を賠償すべき責任があるとして

討論なしと認めます。

訴えられた損害賠償請求事件の訴訟に対する顧問

これより報告第１号を採決いたします。

弁護士に対する着手金であります。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

なお、歳入の明細につきましては、１５ページ

することに決しまして御異議ありませんか。

に記載のとおりでございます。

〔「異議なし」の声あり〕

以上、簡単ではございますが、説明とさしてい

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

ただきます。御同意賜りますようよろしくお願い

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。

を申し上げます。
○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

次に、日程第７、報告第２号 専決処分の承認
を求めるについて（平成１６年度大阪府泉南市一

質疑ありませんか。――――成田議員。
○１８番（成田政彦君） 非常に不幸な事件で救急

般会計補正予算（第３号））を議題といたします。

車の人たちは非常に頑張ってる。このこと自体に

報告書を朗読させます。

僕はないんですけど、救急救命整備の中で小児科

○議会事務局次長（中野克己君）

医の不足ということで、子供たちの救命が非常に

〔報告書朗読〕

できなかったという点で、徳洲会病院に行かれた

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

んですかね、りんくうのあそこへ行かれなくて。

内容の説明を求めます。中谷助役。

そういう点でりんくうの救急救命センターは飛

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

行機事故とか何かに備えとると言われるんですけ

告第２号、専決処分の承認を求めるについて、平

ど、飛行機事故でも子供の事故もあり得るし、そ

成１６年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第３

ういう点では小児科医が少ないというだけでこう

号）につきまして御説明申し上げます。

いう子供の命が粗末にされるというのは、大変僕

議案書９ページをお開き願います。地方自治法

も危惧しております。

第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いたし

泉南市でも、かなりお子さんはたくさんおるし、

ました平成１６年度大阪府泉南市一般会計補正予

そういう点で小児科、救命救急センターに、あそ

算（第３号）につきまして、同条第３項の規定に

こは大阪府ですかね、小児科医のそういう――こ

より議会に報告し、承認を求めるものであります。

の辺は全体が輪番制になっておるらしいんですけ

専決理由につきましては、本市を被告人とする

ど、特に救命の場合、府に対して強く、こんな不

損害賠償請求事件が提起されたことから、これに

幸な事件があったんですから、市として要求すべ

応訴するため、弁護士を代理人として選任し、訴

きではないかと思うんで、その辺市長、どうお考

訟事務を委任するための経費について、予算措置

えですか。

する必要があるので専決処分したものであります。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

内容につきまして簡単に御説明申し上げます。

○市長（向井通彦君） 泉州救命救急センターの業

１１ページをお開き願います。歳入歳出予算の

務と、それからこういう１次医療、２次医療の関

総額にそれぞれ３３５万２，０００円を追加いたし

係とはちょっと性質が別でございますんで、今回

まして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１５億

の大阪府の施策としては、福祉のアクションプラ

−１３３−

ンの中で小児科医の増強とか、あるいは休日・夜

そういったことについては非常に残念だというふ

間診療のブロック別の充実とか、そういうことが

うに思います。今回３００数万円の応訴に係る費

うたい込まれておりますので、そちらの方から充

用だということでございますけれども、過日の委

実を求めていきたいと思っております。

員会の中でも、多分堀口議長さんがおっしゃって

○議長（堀口武視君） 成田議員。

たかと思うんですが、通常でいった場合、泉南市

○１８番（成田政彦君） 夜間・休日救急診療とい

が支出する３００数万円については返ってこない

うことで、済生会病院の跡地をどうするかという

というふうになっているという説明を受けたんで

問題、多分この問題が出てくると思うんで、その

すが、これまでさまざまな訴訟があるというふう

点については、こういう問題が出てきたんですけ

に思うんですけども、泉南市が訴える場合もある

ど、原課で今どのように考えとるんですか。

でしょうけども、相手方から訴えられて応訴する

○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

場合、これにかかる経費について、相手側に請求

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 午

をすることがあったのかどうかですね。それと、

前中に松本議員さんにお答えさしていただきまし

今回のこの件についてかかった費用について、勝

た。もう一度御答弁さしていただきます。

訴した場合、相手方に求めるつもりがあるのかど

旧泉南病院跡地の関係で休日・夜間診療所、現

うか、その辺についてお聞かせいただきたいと思

在の取り組みはどうかということでございますが、

います。

御承知のとおり休日・夜間診療所につきましては、

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

大阪府から示されました泉南医療施設整備構想あ

○総務部長（谷 純一君） 今回のこの訴訟の件に

るいは泉州保健医療協議会におきまして、その必

つきましては、弁護士着手金として３３５万２，０

要性、いわゆる２市１町にも１カ所必要であると

００円計上さしていただいてます。この分につき

いうことが位置づけされてございます。

ましては着手金ということで、この分については

建設場所につきましては、御承知のとおり泉南

市にはもちろん返ってこないということになって

福祉医療保健ゾーンの整備計画では、新泉南病院

おります。

に隣接しますりんくう南浜地区、また初期投資を

それと、あともし双方の訴訟の中でやりとりす

考えた場合の旧健康管理センターの活用について

るんであれば、例えば訴訟に要った費用がありま

今後２市１町と十分協議していく必要があるとい

すね。例えば切手代とかそういう事務的な経費、

うふうに考えております。

それについては相手方に請求するということであ

そして、この件の一番課題でございます小児科

りますけども、こういった経費については市の方

医が少ないということで、医師の確保また各市町

には返ってこない。着手金はあくまでも向こうに

の負担の問題など今後さらに整理していかなけれ

渡すということでございます。

ばいけないと。ただ、２市１町では、その必要性

○議長（堀口武視君） 事例。谷総務部長。

については十分これまで認識してきておるという

○総務部長（谷 純一君） 事例ですね。事例につ

ことでございます。

いては、訴訟の中でその賠償金額で請求されると

また、現在は泉佐野熊取田尻休日夜間診療所に

いう場合には、もしどっちか敗訴するということ

御協力をいただいておるわけですけども、今後泉

になれば、その分についての請求はされるという

南市としても２市１町と十分協議しながら、でき

ことになると思います。

るだけ休日・夜間診療所の整備についても努力し

それと、あとこの分でそういった事例があるか

ていく必要があると、このように考えております。

ということなんですけども、そういった事例とい

○議長（堀口武視君） ほかに。――――真砂議員。
○２１番（真砂 満君） 申しわけない、１点だけ
お聞きをしたいと思います。

うのは今までなかったというふうに思います。
○議長（堀口武視君） 真砂議員。
○２１番（真砂 満君） もう簡単にしときますが、

まず、行政と市民がこういった訴訟を起こす、
−１３４−

私が言いたいのは、要は３００数万円といえども

今回の場合は応訴でかかる費用でございますから、

中の費用、それまでの準備資金と、こういう解釈

一定仕方がないというふうに思います。

ですから、成功報酬というのも当然払うんですか

ただ、貴重な税金を使うわけでありますから、

ね、この後。顧問弁護士料を払ってて、なおかつ

例えば行政側の主張が正しくて勝訴した場合、や

この３３５万円、これは賠償額に応じた最高額じ

っぱり貴重な税金を使っている以上、訴えられた

ゃないのかなと思うんですが、その辺これどうし

側にそういったことの請求をしていくということ

て３３５万円というのをはじかれたんか。

は、基本的に必要だというふうに思うんですね。

それと、顧問弁護士料を払ってながらこれだけ

ただ、逆にそれをまた訴える費用がどうなのか、

の行財政改革が叫ばれてる中で、通常民間とすれ

それにかかる費用とプラマイどうなのかというこ

ばそういう契約を結んでおれば、安価に、そして

とはあるというふうに思うんですけども、基本的

丁寧にやっていただけると。これが常識やと思う

な姿勢としては、そういったことが私は必要だと

んですが、その辺の見解をひとつお聞きしたいと

思うんで、そこらはプラスマイナス考えないけな

思います。

いとは思うんですが、どうなのかお聞きをしとき

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

たいなと思うんです。基本的なことで結構でござ

○総務部長（谷 純一君） 予算ですね。当初予算

いますんで、よろしくお願いします。

に顧問弁護士料として報償金を支払うことになっ

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

てます。それについては、あくまでもやはり通常

○総務部長（谷 純一君） 訴訟に要った経費なん

市が例えば弁護士に何か相談事があるといった場

ですけども、基本的には我々理解しておりますの

合に相談を受けていただいて、それで要するに答

は、この弁護士着手金というのは、提訴して応訴

えをもらうといった、そういった経費として顧問

したときに弁護士の方に支払う要するに経費やと

料をお支払いするということになっております。

いうふうに理解しております。

それとあと、例えば１つ事件が起こるという場

ですから、あと例えば訴訟を提起する場合には、

合には、その条例集の中に泉南市訴訟事件等の報

当然こちらの方から賠償を請求する側に立つ。そ

酬に関する規定というのがございまして、その第

れから、この応訴の場合には、今度は賠償される

４条ですけども、それの中には当該事件の対象の

側に立ちますけども、その賠償金額については、

経済的利益、今回の場合、賠償責任額が２億円と

これはどちらの方に例えば責任があるかというこ

いうことになっておりますけども、この２億円を

とで争われますけども、その着手金とかいうもの

１つの経済的利益の価額というふうに計算しまし

については、これはあくまで弁護士に支払う費用

て、それに基づきましてこの訴訟事件の報酬を計

ということで理解しております。

算しまして、そして３３５万２，０００円というの

以上です。

を出しておりますので、１つの事件のそういった

○議長（堀口武視君） 東議員。

経済的利益の価額によってこの弁護士着手金とい

○６番（東 重弘君） ちょっと真砂議員も質問さ

うのは確定されてくるということでございますの

れました。少し私なりにお聞きしたいと思います。

で、御理解をお願いしたいと思います。（東 重

弁護士費用は、これはどこへ支払うと書いてな

弘君「まだ抜けてる。成功報酬は払うんか」と呼

いんですが、弁護士たるもの行政もそういうトラ

ぶ）成功報酬はもちろん支払うことになります。

ブルに巻き込まれますから、顧問弁護士も必要だ

○議長（堀口武視君） 東議員。

と思うんですが、今回不幸にもこういう訴訟を起

○６番（東 重弘君） 行政らしい答弁だなと。こ

こされたということで応訴着手金、予算ですが、

れはもう当然予算ですから、そういう答弁もそら

これは顧問弁護士さんにお支払いするんですよね。

是とするんでしょうけども、顧問弁護士でしょう。

そういうことですね。

弁護士法というのはその上限を定めたものであっ

私は、着手金これだけ払うんでしょう。これ、
およそ訴訟というのは、着手金というのは、訴訟
−１３５−

て、これは雇う側と雇われる側の交渉なんですよ。
予算については、かつてから非常に不用額なんて

いうようなものはもったいないと、もっと効率上

下げていただけると思うんですよね。不幸な事件

げろという中で、顧問弁護士とどのぐらいにして

であっても、調査なんていうのはほとんどしなく

いただけるんですかと値切ることも必要だと思う

ていいでしょう、こういう事案は。前の３住宅の

んですよ、行財政改革からしてもね。

場合は、そら調査も必要やったですけどね。世間

それで、その顧問料とこの限度額といつまでも

一般にはもっと安いと思いますし、これは予算で

そんなことしてると、私はこの弁護士が高いのか

すからできるだけ値を下げていただくようにお願

安いのかは別としても、大変問題多いと思うんで

いをしてみてください。それでなかったら、泉南

すよ。もう現に職員の給料まで手をつけてるとき

市の財政はもちませんから、よろしくお願いしま

に、弁護士の言うまま、弁護士費用の上限２億で

す。

あればこうだと。そんな予算を組むと、本当に窮

○議長（堀口武視君） ほかに。――――以上で本

屈な予算になりますよ。この分当然不用額に上が

件に対する質疑を終結いたします。

ってくるんでしょうけども。

討論に入ります。討論ありませんか。――――

過去に私も指摘さしていただいたんですが、こ

討論なしと認めます。

れも不幸なことに３住宅の方と訴訟になりました

これより報告第２号を採決いたします。

ね。あのときも私はたしか副議長という職でとど

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

まらしていただいてましたので、弁護士費用高い

することに決しまして御異議ありませんか。

ん違うんかと、こういう話ししたんやけど、それ

〔「異議なし」の声あり〕

は不用額で上がってますか。もう言いなりで処理

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

してるんじゃないですか。幾らそのときに不用額

って報告第２号は、原案のとおり承認することに

で上がってますか。恐らく、私記憶ないんやけど。

決しました。

ということになると、もう上限いっぱい支払って

次に、日程第８、議案第１号 泉南市監査委員

どこにも瑕疵がないんだと。そら弁護士は喜んで

の選任についてを議題といたします。

くれますよ。ただ、行政はそういう交渉をしなけ

議案書を朗読させます。

れば。私はそう思うんですがね。今後どうされま

○議会事務局次長（中野克己君）

すか。

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

○総務部長（谷 純一君） 先ほど申しましたこの

内容の説明を求めます。向井市長。

泉南市訴訟事件等の報酬に関する規定の中に、報

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

酬の金額は事件の内容により前項の規定に従って

案第１号、泉南市監査委員の選任について御説明

算定した額にそれぞれ３０％の範囲内で増減した

申し上げます。

額とすることができるということになってるんで

議案書１９ページをお開き願います。井上 明

すけれども、そういった中で我々としましてもこ

氏につきましては、平成１６年１１月２８日をも

の報酬額については、ある程度安くならないかと

って任期満了となりますので、同氏を監査委員と

いう議論はできると思います。

して最適任者と認め再任いたしたく、地方自治法
第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求

それで、今回の場合、この３３５万２，０００円

めるものでございます。

を計算するときには、この範囲で一応５０万円の

なお、井上氏の経歴につきましては、議案書２

減額をお願いしまして、それを差し引いた額で今

１ページにお示ししているとおりでございます。

回予算に計上さしていただいてます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

以上です。
○議長（堀口武視君） 東議員。

ただきます。御同意賜りますようよろしくお願い

○６番（東 重弘君） 値段５０万引いていただい

申し上げます。

たということは承りました。しかし、もっと私は

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。
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質疑ありませんか。――――質疑なしと認めます。

決しました。

討論に入ります。討論ありませんか。――――

次に、日程第１０、議案第３号 泉南市固定資

討論なしと認めます。

産評価審査委員会委員の選任についてを議題とい

これより議案第１号を採決いたします。

たします。

お諮りいたします。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。

議案書を朗読させます。
○議会事務局次長（中野克己君）

〔「異議なし」の声あり〕

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

って議案第１号は、原案のとおり同意することに
決しました。

内容の説明を求めます。向井市長。
○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

次に、日程第９、議案第２号 泉南市固定資産

案第３号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の

評価審査委員会委員の選任についてを議題といた

選任について御説明申し上げます。

します。

議案書２７ページをお開き願います。益金 昇

議案書を朗読させます。

氏につきましては、平成１６年１１月３０日をも

○議会事務局次長（中野克己君）

って任期満了となりますので、同氏を固定資産評

〔議案書朗読〕

価審査委員会委員として最適任者と認め再任いた

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

したく、地方税法第４２３条第３項の規定に基づ

内容の説明を求めます。向井市長。

き議会の同意を求めるものでございます。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

なお、益金氏の経歴につきましては、議案書２

案第２号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の

９ページにお示ししているとおりでございます。

選任について御説明申し上げます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

議案書２３ページをお開き願います。馬野和俊

だきます。御同意を賜りますようよろしくお願い

氏につきましては、平成１６年１０月８日をもっ
て任期満了となりますので、同氏を固定資産評価

申し上げます。
○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

審査委員会委員として最適任者と認め再任いたし
たく、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき

質疑ありませんか。――――成田議員。
○１８番（成田政彦君） この人は１０年に就任し

議会の同意を求めるものでございます。

て、今度３期に当たるんですけど、年齢の問題な

なお、馬野氏の経歴につきましては、議案書２

んかは６５なんですけど、これ市長、大体何期ぐ

５ページにお示ししているとおりでございます。

らいで、年齢はどの程度大体予定してるか、それ

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

ちょっとお伺いしたい。

だきます。御同意を賜りますようよろしくお願い

○議長（堀口武視君） 向井市長。

申し上げます。

○市長（向井通彦君） 行政委員等の選任の基本的

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

な考え方というのは平成１１年に決めておりまし

質疑ありませんか。――――質疑なしと認めます。

て、新任、新しく初めてなっていただく方につい

討論に入ります。討論ありませんか。――――

ては６５歳以下の方にお願いしようというふうに

討論なしと認めます。

しております。

これより議案第２号を採決いたします。

それから、再任の場合、任期が４年とか３年の

お諮りいたします。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。

場合あるんですけども、任期４年の場合は３期１
２年を限度とすると。今回の固定資産評価委員さ

〔「異議なし」の声あり〕

んは３年でございますんで、通算で１２年以内と

○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
−１３７−

考えております。
それと、再任の場合の任期満了時の年齢が８０

歳を超えないこと。ですから７６歳までというこ

最後に、変更分の１路線につきましては、代替

とですね。超えないものとするということで、そ

道路の整備に伴い、路線の変更を行うものであり

ういう基本的な考え方を定めております。

ます。路線名等の詳細は３１ページから３５ペー

ただ、例外といたしましては、専門的知識とか

ジに、路線の位置図は３７ページから７７ページ

経験を必要とする委員についてはこの限りでない

に記載のとおりであります。

というふうにいたしておりますけども、基本的に

以上、簡単でありますが、説明とさしていただ

はこの線に沿って平成１１年以降選任をいたして

きます。御承認賜りますようよろしくお願い申し

いるところでございます。

上げます。

○議長（堀口武視君） ほかに。――――以上で本

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

件に対する質疑を終結いたします。

質疑ありませんか。――――質疑なしと認めます。

討論に入ります。討論ありませんか。――――

ただいま議題となっております議案第４号は、

討論なしと認めます。

所管の産業建設常任委員会に付託いたします。

これより議案第３号を採決いたします。

次に、日程第１２、議案第５号 財産処分につ

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

いてを議題といたします。

することに決しまして御異議ありませんか。

議案書を朗読させます。

〔「異議なし」の声あり〕

○議会事務局次長（中野克己君）

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ
って議案第３号は、原案のとおり同意することに

〔議案書朗読〕
○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

決しました。

内容の説明を求めます。中谷助役。

次に、日程第１１、議案第４号 市道路線の認

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

定等についてを議題といたします。

案第５号、財産処分について御説明申し上げます。

議案書を朗読させます。

議案書７９ページをお開き願います。本件は、

○議会事務局次長（中野克己君）

泉州東部区域農用地整備事業いわゆる基幹農道整

〔議案書朗読〕

備事業への事業用地として、泉南市信達六尾８０

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

３の１番地２，１５⒋４１平方メートル及び泉南市

内容の説明を求めます。中谷助役。

信達市場２４６１の１番地２万２，２８⒍８６平方

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

メートルを独立行政法人緑資源機構に１億１，７３

案第４号、市道路線の認定等について御説明申し

１万８，０９６円で売却するものであり、地方自治

上げます。

法第２９４条第１項の規定に基づき、同法第９６

議案書の３１ページをお開き願います。今回の

条第１項第８号の規定により、本件売却が面積５，

市道路線の認定等につきましては、新たな市道の

０００平方メートル以上かつ売却額２，０００万円

認定、既に認定を受けている道路の認定廃止及び

以上のものに該当することから、議会の議決を求

認定の変更について、道路法第８条第２項及び第

めるものであります。

１０条第３項の規定により、議会の議決を求める

なお、売却に係る物件の位置図につきましては、

ものであります。

８１ページのとおりであります。

まず、市道認定及び区域決定がなされておりま

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

す市道４路線については、延長等の一部変更によ

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

り起終点変更の必要が生じたため、再度新たに新

申し上げます。

路線として認定し、これにより重複する認定路線

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

の区間について廃止することとし、これに合わせ
て新規に２０路線を市道として認定するものであ

質疑ありませんか。――――東議員。
○６番（東 重弘君） ２点にわたってお伺いいた

ります。

します。
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これは説明のとおり緑資源公団でございますか

全体の事業に対する補助残の負担金としては８億

ら、新家の浅草郷の契約に準じてするのかどうか。

５，０００万円というふうに聞いております。

それから、２筆ありますが、これの残地の登記
はどのようにして残るのか。

以上です。
○議長（堀口武視君） 成田議員。

この２点お尋ねします。

○１８番（成田政彦君） そうすると、８億余りを

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

市の負担でいくんですけど、大体それは何年償還

○総務部長（谷 純一君） まず、契約のことです

で、国の利率は今どのぐらいのもんですか。

けども、これにつきましては以前、この農道につ

○議長（堀口武視君） 村井参事。

きましては、浅草山のとこを買収しましたけども、

○都市整備部参事（村井敏夫君） 償還年度といた

今回の場合もそれと同じように浅草と同じような

しましては１５年間というふうに聞いております。

形で契約行為をしていきたいと、このように考え

それで、償還額といたしましては、利率はまだ現

ております。

在ですので償還時に利率というのは変動しますの

それとあと、残地のことですけども、今回売却

で確定しておりませんが、市の償還額と想定して

する部分につきましては変わりますけども、あと

おりますのは約７，６００万前後になるんじゃない

の部分につきましては従来どおりの方、要するに

かというふうには聞いております。これはあくま

今現在ある登記名義というんですか、そういう形

で現時点ですので、最終償還時には利率、金利等

で残っていくと、こういうことでございます。

が変わってきますので、また金額等は変わってく

○議長（堀口武視君） ほかに。――――成田議員。

ると思います。

○１８番（成田政彦君） これは前回、２年前にい
ろいろあったんですけど、これは合併がだめにな

以上です。
○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

って共有山のこれはそのまま、市長、７対３にな

終結いたします。

ったんですかね。

ただいま議題となっております議案第５号は、

ちょっとその確認と、もう１つはこの道路は大

所管の総務文教常任委員会に付託いたします。

体⒌３キロにわたる長い区間、大体⒌７の幅員で

次に、日程第１３、議案第６号 平成１６年度

つくられるんですけど、これ実際市の負担額はど

大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）を議題

の程度なのか。それで返済はどの程度かかるのか、

といたします。

ちょっとそれをお伺いしたいんですけど。

議案書を朗読させます。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○議会事務局次長（中野克己君）

○市長（向井通彦君） １点目についてお答えいた
します。７対３でございます。

〔議案書朗読〕
○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

○議長（堀口武視君） 村井参事。

内容の説明を求めます。中谷助役。

○都市整備部参事（村井敏夫君） 事業費について

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

お答えさしていただきます。

案第６号、平成１６年度大阪府泉南市一般会計補

これにつきましては、事業主体が緑資源機構で
すので、１５年度事業計画変更いたしまして、事

正予算（第４号）につきまして御説明申し上げま
す。

業計画変更時の事業費として今聞いておりますの

平成１６年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

は、全体事業費で約５０億円と聞いております。

を加える必要が生じたため、地方自治法第２１８

それで、市の負担といたしましては、圃場整備

条第１項の規定により補正予算を調製し、同法第

と基幹農道を合わせまして、負担額としては８億

９６条第１項の規定により、議会の議決を求める

５，０００万余りというふうに聞いております。た

ものであります。

だ、利率とかそういう形で償還時は、償還額につ

議案書８３ページをお開き願います。補正内容

いてはまだ細かいやつはわかりませんけども、今

につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ７億

−１３９−

６，６８６万１，０００円を追加し、歳入歳出の総額

費を計上するものであります。

をそれぞれ２２３億５，６６２万６，０００円とする

次に、その下、事務局費、報酬６３万円は、教

ものであります。

育問題審議会において市民ニーズの把握に努める

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

ため審議会、各部会の審議会数を増加させたこと

御説明申し上げます。９４ページをお開き願いま

に伴う経費を補正するものであります。

す。徴収費の償還金、利子及び割引料５００万円

次に、１００ページをお開き願います。学校施

は、市税更正に伴い納税義務者に還付いたします

設整備費の委託料２５２万円は、小学校１・２学

過誤納還付金及び還付加算金が当初見込みよりふ

年生３５人学級の実施などに伴い、信達小学校に

えたため、その経費を補正するものであります。

おける教室の不足が生じることになるため、平成

次に、９５ページをお開き願います。社会福祉

１７年度で国庫補助事業として増築事業を行うた

総務費の役務費４３万８，０００円は、成年後見制

め、本年度実施設計に要する経費を補正するもの

度に基づく家庭裁判所への申し立てに要する経費

であります。

を補正するものであります。

お手数ですが、８９ページにお戻り願います。

次に、その下、知的障害者福祉費の負担金、補

第２表で債務負担の追加補正をお願いいたしてお

助及び交付金１６６万６，０００円は、知的障害者

ります。これは、信達樽井線改良事業の実施に伴

通所授産施設において補助対象者が増加したこと

います事業用地の取得に際しまして、支障物件の

によりその経費を補正するものであります。

移転完了が平成１９年度になると予測されること

次に、９６ページをお開き願います。児童福祉

から、債務負担の補正をお願いするものでありま

総務費の扶助費１億６，０８０万円は、本年４月１

す。

日にさかのぼって児童手当の支給対象が小学校就

また、９０ページは第３表で地方債の補正をお

学前から小学校３年生まで拡大されたことにより、

願いいたしております。歳入につきましては、８

必要となる経費を補正するものであります。

５ページから８６ページにかけて記載のとおりで

次に、同ページ下欄から９７ページにかけて記

あります。

載いたしております水路改修事業費の工事請負費

以上、簡単ではございますが、説明とさしてい

５５０万円の減額及び負担金、補助及び交付金３

ただきます。御承認賜りますようよろしくお願い

７５万円は、泉南市土地改良区が工事主体となる

申し上げます。

ことにより大阪府補助対象事業となり、市の負担

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

が軽減されることから、市単独事業の工事請負費
を減額し、また土地改良区に対する補助金交付に

質疑ありませんか。――――大森議員。
○４番（大森和夫君） １つ信樽線の予算が出てき

要する経費を補正するものであります。

ますので、これにかかわってお聞きしますけども、

次に、その下、溜池改修事業費並びに農道整備

非常な借金がまたこれからふえるということで、

事業費につきましても、水路改修事業費と同様、

こういう借金がふえるようなことはもうやめるべ

工事請負費を減額し、土地改良区に対する補助金

きではないかと、市の財政上。その点について、

交付に要する経費を補正するものであります。

お答え願いたいんと、それから結局こういう道路

次に、９９ページをお開き願います。信達樽井

優先のあり方が駅前のまちがなかなかにぎわいを

線改良事業費の公有財産購入費１億３，５２９万円

持たないとか、今度も結局りんくうタウン中心で

並びに補償、補填及び賠償金４億５，０００万円は、

すよね。もっと、何で砂川の駅前とか、そういう

調査中であった大型工場の物件移転補償等必要と

ところの内陸部に力入れないんかと。そういう点

なる経費を補正するものであります。

についてお答え願いたいと思います。

次に、その下、非常備消防費の備品購入費４０

それから、市長はよく道路づくり、２０年、３

万円は、幼年消防クラブ育成並びに防火広報のた

０年先のことを考えてと言いますけども、何でそ

め音楽楽器等の資機材を購入するために要する経

ういうときに今の置かれている市民の状況とか、

−１４０−

それから子供たちの状況とか、そういうところに

それから、合併、単独という話もございました

目が行かないのか。どうして道路ばっかり２０年

けども、もともと今回の資金スキームあるいは財

後、３０年後のことを言うのか。今の子供たちを

政シミュレーションは、当然単独で行くといった

どのように応援するか、そういうような点はどう

場合のことを想定しておるわけでございますんで、

なっていくのか。

それはそれでできるだけこれからも経費、総事業

最後に、合併が中止になりまして、私は合併が

費の抑制とか、効率的な事業展開が図れるように、

あってもなくてもこういう公共事業優先のあり方

これから工事の方も入っていくかと思いますが、

はもうやめるべきだと思うんですけども、単独で

橋梁の構造形式あるいは施工性を含めて今最も安

するということでは、市長も金曜日ですかね、市

い方法を模索をいたしておりますので、そういう

民にそれなりの覚悟が必要やという言い方してま

形で事業費の圧縮に努めていきたいと考えており

したけども、市民には負担を押しつけながら、こ

ます。

ういう部分でのカットができないのか、考えてお

○議長（堀口武視君） 大森議員。

られないのか。単独でするということで頑張って

○４番（大森和夫君） 後年度負担のお話がありま

いくんですから、その点でこういう事業をやめる

したけども、私は最終的には、利子も大分高くな

べきだと思うんですけども、市長のお考えをお聞

ってきますし、やっぱり市民生活に借金を押しつ

かせください。

けると、それがずうっと引き続くやろうし、言え

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ば無理な公共事業、必要のない公共事業も結局こ

○市長（向井通彦君） 借金がふえるということで

ういう形で市長がおっしゃるような財政的な体制

ございますけども、いわゆる後年度負担なんです

ができたからとやっていくそういう呼び水になる

ね。今、泉南市民の方にすべて負担していただく

と思うので、これは本当に気をつけなあかん、簡

というのは酷なことでございまして、道路とか、

単に手を出すべきじゃないと思います。

あるいはいろんな公共施設を含めて、将来の泉南

特に、イオン道路は、信達樽井線に関しては、

市民になられる方、あるいは将来お生まれになっ

もともと時間がないということで進めてきた部分

てくる方々も受益を受けるということですから、

もありますので、もう少し落ちついて私は考える

それを世代間公平を図るためにこういう起債とい

べきだと思います。

う制度があるわけでございますんで、それを使わ

それと、福祉、教育は引き続きやると言います

していただいている。ただ、総額としてはできる

けども、今の市民の置かれている状況からいえば

だけ抑制するという方向でいっております。

ここにもっと力を入れるべきだし、財政的な補償

それから、道路の件で和泉砂川駅前の話も出ま

の問題ではなくて、やっぱり市長の政治姿勢が道

したが、これはこれで砂川樫井線継続でやってお

路を優先するのか、福祉、教育を優先するのか、

りますし、それから今年度、駅前広場並びにルー

今ここが問われているとこだというふうに思いま

トの一部変更、これについて都市計画変更いたし

す。

ますので、これは当然継続事業としてやっていく
という考えでございます。

以上です。
○議長（堀口武視君） 意見だけですね。ほかに。

それから、子供たちにという話もございました
けども、その他のいろんな施策、福祉、子供だけ

――――角谷議員。
○１７番（角谷英男君） 簡単に質問さしていただ

ではなくて高齢者も含めてでございますが、これ

きます。

らについては当然それらの施策、あるいは事業に

以前に、都計法上、法２９条だったか３２条だ

ついても行っていかなければいけないと思ってお

ったか忘れましたが、業者負担というのが以前に

ります。ただ、資金スキームがそれぞれの事業に

もあったわけであります。きょうも質問が出てお

よって違いますので、最適のやり方でやっていき

りました。これ開発と違うからだめなんだという

たいと考えております。

お答えもありましたが、それを記憶いたしており
−１４１−

ます。

んですけども、その答弁もないし、本来全体的に

そこで、問題は大店立地法も十分趣旨もわかり

要は一般的施策に使うべき市税がこの信樽線の工

ますし、法は法であります。ただ、こういう状況

事返済金に使われるというふうに市長が答弁され

になりましたから、この際改めて市長、イオンに

た。これはおかしいん違うかと思うんですけどね。

対して相当市の負担、市民が交通渋滞も含めてい

その辺について御答弁いただきます。

ろんな問題が出てきますから、開通も５年オーバ

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ーして２１年というふうにもお聞きしました。そ

○市長（向井通彦君） それは考え方を言ってるわ

んな中で、イオンに対して改めて資金的な協力依

けでございまして、もちろん税でございますから、

頼というものをする気はありませんか。これ１点

当然一般歳入として入ってくる、いわゆる自主財

だけです。

源として入ってくるわけでございます。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ただ、もともとこの事業については健全化の外

○市長（向井通彦君） この道路は都市計画事業と

枠といいますか、そういう形で位置づけしており

してやっておりますので、事業主体である泉南市

ましたから、それの見合いの部分ですね。歳入の

が施工いたします。その中で、できるだけ有利な

見合いの部分については、大型ショッピングセン

資金スキームでやりたいと考えております。イオ

ターからの税収等で何とか返済していけるという

ンに負担させるのは、先ほどの質問者にもありま

言い方をしてきております。ですから、直に充て

したように、例えば市場岡田線の右折レーンの整

るとかそういうことじゃなくて、考え方でござい

備、これの用地費、工事費あるいは鳴滝グラウン

ますんで。

ドから下の踏切を越えてりんくうへ抜ける道路と

それから、入りと出のバランスも崩れるときも

いいますか、これについて今地元財産区、あるい

あると思います、将来ですね。ただ、そのときは

はその周辺の方々と協議をいたしておりますが、

大型工場の補償というのは、一度にドーンと来る

これの整備費あるいは借地料、こういうものは負

という位置づけといいますか想定しておりました

担を求めていきます。

んですが、交渉していく中で移転も結構建てかえ、

○議長（堀口武視君） ほかに。――――上山議員。

建てかえでやっていきます関係で少し長くかかる

○１０番（上山 忠君） ちょっとお尋ねしたいん

ということになりまして、補償費全体も一度に払

ですけども、信樽線は総額、当初アバウトで６５

うんではなくて、２割、３割、３割、２割とか、

億円というふうな総工事費が、全体の実施計画を

そういう平準化した中でのお支払いということに

する中で５６億やから９億ほど減ってきましたと

なってくるというふうに変わってきましたので、

いうふうな説明がありました。それで市が負担す

そういうピークの山は大分崩れてきたというふう

るのがその中での３２億円か３億円ぐらいという

に考えておりますので、そういう意味では入りと

ふうな説明あったんですけど、ここで金曜日の最

出のバランスの崩れの期間とか、あるいは額です

後の質問のところで、市長はりんくうタウン、イ

ね。それはかなり圧縮できたんじゃないかなとい

オンから入ってくる税収でもってこの信樽線の費

うふうに考えております。

用が返済できるというふうな御答弁されたんです

○議長（堀口武視君） ほかに。――――上山議員。

けど、これはずっと前からも言うとるように、全

○１０番（上山 忠君） 市長は、今、目的税的な

体的に市税と一般会計に入ってくる以上は、やっ

形での使い方はしないというふうに私は理解した

ぱり一般的な施策に使うのが税の本来の使い方で

んですけど、やはりこれだけの大きな資金を使っ

あると思うんです。以前もこれ質問したんですけ

て長期にわたって、臨道債で１５年、府貸しで３

ど、答弁返ってこなかったんです。

０年という長期返済する中で、やはりちゃんとし

それと、このピーク時には入りと出が逆転する

た財政シミュレーションしながらいろいろやられ

んですわね、この財政シミュレーションの中で見

てますけども、今りんくうタウンは泉南市域で６

たら。その辺のところの答弁も以前から求めてる

０％が埋まってきてるよと。近々、二、三年した

−１４２−

らほぼ１００％の埋まりになるよというふうな御

つは７０年、３０年のやつは４５年になるんです

答弁があったわけなんですけど、そのりんくうタ

けど、これほどのお金を使うと、小・中学校の改

ウンから入ってくる税収については、やはり市民

修、改築はまず不可能じゃないかと。どうやるん

に広く一般に政策的な使い方をするべきであって、

ですかな、これ。もう地震来たらばっといくし、

このイオン道路、信樽線だけに重点を置いた使い

この３０年から１５年かけてこれだけ、３４億と

方を僕はしてほしくないと思うんですわ。その辺

いうお金を信樽線に使うんですから、市長の言う

について再度。

ほかの事業、特に小・中学校のぼろぼろ校舎を一

○議長（堀口武視君） 向井市長。

体どうするのか。ほとんどこれでなくなるでしょ

○市長（向井通彦君） 当然、税でございますんで、

う、改修、改築が。

歳入の根幹ということでございますんで、広くそ

それで、この間私、一丘中学校を視察したんで

れをまた歳出に生かしていくということに、その

すけど、一丘中学校の長慶寺の坂の下のトイレの

とおりはそのとおりでございます。

とこなんですけど、教育長見た。窓ガラス２つと

ただ、非常に大きなものが来ますんで、結構ま

も破れて、糞尿がそのまま、それで男女のトイレ

とまって入るということもございますから、そう

も、一番後ろでっせ。運動場のいわゆるクラブハ

いう面では通常のベースで信達樽井線を何十年か

ウスの横のトイレですわ。もう窓ガラスは２つと

けてやるということよりも、短期間でやった方が

も破れとるし、トイレは使ってないんですわ。そ

最終的な歳出総額が大幅に削減できますから、こ

れで、学校当局に聞いたら、小さい修理はするん

れは市にとっても、あるいは市民の皆さんにとっ

やて。しかし、トイレとか何千万かかるやつはほ

てもプラスだという判断をいたしておりますので、

とんどできないと。これはもう年に１校しかでき

その点だけ御理解いただきたいと思います。

ないと言ってましたわ、全体で。

それから、りんくうタウンについては一応２７

こういうことを考えると、この３４億、市長と

年ぐらいの想定をしておりますけれども、実際は

の価値観がどうなっとるか。このまま大規模改修

もっと前倒しになってくると思います。ですから、

はできないんじゃないかなと、３０年。私は思う

そういう面ではもうちょっと今後の推移を見なが

んですけど、それでも道路は重要やと、今の泉南

ら、またシミュレーションも時期に応じて見直し

市の財政では恐らくあっちもこっちも僕は選べな

をしていきたいと思っております。

いと思いますわ。そういう点では、道路を市長は

○議長（堀口武視君） 成田議員。

選択しとるんですけど、将来の子供たちにわたる

○１８番（成田政彦君） 一点だけお伺いしたいん

そういう大規模改修、１８０億と算定出とるんで

ですけど、信達樽井線は２６億で、利息８億円入

すけど、これどうやるんですかね、１５年、３０

れると３４億になるんですけど、これは大体１５

年。

年、３０年返済なんですけど、大体３年据え置き

もうすぐ地震も近いと。きのうががっと来たん

ですから、最低で４，０００万円ぐらいの返還が始

ですけど、そういう少なくとも４０年たってる西

まって、ピーク時には大体２億５，０００万ぐらい

信達中学校とか、あるいは小学校、それからあり

かかると。これはちょっと聞きたいんだけど、２

ますわな、樽井とか。ああいうところは大規模改

億５，０００万信達樽井線の返済が始まるのは大体

修すべきだと思いますがね。ちょっとその点、市

何年後ぐらいですかな、これは、２億以上の返済

長。教育より、大規模改修はできないと。道路で

が始まるのは。

いくとおっしゃるのか、その点ちょっと。

それと、もう１つ、私はこの道路を３４億円を

○議長（堀口武視君） 向井市長。

１５年から３０年かかってこの借金を払うとする

○市長（向井通彦君） 小・中学校については、幼

と、前質問した小・中校園舎の耐震構造が、全部

稚園を含めてでございますけども、耐震の予備診

建てかえたら大体１８０億と言われるんですけど、

断をやっております。この中で、すべてが大規模

これ１５年、３０年待つと、今の建物４０年のや

改修をしないといけないというものでもございま
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せん。一応分類をいたしておりますので、その中

この間、地震で感じました僕。２回があっとこ

で耐震化、耐震強化をしなければいけない部分に

られて、次来たらどないなんねやと思ったけど、

ついては、やっていかなければならないわけなん

小・中学校避難場所さえ修理できないのかと、泉

ですけども、ただ、この分野においてのいわゆる

南は。僕、耐震構造、市長も言うとおりですわ。

補助金といいますか、これが今非常に少ないとい

新しい校舎もあるから、全部が全部僕はそうでは

う状況にございますんで、これを何とかもっと採

ないとは思うんだけど、少なくともあそこに改修

択しやすいように全国的に運動いたしております。

とか改築とか書いてある５，０００万近くのやつ、

これは泉南市だけではなくて、もう全国の市町

７，０００万、５，０００万が結構あった。その分ぐ

村がそういう課題を抱えておりまして、できるだ

らいは計画的に改修しないと、地震で市民が行っ

け補助率を高くする、あるいは補助採択の枠、総

たら校舎が倒れとった、こんなん話にならんから

額そのものを広げていただくという形にいたして

ね。そういう点では、最低そのもん程度の改修は、

おりますので、それに見合った形で今後順次やっ

補助金がつかないからやらんというようなこんな

ていく必要があるというふうに考えております。

考えだったら、もう全くだめだと僕思います。

教育委員会でも調査が全部一応終わりましたん

そういう点で、校園舎の改築、もう３０年以上

で、これから優先順位をつけた中での計画づくり

ばっかりですからね。ぜひこれは、信達樽井線が

をしていただいておりますので、それを見た中で

できたためにこういうものはできないという、そ

順次進めていきたいと考えております。

ういうことは絶対あり得てはならないと思うんで

それから、ピーク時の方は、担当からお答え申

す。その点どうですか。２億も借金返さなあかん

し上げます。

から、小・中学校はできないと。そういうことは

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

絶対僕はあり得てはならない。その点どうですか。

○財務部長（大前輝俊君） ピーク時の起債の償還

○議長（堀口武視君） 向井市長。

額でございますが、現行レートでいった場合です

○市長（向井通彦君） 公債費全体はずっと減って

と、２億円を超えるのは平成２２年２億１，０００

いっておりますんで、過去からしまして平成９年

万、平成２３年が２億４，０００万、ピークが２５

がピークでどんどん減っていっておりますから、

年から３０年にかけて約２億７，０００万、３１年

そこに新たに入ってくるということになるわけな

以降元金の返済も終わりますので、暫時減ってい

んですけども、それはまた一方では歳入が入って

くというような状況になってます。

くるということもありますから、我々としては十

以上です。

分返していけるという判断をいたしております。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

それと校舎の問題というのは、やはり別に考え

○１８番（成田政彦君） 今ちょっと聞いて驚いた

なきゃいけないというふうに思っておりますから、

んですけど、信達樽井線の借金は６年後には２億、

これは先ほども言いましたように、一応診断が、

もうごっつい額ですな、２億というのは。これだ

予備診断ですが、終わっておりますんで、順次計

け、２億のお金を返すとなったら、もう恐らく平

画を立てた中で優先度の高いところからやってい

成、この時代には公共事業というのは余りやれな

くという考え方をいたしております。

いだろうと私は思うんです。２２年でしょう、２

それと、耐震そのものはもともと古いというか

億超すのが。だから６年後やね、実際。それで、

建基法改正前であっても、一定の耐震性というの

２４年、８年後には２億４，０００万か。だから、

はチェックされてるわけでございますけども、た

この当時の公債、年間どれぐらいの借金、２０何

だ、その後いろんな制度改正、あるいは発生事例

億、どれぐらい返すんか、ちょっと見当つかない

によって強化をしてきておりますんで、できるだ

んですけど、私はそういう点では、小・中学校の

け古い旧の建基法の中から先に改修をしていくと

ぼろぼろ校舎というのはもう待てないと思うんで

いう優先順位になります。

す。

○議長（堀口武視君） 真砂議員。
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○２１番（真砂 満君） 委員会の方に付託をされ

まず、御存じのように国庫補助採択によりまし

ますので、基本的な部分だけにしときたいという

て継続事業でやっております。その前に、平成９

ふうに思います。

年に都市計画法に基づきます事業認可をとってお

まず、私はこの信樽線事業、賛成の立場で今日

ります。したがいまして、私権の制限が厳しく入

来ました。しかし、これは私個人の考えですが、

っております。例えば所有権の移転とか、そうい

合併ができるという前提で物事を考えておりまし

うものが入っております。

たし、財政の部分につきましても、その合併とい

反対に、買い取り請求権というのは、権利者の

うことが大きな要因の１つでありました。これが

方にもあります。ですから、いわゆる事業認可区

明確に合併をしない、単独で今後泉南市独自で行

間といいますのは、都市計画法の５９条事業認可

政執行していくんだということになれば、ここは

をとりますと収用規定が適用されます。土地収用

やはり基本的に考え方も考えていかなければいけ

法に基づく規定が適用されます。したがいまして、

ないというふうに１つは思ってます。

権利者におきましても、いろいろ制限がかかるか

ただ、道路行政だけを見た場合、向井市長がお

わりに請求権があるということで、事業者側に対

っしゃっていることは全くそのとおりだというふ

しましては、補助事業の云々にかかわらず請求権

うに思います。しかしながら、やはり泉南市とい

が出された場合は、我々は対応しなければいけな

うのは全体を見回して道路も大事です。しかし、

いという問題があります。

福祉や教育、もろもろトータルでやはり考えてい

他の事業との関連ですけども、これは明確に法

かなければいけないということになれば、これま

律的に書かれたものではありませんが、組織の執

でどおりの行政運営をしていくということにはな

行体制の問題というんですか、特に信達樽井線に

かなか難しい困難な部分があろうというふうに思

つきましては、府内で街路事業の国庫補助金をこ

いますんで、いま一度見直しはかけていかなけれ

れぐらいの規模の市の中では大体集中して今回つ

ばならないというふうに思います。

けていただいてるというような極めて大きな措置

そういった意味では、今行政としてやらなけれ

をいただいておるわけですけども、例えば他の砂

ばいけないのは、平成１８年度の財政健全化に向

川樫井線ですとか、これも事業認可をとってやっ

けて、どのような努力をしていくのかということ

てるものです。

に尽きるんではないのかなというふうに思ってま

それから、市場長慶寺線と３本になろうかと思

す。これは私の基本的な考え方であります。

いますが、同じ窓口で国庫補助金をいただいてや

そこでお聞きをしたいのは、平成１８年度黒字

っておるということで、当然補助金要望等すると

化ですから、仮にこの事業を２カ年、３カ年スト

きは執行体制が大丈夫なんですという観点でやり

ップした場合、どうなるのか。そのことでどうい

ますので、１本がそういう形でできなくなるとい

った影響が出てくるのか。他の路線の問題もあろ

うことになれば、実務的には連動してくるのでは

うかというふうに思います。行政側の方では信樽

ないかというふうに考えております。

線だけではなくて、市場長慶寺線もろもろの事業

以上です。

に対してもやはり影響が出てくるんだというお話

○議長（堀口武視君） 向井市長。

もお伺いをしておりますので、そのあたりについ

○市長（向井通彦君） それと、事業全体を見直す

てはどうなのか、お聞きをしときたいというふう

べきやないかということでございますけども、今、

に思います。

街路事業でやってるのが３本ありまして、これに

○議長（堀口武視君） 池上都市整備部次長。

ついては、砂川樫井線はあと駅前広場が若干残っ

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

ておりますけれども、大分めどが立ってきており

夫君） 信達樽井線の事業継続にかかわりまして、

ます。信樽も今のりんくうへ抜きますと、あとそ

他の都市計画事業との関連等につきましての御質

れはまだずっと延長は長いんですが、そこは認可

問につきましてお答えいたします。

もとっておりませんので、それは一たんひと区切
−１４５−

りというのは可能だというふうに思っております。

くなるということでありますから、極端なことを

それと、市場長慶寺砂川線にとっては、現在は

言えば、共産党さんが言うてるように、向井市長

和泉泉南線から砂川樫井線までの橋の部分ですね、

は道路行政ばかりするんかというふうな言われ方

これは事業化をやっております。村の中はまだ事

をするというふうに思うんです。

業認可はとっておりません。したがって、このあ

そこで、やっぱり考えなければいけないのは、

たりを今後どうしていくのかというのは、中長期

本当に今の泉南市、これから単独でいきますから、

の財政も見ながら一定判断をしていかなければい

身丈で考えた場合、信樽線ほかその３路線も含め

けないというふうに考えております。

て道路行政は非常に大事だけども、今のスピード

ただ、さっきも言いましたように、信樽につい

のままで続けていっていいものかどうか。そして、

ては相当先行取得もしておりますんで、このまま

続けていって市民にとって効果のことも当然考え

置いといて、じゃプラスになるのかといいますと、

ていかなければいけませんから、それほどの効果

かなり公社金利がどんどんふえていくということ

があるのかどうか。そこらをトータルにもう一度

にもなりますんで、その辺のマイナス面がかなり

踏みとどまって考えるべきではないのかなという

出てくるんじゃないかなというふうに考えており

ふうに思うわけなんです。

ますので、ぜひ今回大型工場も協力するというこ

公債費率のことも出てましたけども、確かに公

とで御理解いただいておりますんで、何としても

債費率はピークアウトしておりますから、その中

整備をさしていただきたいと、このように考えて

に今回の信樽事業の公債費率が乗っていくという

おります。

ことでありますけれども、考えれば公債費率、も

○議長（堀口武視君） 真砂議員。

ともと高いですから、ピークアウトしても高どま

○２１番（真砂 満君） 今、市長なり、また池上

りのままの中ですから、余りそのことに触れられ

次長の方から御説明をしていただきました。

ると、またつい要らぬ反論もしたくなりますので、

確かに言われることはよく理解をしてるつもり

そういったこともあるという中で判断をしていた

であります。必要性からすれば、認可をとったと

だきたいなというふうに思いますし、もう一度私

ころも、これから今後まだ認可をとっていなくて

は考えた方がいいのかなというふうに思いますの

もしなければいけない路線があると。そのことで

で、自分自身ももう一度考えてみたいというふう

市民のサービス、また福祉に寄与することは多分

に思います。

にあるということは、十分に理解をいたします。

以上です。

ただし、これまでの行政も含めてそうですが、

○議長（堀口武視君） 東議員。

なかなか今のような状況、例えば合併ができなく

○６番（東 重弘君） 私は皆さんと少し違いまし

なった地方自治体がどうなるんだというような１

て、農業費について若干質疑をさしていただきた

つの局面を迎えたときに、これまでのような事業

いなと思います。

はストップがかからないというのが、一方では出

議案の説明にもありましたように、市の主体事

てくるんですね。いろんな面を考えると、もう事

業から土地改良区へ事業主体が移った。私は、こ

業をとめるよりやった方がよりましだとような形

のことは大変結構なことだなと思うんですね。と

でこれまでずっと来たと。今回もそうだというふ

かく泉南の農業というのは、受け身主体、行政に

うに思います。今、市長が言われるように先行投

おんぶにだっこという形で、やってくれるならや

資してる部分、ほっとけばほっとくほど金利が上

ってもらえやという立場をとる。ところが、今度

がってきますから、そら言われるとおりなんです

は自立する。少なくとも、これが自立の第一歩だ

ね。

と思いますし、行政にとっても行財政改革の面か

ただ、総原資が少なくなったときに、その事業

ら今度の予算を見ても総じて減額になってますか

が占める比率が非常に高くなってくるんですよね。

ら、その効果は多大だと思うんですが、この事業

ということは、言いかえればほかの事業ができな

主体が移るのに若干法律的に問題があるんじゃな
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いかなと、こういうことを思いますので、ここで

聞き取り調査最中ということでございまして、こ

それをただしていきたいと思うんですね。

の議案は市町村、いわゆる市でやるということで

土地改良区は土地改良法でいくとすると、土地

受益者も同意していたことでありますから、余り

改良法の第３条に参加する資格というのがござい

この議案には反対ではないんですが、ただ法律的

まして、農地の所有者、耕作者及び養蓄業務を営

にそれをはっきり分けてやらんと問題がある。

む者と、こういうふうに規定されてますし、また

市長ね、ここまで言いますと、次に何を言いた

３６条には不足金は組合員に対して賦課すること

いかというのはわかりますね。私は常々水利権が

ができる、こういうふうに規定をされております。

少ないんじゃないかと、こういうお話をしてまし

行政が事業主体になる場合は、同じく土地改良

て、平成１５年にも当時の上林助役さんにさして

法９６条の第２項、地方自治法２２４条を援用す

いただきました。上林さんはかつてなかったやな

ることができる。この自治法２２４条というのは

いかと、今１割なしに等しいやないかというお答

何が書かれてるかといいますと、分担金というこ

えとしまして、他市はともかく泉南市は泉南市の

とで書かれてます。この逐条解説を見ますと、市

事業としてやってきたんだと、すべてやったんだ

町村が行う土地改良事業には、そこに存する大字、

と。だから、水利権なかってもそれはええやない

小字の住民の中で、受益を受ける住民から費用を

かと、こういうお話。

徴収できる、こういうことが書かれてる。これが

それと、もう１つは、池の処分は共有地として

土地改良区に移ってしまうと、地方自治法は援用

処分し、財産区会計を求めて地元公共整備資金と

できない。

して繰り出していると、こういう判断です。これ

市長ね、この前の議会で市長の御答弁で水利組

は、市が事業主体の場合は今も言いましたように

合と区とがまざってると、このような御答弁があ

２２４条を援用できるんですが、今度土地改良区

ったんで、私はそれじゃ今後議論ができないと申

になりますと、泉南市は区ですね。区は出せない、

し上げたのはここに起因するもので、今度これが

出さない、出す義務がないと、こういうことにな

もう途中でこうかわったとなると――この予算じ

ろうかと思うんですね。

ゃないですよ。この事業の受益者負担金が区や、

そうすると、そのわずかなやつで全部負担せな

自治会ないですね、区の費用が入ってるとすると、

あかんのですね。およそ土地改良区で事業をして

３条、３６条に対して少し問題があるんじゃない

るところは、この前の議会でも披瀝さしていただ

かなと思うんですね。この辺ははっきりと分ける

きましたように、大変大きい比率でもらってるわ

必要があると思うんですが、その辺はどうなって

けですね。それがこれの原資になってる。だから、

るんですか。

僕は今になったら遅いと思いながらもどこかにけ

○議長（堀口武視君） 池上都市整備部次長。

じめを入れんとまた次に遅くなるということで、

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

その水利権というのを見直さなだめやないかとい

夫君） 議員御質問の点につきましてお答えをい
たします。

うことを言ったのは、ここにあるわけです。
くしくもこういうことになりますと、ぬれ手で

いわゆる水利組合におけます会計処理運営状況

アワでポケット入れて出さへんと。従来は区さん

等の実態につきましては、現在詳細の調査を行っ

出してくださいよというのはいけたけども、今度

ておるところでございます。その調査結果をもち

はだめだと。法律的な解釈は僕はだめだと思うん

まして課題等を整理いたしまして、今後土地改良

ですよね。

事業が円滑に推進できるよう土地改良区、水利組

その辺で今後この泉南の農業、こういう方針で

合、区関係者と事業推進につきまして検討してま

よくしていくというものが逆に進む可能性がある

いりたいと思っております。

んで、この辺水利権というのをどういうふうにこ

○議長（堀口武視君） 東議員。

れから扱っていくか。これはもう原課では無理だ

○６番（東 重弘君） 聞くところによると、まだ

と思いますので、ひとつその辺の御答弁をいただ
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きたいなと。

されてくるのかなというふうに考えてましたけれ

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ども、それが止まってしまったわけでありまして、

○市長（向井通彦君） この前の合併議論の中でい

その場合に先ほど信達樽井線の公債費負担が平成

ろいろ問題提起いただきまして、私どもも今各水

２２年から始まりますよね、２億円ちょっとぐら

利組合の形態といいますか、実態といいますか、

いになると。まだそのときには１億かわからない

会計も含めて区と水利の関係とか、そういうのを

んですけれども、その場合と、それに砂川樫井線

今調査をやっております。ですから、それを１つ

等含めた公債費がその時点でどれぐらいに上って

確認をしたいというふうに思います。

るのか、ちょっとお示し願いたい。

それと従来、泉南市の耕地事業というのは市が

今は、基金がほとんどなくなっておりますので、

事業主体になってやってきたと、例えば泉佐野な

平成２０年代のどうなるかわからない部分ももち

んかは土地改良区が事業主体になってやってる部

ろんありますけれども、今はほとんど基金がない

分もあります。ですから、今までは方式が違った

状況でこれから一般会計から補てんとかいろんな

のも確かです。

ことができなくなりますよね。

今回できるだけその土地改良区を活用していこ

そういう場合に、この場合問題として考えてい

うと。その方が補助金も入りますから市にとって

ますのは、３公共事業をやって公債費負担等をこ

も有利というかプラスということもあって今回年

なしながらいったとして、今校区の再編あるいは

度途中ではありますが、こういう形に一応理解を

保育所の民営化ということが緊急課題として出て

いただいてかえさせていただくということにいた

きております。そのときに、校区再編等になると、

しました。

私は１つこの間の一般質問でも言わしていただい

御指摘の点については、さっきの水利の実態調

たように、新庁舎建設とかが日程に上ってくると

査とも踏まえて、あるいはこれからの耕地事業、

思うんですよ。その場合に、それを支える財政基

今回は１６年度予算に上がっていた分だけをちょ

盤がどうあるのか。

っとその中で補助のつくものを置きかえさせてい

まさに、今教育委員会が教育問題審議会で再編

ただいたということでございますんで、基本的な

やら幼保一元化等を言ってるわけで、次にその一

部分で今後土地改良区を前面に出して事業してい

定の結論が来年の１０月に出た段階で、財政的支

くということであれば、またそれに対応したいろ

援を伴いながら計画実施をしていかなきゃならな

んな制度見直しも含めて必要あるかもわかりませ

いわけです。その辺の展望が現実に得られるもの

んので、この点についてはちょっと時間をいただ

なのか。その点を今後の何年後の将来像のシミュ

いて、我々の方でも整理をさせていただきたいな

レーションとして、やっぱり責任持って提示して

と、あるいは改良区の御意見もお聞きして、また

いただきたいと思いますので、その辺の説明をお

我々の考え方をお示しさせていただきたいなとい

願いいたします。

うふうに思っておりますんで、ちょっと時間をい

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ただけたらと思います。

○市長（向井通彦君） 今、ちょっと細かい数字が

〔東 重弘君「結構です」と呼ぶ〕

手元にないということでございますんで、御指摘

○議長（堀口武視君） 北出議員。

の点はよくわかりますし、十分留意しなきゃいけ

○１２番（北出寧啓君） 先ほど真砂議員も言われ

ないというふうに思っております。

ましたように、信達樽井線等含めた公共事業の今

ただ、私どもの場合は最近ずっと抑制ぎみにし

後の公債費負担を合併なり、補てんするというの

ておりますんで、ピークアウトを平成９年にやり

は基本的なフレームとしてあったわけですけれど

ましてから返済額、それから起債残高がかなり減

も、なおかつ私の場合、２市１町を考えていたわ

ってきております。今回、信樽が確かに入ってま

けですけれども、校舎がかなり寿命が来てて、そ

いりますが、これについては一方歳入増というこ

の合併の過程で校区の再編とかいろんな形が構成

ともありますんで、そこで返済の方はしていける
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という判断をいたしております。

いうふうなことで、今回の信樽線を含めて賛成で

それから、新たな投資につきましては、従来か

きるという判断を私も真砂議員もしたわけですけ

ら道路事業だけではなくて、他のいろんな公共事

ども、それがちょっと変化を起こしてるんで、や

業もやっておりまして、教育関係もやっておりま

っぱりリスクシミュレーションをきちっとするの

す。ただ、今教育問題審議会で来年１０月一応目

が我々議員の責任なんで、その辺の説明責任にお

標で答申をいただくということになっております

いてもう少し子細に説明していただきたいという

んで、１つはそれを諮問してる以上、待たないと

ことです。

いけない部分がありますのと、それから改修にし

それと、教育長ですね。来年度答申があるわけ

ましても、大規模改修であれば補助がある程度つ

ですけれども、答申以前に問題を提起するのが教

きますんで、ですからそれはどちらかといいます

育委員会ですから、基本的に１つのシミュレーシ

と、事業がやりやすい、起債も当然裏で入ります

ョンは一定持ってられると思うんですよね。この

からやりやすくなるわけなんですが、ただ一番問

状況で来年答申をもらって、その後再編とか、幼

題は、すべて一般財源でやらなきゃいけない部分

保一元化等があれば――１つだけお聞きしますね。

というのは確かに窮屈な状況にございますんで、

新規建物とかいうことを考えていらっしゃいます

できるだけまとめるなりして補対に乗るとか、あ

か。その辺抜きに幼保一元化とか幼小の統廃合と

るいは起債の適用を受けるとか、そういう形で今

いうのは、非常に困難なことだと思うんです。そ

後取りまとめをしていかなければいけないという

れは伴うと思いますので、正確にお答えいただき

ふうに考えております。

たいと思います。

いずれにいたしましても、厳しい時代ではござ

○議長（堀口武視君） 梶本教育長。

いますんで、中長期的な見通しに立った行財政運

○教育長（梶本邦光君） 教育問題審議会で来年１

営というものをしていかなければいけないという

０月に答申をいただきます。答申をいただいた後

のは、議員おっしゃるとおりでございますんで、

に教育委員会として泉南市の教育改革推進のプラ

今後とも十分その辺については留意していきたい

ンを作成する。

と思っております。

その中で、幼稚園の統廃合問題であるとか、あ

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

るいは小学校の校区の問題、統合について具体的

○財務部長（大前輝俊君） ちょっと金利の計算で、

な実施計画としてまとめるということの中に、新

⒉４と⒈８という数字で出しておりませんので、

しい校舎建築の考えがあるのかということでござ

前回の１６年の当初予算のときの数字ということ

いますけども、今、我々の方でいろんなシミュレ

でちょっと御了解いただきたいんですが、公債費

ーションをさしていただいておりまして、そのシ

が１８年度で２５億３，０００万円となっておりま

ミュレーションを今後教育問題審議会の中で提案

す。それで、３カ年金利が上がっておりますが、

をさしていただきまして御議論をいただくという

これより少しふえる程度でないかと考えておりま

ことでございますが、この前の議員の御質問にも

す。（北出寧啓君「公債費です」と呼ぶ）２５億

お答えをさしていただきましたように、幼稚園の

３，０００万円、１８年度の返済、公債費。そうい

統廃合問題は、これは避けて通れないということ

うことでございます。

でございますので、非常に厳しい財政状況という

以上でございます。

ことも教育問題審議会の各委員さん方は十分理解

○議長（堀口武視君） 北出議員。

をしていただいておりますし、合併問題もなくな

○１２番（北出寧啓君） いや、私が質問したのは、

ったということも御理解をいただいている中で、

１８年じゃなく平成２０年代の公債費の変遷状況

そういったことも含めて検討していきたいという

をどのようにシミュレーションしてますかと。

ふうに思っております。

合併の場合は、例えば合併特例債を基金にも流
用できますし、それで公共事業はかなりできると

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。
○財務部長（大前輝俊君） 大体平成２２年で公債
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費が２３億４，０００万円となっております。

今まだここの場で具体的にこういうパターン、こ

以上です。

ういうパターンということで説明をできるような

○議長（堀口武視君） 北出議員。３度目です。

状況ではございませんで、もうしばらくそのシミ

○１２番（北出寧啓君） 十分にお答えいただかな

ュレーションの形につきましては時間をいただき

いので、議長、こういう場合はどうしたらいいん

たいというふうに思っておりますが、いろんな形

でしょうか。

で今シミュレーションをさしていただいておりま

それと、教育長、そういうシミュレーションも

す。

一定考えていらっしゃるということだと思います

○議長（堀口武視君） 北出議員。

のでね。

○１２番（北出寧啓君） シミュレーションのパタ

ただ、実際、我々本当にやっぱり政治責任とい

ーンはいいんですよ。２つ、３つ、どれとどれと

うか、意思決定する場合の責任が伴いますので、

いうその話じゃなくて、できたら平均的にどれぐ

リスクシミュレーションはきちっとしたいという

らいの財政投資をしなきゃならないかと。それが

ふうに考えておりますので、それでお聞きしてい

数年後の、四、五年後の課題になってくると思い

るわけですけれども、構想はあるということなん

ますので、今のいわゆる道路行政の公債費を含め

で、例えばそれが幼保一元化なり、新校舎が例え

てどうなるかということを我々判断したいんで、

ばこれぐらい、１つ要るんじゃないかと。その場

どれぐらいのことを考えてらっしゃるかぐらい。

合に費用はどれぐらい出るんだと。その辺も恐ら

だから、どことどこの区がコンビネーションで財

く考えていらっしゃると思うんですよ。

政シミュレーションをつくるんじゃなくて、一般

そういうことをもうちょっと具体的に言ってい

的、抽象的にこれぐらい要るんじゃないかと。例

ただかないと、我々全く議論ができないというか、

えば、８つを４つにした場合あるいは２つにした

わからない、はっきり申しまして。だから、ここ

場合、どういう建物が要る、それには財政的基盤

四、五年の将来像を審議会をつくってる以上、や

はこんだけ要る。

っぱりきちっと提起すべきだし、そもそも提起を

○議長（堀口武視君） 北出議員、ちょっと今の要

する用意はされてると思いますので、その辺公共

求は難しいと思いますんで、また総務協議会なり

事業、道路行政と教育行政がどのような形でうま

で教育長に所見を述べていただいたら結構だと思

く統合的にここ四、五年進展していくのか。それ

います。大前財務部長。

がやっぱり大きな問題なんで、そういう意味でも

○財務部長（大前輝俊君） 私、先ほど答弁さして

う少し具体的に説明していただきたいと思います。

もらった数字が間違ってましたんで、ちょっと訂

○議長（堀口武視君） 梶本教育長。

正さしていただきたいと思います。

○教育長（梶本邦光君） 幼稚園の統廃合問題にか

２２年が、先ほど２３億２，０００万円と申しま

かわってもう少し具体的に説明をせよということ

したが、２５億３，０００万円、２３年が２４億２，

でございます。

０００万円、２４年が２３億となってございます。

この場でもこれまで答弁をさしていただいてお

以上です。

りますように、幼稚園は現在９園ございますけれ

○議長（堀口武視君） 島原議員。

ども、さまざまな観点で考えて見ますと、このま

○１６番（島原正嗣君） 所管の委員でありますか

ま９園を存続さすということについては、非常に

ら、それをわきまえて質問したいと思いますが、

経済的にも、あるいは保育環境上もさまざまな問

債務負担行為というのは一体どんなんか教えてく

題があるということで、教育問題審議会にそうい

ださい。

った視点で御検討をいただきたいということで今

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

やっているわけですね。

○財務部長（大前輝俊君） 今回、債務負担行為と

それで、我々も現在いろんなパターンでシミュ

いたしまして１０億４，９７１万円お願いしてるわ

レーションをやっている最中でございますので、

けなんですが、これは信達樽井線改良事業の実施

−１５０−

に伴いまして本事業用地の取得に際しまして、支

い。

障物件の移転の完了が平成１９年度になるという

○議長（堀口武視君） 向井市長。

ことで、今回４億５，０００万円補正予算で補償補

○市長（向井通彦君） 債務負担を今回もお願いし

てんということをお願いしてるわけなんですが、

ています。前回も尋春橋のかけかえで複数年かか

予算というのは単年度主義でございますので、１

るということでお願いをいたしました。

９年度までの予定の見込みがあるということで債

単年度予算主義からしますと、単年度でその事

務負担というような形で挙げさしていただいてお

業が完結するというのが原則なんですが、今回の

ります。

ように補償、補てんの場合は一連のいろんな流れ

以上です。

がございまして、単年度ではもちろん無理でござ

○議長（堀口武視君） 島原議員。

いますし、こうすぱ、すぱっと切って契約できる

○１６番（島原正嗣君） 債務負担行為というのは、

というものでもございません。ですから、一括と

ある意味では一般財源が不足をして、それを補う

してとらまえて、必要な分だけその年度、年度で

ための一時的な財政補てんなんですよね。すなわ

払っていくというやり方でやらざるを得ないとい

ち、これも市民の立場からいえば借金になるんで

う部分がございます。したがって、今回１６年度

す。直ちに議会の予算執行の決議は必要にはなり

から１９年度という形での債務負担の設定をお願

ませんけれども、そういういわゆる制度乱用的な

いいたしております。

最近傾向にあるというような指摘もあるわけです

それと、市長任期との関係ということでござい

よね。

ますが、１８年５月まで任期があるということで

もう１つは、都市計画法からいって、例えば今、

ございます。ただ、この事業というのは平成９年

信樽線がいろいろ議論されておるんですけれども、

に事業認可をとりましてずっとやってる継続事業

市政全般から見て都市計画法上の問題は、実際―

ということもございますし、それから市長の任期

―実際ですよ、納税者の立場からいって全体を見

は市長の任期として、行政として継続してやって

ました場合には、道にしろ、学校にしろ、都市計

る事業という１つの動きの中の事象でございます

画道路にしろ、バランス的な予算の配分がなされ

んで、今回のようにその物件が一応完結するまで、

ているかどうかというところに問題があるんです

移転補償が完結するまで１つの行為という形にと

よ、都市計画税を取ってる以上は。

らまえて債務負担をお願いしてるものでございま

だから、私は今度の場合もある意味では一方的
に偏った膨大な予算がそこにかかっていくという

すので、御理解をいただきたいと思います。
○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

やり方は、少し全体の奉仕者あるいは全体の行政

終結いたします。

サービスからいって欠けてる面があるんじゃない

ただいま議題となっております議案第６号は、

かなというふうに思いますよ。

所管の総務文教常任委員会に付託いたします。

したがって、債務負担行為は必ず後世に借金と

３時３０分まで休憩いたします。

して残るわけでありますから、そこらあたりを十

午後２時５５分 休憩

分行政としては考えていただかないとぐあいが悪

午後３時３２分 再開

い。

○議長（堀口武視君） 休憩前に引き続き会議を開

もう１つは、市長の任期の問題ですけれども、

きます。

市長の任期あと２年だと思うんですが、この間の

次に、日程第１４、議案第７号 平成１６年度

債務負担行為ならまだ一定の理解もできますけれ

大阪府泉南市信達郷財産区会計予算を議題といた

ども、何年何十年という自分の首長の任期以外の

します。

分にまで及んで債務負担行為をやっていくという

議案書を朗読させます。

ことについては、いかがなものだろうかなという

○議会事務局次長（中野克己君）

ような思いをいたします。ちょっと答えてくださ
−１５１−

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

きました。ですから、財産区の分の市に繰り出し

内容の説明を求めます。中谷助役。

た分につきましては、全体的には市の公共事業に

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

使うか、あるいはそれの公債費に使うか、そうい

案第７号、平成１６年度大阪府泉南市信達郷財産

った形で要するにこの原資については使用してい

区会計予算につきまして御説明申し上げます。

きたいと、このように考えております。

本件は、先ほど上程されました議案第５号の財

○議長（堀口武視君） 真砂議員。

産処分に伴います歳入歳出予算を計上するため、

○２１番（真砂 満君） １回でやめとこと思った

地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議

んですけども、一般会計に繰り入れしますと、や

会の議決を求めるものであります。

っぱりお金に名前も書いておりませんので、よく

議案書１０５ページをお開き願います。予算の

わからない部分があるんですけども、もともとあ

内容につきましては、歳入歳出予算の総額を１億

る財産区からしても３０％一般の方に出されるわ

１，７３４万９，０００円とするものであります。

けですから、出した側もまた受ける財産区を持た

それでは、歳入歳出につきまして簡単に御説明

ない地域の人にとっても、出していただいた意義

申し上げます。１１１ページから１１２ページを

みたいなものが今やってることであれば、余りお

御参照願います。歳入につきましては、土地売却

互いにわからない部分というのがやっぱりあるん

収入１億１，７３１万９，０００円とその預金利子３

ですよね。これからは、きちっとその辺やってい

万円とし、歳出につきましては、総収入額の３０

ただく必要があるというふうに思うんです。地域

％相当額である３，５２０万５，０００円を一般会計

で財産がないところにしても、一般化されて本当

に繰り出し、また残り７０％相当額の８，２１４万

にそういったお金が、財産区のない地域として恩

４，０００円を地元公共事業補助金として支出する

恵を受けているという実感がないんですよね。

ものであります。

ですから、そういったところがありますんで、

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

もっと目に見えたような形でする方が、出す側も

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

受ける側もお互いにいいんではないのかなという

し上げます。

思いがあります。その辺についてはいかがでしょ

○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。――――真砂議員。

うか。基本的な部分で結構でございます。
○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○２１番（真砂 満君） 簡単にさしていただきま

○総務部長（谷 純一君） 従来から財産区財産を

す。

処分した場合に、使い方としましてはその財産区

合併がなくなりましたので、従来どおりの配分
という形になります。今回この支出の方で出てお

関係に使う分と、そして一般会計の市に全体に使
う分という形になってたと思います。

ります３０％相当額の３，５００万程度、このあた

そして、それを説明さしていただくときには、

りについて財産区のない地域に対してどのように

その一般会計に繰り出して使う分、その分につい

お考えになっておられるのか、改めてお聞きをし

ては市全体の要するに資金として使う。そして、

ときたいと思います。

この財産区から繰り入れした資金については別に

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

色というんですか、つけるわけではなく一般財扱

○総務部長（谷 純一君） 今回３０％相当額を一

いされております。ですから、その一般財源とい

般会計の方に繰り出しまして、そしてその分につ

う扱いをどういった形で使っていくかということ

いて今回は公債費管理基金費の方に積み立てると

が今まで議論されてたと思います。

いう、そういった予算の措置になっております。

その中で、要するに使い方としては、Ａという

我々としましても、これは財産区のない部分につ

事業に使うんじゃなしに公共事業に一たん積み立

いては一般会計に繰り入れしまして、その分を全

てますよと、あるいは公債費に積み立てますよと。

体の市の中で使っていくという形で今まで進めて

その中で要するにその事業として、全体の事業と

−１５２−

して使っていくということで説明さしていただき

テムを現在のような形で運用しております。です

ました。

から、これは泉南市スタイルといいますか、方式

ですから、これからも一般の方に繰り出した分

という形でやってきておりますから、これは変わ

については、要するに一般財源として使っていく

りませんと。

と。そして、使うのは何かというと、主に公共事

ただ、合併したときには、母体が非常に大きく

業に使っていくということで御理解のほどお願い

なるというのがありまして、他地域が入ってきま

したいと、このように思います。

すから、そういう中で従来から例えば阪南なんか

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

は０、１００という部分がありますから、そうい

――角谷議員。

うところと泉南市のようにフィフティー・フィフ

○１７番（角谷英男君） 一般質問でもちょっと行

ティーというようなところとが一緒になった場合

ったんで、もう一度確認をしたいというふうに思

に、やはりそのもとの旧市町域としてはやっぱり

うんですよ。

不利益になる可能性があるということで、その場

しつこいようですけども、合併をしたら１０対

合にはできるだけ地元の配分率を高めようという

０、樽井区の場合５対５、今度は７対３にまた戻

発想だったんですね。それはそのとおりです。そ

っておりまして、戻る理由をたしか言われたと思

ういうふうにしたいと思いました。

うんで、ちゃんと記憶して、メモもしてなかった

ただ、それはあくまでも合併が前提ということ

んで、もう一度お願いしたいと思うんですが。

でありますので、別にそういうシステムを変えた

それと、わからないのは、見なし財産区の区長

わけではありませんので、戻るとか戻らないとい

さん及び財産区の区長さんには合併をしたらこう

う議論ではなくて、従来のままと、こういうこと

なりますと言われたわけですね。合併をしなかっ

でございますから、これもう何回も言うてますん

たら云々というのはこの前言われた。もう一度お

で、ひとつ理解をいただきたいというふうに思う

っしゃっていただきたいと思うんですけども。

わけでございます。

だけど、これ合併をしなくてもできるんではな

○議長（堀口武視君） 角谷議員。

いかなと、皆さんそう思うん違うんかなと。なぜ

○１７番（角谷英男君） 何かマジックにかかった

合併したらこうなって、何で合併しなかったらも

ような感覚になるんですけども、要はそれぞれの

とに戻るのかと。その辺がどう考えてもわからん。

区の皆さんは、それよりも合併はもう終わりまし

できるから、そのことが可能であるから合併した

たけども、合併が仮にあったとしたら、その配分

らこうなりますよと言われたわけですね。合併し

率で今までの配分であれば市に入るわけですから、

たらこうなりますよと。合併しなかったらもとに

それはもう新しい市にやらなくていいんだと。

戻る。その辺の違いがいまだにうまく理解できな
いんです、正直言いまして。

要は皆さんに全部あげますわと、この際ね。南
泉州市にあげなくていいんだと。それよりも泉南

見なし財産区の皆さんは、いやこれは１０対０

市もしくはそれぞれの財産区も見なし財産区はこ

になるなと、合併したらそれは一定喜ばれたかも

の際皆さんしっかりカバーしなはれと、持っとき

わからないし、できたらこのままの方がいいかな

なさいと、もう今までのようにやりませんと、そ

というふうに思う。水利の問題も実はそうなんで

ういうことを言われたわけなんですね。合併した

す。その辺もう一度、大変申しわけないんですけ

らもとの今言われたような状態になるわけです。

ども、ちょっとメモもとってなかったもんですか

しかし、見なし財産区の皆さん及び財産区の区

ら、もう一度おっしゃっていただきたいというふ

長さんは、瞬間でも合併あるなしにかかわらずこ

うに思います。

ういう方法が可能なんだなと。合併あるなしにか

○議長（堀口武視君） 向井市長。

かわらず可能なんだなというふうに思われたこと

○市長（向井通彦君） 今、泉南市では従来から長

は、瞬間的に思われてると思うんですね。合併が

い歴史、慣習によりまして、一定の配分率でシス
−１５３−

なくなった。

要はもう一度言いますけども、財産区、見なし

大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算（第１

財産区にしてもそれぞれいろんなことがあるわけ

号）を議題といたします。

ですね。水利の問題、いろんなんありますよ、そ

議案書を朗読させます。

ら。公共事業に使うわけですから、市にお願いで

○議会事務局次長（中野克己君）

きない部分はそこでやるとか、いろんなんあるわ
けですから、そういう意味では、今この１０対０

〔議案書朗読〕
○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

とかその方がありがたいんではないかなと思うん

内容の説明を求めます。中谷助役。

ですよ。それはもう絶対にないわけですな。これ

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

はもうしつこい言いませんけどね。そういうこと

案第８号、平成１６年度大阪府泉南市樽井地区財

ですね。

産区会計補正予算（第１号）につきまして御説明

一定の財産区の皆さん及び見なし財産区の皆さ

申し上げます。

んは、一定のそこに期待感はあったと思う。期待

本件は、信達樽井線の整備に当たり、樽井地区

感というより、いやこれでやるなら合併がなくな

財産区財産である泉南市樽井六丁目２２３５番地

ってもいけるん違うんかなというような思いを持

１７２⒊２４平方メートルのうち６１⒉５６平方

たれたかもわからない。その辺は一切区長さんと

メートルを道路用地として泉南市に売却すること

か、そういう方からクレームとか、異議とか、意

により、その売却収入について補正予算を調製し、

見とかいうのは出てませんか。

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議

○議長（堀口武視君） 向井市長。

決を求めるものであります。

○市長（向井通彦君） 比率を高めるというのは、

議案書１１３ページをお開き願います。補正予

高められる地域はいいんですけどもね。さっき真

算の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に

砂議員からも御質問ありましたけども、その他の

それぞれ１，４７０万円を追加し、歳入歳出予算の

ないところへの還元というのが減ってくるわけで

総額をそれぞれ６億２，１６５万３，０００円とする

すのでね。（角谷英男君「合併のとき出しても構

ものであります。

へんの」と呼ぶ）合併のときは、さっき言いまし

それでは、歳入歳出につきまして簡単に御説明

たように母屋が大きくなるわけでして、ですから

申し上げます。１１７ページから１１８ページを

要するに非常に薄められる部分がありますんで、

御参照願います。歳入につきましては土地売却収

旧の市町の比率を高めた方が地域のプラスやと。

入１，４７０万円を計上し、歳出につきましては売

地域というのはもとの地域にプラスやということ

却収入額のうち２分の１の７３５万円を一般会計

なんですね。そうでない場合、それは一応単独と

に繰り出すものであります。

いうことですから、今までやってきた比率なり方

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

法というのは、それを踏襲するということでござ

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

います。

し上げます。

それから、樽井財産区会長初め、来られた方に

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

はその辺は十分御説明もしておりますし、もうそ
れはわかってるよという話は聞いておりますので、

質疑ありませんか。――――成田議員。
○１８番（成田政彦君） １つだけ聞きたいんです。

その辺は特にクレームとかそういうことはござい

これは、信達樽井線のあそこにある東洋クロスの

ませんので、よろしくお願いしたいと思います。

中にある部分的な土地ですね、樽井財産区。これ

○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

大体平米単価どのぐらいで、こんな細かいことが

終結いたします。

出てくるんですけど、どのぐらいでこれ考えとる

ただいま議題となっております議案第７号は、

んですか。平米と単位わかっとるけどよ、平米と

所管の総務文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第１５、議案第８号 平成１６年度

予算。
○議長（堀口武視君） 池上都市整備部次長。

−１５４−

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

円とするものであります。

夫君） 今回の補正部分の中であります財産区財

補正の理由につきましては、平成１５年度の介

産の土地でございますが、基本的には信達樽井線

護保険の給付実績が確定されたことによりまして、

の予算で出しております土地と同じ形で土地の鑑

府費負担金及び支払基金交付金の受け入れ額が超

定をいたします。したがいまして、その部分だけ

過となり、当該超過分の返還の予算措置が必要に

抜き出してやるんじゃなくて、全体の使われ方が

なったため補正するものであります。

当該工場の敷地の一環ということでございますの

それでは、歳入につきまして御説明申し上げま

で、同一敷地の中の用地鑑定でもってやるという

す。１２３ページをお開き願います。歳出の返還

ことでございますので、直接今の段階で我々の方

金の補正の財源として介護給付費国庫負担金を補

から平米単価、直で答えるのはどうもなじまない

正するものであります。

かと思いますので、ひとつよろしくお願いしたい

次に、歳出につきまして御説明申し上げます。

と思います。（発言する者あり）

議案書１２４ページをお開き願います。介護給付

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

費府費負担金及び支払基金交付金の返還金を４８

○総務部長（谷 純一君） すみません。平均単価

６万８，０００円補正するものであります。

４万８，０００円ということで説明さしていただき

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

ました。

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

○議長（堀口武視君） ほかにございませんか。―
――― 以上で本件に対する質疑を終結いたしま

し上げます。
○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

す。

質疑ありませんか。――――上山議員。

ただいま議題となっております議案第８号は、

○１０番（上山 忠君） ちょっと１点だけ聞かし

所管の総務文教常任委員会に付託いたします。

てください。

次に、日程第１６、議案第９号 平成１６年度

この介護保険特会の積立金残高はいかほどにな

大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第

っておりますか。それだけでよろしゅうございま

２号）を議題といたします。

す。

議案書を朗読させます。

○議長（堀口武視君） 井上介護保険課長。

○議会事務局次長（中野克己君）

○健康福祉部介護保険課長（井上 隆君） 御答弁

〔議案書朗読〕

申し上げます。

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

介護保険の給付費準備基金の積立金の現在高で

内容の説明を求めます。中谷助役。

すが、平成１５年度末の現在高につきましては、

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

１億６，８５７万８，０１７円でございます。

案第９号、平成１６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）につきまして御説

以上です。
○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

明申し上げます。

終結いたします。

平成１６年度大阪府泉南市介護保険事業特別会

ただいま議題となっております議案第９号は、

計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自

所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。

治法第２１８条第１項の規定により補正予算を調

次に、日程第１７、議案第１０号 平成１５年

製し、同法第９６条第１項の規定により議会の議

度大阪府泉南市水道事業会計決算認定についてを

決を求めるものであります。

議題といたします。

議案書１１９ページをお開き願います。補正予

本件については、議案書の朗読を省略し、初め

算の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に

に本件に関し監査委員の報告を求めます。監査委

それぞれ４８６万８，０００円を追加し、歳入歳出

員 島原正嗣君。

予算の総額をそれぞれ２６億４，３０９万６０００

○監査委員（島原正嗣君） 議長の許可を得ました
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ので、平成１５年度水道事業会計決算審査を執行

ておりますが、まず３３ページをごらんいただき

いたしました結果を報告いたします。

たいと思います。本年度事業収益１４億７，１５１

地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき

万５，６５３円でございまして、前年度に比較しま

泉南市長より審査に付されておりました水道事業

して２，２３１万２，２３９円の増収となってござい

会計決算について、決算書を中心に井上監査委員

ます。しかしながら、本来の営業収益である給水

と私が審査をいたしました。その結果、いずれも

収益につきましては１３億２，８８８万３，９３１円

関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿、

であり、前年度より２，４８０万３，８０３円、簡水

諸書類と符合しており、平成１５年度の経営状況

も含めますと２，５１７万３，９６７円の減収となっ

が適正に表示されていることを認めました。

てございます。

なお、審査意見書につきましては、それぞれお
手元にお届けをしております。

事業収益の増収につきましては、３４ページの
上段に記載しておりますが、営業外収益の分担金

甚だ簡単でございますが、参考までに審査報告
といたします。

で４，００１万１，８９４円の増が主な要因でござい
ます。

以上です。

一方、事業費用につきましては、１５億７，１７

○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。白谷水道部長。

７万１，３３３円でございます。支出の節減に極力
努めてまいりましたが、前年度に比べまして４２

○水道部長（白谷 弘君） ただいま上程されまし

ページに記載しております減価償却費で３，９６１

た議案第１０号、平成１５年度泉南市水道事業会

万４４９円の増となったのが主な要因でございま

計決算認定につきまして御説明申し上げます。

す。事業費用の全体としましては、２，００４万４，

決算書につきましては別冊になっておりますの
で、よろしくお願いします。

０９０円の増加となってございます。
その結果、１５年度におきましては、収支１億

まず、決算書の２６ページをお開き願います。
平成１５年度の業務量につきましては、年度末給

２５万５，６８０円の純損失を計上することになっ
てございます。

水人口が６万４，６４９人、給水戸数が２万３，０８

次に、資本的収支につきましては、４５ページ

４戸でございました。前年度と比較いたしますと

から４９ページにかけてお示ししてございます。

人口で２７４人、戸数で４２８戸のそれぞれの増

まず、４５ページの収入総額６億９，３０６万７，８

加でございました。

５９円、支出総額につきましては４７ページに記

次に、総配水量でございますが、８３１万４，２

載のとおり９億３，０５６万５９８円でございます。

２０立方メートルで前年度と比較いたしまして２，

支出の主なものにつきましては４８ページの第

４８８立方メートルの増加であり、ほぼ横ばいの

７次拡張事業費で３億４，８８８万６，４４６円、配

状況となってございます。総給水量につきまして

水管改良整備事業費で２億２，１２８万２，２７０円、

は７３６万６２１立方メートルでございまして、

水源地改良費３，１７５万２，０００円、配水管改良

前年度より２万３８５立方メートルの減少となっ

工事費５，９９３万２，０００円、企業債償還金１億

てございます。

６，９４１万７，３３５円となってございます。

その結果、有収率につきましては８⒏５％でご

概要につきましては、以上のとおりでございま

ざいまして、残念ながら前年度より３％減少し

すが、今後も維持管理費、経費等の増加により水

たところでございます。今後につきましては、よ

道経営を取り巻く環境は一段と厳しさを増すとい

り一層漏水調査の強化を行い、有収率の向上に努

うふうに考えられますが、私ども事業経営のより

めてまいりたいと考えてございます。

一層の健全化に努めますとともに、清浄で安定し

次に、経営状況につきまして、収益的収支内容
につきまして御説明申し上げます。

た水道水の給水に万全を尽くしてまいりたいと考
えております。

３３ページから４４ページにかけてお示しをし
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以上、甚だ簡単でございますが、水道事業会計

決算の概要説明とさせていただきます。よろしく

から、２円ほど上がったということになっており

御承認賜りますようお願い申し上げます。

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。――――成田議員。

以上でございます。
○議長（堀口武視君） 前田工務課長。

○１８番（成田政彦君） 手短に早く終わりたいと

○水道部工務課長（前田清一君） 石綿管、アスベ

思います。

ストの改修状況でございます。平成１５年度末に

ことしは府営水がちょっと減っておるにもかか
わらず給水原価がちょっと上がっとるんですけど、
この理由を１つ。

て８⒏５％終わりました。平成１６年度末にて約
９５％改修を予定しています。
また、有収水量のことですが、全体で８⒏５％、

それから、石綿管の工事はどの程度、配水管に

総配水量の内訳としまして有効水量が７８０万ト

おける石綿管の工事費用が載っとるんですが、大

ン、そのうちの有収水量が７３６万６２１立方メ

体どのぐらい今終了したのか、それをお伺いした

ートル、それには有効水量として無収水量も含ま

い。

れてまして、洗管水量、消火栓に使用している水

それから、有収率については、８８％としてか

量、そのもろもろを含む約⒌４％ありますんで、

なり上がっとるんですけど、有収率を下げる原因

８⒏５％の残りすべてが全く漏水ということでは

の１つとして下水道工事とかいろんな工事で、い

ございませんので、その辺のところは御理解願い

わゆる工事で漏れる水、そういうもんが多数ある

ます。

と思うんですけど、１２％も漏れとるなんていう

なお、工務課として有収水量の向上策といたし

のは想像を絶する、大体１％で１，５００万ですか

まして、過去５年間実際に調査した内容を精査し

ら、何億という水が漏れとるんですけど、その点

まして、今後どのように進めたらいいか、それな

の分析はどういうふうになっとるのか。

りにまとめました。

それから、自己水の問題なんです。これは前か

その内容としまして、まず１区域一丘団地さん

ら触れられとるんですけど、２５％ぐらいですか

のとこはまだ一度も漏水調査に入ってません。こ

な、自己水は。大阪府との交渉、その後ふえるよ

れを今回入れます。御承知と思われますが、一丘

うになってきとるのか。

団地さんの方は丘陵地でありますんで、相当水が

それから、あと第７次拡張事業は、りんくうが

吹いてこないと地上にあらわれません。そうなっ

主に突出しとるんですけど、大体どの程度進んど

てきたら元も子もありませんので、それを事前に

るのか。

調査します。それと同時に、管理会社、メンテさ

それから、最後に福祉料金が今度の行革ではな

んの方へ連絡しまして夜間の総配水流量、２４時

くなるとちょっと書いとるんですけど、福祉料金

間チャートしてますんで、その水量を参考にして

といったって予算の中から見たらほんのわずかな

２方面で調査します。

人たちを対象にしとるんですけど、これほんまに

それと、もう１点、職員による漏水調査の技術

福祉料金を切るのか。ちょっとその点をお伺いし

の習得、育成としまして、これは１つ考えてます。

たいと思います。

現在、漏水調査は隔年になってますんで、ことし

○議長（堀口武視君） 出口業務課長。

は六尾水系、来年は中央水系と交互になってます

○水道部業務課長（出口幸廣君） それでは、私の

んで、この反対側を補うために職員による技術を

方から前年度が給水原価２０４円９銭と、それか

習得して調査に入ります。そして、なるべく有収

ら本年度は２０６円２５銭ということでちょっと

率を上げると。

上がっております。これは、給水原価算出に当た

この２つと、もう１つ、３点目に、屋内漏水も

りまして総費用から受託工事費を除いて、それを

結構ありますんで、漏水の量で一番多いのは分水、

有収水量で割るということになっておりまして、

本管から各家庭へ入っていくまでの引き込みが一

支出の方ですね、費用の方が大きかったものです

番多いです。本管の漏水よりはるかにこっちの方
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が多いです。それはなかなか発見が難しいんで、

タをつくりなさいと。これは現時点では大変難し

これも１つのネックになってます。それを職員で

い問題でございまして、無理難題と言うたらおか

探して、今の状況では一般市民の方、施主の方が

しいんですが、そのような宿題を与えられてござ

漏水を見つけた、メーターで見つけた。こっちも

います。

また検針で見つけた、あるいは調査で見つけても、

それで、そのデータによりまして、もし２，８５

なかなか修理業者さんは漏水の発見場所が難しい

０トンが取り過ぎとなれば、減量、少なくさして

んで、案外簡単なとこもありますけど、屋内でお

もらうというような回答もいただいてございます

風呂で漏れてるとか、そういうとこはわかります

ので、当分の間現状維持で仕方がなかろうかなと、

けど、地下埋設はわかりにくいんで、それを早期

このように考えてございます。

解決すると。それは職員でないと、常時待機して

次に、７次拡張整備事業の件でございますが、

る職員でやろうと思ってます。

１５年度末でほぼ概成をいたしてございます。

それで、結局、施主さんも漏水、むだなお金を

ただ、個々少しだけ残っておりますのは、第２

払う必要もなし、市の方もむだな水量を流すこと

阪和の下横断１カ所、それと六尾の水源地から新

もなし、これは何とか頑張って行いたいと思いま

道までの区間が残ってございます。これにつきま

す。

しては、六尾の浄水場から現在進行中でございま

それと、もう１点、申しわけありませんが、無

すが、緑公社が行っております農道の新橋に送水

収水量がかなりあります。ただ、それを有収水量

管を添架したいと、このように考えてございます

に変えるということも考えてます。例えば、親メ

ので、それと同時施工をしていきたいなと考えて

ーターから中で各戸メーター、泉南市の場合、例

ございます。

えば一丘さんの場合は各戸メーターで料金徴収し

それと、福祉減免の件でございますが、何分福

てます。親メーターでは徴収してません。その場

祉減免につきましては福祉の方の施策となってご

合に、受水槽は当然親メーターから越えてますか

ざいますので、現時点では福祉の方から詳しい連

ら、そこの受水槽の清掃の料金など今無収水量で

絡はいただいてございません。

ありますが、これをお金をいただいて有収水量に

以上でございます。

転嫁したいと。いろいろ考えてますんで、よろし

○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

くお願いします。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 合

○議長（堀口武視君） 白谷水道部長。

併の調整事項の内容では１８年度から廃止と、た

○水道部長（白谷 弘君） 成田議員さんの御質問

しかそういうふうになっておったと思います。合

のうち、六尾浄水場での自己水の確保について御

併しないということで行財政改革の１つのテーマ

答弁申し上げます。

になってございます。したがいまして、水道料金

現在、最大取水量につきましては、日量２，８５

の福祉減免、対象が母子、独居、重度障害者、独

０立方メートルでございます。これはもう数年変

居老人の各世帯対象ということでございますが、

更はございません。

廃止を含めまして見直しを予定さしていただいて

それと、大阪府の方に要望しておるのかという

ると。年度につきましては、今の時点ではちょっ

ことでございますが、昨年８月にも河川環境課管

と控えさしていただきたいと思います。

理グループの主査に要望をしてございます。毎回、

○議長（堀口武視君） 成田議員。

回答は同じような回答なんで、近々水量の増はで

○１８番（成田政彦君） 今回の平成１５年度泉南

きないという結論になってございますが、何分河

市水道事業報告書を見ると、当年度未処理欠損金

川の伏流水の取水につきましては、水利権者のこ

というのは７，７００万で、単年度においた純損失

ともございまして、歴史的な経過が随分多いわけ

が大体１，０００万ということですから、こういう

でございます。そのような観点から、河川課とい

ものを含めて有収率の問題ですけど、７８０万ト

たしましては金熊寺川の河川の１０年以上のデー

ンの水に対して７３６万トンの給水ですから４４
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万トンの水がどこか行ってわからないということ
なんですけど、こういうのが結局給水原価を引き

〔議案書朗読〕
○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

上げるということになるんですけど、その点もう

内容の説明を求めます。中谷助役。

一遍お伺いしますけど、単年度において１，０００

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

万ぐらい純損失が出てくるということは、やはり

案第１１号、泉州南合併協議会の廃止に係る協議

長い目で見れば給水原価を引き上げ、水道料金の

について御説明申し上げます。

値上げにつながるんですけど、その点は厳しくち

分冊の議案書、目次の次、１ページ目をお開き

ゃんと水道の方はやっとるんですか、それ。

いただきたいと思います。本市におきましては、

○議長（堀口武視君） 白谷水道部長。

平成１５年１１月に泉佐野市、阪南市、田尻町及

○水道部長（白谷 弘君） 成田議員の再度の御質

び岬町と泉州南合併協議会を設置し、合併に向け

問でございますが、単年度におきましての純損失

た協議調整を進めてまいりましたが、さきの８月

が１億２５万５，６８０円でございます。そのよう

２２日の合併の是非につき市民の意思を確認する

なことで、今後水道事業会計もより厳しい時代を

ため実施いたしました住民投票の結果を尊重し、

迎えてございまして、私どもすべて見直しをかけ

９月３０日限りで泉州南合併協議会を廃止するこ

まして経費の節減、縮減に努めた結果、先ほど御

とについて関係市町と協議するに当たり、議会の

説明申し上げましたとおり減価償却費で約４，００

議決を求めるものでございます。

０万円の計上がありましたので、結果１４年度と

以上、簡単ではございますが、説明とさしてい

同様の赤字となった次第でございます。

ただきます。御承認賜りますようよろしくお願い

それと、１３年度に料金改定をお願いいたしま
して、皆様方に御理解を得たわけでございますが、

申し上げます。
○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

そのときには何年も長期に放置せず４年間隔ぐら

質疑ありませんか。――――質疑なしと認めます。

いで審議をしたらどうかという御意見もございま

討論に入ります。討論ありませんか。――――

したので、我々としましては１７年度料金改定案

討論なしと認めます。

を皆様方に御審議していただきたいなと、このよ

これより議案第１１号を採決いたします。

うに考えておるところでございます。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

以上でございます。

することに決しまして御異議ありませんか。

○議長（堀口武視君） ほかに。――――以上で本
件に対する質疑を終結いたします。

〔「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

討論に入ります。討論ありませんか。――――
討論なしと認めます。

って議案第１１号は、原案のとおり可とすること
に決しました。

これより議案第１０号を採決いたします。

以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

お諮りいたします。本件は、原案のとおり認定
することに決しまして御異議ありませんか。

た。
なお、次回本会議は来る９日午前１０時から継

〔「異議なし」の声あり〕

続開議いたしますので、よろしくお願いを申し上

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ
って議案第１０号は、原案のとおり認定すること
に決しました。

げます。
本日はこれにて散会といたします。どうも御苦
労さんでございました。

次に、日程第１８、議案第１１号 泉州南合併
協議会の廃止に係る協議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（中野克己君）
−１５９−

午後４時２４分 散会
（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長

堀 口 武 視

大阪府泉南市議会議員

薮野

勤

大阪府泉南市議会議員

井原

正太郎

−１６０−

