
午前１０時１分 開会

○議長（真砂 満君） ただいまから平成１６年第

４回泉南市議会定例会を開会いたします。

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。

本定例会には、市長以下関係職員の出席を求め

ております。

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７番 竹田光良議員、８

番 井原正太郎議員の両名を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日

１２月１３日から１２月２２日までの１０日間と

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（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って会期は、本日１２月１３日から１２月２２日

までの１０日間と決定いたしました。

次に、市長から開会に当たりあいさつのため発

言を求めておりますので、これを許可いたします。

向井通彦市長。

○市長（向井通彦君） おはようございます。議長

のお許しをいただきましたので、平成１６年第４

回泉南市議会定例会の開会に当たりまして一言ご

あいさつを申し上げます。

議員の皆様方におかれましては、平素より本市

の発展並びに市民生活の向上のために御尽力をい

ただくとともに、市政全般にわたりまして御理解、

御協力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。

さて、本議会には、平成１６年度大阪府泉南市

一般会計補正予算など議案３６件を提案させてい

ただいております。何とぞよろしく御審議をいた

だき、御承認を賜りますようお願い申し上げまし

て、簡単ではございますが、冒頭のあいさつにか

えさしていただきます。

○議長（真砂 満君） 次に、日程第３、一般質問

を議題といたします。

この際申し上げます、本定例会における一般質

－７－

問の各質問者の持ち時間については、その答弁も

含め１人１時間といたします。

これより順次一般質問を許可いたします。

まず初めに、３番 和気信子議員の質問を許可

いたします。和気議員。

○３番（和気信子君） おはようございます。日本

共産党の和気信子でございます。

くじ運が悪く、この壇上に１番に立たせていた

だくことになり、ありがとうございます。昨夜も

よく眠れず、試験前の気持ちです。今、胸がどき

どきしております。これからの１時間が無事終わ

ってほしいと思っております。初めてのことばか

りなので何かと失礼もあると思いますが、よろし

くお願いいたします。

人は一人では人になれない、支えがあって人と

して立てるんだよと、数十年前、うん十年前です

けれども、たしか国語の時間に教えてもらいまし

た。特に乳幼児、障害者、高齢者はだれかの支え

が必要です。その支えが少しでもできるよう頑張

る決意です。議員の皆様、理事者の皆様、市職員

の皆様方の温かい御指導をよろしくお願いいたし

ます。

では、一般質問をさしていただきます。

第１は、平和の問題について市長にお聞きいた

します。

６３年前の１２月８日に太平洋戦争が開始され、

この戦争で２，０００万人以上のアジアの人々の命

が奪われました。戦後の日本は、政府の行為によ

って再び戦争の惨禍が起こることのないようにす

ることを決意し、憲法９条で平和原則を定めまし

た。しかし今、この憲法９条を改憲し、戦争しな

い国から戦争する国にしようとしています。こん

なときだからこそ平和のとりでである日本の憲法

９条を守ろうと、日本だけでなく各国でも運動が

広がっています。

チャールズ・オーバービー・オハイオ大名誉教

授は、９条は全人類の未来からの贈り物である、

９条にノーベル平和賞をと。また、エドワード・

サイード、フランスの比較文学者、思想家は、日

本の平和憲法は世界の目標だ、改定されるなら悲

劇だと話されています。

日本は憲法９条があるから夫や子供、恋人を戦



場へ送り、とうとい命を奪われなくていい、平和

であることの大切さを深く感じます。しかし今、

自衛隊のイラク派兵が延長されるなど不安なこと

がいっぱい起こっています。憲法９条を守ること

で、市民が安心して生活できると思います。非核

都市宣言をし、関空の軍事利用には反対と表明さ

れ、平和施策の充実に力を入れられている市長の

憲法９条についてのお考えをお聞かせください。

第２は、コミュニティバスについてです。

１つ目、コミュニティバスが走るようになり、

大変喜ばれています。この間、市民の要望なども

聞かれ、バス停をふやすなど改善されていますが、

そのほかに最近の改善状況をお聞かせください。

２つ目、コース別の利用状況をお聞かせくださ

い。

３つ目、現在１日４便で２時間待ちになってい

ます。１時間間隔で走らしてほしい、逆コースを

走らしてほしいなど要望があります。何かよい方

法はないものでしょうか。

４つ目、生活路線バスとして樽井―葛畑間のバ

スがあり、この路線バスを統合することなど検討

されるとのことですが、その後の状況を具体的に

お聞かせください。

第３は、介護保険制度について、利用実態と今

後のあり方についてお聞きします。

施設介護で施設入所希望の方の待機状態と在宅

介護での利用状況をお聞かせください。

２つ目、利用者や家族の方が気軽に相談できる

窓口はありますでしょうか。

３つ目、介護を受けている利用者の方で、もっ

と利用したいが、お金がかかるので利用回数を減

らし辛抱してる方もいらっしゃいます。必要な方

が安心して利用できるためにも減免制度の拡充を

図っていただきたいのですが、いかがでしょうか。

４つ目、介護保険制度が１７年度に見直しの時

期を迎える中、政府が見直し案として出されてい

る要支援者、要介護者１を対象から外すという案

などを聞き、現在利用されている高齢者の方々は、

打ち切られたら困るととても心配されています。

こうした制度に見直しされた場合、市として何ら

かの施策を考えられておられるのでしょうか、お

聞かせください。

－８－

第４は、保育行政についてお聞きいたします。

政府が初の少子化社会白書をまとめました。出

生率が低下し、子供の数が減少する少子化という

言葉は、１９９２年度の国民生活白書から使われ

てきました。白書は少子化の原因や背景として、

仕事と子育ての両立支援策のおくれや育児、教育

費負担の重さ、長時間労働、フリーターなどの低

賃金労働の若者の増大などを挙げています。

この中で女性が働き続けられる力を生かせる社

会にし、出産・育児と仕事の両立を応援し、すべ

ての子供に豊かな乳幼児期を保障するためにも保

育行政は大変重要だと思います。

１つ目に、各保育所の待機児童数、歳児別、途

中入所児童数、延長保育の状況・体制、そのほか

で公的施設、民間保育所以外で保育されている児

童数をお示しください。

２つ目、保育時間を午後６時３０分から３０分

延長して午後７時までにしていただけないでしょ

うか。

３つ目、老朽化施設の改修、改善の予定はあり

ますか。緊急度や必要性についてはどうでしょう

か、お聞かせください。

次に、学童保育についてお聞きします。

１つ目は、現行対象学年は３年生までです。４

年生以上の子供は、始業式や終業式、土曜日、行

事の代休日となる日や、春・夏・冬休みなどは、

子供を長時間１人で留守番をさせなければならな

い状態です。対象学年を４年生以上に拡大してい

ただけないでしょうか。

２つ目は、学童保育の開始時間は９時ですが、

この時間ですと、親が子供よりに先に出勤せねば

ならなく、ちゃんと学童へ行ったか確認がとれな

く、とても心配になります。開始時間を３０分早

めていただくことで、通学時間が平日と同じであ

るので安心できます。開始時間を８時３０分にし

ていただけないでしょうか。

３つ目は、帰宅に関してですが、子供たちの置

かれてる環境が大変心配です。こうした中、通常

の小学生の帰宅については、地区パトロールがあ

ったり、地域の方が見守ってくださっていますが、

学童保育児の帰宅時間にはそういった目もなく、

不安です。かといって親が迎えに行くのは難しい



状況です。何かよい方法はないものでしょうか。

市で考えておられることや他の地区、市町村では

どのような対策をとっているのでしょうか、お聞

かせください。

第５は、乳幼児医療助成制度の拡充についてお

聞きします。

大阪府が乳幼児医療の通院助成を１歳児引き上

げ、３歳児未満が無料となりました。しかし、こ

の１１月１日からは、受診ごとに５００円で１カ

月１，０００円まで自己負担をしなければならなく

なりました。大阪府下では、無料化制度の対象を

就学前まで実施している市町村がふえてきていま

す。

１つ目として、府の通院助成制度が１歳児引き

上げられ拡充されたわけですから、市としても就

学前までの無料化を段階的に引き上げていただけ

ないでしょうか。

２つ目は、１１月から一部負担が要るようにな

り、泉南市としては今までより制度が悪くなった

と思いますが、どうでしょうか。当面一部負担金

をなくす方法はないものでしょうか、お聞かせく

ださい。

壇上での質問は、以上で終わります。御清聴あ

りがとうございました。再度の質問は、自席でさ

せていただきます。ありがとうございました。

○議長（真砂 満君） ただいまの和気議員の質問

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、平和問題につ

いての憲法９条に対する考え方について御答弁を

申し上げます。

憲法の改正についてでございますが、日本国憲

法制定から既に６０年近くが経過し、最近は憲法

改正論議が取りざたされております。半世紀余り

の経過の中で時代の流れとともに実情にそぐわな

い点も出てくることも考えられ、時代の状況の中

で国民の総意に合わなくなれば、国民のための憲

法でございますので、改正論議が出てくるという

ことについては承知をいたしているところでござ

います。

しかしながら、その基本となります日本国憲法

の有している主権在民でありますとか、御指摘の

憲法９条のいわゆる戦争放棄というような極めて

－９－

重要な部分につきましては、世界に例を見ない平

和主義の象徴であると認識をし、人類の願いでご

ざいます。世界の恒久平和を実現するためには、

しっかりと守っていく必要があると考えておりま

す。

私も常々、世界の恒久平和の実現を望むもので

ございますし、市政の運営に関しましても、市民

レベルからさらに平和と人権意識の高揚に努めて

いかなければならないと考えております。今後と

も我が国の憲法の根幹をなしております平和主義

の崇高な精神にのっとって、平和施策の充実に努

めてまいりたいと考えております。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは私の

方から、２点目のコミュニティバスについて御答

弁さしていただきます。

現在、このコミュニティバス――さわやかバス

と言いますけれども、そのバスは市役所、あいぴ

あ泉南など公共施設を中心として、市内のそれぞ

れの地域を循環する４コースを設定し、各コース

１日４便ずつ、計１６便を２台のバスがフル稼働

で運転しているところでございます。

御質問の中の最近の改善策ということでござい

ますけれども、やはりこれの改良につきましては、

バス停の新設ということが一番多うございます。

これらについても御要望が多かったもんですから、

最近では８カ所新設し、１１月１日より運行して

いるということでございます。

その次に、２点目は利用状況でございます。

この件につきましては、平成１３年度から運転

しております。その当時は、１カ月当たりは大体

６，４００人ぐらいでございました。平成１４年に

なりまして１カ月当たり大体７，３００人、平成１

５年、１６年７，６００人程度、これらの方が現在

利用されているということでございます。

その中で、コースの利用状況ということでござ

いますけれども、先ほどお話ししました４コース

ございます。北回り、中回り、南回り、山回りと

いうコースがございます。その中でもやっぱり新

家地区を巡回します中回りのコースが、やはり断

トツに利用者が多い状況でございます。ほぼ４割

ぐらいになってるんではないんかなというふうに



思っております。

続きまして、逆コースに関する御要望でござい

ますけれども、この御要望におこたえさしていた

だくとなりますと、やはりハード的な検討をする

必要といいますのは、現在２台のバスでフル稼働

をしている状況でございますので、やはりバスの

増便をしなければ逆コースについては非常に難し

いかと思います。運行的な経費の検討が必要とな

りますので、現在非常に難しいということで考え

ております。

それから、もう１点、生活路線バス統合の件で

ございますけれども、樽井から葛畑間にこの路線

バスが走っております。ですから、このバスを統

合するということによって、それの助成している

費用を浮かしてバスを３台にするという手法がご

ざいます。これらについても現在検討を続けてい

るというような状況でございます。

今後とも利用者の方々の利便性を向上させるた

めに、御要望のあった場所とかそんなことを検討

してまいっていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 私

の方から３点お答えさしていただきます。介護保

険制度、保育行政、乳幼児医療費助成制度につき

ましてお答えさしていただきます。

まず、介護保険の利用実態と今後のあり方につ

きましてお答えさしていただきます。

泉南市の高齢者による市内の特別養護老人ホー

ムの入所状況につきましては、平成１４年１１月

１日におけます待機者は１４６人でございました

が、平成１５年１月に大阪府、市町村、施設関係

者と共同で策定いたしました大阪府指定介護老人

福祉施設入所選考指針に基づく入所選考によりま

して、平成１６年１０月１日現在の待機者数は４

９人となってございます。

この待機者数の減につきましては、これまでの

申し込み順を重視する入所決定方法ではなく、在

宅での生活が困難になり、早急な入所が必要とな

った方を優先的に選考した結果でございます。

また、現行の待機者につきましては、一定の退

－１０－

所の方も見込まれ、それによって順次入所できる

ものと考えておりますが、さらに待機者の緩和の

ため痴呆性高齢者グループホームの整備を進めま

して、現在１１７人分を確保してございます。

在宅介護での利用状況でございますが、泉南市

におけるサービス受給者全体に占める在宅サービ

スと施設サービスの利用者の割合は、制度発足か

ら４年間、在宅サービスでは７割程度、施設サー

ビスでは３割程度となっておりまして、在宅サー

ビスを利用される方が多くなってございます。

以上のように、在宅サービスにつきましては順

調な御利用をいただいているというふうに認識し

ております。

とりわけ、在宅サービスの最も基本となるサー

ビスでございます訪問介護につきましては、利用

回数及び給付額におきまして順調な伸びを示して

おります。また、軽度の要介護者や閉じこもりが

ちな高齢者にとって居宅での生活を続けるために

有効なサービスでございますデイサービスにつき

ましても同様に順調な伸びを示しております。

なお、デイサービスやショートステイの事業所

数及び定員数につきましては、充足している状況

でございますが、利用日が重複して利用できない

場合等もあるとのことですので、実際のサービス

の提供を計画しますケアプランの作成の際のケア

マネジャーの連絡調整の強化を図ってまいりたい

と考えているところでございます。

次に、利用者や家族の方が気楽に相談できるよ

うに日常的な相談窓口を設置しているものでござ

います。

具体的には本市の相談窓口につきましては、担

当の介護保険課を中心に高齢者に関する総合的な

相談に、土・日、夜間を問わず応じます在宅介護

支援センターや居宅介護支援事業者、保健師、民

生委員などと調整しながら連絡をとって対応して

いるものでございます。

また、平成１３年度からボランティアを活用し

ました第三者的な立場で苦情、相談等に対応しま

すほっと介護相談員登録事業に取り組んでおりま

して、この事業をさらに推進してまいりたいと考

えております。

次に、第１号保険料の減免につきましては、低



所得者の方の負担軽減を図るべく、平成１３年１

０月から実施しているところでございまして、平

成１５年４月からは減免基準の収入要件を生活保

護基準額以上に、また資産要件の預貯金額を１０

０万円から３５０万円に改正したものでございま

す。

ひとり世帯の場合の収入要件は、本市は１２０

万以下で近隣の市町の中ではよい条件となってお

りまして、減免額につきましても第１段階の保険

料の２分の１に相当するまで減額できるものでご

ざいます。

また、利用料の軽減につきましては、１割の利

用者負担が著しく高額とならないように、世帯で

の１割負担相当の合計額が一定の上限額を超えた

場合には、高額介護サービス費としてその超えた

分が申請により払い戻される仕組みとなってござ

います。

また、市民税非課税世帯等の低所得者の方につ

きましては、この高額介護サービス費に係る負担

上限額が低く設定されているほか、社会福祉法人

による負担減免措置や訪問介護についての経過措

置としての負担軽減措置等の配慮が行われてござ

います。

次に、介護保険の今後のあり方についてでござ

いますが、現在、国では介護保険制度の見直しの

検討を平成１８年度の施行に向けまして行ってい

るところでございます。具体的には、総合的な介

護予防の確立、地域密着型サービスの創設等が検

討されております。

今回の見直しでは、介護保険制度の基本理念で

ございます自立支援の観点から、できる限り高齢

者の方が要介護状態にならないように、また要介

護となりましても、状態が悪化しないようにする

ために介護予防の推進を改革の柱の１つとしてお

ります。

制度施行後の状況としまして、要支援や要介護

１の軽度者に対するサービスが必ずしも利用者の

状態の維持改善につながっていないケースが見ら

れまして、このため介護予防の観点から、高齢者

の方の要介護状態の改善や悪化防止により一層役

立つものとなるよう、サービスの内容やマネジメ

ントのあり方を見直すものでございます。

－１１－

この介護予防の趣旨は、サービスの切り下げで

はなく、サービスの質的な転換を目指すものでご

ざいまして、したがいまして利用者本人がサービ

スを選択することを基本に、それを専門機関が支

えるという現在の介護保険の基本ルールを変える

ものではなく、一方的に一律にサービスを切り下

げることがないように検討されているものでござ

います。

地域密着型サービスの創設につきましては、保

険者でございます市町村が事業者の指定権限を有

すること、並びに一定の範囲内で指定基準及び報

酬の変更を行うことができることが検討されてお

ります。

これに基づきまして、要介護者等の住みなれた

地域での生活を２４時間体制で支える観点から、

利用者にとっても身近な地域で定型的、画一的な

サービスだけでなく、地域の特性に応じたサービ

スを御利用できるよう努めてまいりたいと考えて

いるものでございます。

以上の制度見直しに基づき、利用者の自立支援

に資するよう、また重度になっても在宅生活が継

続できるよう適切なサービスの提供に努めていく

考えでございますので、御理解のほどよろしくお

願いします。

続きまして、保育行政の乳幼児保育につきまし

てお答えさしていただきます。

まず、待機児童の問題でございますが、年度初

めの入所につきましては、入所申し込み状況に応

じて、歳児別のクラス編成や職員配置を行うこと

によりまして、極力待機児童が出ないように努め

ているところでございます。

しかしながら、途中入所の申し込みにつきまし

ては、歳児別の部屋の状況や職員配置など保育所

の最低基準を遵守する必要がございますので、待

機児童の発生を防ぐことが困難な状況にございま

すが、保育士の確保を行うなど待機児童の解消に

努力しております。

具体的には、４月当初の入所児童数が８４６名

で、１２月１日時点では９０６名となっておりま

すが、途中入退所者の関係から実質的には９７名

の途中入所児童がございまして、現在５０名の待

機児童がある状況となってございます。



また、認可外施設の状況でございますが、市内

に２カ所ございまして、現在２１名と８名の児童

を託児しているとお聞きしておりますが、大阪府

の管轄となってございまして、保育の要件や住所

地などは把握しておらないのが現状でございます。

なお、延長保育の時間延長につきましては、近

隣各市町が午後７時まで延長保育を実施する傾向

にあることから、今後検討してまいりたいと考え

ておりますが、経費や職員の処遇の問題にもかか

わるものでございますので、今後関係団体等と十

分協議してまいりたいと考えております。

続きまして、保育所の改善についてでございま

すが、平成１５年度に信達保育所の外部サッシの

取りかえや浜保育所の高圧受電設備取りかえ工事

などを行っておりまして、今年度は信達保育所の

遊戯室の床の張りかえ工事を行ったところでござ

います。また、軽微な修繕につきましては、５カ

所の保育所に毎年度約３５０万程度の範囲で対応

してきてございます。

本市の公立保育所は、昭和５０年前後に建築さ

れたものでございまして、老朽化が進んでおりま

すが、緊急度や必要度を勘案し、順次改修を行っ

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。

続きまして、乳幼児医療費助成制度の拡充につ

いてでございますが、本年の６月議会におきまし

て、大阪府の医療制度の改正に伴い、乳幼児医療

ほか３医療制度の条例改正を行いまして、１１月

１日より実施しているところでございます。

御指摘の乳幼児医療の通院助成対象者の年齢引

き上げにつきましては、今回の改正により市の負

担が軽減されていますが、財政負担の面から医療

費助成制度をトータルで見た場合、現時点での助

成対象年齢の引き上げにつきましては、慎重を期

する必要があると考えております。

今後、一部負担金の導入による市負担減を見据

えて、市としての財政負担を考慮しながらビルド

としての新たな施策を検討してまいりたいと考え

ております。

また、今回の改正によりまして、１医療機関当

たり１回につき５００円で１カ月２回までの１，０

００円を限度として一部負担金の導入が行われて

－１２－

ございます。

御指摘の一部負担金の軽減につきましては、大

阪府の制度改正に基づき条例改正の上、施行して

いるものでございまして、現在のところ実施する

考えは持っておりませんので、よろしく御理解い

ただきますようお願いいたします。

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 学童保育について

お答え申し上げます。

児童福祉法の規定に基づきまして、本市では教

育委員会が学童保育を実施いたしております。留

守家庭児童会事業という名前がございますが、本

市では愛称としてチビッコホームという名前で、

市内の８小学校と１社会教育施設の合計９カ所で

実施いたしております。

御質問が３点ございました。順次お答え申し上

げます。

まず、対象を４年生以上の高学年まで実施して

いただきたいという御質問がございました。

本市では、小学校１年生から３年生までの低学

年の児童を受け入れております。ただし、さらに

高学年の児童を受け入れるということになります

と、当然それに伴う指導員の増加あるいは施設の

拡充など財政的にも市の負担が増大してまいりま

す。そういうことで運営費がふえるということに

なりますが、現在、受益者負担の原則に基づきま

して、その費用の一部を児童会費として御負担い

ただいております。そういう関係で会費の増額も

考えられるなど、いろんな課題がございます。し

たがいまして、現時点では近隣の自治体と同様、

高学年の児童の受け入れについては考えておりま

せん。

２点目に、土曜あるいは長期休業中つまり夏休

み、冬休み、春休みの９時開始を早めていただき

たいという御質問がございました。

現在、大阪府全体を見ますと、約４分の１の市

町村において９時よりも開始時間が早くなってい

るという実態はございます。ただし、本市では、

開始時間を早める、つまり保育時間を延長するこ

とをいたしますと、それに伴う新たな経費負担が

生じます。あるいは指導員さんの勤務条件、報酬

の見直しなどの課題も発生いたします。一方、受



益者負担の原則で５０％の御負担という方針でや

っておりますが、そういうこともありますので、

今後それらを含めて総合的に検討してまいりたい

と考えております。

それと、３点目、帰宅時の安全の問題の御指摘

がございました。

私ども近隣の自治体とも絶えず連携いたしてい

る関係で調べておりますが、特に学童保育として

の対応策はどこも持っていないという状況でござ

います。本市においても特に学童保育として対応

をやっておりませんが、本年度大きく子供の安全

問題が取り上げられており、本市の教育委員会も

安全パトロールを実施しております。その中で十

分対応してまいりたいと考えております。

以上、よろしく御理解のほどお願い申し上げま

す。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） 市長さんからいろいろ憲法

９条の大切さをお話ししていただきました。あり

がとうございました。その信念で、これからも泉

南市の市政をぜひお願いしたいなというふうに思

っております。

次に、コミュニティバスの件ですけれども、い

ろいろ今お話しありましたけれども、検討はして

いるけれども続けるというような形でしか御回答

いただけてないんですけれども、中コースの朝の

便は、先ほどお話がありましたように、ほんとに

多くの人が立ちっ放し、満員で乗れないという状

態です。

高齢者の方は、席を譲りたくても譲れない状態

なんです。といいますのも、身動きができない、

立ってたらもうこけそうになる、そういう状態で

心が痛みながらも座ってると、そういう状態です。

特に山手の方は、坂道とか曲がりくねった道なの

で揺れるとか、今は行きはよいよい帰りは怖いな

どと言われて、ほんとに残念な状況です。行きも

帰りも安心してバスに乗っていただきたい。ほん

とにそういうふうに思っております。特に路線バ

スのない地域なので、そういうところの改善を急

いでほしい、そういうふうに思っております。

先ほど、中コースは全コースの４割ということ

でおっしゃっていました。こうしますと、ほんと

－１３－

に４倍もの――まあ半分ですか、こういった状況

の中で問題点ははっきりしながら、それをずっと

検討、検討というのをこの数年間の中で言われて

るということは、ほんとに市民にとっては、とに

かくそこを早くしてほしいというふうに思ってお

りますので、このバス自身が中でけがとかされた

ら、それこそほんとにありがたいバスが大変な状

況と違うかなというふうに思っております。

ぜひ１台増便して、早急にいろいろ検討されて

いることであるならば、増便するような計画で具

体的にもっと案をいろいろ詰めていただいて答え

を出していただきたい、そのように思っておりま

す。

そして、中回りですけれども、それとあいぴあ

から乗ってもほんとに満員な状況なんで、わざわ

ざ樽井の始発から乗るために歩いて樽井の駅まで

行かれるという方もたくさんいらっしゃいます。

そうした中で２時間待ちとか、ほんとに異常な事

態だと思っております。

お年寄りの方が役所に来たり、図書館に行った

り、そういった状況の中で、２時間どこで過ごそ

うかと、そういう状況では、ほんとに市民にとっ

てサービスが悪い状態です。皆さんいろいろお考

えが多々ありますが、そういったところをぜひお

考えいただいて改善していただき、１台増便よろ

しくお願いいたします。答弁をこの点についてよ

ろしくお願いいたします。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） ただいまの和

気議員さんの御質問でございます。

総称いたしますと、やはりバスの増便というこ

とが一番問題解決ということになるんではないん

かなというふうに考えております。これにつきま

しては、我々の方も先ほどお話しさしていただき

ましたように、いろんな形での検討を加えている

ところでございますけれども、やはりハード的な

問題というんですか、運行経費が直接必要になっ

てまいります。ですから、現在の市の財政状況と

か、そのようなところの制約を考えたときに、今

の段階でバス１便を増便するということは、非常

に難しいというふうに考えております。

ただ、今議員さんの御指摘の混雑してるとか、



２時間待ちであるとかいうことについては、我々

も重々承知しておりますので、可能な方法で何と

かできないかということを今後ともちょっと考え

ていきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

以上です。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） いつも財政問題だけでおっ

しゃっていらっしゃいますけれども、これをいつ

までどうしようとか、全然考えていらっしゃらな

いんでしょうか。認識はかなりされてる、大変や

ということはされてるというふうによくわかりま

すけれども、それを具体的に計画――お金がない

だけではなくて、それを考えるのが行政の仕事や

というふうに思っておりますので、その点お答え

ください。

それと、もう１つバスの件なんですけれども、

１４年、１５年、１６年度の利用客の変動がある

んですけれども、１４年は開始された当時ですの

で１年分ないんですけれども、１５年が１番多い

んですよね。そうしますと、１６年度が減ってる

んです、まだ途中ですけれども。この辺の要因は

何かあるのか、お聞かせ願いたいと思います。増

便については、もっと具体的によろしくお願いい

たします。

○議長（真砂 満君） 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１点目

のお金の件でございますけれども、１回目に御答

弁さしていただいたとおり、現在、生活路線バス

というのが走っております。これで具体的にお話

しさしていただきますと、１５年度で大体５６０

万ほど費用が要っております。コミュニティバス、

これを１台ふやすのにどれぐらい要るかというこ

とになりますと、約１，５００万ほどのお金が要っ

てまいります。

ですから、我々の方といたしましても、その辺

を統合することによって、今言いました分の差額

が単純に言いますと９００万とか１，０００万とか

いうお金が必要になってまいります。ですから、

その辺のところをどのような形で統合するメリッ

トが出てくるのかということを今検討していると

いうことでございますので、よろしくお願いした

－１４－

いと思います。

それから、利用状況でございますけれども、先

ほどお話しさしてもらいましたように、確かに月

平均の中で１４、１５年度まで順調に伸びてきて

おります。１６年度につきましては、若干横ばい

かなというふうな数字になっております。これに

つきましてもことし、１６年度１年間見ながら、

どの辺のところが原因になってきてるんかなとい

うことを調べてまいりたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） 再度何度もすみません。

この中コースというのは、ほんとに山手の方は

足の便がないんですよ。前は私もそうですけれど

も、若いときは住宅地でほんとにすごい坂道があ

っても平気で歩けたんですけれども、どんどん高

齢化が進んでいく中でほんとに必要な地域なんで

す。そして、路線バスがほんとにない中で、砂川

の駅から樽井の方はイオンバスが走ったり、岩出

の方、いろんなバスがあるんですけれども、その

山手の方、新家の方、砂川の上の方はほんとにな

いんです。もうこのコミュニティバスが頼りなん

ですよ。

そういった皆さんの声をぜひお聞きくださって、

具体的にいつごろまでに増便しようかとか、こう

したらできると――お金のことをおっしゃってい

ますけれども、どこも金がない、ないとずっと聞

いてますと、その答えしか出ませんので、しかし

この辺はやっぱり力入れてやろうということで市

の政策にあると思いますけれども、その点をぜひ

再度お答えください。お願いします。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 和気議員の再

度の御指摘でございますけれども、今の現状の中

で、我々の方がお話しできるということにつきま

しては、やはり一番大きな問題は、運行経費の捻

出ということではないんかなというふうに思って

おります。

ですから、その辺のところが今ネックとしてご

ざいますので、早い時期というんですか、そうい

う形の中で、財政状況の好転を含めて、我々とし



てはそのときに対応できたらなというふうに思っ

ておりますんで、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） コミュニティバスについて

は、早急に検討していただいて、また具体的なこ

とをぜひお聞かせください。今回は、これでこの

コミュニティバスについての質問は終わらしてい

ただきます。

次に、保育のところなんですけれども、今７時

までの保育は必要やということを先ほどおっしゃ

っていましたけれども、具体的に延長保育の内容、

実態、何名かというのをお答えできてないと思い

ます。

大阪府下の中でも、女性が働く今のこういう社

会の中で、通勤時間のこと、朝は何で７時からあ

るのに夕方はそういう時間を短くしてるのか、そ

れと社会の中ではどんどん男女均等法が施行され

て、女性も時間が変則勤務とかいろんな形である

中で、延長化されているこういう中で、３０分の

延長をすることでどれだけ女性が働き、男性もほ

んとにお互いが子育てできる状況になると思って

おります。その辺をお聞かせください。

それと、保育所以外でもいろんな簡易保育所、

そして各企業の保育所とか個人で預けているとこ

ろもあります。保育所の待機児童を入れて、そし

ていろんなところで保育されている泉南市の子供

たち、他市の子供もいるかもしれません。そうい

った責任を持つ立場で、この保育所もふやし、ほ

んとに各地域に、近くに保育所があり、安心して

通勤時間を短くできる、そういうものにつながる

と思います。そういう計画はないのでしょうか。

今、削減、削減という形で言われてますけれども、

そういった姿勢の問題、考え方、その辺はどのよ

うにお考えでしょうか。そういうことでお聞かせ

をお願いいたします。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 延

長保育の問題でございますが、まず現況につきま

してちょっと御報告さしていただきます。

延長保育につきましては、平日は午前７時から

８時３０分までと午後４時半から６時３０分まで、

－１５－

土曜日につきましては、午前７時から８時３０分

までと午前１１時３０分から午後６時３０分まで

実施してございます。実施人数は日によって異な

りますが、５カ所の保育所全体では、平日はおお

むね２８０人、１カ所平均４６名程度、そして土

曜日は１２０名程度という状況になってございま

す。

先ほどもお答えいたしましたが、近隣各市町に

おきましては、午後７時まで延長されておるとい

う傾向にございます。これらを踏まえまして、当

然経費以外に職員の処遇の問題にもかかわります

ので、今後関係団体とも十分協議した中で午後７

時まで延長保育ができるかどうか、できるだけ前

向きな検討をさしていただきたいと思っておりま

す。

簡易保育所は、先ほど申し上げたとおり泉南市

内で２カ所で合計２９名の託児所がございます。

これは大阪府の管轄でございまして、保育の要件

とかいろいろございますが、保育行政の託児所に

つきましては一端を担っていただいているという

ふうに認識しております。

ただ、我々としましては、５つの公立保育所、

また私立の２カ所、これらを十分保育サービスの

充実に努めていかなければいけないという使命も

ございますので、その点よろしくお願いいたしま

す。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） この保育所の時間延長、３

０分の延長なんですけれども、他市では７時まで

ということを今お認めいただいているというふう

に御答弁いただいていると思います。これをいつ

まで、どのようにしようとされてるのか。いつも

検討とおっしゃられても、ずっと永遠に検討され

ても子供たちは日々成長していきますし、ほんと

にこの１秒１秒が子供たちの成長大きいです。そ

ういった子供たちの大事なこの成長をぜひ守って

ほしいと思いますので、いつごろまでこの３０分

の延長を計画されてお答え出されるんですか、そ

れを御答弁ください。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） ７

時までの延長保育につきましては、先ほど御答弁



申し上げましたように、時期については、まだま

だいわゆる関係団体とも十分協議していかなけれ

ばいけない問題でございますし、当然経費もかか

る、あるいは職員の処遇にもかかわる問題でござ

います。

今後、いろんな延長保育にかかわる条件整備を

していかなければ実現できないという一面もござ

いますので、時期については控えさしていただき

たいと思いますが、できるだけ前向きに検討した

上で取り組んでいきたいと、このように考えてお

ります。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） いつまで待っても具体的な

回答がないんですけれども、この辺はぜひ市長さ

んにお聞きしたいんですけれども、お金がないと

いうことは私たちも十分わかっていますけれども、

でも今何を大事にするかというところで、お金を

どこにかけるかというところが大きな問題だと思

っております。

泉南市の福祉行政、教育問題、ほんとに先ほど

ずっと回答をいただいてるんですけども、最後は

お金がないというところへ行き着いてるようなの

で、その辺を一番何を大事にされてるのか、でき

ましたら市長さん、ぜひこの子供たちに使ってほ

しい、お年寄りに使ってほしいと思っております

が、御意見をお聞かせください。お願いします。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 延長保育につきましては、

３０分のさらなる延長ということでございますが、

その必要性といいますか、今の男女共同参画社会

の中で、子供さんをできるだけお預かりして社会

活動していただくということは大切でございます

から、そういう意味ではできるだけ長く延長の問

題については検討しているところでございます。

ただ、簡単にそういうわけにも、お金の問題だ

け――お金の問題もありますけれども、それだけ

ではなくて、要員の確保とか、あるいは勤務条件

の問題とか、さまざまな課題がございますので、

具体にいつまでということまでは言えませんけれ

ども、そういう方向でできるだけ早く実現できる

ような形で取り組んでいきたいというふうに考え

ておりますので、よろしく御理解をいただきたい

－１６－

と思います。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） ぜひ市長さん、ほんとに大

事な問題ですので、職員の体制とかそういうこと

も大事ですけれども、まずはこういう一番弱い立

場に置かれてる子供たち、お年寄りの声、そうい

うことを大事にして、そうすれば職員さんも多分

わかってくださるというふうに思いますので、こ

れからもよろしくお願いいたします。

それから、お答えいただいてなかったかと思う

んですが、第５の乳幼児の方なんですけれども、

一部負担金が要るようになって制度が悪くなった

と思いますが、どうでしょうかとお聞きしたんで

すけど、その点についてはお答えなかったと思う

んです。できませんだけでおっしゃっていました

ので、その辺はどのようにお考えでしょうか、お

答えください。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 一

部負担金の問題でございますが、先ほどもお答え

さしていただいたと思いますが、この負担金の問

題につきましては、今回の大阪府の医療制度の改

正によりまして、条例改正によりまして各自治体

は１１月から実施しているという基本がございま

す。

一部負担金の５００円を市の方で負担するとい

うことについては、調べますと、一、二の府下で

負担をしてるところは確かにございます。ただ、

調査した中では、大半は今の府の制度、一部負担

金を遵守していくということでお聞きしておりま

すし、この負担につきましては、確かに家庭の事

情によっては負担になるという御指摘がございま

すけども、これはやっぱり公平性の面から負担し

ていただくということで制度改正を行っておりま

す。

５００円ということで無理のない一定の御負担

であるということで、我々も大阪府からいわゆる

制度内容についてお聞きしておりますし、その点

については御理解いただきたいと思います。

○議長（真砂 満君） 和気議員。

○３番（和気信子君） １歳児上げるためには２，０

００万円あればできる。そして、一部負担金、大



阪府がやっと制度を引き上げたということは、ほ

んとに大事なことやというふうに思っております。

そうした中で、曲がりなりにもそのお金が市の方

に入ってきました。そういうときこそ上げること

が、ほんとに市民、子育てしてるお母さん方を支

援する立場になるというふうに私は強く思ってお

ります。

このお母さん方の子育て支援、そうする立場で

拡充をこれからも進めていただき、ぜひこれだけ

はほんとにお金が今までないないと言いますけれ

ども、そういう立場でおりてきた補助金、助成金

を有効に使っていただけるようよろしくお願いい

たします。

きょうは、これで私の質問を終わらしていただ

きます。ありがとうございました。

○議長（真砂 満君） 以上で和気議員の質問を終

結いたします。

次に、１７番 島原正嗣議員の質問を許可いた

します。島原議員。

○１７番（島原正嗣君） 皆さん、おはようござい

ます。御指名をいただきました民主党泉南改革ク

ラブの島原正嗣でございます。

胸がどきどきしておりますので、十分な発言も

できないと思います。何はともあれ質問の前に大

変僭越でございますが、厳しい選挙戦を勝ち抜き

まして当選をなされました皆さん、おめでとうご

ざいます。私も辛うじて１２回目の当選をさせて

いただきました。また、この議場でこのように御

指名をいただいて一般質問のできることを人生最

高の喜びといたしております。浅学非才でござい

ますが、どうぞ皆様の御指導を心からお願いを申

し上げまして、具体的な質問に入らせていただき

ます。

それでは、平成１６年の第４回本市定例会にお

きまして御指名をいただきました。既に事前に大

綱第８点にわたって通告をいたしております。そ

のことについて御質問を申し上げます。

さて、私たち地方自治を取り巻く内外の環境は、

いまだ大変厳しい状況下に置かれております。特

に、政治面につきましては、自衛隊の撤退問題、

新潟中越地震対策、地方分権の中核をなす三位一

体論など、極めて重要な課題が先送りをされてい

－１７－

るところでございます。

特に、本市政は、激動してやまない社会情勢の

中で、単独市政を守り、自主自立の再建という厳

しい道を選択しなければならなくなりました。し

たがって、６万５，０００の主権者、市民福祉の向

上とその権利向上を守るための市政を構築するこ

とが大事ではないかと、そのように考えます。

私は、従来から申し上げておりますとおり、本

市は関西空港やイオンの進出だけで決してよくな

らないし、十分ではないと考えます。問題は、現

状の都市形成を多面的に見直し、感性豊かな庶民

都市、人間都市に変革をさせるべきと考えるので

あります。環境や文化不毛の地とされる泉南市を

どう形成していくのか、向井市政３期目の真価が

問われるわけであります。また、その政治的手腕

も問われるわけであります。

私は、政治とは、市政とは、市民からの信頼が

一番だと考えております。合併が不毛なら、では

どのような単独市政を選択し、市民が安全・安心

できるための都市形成をどうするのか。また、世

論形成の調和と妥協をどう図るのか、具体的なメ

ッセージを市民に発信すべきと考えるのでありま

す。人は皆幸せになりたい、人は皆平和で豊かな

老後、人生を送りたい。向井市政は、このことに

きちんとこたえる責任と一貫した政治理念を示す

責務があると思います。

私は、以上の意見を付してこれから具体的な質

問を行わせていただきます。

大綱第１点の質問は、関西空港問題についてで

あります。

関空第１の問いは、南ルートについての具体的

な進捗状況についてお答えを願いたい。

関空第２は、第２期事業についてであります。

供用開始が２００７年に間違いなく実現されるの

かどうか。先般の読売新聞の報道によりますと、

２期事業費３００億の国家事業費と大阪府が５億

円の財政支援を行う。その内容は、大阪府が３億、

大阪市が１億、財界１億とありますが、これらの

具体的な内容についての御答弁をいただきたいと

思います。

大綱第２点の質問は、教育問題についてであり

ます。



我が国は、教育先進国として今日まで自負して

まいりましたが、しかし現在はプライドの持てる

教育国家ではなくなりました。現状の内容は、後

進国の状況下に置かれていると言われます。また、

国内の教育状況もできる子とできない子供の教育

レベルの格差が著しく、その中間点であるすなわ

ち学力、教育力が低下をしていると言われます。

今、中央では、教育基本法の改正や見直しが行

われているところでございます。幾ら教育基本法

を見直しても、学力の低下は解消できません。要

は、子供たちが感動する教育の原点に立ち返り、

公の教育の再考が必要と考えるわけであります。

ゆとり教育などと言っている状況ではないと考え

るものであります。

教育問題第２の問いは、幼保一元化についてで

あります。本市教委としても長年の懸案でありま

すこれらの抜本策について、お答えを願いたい。

教育第３の問いは、教育者の資質についてお尋

ねをいたします。

私は、教育とは人を教え育て人間性としての価

値観を取得する重要な場所であろうと考えるので

あります。そのためには、教師自身がきちんとし

た時代認識を持ち、また教育者としての哲学を持

つことが必要であると考えるわけであります。生

徒から先生、先生と言われることの意味をきちん

と把握し、常に自己研さんに努めるべきであると

考えます。

先般、大阪府教委は教師としての適格者、不適

格者の調査を行い発表をなされておりましたが、

本市教委はこれらの対応についてどのようになさ

れておるのか、御答弁をいただきたいのでありま

す。

さらに、私は、本市の教育委員会としての役割

と責務について言及をいたしたいと思います。教

育行政と指導教育とは密接不可分の関係にはあり

ますが、基本的には私は異なるのではないかと思

います。

また、本市教育の中での各学校間の年間の教育

計画は、各学校長より提出をされているのかどう

か。さらに、市教委は、管理職への指導、教育や

市教委で決定されたことの現場教師への伝達とそ

の実行性はどのように考えておられるのか。

－１８－

教育は機会均等と言われます。実に久しい言葉

でありますが、本市が本当にその教育の環境にあ

るのかどうか。私は、信頼される教育の原点は、

教える者、教えられる者の仕事、つまり仕も事も

仕えるという意味である。相手を尊敬し、常に感

激することの精神が必要であります。それはまさ

に教える教師が生徒に感謝し、仕えるという精神

文化に立ち返る必要があるのではないかと考える

のであります。市教委としての見解を伺いたいの

であります。

教育問題第４の問いは、学校運営の登下校の安

全管理についてであります。

最近特に問題とされておりますのが、登下校の

際の児童・生徒に対する犯罪であります。本市教

委は、学校現場及び地域や父兄に対してこのこと

をどのように説明をし、対応をしているのか、御

答弁をいただきたいのであります。

大綱第３点の質問は、防災・災害対策について

であります。

先般の新潟中越地震の災害は、想像を絶する被

害が続出をしているのであります。いまだ原状復

帰ができない状況下にあると言われております。

したがって、本市はこれらの災害同様な事故、事

態が発生した場合、泉南市の健常者、障害者を含

め、市民全体が安全・安心のできる行政措置を講

じられるかどうか、具体的な見解をいただきたい

のであります。

大綱第４点の質問は、樫井川、男里川、紺谷川

等の環境整備についてであります。

現在、樫井川の一部は改修工事が行われている

ところでありますが、二級河川である男里川や本

市直接の管理すべき紺谷川等の改修計画について

具体的な対策をお示しを願いたい。

なお、樫井川周辺の悪臭につきましても、旧態

依然として発生をしている状況でありますが、本

市は今日までどのような対応をされたのか、御答

弁をいただきたいものであります。

大綱第５点の質問は、郵政事業民営化について

お尋ねをいたします。

郵便局は、国民の財産ではないでしょうか。地

方や金融弱者切り捨てとなる郵便局。郵便局ファ

ンの一人として、完全民営化については、郵便局



を守るという視点から、私は了解をするわけには

まいらないと思うのであります。

本市は、この政府が行おうとしている郵政民営

化について、どのような見解や考え方をお持ちな

のか、お示しをいただきたいのであります。

大綱第６点は、地方分権、三位一体改革につい

てであります。

１１月２６日、地方税源のあり方を見直す三位

一体の全体像が国で決定をされたのであります。

補助金は平成１７年、平成１８年度で２兆８，３８

０億円削減する。この中には当然交付金化を含ん

でおります。

３兆円規模の税源移譲は、平成１６年度分も含

め２兆４，１６０億円が決定をしたのであります。

果たして義務教育費などの状況を考えますと、地

方分権、地方主権の将来は、まさにお先真っ暗で

はないかと考えるわけであります。地方自治を預

かる者として、これらに対する行政判断をどのよ

うに考えられておるのか、御答弁をいただきたい

のであります。

大綱第７点は、市営３団地に対する今日までの

経過及びなぜ長い時間を要しているのか、なぜ早

急な合意形成が図れないのか、図ったのか、具体

的な御答弁をいただきたいのであります。

さらに、あわせて大阪府営吉見・岡田住宅の建

てかえの状況について説明をいただきたいのであ

ります。

最後に、大綱第８点は、介護保険事業について

であります。

高齢者の医療費の負担、国保、介護保険といっ

た保険料の多額の負担は、社会的弱者や市民生活

にとって大きな財政負担となっているところであ

ります。

失礼でございますが、私案でありますが、国保

や介護保険を５年ないし１０年間、一度も利用さ

れてない市民への減免制度を創設してはどうかと

考えます。現在、生命保険会社等では一部、加入

者に対して一定期間利用しない者やあるいはその

方に対する減額、奨励制度が行われているようで

ありますが、このことについての御答弁をいただ

いきたいのであります。

介護問題第２の問いは、在宅介護者の支援につ

－１９－

いてであります。

同じ介護認定でありましても、自宅介護と施設

介護の場合の格差は、例えば、食事代にいたしま

しても自宅の場合は有料、施設の場合は無料とい

う状況であります。

また、仕事をしながら介護をしていくといった

在宅介護者は、精神的・肉体的・財政的負担はは

かり知れないものがあります。したがって、これ

ら在宅介護への支援策をどのように考えておられ

るのか、御答弁をいただきたいのであります。

以上、大綱第８点にわたる質問でありますが、

市理事者におかれましては、具体的かつ簡潔な御

答弁をお願いを申し上げまして、演壇からの質問

を終わります。

以上です。ありがとうございました。

○議長（真砂 満君） ただいまの島原議員の質問

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、５点目の郵政

公社等の民営化に関する件と、６点目の地方分権、

三位一体改革に関する件について御答弁を申し上

げます。

まず、郵政民営化についてでございますけれど

も、２００７年４月に日本郵政公社を民営化し、

移行期を経て最終的に２０１７年までに分社化さ

せる、独立させるというための基本方針が平成１

６年９月に閣議決定されたところでございます。

それによれば、民営化時点におけます枠組みに

つきましては、機能ごとに窓口ネットワーク会社、

郵便事業会社、郵便貯金会社、郵便保険会社とそ

れぞれ株式会社として独立させるものということ

でございます。

また、各事業会社等のあり方、移行期・準備期

のあり方、雇用のあり方、推進体制の整備につい

ての基本的事項が示されたところでございます。

今後は、それに沿って具体的な内容についての

検討が行われるというふうに思いますが、郵便局

の公的・社会的役割の重要性を踏まえ、窓口ネッ

トワークの有効利用やユニバーサルサービスすな

わち全国一律サービスの維持などにより、その利

便性の確保が図れるよう慎重に審議を行うことが

必要であるというふうに考えております。

このことを踏まえ、私も小泉総理に対しまして、



郵政民営化に関する陳情という形で、先ほど言い

ました国会及び政府が郵政事業の検討に当たって

は、公的・社会的役割の重要性を踏まえ慎重に審

議を行うとともに、郵便局の窓口ネットワークの

有効活用やユニバーサルサービスの維持などによ

り、国民の利便性の確保に努められることを強く

要望しますという形で書簡を送っているところで

ございます。

次に、６点目の地方分権、三位一体改革につい

て御答弁申し上げます。

国と地方の税財政を見直す三位一体の改革につ

きましては、国庫補助負担金の廃止・縮減、地方

交付税の見直し・縮減、国から地方への基幹税を

基本とした税源移譲の３つを一体的に進めること

により、国と地方を通じた財政再建と地方分権の

推進の２つを目的としたものでございます。

改革の初年度でありました平成１６年度につき

ましては、国の財政再建のみを優先させた地方分

権にはほど遠い内容であったと受けとめておりま

す。

本年６月には、政府から三位一体の改革に関連

しておおむね３兆円規模の税源移譲を行う前提と

して、国庫補助負担金改革の具体案を地方６団体、

これは全国知事会、全国市長会、全国町村会、全

国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国

町村議会議長会の地方６団体にまとめるように要

請されまして、これに対して８月に地方案をまと

め提出をいたしました。

その後、国と地方の協議機関が設けられ、その

中で協議を重ね、平成１７年度、１８年度の２カ

年で補助金削減が２兆８，４００億円、交付金化を

含めた税源移譲が２兆３，７００億円の三位一体改

革の全体像が１１月２６日に決定されました。

それに対しましては、全国市長会、全国知事会

等の地方６団体は、容認する考えを示しますとと

もに、地方の裁量権をさらに拡大する観点から、

税源移譲の範囲をふやすことや、国の関与、規制

を見直すこと、あるいは補助金削減の手順を具体

的に示す工程表を示すことなどの申し入れを行っ

ております。

また、平成１７年度につきましては、今年度と

同様の所得譲与税あるいは税源移譲予定特例交付

－２０－

金という手法が予想されることから、基幹税によ

る税源移譲を強く働きかけておりますし、今後と

も全国市長会を通じまして、国に対して強く働き

かけをしてまいりたいと考えておるところでござ

います。

○議長（真砂 満君） 金田総務部次長。

○総務部次長（金田俊二君） それでは私の方から、

南ルート並びに第２期事業につきまして御答弁申

し上げます。

関空連絡橋南ルートにつきましては、平成１２

年に大阪・和歌山両府県の自治体５市８町の参加

のもと関西国際空港連絡南ルート等の早期実現期

成会を設立し、整備に向けた研修会や中央要望な

どの活動を展開しているところでございます。

今年度も去る１１月２日に市長が期成会の副会

長市などとともに上京し、岩村国土交通事務次官

や谷口道路局長に直接お会いするなど、南ルート

と広域交通ネットワークの必要性につきまして中

央要望活動を行ったところでございます。今後と

も引き続き、早期実現に向けて努力いたしたいと

考えております。

次に、関空の２期事業につきましては、平成１

１年７月に着工以来、工事は順調に進んでおり、

平成１６年１１月２７日現在で２期事業約５４５

ヘクタールの計画面積のうち、約４９２ヘクター

ルが既に陸化している状況でございまして、施工

数量ベースでの進捗率は約８７％となっておりま

す。

なお、皆様方も御承知のとおり、現在２本目の

滑走路の２００７年の供用開始に向けて、大阪府

を中心に促進協や地元９市４町で構成する関空協

を初め、オール関西でその実現に向け取り組んで

いるところでございます。本市といたしましても

２００７年の供用開始に向けて着実に事業が推進

されますよう、引き続き強く求めてまいりたいと

考えております。

なお、来年度への３００億円の予算化の見通し

につきましては、新聞報道等のとおり、国の財務

省といたしましては満額計上を考えているとお聞

きしてございます。

次に、地元支援の５億円の中身につきましては、

今後詳細なことについて詰める作業がございます



が、大阪府や大阪市の支援策といたしましては、

連絡橋通行料の一部負担や、さまざまな関空利用

等のプロモーション、優遇政策をやっておるわけ

なんですが、それへの協力費等を考えているよう

でございます。また、民間の資金につきましては、

広告料等の協力費用を考えているとお聞きしてお

ります。

私の方からは、以上でございます。

○議長（真砂 満君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 教育問題にかかわる２点

につきまして、私の方から御答弁を申し上げたい

と思います。

まず１点目、泉南市の教育の現状をどのように

とらえ、どのように教育委員会として改革を進め

ようとしているのかということにつきまして、泉

南市の取り組みの現状につきまして御報告をさせ

ていただきたいと思います。

近年、世界的に教育が国民の未来や国の行く末

を左右する重要課題とされ、各国において国家プ

ロジェクトとしての教育改革が急速に進行をして

おります。我が国におきましても私たちを取り巻

く状況は、国際化、情報化、少子・高齢化、そし

て価値観の多様化などその変化は極めて著しく、

また昨今の閉鎖的な社会状況が子供や青年たちか

ら未来への展望を見失わせ、青少年の凶悪犯罪、

いじめ、不登校、中途退学、学級崩壊など、子供

たちの心身の健全な成長や発達に大きな影響を与

えているところでございます。

このような教育の深刻な危機に直面して、この

現状を打破し、未来を担う青少年を健全に育成す

るために、ゆとりの中で生きる力をはぐくむため

の教育改革が進行をしているところでございます。

完全週５日制あるいは新学習指導要領の実施な

どさまざまな教育改革に対して、教育に携わる者

がどのように対処し、どのような成果が得られ、

何が課題かということにつきまして、自己点検、

自己評価することによって教育改革を確かなもの

にしていくということが大事ではなかろうかなと

いうふうに思っております。

泉南市にも幼稚園の統廃合問題、あるいは小学

校の校区の問題、適正規模・適正配置の問題、あ

るいは校舎老朽化の問題等々、非常に山積する教

－２１－

育課題がございます。

そのような泉南市における教育課題を着実に１

つ１つ片づけていくために、現在、教育問題審議

会を立ち上げておりまして、その審議会に新しい

時代に対応した幼時教育のあり方について、それ

から本市における今後の学校教育のあり方につい

て、３点目といたしまして、地域における子供の

健やかな成長発達、成長支援のあり方について、

この３点につきまして諮問を行っているところで

ございまして、就学前教育部会、学校教育部会、

地域家庭教育部会それぞれ３専門部会におきまし

て、この諮問された内容につきまして現在慎重に

審議をしていただいております。

いよいよ３月には中間のまとめが発表されます。

これにつきましては、市民に広く公表をいたしま

すし、また市民の方々からたくさんの意見をいた

だくために市民と語る会等々も実施をいたします

し、それを受けて１０月の答申ということになっ

ていくような予定を組んでおるところでございま

すので、そういった答申の中身を見ながら、教育

委員会としては実施計画、教育改革をまとめてい

きたいというふうに思っておるところでございま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。

次に、保幼の一元化の問題につきまして答弁を

させていただきます。

我が国の幼稚園と保育所は、明治時代にできて

から二元化のまま推移してきました。幼稚園は、

文部科学省が管理する３歳以上の幼児がだれでも

利用できる短時間保育を利用する施設、保育所は、

厚生労働省が管理する保育に欠ける乳幼児が長時

間保育を利用する施設と位置づけられております。

しかし、両施設とも小学校就学前の幼児を対象

としていることから、文科省と厚労省は平成８年

ごろより施設の共用化の指針策定、教育内容・保

育内容の整合性の確保、幼稚園教員と保育士の合

同研修、子育て支援事業の連携実施など両施設の

連携強化に努めてきているところでございます。

また、構造改革特区において、一定の条件のも

とに幼稚園児と保育所児を一緒に教育、保育する

ことが認められるようになりまして、全国的にも

保幼一元化の動きが広がり始めております。国に

おきましても保育所と幼稚園の機能を一体化した



総合施設を平成１８年度に設置することを決定し、

平成１７年度より３０カ所で試行するということ

になっております。

教育問題審議会でも連携についてということで、

小学校や保育所との連携について話し合われまし

た。その中で、保育所も幼稚園も就学前の教育、

保育を担っていること、保育所保育指針も幼稚園

教育要領も３歳以上は同じであり、子供たちには

教育部分も養護の部分も大切であること、保育所

でも幼稚園でも在宅でもどの子にも保障されなけ

ればならない大切な視点は、一人一人の発達の保

障であり、保育の質の担保であるということを確

認をいたしております。

そして、その上でお互いに理解を深めながら、

保育所と幼稚園の一体化の運営や、新しい関係を

築いていくことが可能かどうか審議しているとこ

ろでございますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。

○議長（真砂 満君） 飯田教育指導部長。

○教育指導部長（飯田 実君） 私の方から２点お

答え申し上げます。

まず１点目、教育者の資質向上についてであり

ます。

教職員の資質につきましては、学校教育を進め

ていく上に当たりまして重要な課題であります。

このため、大阪府教育委員会では、教職員の意欲、

資質能力の向上、学校の活性化を目指し、平成１

４年度からの２カ年にわたる試行実施の結果を踏

まえて、本年度より教職員の評価・育成システム

が実施されることになっております。

同システムでは、教職員が学校や校内各組織の

目標の達成に向けた個人目標を主体的に設定し、

校長等の支援を得ながら意欲的に取り組みを進め

ることを基本とし、自己評価及び校長等の評価に

より、みずからの意欲、資質能力を一層高め、教

職員の主体的な取り組みが一層進められ、学校が

一体となって教育活動等が展開されることを目指

すものです。

本市におきましても、このような性格を有する

評価・育成システムとともに、教職員の初任者研

修、また１０年研修等併用することで教職員の資

質向上に努めているところであります。
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また、学校長は、教育長に対しまして評価育成

システムを同様な方法で行っております。学校長

は教育長に自己申告書を提出する。学校教育の目

標、学校改革等につきまして、教育長はそれに伴

いまして面接等を行いまして、適切な助言、アド

バイス、また最終的には学校長に対する評価等を

行い、次年度につなげるシステムでございます。

また、いわゆる指導力不足教員への対応が必要

となった場合には、学校長を中心に評価・育成シ

ステムの活用、校内体制での一定の指導とともに、

市教委も研修、カウンセリング等の支援を行い、

その上で改善の見られない場合、大阪府教育委員

会の研修制度等も活用し、指導改善を行ってまい

りたいと考えております。

それからまた、学校長から各校の教科指導等を

記載した学校教育計画につきましては、毎年、年

度当初に学校から提出されております。

それから、学校長に対する府教委、また市教委

の指示事項につきましては、月１回、校長会が行

われておりまして、そこの会で指導、また指示の

徹底を行っておりますし、またその都度、文書指

示等もあわせて行っております。

それから、登下校の安全確保につきましては、

従来より学校、保護者、地域、関係諸機関が連携

して、地域ぐるみで子供を守るネットワークづく

りに取り組んできました。教職員や保護者ＰＴＡ

による校区パトロール、市教委による市内巡回パ

トロールに加え、子ども安全パトロール隊員４名

による市内を４ブロックに分けた登下校時の通学

路や危険箇所、小・中学校、幼稚園の巡回パトロ

ール、さらに市民ボランティアの子ども安全パト

ロール員による登下校の通学路や危険箇所におけ

る子供たちへの見守り体制づくり等を進めており

ます。

ある地域では、安全パトロール員の連絡体制を

整えるとともに、通学路における危険箇所への配

置の割り当てを工夫したり、曜日を決めて見守り

活動をするなど、長く続けることができる、また

できるだけ偏りなく活動できるような話し合いを

進めている学校、地域もございます。

このように、学校と保護者ＰＴＡ、地域の安全

パトロール員、関係機関等が連携を深め、より多



くの大人が子供たちを見守ることで子供を守る大

人のネットワークづくりが進むものと考えますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。

○議長（真砂 満君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 私の方から、島原議員

御質問の防災・災害問題に関する件について御答

弁申し上げます。

質問の内容は、災害時に市民全体に対する市の

対応についてということでございました。

ことしは記録的な台風の上陸でありますとか、

あるいは紀伊半島沖の地震、中越地震、最近では

北海道根室沖地震など災害が相次いで発生いたし

まして、我々被災者の皆様には一日も早い復旧を

願っております。

そして、本市の防災体制につきましては、災害

時に市民の生命を守ることを第一義的に考えまし

て、現在、地域防災計画を策定し、その中でその

対応について規定いたしております。

本市の防災体制につきましては、地震の発生あ

るいは風水害時には、その時々の気象警報の発令

によりまして、警戒配備あるいはまた災害対策本

部を設置し、現場の状況におきまして、水防班で

ありますとか避難班、あるいは救助班等の活動を

行うこととなっております。

そして、避難所につきましては、市内の小・中

学校や公民館あるいは集会場など３４カ所を指定

しておりまして、そしてその各避難所に対し誘導

班が各市民の方々を避難させるといった対応にな

っております。我々、災害時にはこういった事態

に備えまして、非常時の迅速な対応を図れるよう

な体制を整えてまいりたいと、このように考えて

おります。

そしてまた、災害への対応につきまして、その

周知を図るために各家庭に防災マップを配布しま

して、また災害時の職員の円滑な活動を図るため

に、職員災害初動マニュアルを全職員に配布いた

しておりまして、そのときに対する対応を図って

まいりたいと、このように考えております。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは、私

の方からは大綱４点目の樫井川の周辺に発生して
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おります悪臭問題について御答弁さしていただき

ます。

この問題につきましては、発生源であります産

業廃棄物中間処理の事業所に対し、現在まで大阪

府や泉佐野市とともにいろいろな指導を続けてま

いりましたが、悪臭発生状況に改善は見られず、

周辺の住民の方々に多大な御迷惑をおかけしてい

るところでございます。

このような中で、去る平成１６年５月３１日付

で当該事業所から施設の改善事業計画が大阪府に

提出され、製造過程全般にわたる改善が出された

ところでございます。平成１６年６月１０日の府

知事の事前審査終了、７月１８日の周辺住民の方

々への説明会を経てその改善工事は完了し、現在

稼動中でございます。

しかしながら、悪臭発生状況に大きな改善が見

られないことから、事業所に立入検査を行い、ま

た周辺環境調査を実施しているところであり、先

般、大阪府知事より堆積物の適正な保管量とする

ことなど５項目の改善命令が発せられたところで

ございます。

また、市といたしましては、１１月１６日及び

１２月１０日に実施いたしました悪臭測定の結果、

悪臭飛散状況が改善されないようであれば、事業

所に対し改善命令などを行ってまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 馬場都市整備部長。

○都市整備部長（馬場定夫君） 私の方から、御質

問の大綱７番、住宅問題２件につきまして御答弁

を申し上げます。

まず初めに、市営３住宅問題につきましては、

裁判の和解後、覚書に沿いまして代表者と協議を

重ねるとともに、解決方策について府を通じ国に

対し強く働きかけを行ってきたところでございま

す。その結果、国・府において一定の条件を付し

て譲渡を認める旨の方向性が示されたものでござ

います。

本市といたしましてもこれを受け、譲渡に向け

市営住宅用地の境界、面積等確定するための用地

測量業務を現在進めており、過日の１２月３日に



は、用地外周境界確定の立会を府、地元、住民、

隣地権者等の協力のもとに実施したところでござ

います。また、これと並行しまして、現在代表者

の方々と協議を精力的に進めておりまして、円満

にかつ着実に進んでいるものと認識してございま

す。

今後、測量業務におきましても整理すべき課題、

メニュー等も残されており、また具体的な協議が

進むにつれまして、さまざまな課題、問題が出る

ものと考えてございます。問題等々につきまして

は、住民の方々と協議の中で誠意を持って対応し、

早い時期に向け解決に努力してまいりたいと考え

てございます。

次に、２点目の府営住宅問題について御答弁を

申し上げます。

府営岡田住宅の建てかえ状況についてでござい

ますが、現在の進捗につきましては、９月定例会

において御答弁させていただきましたとおり遅滞

なく進んでおり、現在１期工事のＡ棟の建設が進

行中とのことでございます。

今後の予定といたしましては、Ａ棟竣工予定が

平成１７年７月末で、８月より入居及び引っ越し

を開始し、完了後第２期工事のＢ棟に着手、竣工

が平成１９年８月末ごろ、さらに３期工事の集会

所、公園等が平成２０年以降と順次進めていく予

定と聞いてございます。

今後とも、大阪府との協議調整、情報交換に努

めてまいりたいと考えてございますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 介

護保険事業につきましてお答えさしていただきま

す。

まず、保険料の減免制度の件でございますが、

現行制度の第１号保険料の減免につきましては、

低所得者の方の負担軽減を図るべく、平成１３年

１０月から実施しているところでございまして、

平成１５年４月からは、減免基準の収入要件を生

活保護基準額以上に、また資産要件の預貯金額を

１００万円から３５０万円に改正したものでござ

います。

ひとり世帯の場合の収入要件は、本市は１２０
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万以下で、近隣の市町の中ではよい条件となって

ございまして、減免額につきましても第１段階の

保険料の２分の１に相当するまで減額できるもの

でございます。

御指摘の長年介護保険を御利用していない方へ

の減免制度を設けたらという件でございますが、

保険料とも関係してまいりますし、制度上非常に

難しいのではないかというように考えております。

よろしくお願いします。

次に、介護保険の食費の関係でございますが、

現行制度では在宅の場合、居住費用や食費は全額

自己負担が原則でございますが、施設の場合はこ

れらの費用は保険給付の対象となっていますこと

から、全体としての利用者負担は在宅の方が重い

という状況にございます。

このような状況に対しまして、国における平成

１８年度施行の介護保険制度の見直しの中では、

在宅ケアを推進する観点から在宅支援体制の強化

を図るとともに、施設に比べ在宅の方が実質的に

利用者負担が重い状況を是正することの検討がな

されております。

また、在宅と施設の利用者負担の不均衡の是正

につきましては、施設給付を介護に要する費用に

重点化し、現在給付の対象となっております居住

費用や食費について、原則として保険給付の対象

外とすることが検討されております。

なお、この場合、低所得者の方の施設の利用者

負担につきましては、負担が過重とならないよう

対策が講じられるものと考えております。

○議長（真砂 満君） 島原議員。

○１７番（島原正嗣君） 一定の御答弁をいただき

ましたが、改めてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

あと１０分か１２分ほどですけれども、意見に

かえておくことはかえておかせていただきます。

また、委員会もありますので、その時点で具体的

なことはお尋ねをします。

ただ、特に問題として申し上げておきたいこと

は、１つは防災・災害の対策であります。消防署

等の方からもいろんな資料もありますし、行政の

方からも災害の場合の避難場所等の地図等も持っ

ておりますけれども、果たしてあのような状況で、



市民のそうした災害の場合に命なり暮らしが守れ

るかどうか、甚だ疑問であります。私は、これは

根本的に防災、災害という新しい視点から見直さ

ないと、市民の安全・安心というものは確保でき

ないのではないかというふうに思います。

例えば、私ども七丁目に住んでおる者ですけれ

ども、これは田尻町と何か行政協定を行って、田

尻町の方に七丁目の住民は避難せよと、こういう

ことになっておるようでありますけれども、田尻

町のどこに行くのか、グラウンドかどこかわかり

ませんけれども、非常に田尻町の場合も道路その

ものが町道にしろ府道にしろ狭隘ですよ。狭いで

すよ。ああいうところは、高齢者に行けと言った

って、身体障害者に行けと言ったって、車いすで

通れない場合がありますよ。

そういう点で、例えば七丁目から六丁目、樫井

川を越して行くにしても、今の江永橋、あれだけ

の区間ですけれども、あそこも橋自体が狭隘であ

りますから、狭いわけでありますから、車１台が

やっと、３ナンバーですとどっちか１台待ってお

かないと通行できない状況ですよ。しかも、七丁

目はどんどん、どんどんと人口がふえてきており

ますよ。高齢者もおりますよ、たくさん。七丁目

だけではなしに、例えば岡田浦全体のそういう状

況を考えましても、岡田浦のどこに避難するんで

すか、例えば。

あの大阪府の野球場、公園みたいなとこに逃げ

いと言ったって、漁港から入る道は狭いし、小学

校に行けと言ったって、一方通行の狭い道であり

ますから、あそこに行くまでに皆被害を受けると

いう可能性があるんじゃないですか。

だから１０年前、２０年前のことも大事であり

ますけれども、今思わぬ災害というものが突然に

起きてくるということを予測しないと、これはや

っぱり問題がありますよ。だから、新潟の中越地

震がまさにその典型でありますし、国民全体にも

っともっと災害防災についての完全な対応をして

いく必要があるという見せしめではないかなとい

うふうにも思うんですよね。ですから、これで大

丈夫だということは、私は行政としては言い切れ

ないのではないかなというふうに思います。

ちょっと肝心なとこだけ申し上げますが、全部
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肝心ですけど、住宅問題でありますけれども、今

馬場部長から御答弁をいただいたんですが、これ

も随分と長い時間、何年も要しておるわけであり

ますが、結果的にはあれですか、この住宅、市営

３団地は国の方針としても払い下げてよい、こう

いう回答が来たと。したがって、そのために従来

から測量の問題もありますけれども、個々の住宅

の測量のために時間がかかっておる、そういうこ

とで延びてるんだ、そういう理解の仕方でよろし

ゅうございますか。

それと、もう１つは、紺谷川のことについて私

は余り触れてないと思うんですが、紺谷川もこん

なとこで言うより、原課に行ってお願いをした方

が早いのではないかなと思うんですけれども、一

回紺谷川全体の改修工事というものを見てもらわ

ないと、あの中学校、幼稚園の状況を見ましたら、

川の真ん中に山ができて、草を引くにも引き切れ

ない状態です。あれは何か機械を入れてそこから

掃除しないと、どうもこうもならない。私も時々

幼稚園に行ったり中学校には行きますけれども、

一回現場の方でも状況を見てください。まず、こ

の対応をどうするのか。住宅問題と紺谷川の問題

について御答弁をいただきたい。

○議長（真砂 満君） 馬場都市整備部長。

○都市整備部長（馬場定夫君） 御質問の３住宅の

件につきましては、御指摘のように譲渡につきま

して国の方から一定の譲渡の御判断が示されまし

て、それに基づきまして譲渡に関する部分的な用

地測量等々を現在やってるところでございます。

それが済みまして、順次入居者の方々と御協議を

進めていきたいと考えてございます。現在は３住

宅の代表者の方々と種々の問題について意見交換

なり要望なり、その点について協議を進めておる

ところでございます。

もう１点の紺谷川の部分につきましては、土砂

等の部分については重々認識してございますので、

今年度中には一定の結論を出したいと考えてござ

いますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。

○議長（真砂 満君） 島原議員。

○１７番（島原正嗣君） 市営住宅、何回も、私も

これで何十回かわかりませんが、同じことを何十



回も言い続けないとなかなか行政というのは動い

てくれない。しかも、力量のある議員ならすぐや

ってくれるでしょうけども、我々のようなもう下

っ端では、なかなか行政は言うことを聞いてくれ

ないということもあるでしょうが、いずれにして

も真実は１つでありますし、市長にお願いをして

おきたいのは、市民の目に見えない、あるいは市

民が市民の声としてよう届けない、いわゆる人間

の目で見て見えない部分の行政にも、ひとつしっ

かりとした対応をしてほしいなというふうに思い

ますよ。

ですから、いつか私どもの会派の会議で申し上

げたと思うんですが、ぜひひとつ、市民から直接

言うてくる部分はよくわかりますけれども、まだ

まだ泉南市にはたくさんの問題点が残されており

ますし、また地域のことについても、これをして

ほしい、あれをしてほしいという方がたくさんお

ると思いますけれども、そういうことについては

ぜひ積極的に対応するべきではないかなというふ

うに思います。

それから、何回も住宅の問題でありますが、こ

れも随分と長いことかかってるんで、もうそろそ

ろ、これもうあと１カ月足らずで正月も来るわけ

でありますが、これに対しては、年末までまだあ

と２０日ほどあるんですけれども、ぜひひとつ新

しい正月を迎えられるように対応をしてあげてい

ただきたいなというふうに思います。ぜひ誠意あ

る対応をしてほしいと思います。これは意見にか

えておきます。

それから、郵政公社の問題も市長さんから御答

弁がありまして、これは要望書を出したときに、

こんなんちょっと一般質問ではどうかなと事務局

から指摘も受けました。

しかし、郵政事業の問題が議場の中で議論され

ないというのは、ちょっとおかしいん違うかとい

うふうなことも言いまして、そのまま一質に書か

していただいたわけでありますが、御存じのよう

に泉南市もたくさんの特定郵便局もありますし、

国の考え方としては、最終的には各地方行政に対

して１個の郵便局やというふうな方針も出てるよ

うであります。

これもまだ正式ではありませんけれども、ぜひ
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ひとつこうした歴史と伝統ある郵便局という、も

ともとこの郵便局というのは、イギリスの方から

日本の方にもいろいろと歴史的に伝わってきて、

郵便局というものができたというふうに聞いてお

ります。

そういう意味では、私ども庶民の立場からして、

ぜひひとつその期待にこたえるよう配慮してほし

いなというふうに思います。

それから、三位一体についても市長から答弁ご

ざいましたけれども、これから泉南市も大変だと

思いますよね。これからどうするかという財政問

題、特別委員会もありますから、私が立ち入って

申し上げませんけれども、やっぱり歳出カットを

考えていくということでないと、住民負担はます

ます大きくなるのではないかなというふうに思い

ます。

その中には、当然プライマリーバランスという

ものもありますし、いわゆるバランスシートとい

う問題も出てくるでしょう。しかし、税金そのも

のは、まじめな市民はきちっと納めてるわけであ

りまして、やっぱりその税金に報いるような行政

というものをちゃんと私はやってほしいなという

ふうに思います。

そういう意味で、もう合併がだめなわけであり

まして、これから単独市政として運営をしていく

ためには、やっぱりトップリーダーが知恵を働か

し、それぞれお互いが、行政、議会が切磋琢磨し

て、新しい財政のあり方、新しい都市のあり方を

考えていくような関係をつくっていただきたいな

というふうに思います。

それから、樫井川の問題も、もうこれも毎回で

ありますけれども、もっと川を、自然を大事にす

るように、ある意味ではもっともっと行政は環境

面に力を入れていくということを見直さないとい

けないのではないかなと。

いわゆる泉南は文化不毛の地とよく言われます。

先ほども申し上げましたけれども、やっぱり文化

というもの、あるいは環境というものについて、

行政の方向転換を私はある程度考えるべきではな

いか。そういう社会現象、世界現象というものが

環境の中に置かれているという時代認識をぜひし

ていただきたいと思います。



それから、教育問題でありますが、何も先生方

をどうこう、こうこうでなしに、むしろ教育国家

として従来のような世界でもすぐれた、いわばト

ップの教育国家であったわけですけれども、だん

だん、だんだん低下をしているというふうなこと

であります。教育とは、人間の尊厳について極め

て大事なものでありますから、ぜひお考えを願い

たいと思います。

以上、意見にかえますが、ことしもあとわずか

であります。どうぞ来るべき年にはよいお年を迎

えまして、すばらしい２００５年でありますよう

に心から祈念をして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。

○議長（真砂 満君） 以上で島原議員の質問を終

結いたします。

１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ２分 休憩

午後１時１５分 再開

○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、１番 中尾広城議員の質問を許可いたし

ます。中尾議員。

○１番（中尾広城君） 皆さんこんにちは。公明党

の中尾でございます。改選後初の議会ということ

で少々緊張しておりますが、市民本位の質問、提

案をしてまいる所存でございます。また、市長を

初め理事者の皆様、議長を初め議員の皆様、今後

４年間市政繁栄のためともどもに懸命に取り組ん

でまいりたいと決意しておりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。

それでは、議長よりお許しをいただきましたの

で、通告に従いまして平成１６年第４回定例会の

一般質問をさせていただきます。

まず、大綱１点目、街づくりについてでありま

す。

過日、１１月１２日、市民のみならず、近隣の

まちの皆様等待望のイオンりんくう泉南ショッピ

ングセンターがオープンいたしました。夕日を望

む絶景のロケーションに４３のグルメショップ、

充実のアミューズメント、サンセットショッピン

グへようこそをキャッチフレーズに、オープンよ

りわずか１カ月で１５０万人の来店を突破したと

－２７－

聞いております。

そこで、１点目として、イオン進出による影響

と今後の課題と思われることについてお答えくだ

さい。

２点目として、イオンの近くに開設すると聞い

ております道の駅の進捗状況についてお示しくだ

さい。

３点目に、地元商工会の皆様が創意工夫、御努

力されて立ち上げられた宅配サービスまごころし

ょうたくんについて、市としてどういう支援をさ

れたのか、また今後の問題として具体的にどのよ

うに支援策を講じていかれるのか、お示しくださ

い。

４点目に、昨年から始まった生涯学習まちづく

りモデル支援事業の本年度の取り組みをお示し願

いたいと思います。

大綱２点目は、新家の悪臭問題についてであり

ます。

この問題は、今までの議会等におきましてもさ

まざまな議論を重ねてまいりました。また、今回

悪臭発生源と見られる施設が大きく改善工事がさ

れたとも聞いておりますが、悪臭発生状況が大き

く改善されたとは思えません。

そこで１点目として、改善工事がされた今の現

況について御説明をいただきたいと思います。

また、２点目として、今後の展開について、市

の考え方と具体的な対応についてお示しいただき

たいと思います。

大綱３点目は、区、自治会の役割についてであ

ります。

１点目に、定期的に行われております区長連絡

会と市のかかわりについてお聞かせください。

２点目に、老人集会場の運営について御説明い

ただきたいと思います。

３点目に、区、自治会のあり方についてお聞き

します。といいますのは、自治会独自の判断で当

該地域の区に入らないという自治会があるそうで

すが、それでは地域のコミュニケーションもとれ

ないし、最小単位の自治組織としても活動しにく

いと思います。

そこで、区と自治会の位置づけについて、どち

らを優先して考えているのでしょうか。例えば、



５０世帯くらいの区があって、その地域に新たに

住宅地の開発があり、開発した区域の世帯数の方

が多い場合などは、どちらを主と考えているので

しょうか。

大綱４点目は、市民の健康についてであります。

ことしも９月に健康フェアが開催されました。

１点目として、本年度の取り組まれた内容につい

てお聞かせください。

２点目に、休日・夜間診療所の進捗状況につい

てお示しください。

３点目に、ことしの９月から実施されておりま

す小児救急電話相談の進捗状況についてお示しく

ださい。

大綱５点目は、コミュニティバスについてであ

ります。

これまでも何度か本定例会において質問させて

いただいておるわけでありますが、今までと違い、

現在イオンモール行きのバスが砂川駅を起終点と

して運行が開始されております。

そこで１点目として、このバスとコミバスとの

連接はどうなっているのでしょうか。うまく連動

しておればお互いの利用度が上がるように思いま

すが、いかがでしょうか。

２点目に、新コースの設定と停留所の増設につ

いての基本的な考え方の説明をいただきたいと思

います。

以上で壇上での質問を終わります。どうもあり

がとうございました。

○議長（真砂 満君） ただいまの中尾議員の質問

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、生涯学習まち

づくりモデル支援事業につきまして御答弁を申し

上げます。

生涯学習まちづくりモデル支援事業につきまし

ては、文部科学省の委託事業でございまして、昨

年度も受託をいたしたところでございます。実行

委員会の委員長をしているという立場も含めてお

答えをさせていただきたいというふうに思います。

本市におきましては、昨年度の事業が評価され

まして、今年度も数多くの市町村から申請された

事業の中から引き続き泉南市生涯学習まちづくり

事業が採択されたところでございます。

－２８－

「世界に拓く自然と歴史街道のまち泉南の創造」

を目指して、昨年度の成果を踏まえ、これまで育

成された人材や地域の資源を活用して、今年度は

観光・交流、環境・自然、健康・食文化の３つを

キーワードとして、より一層のまちづくりを進め

ているところでございます。

さて、進捗状況でございますが、観光・交流に

おきましては、姉妹都市であります龍神村との交

流や、国の登録有形文化財山田家住宅等における

外国人留学生との交流などを実施、環境・自然に

おきましては、男里川周辺の自然観察会を行い、

またこの１２月１２日には岡田浦漁港におきまし

て第２回泉南凧たこフェスティバルを開催いたし

まして、大変な人出がございまして大いに盛り上

がったところでございます。

次に、健康・食文化におきましては、スローラ

イフの勧めとして昔の公園の遊び、また地産地消

の促進として泉南の名物料理やコンテストなどを

実施してまいりました。

今年度につきましては、昨年度に育成された人

材の活用ということで、熊野街道シンポジウムに

おいて泉南案内人の会によるガイドの実施も行い

ました。さらに、昨年度の大阪明浄大学との連携

に加え、本年は和歌山大学、大阪体育大学、泉南

高校、砂川高校などの参画を得て実施しておりま

す。

また、昨年実施しました「泉南“楽”会」につ

きましては、今年度も開催、実施する予定で、地

域においてまちづくりに活躍されておられる方の

交流の場になるように、現在内容について検討い

たしているところでございます。

泉南市生涯学習まちづくりについては、３月ま

で事業が今後も続きますので、どうかよろしく御

支援のほどお願いをいたしておきたいというふう

に思います。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは私の

方から、大綱１点目のまちづくりについて御答弁

さしていただきたいと思います。

そのうちの１番目でございますけれども、イオ

ンモール進出による影響ということでございます。

この大きな影響といたしましては、やはり雇用の



問題、それから交通の問題が考えられますので、

これらのことについてお答えさしていただきたい

と思います。

イオンモール出店によります雇用状況につきま

しては、地元優先雇用ということにおいて考慮し

ていただいた結果、核店舗であるジャスコでは５

４９名が採用され、そのうち泉南市内からは２５

０名採用されております。

また、１７０の専門店におきましては１，９１５

名が採用され、そのうち泉南市内からは５４７名

が採用され、イオンモール進出による影響として、

本市の雇用促進につながったものと理解するとこ

ろでございます。

今回の大型店の出店に伴い、りんくうタウンに

おける商工業の活性化が促進され、ひいてはさら

なる雇用の発生が生まれ、本市の発展に寄与する

ものと考えます。今後、これらの企業に対する就

職希望者が受けやすい環境づくりに傾注してまい

りたいというふうに考えております。

２点目の影響として考えられます交通問題でご

ざいますけれども、一般的に大型店舗が新しく立

地しますと、来店者の自動車により付近の道路交

通への影響が考えられます。

したがいまして、大店立地法において来客自動

車の方向別台数の予測を行い、それら自動車の出

入り口の数や位置を設定し、駐車場に案内する経

路や方法など、周辺交通対策を立案し、届けるこ

ととなっております。今回のイオンショッピング

センターの開店時にもそれらの届け出がございま

す。

また、特に開店時や開店直後の休日には一時的

に来客者が増加することから、臨時駐車場の設置

や交通誘導員の動員などについて、意見書におい

て要請しております。

さて、イオンショッピングセンターの開店時の

付近の交通渋滞の状況を御説明いたしますと、オ

ープン直後の１１月１４日とその次の日曜日の２

１日に、堺阪南線と市場岡田線などに一時的な渋

滞が確認されておりますが、鳥取吉見泉佐野線や

国道２６号などには大規模な交通渋滞はなかった

のではないかと考えており、以降の休日にも付近

での大きな交通渋滞は確認できておりません。

－２９－

今後につきましても、多客が予想される休日等

には同様の対策を講じ、付近の道路交通の支障を

できるだけ少なくするよう要請する考え方でおり

ます。

続きまして、道の駅的施設の進捗状況について

御説明いたします。

イオンモール出店に伴います地元商業者対策の

一環として、道の駅的施設の建設を計画しており、

現在関係機関と施設全般にかかわる管理運営や運

営方法、運営体制などについて検討を行っている

ところでありまして、できる限り早い時期に一定

の考え方をまとめていきたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、商工会主体での宅配サービスにつ

いてでありますが、泉南市商工会に対して高齢化

社会に対する出前宅配制度研究補助金を大阪府と

ともに補助交付を行ったものでございます。

そこで商工会は、泉南市の商業活性化と地域社

会の貢献に向けて、一般消費者はもちろん高齢化

家族、交通弱者の買い物環境の利便等の向上を図

る目的においての事業実施として、宅配事業まご

ころしょうたくんを発足させ、平成１６年１１月

２２日に事業開始した次第でございます。

ちなみに現在の状況でありますけれども、６３

事業所が加入し、顧客会員につきましては３５０

軒が登録を行っております。商工会におきまして

は、参加目標として事業所１００店、顧客会員を

１，０００軒と定め加入促進に努めていると聞き及

んでいるところもあり、本市におきましても、こ

の事業に対し積極的にバックアップしてまいりた

いと考えておりますので、御理解賜りますように

よろしくお願いいたします。

続きまして、大綱２点目でございます新家の悪

臭問題について御答弁さしていただきます。

この件につきましては、現在まで大阪府や泉佐

野市とともにいろいろな指導を続けてまいりまし

たが、悪臭発生状況には改善が見られず、周辺の

住民の方々に多大なる御迷惑をおかけしておりま

す。

施設の状況は、去る１６年５月３１日付で当該

事業所から受け入れ施設の整備、堆肥化の手法を

変更し、新しい発酵機器を設置する、貯留熟成施



設の改善、脱臭装置の新設などを内容とする施設

の改善事業計画が大阪府に提出され、平成１６年

６月１０日の府知事の事前審査が終了し、７月１

８日の周辺住民の方々への説明会を経て、現在施

設の改善工事が完了し、これらの施設は稼動中で

ございます。

しかしながら、受け入れヤードの保管方法や貯

留熟成ヤードの堆積物の量、また飼料化処理の場

所が改善計画書どおりになっていないことが検査

において判明したことから、大阪府より改善計画

どおりの実施を行うよう改善命令を行っておりま

す。

また、改善工事完了後の悪臭発生状況につきま

しては、肥料化処理に伴う臭気以外にも牛舎の臭

気、乾燥こげ臭、どぶのようなにおいなどが観測

されており、以前のような広範囲に強烈な臭気は

多少少なくなったものの、悪臭は依然としてなく

なっていないという認識をしております。

市としましては、１１月１６日及び１２月１０

日に実施した悪臭測定の結果、悪臭飛散状況が改

善されないようであれば、事業者に対し改善命令

等を行うほか、平成１７年４月に迫っております

産業廃棄物中間処理施設事業者として継続しない

よう大阪府に対し強く要請したいというふうに考

えております。

続きまして、大綱５項目でございますけれども、

コミュニティバスの件でございます。この件につ

いて御答弁申し上げます。

現在、コミュニティバスは市役所、あいぴあ泉

南など公共施設を中心として、市内のそれぞれの

地域を循環する４コースを設定し、各コース１日

４便ずつ計１６便を２台のバスがフル稼働で運行

している状況でございます。

他の路線バスとして、南海ウイングバス南部株

式会社が去る１１月９日より和泉砂川駅とイオン

りんくう泉南ショッピングセンター間の運行を開

始いたしました。このイオンへのバスは、和泉砂

川駅から泉南市役所前を経由し、その後一部のバ

スについては樽井駅を経由し、イオンりんくう泉

南へ運行しております。

コミュニティバスが運行している時間帯につき

ましては、１時間に３本、約２０分に１本の割合

－３０－

で運行しており、泉南市役所前で接続できるシス

テムになっております。

新コースの設定については、現在さわやかバス

が市内全域をほぼ網羅していること、また新コー

スを設定するとバス台数をふやす必要があります

ので、この御要望におこたえするとなればバスの

ハード的な検討、すなわち現在２台のバスがフル

稼働している状況でございますので、運行経費的

な検討が必要となりますので、財政的な制約もあ

り、引き続き検討を行いたいというふうに考えて

おります。

また、停留所の増設につきましては、利用者の

方々から設置要望があった８カ所を新設し、平成

１６年１１月１日より運行いたしております。今

後も設置要望があれば、バス運行事業者や泉南警

察署などの各関係機関と現地の状況調査を行い、

利用者の方々の利便性を向上させるため御要望の

あった場所について検討行ってまいりたいと考え

ております。

以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（真砂 満君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） それでは、中尾議員御

質問の大綱３点目の区、自治会の役割について御

答弁申し上げます。

まず、区長連絡協議会の現状というんですか、

開催状況についてでございますけれども、区長会

の会議は、総会と幹事会を市が事務局として開催

しております。総会は年に２回、５月と１２月に

開催しておりまして、内容としましては、区長連

絡協議会の会計あるいは事業内容についての審議

のほか、市から３３区のすべての区長に説明する

必要があるような事案、例えば最近では行財政改

革実施計画等の説明を行いました。

幹事会は、各ブロックから幹事を選出していた

だきまして、現在１０名で構成しておりますが、

おおむね月に１回開催し、事業実施に向けその運

営について協議を行っております。幹事会の後、

各ブロックにおきまして幹事の区長さんに各ブロ

ック会議を開催していただきまして、その内容に

ついて連絡調整をしていただいております。

それから、区あるいは自治会のあるべき姿につ

いてでございますけれども、泉南市には現在３３



の区を設置しておりますが、これらの区と自治会

の関係としましては、自治会は区の中に包含され

ているものと解釈しております。

一部の区におきましては、規模の上で新たに開

発された団地等の自治会と逆転しているところも

ございますが、いわゆる旧集落のみを区としてい

るわけではなく、自治会も包含した新たなコミュ

ニティを形成し、全体として区として活動してい

ただいていると、このように考えております。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 私

の方から、老人集会場の運営と市民の健康につき

ましてお答えさしていただきます。

まず、老人集会場の運営についてでございます

が、昭和４６年の東信達老人集会場建設以降、年

次的に集会場の整備を行いまして、現在２６施設

について区長あるいは自治会長等に運営管理をお

願いしているところでございます。

管理運営に当たりましては、老人集会場設置並

びに管理条例及び施行規則に基づき管理をお願い

してきたところでございますが、利用面におきま

して一部不適切な使用があるのではないかという

御指摘がございまして、本年４月におきまして実

態調査を行ったところでございます。調査を行っ

た結果、条例上不適切な利用が一部見受けられた

ことにより、条例の目的、趣旨に従い、改めて指

導改善に努めてまいってきたところでございます。

今後とも、管理運営に当たりましては、条例に

基づき適正な管理運営に努めてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。

続きまして、市民の健康につきましてお答えさ

していただきます。

まず、本年度の健康フェアについてでございま

すが、国民健康保険の保健事業の一環として、市

民の皆様が健康フェアに参加することで健康への

関心を深め、健康の維持増進により疾病予防が図

られ、医療費の適正化につながるものと考えてお

ります。

平成１６年度の健康づくりフェアにつきまして

は、「健康は良い習慣の積み重ね」の標語を掲げ、

本年９月５日に開催し、多くの市民の方々に御参

加していただき、健康への関心を持っていただい
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たところでございます。

イベントの内容でございますが、献血や子供向

け企画として、ふわふわエアーマットを初め、歯

科診察及びブラッシング指導、骨密度測定、体力

測定、血流測定による健康チェック、薬事相談、

かかりつけ薬局、骨折・脱臼等に関する痛みの相

談、そして禁煙サポートや浄化槽、エイズ等のパ

ネル展示、食生活改善展を実施してございます。

そのほか、本年度より消防本部による救急講習会

や体育指導委員によるチャレンジ・ニュースポー

ツも行ってございます。

健康づくりは、一人一人がみずからの健康状態

を把握し、健康維持管理することが大切であると

考えております。今後もいろいろな企画を行い、

参加団体やボランティアとの連携を図りつつ、だ

れでも気軽に参加でき、健康に関心を持ってもら

えるよう健康フェアの充実に努めてまいりたいと

考えております。

続きまして、休日・夜間診療所の進捗状況につ

いてお答えさしていただきます。

御承知のとおり休日・夜間診療所の設置につき

ましては、大阪府から示された泉南医療施設整備

構想の中に位置づけされておりますとともに、泉

州保健医療協議会におきましても泉南市以南にお

ける設置の必要性について提起されているところ

でございます。

建設場所につきましては、大阪府の泉南福祉医

療保健ゾーンの整備計画では新泉南病院に隣接す

るりんくう南浜地区となっておりますが、初期投

資を考えた場合、旧済生会泉南病院跡地の旧健康

管理センターの活用も考えられますので、阪南市

及び岬町に提案しながら協議を行っているところ

でございます。これまでの協議の中では、設置の

必要性についてはお互い認識を持っておりますが、

設置場所を初め、医師の確保や各市町の負担の問

題などが提起されてございます。

一方、大阪府下全体の小児科医不足の状況を踏

まえ、各圏域における小児救急の広域診療所の設

置について協議検討を行っているところでござい

ます。本市に係る圏域としましては、泉佐野以南

の３市３町となっておりまして、現在小児救急広

域診療所についての協議検討を進めておりまして、



この中で休日・夜間診療所の設置問題も含めまし

て協議を行っているところでございますので、よ

ろしくお願いします。

続きまして、小児救急電話相談につきましてお

答えします。

大阪府で昨年９月より取り組んでおります小児

救急電話相談につきましては、相談時間帯としま

して２０時から２４時となっておりますが、年内

をめどに２０時から翌朝８時まで実施時間帯を延

長すると伺っております。

実施方法につきましては、大阪府救急医療情報

センターに看護師及び保健師が配属され、相談者

からの電話相談に対応しております。また、医師

の対応が必要とされる場合には、小児科医師に引

き継ぐ等の対応を行っております。

事業効果でございますが、夜間の子供の急病等

について、専門の相談員が応急措置や受診に関す

る助言を行うことにより、安心を提供するととも

に、あわせて救急医療機関の情報の提供を得られ

るなどのメリットがございます。

本市におきましては、本事業について市の広報

誌等で紹介し、事業の促進に努めているところで

ございますので、よろしくお願いします。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） ありがとうございました。

それでは一定答弁いただきましたので、再質問さ

していただきます。

まず、街づくりについての件なんですけど、イ

オンがオープンされて、そない前から言われてい

たような交通渋滞は本当にないような気もするん

ですけども、当初といいますか、やはりたくさん

警備員さんもいらっしゃるんですけど、僕なんか

もともと泉南におるわけなんですけど、どうして

も渋滞、混雑を避けて、例えば岡田浦の村中から

通って近道して行ったりとかというような形の近

隣からの苦情とか、そういうことはなかったでし

ょうか。

そしてまた、夜中の１２時まで営業していると

いうこともありますんで、近隣の住宅からのそう

いう苦情等もなかったでしょうか。その辺、ちょ

っとお聞きしたいんですけど。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。
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○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 交通渋滞の件

でございますけれども、やはりオープン当初のと

きは交通量が非常に多かったと思います。

まず、オープンいたしましたプレオープンのそ

の日ですかね、１１月９日。それから、グランド

オープンした次の土曜日、日曜日、１１月１３、

１４ですね。このときの交通量がやはり多かった

というふうに思っております。ですから、そのと

きは幹線道路というんですか、府道泉佐野岩出線、

臨海道路ですね。この辺のところに一部渋滞が発

生したということでございます。

ただ、我々が懸念しておりました生活道路への

支障というのは、本当に少なかったように思って

おります。特にオープン時ございましたのが、旧

の岡田浦漁港ですね。あのあたりに車が進入した

りというようなことがありました。これにつきま

しても即、向こうのガードマンの方ですね、警備

会社の方に指示いたしまして、そちらの方に進入

しないというふうなことに対応しましたので、そ

れ以降の苦情というのは一切ございません。我々

の方も、生活道路がそういう形で支障がなかった

ということでは一定の評価をさしていただいてお

ります。

もう１つ、近隣の住宅からの騒音苦情というこ

とでございますけども、これについても我々の方

でイオンモールができるまでの騒音値、それから

できた以降の騒音値をはかっております。大差ご

ざいません。ですから、そういうことでございま

すので、騒音に対する住民からの苦情というもの

を聞いていないところでございますので、よろし

くお願いしたいと思います

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） わかりました。そういうこ

とで、今、本当にこんなところにも警備員さんが

いらっしゃるんかと思うくらいたくさんなところ

に配置もしていただいてますし、本当に今のとこ

ろはスムーズにいってるとは思うんですけど、や

はり時間経過とともに、そういう警備員さんも徐

々に削減もされていくんでしょうし、それはイオ

ンさんサイドの問題でもあるんですけど、そうい

うトラブルのないような形で、また市の方もイオ

ンの方にそういう話し合いの場といいますか、そ



ういうのもしていかれることがいいかなというふ

うに思います。

続きまして、道の駅の件なんですけども、以前

にふるさと創生事業基金というのがあるというふ

うにお聞きしてるんですけど、これを運用してさ

れるというお考えはありますでしょうか、ちょっ

とお聞きしたいんですけど。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 道の駅的施設

につきましては、先ほどちょっと御答弁させてい

ただきましたように、現在、管理運営とか運営方

法、運営体制、これらのことを検討しております。

ですから、建設費とかそれらに係る費用的なもの

についても、まだちょっとできてないのが実情で

ございます。

今、御指摘のふるさと創生事業のそういう基金

を使ってということでございますけれども、まだ

現段階ではどのようなお金を使うというんですか、

基金を使うのか、一般財源でやるのかとか、そう

いうふうなところまで現在のところはまだ決めか

ねているところでございます。１つの御提案とし

てお受けさしていただきたいと思います。

以上です。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） 道の駅的ということも、地

元商工会の方々の支援策というようにも聞いてま

すし、続いてなんですけど、まごころしょうたく

んという宅配サービスがスタートされて、本当に

チラシも工夫されて親しみやすい内容になってい

るといいますか、あ、こういうことって昔から、

例えば三河屋さんというのがあって、お米とかお

酒とか配達されてたなというのが、今この時代に

なって見直されているのかなというふうに思いま

して、なかなかいい発想ではないかなと。それに

対して、市とか府が一定の支援をされてるという

のも聞いておりますし、先ほども御紹介いただい

て、今現在６３店舗を１００店舗、また３５０軒

を１，０００軒に目標を置いてこれからも推進して

いかれるということで、大いに推進していってい

ただきたいなというふうに思いますし、何とか地

元の商工会の皆さんが活性化できることとして、

本当に大いに盛り上げていっていただきたいなと
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いうふうに思うんです。

そういう意味で、また道の駅のことにちょっと

触れるんですけど、それは別に商工会の皆さんは

期待はされてないんでしょうか。もし、そうでな

ければ、逆にしょうたくんの方が雰囲気的にいい

ということであれば、そちらの方に力を入れて、

別にそれはなくなってもいいということなのか。

ややこしい聞き方して申しわけないんですけど、

例えば四大紙といいますか、一般の新聞広告、ま

た広報の方にも折り込み等でしょうたくんのチラ

シ等入っておりまして、見さしていただきました

けども、やっぱりまだまだ知らない方もいらっし

ゃるんではないかというように思いますんで、今

後また市としてもいろんな形でＰＲの御協力もし

ていただければなというふうに思いますし、また

時を見てりんくうチャンネルでの取り上げについ

ても提案されてはというふうに思うんですけど、

その辺の御意見をちょっと。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 道の駅的施設

は商工会として期待はいかがなものかという御質

問がまずあったと思います。

これにつきましては、昨年イオンモール出店と

いう案件が出てまいりましたときに、商工会から

地元商業者対策の一環として、道の駅の整備とい

う形で要望がなされて、市の方としてもそういう

ふうな受けとめ方をさしていただいてるというこ

とでございます。

ですから、現時点でもこの道の駅を整備すると

いうことで、ことし市の方から調査費を商工会の

方へ出さしていただいております。その調査費と

商工会の調査費を合わせながら、現在この調査を

行ってるということでございまして、積極的にい

ろんな方々の御意見をいただきながら進めている

というような状況でございますので、期待してな

いということは決してございませんので、商工会

の方々もこれをイオンモール出店の地元商業者対

策の一環として考えておられます。

それと、あわせましてこの宅配事業につきまし

てもそのような考え方でおられまして、現在この

中でも、商工会の中でまた役員さんを決めて、委

員さんを決めて、ここまで宅配事業を進めてきた



というのが事実でございます。

ですから、今回はこの２点について、積極的な

商工会の対応が現在見られておりますので、私た

ちにとってもいいことではないんかなというふう

に考えております。

あと、宅配事業につきましては、この間新聞折

り込みで大きい折り込みがあったかというふうに

思います。私が聞いておりますのでは、そのよう

な大きなチラシがこれから年に２回ほど入ってき

たり、それとか会員さんには今月のお買い得みた

いな形のもんで小さいチラシというんですか、こ

ういうのが月２回ほど入っていきます。ですから、

そのような形でこれからどんどん、どんどんＰＲ

していくということになろうかと思います。

先ほど御指摘のりんくうチャンネルでというお

話でございますけれども、この辺のところでしょ

うたくんの大きなお話の中で、１つ泉南市の新た

な取り組みのような形で取り上げていただけたら

どうかなという気もございます。

ただ、皆さんが商業活動されておりますので、

この辺のところをうまく調整できて取り上げてい

ただけたらというふうには思っております。私の

方からも、またそういう提案もさしていただけた

らどうかなというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

以上です。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） ありがとうございます。

続きまして、生涯学習まちづくりモデル支援事

業の本年度の取り組みということで御紹介いただ

きましてありがとうございます。

市長が実行委員長ということで、本当に精力的

に行っていただいているのは喜ばしいことかなと

いうふうに思っておりますけども、ただ、この間

こういう質問をさしていただくということで資料

も一部いただいて、今回ことしに関しては年間を

通してというような取り組みをされるというよう

なことをお聞きしまして、資料も見さしていただ

いたんですけど、ただ、注文をつけるというわけ

でもないんですけど、取り組みの内容といいます

か、確かに文化的なこととか歴史的なこと、そう

いうふうなこと等取り上げられてるんですけど、
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どちらかというと芸術的な施策がないんではない

かなというふうに思います。

また、その実行委員会の構成委員さんの一覧を

見さしていただきましても、大学教授であります

とか、あと文化的な分野の方、歴史関係の方等は

いらっしゃるんですけども、例えばプロの芸術家

の方々とかそういう名前がなかったかなと。まし

て内容に関しましても、例えばプロの芸術家を招

聘して何かイベントを組むような内容というのも

ないかなというふうに思います。

ただ、昨年の取り組みの中であいぴあの１階ホ

ールを利用してのランチタイムコンサートという

クラシックのコンサートをされたというふうに聞

いておりますけど、それぐらいのことで、もっと

芸術面に力を入れていただいて、例えば別に音楽

に限るわけではございませんし、絵をかかれる方

もいらっしゃると思いますし、書道家とかもいら

っしゃると思いますし、そういう面でのそういう

取り組みというのは、今回は一応もう計画も立て

られて進まれておるようですんで、今後例えば、

もし来年度もされるようであれば、その辺も参考

にしていただいて、より芸術的なことにも取り組

んでいただきたいなというふうに思います。ちょ

っとその辺のとこら辺で御答弁いただけたら。

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 何点か御指摘があ

りました。

確かに、文化芸術面だけを取り上げますと、今

年度の取り組みの中では若干前年度よりも少なく

なってるかもわかりません。ただ、今年度は昨年

度と若干内容をさらに発展させて実施しておりま

す。といいますのは、昨年度は泉南ルネッサンス

カレッジという架空の大学を泉南市につくって、

その中に３つの学科を設けると。文化歴史学科、

国内外交流学科、自然学科という３つの学科をこ

しらえて、そこで多くの人材を育成する。地域固

有の歴史的な資源を発掘していく。そういう人づ

くりという面で昨年は大きく事業展開いたしまし

た。まさにルネッサンス、泉南の復興という意味

でそういう事業を行いました。

ことしは、２年連続文部科学省から委託を受け

るということすら異例なんですけども、前年度の



やり方が評価されまして、今年度はそういう架空

の大学ではなくて、３つのキーワードで地域の人

材、あるいは資源を発掘し、いろいろ活用してま

ちづくりに向けて生涯学習の事業を興そうという

ことで、今年度は先ほど市長の御答弁にもありま

したけども、観光・交流、これが１つ。それと環

境と自然というのが１つ。３つ目が健康と食文化。

こういうのをキーワードに事業展開を行っており

ます。

そういうことで、昨日泉南の凧たこフェスティ

バル、これは昨年度に続いて第２回目ですけども、

非常に多くのにぎわいがあったと。大成功に終わ

ったわけですけども、若干昨年度とニュアンスの

違う事業展開を行っていることは、御理解いただ

きたいと思います。

昨年のまちづくり事業の皮切りが第１回「泉南

“楽”会」ということで、泉南市の総合福祉セン

ターあいぴあ泉南を会場に、泉南市民に限らず関

西一円から生涯学習を進められている方が集まっ

て、これも成功裏に終わったんですけども、その

ときの昼の休憩時間を活用してランチタイムコン

サートを行いました。本来ああいう建物のロビー

というのはそういう演奏の場所ではないんですけ

ども、たまたまイベントに参加された人を精神的

にいやすというんですか、いい気分の中で過ごし

ていただくと。昼の休憩時間ということで、特に

許可を得て開催さしていただきました。

私どもことしのまちづくり事業の中で、第２回

目の「泉南“楽”会」も考えております。ただ、

昨年と同じ会場になるかはちょっと内容と参加人

数によって変わってきますので、その点は場合に

よっては変わる可能性があります。

ただ、私ども日常的に教育委員会としては、市

民の自主的な文化芸術活動を支援していくという

のが、これが大きな課題でありますし、多様な文

化芸術に触れる機会を提供するというのも、これ

も大きな課題です。この２つを何とかやっていく

中で、昨年のようなああいう公共施設を活用して

市民の方に文化芸術に親しんでいただく、あるい

は文化芸術を振興していくということは、今後も

可能な限りは追求していきたいな、そう考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。

－３５－

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） わかりました。とにかくそ

ういう芸術面をもう少し充実させていただきたい

ということで、よろしくお願いしたいと思います。

もう時間も余りなくなってきましたんで、新家

の悪臭の問題に触れさしていただくんですけど、

１１月１６日と１２月１０日にモニタリングがさ

れたと、その中で先日も委員会の方で視察も行か

れたということも聞いておりますし、間もなく分

析結果も出るであろうというふうに思われます。

また、１７年４月にも産廃業者の許可申請もさ

れるというふうなことも聞いておりますんで、当

然のことなんですけど、その分析結果を踏まえた

上で事前協議、また申請という流れになるんでし

ょうけども、その都度その都度、本当に細かいス

パンで当然当該委員会の方に報告というような形

でしていただけるのか、またそういうことを我々

議員の方にも知らしていただけるということをき

ちっとしていただけるのか、その辺を確認してお

きたいなと思います。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 今回の悪臭の

問題については、我々も重要な問題と認識してお

りますので、先ほど御指摘ございました悪臭測定

の結果とか、また大阪府の動きとかいうのがござ

いましたら、また委員会の方に遅滞なく御報告さ

していただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） あえて、当然のことなんで

すけど、この点に限って当たり前のようなことを

念を押さしていただいたのは、当然グリーン産業

の方は申請の更新を前提で物を申してくるんでは

ないかなと。本市としては、今現在もそうですし、

においも当然しております。そういった意味で、

本市としてはあえて更新しないという前提でもっ

て、毅然とした態度で業者の方にも、また府にも

物を申してほしいというふうに思うというふうな

ことでございまして、そういった意味で大阪府と

の話し合いというのは今現在どういうふうになっ

ているんでしょうか。意思の疎通といいますか、

泉南市と同じような考えで進まれておるのかどう



か。その辺もう１点確認さしていただけますか。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 大阪府の考え

方でございますけど、先ほど一番最初に御答弁さ

していただきましたとおり、１１月末を限度に改

善命令を出しております。なおかつ、それ以降で

ございますけども、１２月１日には大阪府が施設

の立入検査を行っております。その中で、当初の

改善命令が履行されていないというふうなことも

ございまして、現在のところ行政処分を含めて大

阪府は対応しようというふうに考えているという

ふうなところでございます。

ですから、我々市の方は悪臭測定の結果でもっ

て業者指導を行っていく。大阪府はそういう産廃

法に基づいてこれでやっていくということでござ

います。現在のところは、そういうことを並行し

ながら、府と協調しながら対応を進めているとい

うことでございますんで、よろしくお願いしたい

と思います。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） わかりました。あえてすみ

ませんが、市長の方からも一言いただければと思

うんですけども。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 大阪府に対しましては、私

と泉佐野市長と一緒に農林水産環境部長のところ

へ行きまして、はっきりと、今のような状態であ

れば許認可の更新というのはまかりならんという

ことを申し入れております。部長の方も、当然そ

のとおりという回答をいただいております。

なお、その後も泉佐野市長とは話し合いをしま

して、この問題については両市相手を携えて協調

して問題解決に取り組むということで、意思の確

認をいたしてるところでございますんで、また年

末にも大阪府の方に参りますので、再度強く申し

入れていきたいと、このように考えております。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） ありがとうございます。こ

の許可申請が更新されれば、向こう５年間は引き

続きというようなことも聞いておりますんで、本

当に更新しないという前提をもって臨んでいただ

きたいなというように思います。

－３６－

続きまして、もう余り時間もないんですけど、

自治会の役割についての件なんですけど、区に加

入していない自治会、または自治会にも加入して

いない市民に対する例えば広報誌とかごみ袋の配

布というのは、どのように対応されているのか、

ちょっと御説明いただきたい。

○議長（真砂 満君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） ただいまのような場合、

広報誌等の配布につきましては、区長を通じての

配布を原則としておりますけれども、区長と相談

いたしまして、直接市から自治会長のその他の代

表の方に配布しているケースもございます。

区長または市から配布されていない方はほとん

どいないと思いますが、そのようなケースを想定

いたしまして、各公民館に広報誌、その他の配布

物を置いておりますので、もし漏れている場合は、

そちらの方で受け取っていただくというような体

制をとっております。

以上です。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） わかりました。区と自治会

の関係がうまくいっていないといって、市として、

また区や自治会の運営に関与するのも無理がある

かとは思うんですけど、しかしそれではやっぱり

地域の中がばらばらになってコミュニティの形成

ができなくなり、災害や防犯上も地域が一体とな

った安全で安心できるまちをつくることはできな

いと思いますので、できる限り地域の実情を把握

し、いい関係が継続できるよう各方面からの指導

をしていただきたく思いますので、これはひとつ

要望というような形で受けとめていただければな

というふうに思います。

続きまして、市民の健康についての中の救急電

話相談の件なんですけど、この救急電話相談に関

しましては、私も３月議会でも取り上げさしてい

ただいて、ことしの９月から始まるであろうとい

うようなこともお聞きした上で、再度これをお聞

きしたんですけど、９月１日実施後のＰＲについ

て、最初のＰＲというのが出たのが、１２月号の

広報に載っておったというようなことで、事前に

ある程度わかっておったにもかかわらず、ＰＲの

方がおくれていったというのはどういうことなの



かというふうなことも思いますし、また掲載の仕

方についても、広報を見さしていただきましたけ

ども、何かすごくわかりにくいといいますか、あ

えてその記事を探さないとわからないような状態

で、今までのことを考えますと、やはり休日・夜

間がなかなか前に進まない、またそういうことで

お困りの親御さんが多い、救急車の出動も多い中

で、こういうことが本当に本格的に運用されてい

く中で、やっぱりそういう出動件数も減ると思い

ますし、こういう本当に画期的ないい施策だと思

いますので、これをもっともっと前から情報提供

というふうな形もさしていただいているにもかか

わらず、ＰＲの方がおくれてるというのは、本当

にもったいないといいますか、そういうふうに思

いますんで、その辺どうしてそういうふうになっ

たのかということと、それと、もっと目立つよう

なわかりやすい掲載の仕方をしていただきたいな

というふうにも思います。

また、できましたら、今まだ行われて二、三カ

月ぐらいのことやとは思うんですけど、泉南市独

自の件数等もわかればお示しいただきたいなと思

います。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 小

児救急電話相談の件でございますが、まず小児救

急医療相談の実施後におけます本市の対応といた

しましては、本年１０月１３日付をもちまして、

大阪府小児救急電話相談事業に係る広報につきま

して、大阪府より依頼文書が１０月１８日に届き

ました関係上、至急タイトルとしまして「ご存じ

ですか、大阪府小児救急電話相談事業」という名

のチラシを策定いたしまして、１０月後半から保

健センターの窓口を初め、母子手帳の交付時や４

カ月児健診の受診時に配布いたしております。ま

た、市民課の窓口へ出生届を出されたときにも御

配布さしていただいております。

また、市の広報誌に掲載するのが遅くなった点

でございますが、大阪府の広報の依頼が先ほど申

し上げましたように１０月１８日ということであ

ったことと、広報誌の原稿の締め切りの関係もご

ざいまして、１２月号の掲載に至ったということ

でございます。

－３７－

また、１２月号の広報誌に掲載したＰＲ文が、

市民にとってわかりづらいという点でございます

が、今後広報担当とも十分相談した上で工夫して

まいりたいと考えております。

続きまして、小児救急電話相談の利用状況でご

ざいますが、９月１日から１１月３０日までの３

カ月間の大阪府下全体の利用者数は１，８６７件で

ございまして、９月３６７件、１０月７０１件、

１１月７９９件となってございます。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 中尾議員。

○１番（中尾広城君） 最後に、コミバスのことに

ついてなんですけど、コミバスのことに関しては、

先ほどもありましたように１１月９日からイオン

バスが運用されてると。その辺のとこらへんで、

イオンバスとコミバスとの連携によって利用度が

上がるといいますか、便利に使っていただけるん

ではないかと。ですから、そういうコミバスの時

刻表にイオンバスの時刻も盛り込んでいただくと、

市民としても見やすいし、利用もしやすいという

ようなことではないかと思うんですけど、その辺

のとこら辺、どういうふうにお考えでしょうか。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） ただいま御提

案のありましたコミバスとイオン路線の接続でご

ざいますけれども、これは我々も委託してるとこ

ろが南海ウイングバス南部株式会社でございます

ので、この会社に、両方同じでございますんで、

そういうふうな時刻を掲載することについて、運

行事業者の南海ウイングバス、これらと協議を進

めていきたい、お話ししたいというふうに思って

おります。よろしくお願いします。

○議長（真砂 満君） 以上で中尾議員の質問を終

結いたします。

次に、１５番 角谷英男議員の質問を許可いた

します。角谷議員。

○１５番（角谷英男君） 皆さんこんにちは。市政

研究会の角谷英男でございます。

改選後初めての議会であります。選挙を一生懸

命頑張りましたが、その中で市民の皆さんと、た

くさんの方々とお会いすることができました。市

民の皆さんが、今現在どんなことをこの泉南市や



市会議員に対して思っておるのかということが素

直に、率直にわかった次第であります。

まず１つは、市民の皆さんは我々に、税金を払

うのが大変であります。ですから、税金を使われ

る方はできるだけ大事に使ってください、わから

ないような使い方はやめてくださいというのが一

番であったんではないかなと思います。

また、病院問題もしかりであります。いろんな

ニーズの中でも病院が一番であり、今の時代でも

変わりはない。私も以前、病院については、単独

でできないのであれば阪南市と広域行政でやった

らどうなんだという提案もいたしましたが、そう

いう提案に対しては、市民の皆さんは素直に賛同

をされておられました。

また、それ以外にも商業者の皆さん、お年寄り

の皆さん、まちで住まわれる皆さん全体が泉南市

に対して大変高い、また多くの要望を持っておら

れることも確認することができました。

その上で、私は今回計６点にわたって質問をさ

せていただきたいと思います。

まず１つは、三位一体の問題でありますが、三

位一体の結果、１６年度においては泉南市は６億

円の影響があった。果たして今後泉南市はこの三

位一体の結果、どのような影響を財政上受けてい

くのか、お伺いをしたいと思います。また、運営

上どのような影響があるのか、これもお伺いをし

たいと思います。

続いて、農業公園でありますが、農業公園は２

４億円の予算を投じてつくられました。そして、

１７年度にオープンというふうに聞いております

が、現状オープンに向けてどのようなことをされ

ておられるのか、またオープンするについて、ど

のような費用がかかるのか。オープンの事業内容

についてはお聞きはしておりますが、今後変更が

あるのかどうか、お伺いをしたいと思います。

また、火葬場問題であります。

これはもう議員になって以来ずうっと、この問

題は質問し続けてまいりました。また、市長にお

かれましてもこの火葬場問題は、まさにマニフェ

スト、公約として選挙にお出しになられました。

公約である以上、やらなければいけない。また、

前回議会においても火葬場問題は質問をさせてい

－３８－

ただきました。その結果、これは合併と大いにか

かわり合いがあったというふうにも答弁をされま

した。

今後、合併がなくなった上で、この火葬場問題

は市として、また市長としてどのようにとらまえ

て、どのように実行されるのか、改めてお聞きを

したいと思います。

また、この火葬場問題については、地元との約

束もあろうかと思いますが、このことについても

お聞きをしたいと思います。

また、町づくりであります。

町づくりについては、これはりんくうタウンが

大きく変わりました。オープン以来１５０万人が

入ったというイオンができて、市長の言われるに

ぎわいのまちができたわけでありますが、一方で

市内内陸部においての町づくりは一体どうなって

いくんだろうか。市内内陸部の皆さんがほとんど

税金を納めておられるんであります。その皆さん

の税金がイオンに絡んで信達樽井線、これにも出

されていく。これは事実であります。それである

なら、納税者に返す税金はどこにあるのか、どの

ように返していくのか。

例えば、新家駅前がそうであります。開発はさ

れたが、町づくりは一向に進まない。５つの道路

が新家駅に向かって入っております。上村、そし

て宮地区においては、これは１，０００軒以上間違

いなく住んでおられるわけであります。しかし、

残念ながら一向に変わらない。これは、町づくり

をどのように考えておられるのか。これは道路問

題ともかかわり合いがありますが、町づくり上こ

れは大変な問題であります。納税者たる市民の皆

さんは、当然注目をするわけであります。

また、町づくりについては、りんくうタウンの

町づくりの中で、これも再三質問をさせていただ

きましたが、りんくうタウンはもともとは関空支

援であり、そして市内内陸部の繊維工場をあそこ

へ集約していく、そういう目的でりんくうタウン

がつくられ、地区計画もつくられたわけでありま

す。

私は、再三にわたって地区計画の見直しを訴え

てまいりましたが、なかなか地区計画の見直しが

されないで今日まで至りました。その中で、救護



施設の問題が浮き上がってまいりました。これは、

何度も質問さしていただいておりますが、現在の

状況はどういう状況なのか、お知らせを願いたい

と思います。

同時にまた、大阪府、そして泉南市、そしてこ

の救護施設、この３つのかかわり合い、話し合い、

協議会等は持たれておるのかどうか、お聞かせを

願いたいと思います。今後の見通しもお聞かせ願

いたいと思います。

それと、介護保険の見直しについてであります

が、介護保険の見直しについては、１７年度にお

いては国が改革の見直しをして、それを受けて１

８年度から市町村が改革をしていくというふうに

聞いておりますが、現行制度では介護予防に関す

るサービスとして、高齢福祉担当部署、保健担当

部署、介護保険担当部署、それぞれ提供されてお

るわけでありますが、問題は、大事なことは、こ

れは一貫性を持っておるのかどうか。行政で問題

のあるのは、よく縦割り行政と言われますが、こ

の見直しについて、この縦割り行政というものが

今後どのように改善されていくのか、またどのよ

うな方向に行くのか、お示しを願いたいというふ

うに思います。

以上で道路行政、町づくり、火葬場、農業公園、

三位一体、全部終わりました。質問内容によって

は、自席から改めて再質問をさせていただきたい

と思います。

以上であります。ありがとうございました。

○議長（真砂 満君） ただいまの角谷議員の質問

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） 三位一体改革による泉南市

の影響ということでございますが、後ほど影響額

等詳しい数字については担当より御答弁させます。

まず、三位一体改革そのものが今回１７年度分

を示されたわけでございますが、これに対する評

価、これは全国市長会としてどのように考えてる

かということでございますが、基本的には大きく

は容認するということでございます。

しかしながら、税源移譲については、おおむね

３兆円規模を目指して、所得税から個人住民税へ

の移譲を実施することを明記した、書いたという

ことは評価するということでございます。ただ、

－３９－

当面２兆４，０００億円程度にとどまってるという

ことについては、不十分であるというふうに考え

ております。

また、心配しておりました地方交付税につきま

しては、平成１７年度及び１８年度について、地

方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総

額を確保するということが言われたということに

ついては、評価をするという部分でございます。

それから、もう１つ心配しておりました生活保

護費の補助率のカットについては、今回避けられ

たということがございまして、これらについては

一定評価をしたいというふうなことでございます。

ただ、基幹税そのものの税源移譲が１７年度に

おいても不十分であるという点については、その

とおりでございますんで、本来の目的であります

そういう基幹税の早期移譲について、今後とも働

きかけをしていきたいと、このように考えており

ます。

○議長（真砂 満君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 私の方から、三位一体

によります泉南市への財政運営の影響ということ

について御答弁さしていただきます。

国と地方の税財政を見直します三位一体の改革

につきましては、地方自治体が財政的にも自立度

を高めるため、国から地方へ税源を移すかわりと

して、国からの補助金を減らし、歳入の不足分を

補う地方交付税も同時に見直すものでありますが、

本市財政に与える影響については、地方交付税が

１億３，０００万円の減、臨時財政対策債が３億６，

０００万円の減、公立保育所運営負担金で２億２，

０００万円の減、合計いたしますと７億１，０００

万円が減少いたしております。

一方、新たに所得譲与税が創設され、１億７０

０万円の歳入が見込まれる結果となっており、差

し引きいたしまして、平成１６年度としまして約

６億円の影響がございました。

また、この三位一体の改革によります今後の財

源不足への対応についてでございますが、平成１

４年度に策定いたしました財政健全化計画の目標

でございます平成１６年度の実質収支の黒字化並

びに平成１８年度の経常収支比率９５．５％、この

数値は三位一体の改革によります歳入の減少を考



慮して９３．２％から２．３％緩和されたものでござ

いますが、この目標数値を達成するため、昨年ロ

ーリングいたしました健全化計画について、本市

もさらに取り組みを強化する必要が生じてまいり

ましたので、今後健全化の取り組み項目が固まり

ましたら、またお示しさしていただきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。

○議長（真砂 満君） 馬場都市整備部長。

○都市整備部長（馬場定夫君） 私の方から、大綱

３点につきまして御答弁を申し上げます。

まず初めに、農業公園の今後の運営についてで

ございますが、当該農業公園につきましては、花

卉団地に隣接する立地条件を生かし、花と緑に囲

まれた緑豊かな自然環境の中で、市民の方々が花

摘みや農作物栽培、また休日には子供さんを連れ

て芝生公園でボール遊びなどをし、一日過ごして

もらうなど市民の皆様に楽しんでいただくととも

に、農との触れ合いを通じた憩いやいやしの場を

提供することにより、広く市民に農業への理解を

深めていただき、また本市農業の特産である花の

ＰＲにもつながり、地域農業の振興を図る上で重

要な拠点施設として魅力ある農業公園としてまい

りたいと思ってございます。

本年度で１期工事が終わるため、暫定オープン

という形になりますが、１７年度早期に農業公園

をオープンする予定で今取り組んでいるところで

ございます。

開園後の運営につきましては、当面市が管理主

体となり運営を行い、維持管理等につきましては、

経費節減を図るため、民間に委託していく予定で

ございます。その委託先等につきましては、作業

能力、管理能力等を含めて可能な限り経費節減に

資するよう検討を行っているところでございます。

また、市民農園、管理棟等の部分につきまして

は、開園後の社会情勢や市民ニーズ等を踏まえ、

また財政負担の軽減を図るためにも、民間活力の

活用を前提とした事業の整備内容、整備時期、整

備手法等の検討を行ってまいりたいと考えており

ます。

次に、まちづくりについて御答弁を申し上げま

す。

りんくうタウンのまちづくりの中の地区計画の

－４０－

今後についてでございますが、りんくうタウンに

地区計画を定めたのが昭和６３年でございますの

で、約１６年経過しており、その間経済の低迷状

況が続き、企業の進出が極めて少なく、まちづく

りがままならない状況でございました。

近年、大阪府が定期借地方式を導入することに

より、進出企業が増加してまいりました。これに

伴いまして、当初の内陸部の工場の移築などの予

定とは変わってきているところでございます。こ

のことから工場や商業、福祉、その他施設を含め

課題の抽出に取り組み、用途地域や地域計画の検

討、見直しを行いたいと考えているところでござ

います。

次に、道路行政について御答弁を申し上げます。

市場長慶寺砂川線の今後の見通しについてでご

ざいますが、現在、尋春橋のかけかえ工事中であ

り、竣工予定といたしましては、平成１７年中旬

をめどに鋭意作業を進めているところでございま

す。

また、橋の完成に合わせて既設道路の拡幅整備

並びに砂川樫井線の取りつけ工事を行い、平成１

７年度末に暫定供用を予定しておりますが、一部

歩道の整備につきましては、平成１８年度になる

予定でございます。

なお、砂川樫井線より海側の市場岡田線の整備

につきましては、本路線の利用状況、また現在の

財政状況を勘案して、整備時期、整備手法を今後

検討してまいりたいと考えております。

続きまして、新家駅前等の交通混雑につきまし

ては、現在施工中であります市場長慶寺砂川線が

供用開始されますと、砂川生コンから砂川樫井線、

市場赤井神社線を経由して国道２６号線までのア

クセスが可能になりますので、新家駅前に集中す

る車が分散し、一定の渋滞緩和に寄与するのでは

ないかと考えております。

ただ、抜本的には現在整備中であります砂川樫

井線を樽井大苗代新家線まで延伸することによっ

て、府道大阪和泉泉南線の新家駅前の通過交通を

迂回させることが新家駅前の交通混雑緩和に大き

な効果があると考えておりますが、砂川樫井線の

延伸部につきましては、事業認可区域外でござい

ますので、この区域の整備時期、整備手法につき



ましては、財政状況を勘案しながら今後検討して

まいりたいと考えております。よろしくお願いい

たします。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは、火

葬場の今後ということで御答弁さしていただきま

す。

本市の火葬施設の現状でございますけれども、

西信達火葬場につきましては、本年６月より建物

部分の改築工事に取りかかり、今月中に竣工し、

業務を再開する予定でございます。工事中は、市

民の皆様には御不便をおかけしたところでござい

ます。

以上のように、現施設の樽井火葬場も含め必要

な限り補修点検を行い、業務に支障のないよう努

めておるところでございます。しかしながら、両

火葬場とも施設関係が老朽化しているのは否めな

いものであり、新火葬場の建設の必要性につきま

しては、認識しているところでございます。

そのような状況ではございますが、現在の本市

の財政状況で、その財源を捻出するのは非常に困

難な状況でございます。そのため、現時点では現

在の２施設の維持継続に努める所存でございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 救

護施設の進捗状況につきましてお答えさしていた

だきます。

りんくうタウンの民設民営によります救護施設

の進捗状況でございますが、大阪府におきまして

本年１０月にコンペ方式による運営法人の募集を

開始いたしまして、既に現地説明会を終えまして、

１２月下旬に応募を締め切り、来年１月中旬、５

名の委員で構成されます法人選定委員会で選考決

定される予定となってございます。また、来年の

１月下旬に厚生労働省への国庫補助金協議を行い、

内示を得た後、６月ごろに着工の上、平成１８年

３月に完成するとお聞きしております。

なお、御指摘の救護施設について、現在大阪府

と協議等をもって話し合いをされておるのかどう

かという点でございますが、大阪府における民設

民営ということでの砂川厚生福祉センターからの

－４１－

移転でございますので、話し合いの場を持ってい

ないのが現状でございます。

続きまして、介護保険制度の関係につきまして

お答え申し上げます。

介護保険制度の見直しにつきましては、御指摘

のとおり、国におきまして平成１８年度施行に向

けて検討を行っているところでございます。

検討内容につきましては、総合的な介護予防の

確立、地域密着型サービスの創設、保険者機能の

強化等となってございます。

今後、痴呆性高齢者やひとり暮らしの高齢者が

増加していくことが予想されますが、こうした方

々が住みなれた地域での生活を継続していくため

の多様な形態のサービスを提供できる仕組みを充

実していく必要がございます。

今回の国におきます制度見直しにつきましては、

一人一人の高齢者に適したサービスを絶え間なく

提供するために、一貫性、連続性、各職種間の連

携が必要となってきますので、平成１８年度施行

に向けまして、業務に支障を来さないように機構

改革も視野に入れた中で、関係部署とも十分協議

しながら万全の体制を整えてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 角谷議員。

○１５番（角谷英男君） それでは、再質問をさせ

ていただきます。

まず、三位一体でありますが、要は６億円の影

響があったわけでありまして、大事なことは、歳

出カット、行財政改革をやることは当然大事であ

ります。ただ、もう一方で、いわゆる税収、歳入

についてどのように考えておられるのか。中でも

りんくうタウンから入る税収ですね、歳入、これ

は幾らぐらいあるのか。中でもイオンからはどの

くらい――これも前にいろんな議論がありました

が、どの程度あるのか、お教え願いたいと思いま

す。

次に、火葬場問題でありますが、先ほどの火葬

場のお話を聞きますと、当面維持修理に向けてや

っていくんだ。新しく火葬場建設というようなこ

とは一言も出なかったわけであります。これでは

市民の皆さん、がっかりされるわけでありますね。



あの聖苑計画は一体どこへ行ったのかということ

になります。

また、先ほども申し上げましたが、地元の皆さ

んと一定の約束が火葬場、墓地等を含めてあった

んではないかなと思いますが、その辺の約束につ

いてあったのかなかったのか、これもお聞きをし

たいと思います。

また、道路行政については、火葬場については

仮にやるとなっても、先ほど答弁にもありました

が、相当費用が、予算がかかるわけであります。

であるなら、先ほども申し上げたと思いますが、

広域行政でやってはどうなのかということが１点。

それと、当初聖苑計画で計画された場所を引き

続きやるとするなら検討されていくのかどうか、

その辺もお聞きをしたいと思います。そういうこ

とですね。

お金が、予算がないということで補修を中心に

やるということでありますが、問題はやっぱり知

恵を出して、火葬場が必要なんですから、できる

だけ知恵を出しながらうまく、安く上がるような

火葬場建設というものをやはり考えていかなけれ

ばいけないと思うんですけども、その辺はどうな

のか、お聞きをしたいと思います。

それと、農業公園についてでありますが、農業

公園は来年オープン予定ということであります。

問題は、２４億円使ってきたわけでありまして、

これをこのまま放置するというわけにいかん。暫

定的にでもオープンしていくわけでありますが、

いろんな事業計画の中で、開園後市民ニーズと、

こうあるわけでありますが、市民の皆さんどんな

ことを希望されておるのか聞かれたんでしょうか。

どんなニーズがあるんでしょうか。

それと、民間活力を図るということであります

が、どのように具体的に図っていくのか。

それと、暫定的ではありますが、チューリップ

の球根をたしか１０万個植えておられるはずです

ね。これは毎年チューリップを安く皆さんに販売

をするということで、昨年も１万人以上集まった

というふうには確認はいたしておりますが、それ

以外の知恵はないのかどうか。これは、やはり考

えなければいけないと思います。

民間活力も、ただあそこを総合的に見ていただ

－４２－

くというだけではだめだと思いますね。なかった

らこれは大変なんです。２４億円使って何もあり

ませんでは、これは絶対だめ、市民は許してくれ

ませんよ、これ。そういうことであります。

とりあえずそれだけお願いします。

○副議長（竹田光良君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） まず、御質問の１点目

でございますが、イオン及びりんくうタウンから

の税収ということで、イオン及びりんくうタウン

からの関連税収ということで、今回１７年度です

ね、１６年度と比べまして約３億３，０００万円程

度の増収を見込んでおります。

税額というのはまだ出ておりませんが、イオン

とその他りんくうタウンで大体９対１ぐらいで、

合計約３億３，０００万程度ということでございま

す。

以上です。

○副議長（竹田光良君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 火葬場の件で

ございますけども、１点目の地元との約束があっ

たのかということでございますけれども、これに

つきましては、平成９年ぐらいから当該対象にな

っております六尾とか金熊寺、岡中、この各地区

で住民説明会を行っております。ですから、この

辺の中で、この聖苑計画について御理解を賜りた

いというふうな形でこの説明会を数回開催さして

いただいてるということでございます。

ですから、その辺のところで、ここでやりたい

ということを地元に提示しているということでご

ざいまして、その辺の約束というんですか、どの

辺の意味になるかわからないんですけれども、そ

れが現状ということでございます。

続いて、広域行政でとか場所でとかいうような

お話がございますけれども、これにつきましては

先ほど御答弁さしていただきましたように、今の

本市の財政状況では、どうしてもその金額を捻出

するということは不可能でございますので、現時

点ではこれについて検討という形には至っていな

い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。

○副議長（竹田光良君） 池上都市整備部次長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安



夫君） 私の方から、農業公園の関係でまとめて

２点ほど御質問があったと思います。

まず、市民ニーズとはどういうことかというふ

うな内容で、例えばチューリップを植えておりま

すが、それ以外の何かというふうな内容のお話だ

ったと思います。それから、もう１点、民間活力

の活用という点でございましたので、この２点に

つきましてお答えをさしていただきます。

まず、市民ニーズの関係で、実績的にはチュー

リップで非常ににぎわったということで、これは

これで継続さしていきたいなと思ってます。現場

の土壌的な問題等もございまして、いろいろ我々

の方で検討いたしておりますのは、適しているな

と思うのは、例えばサツマイモ、それからソバで

すね。そういうものも試してはどうかなというこ

とも中では議論にはなっております。例えば、芋

なんかでしたら子供さんに取り入れの体験をして

もらうとか、そういう企画もいろいろ中では議論

してるんですけど、まだ具体にどれをどうするか

ということにつきましては、今後の検討というこ

とになってくると思います。

それから、民間活力の関係でございますけども、

まず暫定オープン後のいわゆる施設管理、農業公

園自体の管理運営のことなんですが、管理経費の

縮減というのがもう大前提でございますので、そ

ういう意味でいろんな手法が考えられますが、今

までどおりの通常の関係の業者発注と、委託業務

として発注するというやり方では、なかなか経費

の縮減にはならないというふうに考えておりまし

て、その点につきましても効率的な一括管理がで

きるような方法を詰めてまいりたいというふうに

思っております。

以上です。

○副議長（竹田光良君） 角谷議員。

○１５番（角谷英男君） まず、火葬場についてで

ありますが、全く今後何も考えておられないし、

同時に過去においてそういう約束事といいますか、

地元とのそういうものはないんだというふうに、

今の答弁では理解していいんかなというふうに思

いますが、しかし一方、約束事があるわけですね。

火葬場をあそこでつくる前提でいろんな約束をさ

れてると思うんですよ。

－４３－

例えば、金熊寺区及び六尾、ここには市が市長

名で公印を押して確約書があるわけですね。これ

は、当然のように火葬場を前提とした、火葬場建

設予定地の位井上池にかかわる実は約束であると

いうふうに思いますね。

そこで問題は、この火葬場ができる前提でいろ

んな話もあるわけでありますが、これが全くでき

ないんだということになったらどうなるんかなと。

特に、この上池の改修については、これは国の補

助金を使いながらやっておるわけでありますね。

特に、地元水利組合とはいろんな話し合いをされ

てる経過があると思うんですが、中でも民間の方

にとりあえずは立てかえてもらうんだというよう

な約束もあったんではないかなと思うんですけど

も、要は大事なことは、そういう約束事の中で進

んでいたものが、急に一切ないんだということで

理解がされるんかどうかです、地元にね。この辺

はどうなんでしょうね。これは大変な問題になっ

てくるのではないかなと思いますよ。

この火葬場の問題は、大変な、対地元というこ

ともありますし、約束事もありますし、対市民に

向けては、私冒頭、先ほど壇上でも申し上げまし

たが、市民の皆さんは言うまでもなく、これはも

う一番、病院同様希望しておられるんですね。議

員の皆さんもおっしゃっておられますが、その辺

が全部パアになるんだ、終わってしまうんだと。

その辺は一定整理をして、ただ予算がありませ

んから今後補修で行きますんです、それで市民の

皆さんが納得されるのかどうか、これは市長が公

約をされておられるわけですから、同時に先ほど

の約束も含めて、ひとつ答弁を願いたいというふ

うに思います。

○副議長（竹田光良君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほどの梶本部長の答弁な

んですが、ちょっと部署が違って全然ないかのよ

うなことでございましたが、当時の事業部ですね、

こちらの方で御指摘ありました位井上池の改修と

いう問題が起きたときに、樋と堤の改修がありま

して、その当時は火葬場も位井上池の一部を埋め

立ててやった方が後の墓地計画も含めて、あれは

平地の部分になりますので、残土処分も含めて有

効ということで、両方やるという予定でございま



したけれども、聖苑計画があるということで、樋

の改修だけはやっていただいて、堤についてはち

ょっと様子を見さしてくれと。それについては、

今後そういう必要性が生じれば市の方で考えます

ということでお約束をしていたわけでございます。

まず、約束事といえばそれが１つあったというこ

とでございます。

現状におきましては、もちろん火葬場問題とい

うのは大きな課題でもございますし、早期に整備

しなきゃいけないということでございますけれど

も、実際問題としてなかなか三位一体とか、かな

り大きな影響もございまして、全くの新規事業に

ついてはなかなか早急に取り組むというのは非常

に難しい状況でございますので、当面は凍結せざ

るを得ないというふうに考えております。

これらについては、御指摘ありましたように、

特に金熊寺、六尾地域の皆さんとその池の問題は

関係いたしますし、あとどのように対応するかと

いうことについては、もう一度地元の皆さんとお

話し合いをして一定の整理をする必要性があると

いうふうに考えております。したがって、それは

当然私の責任でやりたいというふうに考えており

ます。

その上で、じゃどうするんかという議論になっ

てこようかというふうに思いますので、そのあた

りをまず整理する必要があるというふうに思いま

すので、できるだけ早い時期にその辺の整理をし

たいというふうに考えているところでございます。

○議長（真砂 満君） 角谷議員。

○１５番（角谷英男君） 整理をされなければいけ

ないなというふうに思います。しかし、今の答弁

で大事なことは、火葬場に関しては、対地元につ

いては、市長みずからが十分解決できるようにこ

れから入っていくんだというふうな答弁であった

かなというふうに思います。

もう１点は、対市民に向けては、火葬場につい

てはもうできないんだというふうに理解していい

んかなというふうに思います。その原因は予算で

ある。お金がないんだということであります。

しかし、市長、これはなかなか市民に理解され

ない可能性があります。なぜなら、大阪府の要望

でイオン絡みで信達樽井線、これは市長、多分答

－４４－

弁は、これは都市計画決定を打っててやらなきゃ

損なんだ、今しかないんだという答弁はもうわか

っているんですけどね。市民から見れば、当然の

ようにそういう道路は大事かもわからんが、全市

民が関係する――道路も関係するかもわかりませ

んが、この問題は、火葬場は挙げてやらなければ

いけない、そういうお金があるんなら、なぜこっ

ちへ回さないんですかという話、意見、考え方が

出るであろうというふうに私は思います。

それと、先ほどの地元との関係でありますが、

これは市長、どうなんですかね。地元分担金７％

を２年にわたって、１０年、１１年にわたって２

５７万２，５００円と、こうあるわけでありますが、

この地元分担金というのは、これは水利組合が分

担するお金ですね、本来は。

問題は、これは今、水利が負担してなくて、多

分これは民間の方が負担されてるような情報を又

聞きではありますが、聞いております。間違いで

あれば言っていただいて結構なんです。

そこで、話し合いの中で地元分担金は約束と違

うから、火葬場できないんだからこれは市が持っ

てくださいということになるかもわかりませんが、

そのときはどうなんでしょうか。

それと、残った問題ですね。これは中へ入られ

るということですから、今後の進捗を見たいと思

いますけども、要は非常に複雑な火葬場絡みで中

止ということですから、これは出てくるんではな

いかというふうに思います。要は、火葬場に関し

ては、そういう問題がある。

また、地元の皆さんとお話しされた結果につい

ては、常任委員会や予算委員会等でお話を聞きた

いとは思いますが、そういうことになるんではな

いかなというふうに思います。

私としては、火葬場問題が議員皆さん、市長の

公約にもかかわらずこれはできないと、非常に残

念だというふうには思います。

続いて、農業公園でありますが、農業公園につ

いては、何度も申し上げているように、２４億円

使ってこれがかなりの大きな負担にもなってくる

んではないか。当初計画されてました計画とはほ

ど遠いもんになるんではないか。とりあえずは来

年度オープンでありますから、来年度オープンに



向けてどれぐらいの予算を組まれるのか。その問

題と、私が言ったのは、これは決して否定的な話

をしてるんではない。弱点をつっついて攻めまく

るんだというんではなしに、できてるんですから、

あるんですから、もとに戻らないんですから、も

とに戻らない。ある以上は、何とか知恵出して市

民の皆さんに理解されるような、そういうものを

つくり上げなければいけない。

残念ながら、チューリップは年に１回なんです

ね。そうですね、４月ぐらいですね。これは確か

に喜ばれてますよ。しかし、この農業公園の大事

なことは、フルシーズンそれなりにこれが利用さ

れなければいけない。ここににぎわいがなければ

いけない。それよりも、そこで大きく発想の転換

をしてでもこれは変えて、そして皆さんが集まっ

てここで遊んでいただけるような、そういうもの

を考えなければいけないと思う。そういう具体的

な案は、全然聞こえてこないんですね。

私、前に言ったと思います。これは通るかどう

かわかりませんが、ここに市民の皆さんの資金、

まさに民間活力を利用して、ここで例えばこの案

は全然だめかもわかりませんが、例えば市民の皆

さんに桜の苗木――梅でもいいですよ。３本でも

５本でも買ってもらって、そこにみずからの名前

を名札に書いて植えていく。そして、この泉南市

民の農業公園は日本ナンバーワンなんだ、オンリ

ーワンなんだ、ここだけなんだ、これだけの桜が

見れるのはと。そうすれば、若者もそこでコンサ

ートもできるかもわからない。いろんなものがで

きるかもわからない。そして、秋は秋でいろんな

ものが、そこで皆さんが集えるようなもの、しか

もそれを民間の、市民の力を利用さしていただく。

そういうことをせん限り、私は今の市の力で民間

活力と言いますが、なかなかそれはできないので

はないかなというふうに思います。

要は、私のこの質問は、提案であり、前を向い

たことなんです。それについてどうなのかという

ことをお聞かせ願いたいと思います。

それと、もう一方、救護施設の問題であります

が、これは福祉をどうのこうの言ってるんじゃな

いんですよ。福祉を否定するもんではないんです。

私が言ってるのは、あのりんくうタウンに救護施

－４５－

設ができていいんでしょうか。もともとの目的は

何なんでしょうか。これは前回質問しましたとこ

ろ、答弁は、建築基準法に基づいてこれは合法的

なんだという答弁でありました。

しかし、問題は私たちの条例である地区計画が

一体どうなんだろう。そして、あそこで税収を本

来上げなければいけないんです。これは残念なが

ら福祉ですからゼロなんです。福祉では、町づく

り上問題がある。同時に、これは市長の政治判断、

市長が大事なんです。市長の考え方が大事なんで

す。そう思うわけなんです。そうでしょう。市長、

これノーと言えばノーと言えるはずなんです。言

えませんか、これ。絶対言えませんか。しかし、

思いませんか、税収二百九十数万入るんですよ、

民間であれば。

そして、もともとの目的は違うんですよ。町づ

くり上からでもバラバラなんですよ。大阪府に対

して、福祉は大事でありますが、砂川の福祉セン

ターを移動する。じゃ、ほかのとこで考えてくだ

さい。その場所で建て直しはできないんでしょう

か。我々のりんくうタウンは、これは税収を目的

として埋め立ててつくったもんなんですよ。税収

的にはフォローしてもらえるんでしょうか、大阪

府から。

それと、もう１つ、５名で選定委員会をつくっ

ているということでありますが、この中には泉南

市は一切関係してないんでしょうか。やはりどう

してもやるというんであれば、そこに参画してい

ろんな意見を言わなきゃいかん。市長、これ実は

いろんな情報が飛び交ってるんですよ、残念なが

ら。その情報が正しいかどうか、私にはわかりま

せん。しかし、情報がある以上聞かざるを得ませ

ん。その情報をもとに、こういう情報が１つの原

因となってこういう質問をしてるんです。

例えば、この選定委員会ができる以前に、いろ

んな業者の話まで出てくるというような情報もあ

るわけなんです。そして、もっとひどいのは、情

報ですからガセネタかもわかりませんよ。わかり

ませんが、ほっとくわけにいきませんからね。こ

れを受ける業者ですね、これがもう決まってるん

ではないかというような情報もある。

これは幾ら大阪府とはいえ、我々の市域内で起



きる問題なんです。例えば、百歩も二百歩も譲っ

てこれができるというんであれば、泉南市に少し

でもプラスになるようなことを泉南市が、行政が

考えなきゃいけないんではないんでしょうか。ど

うしてもできるんだと、何ぼ抵抗してもこれは法

律上問題ないんだと。大阪府は強行してくる。泉

南市はノーと言えない。じゃ、ノーと言えない中

で、何かやることはできないんだろうか。それは、

やっぱり市長、考えなきゃいけないんではないで

しょうか。その選定委員会について、中身がおわ

かりであれば、お知らせを願いたい。

それと、私は地区計画の見直しを先ほども言い

ましたが、ずっと言ってきましたけど、やっぱり

市長、地区計画をどう読んだって、これは何のた

めの地区計画なんだということになるわけですよ。

準工だからできるというような答弁あるかもわか

りませんが、そうではない、地区計画は我々の条

例、法律なんですよ、泉南市の。目的を持ってこ

れをつくってあるんですから、そこは市長、やは

り頑張らなければいけないんではないかなという

ふうに思います。

それとも、今まで例えばイオンの映画館の問題

やいろんなんありました。公聴会も開かれました。

公聴会の前提は、第９条にあるわけでありますね。

市長が公益性があると認めるとき。これもその判

断の１つとして、市長が政治的判断を、公益性が

あるからと認めて判断をされたんでしょうか。い

わゆる９条までのものを全部飛び越えて、市長判

断でこれをされたんでしょうか。その辺はどうな

んでしょうか、お聞かせを願いたいと思います。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、農業公園でございま

すが、まだ未オープンの段階で、春はチューリッ

プ、秋はコスモスという形で多くの人に来ていた

だいております。春が１万人以上、秋は１万人未

満だと思いますが、それでも相当多くの方々がい

らっしゃって、私も行きましたけれども、多くの

皆さんに喜んでいただいている声を直接お聞きを

いたしております。

あとはフルシーズンをどういうメニューで１年

間楽しんでいただくかということだと思いますの

で、先ほど都市整備部次長がお答えしましたよう

－４６－

に、その他のシーズンにおける催しなり、あるい

はそういう作付なりというのを考えて、できるだ

け１年、フルシーズン楽しんでいただけるように

したいというふうに考えております。

それから、御提案いただいた植樹の件でござい

ますけれども、広場としてかなり大きな面積をと

っております。当面、芝生広場という形で自由に

野外でファミリーで遊んでいただこうというふう

にいたしておりますが、植樹という問題も当然大

切な課題でもございます。したがって、御提案の

件、あるいはその他のそういう緑化協力者も含め

て、今後検討をしていきたいというふうに考えて

おります。

それから、救護施設の件でございますけれども、

これは地区計画による建築制限条例に抵触するも

のではございません。後ほど担当部局より御答弁

させますが、私の判断ということではございませ

ん。

大阪府の方では、砂川厚生福祉センターの充実、

建てかえということの中で、救護施設については

一定移転という話がございまして、私も前から申

し上げておりますように、基本的には賛成はいた

しておりません。ただ、福祉の時代という中で、

そういう保健福祉医療ゾーンのところでするとい

うことについては、やむを得ないという立場で対

応をいたしております。

それから、りんくうタウンは税収増のためにつ

くったというお話もございましたけども、そうで

はございませんで、やはり地先を埋めて環境改善

なり、あるいは空港支援、そして地域の発展とい

うことが原点でございます。

したがって、税収の入らない公園緑地、たくさ

んとっておりますし、それからサザンスタジアム

を含めて、そういう土地利用をいたしております

し、新たに追加して公園の整備ということも府に

お願いして、エリア拡大もしていただいた経緯が

ございます。したがって、そういう中であのまち

を充実したものにしていくというのが基本でござ

います。

それから、救護施設の導入について、いろんな

うわさがあるがということでございますが、私ど

もは一切そういうことはお聞きをいたしておりま



せん。まだ、募集の締め切りもされておりません

ので、今月下旬に応募者が締め切られるというこ

とでございますんで、そのような中でございます

から、そういう話というのは一切聞いておりませ

ん。

それから、５人の委員会の中に泉南市も入るべ

きじゃないかという御指摘でございますが、大阪

府との話し合いの中で、１名市の担当部長が委員

として入るということになっておりますので、今

後またその審査という中では、その他の委員さん

と一緒に審査に加わっていくと、あるいは泉南市

のいろんな意見を言う場があるということで御理

解をいただきたいと思います。

○議長（真砂 満君） 池上都市整備部次長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

夫君） 私の方から、救護施設にかかわります地

区計画内の制限関係につきまして御答弁さしてい

ただきます。

まず、御指摘の建築基準法とそれから地区計画

制度の制限の関係につきまして若干説明さしてい

ただきます。

まず、当該地区につきましては、用途地域上凖

工業地域等でございます。その中で、いろいろ建

築基準法に基づきます用途地域制限につきまして

は、建基法第４８条別表第２項によりましてそれ

ぞれ規制等がされております。それから、さらに

地区計画制度の中で建築物の用途もあわせて制限

されております。

御指摘のいわゆる救護施設等でございますが、

これは特定行政庁の建築主事の判断によりますと、

いわゆる老人ホーム等の項目の中の法別表第２イ

の６号の中にどういうものになるかということが

ございまして、生活保護法による救護施設とか厚

生施設、宿泊提供施設とか、こういうものがこの

欄に入るということになっておりまして、その中

で用途地域上の制限上は当然こういう施設でござ

いますので制限はないわけですが、地区計画の制

度上も、救護施設につきましてはいわゆる用途制

限の対象施設ではないということでございます。

したがいまして、地区計画の条例第９条の御指

摘ございましたが、９条の関係じゃなくて、本条

例の地区計画の方で抵触しないということになっ

－４７－

ております。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点答弁漏れがございまし

た。

イオンのシネマコンプレックスについては、地

区計画の特認事項ということで処理をいたしまし

た。これは、地区計画の中で映画館というのがあ

りましたんで、特に認めるものというので処理を

いたしました。これについては、多くの市民の皆

さんに大変喜んでいただいてるところでございま

す。

○議長（真砂 満君） 角谷議員。

○１５番（角谷英男君） 農業公園については、何

度も申し上げますが、ぜひ投資した予算が生かさ

れて、市民の皆さんが十分御理解されるというふ

うにしなければ、これは問題があろうかなと。そ

ういう意味では最善の知恵を出していただきたい

というふうに思います。

問題は、地区計画の問題及び救護施設の問題で

ありますが、例えば今言われたことは、地区計画

に触れないんだということであり、もう一度見直

してみたいと思います。私も何度も読みましたが、

読んだ上で今の質問に入っておるわけです。

建築基準法との絡みも、じゃ建築基準法でいけ

たものが地区計画で縛っていいのかどうか、絡み

ですね。この絡みも僕は余りよくわからない、き

ょうの答弁だと。もう一度勉強して、わからなけ

ればまた質問したいというふうに思います。

要は、大事なことは市長、私が言いたいのは、

福祉は大事にしましょう。しかし、りんくうタウ

ンは先ほど市長、すべてが税収のためにやったん

ではないと言われましたが、しかし税収のために

やってるんです。公園がある。それはよりいい環

境で、よりいい企業が来ていただくために、そう

いうものが、ゆとりのスペースが必要だからやる

んです。これから環境も公園も何もない、そんな

施設とかそんなものは絶対あり得ないと思う。

しかし、大事なことは、今の場所、言われてる

場所は、これは前回でしたかね、これが民間であ

れば幾らぐらいの税収になりますか、二百九十何

万と、こう言われました。今、我々税収不足が１



点。なのになぜそういうものを、税収を入れる場

所なのになぜそうしないのか、大阪府になぜそう

いうことを言わないのかというのが１点ですね。

それと、もう１つは、町づくり上、これはやっ

ぱりりんくうタウンは限られた場所なんです。こ

れは、やっぱり一貫性がなかったら私はおかしい

と思うんですね。我々は、イオンの問題でいろん

な質問をしました、かつて。市商連とも一緒にな

ってやりました。しかし、それも１つは町づくり

上という問題があった。横に病院があります、横

に大ショッピングセンターがあります。これで果

たしていいんでしょうかという話もしたことがあ

る。そういう将来に向けて町づくり上、やはり一

貫性がなかったらいかんと思うんですよ、税収も

含めて。

そういう意味では、市長が頑張って大阪府に対

して意見をやっぱり言わなければいけない。言う

べき意見は堂々と言わなければいけない。これは

市民代表として、泉南市を守る意味でも言わなけ

ればいけない。

もう一度申し上げます。福祉はだめだとは一切

言っておりません。大阪府に対して、りんくうタ

ウン以外でどうぞお願いできませんでしょうか。

そういうことを一生懸命救護施設、いわゆる生活

保護施設ということで質問をしたわけであります。

要は、そういう中で市長、この項については終

わりますけども、改めてもう一度、町づくり上の

問題、一貫性の問題、税収の問題、答弁願いたい。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） りんくうタウンのまちづく

りについては、当初の基本的な考え方と、それか

ら時代の推移、あるいは経済状況によって変わっ

てきているというのも事実でございます。それは、

ある一定その時々でフレキシブルに対応する部分

もあろうかというふうに思います。

それと、地区計画というのは、もともと民間開

発の規制誘導というのが原則でございます。した

がって、そこでお住まいの方、あるいは権利を持

っておられる方の合意というのが前提のものが地

区計画でございます。

したがって、今回そういう形で我々も地区計画

を定めましたが、その後の社会状況の変化、ある
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いはいろんな土地利用の変化等によって変わって

きているのも事実でございますが、しかしそれは、

ある一定のエリアによって区分分けをしていると。

今回の救護施設も、保健福祉医療ゾーンという１

つのエリアのところで考えるということでござい

ます。

まだ福祉施設で残っているものもございますが、

これらについては今後の課題ということでござい

ますけれども、御指摘のあったその他の地域につ

いては、できるだけ定借も含めて土地利用の促進

を図っておりまして、相当進んできたと。６８．７

％ぐらい進んできておりますので、間もなく来年

中にはほぼ１００％近くまで行くんではないかと

いうふうに考えておりますので、その面で最善の

努力を尽くしていきたいと思います。

○議長（真砂 満君） 角谷議員。

○１５番（角谷英男君） 最後の質問になりますが、

町づくりについてであります。

簡単に申し上げます。非常に心配していること

があります。それは、合併がなくなりました。そ

して、りんくうが大きく変わろうとしている。し

かし、内陸部は全然変わらない。しかし、この第

４次総合計画は内陸部を中心にいろんな計画をし

てるわけです。これ１０年間の計画、これやれま

すかどうか。時間がありません、答えてください。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 総合計画は、おおむね１０

年をベースに泉南市の将来の方向性というものを

定めております。したがって、市政推進のベース

は総合計画にあります。

○議長（真砂 満君） 以上で角谷議員の質問を終

結いたします。

３時４５分まで休憩をいたします。

午後３時１７分 休憩

午後３時４６分 再開

○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、１２番 東 重弘議員の質問を許可いた

します。東議員。

○１２番（東 重弘君） 緑風会の東でございます。

ただいま議長のお許しを得ましたので、平成１６

年第４回定例会において一般質問をさしていただ



きます。

我が国は、バブル崩壊後大変な不況に見舞われ、

地方自治体の財政は逼迫状態にあり、もはや破綻

状態と言っても過言ではないと思います。また、

近年我が国においては幼児誘拐殺人事件や誘拐未

遂が頻発し、何かと暗い世相であります。

この中にあって、本年１０月、我が国を２つの

激甚災害が襲いました。１つは、豊岡市の台風２

３号による水害であります。もう１つは、１０月

２３日新潟県を襲った中越地震であります。２つ

の地域とも豪雪地帯で、これから厳しい冬を迎え

ようとしております。被災された皆さんには心か

らお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い

復興をお祈り申し上げ、大綱３点にわたる質問を

さしていただきたいと思います。

大綱第１点は、財政問題についてであります。

５人目の質問にもなりますと、この問題に入ら

れた議員さんも数多くおられますので、なるべく

その方面は避けて質問さしていただきます。理事

者におかれましては、的確な答弁をよろしくお願

いします。

国は、地方分権の名のもと、その過程で三位一

体論を展開し、補助金や交付税をカットし、地方

自治体に十分な財源を付与することなく推し進め

ようとしております。そのことがバブル崩壊後財

政難にあえぐ地方自治体に壊滅的な打撃を与え、

その存続をも危うくしようとしております。

本市においてこの三位一体論が展開される中、

累積赤字４億１，０００万を抱える厳しい財政にあ

って、国からの財源分与は、さきの質問者に６億

ぐらいの減少と答弁をされました。

また、財政健全化計画では、平成１６年には赤

字の解消となっております。４億１，０００万と６

億の欠損を合わし、１０億余りの財源が欠落する

ことになります。このことによって、平成１６年

の決算はどのように予想されるのか、お聞きをし

たいと思います。

大綱第２点目は、環境問題であります。

長らくその悪臭で生活環境を破壊してきた泉佐

野市の産業廃棄物中間処理業者の免許更新が迫っ

てまいりました。この免許更新に当たり、大阪府

は悪臭除去の設備改善を求め、なおかつこの設備

－４９－

に対しモニタリング期間を設定し、悪臭が除去で

きなければ免許更新を認めないとの方針が現在ま

で明らかになっております。

そこでお尋ねいたします。発表されているフロ

ーでは、今日現在既にモニタリング期間に入って

いると考えられますが、今日まで悪臭は発生した

のでしょうか、していないのでしょうか、お尋ね

をいたしたいと思います。

大綱第３点目は、農業政策であります。

１点目、泉南市土地改良区についてであります。

現在、泉南市土地改良区の手持ち資金は約２０

万円程度ではないかと推測しておりますが、今後

大阪府土地改良連合会負担金等の経費が支払いで

きなくなることは間違いありません。農業基盤整

備は、泉南市土地改良区が事業主体となって進め

ると決まっておりますが、今後年次的にこれらの

経費は市よりの補助金を支出するのかどうか、お

聞きをいたします。

２点目は、荒廃田対策であります。

統計によりますと、平成１５年の大阪府下の農

地は１万４，６００ヘクタールあるとされています

が、ここ数年、農地の減少は年に約３００ヘクタ

ールに上るとされ、この計算でいくと５０年後に

は大阪府の農地がなくなると言われております。

また、この農地面積のうち耕作放棄地の面積は７

４１ヘクタールにも上り、この耕作放棄地を我が

泉南市で見ると１９．１ヘクタールあると言われ、

その８１．６％が第二阪和国道より山手に集中して

いるとされています。

本来この地域は、都市計画法上からも、また良

好な農空間としても農地を保全しなければならな

い地域であります。食糧安保の観点からも、農地

を必要以上に失うことは避けるべきと考えます。

そこで、お聞きをいたします。平成元年に特定

農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律

が制定されてますが、この法の趣旨は、地方公共

団体または農業協同組合が行う都市住民への趣味

的な利用を目的とした農地の貸し付けの特例措置

でありますが、今、団塊の世代が退職の時期を迎

えようとしております。この方々を含め、多くの

人が趣味で野菜づくり等をやりたいという声を聞

きます。



とかく民民貸借は、農地法上の制約もあり、係

争のもととなっております。荒廃田対策や今後荒

廃田の防止を目的として、泉南市はこの特例農地

貸付制度を取り入れる用意はないか、お聞きをい

たしたいと思います。

壇上の質問は、以上であります。時間がありま

したら、自席からまた再質問をさしていただきま

す。理事者におかれましては、よろしく答弁のほ

どお願いを申し上げます。

○議長（真砂 満君） ただいまの東議員の質問に

対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 三位一体改革について、総

括的なことで御答弁申し上げます。

質問が前質問者とも重なっておりますので、ま

た違う角度で少し御答弁を申し上げたいというふ

うに思います。細かい１６年度決算見通しについ

ては、後ほど担当部より答弁をいたさせます。

まず、今回の三位一体の決着につきましての評

価は、先ほど御答弁を申し上げたとおりでござい

ますから、これについてさらに今後地方６団体と

して要請をしていくポイントについて申し上げた

いというふうに思います。

まず、平成１６年度においては、地方交付税に

ついては一方的に大幅に削減されたという経過が

ございます。これに対しては強い抗議もいたした

ところでございますが、１７年度の地方交付税は

少なくとも平成１６年度以上の額を確保すべきで

あるということで要請をいたしております。

さらに、今定率減税の見直し、縮小が議論され

ておりますけれども、個人所得税の定率減税の縮

小が行われた場合、個人住民税の増収分は、まず

減税補てん債を廃止するなど補てん措置の解消に

充当すべきであるということで、決して三位一体

改革による税源移譲額に含めるようなことはして

はならないということを申しているところでござ

います。

また、地方財政計画につきましては、決算の乖

離に関しまして投資的経費の見直しを行うのであ

れば、あわせて経常費的経費の乖離も同時一体的

に是正することということを申し入れなり要望を

いたしたところでございます。

いずれにいたしましても、１７年度、１８年度、

－５０－

これも関連してくるわけでございますので、全国

市長会といたしましても関係６団体と意思を統一

して、国に対して積極的に働きかけをしてまいり

たいというふうに考えておるところでございます。

○議長（真砂 満君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 今回、三位一体の改革

で６億円、それと繰り越しの累積の赤字が４億１，

０００万円余り、１０億程度の財源不足を生じて

いるわけなんですが、私ども財政健全化計画をも

う一度再ローリングいたしまして、その中で何と

か１６年度の黒字を確保したいというふうに考え

ております。

今のところ、取り組み項目についてはちょっと

お示しすることはできませんが、財源不足としま

しては１３億程度の収支の改善が必要ということ

で、特にその改善をいたしますと、１６年度につ

きましては、今のところ実質収支が４，０００万円

程度の黒字になるのではないかと考えております。

その４，０００万円の黒字の原資というんですか、

その方法なんですが、１０億程度ありますので、

１６年度の実質収支の黒字のためには公共施設整

備基金７億５，０００万程度今のところ残っており

ます。それと、目的基金のいずれにいたしまして

も繰りかえ運用となるわけなんですが、その他補

助金、道路関係の補助金とかで何とか１６年度に

つきましては４，０００万程度の黒字にしたいなと

考えております。

それで、１７、１８につきましては、今後取り

組みを一層強化しなければ、基金も黒字のために

なくなってまいりますので、その辺財政健全化の

道を今後強固に取り組んでまいりたいなと考えて

おります。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 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、

産業廃棄物中間処理事業の悪臭について御答弁さ

していただきます。

今までの施設の改善状況とかその部分につきま

しては、先の議員さんにも御説明さしていただい

ておりますので、省略さしていただきます。

現在、その施設が稼動中でございます。しかし

ながら、依然として悪臭の発生状況に改善が見ら



れないことから、その現状を把握することを大阪

府にも求めまして、去る１０月１２日から１カ月

間及び１１月２９日から１カ月間、大阪府職員と

ともに事業所周辺の環境調査を行っているところ

でございます。その調査内容は、臭気の強度、種

別、飛散の範囲等を天候や風向きとともに確認し

ているものでございます。

ただ、結果的には先ほどお話しさしていただき

ましたとおり、肥料化処理に伴う臭気以外にも牛

舎の臭気、乾燥こげ臭、どぶのようなにおいなど

が観測されておりまして、以前のような広範囲に

強烈な臭気は多少少なくなったものの、悪臭は依

然としてなくなっていないという認識を現在持っ

ているところでございますので、よろしくお願い

します。

○議長（真砂 満君） 馬場都市整備部長。

○都市整備部長（馬場定夫君） 私の方から、大綱

第３、農業政策について御答弁を申し上げます。

議員御質問の第１点目の泉南市土地改良区の今

後のあり方についてでございますが、御承知のと

おり土地改良区は、土地改良法に基づいて設立さ

れた農業者のための自立的、公益的な団体であり、

必要な経費は組合員から徴収することとなってお

ります。

そうした中で、泉南市土地改良区は賦課金徴収

等を行っておらず、今日まで市が泉南市土地改良

区に対し必要な経費を補助してきております。し

たがいまして、現在の土地改良区におきましては

すぐに自立することができないため、当面は市よ

り財政支援及び技術支援を行うとともに、今後に

おきましては、土地改良区が自立できるよう改良

区と協議してまいりたいと考えております。

２点目の荒廃田対策について御答弁を申し上げ

ます。

近年、全国的に農家の後継者不足や高齢化が進

んでいる中で、泉南市におきましても同様に後継

者不足、高齢化等が進み、また農産物の価格の低

迷等により休耕田等がふえつつあるのが実情であ

ります。ちなみに、不耕作地は平成７年で７．７ヘ

クタールであったものが平成１２年度では１９．１

ヘクタールと増加しており、これらの遊休農地の

解消、ひいては泉南市の農業振興を図るためにも

－５１－

何らかの手立てが必要であると思われます。

こうした中で、今、全国的に農業版構造改革特

区の導入が進みつつございます。これにつきまし

ては、農地取得に際する下限面積要件の緩和と特

定農地貸付法及び市民農園整備促進法の特例の２

つの規制緩和でございます。

しかし、これらを導入するには、農業本来の振

興を基本に考える中で、課題を整理した上で市民

ニーズにこたえられるよう農業委員会や関係機関

と十分調整を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） 時間が余りましたんで再

質問をさしていただきたいと思います。

まず、財政問題なんですが、１６年は黒字にで

きる。それは結構なんですが、その説明にもあり

ましたように、公共基金を繰り出して、流用して

黒字にする。それはまあいとも簡単にできるんで

しょう。ただ、今の説明にもありました。私も調

べた結果、恐らく何も残らない、こういう結果に

なると。

この予算をずっと前から見ていきますと、どう

も硬直化している。大体、単年度黒字であれば健

全財政であるか、こういう議論が問題であろうと

思うんですが、義務的経費に追いまくられて、事

業費を取らない黒字財政。これはとても市民ニー

ズにはこたえられない。これはもちろんですが、

そういうことが、市民の要望がたくさん残ってき

てる。そういうことがあれば、やはり解消しよう

と思ったら、単年度黒字でも大変ですけれども、

単年度黒字だけでは、これはもう到底健全な財政

でないんですね。

今、泉南市の財政を見ますと、一般会計が取り

ざたされておりますが、このほかに特会に大変な

負債がある。特に、特会の中でも事業を起こして

る特別会計については、今後何らかの方法で改善

をすることができますが、問題なのは泉南市の土

地開発公社の持っている負債、これなんか毎年、

現在でもほぼ２億円近い金利がついてる。そして、

それが地方自治体の財政指数に関与してないもん

ですから、大変な状態が起こってる。

健全財政を目指すとすれば、これを買い取る。



利子の問題でも大変ですが、買い取っていかなけ

れば健全財政化できない、これを先送りしていく

と大変なことになる、こういう認識であります。

そういう観点からこの財政を見ますと、とにか

く厳しい中であっても余剰金、黒字になるものは

何か。もう必死に探さなければ泉南市は残れない、

このように思いますね。

各議員もかねてから指摘をしておりますように、

私も当然指摘をさしていただいたんですが、民間

委託、民間企業のいわゆる幼稚園、保育所の民営

化、それから清掃事業のアウトソーシング、この

辺を口を酸っぱくして言ってきたんですが、今議

会の前に保育所等では検討委員会の資料をいただ

きました。その辺をもう少し詳しく、１８年施行

で１個、このように聞いておりますが、なぜ１個

なのか、そんなことで財政もつのかどうか。

それから教育委員会、幼稚園の民営化というの

はどのように考えているのか。早急にこういうよ

うなものに手をつけなければ、財政もちません。

それでいけるんだというんなら、１７年度予算で

何を収入に上げ、支出を何を削るんか、明らかに

してもらいたい。

とりあえずその民営化の問題、それから清掃の

民間委託、このようなものをこの財政下、私は一

刻も早く手をつけなければいけないと思うんです

が、それの経過なりを御説明願いたいと思います。

○議長（真砂 満君） 中谷助役。

○助役（中谷 弘君） 今、東議員の方から民間委

託の進捗が遅いのではないかというふうに御指摘

をいただきましたけれども、その中でまず公立保

育所の民営化の関係でございますけれども、この

５月に公立保育所の民営化の検討委員会を設置を

いたしまして、それから現在まで民営化について

の組織をした中で、検討委員会なり作業部会、ま

た民営化に関する専門の先生方の意見等について

も調査する準備も進めてまいっております。

その中で、この前の所管の協議会におきまして、

一応民営化の基本方針の素案というものを説明さ

していただきまして、我々の今の素案の段階での

一定の考え方というものを説明をさしていただい

たところでございます。

これは当然、我々としては行財政改革の第３次

－５２－

計画の中では、保育所の民営化につきましては平

成１６年度で一定の方針を出して、１７年度で施

設の選定なり業者の選定等の議論をして、１８年

度から実施をするということになっておりますの

で、それに向けて我々としては、現在、誠心誠意

その作業に取り組んでいるというのが現状でござ

いますので、予定どおり我々はいけるように最大

限の努力はしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

それと、あわせて清掃収集業務の民営化につき

ましても、現在担当部局の方で民営化についての

検討を行っております。当然、従来から直営をし

てきておりますので、その中で民営化した場合、

費用的な問題もございますし、職員の配置の問題

もございますので、若干時間はかかっております

けれども、並行して我々としては現在検討中とい

うことで、御理解をお願いしたいというふうに思

います。

○議長（真砂 満君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 教育委員会として、幼稚

園の民営化についてどのように考えているのかと

いう御質問に対して御答弁を申し上げたいと思い

ます。

先ほど助役の方から、保育所についての民営化

については、公立保育所民営化等検討委員会の中

で検討しておりますという答弁だったと思います。

公立の幼稚園につきましては、これまで議会答

弁で私の方で答弁をさしていただいておりますよ

うに、現在、教育問題審議会の就学前部会の中で

保幼の一元化の問題で検討をしているということ

でございまして、公立幼稚園の民営化につきまし

ては、直接今テーマにはなっていないということ

で御理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） 今、答弁いただいたんで

すが、私は行革問題特別委員会で申し上げました

ように、この危機を乗り切るには職員さんの意識

改革が絶対必要やと、こういうふうに申し上げま

したが、全く従来と同じような答弁です。なぜ１

園なのかということもお聞きしたんですが、全部

できないという問題点は何なのか、公立保育所の

ね。



それから、教育委員会の御答弁ですが、こんな

言われて久しい問題をその審議会でやる、そんな

ことで統廃合の問題から始まると。今、そんな状

態ですか。これ資料を見てみますと、保育所では

７０万円程度、民間と公立との差がある。６００

人いてる。５億という金がそこに転がってるんで

すよ。

教育長、幼稚園はどうか知りませんが、ほぼ同

じだろうと思うんです。すると１０億という金が

ここに転んでるわけですよ。だから、これをやら

ないという問題は何であるんか、ちょっと理解で

きるように説明してほしい。まだそれでも財政が

もつんなら、私はこの問題はこれで引き下がる。

もちますか。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 保

育所の民営化の問題でございますが、経過につい

ては助役の方から申し上げました。なぜ１保育所

なのかと、１８年度。これにつきましては、公立

が５つあるわけですけども、いろんな地域の環境

がございます。それと、底地の問題も、浜保育所

については国有地でございます。それと、正職員

とアルバイト、嘱託の関係もございます。だから、

当面は５つのうち２カ所が適当ではないかという

ことで、１８年度に１カ所、１９年度以降に１カ

所という位置づけ、方針を出さしていただきまし

た。

これは、なかなか民営化するに当たっては、父

兄の御協力、関係団体の御協力、いろんな手順を

踏んでいかなければなりません。できましたら１

６年度に基本方針をまとめまして、１７年度でで

きれば学識経験者も入っていただいた中で施設の

選定、あるいは法人のいわゆる公募等ございます

し、それと並行して関係者の御協力をいただかな

ければ民営化は非常に難しい問題でございます。

だから、とりあえずモデル的に１８年度に１カ

所民営化いたしまして、１９年度以降早い時期に

職員の関係から見ればもう１カ所できるんではな

いかなということで考えておりますので、なかな

か一足飛びでは非常に難しいと、このように考え

ております。

○議長（真砂 満君） 梶本教育長。

－５３－

○教育長（梶本邦光君） ただいまの御質問にお答

えをしたいと思います。

今、教育問題審議会で就学前部会の問題、それ

から学校教育部会の問題、地域家庭教育部会とい

うことで、それぞれの３専門部会で固有の問題に

ついて議論をしているところでございまして、そ

ういった悠長な議論をしている場合かという御質

問でございますけれども、私ども教育委員会とし

ましては、やっぱり子供たちの利益のこと、子供

たちの健全な育ちということを最優先にした今回

の教育問題審議会での議論だというふうに思って

おりまして、そういった子供たちの健全な成長、

発達のための一元化をどうしていくべきかという

ことで、今具体的な保育環境の創造というような

ところで議論を展開をしていただいております。

具体的には、まだこういうふうにするというよ

うなことで議論は煮詰まっていない部分もござい

ますけれども、３月までにはかなり具体的な内容

で、保幼の一元化等々の問題につきましてもまと

めができるんではないかなというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

（発言する者あり）

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） やじ的にはいろいろ考え

も示されておりますけれども、楠本部長、あなた

の答弁を聞くと、反対だったらしないんだという

ふうに聞こえるんですよね。それじゃ、意識改革

してもらわんと、いつまでたってもできないです

よ。これは決断で大なたを振るわんと、そんなこ

とで財政は絶対にもとへ戻らない。

それと教育長ね、私はあなたの子供のためにと

おっしゃることには反論があります。今、公立幼

稚園と民間幼稚園を比べてごらんなさいよ。公立

幼稚園が大変キャパ的にすいてるじゃないですか。

民間がいっぱいですよ。もっとしっかり目をあけ

てみたら、ニーズは民間志向なんですよ。公立幼

稚園へ行ってるのは、ごく近所に散歩がてらに送

ってくるとこばっかりじゃないですか。自分で見

られるんだという認識の人が公立幼稚園がいいん

だ、教諭１人に子供の数が少なくて目が届くんだ

と。それも一理あるんでしょうけども、市民、市

という立場に立ったら、私はその考えを教育長が



貫いてくださっているうちは、なかなか民営化に

は進まない。

午前中の質疑にもありましたように、公立はと

かく時間が短い。これは幼保両方ね。送り迎えも

ない。民間は新家保育所も今度５０人ふやして新

しくなるんですが、大変サービスがいい。サービ

スがいいんか悪いんかは別としても、本当に親御

さんには助かるわけですね。

保育所なんかにしますと、共稼ぎでなければ入

れないですよね。普通は４時に迎えに来てくださ

いよというふうな形になってますから、送り迎え

でも大変なんでしょう。それが民営化するのにい

ろんな――もう少し本腰を入れてやってもらいた

いなと。

それで、１７年以降の、僕は予算が組めればい

いなと思いますから、ほかのもありますからこの

辺にしておきますけども、恐らく財政的には一刻

も早く、この１０億を超す財源を一日も早く手に

入れるように努力しなければ、単年度黒字でいい

んだという認識で終わるんなら泉南市の財政は改

善しないと、このように思いますから、ぜひ頑張

ってください。よろしくお願いします。

悪臭問題ですが、先日この業者から案内が回っ

てきまして、私は皆さん行かれるんだろうなと思

っておっ取り刀で参加したんですが、どなたも来

られなくて、１人で見学さしていただいて議論し

たんですね。どうも開き直ってるんじゃないかな

という節があるんですよ。

というのは、泉佐野市さんのこういう見学会は

終わりましたかと言うと、先日終わりましたと。

２回やって２０名程度参加されましたと、こうい

う話で、その機会にいろいろ話し合って――業者

の話ですよ。どんなにおいがしますかとお聞きし

たんですよと。ぜひ新家の方ともお話し合いをし

て、においとはどんなんですかなということを聞

きたかったんですが、きょうはお見えにならない

んですよという話で始まりました。

その席で、泉佐野の人は甘酸っぱいにおいがす

るんだと、こういうふうにおっしゃいましたと。

それで私は、そのにおいは産業廃棄物処理から出

るにおいじゃありません、これは牧場臭ですよ、

その辺はお間違えのないようにしてくださいねと

－５４－

言うときました。新家の方もぜひ来て、どんなに

おいだったか教えてほしいなと、こういうふうな

話。

それから、中へ入りますと、食物残渣をする仕

事、これはなくてはならない業種なんですよと。

だれかがしなければならないんですよ、こういう

意見を言われました。私は、それは当然必要であ

ってもにおいを出していいということではないん

や。それが不必要だと言ってるんじゃないと、地

域住民が言うてるんじゃない。においで生活がで

きないんだ、超えてるんだからそんなものは理由

になりませんよと、こういうふうにくぎを刺した

んですが、部長、その辺例えば牧場臭と今もおっ

しゃいました。産廃のにおいと、どうもこういう

ふうに逃げてるような感じになってるんですが、

その辺は大阪府の認識としてはどうなんでしょう

か。

それと、例えば今までも大変いろいろ議論の中

でもごまかされたり、延ばされたりしてきました

けれども、例えば材料がないんですよとか、それ

とごく少ないんですよと。もうほとんど操業しな

いまま３末を迎えて、免許を下さいというような

話もあながち理由づけになるんですから、そのよ

うなことになって、もし免許が出ると、今も中尾

さんがおっしゃってる５年の免許というのは長過

ぎないか。普通、公対審でも申し上げたんですが、

善良なものについての免許はそれでもいいんだけ

ども、こんなにおいを出しながら免許更新をもろ

てまた５年というのも、周りとしては本当に理解

しがたいんですよね。

このような法律がこうであっても、知事なりが

免許を――国保を払ってないような人の保険証み

たいに短期間というようなことにはならないんで

すかね。それでなかったら、もう５年間また野放

しですよ。その２点。

悪臭がどうもすりかえられてる議論になってな

いか。それと、免許が５年ということで、例えば

操業をやめて何もにおいがしなかったら出して５

年ということについては、もう考える余地はない

のかどうか。

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） １点目のにお



いが最近すりかえられているんではないかという

ことでございます。

確かに、産業廃棄物中間処理施設のにおいが以

前のような強烈なものではなくなってくるという

ことに伴いまして、牛舎の臭気が確かに目立つよ

うになってきてるのもこれ事実でございます。

その中で、牛舎臭になりますと、それに限定さ

れますと、市が持っております悪臭の方の法律に

なってきます。ですから、そのときには市が勧告、

指導していかなければならないようになってまい

るわけでございます。

我々は、やはりそういうことだけではなくて、

大阪府が現在管轄してます中間処理施設ですね。

これから出る臭気並びにそこから食物残渣の飼料

という形でもいっております。ですから、それも

あわした形でやはり業者に適正指導、勧告してい

かなければならないという立場に立っております

ので、この辺のところは大阪府と協調しながらこ

の辺の対応をしていかなければ、逆に中間処理施

設のにおいじゃございませんということで、大阪

府にそのにおいがないから更新しますという話に

なりますと、これはちょっとほかのところにも皆

影響が出てまいりますので、そのようなことのな

いように我々の方としては協調していきたいとい

うふうに思ってます。

それから、免許更新の件で５年は長いというこ

とでございます。確かに長いと思います。ただ、

今の時点ででも法の中では行政処分が可能です。

ですから、現在１１月の何日かに大阪府から業者

に対して改善命令が出されております。先ほど私

お話ししましたように、１２月１日に現場を立入

検査しました。ですけれども、その改善がされて

おりません。ですから、これが行政手続法に基づ

きまして２週間の猶予期間というんですか、業者

の弁明の期間がございます。これが過ぎて、それ

らが改善されてないということになりますと、こ

れはもう行政処分という形になってまいります。

行政処分といいますと、この中にはいろんなも

のがございます。当然、事業停止とかそういうふ

うなこともございますので、ですから仮に更新し

たところでも、そのような法的な措置は可能にな

るということでございます。

－５５－

以上です。

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） 今、御答弁いただいたん

ですが、行政指導、これは今にできたものではな

くて、梶本部長、前から何とかしてくれと言って

もそれでできなかって、今度こそ免許更新のとき

にという地元の悪臭に耐えられない人の要望なん

ですね。

だから、そういう御答弁では私もそれやったら

何でもっと前にできんかったんかなというような

思いもありますし、免許更新というのは業者が一

番シビアに対応せないかんところですから、その

辺は市長も大阪府に、先ほど言われましたけれど

も、ぜひ働きかけていただきたいな。もうとにか

く悪臭で、洗濯したものを着ていけないんだとい

うふうな、生活もできないというふうな状態です

から、これはもう私や新家の議員だけ言うてるん

ではなくて、全部の議員がわかってることですか

ら、ぜひやっていただきたい、このように思いま

すから、お願いをいたしたいと思います。

それから次に、農業行政でございます。

土地改良区なんですが、これから補助も賦課金

も取ってないので補助金を出すと。自立できない

ので補助金を出すという話なんですが、私は以前

から、土地改良区があるんだから独立さして事業

しなさいと、こういう話をしてたんですけども、

私はあのときも申し上げたんですが、これを先解

決して土地改良区に事業主体になってくださいよ

と。それが抜けてるんですよね。事務はやってく

ださいよ、財源はやりませんよ、ありませんわ、

何でもよろしいわ、やってくださいよ。三位一体

の改革よりひどいじゃないですか。自立せえよ、

金は知らんわと、こんな話じゃ。今、少なくとも

国は１７年度に７割程度はいただけるでしょう。

それで自立でけへん。できませんよ、そんな金な

いのに。

それから、１９年にはこの団体の公的選挙があ

ります。自治法には選挙は土地改良区の金でやり

なさいと明記されてますが、私は団体としての補

助金については問題ないのかなと思いますが、こ

の選挙に全額補助金となりますと、中立性やら独

立性やらということで問題があるんじゃないかな



と思うんですよね。いやしくも公の選挙管理委員

会が公告してやる選挙ですから、それが市の金で

その団体がやるということは、独立性やら丸抱え

という批判もあると思うんですね。

それで、先日の議論の中でも、これは私の考え

方ですから一方的に聞いといていただいたらいい

かなと思うんですが、土地改良区を自立するため

に１つの方法があるんじゃないかな。ことし台風

が非常に多かった中で、堀河ダムに大変な余剰水

が出ておりました。この水、堀河ダム用水使用等

についての条例というのが本市に制定されており

まして、この３条第２項には、「管理者は、用水

を、その本来の用途または、目的を妨げない限度

において他の用途または、目的にも使用させるこ

とができる。」、こういうふうに明記されており

ますから、本市の水道は府営水を年間６億程度買

ってる、こういうことになっておりますし、年間

約１億の赤字が恒常的に出てる、こういうことに

なっております。

河川から取ると河川法にかかるけれども、ダム

水は今言ったように取れるわけですね。そういう

ことを利用して、土地改良区が許す範囲内で水を

分けていただく。この６億を圧縮して水道の経常

収支にも付与し、なおかつ土地改良区の財源にも

充てる。そうすることが補助金の問題、それから

土地改良区の自立、泉南農業の自立、これはパイ

が小さくなっても、泉南市にすべておりて水道予

算が減少される。こういうことに知恵を出してや

っていけば、どうなんでしょう、いい方向に進む

んじゃないんかなと、このように思うんですね。

水道会計の改善、それから土地改良区の自立、

自己資金、そして総予算の減少、こういうふうな

ものをひとつ提案したいと思うんですが、この件

についてはどうでしょうか。

○議長（真砂 満君） 池上都市整備部次長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

夫君） 土地改良区の自立にかかわりまして、ダ

ムの余剰水の問題で御提案がございましたことに

つきましてお答えをいたします。

確かに直接引くということになれば、そういう

余っているものであれば、そういう措置も可能な

のですが、問題は直接引く場合のパイプラインの

－５６－

布設の経費等の問題でございます。ルートの問題

もございますが、その点につきましては、提案は

提案といたしまして真摯に受けとめた中で検討は

さしていただきたいと思いますが、いろいろ研究

というんですか、検討しなければならない問題が

たくさんあると思います。いろいろハードルがご

ざいますので、その点は今後検討さしていただき

たいと思います

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） 答弁いただきましたんで、

もう少し議論さしていただきたいと思いますが、

今言うた事業資金ね、これもやりようによっては、

土地改良区に払う金を少し待っていただきたいと、

こういうようなことで容認していける。その辺は、

私はそんなに心配してないんですが、何もかも金

がないからせえへんという議論にはならんと思う

んですね。

それから、伏流水ですか、これは表面水取って

るんですよね。これの安全性という問題、例えば

年々川が汚染されていく。そして、何らかのこと

で油等流出したり不法投棄やら、愉快犯がおもし

ろがってすると。非常に危険があると思うんです

ね。

だから、安全管理から見て、僕はダム水をいた

だけたらいただく方がいいんじゃないかな。それ

でなかったら、本管を通って家庭水までいくと、

大変ですよ、油なんて入ってしまうと。水道は２

４時間２交代、１２時間勤務で仮眠も一応認めて

るという状態ですから、大変管理のしにくい状態

になってると思うんですね。その辺も含めて今後

十分検討していただきたいなと、このように思い

ます。

その次に、荒廃田についてのお話をさしていた

だきたいんですが、特区のお話をいただきました

けれども、特区というのもこの前の農業委員会に

出ておりましたけれども、これは１ヘクタール以

下の農地を買っても農家として認めようという話

でございますから、今の状態では農地を買ってま

で農家をすると、こんなことは余り考えられない

と思うんですが、私が申し上げた特定農地貸付け

に関する農地法等の特例に関する法律というのは

趣味的でやれる。これが荒廃田の防止になるんじ



ゃないかな、このように思うんですよね。

この法律でいきますと、小作権の問題も解消で

きますし、取り入れる用意がないんかという話の

中で、部長が検討するとかおっしゃったんですけ

ども、これを取り入れなければ、もう既にたくさ

んの人がお借りしてつくってますよ。この辺の問

題の解消のためにも、検討してると問題が起こる

ということにもなりますし、その辺再度どうなん

でしょうか。市にも少し労力の負担があると思う

んですが、再度お答え願えますか。

○議長（真砂 満君） 池上都市整備部次長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

夫君） 荒廃田対策の関係につきまして御答弁を

さしていただきます。

確かに遊休農地をプロでない、農家でない方々

が野菜づくり等されている現場は、私もよく市内

で見かけております。御指摘の趣旨につきまして

は、当然有効利用という観点からいけばいい話だ

とは思いますが、問題もございます。

農地の中でも水田を転換して畑作に使用されて

いる方が大半だと思います。そういう方々で、多

分米づくりまでやってる方は少ないと思いますね。

多分ほとんどが水田を畑地に転換した転換畑であ

ると。問題は水田でございますから、用水管理の

問題がございます。当然、畑作でも用水を引いて

水をやらなければならないということなんですが、

米をつくってるときの水のやる状態とは全然違い

ますね。

ですから、その辺で米作の期間中の水利権の調

整の問題等で一部トラブっておったりとか、その

辺の慣例が、悪意はないんですが、わからなかっ

て問題が生じてるケースがあったりとか、それか

ら水系が非常に複雑というふうなこともございま

して、取水の仕方につきましての理解がされてな

かったケースでのトラブルとかいろいろお聞きす

るんですが、その辺いろんな意味で総合的にうま

いこといく方法はないんかというようなことで検

討をしなければならないというふうには思ってお

ります。

それから、もう１点、特にされてる方々ですね。

高齢の方が多いんですが、何らかの事情で耕作を

やめた場合、そのときにどうするかというような

－５７－

ことにつきましても――といいますのは、もとに

戻した上で返さないかんという中で、その辺のこ

とにつきましても、あと終わった段階でどうする

かということも含めた上で検討をしていかないか

んというふうに思いますので、この辺につきまし

ては、ちょっと時間がかかるのかなというふうに

思います

以上です。

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） ちょっと私とあなたと認

識にずれがあるんかなと思うんですよね。あなた

は、今現在の田んぼの状態の話をされておる。私

は、耕作放棄田は荒廃田になるという観点から申

し上げてるわけでして、それじゃ水田の横がセイ

タカアワダチソウで雑草になるという懸念がある

ということでお話をしておりますし、水利権は耕

作者にあるんじゃなくて田んぼについたもんです

から、この法律は持ち主に厳しい規制があります

から、その心配は私はないと思う。

水系は地主が解決することであって、役所が解

決するものではないと思いますし、この農地の使

用に当たっては、地主が細かい指導をするという

ふうな指導も入ってますから、その辺の心配はな

いと思うんですね。

ただ、私が思うのに、農業公園の市民農園との

絡みはどうなんかな、その辺が一歩踏み出せない

状態なのかな。新しくつくった農地を残して現在

の農地を捨ててしまうというようなことになると、

食糧安保からしても難しいし、農業公園であると

あなたがおっしゃったように、水田ということ、

米づくりということからすれば、あの農業公園で

はなおさら米づくりができにくい、こういうこと

ですから、その辺も含めてひとつもう一度御答弁

をいただきたいなと思います。

○議長（真砂 満君） 池上都市整備部次長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

夫君） 再度の御質問にお答えをいたします。

私も荒廃田の対策のことを全然考えずに御答弁

さしていただいたわけではなくて、当然そういう

こと、そういうことにおいて、いわゆるセイタカ

アワダチソウ等が乱立していろいろ問題が起きて

いるということの解決になることにつきましては、



理解もさしていただいております。

確かに効果はありますが、問題点もありますよ

というふうな御答弁を差し上げたわけでございま

して、当然水利の問題につきましても地主にある

のは理解いたしております。

ただ、問題は、その辺のところで実際耕作され

てる方々が認識を一部されてない方もございまし

て、そういうトラブってるケースもありますよと

いうことを申し上げたわけでございます。その点

御理解をいただきたいと思います。

それから、農業公園の市民農園の関係でそのよ

うなことと連動しているのではないかというよう

なことでございましたが、それはそういうことで

はございません。当然、これはこれとして内陸部

の遊休の農地の問題につきましては、真摯に検討

していかなければならない問題だというふうに思

っております。

以上です。

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） 市側の施策の面、私は農

家サイドの問題。今、冒頭では後継者がおらない、

それから収益も低い、こういうことを踏まえて、

その時点は同じ考えなんですよね。農家はそれが

一番困ってるわけなんですよ。だけど、農地を保

持したい、そのまま持っておきたい、健全な状態

で持っておきたい、こういう思いがここにはある

わけですね。

施策としては、それは問題あると思いますが、

施策に問題があって、そのことにはおっくうやか

らしないと、踏み込まないというのは、これは少

し今の農業の形態からすればおかしいんじゃない

かな。今後とも、これには検討を加えて採用され

るように、また改めてお願いしたいと思います。

これで終わります。

○議長（真砂 満君） 以上で東議員の質問を終結

いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明１４日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

－５８－

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

１４日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時４７分 延会

（了）
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