午前１０時１分 開議

間違いがなかったという御報告ですが、本会議

○議長（真砂 満君） おはようございます。ただ

の質問の中にもありました１億円以上の滞納者の

いまから平成１６年第４回泉南市議会定例会継続

問題で、分納制度でやっとるというのは、私はこ

会を開議いたします。

れは税の問題からいって正しい措置なのかどうか。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定
数に達しておりますので、会議は適法に成立いた
しました。

そういうものはどういう担保をされるのかですね、
分納もしないときとかいろんなものを。
そして、当然、税を納めなければ差し押さえと

これより日程に入ります。

いうことは、速やかに１週間でしょうか、しない

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

といけない。そういう措置をせずに、そういう分

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

納で処理するあり方というのは、私は本来的な税

定により、議長において１４番 谷 外嗣議員、

のあり方からいったらおかしいと思うんですが、

１７番 島原正嗣議員の両議員を指名いたします。

この点について監査委員はどのような調査をし、

次に、日程第２、泉南監報告第１５号 例月現

見解を出されたのか、御報告をいただきたいと思

金出納検査結果報告から日程第５、泉南監報告第
２０号 例月現金出納検査結果報告までの以上４
件を一括議題といたします。

います。
それから、基金の問題でございますが、他の基
金を一般会計に繰り入れて処理をしておるという

本４件に関し、監査委員の報告を求めます。監
査委員 東 重弘議員。

問題について、ぴしっとやっぱり返済することが
担保されてされとるのか。これもやはり極めてき

○監査委員（東 重弘君） ただいま議長の許可を

ちっとやらないと会計上問題だと思うんで、そう

得ましたので、平成１６年７月、８月、９月、１

いう点について、新しく監査になられたわけです

０月分の例月現金出納検査の結果を報告します。

から、その点の調査と、またそれに対する判断を

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

お示しをいただきたいと、そのように思います。

き、平成１６年７月分は８月２７日に、８月分は

それから、各会計で収入が少なく流用しとるも

９月２８日に、９月分は１０月２８日に井上監査

のがたくさん書かれておるんですが、こういう措

委員が、また１０月分は１１月３０日に井上委員

置というのは一体正しいのかどうかですね。

と私がそれぞれ監査を執行いたしました。

例えば、２００４年度の８月末現在というもの

これについては、一般会計、特別会計等収入役

で、ほとんど国民健康保険、老人保健特別会計が

扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心に

マイナスになってますね、歳入歳出の問題で。こ

出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高に

れを一時運用か繰り上げ――これはジュウヨウと

ついて収支内容を照合したところ、いずれも符合

読むんでしょうか、そういうものがされとるんで

しており、出納は適正に行われていたものと認定

すが、こういうものはもう少しやはり歳入、支払

いたします。

いをするまでにきちっとする努力を当然すべきだ

以上、甚だ簡単ですが、例月現金出納検査の結
果報告といたします。

と思うんですが、こういうものについて、そうい
う歳入努力ということが、そういうやはり歳入し

○議長（真砂 満君） ただいまの監査委員の報告
に対し、質疑等ありませんか。――――小山議員。

た中から支払いをするというのは当たり前で、普
通の家庭や企業であれば、当然これは資金不足が

○４番（小山広明君） 新しく議会選出の監査委員

起こるわけですから、そういう点ではやはり歳入

になられた東監査委員には、大変御苦労さまでご

する時期はわかっておりますので、そういう点で

ざいます。私も立候補したんですが、残念ながら

の歳入努力ということは、私はこれは職務上ちゃ

議会の方から推挙されなかったんですが、その分

んとしていないんじゃないかなという思いをこの

あわせてよろしく頑張っていただきたいと思いま

数字を見て思いますが、その点についての監査委

す。

員の調べた結果と、その判断について説明をいた
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だきたいと思います。

ます。担保していただかなければ本来の目的は果

それから、現金調書が出ておるわけですが、泉

たせない、これについても留意をいたしたいと思

州銀行泉南支店と、いろいろこう書かれておりま

います。

すが、この辺の問題については数字に大変ばらつ

それから、２００４年８月現在の繰上充用につ

きがありますので、その辺はどういうような形で

いて、ただいま演壇で申し上げましたが、井上監

やっておるのか。何かそこに有利性があるのかと

査委員、この８月は私は直接この例月出納検査に

いうことをどう調べたのか。

は立ち会っておりません。ただ、問題としては、

それから、もう１つは収入役が今不在ですね。

繰上充用、これもやはり財政が苦しい。こういう

これでかなり職務の内容からいえば監査とも重な

中で、問題があるにしてもこういう予算を組まな

る部分があると思うんですが、そういう点で監査

ければならない。ただ、それの担保ということも

委員の置かれた市民に対する責任というのは大き

これから監査の目標にしていきたいと、このよう

いと思うんですが、この収入役がおらないという

に思います。

問題について、行政を進める執行側の財政的な面

それから、収入役不在の問題でございますけれ

の責任、チェックをする役割だと私は思うんです

ども、これは兼任ということで、理事者には大変

が、そういう者がおらない中でのこの市政運営と

御苦労をかけますが、努力をしていただきたい。

いうものは、監査委員としてはどう考えていらっ

ただ、御指摘の監査の役割の重さはふえたんでは

しゃるのか。

ないかと、これには質問者と意を同じくしており

続いて議案としても予定されておりますけども、

ます。

収入役そのものをなくしてしまう。いわゆる執行

それから、現金調書のばらつき、これについて

側の方が財政のチェックをするという変則的なと

監査は、どちらをふやせ、どちらを減らせと、こ

いうんか、私はチェック機能が機能しない、そう

ういうようなことは執行権の問題にも及ぼうかと

いう体制になるんじゃないかと思うんで、監査委

思いますので、このことについては答弁は差し控

員もやっぱり同じような立場で職務されておるわ

えさせていただきます。

けですから、そういう点での収入役がおらなくな

以上であります。

る状況というのはどう考えてるのか、その点につ

○議長（真砂 満君） 小山議員。

いて見解をお述べいただきたいと思います。

○４番（小山広明君） 割と踏み込んだ御答弁をい

○議長（真砂 満君） 東監査委員。

ただきまして、まことにありがとうございます。

○監査委員（東 重弘君） お答えをいたします。

今、１１億円という表現に聞こえたんで、私、

何点かございましたので、抜けておりましたらま

聞き間違いだったら申しわけないんですが、１億

た御指摘をいただきたい。

円以上の滞納が４件あるという本会議答弁ですね。

まず、１１億円に上る滞納でございます。これ

私は、取ってほしいといっても、やっぱり払えな

は、私は大変な問題であろうと。自主財源の確保

いから払ってないんだろうと思うんですね、基本

には大変重要な問題である、このように思います

的にはですよ。

が、徴税制度から生まれた問題、これについて分

そうすると、やはりそういう措置ですね。払え

納がどう行われて、それがどうこうと、こういう

ないときの措置のあり方について、適当なのかど

のが監査役の監査の範疇に入るかどうかというこ

うかということを聞いとるわけなんですね。すぐ

とについては、私は当たらないんではないか。だ

差し押さえすれば、それで担保されるわけでしょ

から、これについては、もっと努力をして滞納分

う。それをしてないんですね。分納という行為を

を取っていただきたい、こういう意見を毎回付し

することによって差し押さえしないんでしょう、

て述べたいと思います。

これ理論からいえば。

そして、基金の流用、担保、これはもう当然の

そうすると、差し押さえしてない、どんどんそ

ことでありまして、私も質問者と意は同じであり

の物件がほかの借金にやっぱり担保されて劣化し
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ていって、結果的に取れないということになるわ

政運営、特に財政問題が厳しく言われているとき

けでしょう、理論的には。だから、私は法に基づ

に、いわゆる執行者の側が収入役の役割をしよう

いてやることをやらずに、どういう理由があるん

としてるわけです。現在もしとるわけですね、あ

か知りませんが、どんどん滞納状態をほっといて、

る意味で。

そして分納をするという、この手法ですね。これ

これではそれ行けどんどんの行政になってしま

はどこに根拠があるのか。分納というのは、これ

うんじゃないですか。それがもっと輪をかけて、

はどうなんですか、手形とか小切手とか何か切る

財政問題を解決しない方向に行く、そういうシス

わけですか。契約書交わすわけですか。これは、

テム、仕組みじゃないかということを言っとんで、

小切手を発行することは手形を発行するよりも問

監査委員はそういう点でやはり市政全般の市政運

題だと言われておるんです、一般的にはね。

営を見とるわけですから、踏み込んだ監査が求め

だから、そういうことで、私は監査としては法

られておるんですね。

にのっとった対応をするという指導をしないとい

そういう点で……（発言する者あり）あなた、

けないと思うんですね。ということは、差し押さ

人の発言しとるときに不規則発言やめてください

えなんですよ。この分納というのは、恐らく差し

よ。（巴里英一君「人の質問してるときに言うな

押さえを避ける意味で分納ということになっとる

よ」と呼ぶ）はい、お互いにね。だから注意しと

と私は想像するんですね。別に差し押さえしたら

るんですよ。

分納しなくたっていいわけですから。向こうから

○議長（真砂 満君） 質問を続けてください。

言ってこないといけなくなるわけですから、この

○４番（小山広明君） だから、注意したときに私

ことを聞いとるんで、そういう点について御答弁
いただきたいと思います。

はやめとるでしょう。
○議長（真砂 満君） 質問を続けてください。

それから、基金の流用は担保をしていくように
言っておるということなんですが、言っとるんじ

（発言する者あり）
○４番（小山広明君） はい。ちょっと、やめさし

ゃなしに、流用したときにちゃんといつまでに返
すという、そういうことがちゃんと約束されて流

てくださいよ。
○議長（真砂 満君） 不規則発言も慎んでいただ

用しとんのかという、そういう処理がされておる
のかということを聞いとるんですよ。これから言

きたいと思います。
○４番（小山広明君） そういうことで、収入役が

うという話じゃないんですね。

不在という問題について、やっぱり監査委員とし

それから、８月現在のもんというのは、例えば

ては、私はきちっと見解を述べて行政に正しい組

と言ったんで、１０月もそう、一緒なんですよ。

織のあり方にする、そういう責任もあると思って

これ全部特別会計はマイナスですよ。大きいで、

おりますので、その辺の御見解をもうちょっと踏

金額がね。そういうことで、やっぱり歳入をちゃ

み込んでいただきたいと思います。

んと、歳出の時期がわかっとるわけですから、そ

それから、各銀行への預金の預け入れ方のアン

うかやっぱり歳出の問題を歳入あるまで待っても

バランスはお認めになったわけですが、しかし、

らうとか、何かその措置があると思うんですね。

そのことは執行権を持ってないので言えないとい

簡単にこう繰上充用という措置、何から繰り上げ

う見解ですけど、結果としてこういうばらつきが

しとるんかわかりませんが、その辺の処理の問題

ある問題は、やはり銀行も今、大変競争下にあり

をお尋ねをしとるわけなんです。

ますから、絶対安全・安心とは言えない、そうい

それから、収入役の問題は、監査の職務が重く

う状態であることはおわかりだと思いますし、ま

なるという認識をされた。それは私は大変賢明な

たこの１，０００万以上は保証しないという問題は

御判断だと思うんですが、やはり監査委員として

地方自治体にも適用されるわけでありますので、

こういう市政の運営の中で、収入役を置かずに、

そういう点からいえば、やはりもう少しバランス

しかも今回はなくしてしまうというあり方は、市

のいい預金のあり方ができないのかどうかという
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のは、やっぱり監査委員としても関心を持って監

以上。

査をし、また適切な指導をいただきたい。私はそ

○議長（真砂 満君） ほかにございませんか。―

う思いますので、この最後の点は私の意見にしま

―――以上で監査報告４件の報告を終わります。

すが、先ほど挙げました問題については、もう一

暫時休憩します。

度御答弁をいただきたいと、そのように思います。

午前１０時２２分 休憩

○議長（真砂 満君） 東監査委員。（発言する者
あり）静かにしてください。

午後 １時２５分 再開
○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を開

○監査委員（東 重弘君） 再度の御質問に御答弁

きます。

申し上げます。

小山議員に対し、再度私より昨日に引き続き注

まず、分納においての差し押さえの問題でござ

意を申し上げます。

います。

議会議員としての品位の問題にあって、この本

議会答弁、理事者の答弁でも、劣後であると。

会議場に議員として出席するに当たっての男性の

これは、制度的に地方税というのは劣後になりや

服装は、最低限、ワイシャツ、ネクタイの着用を

すい。特に所得税関係は１年おくれでございます

していただくようあわせて申し上げておきます。

から大変な劣後になる、こういうこともあります。

なお、質問回数につきましては、会議規則によ

御指摘のように差し押さえをするということは、

り２回となっておりますので、そのことを踏まえ

これは執行権に当たることですから、確実に取っ

質疑していただきますよう申し上げておきます。

ていただきたいといえば、監査委員からは差し押

次に、日程第６、議案第１号 泉南市公平委員

さえをしなさいとか、そういうようなことは議会

会委員の選任についてを議題といたします。

の審議にゆだねたいと、このように思います。
それから、基金の問題でございますけれども、

議案書を朗読させます。
○議会事務局次長（中野克己君）

お答えしたように、当然担保をしていただきたい。
いつ幾日まで返せという話については、これも施

〔議案書朗読〕
○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

策に関する問題でございますから、監査委員がい

内容の説明を求めます。向井市長。

つ幾日まで返せというふうな具体的なことは、執

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

行権に踏み込むことである。よって、担保をしっ

案第１号、泉南市公平委員会委員の選任につきま

かりしていただきたいと、こういう意見を付すこ

して御説明申し上げます。

とにおいて監査を果たしていきたいと、このよう

議案書１ページをお開き願います。現在の公平

に思います。

委員会委員であります上林良一氏が平成１６年１

それから、収入役の廃止でございますけども、

２月２５日をもって任期満了となるため、同委員

これはまさしく監査がどうこう言う問題やござい

の後任の公平委員会委員として山野良太郎氏を最

ません。市長が判断をされることであります。私

適任者と認め新たに選任いたしたく、地方公務員

は、この問題については立ち入ることはいたしま

法第９条第２項の規定により議会の御同意を賜り

せん。

ますようお願いするものでございます。

ただ、もう一つご意見をいただいたペイオフの

なお、山野氏の経歴につきましては、議案書３

問題でございますが、１０月の例月検査で指摘を

ページにお示ししているとおりでございます。

いたしました。ばらつきがあって、特に１，０００

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

万円を超える預金があるということを御指摘され

だきます。御同意賜りますようよろしくお願い申

てるんだと思いますが、それについては、官庁は

し上げます。

市債の引き受け、これと相殺できる。すべて市債

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

の方が多い、そのペイオフの心配はないと、こう
いうことであります。

質疑はありませんか。――――小山議員。
○４番（小山広明君） 上林良一さんが任期満了に
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なったということで提案をされておるわけですが、

○議長（真砂 満君） 小山議員。

公平委員会の活動実績をちょっとお示しをいただ

○４番（小山広明君） この地方公務員法という条

きたい。

文を読んでみますと、政党に入っているかどうか

それから、この公平委員会が真にはどういう目

ということもこの委員になるかどうかの要件にも

的で置かれておって、これまでの運営の中でどの

加えられておりますし、そういう政党に偏らない

ような役割をしてきたのか、そしてその実績につ

と。同じ政党に入っとる方は委員を複数はできな

いてお示しをいただきたい。

いとか、いろいろ規定がありますね、公平という

そして、そういうものを受けて、今回の新しい
委員にこの方を選んだ中心的な理由についてお示
しをいただきたいと、そのように思います。

観点から。そういう点で、この示された委員はそ
ういう条件はクリアしておるのかどうか。
そして、もう１つは、やはり日本に幾つか政党

○議長（真砂 満君） 廣岡総合事務局長。

があるんですが、今現在、公平委員をやられてい

○総合事務局長（廣岡 昭君） まず、泉南市の公

る方で政党に所属をしておるというそういう方が

平委員会の活動でございますけれども、目的とい

おられるのかどうかですね。

うことでおっしゃっておりましたので、公平委員

もう１つは、政党に入っているかどうかという

会につきましては、職員の勤務条件に関する措置

ことは、もっと前向きに考えるならば、やはり政

の要件について審査・判定し、必要な措置をとる

党に入っている方を選ぶという考え方もあるわけ

こと。また、職員に対する不利益処分に関する不

ですね。バランスよくですよ、バランスよく。だ

服申し立てについて、裁決または決定を行う権限

から、政党に入っている方は全部オミットすると

が地方公務員法に規定されておりますので、そう

いうんじゃなしに、政党に入っとる方をバランス

いう活動を行うということでございます。

よく配置をするということもこの条文から私読め

まず、泉南市の公平委員会におきましては、こ

るんですが、そういうような人選ということは、

れまでこういう異議の申し立て等はございません

市長は頭に置いてやられたのかどうか、そういう

でしたので、そういう裁決等は行っておりません。

こともお聞きをしたいと思います。

ですから、今現在行われている活動といたしまし

それから、主に不利益な処分がされたり不利益

ては、委員会につきましては年２回開いておりま

な扱いをされたときの救済措置としてこの公平委

して、職員団体の登録事項の変更届が出されます

員の役割があって、それが報告によりますと一切

と、それについて審議をいただきまして、承認の

そういう申し立てはなかったと、そういう報告で

上、職員団体に通知することにいたしております。

ありますけども、これはやはり立場が違って働い

それと、委員さんにつきましては、近畿とか大

てる限り、いろんな不満なり改善点なりあるわけ

阪府南部ブロック協議会の総会や研修会の方に出

ですね。なぜ申し立てがなかったのかということ

席をしていただいております。

を実際の運営の中でどのように分析をされておる

以上でございます。

のか。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

そういうことを、やっぱり民主主義社会の中で

○市長（向井通彦君） 山野氏を選任した理由でご

すから、何もないというのは、ある意味で問題が

ざいますが、ただいま事務局長が報告しました内

ないと言われるかもわかりませんが、やはり問題

容の活動をするにつきまして、山野氏は元職員で、

点が表に出るということで民主主義社会が機能し

しかも人事課長も行った経験がございます。そう

ておると、そういう見方もあるわけなんですね。

いう意味で、職員等のいろんな事情に詳しいとい

私は後の方の見方なんですが、そういう点ではや

うこともございますし、また一方では理事者とし

はり職員の待遇について、こういう公平委員会が

ても活動をされた方でございますので、その両面

あるということを踏まえながら、どうであるのか

から考えまして、公平委員会委員として適任とい

ということを――結果的に申し立てがないという

うふうに判断をしたところでございます。

ことは言いわけでありますから、そういう申し立
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てがあるようなことがないように努めるというこ

１つ例として禁煙の問題を議員取り上げられまし

とは、矛盾しない１つの努めとしてあると思うん

た。従前は職場内で喫煙するということであった

ですが、そういう点でこの申し立てがないという

わけですけれども、それを今回、我々としまして

ことについて、どう考えておるのかということを

は分煙措置という形で現にさしていただいており

お答えをいただきたいと思います。

ます。ですので、職員が喫煙するときには分煙と

そして、そういう処分をするべき、処分する対

いうことで機械の方で吸って、そのときには席を

象があっても処分しないということもあり得るわ

立つという形でたばこを吸っているということで

けですね。そういう点で私は、きのうも喫煙問題

御理解お願いしたいと思います。

が議論されておりましたけども、私はもう一度服

以上です。

務規程を読んでみますと、仕事の時間中に席を離

○議長（真砂 満君） ほかに。（小山広明君「最

れてはならないということがきちっと書いてあり

後。最後に議長。最後にちょっと」と呼ぶ）――

ますね。しかし、実際にはたばこを飲む方は、あ

――以上で、本件に対する質疑を終結いたしまし

そこに来てたばこを吸ってると。これは服務規程

ます。

からいったら違反行為ですよ。

討論に入ります。申し上げます。さきにも言い

そういうことについてもきちっと、これは１つ

ましたように、会議規則では質疑回数２回となっ

の例ですけども、毅然と職員の服務についてやっ

ております。それに基づいて質疑をしていただき

ておるのかということも当然議論、関心になるわ

ますようにお願いを申し上げますし、本件に関し

けですが、あと職員の市民に対する対応について

ましては、質疑者の質問に対しまして理事者側の

も、本当に市民に信頼される職員のあり方を毅然

答弁は十分に達しておると判断いたしております。

としてやれば、処分ということも自動的にやはり

討論に入ります。討論はありませんか。―――

起こってくる問題があると私は思うんですが、そ
ういう点でお答えをいただきたいと思います。

―小山議員。
○４番（小山広明君） 反対の立場で討論さしてい

○議長（真砂 満君） 向井市長。

ただきたいと思います。

○市長（向井通彦君） 今回上程いたしております

１つの反対する理由は、議会で十分意を尽くし

山野氏については、政党に属しておりません。今

た議論ができない。議長は十分されたという判断

後とも、政党に入っている人を選任する考えはご

をされておるわけですが、されたかどうかという

ざいません。

のは、主体的には議員個々が考えるわけでありま

○議長（真砂 満君） 廣岡総合事務局長。

すから、もっと議員の立場に立って議長は御判断

○総合事務局長（廣岡 昭君） 先ほども申し上げ

をいただきたいと思います。

ましたように、申し立てはございません。ですか

先ほどの答弁の中でも、政党に所属しておる人

ら、申し立てがないということは、了とすべきで

はこの公平委員には採用しないということを明確

あると私どもは考えております。

に言ったわけですね。これはやはり今、政党政治

○議長（真砂 満君） 谷総務部長。

とか、政治的にいろいろ活動するというのは、民

○総務部長（谷 純一君） 今、局長の方から不利

主主義社会にとっては大変重要な市民的な１つの

益処分がなかったという件について御答弁されま

立場ですよね。ある意味では、多数な人々の立場

した。それで、人事サイドからいいますと、当然

と言ってもいいんじゃないでしょうか。現実的に

この勤務条件等につきましては、職員団体とか、

は政党に所属しておらないということはあっても、

そちらの方で我々条件について話し合っておりま

それはよしと私はしない。

すので、その中で対応しているということで、そ

そういう中で、政党に所属している人を採用し

ういった不利益処分はないと、そういうふうに理

ないというんか、選ばないというのは、至って私

解しております。

は民主主義社会においては手続上問題があると思

それと、服務規程の関係でございますけれども、
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います。ちゃんと条文にも、政党に所属しておる

方を選ぶ場合にはこうだと、いろいろそういう条

議案書を朗読させます。

件がつけられておるんですね、いわゆる１つの政

○議会事務局次長（中野克己君）

党に偏しないようにという。

〔議案書朗読〕

そういうことですから、積極的に考えるならば、

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

やはり政党に所属している人をバランスよく採用

内容の説明を求めます。向井市長。

すると。もちろん、労働組合を基盤としたような

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

政党もあるわけでありますからね、私はこのこと

案第２号、人権擁護委員を推薦するための意見を

は問題である答弁だと思います。

求めるについて御説明を申し上げます。

この委員そのものについては私はわかりません

恐れ入りますが、議案書５ページをお開き願い

ので、否定も肯定もいたしませんけれども、こう

ます。現在の人権擁護委員でいらっしゃいます亀

いう手続において私は……（発言する者あり）手

岡 弘氏が平成１６年１２月３１日をもって任期

を挙げて言っていただいたら。私も人間ですから、

満了となるため、同委員の後任の人権擁護委員と

まずいとこもあるんで、その指摘は手を挙げてち

して赤井千惠子氏を最適任者と認め新たに推薦い

ゃんと異論を言ってくださいね、議事進行もある

たしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

わけですから。

より議会の意見を求めるものでございます。

そういうことで、私はもう一度繰り返しますが、

なお、同氏の経歴につきましては、議案書７ペ

この方についてはよく知りませんので、いいとも

ージにお示ししているとおりでございます。

悪いとも言えないということの私の判断を言っと

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

るわけです。

だきます。御了承賜りますようよろしくお願い申

そういうことで、先ほどの理由も含めて、この
公平委員の選任については反対をしますので、議

し上げます。
○議長（真砂 満君） 本件に関し、ご意見等あり

員各位の御賛同をよろしくお願いします。異論が

ませんか。――――小山議員。

あれば、討論できちっと言ってくださいね。その

○４番（小山広明君） この人権擁護委員法に基づ

方が、これが公の場ですから。よろしくお願いし

く議会の意見を求めるということで提案をされと

ます。（発言する者あり）

るわけですが、泉南市の今、人権に関する問題点

○議長（真砂 満君） 議員各位に申し上げます。
議員の発言については、先ほど来、また昨日も議

とか事案とかいうものがどういう内容があるかと
いうことを御説明いただきたいと思います。

長の方で注意を申し上げておりますけれども、十

憲法にもうたわれておるように、やっぱり人権

分に注意をした中で発言をしていただきますよう

ということを基本にした憲法構造になっておりま

にお願いを申し上げます。

すが、決して憲法９条とも同じように、憲法に沿

ほかにございませんか。――――以上で本件に
対する討論を終結いたします。

った社会が今実現しておるとは言えないわけです
ね。そういうことに今、私たちの社会が向かって

これより議案第１号を採決いたします。

おるわけなんです。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意
することに賛成の議員の起立を求めます。

しかし、私は今の時代の流れというのは、人権
が守られるという方向よりも、どんどん国家主義

〔賛成者起立〕

というんですか、国というものが前面に出てきて

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

いる流れがある中で、この人権という問題は地方

て議案第１号は、原案のとおり同意することに決

自治体においては大変重要な課題だと思いますの

しました。（発言する者あり）お静かに願います。

で、泉南市の人権状況というものをお聞きしたい。

次に、日程第７、議案第２号 人権擁護委員を

それから、もう１つは、この方を推薦する理由

推薦するための意見を求めるについてを議題とい

ですね。これは学校の先生を経験をされた方とい

たします。

うことで提案されとるんですが、私は学校の先生
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がどうと言うんじゃないんですが、やはり先生は

委嘱するということになっております。各種の相

常に子供たちに向かって教える立場という、そう

談業務とか、あるいはそういうことに携わってい

いう職業、経験を長く勤めておられたわけですね。

ただきまして、特に人権問題の相談業務に携わっ

どうしてもやっぱり上から下に見るという、まあ

ていただいているという形でございます。

職業的にはそういう部分が強い私は性格だろうと

ただ、法務大臣が委嘱いたしまして、所管が岸

思います。

和田の法務局の方になりますので、その人権内容

そういう点で、私は人権という問題は、むしろ

というんですか、それは市の方には報告等はござ

本当に生活をしている、本当になかなか人権が守

いませんので、ちょっとその内容につきましては

られない、職業的にもパートとか、なかなか正業

我々の方ではわかりかねておりますので、よろし

につけないという、そういう人たちの立場を経験

く御理解のほどをお願い申し上げます。

した、そういう方が私はこういう人権擁護委員に

以上でございます。

ふさわしいのではないかと。こういう学校の先生

○議長（真砂 満君） 小山議員。

とか公務員の方がこういう委員によく出てくるわ

○４番（小山広明君） この泉南市議会の中で議会

けなんですけども、私はもっとこういう場にこそ、

の議決を要する事項なんですね。それが岸和田に

市井の市民というんですか、本当に行政とか、学

あるから内容についてわかりませんという、こう

校の先生もある意味で公務員ですね。そういう立

いう答弁では、やはり提案するからには、これま

場ではなしに、そういう公務員的立場でない方を

での人権擁護委員の活動ぶりなり、泉南市だけを

むしろ出してくるということの方が私はふさわし

担当しとるんではないかもわかりませんが、やっ

いと思うんですが、そういう議論なり検討はされ

ぱり泉南市における人権状況を高めていくと、憲

たんでしょうか。

法の精神に近づけていくということですからね。

以上です。

実情がどうであるかということが全然わかってな

○議長（真砂 満君） 向井市長。

かったら、また実情によっては人選のあり方も変

○市長（向井通彦君） 選任の理由について、私の

わってくると思うんですね。いろんな分野、報道

方から御答弁を申し上げます。

関係も弁護士も、また青少年団体等、いろいろど

この人権擁護委員の推薦する基準というのが１

こから選んでもいいわけでしょう。そして、やは

つありまして、「市町村長は、法務大臣に対し、

りその人権問題の特徴によって、新しく選任をす

当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、

る場合には、そういうことは当然選ぶ場合の関心

人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護

になるんじゃないでしょうか。

について理解のある社会事業家、教育者、報道新

全然わかってないと。そんなんじゃ全然、議会

聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、

では議論できないと思いますよ。だから、そこは

労働者、青年等の団体であつて」云々ということ

２回に制限されとるんで、再度答弁していただい

がございます。そういう１つの考え方に沿った中

たら、私そのことについてやっぱり問題があるな

で人選をさしていただいております。

と思っても発言できないような状態、窮屈な議論

したがって、この方も教育者として今日まで活
動をされてこられまして、もう既に退職はされて

になっとるわけですよ。このことは議長にもぜひ
お願いしたいと思います。

おられますけれども、人格、識見ともここに定め

それから、市長が説明した広く社会の実情に通

られております基準といいますか、考え方に合致

じた方ということで、私は先ほど言いましたね、

する方ということで選んでおりますので、御理解

学校の先生の性格というのを。私が提案した中で

いただきたいと思います。

もし選べるとするならば、青少年団体の中からと、

○議長（真砂 満君） 橘人権推進部長。

こうなるわけですね。

○人権推進部長（橘 正三君） 人権擁護委員さん

特に、やはり人権問題て、なかなか進んでいる

につきましては、当然市長が推薦して法務大臣が

ようで進んでない。競争社会になってくるとだん
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だん人権が軽んじられるというのは、これは資本

していただいておりますので、今言われたように

主義社会、競争社会、負け組、勝ち組がはっきり

教育者ばかりだということではございませんで、

してくると、これは物すごく大事な今の社会状況

その辺のバランスもとれているのではないかとい

ですよ。

うふうに考えているところでございますので、御

私も議会に入って、みずから人権というものを

理解をいただきたいと思います。

自分の問題として考える機会が多いわけですけど

○議長（真砂 満君） 橘人権推進部長。

も、そういう点ではやはり一般社会、余り行政の

○人権推進部長（橘 正三君） 人権擁護委員さん

中で経験のない方の方が、実際そういう人権に対

の職務内容といたしましては、自由人権思想に関

する問題を自分の問題として経験された方の方が

する啓発普及をなすこと、民間における人権擁護

私はベターではないかなと思うんで、再度市長に

運動の助長に努めること、人権侵犯事件につきそ

答弁をいただいたんですが、今後のあり方も含め

の救済のため調査及び情報の収集をなし、法務大

て、やはりそういう公的な立場でなかった方を選

臣への報告、関係機関への報告等適切な救済方法

出をしていくと。これは議会の議論の事項ですか

を講ずること、生活困窮者に対し訴訟援助その他

らね。やっぱり議会というのはいろんな立場を代

その人の人権擁護のため適切な救済方法を講ずる

表してここに集まっとるわけですから、そういう

こと、その他人権擁護に努めることというふうに

人たちが同意できるようなことのためには、私は

なっております。

そういう公の立場の経験のない方も委員の中には

具体的には、定例の人権相談を我々人権推進部

加えていただきたいなと思うんですが、意見も加

の方の部屋で行っておりますし、また憲法週間、

えて市長の再度の御答弁をいただきたいと、その

人権週間には特設の人権相談、また当然法務大臣

ように思います。

から委嘱されております人権擁護委員さん個人の

○議長（真砂 満君） 向井市長。

資格でございますので、自宅における人権相談と

○市長（向井通彦君） 現在、本市の人権擁護委員

いうんですか、また電話等で本人さんの方に相談

さんの定数というのは６名になっております。で

があればそれにも応じていただいてるということ

きれば、別に地域の限定はありませんけれども、

で、いろいろな形で活躍をしていただいておりま

できるだけ広い範囲で選んでいきたいということ

す。当然、岸和田の人権擁護委員、法務局の方の

で、今回、現在の擁護委員さんは西信達地区から

所管になりますので、そちらの方の事業にも参加

出ておられる方でございます。したがいまして、

していただいて活躍はされております。

西信地域でどなたかということを一応念頭に置い

ただ、内容がわからないと申し上げましたのは、

て選んでいっております。

人権擁護委員さんが相談を受けられた内容につい

それと、最近の傾向として、できるだけ女性の

ては、当方は承知しておらないということを申し

方にもいろんな役割を果たしていただきたいとい

上げたということでございますので、よろしく御

う意味もございまして、今回は女性の方にお願い

理解のほどをお願い申し上げます。

しようということにいたしております。

○議長（真砂 満君） ほかにございませんか。―

それと、最近の人権相談等で結構多いのが、や

―――以上で本件に対する意見等を終結いたしま

はり学校でのいじめとか、あるいは教育に関する

す。

ことが結構ふえてきておりますので、そういう意

お諮りいたします。本件はこれを了承すること

味も踏まえて教育経験者という形で選ばしていた

に御異議ありませんか。

だいております。

〔「異議なし」の声あり〕

したがって、他に本市におきましてもさまざま

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

な形の方、ボランティアで一生懸命働いておられ

って議案第２号は、原案のとおり了承することに

る方とか、あるいはその地区で活動されてる方と

決しました。

か、そういう方々、いろんな立場の方を推薦をさ
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次に、日程第８、議案第３号 泉南市市税賦課

徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを

ながるというふうに思うんですけども、その範囲

議題といたします。

とか人数、金額、つかんでる範囲で御報告願えま

議案書を朗読させます。

すか。

○議会事務局次長（中野克己君）

○議長（真砂 満君） 大前財務部長。

〔議案書朗読〕

○財務部長（大前輝俊君） 今回、個人住民税に関

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

しまして、第１８条関係で老年者控除の廃止とい

内容の説明を求めます。中谷助役。

うことで、これまで４８万円控除されておりまし

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

た。そして、平成１７年の１月１日から施行とい

案第３号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正

うことで、実質１８年度課税分より適用されるわ

する条例の制定につきまして御説明を申し上げま

けなんですが、影響額といたしましては、１６年

す。

度の課税の状況のベースということで、対象者が

議案書９ページをお開き願います。まず、提案

約１，３００人、影響額が約３，４００万円となって

の理由でございますが、平成１６年度の税制改正

おります。

のうち、平成１６年１１月１０日以降に施行され

以上でございます。

るものについて、本市関係条例において所要の措

○議長（真砂 満君） 大森議員。

置を講ずる必要から本条例を提案するものであり

○１０番（大森和夫君） 国の方針でなかなか市の

ます。

方の考えを反映するのは大変だと思うんですけど

議案書１１ページをお開き願います。改正の内

も、こういう措置というのは、今やっぱり高齢化

容の２点につきまして、概要を御説明申し上げま

の中で、不況の中で、お年寄りによっては増税に

す。

もなるという大変な施策だというふうに、本来な

まず、個人住民税における老年者控除につきま

ら、私は高齢者の立場に立てば増税となって反対

しては、１２月３１日現在に６５歳以上で合計所

するべきものだというふうに思うんですけども、

得額が１，０００万円以下の場合は４８万円の所得

その辺の市のお考え、答えられる範囲で構いませ

控除の適用がございましたが、平成１６年度地方

んので、答弁お願いできますか。

税法等の改正により廃止され、その施行日が平成

○議長（真砂 満君） 大前財務部長。

１７年１月１日のため、平成１８年度課税分より

○財務部長（大前輝俊君） 私ども国の税法が改正

適用されることとなりました。

されましたら、それに従って課税していかなけれ

続きまして、固定資産税に関する事項を御説明

ばならないと考えております。もしも課税しなか

申し上げます。

った場合、交付税としては、当然３，４００万入っ

公有水面埋立法による埋立地のみなし課税に関

たというような形で計算されますので、その７５

しましては、都道府県、市町村、財産区や地方開

％は交付税で算入されるということになりますの

発事業団等については固定資産税の納税義務者等

で、実質２，６００万円程度の歳入が不足するとい

から除かれておりますが、新たに合併特例区を加

うふうになってまいります。私たち今それでなく

えるものでございます。

ても財政事情は厳しいので、地方税法に基づきま

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

して課税さしていただきたいということでござい

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

ます。
○議長（真砂 満君） ほかに。――――松本議員。

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

○９番（松本雪美君） １つだけ大森議員の追加で

質疑はありませんか。――――大森議員。

聞きたいんですけど、そうするとこの高齢者の方

○１０番（大森和夫君） 助役のところ、ちょっと

が控除を受けることができなくなるわけですけど、

聞き逃したんで、申しわけないんですけども、高

年金額でいえば幾らの方から税金がかかってくる

齢者にとってこの控除の廃止というのが増税につ

ということになるんでしょうかね。
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○議長（真砂 満君） 大前財務部長。

でも合併をさせなあかんということで、きのうか

○財務部長（大前輝俊君） 課税の最低限度ですが、

らも議論もありますけども、やはりどんどん、ど

６５歳以上の方で３１３万６，０００円というふう

んどん国は思ったとおりいかないから、それを反

になってまいります。

省するんじゃなしに、より強力な意味で市町村に

○議長（真砂 満君） ほかに。――――小山議員。

いろんな権限を押しつけてくる。そのことに市町

○４番（小山広明君） いとも簡単に３，４００万の

村が防波堤となってその間違いを正していくとい

市民負担がふえるという、こういう説明ですね。

うことが地方自治体の役割だと私は思うんですが、

世の中これ、行政的にはそうせざるを得んのかも

そういう点で市長ね、これから、これだけじゃな

わかりませんが、市民感情、いわゆる政治家の立

いですね。どんどんいろんな形での、改正という

場からいったら、今このような公共的な市民負担

形での改悪が進んでくることは、市長も御存じだ

を認める状況にはないと思うんですね。小泉総理

と思うんですね。市民を守るために政治家市長は

が消費税を値上げする状況はないと、あれが政治

どう頑張るのか、それを市民の中にやっぱり示し

家の発言ですよ。実際からいうたら消費税上げな

ていただくような議案の提案の仕方をぜひしてい

あかんわけでしょう。だから、やはりそういう政

ただきたいと思います。いかがですか。

治の姿がこの泉南市にも見えないといけないんじ

○議長（真砂 満君） 向井市長。

ゃないですか。そのとりでとなるのが地方自治体、

○市長（向井通彦君） これは地方税法の法律改正

特に市長の責任じゃないですか。

に伴って条例改正をするものでございますから、

私はそういう点で、それはお役所的に言えば上

増税になる場合もあるでしょうし、あるいは過去

げないといけないという理由はいっぱい並べられ

においても減税という措置もあったわけでござい

ますけども、市民の生活に立てば、私がきのう言

ますから、それはやはり国の方針、地方税法とい

ったように、１００円値上げしたことで４割から

う法律のもとに各自治体がそれに従って変えてい

減るのが現状ですよ、いろんなさまざまな理由は

くというスタンスでございますから、これは国の

あるとしても。

その法律改正に準じて改正をしていくということ

そういうとこに立つならば、３，４００万、１，３

でございます。

００人の方に影響を与えるようなものを政治的に

○議長（真砂 満君） 小山議員。

私は認めていいのかどうか。もっとほかにいろい

○４番（小山広明君） 何か私が力入れて今の現状

ろ捻出方法がないのかという主張が、この議案を

と政治家市長の役割について、おこがましいかも

提案するのにどこまで市長、政治家として意見が

わかりませんが、意見を申し上げましたが、全く

入っておるのか。それが見えない。

私は通じてないように思いますよ、それはね。

市長はいろいろなところで厳しい意見を国にも

国が決めるんですよ、もちろん。その決め方が

言っとるという発言はありますけども、具体的内

市民の立場に立ったらどうなのかということが大

容は見えないですね、きのうでも。何ぼだったの

事でしょう。あなたは市民に選ばれた。国に選ば

をどこまで押し返したんだと、そういうものの議

れたわけじゃないんですよ、言うまでもなく。そ

論があって、初めて我々は実のある議論に入って

したら、それが市民の立場にとってどうなのか。

いけるんですよ。そういうことで、この問題を市

今も言ったように１００円上げるだけで４割減る、

長はどういうつもりで、この市民生活を眺めた中

これが市の現状ですよ。そこに立つならば、あな

で出してきたのか。私は答弁をいただきたいと思

たは提案に当たっては、あなたの政治家としての

います。

色が出なかったら、市長の提案じゃないでしょう。

それから、この文言の中にいろいろ、合併特例

それはコピーじゃないですか、国からやってきた

区以外の者がとか、いろいろ合併という文言があ

らこうなんだと。ここで議案を議会に出して議会

るんですが、これはやっぱり合併絡みの何か意図

がそれを認めなかったらできないんでしょう、こ

がこの改正の中にあるのかどうかですね。何が何

れはっきり言えば。
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私はそういうことで、やっぱり市長はもっとこ

ましても地区計画の名称の変更が生じましたので、

この議案を出す中に――今の答弁だったら、全く

本条例を提案するものであります。

あなたは手加えてないですね、これは。そう認め

１５ページをお開き願います。改正内容につき

てもいいですか。私は、あなたが主体性を持って、

ましては、各条例中の「泉南都市計画」を「南部

あなたの立場で責任を持って市民に、いや法律が

大阪都市計画」に改正するものであります。

変わったんだから出してきました、そんなもん市

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

民は納得しませんで。私は、それが今、地方自治

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

体に願われておる役割だと思うんです。それがこ

し上げます。

れまでのあり方と違うことを、市長も新しい市会

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

議員を迎えて、あなたも変わってもらわんと困り

質疑はありませんか。――――小山議員。

ますよ、今までと違うやり方を。何も見えないじ

○４番（小山広明君） これ提案をされとるんです

ゃないですか、これやったら。こんなんで議会が

が、改正の根拠法みたいなんあるんですかね。地

どないして認めるんですか。ないんですか、あな

区計画の名称変更には、どこによって名称変更し

たの全く色は。そのまま出してきたんですか。再

たのかですね。

度答えてください。

この変更によって具体的には泉南都市計画とい

○議長（真砂 満君） 向井市長。

うのは南部大阪となったんですが、これはエリア

○市長（向井通彦君） 法治国家でありますから、

が広がったと、字の文言から見れば思うんですが、

こういう税法というものはその根幹にかかわるも

そのことによって実際の運用についてどう変わっ

のでございますから、国の方針、それに従って地

てくるのかということを御説明いただきたいと思

方自治体も遵守をしていくということでございま

います。

す。

○議長（真砂 満君） 馬場都市整備部長。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――以上で本

○都市整備部長（馬場定夫君） 御質問の名称変更

件に対する質疑を終結いたします。

の経過について御説明をさせていただきます。

ただいま議題となっております議案第３号は、

まず、地方分権一括法におきまして改正されま

所管の総務文教常任委員会に付託をいたします。

した都市計画法が平成１３年度に施行されたこと

次に、日程第９、議案第４号 泉南都市計画新

によりまして、市・府の都市計画の役割が明確に

家駅南地区地区計画の区域内における建築物の制

されたわけでございます。その中で、ただいま助

限に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

役の方から御説明ありましたように、本年の４月

ついてを議題といたします。

１日に都市計画区域の広域化に関する名称変更が

議案書を朗読させます。

提案されまして、過日の１１月２６日の本市の都

○議会事務局次長（中野克己君）

市計画審議会におきまして、府から意見照会なり

〔議案書朗読〕

本市のただいま上程されております都市計画関係

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに
内容の説明を求めます。中谷助役。

の部分の関係を付議されまして、泉南市決定に係
る議案としまして９件、府決定の意見照会部分諮

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

問が５件ございまして、それがただいま言いまし

案第４号、泉南都市計画新家駅南地区地区計画の

たように、１１月の２６日に決定されております。

区域内における建築物の制限に関する条例等の一

それを受けまして、本市の関係します条例の表

部を改正する条例の制定につきまして御説明申し

題部分でございます３つの地区計画、新家駅南地

上げます。

区の地区計画、りんくうタウン南・中地区の地区

議案書１３ページをお開き願います。平成１６

計画、樽井三丁目・馬場二丁目地区の地区計画の

年４月１日に施行された都市計画区域の広域化に

条例に対しまして、従前から泉南市都市計画云々

伴う都市計画区域の名称変更により、本市におき

の部分が広域化に伴います南大阪都市計画云々と
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変更するものでございまして、条例部分の冠称の

例はそう運用されていくわけでしょう。今までは

変更をご提案させていただいているものでござい

泉南市だけのことで運用しとったわけでしょう。

ます。

それがこの名前を聞くだけやったら、どこか大き

以上でございます。（小山広明君「これ、文言

な事務所が堺にでもできて、何か申請に行くとき

間違ってまっせ。泉南都市計画、南部大阪都市計

にはそこへ行ってやらなあかんのかとか――いや

画と違うんか」と呼ぶ）泉南都市計画の部分が南

いや手振るけどね、あなたの今の説明だけだった

部大阪と名称変更するものでございます。

らその辺が全然わからないんですよ。大和川のこ

○議長（真砂 満君） 勝手にやらないでください。

とまで泉南でやるんか、変わらんということにな

池上都市整備部次長。

るならばね。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

だから、全然あなたの説明では想像しかできな

夫君） 根拠法令の関係で御質問ございましたの

いので、実際の実務ではわずかなことの変更かも

で、御答弁させていただきます。

わからんけども、なぜ大和川以南になったのかと

都市計画法でございます。以上です。（小山広

いう理由の説明もないし、なったことによって実

明君「まだ残ってるよ」と呼ぶ）

際の事務はどうなるのかという当然の疑問が起こ

○議長（真砂 満君） 小山議員、再度指摘の上、

るでしょう。回数限られとるわけやから、おもん

回数に含みませんのでよろしく。小山議員。

ぱかってちゃんとわかるように丁寧に御説明くだ

○４番（小山広明君） この改正によって具体的な

さいよ。あんた、大和川以南いうたら物すごい広

運用にどういう影響があるのかということを聞い

いじゃないですか。そこを包括した条例、都市計

たつもりなんですが、影響がないのかあるのか。

画法か、地域計画区域云々でしょう。何の影響も

あるとすればどういう影響があるのか。南部、広

ないんですか、ほんとに。なぜないのか、ないん

くなったわけですからね。何かそこを御説明をい

だったらないで、説明してください。

ただきたい。

○議長（真砂 満君） 中谷助役。

○議長（真砂 満君） 池上都市整備部次長。

○助役（中谷 弘君） 先ほど根拠とかいうような

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安
夫君） お答えいたします。

説明をさせていただきましたけども、法律の改正
によって広域化を図るということになったわけで

冠称の変更でございますので――いわゆる名称

ございますが、要するに今、生活の中ではかなり

ですね。今まででしたら都市計画関係の計画決定

広いところまで人が移動するということの中でそ

事案につきましてはすべて泉南都市計画という名

ういう広域化の流れがあるということで、そうい

前がついてたものが、都市計画区域の変更により

う形になってきたわけでございますが、今、大和

まして、大和川以南につきましては南部大阪とい

川以南ということでございますが、大阪府全域を

うことで上の名称ですね、名称の一番頭につく部

４つのブロックに分けてということで、南部大阪

分が変わったということで、中身の変更はござい

については堺から以南２３の団体全部の区域を１

ません。

つの都市計画区域と定めておるわけでございます。

以上です。

それで、これは大阪府区域を４つに割ってるわ

○議長（真砂 満君） 小山議員。

けでございますが、大阪府には大阪府としての都

○４番（小山広明君） いや、だれが考えても今ま

市計画のマスタープランがございまして、大阪府

で泉南都市計画ということで事業をしてきたわけ

は、府が決定すべきような広域的な幹線道路とか

でしょう。それが大和川以南を一括にしてやると

幹線事項につきまして都市計画決定をするという

なれば、例えば事務所をどこに置くんか知りませ

ことでございまして、市町村については、市町村

んが――いやいや、僕は聞いとるんですよ。エリ

の区域の中で個別的な都市計画について、市内の

アが大和川以南になったんでしょう、今の説明で

市道とか公園とか、その辺の都市計画の決定等に

は。大和川以南のこの関係する法律というか、条

つきましては現在の行っている部分と同じ形で、
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市町村に密着した分については従来の形と同じ形

することとし、従前の泉南市あき地の適正管理に

で都市計画区域の決定等は行っていくということ

関する条例は、本条例にその内容を統合するため

でございますんで、今の都市計画のやり方として

廃止するものであります。

は変わらないんですけども、広域的なものをやり

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

やすいという形の中で、そういう流れとして変わ

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

ってきたということで御理解を賜りたいというふ

し上げます。

うに思います。

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

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

質疑はありませんか。――――松本議員。
○９番（松本雪美君） この泉南市きれいなまちづ

ただいま議題となっております議案第４号は、
所管の産業建設常任委員会に付託いたします。

くり条例というのは、できるだけだれが読んでも
わかるようなものに、ふさわしいものに、市民が

次に、日程第１０、議案第５号 泉南市きれい

わかりやすいものにしようということで、いろい

なまちづくり条例の制定についてを議題といたし

ろ字句の修正なんかも行われたと、こういうふう

ます。

に聞いてるんですけれども、これは条例制定され

議案書を朗読させます。

た場合、市民に対してはこんな条例ができました

○議会事務局次長（中野克己君）

よということを啓発をしていくことも大事だろう

〔議案書朗読〕

と思いますし、当然、常識の行為でない非常識な

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに
内容の説明を求めます。中谷助役。

行為で、ごみを捨てたりとか、いろんな看板を電
柱に張ったりとか、そういうことがもし行われた

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

場合、当然そういう場合については注意やとか勧

案第５号、泉南市きれいなまちづくり条例の制定

告やとか、そういうことはするということと、そ

につきまして御説明申し上げます。

れからそういうことが規定づけられてるわけです

議案書１７ページをお開き願います。本条例の

けれども、もしそういうことを注意した場合、聞

制定により、空き缶、たばこの吸い殻等のごみの

かなかった場合はどういうことになるんでしょう

散乱や空き地の放置などによる生活環境及びまち

か。

の美観の阻害を防止し、地域の人々や泉南市を訪

それから、当然、まちをきれいにするというこ

れた人々にとって美しい魅力あるまちづくりを推

とですから、そういう人がたくさん集まる場所に

進するものであります。

は最低限ごみ箱の設置なんかも１つは考えていく

条例の内容につきましては、１９ページから２
１ページをお開き願います。

ことも必要ではないかなというような気もするん
ですけれども、ごみ箱を設置すれば当然その回収

第３条から第６条におきましては、市の責務、

ということも起こってくるでしょうが、自分で出

市民等の責務、事業者の責務及び空き地所有者等

したごみは自分で処理するというのは基本です。

の責務を規定し、第７条におきましては投棄の禁

それはわかってるんです。わかってますが、そう

止を規定、第８条及び第９条におきましては回収

いうことを守らない人も出てきて放置されてると

容器の設置・管理及び空き地の管理に関する義務

いう、ごみの捨て場になってる部分というのもよ

規定を置き、第１１条及び第１２条にはこれらの

く見かけるんですよ。そういうときの対応という

義務規定に違反した場合の勧告及び氏名等の公表

のはどうされるんでしょうかね。

に関する規定を置いたものであります。

先日も、樽井の漁港へ行ったときに、もう大変

なお、張り紙、張り札等の屋外広告物につきま

なごみで、もう見るに忍びないんですよ。そした

しても、第１０条におきまして上位法令を遵守す

ら、心ある人はそういうごみを集めて海岸で燃や

る旨の原則規定を置いたものであります。

して、一定ボランティアみたいにして処理をして

また、この条例は平成１７年４月１日から施行
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くれてた方がいらっしゃいましたわ。私は、そう

いうものを含めて、勝手に燃やしたらダイオキシ

ついてもいろいろ発表さしていただいて、いろん

ンのこともあるだろうということで、そういうこ

な対応というんですか、市民ぐるみでまちをきれ

とも注意受ける場合もあり得ますよね。

いにしていきたいというふうに思いますんで、よ

だから、ボランティアの人たちも、そういうこ

ろしくお願いします。

とをしたいと思ってもできない場合もあるわけで

○議長（真砂 満君） 松本議員。

すからね、一定そういうごみ処理の問題について

○９番（松本雪美君） ちょっと樽井の港のことを

は、こういうもので縛れなくて、本当にごみが山

例に出さしてもらったんですけれども、見るに無

盛りになってるときに、一体どうしたらいいんか

残な状態というのがあらわにある場合、そういう

ということを、やっぱりきちっと具体的にどうす

場合はどこにどういうふうに言っていったらいい

ればいいかということを言ってあげらなあかんと

んですかね。これは、まちをきれいにしたいとい

思うんですよ。相談に来られた方もいらっしゃい

う住民の思いが私たちに寄せられて、どうしたら

ますしね。その辺については、どんなふうに対応

いいんやと、ごみ箱もないでと、固めてもごみ箱

されていくのでしょうか。

もないと、せめてもごみ箱ぐらい置いてくれよと、

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

こういう意見が出てますね。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） １点目の件で

そういうことを含めて、まちをきれいにすると

ございますけれども、今回の条例をつくって注意

いう思いから、泉南市としてもそういうことには、

しても聞かなかった場合とかいうようなことでご

当然その団体とかいろいろあるでしょうけれども、

ざいますけども、この条例の中で書かしていただ

注文をつけたりとか、そういうことも起こってく

いてますように、勧告とか、最大限公表というこ

るんでしょうかね。ちょっとその辺のことについ

とになるんですけれども、お名前の公表をして、

ては、どう住民としたら対応したらいいのか、聞

この辺のところをきちっと守っていただけなかっ

かせてください。

たという形になるかなというふうに思います。
２点目ですけども、ごみが山盛りになってると

○議長（真砂 満君） 宮内環境整備課長。
○市民生活環境部環境整備課長（宮内忠司君） お

いうような場合ということでございますけれども、

答えいたします。

またこのようなとき、公共的なものとかいうとき

先ほども漁港という具体例を挙げて御質問いた

につきましては、いろんな方法をお話ししていた

だいたわけです。先ほど部長がお答えさしていた

だきましたら、まとめていただくとかいうふうに

だきましたように、やはり基本的にはその管理と

なりますと、回収とかそんな形のものは、公共的

いうんですか、その管理者の義務かなという感じ

な話については考えさしていただきたいと思いま

はいたします。

す。

ただ、もちろん私どもの方、まず御一報、よく

ただ、個人的なものにつきましては、原則はや

あることですけども、御連絡いただければ、現場

はりごみは自分たちで処分していただくと。お持

確認の上、その管理者と協議しながら進めるとい

ち帰りいただくとか、そういう形が一番適切かな

うのが実際の実務、そんなふうに行っていきたい

というふうに思いますんで、その時々に応じた形

と思います。

の対応をさしていただきたいと思います。

以上です。

申しわけございませんでした。これからこの条

○議長（真砂 満君） 成田議員。

例が制定されますと、市民の方々にはいろんな形

○１６番（成田政彦君） 素朴な疑問ですけど、今、

での啓発を進めていきたい。当然、広報誌なんか

犬の飼育者が非常にふえて、市道とかそういうと

でもこんな条例ができましたよというような形は

こに、公園もそうですけど、都市においては犬の

進めていきたいと思います。

ふんの条例をつくって自分で非常に厳しい規制を

並びに、この条例を制定いたしましたら、あと

加えてるとこがあるんですけど、これはそれが抜

またいろんな形で拡大的に出てくるような施策に

けとるからね。犬のふんも、まあそら使用者が自
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分で取りゃそれだけど、空き缶だって自分で飲ん

からね。少しはそういう点を入れて飼育者に注意

で捨てるんだから――いや、ほんま、犬のふんと

を喚起すると。犬を飼ってはいかんと、そういう

いうのは今、社会的に大きな問題で非常に困って、

こと言うとるんと違いまっせ。きちっとそういう

そのふんのするとこまで用意せえて、そういう要

後始末は迷惑かけぬようにするということが僕は

求の出とる市もあるからね。

必要やと思うんですけど、それはどうですか。

だから、犬のああいう点については、これはな

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

ぜ抜けたのか。これは要求されたらやる。岬町は

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 成田議員の御

何かそういう条例ができとると聞いとるけど――

意見、先ほども私、御答弁さしていただきました

いや、できとんねや。そういう条例できてる。あ

ように、我々としても議論はしたわけでございま

るねん。泉南市もこの中に何で――入れた方がえ

すけれども、先ほど言ったような理由で、犬のふ

えと僕は思うんだけどね。その辺どうですか、そ

んもごみというような形の中で含んでおるという

ういうような犬のふんは。

ことで今回つくらしていただいたということでご

○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） 確かに今、成
田議員御指摘の部分につきましては、この条例を

ざいます。よろしくお願いします。
○議長（真砂 満君） ほかに。――――成田議員。
○１６番（成田政彦君） 僕の聞いとるのは、ＡＢ

つくるときにいろいろ議論さしていただきました。

Ｃ委員会がこの犬のふんとか、こういうやつを全

ただ、結論的には、ペットの管理ということにつ

市内に張っとるでしょう。だから僕、聞いとんね

きましては、やはり飼っておられる御本人のマナ

や。あれ張るとしたら、きれいなまちづくりをす

ーの問題が非常に多い。行政の方からその辺のか

るために犬のふんは注意しましょうとか、それか

かわりを持っていくというのは、非常に難しいん

らごみを捨てない、そういうやつを全市内に張っ

ではないか。

とるやん。だから、きれいなまちづくりをするな

それと、もう１つは、大阪府動物愛護及び管理

ら、ＡＢＣ委員会が同じようなあんな絵をつくっ

に関する条例と、これは既にございますので、そ

てやっとるんだから、なぜそれだけ抜けたか疑問

の辺のところで対応できるんではないんかという

だと言うとるわけよ。だから、これも「紙くずそ

ことで、今回その辺のところはごみ等という形の

の他これらに類するもの」に入るのかね。それを

中で表現さしていただいているということでござ

ちょっと聞きたかったんや。

いますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（真砂 満君） 明確にお願いします。梶本

○議長（真砂 満君） 成田議員。

市民生活環境部長。

○１６番（成田政彦君） 例えば、泉南の市立の公

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） お答えさして

園の砂場とかああいうところやね。ごっつい犬の

もらいます。

ふんで、子供たちが遊ぶときに非常に困っとると。

第２条の中の用語の意味、この中の（１）の

犬のふんの処分をどうするんやと。都市によって

「ごみ 空き缶」とかいう中であります「紙くず

は、砂場に市が網をかぶせるとか、そういうこと

その他」、その他の中に先ほどおっしゃられまし

までやってむだなお金を使わなきゃならないとい

た犬のふんとかそういうものを入れているという

うことが大分言われとるんです。

ことでございます。よろしくお願いします。

例えばマナーという問題やったら、そらあなた

○議長（真砂 満君） ほかに。――――井原議員。

の言うとおりです。しかし、例えば空き缶を捨て

○８番（井原正太郎君） このきれいなまちづくり

ようとした人を注意すると。これはマナーで、犬

条例については、私の認識は、前回も担当部の方

を飼っとる人がそこでふんを取らんかったとき注

で非常に御苦労いただいて形を整えてまいった経

意すると。これは同じような行為であるもんで、

過がある中で、特に罰則規定ということがかねて

やっぱりマナーとして、マナーを言うならば、や

から問題になったと思うんですね。今回も投棄の

っぱり犬のふんあたり、これ全市内的な問題です

禁止であったり、あるいは勧告であったり、公表
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であったり立入検査と、このようにとどまってお

それから、この経過措置の中の３がありますね。

るんですけども、罰則規定まで入れなかった背景

泉南市あき地の適正管理に関する条例は廃止をす

は何なのかということを示していただきたいと思

るというふうなことになっておるんですが、この

います。

泉南市あき地の適正管理に関する条例、ここはか

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

なり厳しい罰則規定があるんですね。もちろん、

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 井原議員の御

管理者の責務は言われておるんですが、指導、勧

質問です。

告、それから措置命令、代執行までできるという

罰則、罰金というんですか、こういうことも含

ふうな内容になっとるんですね。このようなもの

まれるかと思うんですけど、具体例では罰金なん

がこの条例を制定することによって廃止になると

か施行しているというところにつきましては、近

いうことは、私はマイナスになるところが非常に

所では和歌山市とか阪南市さんが空き缶のポイ捨

多いんじゃないかな。

てとか、そういうふうなことで規定されてるかと

現に私は今、松本議員も例を出して質問されて

いうふうに思います。最も有名なのは東京の千代

おったんですけども、空き地の管理が悪くてどう

田区で、たばこのポイ捨てとかそういうような形

しようもないというような地域があります。問題

で過料を実施しているというようなことでござい

提起をしておるわけなんですが、結論からいえば、

ます。

言うことをきかなんだら管理者に措置命令から代

このような事実はございますけれども、実際我

執行まで及ぶようなものが、この新しい条例では

々もこの辺のことを協議というんですか、進めて

そういうことできませんね。だから、非常に後退

いく中で、確かに抑止効果というのはあるかなと

した、この条例を制定したことによって後退した

思うんです。ただ、その罰金を徴収するとかその

内容になりはしないかと非常に危惧するわけです

辺になりますと、非常に実務的に難しい面がたく

が、この点いかがですか。

さん出てまいります。これがあれで、和歌山さん

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

とか阪南さんも事実そういうのは設けてはおるん

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 今、井原議員

ですけれども、実際その科料を徴収したというふ

御指摘のとおり、あき地管理条例の中では代執行

うなことは聞いておりません。千代田区の方にお

ができるというような形になっております。そう

きましても、当初はそういう形でいっております

いう形にはなっておるわけでございますけど、こ

けども、現在は徴収してないというようなことを

れ昭和５４年ぐらいにできまして、ほぼ２０年ぐ

言っておられます。

らいたつんですかね。これぐらいたっておるんで

ですから、その辺の実務的に非常に無理が出て

すけども、実際のところは代執行までした覚えと

くるんではないんかなという意味で、今回そこま

いうのはございません。なぜかといいますと、や

で入れなかったということでございますんで、よ

はり空き地の草刈りということでございますので、

ろしくお願いしたいと思います。

そのときに一度代執行いたしますと、半年もすれ

○議長（真砂 満君） 井原議員。

ばまた次の草が生えてくる、そうなっていきます

○８番（井原正太郎君） 何も罰則そのものを私は

と、どんどん、どんどん代執行が積み重なってい

了とするわけではないんですけども、もうちょっ

って、その費用面の回収、この辺のところはしな

とこの条例を生きたものにするためには、先進都

ければならないんですけれども、実際のとこその

市の例にもありますように、やっぱり泉南市はひ

ような形にはならないんかなというふうに思いま

とつこの辺が、例えば学校区であったり、あるい

す。ですから、今まで代執行したことがないとい

はまた健康、保健の区域であったり、そういうふ

うことが１点でございます。

うな特色のある地域に関しては特色のあるような

今回、この美しいまちづくり条例をつくったら

制約を設けてもいいんじゃないかなというふうな

空き地の管理はどのようになるかということでご

ことから、このような質問をさせてもらいました。

ざいますけども、その代執行をとりますと、今ま
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でやっておりませんので、現在と同じような形で

というような形が出てまいります。ですから、こ

持ち主の方に我々の方から行政指導をさしていた

れは持ち主にとってどちらになるんかわかりませ

だいて、早く草を刈っていただきたいというよう

んけれども、その辺の制度も今回設けております

な形で何回も何回もお願いするというような形が

ので、今度はまた違う、今までのあき地管理条例

続いていくかと思います。

と違うような形の対応でもって、その辺のところ

ですから、今回条例は廃止いたしますけれども、

の処理はできればなというふうに考えているとこ

進め方としては今までと何ら変わりなくやってい

ろでございます。

くつもりでございますんで、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） ほかに。――――島原議員。

○議長（真砂 満君） 井原議員。

○１７番（島原正嗣君） 付託する委員会に私は属

○８番（井原正太郎君） 空き地の管理で、えらい

しておりませんからお尋ねするわけですが、これ

すんません、３回目になりますが、今草刈り等の

は総務常任委員会の場でもちょっとお尋ねをした

例を出されたんですが、私が当局、担当部にいつ

んですが、この条例自体は一種の法律行為ですわ

もお願いしておる事案に関しては、かなり深刻な

な。日本は法治国家ですから、権利、義務という

もんですね。穴があって非常にヤブカが発生して

ものも発生しますから、その中には加害者、被害

困っとる、あるいは建物が風のたびに近隣の方の

者というのは必ず出てくると。そういう点からす

お家に接触してもう困り果てとると。これが１０

れば、今、井原議員さんの方から御指摘のありま

年、大きな事件から大変な月日を刻んできとるわ

した一定の賞と罰の規則、あってもどうかなとい

けです。それで何もできない。この事実がありま

うような感じがいたします。

すね。

問題は、お尋ねしたいのは、前回これ所管の常

そんなことは、単なる注意、注意、注意で済ま

任委員会でいろいろ議論されて、出したのか出さ

していいものかどうか。今回のこういう条例でさ

ないのかちょっと忘れましたけども、出すといっ

らにそれが緩和されるようなことになったら、私

て１回引っ込めましたわな、これ。あと、白紙に

は非常に残念だなと思うんです。

した後の検討をした結果がこの今出されてる条例

今は草刈りの例で答弁いただきましたけども、

ですけれども、前回の条例と今回提出をされまし

大きな穴があって水がたまっておる、建物が中途

た条例とどこが違うのか、どういうことを改正し

半端な管理で、それが風の吹くたびに近隣の建物

たのか、どういうことを検討されたのか、一回お

に接触する、あるいは物が飛んできて困っとると、

伺いをしたい。これが１点です。

こういうふうな事例は現によく御存じやと思うん

それと、空き地管理の問題でありますけれども、

ですね。

必ずしも民間の方が保有してる空き地だけではな

そういうふうなことからすると、僕はもっと厳

しに、我々樫井川の周辺に住んでおりますから、

格な条例制定と、そしてあき地管理条例そのもの

河川敷の斜めになったとこ、若いときは河川敷へ

がなくなるというのは非常に残念だなというふう

上がって草を刈ったり溝掃除もしましたけども、

に考えますので、再度答弁をお願いします。

その管理は、二級河川は御存じのように大阪府の

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

管理ですわね、これ。そういうとこも、府の方に

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 今回、この美

対してもやっぱりきちっとした――市の場合もそ

しいまちづくり条例を制定いたしますと、今まで

うですけども、何も民間だけの規制ではなしに、

以上には、あき地管理条例の中では代執行という

そういう官庁が抱えている空き地空間についても

とこがありましたけど、実際行っていない。今度

きちっとした対応をしていくというふうにやる必

は、美しいまちづくり条例の中では、氏名の公表、

要があるのではないかなというふうに思います。

持ち主さんが管理していただかなければならない

まず、それから答えてください。

のに放置したりするようなときには、氏名の公表

○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） １点目の前回

もう１つは、原則はきれいなまちにしたいと、

のときとということでございますが、今回の条例

こういう御説明でございますけども、何やごみや

につきましては、昨年の１２月議会前にございま

とかたばことか、あるいは空き缶とかいうだけの

す委員協議会の方に一度目の素案というんですか、

問題でなしに、きれいなまちにしたいというんな

そのときは美化推進条例ということでしたけれど

ら、もっともっと根本的なまちをきれいにする方

も、そのとき出さしていただきました。そのとき

法があるんじゃないですか、ごみ以外に。例えば、

から議論をいただいて、１６年の２月の５日、２

これだけもう電柱が立ち並び――電柱だけじゃな

月の２４日という形で御議論をいろいろいただい

く、電話の線もそうですけども、例えば私の前な

たところでございます。

んか、昔はもう二、三本しかなかったんですよ、

それから以降、厚生消防の委員さんにおかれま

電柱にしても。今は読んだら１５０本立ってます。

しては、５月に北海道の方の視察に行かれまして、

電柱の数はもう針の糸のようで、ごちゃごちゃっ

この辺の美化条例ですね、これらのことについて

とずうっと張りめぐらしてますよ。

も勉強されてきたところでございます。

これも１つは、やっぱり生活上、その地域にお

その前、９月前の協議会の方に私どもの方から、

る方は環境上問題があるという理解をしてもらわ

この条例案とそれから今までの条例案ですね、普

ないと困りますよ。風なんかでも、今まで電柱に

通のタイプの分と二手を出さしていただきまして

当たった風が、１本や２本やったらしれてますけ

いろいろ御意見を聞いたところでございます。

ども、そこへ１０本も２０本もあったらヒューヒ

ですから、一番最初のときの条例とというふう

ューいうて、えらいもう風の音が何か当たってる

になりますと、大きな違いは、今回はです・ます

ような感じを受けるんですね、その周辺に住んで

調の形で条例をつくらしていただいております。

る人は。

ですから、その語尾がです、何々しますという形
になっております。

それはそれでよろしいんですけども、例えば本
当に泉南市が日本一のきれいな住環境をつくると

それと、条例の性質といたしまして、やはり宣

いうなら、我々よく空港委員会で鹿児島空港に行

言条例的なもの、市民の皆さんと一緒にまちをき

きましたわね。この中で行ってるかどうか、行政

れいにしましょうというみんなの気持ちを出すと

はわかりませんけども、昔あった鹿児島空港とい

いうんですか、気持ちで一緒にやっていきましょ

うのは海岸の近くにあったと思うんですが、今は

うというような形の条例に姿勢が変わっていると

山の方に上がってるんですが、その昔あった空港

いうことでございます。

なんか、もう電柱は１本もありませんよ。鹿児島

２点目の河川敷でございますけども、これはも

県でもモデル地域になってますけども、今やって

う当然管理主体が大阪府であれば大阪府にもその

る宅地行政なんかは、すべてもうコストが高くつ

辺の管理というのを適切にやっていただきたい。

くから電柱にということでおしまいにしてるんで

泉南市は特に今回この条例が定まりますと、この

しょうけども、埋設できるようなモデル地域も、

条例もできましたので、大阪府にはその趣旨を徹

そうおっしゃるなら考えていく必要があるんじゃ

底していただきたい、このような形でお話しして

ないですかね。私はそう思いますよ。

いきたいと思います。

たばこや空き缶も問題ですけども、かえって電

以上でございます。

柱や電信関係の建物自体でも私は美観を阻害して

○議長（真砂 満君） 島原議員。

いる問題になってくるんじゃないかなというふう

○１７番（島原正嗣君） 前回準備した条例内容と

に思いますよ。これはやっぱり将来の本市の都市

今回提案してる内容というのは、そない変化がな

計画上、一考を要する問題じゃないですか。

いということですね、ある意味では。そういうこ

それと、今直ちに条例を変えてそうせえと言う

となのか、そういう理解でよろしいかな。これが

んじゃないんですけども、将来的にはそういう電

１点です。

柱のない泉南市、モデル的な地域泉南市と言える
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ような美化条例を考えていくべきではないか。今

ＰＲをして、本当にみずからきれいなまちをつく

出されているのは、ごくごく人間として自然の生

ろうというアピールをするというふうな考え方は

活の中で義務というんですか、それを果たしなさ

将来あるのかどうか一回御答弁いただきたい。

いと、違法行為はやりなさんなという勧告的な条

以上です。

例ですからね、これは仕方ないにしても、そうい

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

う点ではやっぱりもう少し将来考えていくべきで

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） まず、１点目

はないかというように思います。国際都市という

の一番最初に出した条例と今回変化があるのかと

のはそんなもんと違いますか。私はそう思うんで

いうことでございますけれども、策定して各委員

すが、その認識について。

さんの御意見を聞く中で、いろんな御意見をいた

それと、いずれにしても不法条件か不法行為か

だきました。そして、特に変わっておるというの

ということで違いますね。不法条件というのは、

は、屋外広告物の分を今回の条例の中に追加さし

余り規則や犯罪、悪いことに対しての罰則をつけ

ていただいてるということが大きな変更点ではな

るのはどうかなと思いますが、不法行為というこ

いかなというふうに思います。

とになりますと、民法上やっぱりちゃんと被害者

ほかについては、語尾とかその辺のところの改

は守られるという法律があるわけでありますから、

訂はいろいろございました。御意見としては、罰

先ほど井原先生がおっしゃったように、一定の罰

則の御意見も十分拝聴したところでございますが、

則規定というものは将来考えていくべきじゃない

今回こういうふうな宣言条例ということでござい

かなと思います。

ましたので、その辺のところを、御意見として賜

成田議員おっしゃったように、私も夕べ遅なっ
たから、ちょっと残業しておりまして９時半ごろ

ったんですけれども、入れてないというのが事実
でございます。

市役所を出て家へ帰った。駐車場に入ると、えら

それから、電柱のないまちなんですけれども、

い、ちり紙があちこち散乱して、また犬のふんこ

やはりこれはいっときそのようなまち自身を電柱

こへしたん違うかなと思って行ったんですよ。こ

をなくして地中化しますというふうな形で、一部

れはほかしとかなあかんと思ってぱっとやったら、

のモデル地区をつくったりというふうな場所も日

人間のうんこなんよ。ああいう建物ですから、わ

本であることも確かに聞いております。

からんとこに急を要する場合がありますから、し

ただ、本市の取り組みとしてそれを今から既存

てくれたんだと思うんですけども、私にとっては

のまちの中でできていくのかというと、なかなか

大変ありがた迷惑なんです。

非常な費用も方法もかかってくると思います。で

犬のふんも、この前も委員会で言いましたよう

すから、今回はごみの件からスタートして、泉南

に、そりゃ、ふんと言えるかどうか。最近のワン

のまちを少しでもきれいにできたらなというふう

ちゃんは大きいから、大変、歩いたり踏んだり越

なことでございますので、この辺のところはよろ

えたりしますから、美観的に心証を害する部分も

しくお願いしたいと思います。

ありますから、どこかに書いてるという話ですけ

それから、あと、今後市民の人との協力という

れども、家庭で飼うてるこんなちっちゃいワンち

ことでございます。我々もこのきれいなまちづく

ゃんは別ですけども、そら僕らより大きい犬を３

り条例ができ上がりますと、あと市民の人に啓発

匹も４匹も連れて歩く。私の地域は最近随分と人

をさしていただいて、現在ありますアドプト制度、

間の人通りも多うなりましたんで、そういうこと

例えば道路を地区の人たちで掃除してくれるよう

についてもやっぱりきちっと整理していけるよう

な制度とか、公園の制度とか、このようなものの

な、あるいは地域が皆協力してきれいなまちにで

後押しもひとつしていきたいなというふうに思っ

きるようなことをやってほしいなと思います。

てますし、それから、屋外広告物につきましても、

それから、ボランティアの方々にもひとつ、我

最近ほかの市では市民に対してそういう撤去を委

々も地域的にはやってますけども、もっと市から

託できるというような制度もございます。ですか
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ら、この辺のところも市民の方々と一緒になって

○議長（真砂 満君） 東議員。

きれいなまちを目指して進めていきたいというふ

○１２番（東 重弘君） それでは、この条文はこ

うに考えてますんで、よろしくお願いしたいと思

のまま残してこの条例を議会に提案するというこ

います。

とですが、午前の監査委員に対する質疑の中にも

○議長（真砂 満君） 島原議員。

滞納問題がございました。税の滞納は国民の３大

○１７番（島原正嗣君） 質問ではなしに、意見を

義務の１つの義務を果たさない、こういうことに

言わしていただきます。

なろうかと思いますが、先年どこかの公園を買収

せっかくこんな立派な、苦労して所管の常任委

するときに滞納問題が出まして、議会としても９

員会等でも検討されたわけですから、私は条例を

８、１００条というような話も出ました。当時の

つくること自体は何も拒否をするんではありませ

助役は、たとえ１００条であっても名前は公表し

ん。ただ、仏つくって魂入れずでは、せっかくの

ませんと。私は、この条例の定めるものと納税の

この条例も生きてこないわけでありますから、こ

義務というのは、おのずと重みが違うと思うんで

れが生かせるような、全市民に対しても協力を要

すね。これは公開するけども、守秘義務で公開せ

請して、一人一人の市民が本当に善意な行為でや

えへんと、こういうことにはどういう説明をして

ると、きれいなまちになったと言えるよう、やっ

いただけるんか、ひとつよろしくお願いします。

ぱり市長が中心になってぜひこの条例の的確な運

○議長（真砂 満君） 梶本市民生活環境部長。

用に当たりますように、ひとつ希望意見として申

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） ただいまの御

し上げます。

質問でございます。

以上です。

現在、市の中では行政手続条例、こういうもの

○議長（真砂 満君） ほかに。――――東議員。

がございます。ですから、その手続に従った中で

○１２番（東 重弘君） １つだけ簡単にお聞きを

公表に向けてその辺の先ほど言うた検討委員会で

したいと思います。

すね、その中で議論をいたしましてやっていく。

１２条の名前の公表についてでありますが、こ

ですから、公表するという形のその手続を踏むた

れを適用すると積極的情報の公開ということにな

めに検討委員会の中で考えていきたい、このよう

ろうかと思うんですが、守秘義務との関係をどの

に考えてますんで、よろしくお願いします。

ように考えておられるのか、まずそれからお聞き

○議長（真砂 満君） ほかの部署の答弁ないです

して、次、質問さしていただきます。

か。――――市民生活環境部長。

○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） 先ほどの件、

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 氏名の公表と

ちょっとややこしいお話で申しわけございません。

いうことでございますが、その時々の事例にもい

行政手続の中で名前を公表しますということに

ろいろよってまいります。まず、個人なのか会社

しますときに、当然その中で御本人に対する弁明

組織なのか、その辺の取り扱いも当然変わってく

の期間というのがございます。ですから、それを

るかと思います。

我々行政手続で、特にそういうふうな処分が起き

それと、公表に当たっては、やはり我々ちょっ

てきたときに、こういう形で処分をさしていただ

と今考えておりますのは、公表するかどうかとい

きますよ、公表さしていただきますよと。その次

うんですか、それらを含めて検討委員会のような

には、手続法の中で出てくるのが２週間ぐらいの

ものを我々だけではなくて組織をした上で、その

弁明の機会があります。ですから、その弁明の間

公表に当たっての取り扱いを考えていきたいとい

でどのような形になるのか。それを過ぎて我々の

うことでございます。その部分はもう少し時間を

方で今回行政処分する中の分で公表しますよとい

いただいた上でまとめていこうというふうなこと

うことについて何の対応もなければ、これは公表

で考えておりますんで、よろしくお願いしたいと

さしていただくと、こういう流れになってくると

思います。

いうことです。ややこしいですけど。
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○議長（真砂 満君） 守秘義務との整合性の問題

するということになると思います。

も言われておりますけども、そのことに対しての

ですから、その一定一定の事案によって、それ

答弁ございませんが、環境整備部以外での答弁ご

が実際に一定の利益を害するとか、その辺の判断

ざいませんか。――――総務部長。

というのが一番大事になってこようかと、こうい

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

うふうに思います。それは守秘義務に反すること

○議長（真砂 満君） 小山議員。

か否かという、要するに解釈ということでござい

○４番（小山広明君） 今の議論を聞いておると、

ます。

条文は公表するとなっとるんでしょう。この内容

○議長（真砂 満君） 東議員。

は公表するということを原則に決めとるわけやか

○１２番（東 重弘君） 今おっしゃってんのは行

ら、今の議論は僕はちょっとすれ違っとると思う

政の判断でしょう。こちらは何かに諮って決める

んですね。ちょっと議長、整理していただきたい。

って……。おかしいんと違う。第一、この条例を

この事案は、こういう場合には公表するというこ

出すときに、そういうことは先に組織をつくるな

とで提案があるんですよ。それを検討委員会にし

り、それと今言ってるように、利益を阻害するて、

て、もし公表しないということが決められるとい

３大義務を私は言うてるのに、払わん者の利益と

う答弁もおかしいし、今の質問者も公表どうなん

いうのは何を守ってやるんですか。これも利益を

ねと、それは議会でちゃんとしたらいいんですよ。

害しますよ。子供は、そんなん公表されたら、あ

（発言する者あり）ちょっとすれ違ってますよ。

そこのお父さんはほって皆に迷惑かけてると、そ

手を挙げて言うてくださいよ。僕はそう思うんだ

ういうことになるんじゃないですか。そういう議

から。

論でいくと、すべて利益を、今、島原議員が言わ

○議長（真砂 満君） 小山議員の御意見ですが、

れた不法行為に絡むようなものを公表すると利益

私は先ほど議長の責で促しているように、質問者

を阻害するんじゃないですか。

の質問に十分にまだお答えいただいてないという

私はそう思うんで、どうも答弁としては不十分、

ふうに判断をさしていただいて、今、総務部長を

議長の判断、もうこれで３回目ですから、議長に

指名いたしました。答弁をいただきたいというふ

お任せしますけれども、その辺の答弁はしっかり

うに思います。谷総務部長。

していただきたい。

○総務部長（谷 純一君） 職員の守秘義務につい
ての解釈でございますけれども、これは地方公務

○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） 何回も申しわ

員法の第３４条に秘密を守る義務というのがござ
います。その中で、職員は職務上知り得た秘密を

けございません。
先ほど私言ってます検討委員会といいますのは、

漏らしてはならないと。それは職を退いた後もま

氏名公表の処分に当たるかどうかの前段でいろん

た同様とすると、こういったことがありまして、

な形の守られないことがあったら、それをするか

ただ、この秘密というのはどういうものかという

どうかをそこで決める。それで、そこに決めた場

のは、これはいつも議論されるんですけども、一

合は、先ほど言ったような形で公表という行政処

般的に了知されていない事実であって、それを一

分に入ってまいります。

般に了知せしめることが一定の利益の侵害になる

それで、先ほどの利益の件がございますけれど

といった、そういった客観的に考えられるものを

も、これは行政手続法の中で、その方々に先ほど

言うと、こういうふうに規定されております。

言いましたような形で弁明の機会を与える、それ

ですので、この守秘義務といいますのは、それ

の期間の猶予を持たす、それで弁明がなければそ

を例えば公表するということで、個人的に、ある

のまま行政処分の中の公表をすると、こういう並

いは事業者でもそうですけども、それで利益の侵

びになっていくと思います。

害になるというふうに想定されるというんですか、
解釈されるというときには、それは守秘義務に反
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ですから、ちょっと答弁いろいろややこしくて
非常に申しわけございませんけども、今言ったの

が最終的な考え方でございますんで、よろしくお

○議長（真砂 満君） ほかに。――――小山議員

願いしたいと思います。

には、手は挙がっておるんですが、厚生消防常任

〔東 重弘君「議長、ちょっと１点だけ。もう

委員会にこの案件につきましては付託をさしてい

あきまへんか」と呼ぶ〕

ただきますので、十分にその委員会で御議論をい

○議長（真砂 満君） 付託案件でございますので

ただきたい、御質疑をいただきたいというふうに

……（東 重弘君「そのことをお願いしようと思

思いますので、この場での質疑につきましては御

うんですが。もうよろしいわ、そうしたら」と呼

遠慮いただきたいというふうに思います。

ぶ）――――わかりました。東議員。

ほかに。（小山広明君「そんなん、おかしいで

○１２番（東 重弘君） 部長ね、原課の今の答弁

すよ。そのことを踏まえて質問してくださいとい

ですよ、ずっと。私は、再質はそういう質問して

うのが今までのパターンじゃないですか。おかし

ない。議長もお示しのように、付託議案でござい

いじゃないですか、それは」と呼ぶ）運営は私に

ますから、こういう議論があったということを含

任されておりますので、そういうふうに判断をさ

んで十分審議していただきたい、このように思い

していただいております。（小山広明君「そんな

ますから、これで終わります。

ことはあなたに任されてないよ、こんなもの」と

○議長（真砂 満君） ほかに。

呼ぶ）

〔北出寧啓君「議事進行」と呼ぶ〕

以上で本件に対する質疑を終結いたします。た

○議長（真砂 満君） 北出議員。

だいま議題となっております……（発言する者あ

○１９番（北出寧啓君） 先ほど小山議員からの議

り）――――静かにしてください。ただいま議題

事進行の指摘がなされておりましたけれども、議

となっております議案第５号は、所管の厚生消防

事進行の場合、先ほどの議論は、議論の内容等に

常任委員会に付託いたします。（小山広明君「異

かかわるもので、それは議事の運営及び調整は議

議あり」と呼ぶ）

長にありますので、その点に関する議事進行とい

次に、日程第１１、議案第６号……（小山広明

うのは非常におかしいのではないかと。例えば、

君「異議ありて言うてるやないか。それできんの

議案から逸脱したとか、不穏当発言だとか、そう

か、異議ありと言ったのに」と呼ぶ）できます。

いう形式に当たる議事運営に関して議事進行なさ

静かにしてください。（小山広明君「できへんや

るべきであって、今の場合は非常に似つかわしく

ろ、そんなもん」と呼ぶ）静かにしなさい。（小

ないというふうに思いますので、議長の方でその

山広明君「いや、できないでしょう、異議ありと

議事進行の要件について整理していただきたいと

言った場合」と呼ぶ）静かにしてください。（小

思います。

山広明君「議案の付託について異議ありと言った

〔小山広明君「違います。議長、議事進行」と

らできないじゃないですか」と呼ぶ）

呼ぶ〕

次に、日程第１１、議案第６号 収入役の事務

○議長（真砂 満君） 進行に対してお答えをしま

を助役に兼掌させる条例の制定についてから日程

すので……（発言する者あり）北出議員の御意見

第１５、議案第１０号 泉南清掃事務組合規約の

に対してお答えをさしていただきます。

変更に係る協議についてまでの以上５件を一括議

北出議員の御指摘は理解をしたつもりでありま

題といたします。

すから、その御指摘のとおり私は議会の運営を今

ただいま一括上程いたしました議案５件につき

さしていただいたところでございます。十分に御

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

理解をいただきたいというふうに思います。議事

者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。

進行につきましては、御指摘のとおり、運営等に

中谷助役。

ついての御指摘をいただければ結構かというふう

○助役（中谷 弘君） ただいま一括上程されまし

に思います。

た議案第６号、収入役の事務を助役に兼掌させる

〔小山広明君「議長、質問です」と呼ぶ〕

条例の制定についてから議案第１０号、泉南清掃
−１７５−

事務組合規約の変更に係る協議についてまでを順

条例の内容につきましては、議案書３３ページ

次御説明申し上げます。

に記載のとおり、「収入役」の用語を削る改正を

まず、議案第６号、収入役の事務を助役に兼掌

行い、また職務代理の旅費に関する特例規定の削

させる条例の制定につきまして御説明申し上げま

除を行うものであります。

す。

次に、議案第９号、南大阪湾岸南部流域下水道

議案書２３ページをお開き願います。地方自治

組合規約の変更に係る協議につきまして御説明申

法の一部を改正する法律が平成１６年１１月１０

し上げます。

日に施行され、収入役を置かないことができる旨

議案書３５ページをお開き願います。本議案に

の規定が人口１０万未満の市にまで適用が拡大さ

つきましては、収入役の事務を助役に兼掌させる

れたことに伴い、本市におきましても収入役を置

措置を講ずることに伴い、南大阪湾岸南部流域下

かずに助役に収入役の事務を兼掌させる措置を講

水道組合規約中の組合収入役の選任に関する部分

ずることとし、また当該措置に合わせて関係条例

において所要の変更を行うに当たり、地方自治法

を改正するため、本条例を提案するものでありま

第２８６条第１項の規定により、関係市町であり

す。

ます泉佐野市、阪南市及び岬町と協議するについ

改正の内容及び関係条例の改正につきましては、

て議会の議決を求めるものであります。

議案書２５ページに記載のとおり、本則において

規約の変更内容につきましては、議案書３７ペ

収入役を置かず助役にその事務を兼掌させる旨の

ージに記載のとおり、南大阪湾岸南部流域下水道

規定を置き、附則において関係条例中の収入役に

組合規約中において、組合収入役の選任について

関する規定を改正するものであります。

規定する部分に収入役の事務を兼掌する助役を加

次に、議案第７号、泉南市特別職報酬等審議会

える措置を講じるものであります。

条例の一部を改正する条例の制定につきまして御

最後に、議案第１０号、泉南清掃事務組合規約

説明申し上げます。

の変更に係る協議につきまして御説明申し上げま

議案書２７ページをお開き願います。本議案は、

す。

議案第６号により提案させていただきました収入

議案書３９ページをお開き願います。本議案に

役の事務を助役に兼掌させる措置を講ずることに

つきましても、議案第９号と同様、収入役の事務

伴い、収入役の用語を使用している部分について

を助役に兼掌させる措置を講ずることに伴い、泉

改正を行い、あわせて用語の適正化を図る必要が

南清掃事務組合規約中の組合収入役の選任に関す

ある部分についても改正を行うため、本条例を提

る部分において所要の変更を行うに当たり、地方

案するものであります。

自治法第２８６条第１項の規定により、関係市で

条例の内容につきましては、議案書２９ページ

あります阪南市と協議するについて議会の議決を

に記載のとおり、「収入役」の用語を削り、また

求めるものであります。

旧組織の名称を使用している部分についての改正

規約の変更内容につきましては、議案書４１ペ

を行うものであります。

ージに記載のとおり、泉南清掃事務組合規約中に

次に、議案第８号、泉南市職員旅費条例の一部

おいて、組合収入役の選任について規定する部分

を改正する条例の制定につきまして御説明申し上

に収入役の事務を兼掌する助役を加える措置を講

げます。

ずるものであります。

議案書３１ページをお開き願います。本議案に

以上、収入役の事務を助役に兼掌させる措置に

つきましても、収入役の事務を助役に兼掌させる

伴う条例につきまして、議案第６号から議案第１

措置を講ずることに伴い、収入役の用語を使用し

０号までを、簡単でありますが、まとめて説明さ

ている部分について改正を行い、あわせて不要な

せていただきました。御承認賜りますようよろし

規定を削除する改正を行うため、本条例を提案す

くお願い申し上げます。

るものであります。

○議長（真砂 満君） 途中ですが、３時４０分ま
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で休憩をいたします。

らの時代を見据えた場合に、兼任という形も可能

午後３時１９分 休憩

ではないかということで法律改正がされました。

午後３時４０分 再開

本市におきましても、従来から収入役を置いて

○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を開

おりましたが、ことしの３月で退任されて以来、

きます。

職務代理者という形で置いております。これは１

先ほどの議事を継続し、議案第６号から議案第

つは、やはりこれからより厳しい時代を迎えてい

１０号までの以上５件について一括して質疑を行

く中で、特別職として収入役を置くということよ

います。質疑はありませんか。――――大森議員。

りも、もっと合理的にといいますか、事務を所掌

○１０番（大森和夫君） 先ほど議案書の説明があ

させて、そしてこれからの厳しい時代を乗り切っ

ったんですけども、何で収入役が要らないのかと

ていくという意味も含めて助役に兼任をさせたい

いうことが具体的にわからないんですよ。そうい

というふうに考えているところでございます。

う減らしても可能だという国の法律ができたとい

近隣ということでございますが、この周辺では

うのはわかりますけども、何で泉南市が減らすの

貝塚市さんが先般可決されたと聞いております。

か、なくすのかという理由をきっちり説明してい

大阪狭山も可決されたということでございますの

ただかないとね。これは多分説明いただけると思

で、今議会でということになりますと、泉南市が

うんやけども、もう少し詳しい、わかりやすい説

大阪府下では３市目ということになります。

明をしていただかないと困ります。

それと、兼任される人の事務負担ということで

それと、１０万人以下ですかね、市町村はでき

ございますが、助役に収入役の役目を持たせると

るということで、他市というか近郊の都市の状況

いうことでございますので、地方自治法１７０条

も知らせてください。

に定められております収入役等の権限というもの

それから、収入役の仕事をどのように分担して

については助役がそれを執行するということにな

いくのか、それからその分担の際に仕事がふえた

ります。

方がそのために仕事が滞るようなことがないよう

事務的には、今現在、会計課で事務処理を行っ

にしていただいてると思うので、その対策につい

ておりますので、実務そのものについてはそんな

てお答え願いたいと。

に変わらないというふうに考えております。ただ、

それから、３役、５役というような形で収入役

一部専決規定等あたりはもう一度見直す必要があ

が入ってましたけども、それが１人減るというこ
とになりますので、そういう意味で権限が集中す

るというふうには考えているところでございます。
○議長（真砂 満君） 答弁漏れございませんか。

ると言うたらちょっとオーバーかもしれませんけ

――――大森議員。

ども、大きく意見を反映するためにどのような対

○１０番（大森和夫君） 市長がおおむねお答えに

策をとられているのか、その点についてお答えく

なって、僕はやっぱり不十分だと思うんですよ。

ださい。

もうちょっと市長の足りない分とかね。というの

○議長（真砂 満君） 向井市長。

は、例えば社会情勢とおっしゃったけども、貝塚

○市長（向井通彦君） 従来から町村においては置

市と大阪狭山市と、今度通れば泉南市ということ

かないことができるということになっておりまし

で、別に社会情勢がそういうふうな要請している

て、昨今のいろんな社会情勢の中で、人口１０万

ようには見えないし、これからの兼任が可能では

人未満の市においても収入役を置かないことがで

ないかということなんですけども、具体的にその

きるということの法律改正がなされました。これ

兼任が可能だと思われる理由というのがちょっと

はもともと特区申請を大阪狭山市さんがされまし

わからないです。

て、それが認められたという経緯がございます。

それから、厳しい時代という中身もわからない

それも受けまして、要するに特別職として収入役

ですよ。僕らは財政状況から１人こういう収入役

を単独で置くということについて、やはりこれか

を減らすのかなというふうなことで思ってました
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し、そういう意味でいうと、厳しい財政状況の中、

○議長（真砂 満君） ほかに。――――小山議員。

そういうこともあるのかなというふうに思いまし

○４番（小山広明君） 先ほどもこれに関連する質

たけども、厳しい時代というだけでは中身がわか

疑をさしていただきましたが、これは市長が至っ

らないですよ。

て行政という全体をどのように組織していくか、

実務でいえば、コンピューターなんかのことで

こういう市長の政治理念にかかわる問題だと私は

そういうことも可能かなというような市長のお話

思っておりますよ。なぜ収入役を置いているかと

で、これも推測の範囲でよくわからない。

いうことは、これは法律の本にも書いてあります

それから、例えば収入役がしていた借りかえの

けども、執行機関と出納関係を分離し、事務処理

こととか、割と難しい高度な判断がありましたよ

の公正を確保することを基本原則の１つとして収

ね。前でいえば財産区のお金を一時的に借り入れ

入役を置くと、これが原則ですよ、収入役の。公

するとか、そんなことありましたよね。こういう

正という。執行機関が現金の保管や小切手の振り

ことなんかは、どの部署で――実務の人は市長が

出しや、いろんな物品を保管したり、そういうい

おっしゃるように、いろんなかわりの方もいらっ

わゆる現金を守っておる職務ですよ。いわゆる執

しゃるやろうけども、そういう判断はどういう形

行機関からいえば煙たい存在ですよね。だから、

で対処されるのかというようなことをもうちょっ

置かないことができるけど、置くこともできるわ

と詳しく説明していただかないと、わからないん

けですからね。この大阪府下でわずか３市目だと。

です。その点、もう一度お願いいたします。もう

そういうことからいえば、私はこの収入役を置

ちょっと説明も答弁もきっちりしてほしいなとい

かないという判断は、市長はどういう理念に基づ

うふうに思います。

いて置かないのか。しかも、今助役さん１人。大

○議長（真砂 満君） 向井市長。

阪府から実質的には助役の役割をしている石田理

○市長（向井通彦君） 社会情勢というのは、法律

事もいらっしゃいますよ。当然、３役の中でバラ

が国としても１０万人未満であれば助役が兼掌で

ンス的に、厳しい財政の中で合理的に乗り切って

きるということで法律改正をされてきたという経

いくんだということであれば、どの役を少なくす

緯がございます。

るかというのは、当然そこから検討されるべきで

それを受けまして、本市ではさらなる徹底した

すね。ずっと議会の中でも助役は１人でいいんだ

行財政改革もしなければいけないという中で、特

ろうと、市長もその方向は認めながら、なかなか

に人件費の削減を含めてやっていかなければなら

それが実現しておりませんけども、市長も基本的

ないわけでありますから、兼任で所掌されるもの

にはそのことは認めてきた議論がありますよ、１

があれば、それを活用して的確に処理をしていく

人でいいということは。だから、次のときからと

ということによって、そういう大きな効果が生ま

言いながら、次になってもまたそういう提案が出

れるということも含めまして、そういう形にいた

てきとるのが実態ですけどね。

したいと思っております。

もうあなたは、新規事業もできないということ

それから、収入役の行っている事務というのは、

を公言しておる。みずから公約に掲げた事業まで

さっき言いました１７０条に規定されております

凍結だと言って、市民に理解を求めようとしてお

が、これらについては助役で十分対応できる内容

るんでしょう。そしたら、なぜ助役体制が２人な

だということでございますので、兼任をさせたい

んですか。まず収入役を切る前に、私はあなたを

と考えております。

補佐する、そういう助役を１人にすべきだと思う

それから、具体に借りかえ云々とかいろいろあ

んですよ、まず判断として。

りましたけども、それは当然収入役としての役目

しかも、市長は、この泉南市の行政に精通した

の職務の中で判断をしてやっていくということで

方じゃないですか。むしろ、助役はなくてもあな

ございますから、それは支障がないというふうに

たは十分にこのまちの運営をやれる。そのことこ

判断をいたしております。

そが市民に対するメッセージでもあるんじゃない
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ですか。

るので役割を果たしてくれると。１人の人間が１

僕は、政治家というのは、技術的な説明ももち

つの事業を執行するという役割を持っとるんです

ろん大事ですけど、市民にわかるような形を示し

よ。１人は財政的に現金を預かって、このまちの

て皆さんがこの難局を乗り切っていくと、そうい

財政を間違いない財政運営をしようとする。違っ

うことが私は必要だと思いますので、市長の市政

た目で見るから公正を確保するために収入役とい

運営に係るいわゆるこの法律に書いてある公正を

うのを置いとるんですよ。しかし、１０万人以下

確保するために収入役を置くんだというこの理念

は置かなくてもできるというんだから、どちらを

――置かないわけですからね。いわゆる執行者を

削るかといえば、助役的立場にある理事さんも含

兼務さすわけですから、この理念についてあなた

めたそこを私は考えるべきじゃないですかという

はどのように財政運営を考えとるのか、そこをお

ことを言っとるんですよ。

聞かせいただきたいと思います。

あなたの答弁なってないですよ。（発言する者

○議長（真砂 満君） 向井市長。

あり）何言っとるて、あんた、不規則発言て言う

○市長（向井通彦君） 当然、兼掌するとはいえ収

んです、それをね。ちゃんと議長に言って、議事

入役としての役割を果たすわけでありますから、

進行もあんたしたらいいんだから。私は自分の考

それは執行者側とまた違った観点の立場で収入役

えによって、どんな処罰でも受ける中やっとるん

の役目を果たすということでございます。

だから、市民の前へ立っとるんだから。あなたが

それから、助役は１人でございます。

不規則発言しとるんですよ。してもいいけどね、

○議長（真砂 満君） 小山議員。

私は。私の不規則発言だけ厳しく言いなさんな。

○４番（小山広明君） それを世の中ではいわゆる

それは議論の華ですよ。（発言する者あり）ね、

木で鼻をくくった答弁と言うと思うんですよ。な

これなどもいいんですよね、援護射撃としては。

ぜ石田助役が助役のかわりをしている存在じゃな

だから、私はそういうことを言っとるんですよ。

いんですか。（発言する者あり）理事はわかって

３役のバランスとして、収入役１人、助役さん１

ますよ。だから、さっきから言ってるように、実

人、教育長１人、十分じゃないですか。というこ

質的には助役の役割しとるんじゃないですか。今

とを私言っとるんですよ。兼職はどちらかにウエ

まであそこに座っておられたのは、大阪府からず

ートかかりますよ。それは絶対に僕は、中谷助役

っと来ておった助役さんですよ。そういう助役を

は助役としての任務を優先すると思いますよ。そ

１人にすべきだという議論の中で、あなたは理事

んな器用なことは人間できる動物じゃないです。

という形で大阪府から来てもらっとるんじゃない

○議長（真砂 満君） 小山議員に申し上げます。

ですか。大阪府の助けをかりなくても、泉南市は

質疑につきましては、簡略的にお願い申し上げま

市民と一緒に自治のまちをつくっていくというメ

す。

ッセージのためには、大阪府の出向職員、たくさ

○４番（小山広明君） はい。そういうことを言っ

んおったのが今かなり少なくなっとるでしょう。

とるんでね。いや、２回しか制限ないから、もう

それはあなた方が議論を認めて、泉南市の自前の

これ言ってあなたに答弁いただいたら、ほとんど

職員と一緒にこの難局を乗り切っていこうという

できないわけですからね。これはやっぱり許して

１つのメッセージじゃないですか、議会と一緒に

いただきたい。先ほどもかつてない、常任委員会

なった。それを今までなかった理事というポスト

に入って付託するんだから質問もさしていただけ

をつくって、なぜしないといけないんですか。そ

ないんですからね。こんなこと私、議員になって

れは市民は理解できませんよ。僕らも石田理事さ

初めてですよ。

んは助役と僕は思ってるんですよ。一般の職員さ
んと違うからね。

こんなことの中で、我々制約の中で議論しとる
わけですから、もう少し市長は丁寧な、なぜ２人

だから、そういうことで私は市長の今の答弁は

助役を置いたまま収入役を置かない、そういう判

いささか満足いきません。この兼掌すると言っと

断をしたのか。市民にもだれにもわかる、そうい
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う答弁をしてくださいよ。十分やったらいいんで

○市長（向井通彦君） 御指摘ありましたように、

すよ、そこでやじらんとね。どうぞ。

１１月１０日に施行されてまだ日が浅いもんです

○議長（真砂 満君） 向井市長。

から、当然各市は法律に基づいて収入役を既に置

○市長（向井通彦君） まず、助役は１人でござい

いておられるわけですから、その任期が来ていな

ます。理事というのは一般職でございます。これ

いということもありまして、たまたまその任期に

は泉南市の職階の中であるポストでございます。

差しかかったところとか、あるいは職務代理でい

しばらくは置いておりませんでしたが、今回特命

ってたところは、すぐさまこの１２月議会で条例

事項を取り扱うという形で置いてもらっておりま

改正をされているというふうに思っております。

す。ですから、そういうことで相矛盾するもので

したがって、現在３市目ということだと思います。

はありません。

ただ、今後その収入役の任期に合わせてまた兼掌

それと、収入役については、今回法律改正で兼

させる市というのは、当然ふえてくるんじゃない

掌させることができるという規定に改められまし

かなというふうに思っております。

た。今までは収入役を置くと。市はですね。そう

それと、今後の市政運営の抱負ということでご

いうことになっておったわけですが、今度は置く

ざいますけれども、もちろん兼掌させることによ

場合もありますし、それから兼掌させる場合もあ

って非常に効率的な行政運営ができるというふう

るということになったわけであります。

に思います。一方では、やっぱり助役としての立

今現在の泉南市の立場を考えまして、兼掌をさ

場と収入役としての立場というのを、これは職務

せて、そして少しでも効率的な行政運営をしたい

の中で明確にしていただく必要があるというふう

と。もちろん、助役は助役、収入役は収入役とし

に考えておりますので、それらも委嘱するときに

ての権能を発揮していただくということになりま

私の方から十分お話をさしていただいて、適正な

すけれども、その中で事務の適正な執行を行って

事務処理に努めていただくということで兼掌をさ

いくということに考えておりますので、御理解を

せていきたいと考えております。

いただきたいと思います。

○議長（真砂 満君） 北出議員。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――北出議員。

○１９番（北出寧啓君） だから、その最後の１点

○１９番（北出寧啓君） 現実に今助役は１人だと

でございます。収入役の独立性というか、やっぱ

いうことで、制度的なところからきちっとした論

りその辺の問題が助役と一体化することによって、

議を我々はしていかなきゃならないと思います。

その独立性がどんだけ保障されるのかというふう

１０万人以下がやっと画一的な市の、いわゆる

なことですね。その点だけちょっと、もう少し述

国会の法律に基づいた画一的な統治形態が徐々に

べていただけたらと思います。

地方分権的に移行していっているということのこ

○議長（真砂 満君） 向井市長。

れは証左であって、これは当然起こるべくして起

○市長（向井通彦君） 助役の職務とそれから収入

こってきたものだと思います。

役としての職務というのは、地方自治法ではっき

その意味で、逆にまだ府下で二、三だという指

り定められているわけでございますから、それに

摘もございましたけれども、やっぱり率先してこ

のっとって適正に事務処理をしていただくという

ういう形態、新しい自治の特色を各市町村におい

ことでございます。

て行っていくということでは、的確な判断である、

したがって、助役については少し忙しくなるか

制度改革であるというふうに私は考えます。

もわかりませんが、十分こなし得る人だというふ

その点、市長、今後の新たな、収入役の機能を

うに思っておりますし、その辺のことを十分認識

助役に分掌さすという形の合理的な行財政運営形

していただいて事務執行できるというふうに考え

態ですね、改めて抱負のほどを述べていただきた

ておりますので、心配をしておらないということ

いと思います。

でございます。

○議長（真砂 満君） 向井市長。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――以上で本
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５件に対する質疑を終結いたします。

ないと全然わかりません。

ただいま議題となっております議案第６号から
議案第１０号までの以上５件は、所管の総務文教

○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、今回

常任委員会に付託いたします。

の内容について若干説明さしていただきます。

次に、日程第１６、議案第１１号 南大阪湾岸

今回の規約の改正につきましては、南大阪湾岸

南部流域下水道組合規約の変更に係る協議につい

流域下水道組合規約の中で、現在本文のうちで流

てを議題といたします。

域下水道の支弁方法としましては、１４条におき

議案書を朗読させます。

まして、関係市町の分賦金、補助金、地方債、そ

○議会事務局次長（中野克己君）

の他収入をもって充てるということになってござ

〔議案書朗読〕

います。その２項におきまして、分賦金の負担割

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

合については維持管理費その他ということで、維

内容の説明を求めます。中谷助役。

持管理費につきましては、関係市町の計画水量比

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

により案分するということになってございます。

案第１１号、南大阪湾岸南部流域下水道組合規約

今回、規約変更についてお願いしておりますの

の変更に係る協議について御説明を申し上げます。

が、特例事項としまして、附則の中で第３項にお

議案書４３ページをお開き願います。南大阪湾

きまして維持管理費の負担割合の特例ということ

岸南部流域下水道組合規約のうち、維持管理費に

で、関係市町の分賦金のうち維持管理費の負担割

係る関係市町の負担割合を変更することについて、

合は、１４条第２項第１号の規定にかかわらず関

地方自治法第２８６条第２項の規定により、泉佐

係市町の計画水量比及び受益水量比により案分と

野市、阪南市及び岬町と協議するにつき議会の議

いうことになってございます。

決を求めるものであります。

この理由といたしましては、湾岸南部流域……

その規約変更の内容につきましては、４５ペー

（小山広明君「あんた読んでる資料、僕らもうて

ジをお開き願います。

んの」と呼ぶ）これは……（発言する者あり）湾

南大阪湾岸南部流域下水道組合規約中の附則に
おいて、維持管理費の負担割合の特例を規定する

岸南部流域処理場が……
○議長（真砂 満君） 答弁中です。静かにしてく

部分を削除し、負担割合を計画水量比及び受益水

ださい。

量比による案分により算定したものを計画水量比

○都市整備部長（馬場定夫君） 平成５年７月１日

による案分により算定するものとする変更を行う

に供用開始された時点におきましては、岬及び泉

ものであります。

佐野市の方につきましては、流域下水道幹線の整

また、この規約は平成１７年４月１日から施行

備がおくれてるような状況がございまして、今説

するものであります。

明さしていただきましたように、特例事項として

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

案分をしておったわけでございます。その南部の

ただきます。御承認賜りますようよろしくお願い

流域下水道の方におきましても、今回岬町役場ま

申し上げます。

で整備されたことにより、本文に立ち返るために

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

特例事項の削除をお願いするものでございます。

質疑はありませんか。――――小山議員。

（発言する者あり）

○４番（小山広明君） 今、説明いただいたんです

○議長（真砂 満君） ほかに。（小山広明君「ち

が、あなたが言葉で言ったこと、これ１枚しか４

ょっと議長、ちょっと待ってくださいよ、議長、

５ページはないで。４７ページはほかの案件に入

議長」と呼ぶ）――――小山議員。

っとるんですが、何か説明資料が出とるんですか、

○４番（小山広明君） いや、これカウントに上げ

これ。４５ページはただ、実質的には１行しかな

てもうたら困るんだけども、資料出てますかとい

いんですけどね。もう少し資料を出していただか

う僕質問しとるんですよ。そしたら読み上げとる、
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資料をね。そしたら、後ろの議員から、私は資料

削除の……（小山広明君「ちょっと待ってて。今

請求してもらったと言うんですよ。資料請求しな

開いとんのやから」と呼ぶ）

い私が悪いのは悪いとしても、議案説明しとるわ

○議長（真砂 満君） 答弁を続けてください。

けやから、そら資料請求する人はしますよ。しか

○都市整備部長（馬場定夫君） ３項の削除の部分

し、みんな持ってるわけじゃないでしょう、これ

でございます。

はある意味で。それを数字をずっとそこへ述べら

○議長（真砂 満君） ほかにございませんか。

れても、我々メモしとるけど、わからないじゃな

（小山広明君「ちょっと待ってよ。そんなん、資

いですか。そのことを言っとるんですよ。

料を出してくださいという、そんなもんね」と呼

それは当然議案の出し方としては、こういう内
容が変わるわけやから、ちゃんと――条例に書い

ぶ）
○議長（真砂 満君） 以上で本件に対する質疑を

てあるなら言うたらええがな、それは。条例を見

終結します。

てくださいと、これからそういう方式で行くんだ

ただいま議題となっております議案第１１号は、

ったらいいけどね。普通はこういうことをちゃん

所管の産業建設常任委員会に付託いたします。

と出すべきじゃないですか、一応。そういうこと

議員各位に申し上げます。質疑等については、

を言っとるんですよ。それを次進めようとしてい

簡潔にお願いしたいということは再度申し上げた

らっしゃるけど、違うでしょう。出てないんです

いと思いますし、質問の要件については、事前に

よ、やっぱり。

準備等を含めてしていただければ議会運営上幸い

○議長（真砂 満君） 小山さんの御意見でありま

でございますので、その辺についても御協力をお

すけれども、質疑の回数の問題ですよね。おっし

願い申し上げます。

ゃられましたけども、答弁のあり方については問

次に、日程第１７、議案第１２号 民事調停の

題あるのかもわかりませんけども、小山議員の質

成立についてを議題といたします。

問に的確にお答えになっているというふうには思

議案書を朗読させます。

います。ただ、数字の羅列等についてメモができ

○議会事務局次長（中野克己君）

ないというのは確かに問題であろうかというふう
に思いますので、理事者の答弁のあり方について

〔議案書朗読〕
○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

は、もう少し違った形で答弁をしていただければ、
それはそれで結構かというふうに考えております。

内容の説明を求めます。中谷助役。
○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

答弁を求めます。馬場都市整備部長。

案第１２号、民事調停の成立につきまして御説明

○都市整備部長（馬場定夫君） お答えいたします。
私の方から……（発言する者あり）

申し上げます。
議案書４７ページをお開き願います。本議案は、

○議長（真砂 満君） 静かにしてください。

平成１６年２月１６日、申立人竹中耕造氏より、

○都市整備部長（馬場定夫君） ただいま説明させ

自宅に隣接している雄信小学校グラウンドを利用

ていただきまして、今回規約等の変更ということ

している少年野球チームのボールが敷地内に飛び

でお願いしておりますのが、例規集の２，５６９ペ

込み屋根等に損害を与えることについて、ネット

ージにおけます南大阪湾岸流域下水道……（発言

フェンスの設置またはグラウンド使用許可を与え

する者あり）

２巻の方です。２，５６９ページ

ないこと及び損害の賠償を求めて佐野簡易裁判所

の南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の……（小

に調停の申し立てがあり、今回当該調停を成立さ

山広明君「ちょっと待ってよ。ないよ、そんなん」

せるため、地方自治法第９６条第１項第１２号の

と呼ぶ）

規定により議会の議決を求めるものであります。

○議長（真砂 満君） 答弁続けてください。

成立の方針につきましては、議案書４８ページ

○都市整備部長（馬場定夫君） うち、２５７ペー
ジにわたります内容としまして、附則の第３項の
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に記載のとおり、新たにネットフェンスを設置し、
また練習方法について指導を行うこと等を主な内

容とするものであります。

の方としては、ほとんど実際、今のところは球が

また、フェンス設置の位置及びフェンスの構造

飛び込んでないやろうという認識、片や竹中さん

につきましては議案書４９ページから５１ページ

の方はいや時々飛んでますよという形で物別れ等

に、事件の経過につきましては議案書５２ページ

になりました。その後、野球チームとも私ども何

に記載のとおりであります。

度も話しまして、ボールが飛び込まないようにと

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

いう形で強く希望したところです。

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

そして、２月１０日の日には、また飛び込んで

し上げます。

きたということで、私と教育委員会の次長の方で

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

早速、竹中さんの方に行かしてもらって、また野

質疑はありませんか。――――松本議員。

球チームの方に再度強く要望したところという経

○９番（松本雪美君） この事件が起こって民事調

過がありまして、その後、今回調停事案で出さし

停に申し立てされるまでの間には一定の期間があ

てもらってますとおり、２月１６日に調停の申し

ったと思うんですけど、民事調停するまでには、

立てが竹中さんの方からありまして、簡易裁判所

この当事者の方は、このネットフェンスの設置に

の方から私どもの方に連絡があって、これまで第

ついてとか、ボールの飛んで来ることをカバーす

１回から第６回の調停を行って、今回の調停内容

るために何らかの措置をしてほしいという申し入

で議案として提出さしていただいてます。

れなども当然してると思うんですよ。そういうこ

ただ、今申し上げましたのはこの直近の事例で

とも多分あったと思うんですが、その辺のところ

ございますが、この球の飛び込みにつきましては、

を聞かしてください。

教育委員会の方で認識しておりますのは、平成９

それから、図面で示されてますけど、このネッ

年ぐらいに、月はちょっと定かではございません

トを設置するにはどのくらいの費用がかかるのか、

が、９年当時に同じく竹中さんの方からネットの

聞かしていただきたいなと。１６年２月１６日に

設置の要望があり、そのときに一定仮設のネット

簡易裁判所に申し立てしてますから、事件が起こ

でございますが、設置したという経過があります。

ったのはもっと早い時期ですよね。どれぐらいの

そして、その後、平成１０年ごろですが、当時

期間があって、その本人の要望というんですか、

の教育総務部長の方にも何度が球が飛び込んでい

市に対しても必ず要望してきてるでしょうが、そ

るという形の要望がありまして、それは一定、教

の対応がどういうふうな形で対応されてきたのか、

育委員会が中に入って野球チームと竹中さんの方

聞かしてください。

で話し合う場を持ちまして、一定落ちついていた

○議長（真砂 満君） 三王生涯学習課長。

かというふうに私どもは認識しております。その

○教育総務部生涯学習課長（三王智志君） お答え

後、先ほど申し上げましたように、昨年の１２月

さしていただきます。

にボールが飛び込んでくるという形で教育委員会

まず、民事調停に至る経過についてなんですが、

の方に話があったという経過でございます。

直近のという形でまずお答えさしていただきます。

そして、もう１つ、質問の第２点、費用につき

平成１５年の１２月の１０日、昨年の１２月１

ましては、１００万円の予算を今回の補正予算の

０日ですが、竹中氏の方から、ボールが飛び込ん

方で計上いたしております。

でくるという形で教育委員会の方に直接電話があ

以上です。

りました。それを受けまして教育委員会の中でも

○議長（真砂 満君） 松本議員。

検討し、そしてことしの２月３日ですが、野球チ

○９番（松本雪美君） 平成９年からこういう苦情

ームの代表、監督とともに竹中さんの方を訪問さ

を受けていたということですけれども、各学校と

していただきまして、ボールが飛び込んでいるこ

かそれからグラウンド、そういう周辺には密集し

とにつきましていろいろ話し合いをしました。

た地域では必ず一般住宅があるわけですから、そ

その中で、野球チームの方あるいは教育委員会
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ういう場合、こういう事件が起こったときには、

丁寧に対応してきたとはおっしゃるんですけれど

のを全体、どのチームでも一定そういうことを教

も、その仮設ネットが不十分であった。仮設ネッ

育的に保障してあげるべきだというふうには判断

トが何年かの間に磨耗してしまったとか、そうい

しておりますけれども、教育委員会は予算、財政

うこともあるかもしれないし、忘れたころにまた

難等々でそれはできないというのは基本的な立場

飛んで来るわけですよね。

ではなかったかと思うんです。それとの相関性に

だから、当然こういう問題が起こったときには、

おいて、この問題の補償を教育委員会が負担する

それを防御するための対策というんですか、もう

ということの説明をしていただきたい。よろしく

ちょっと真剣に対応するべきではなかったかなと

お願いします。

思うんですよね。民事調停まで申し立てされた中

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

でそういう費用も余分に要ったわけですし、日程

○教育総務部長（中村正明君） 学校の校庭につい

についても皆さん仕事の合間を縫って調停に参加

ては、学校教育に支障のない限りできるだけ開放

せねばならないわけですから、本当に忙しい思い

していくというのが市の教育委員会の考えでござ

をされたわけです。

います。したがいまして、通常の土曜、日曜ある

泉南市内にもまだほかにもこういうところが幾

いは祝日について、特に学校で催しあるいは教育

つかあるんじゃないかなと私は心配するんですが、

上の利用がない場合は、対外的に開放していくと

こういう問題を２度と再び起こさないようにぜひ

いうことでやっております。

してほしいし、もう１つ聞かしてもらうならば、

ただ、現状を見ますと、８小学校において、ほ

市内で同じような問題は起こっておりませんでし

ぼ少年野球のチームが土曜、日曜を練習とか試合

ょうか。

でよく使われております。一方で、市内には少年

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

野球協会には１０チーム加盟しておられるという

○教育総務部長（中村正明君） 特に学校関係では

ことで、なかなか通常のグラウンド使用というこ

ございませんが、社会教育施設としてはいろいろ

とで取り合いになっておるような状況です。

ありますから、その周辺に住居があるということ

さらに、時代の流れの中でスポーツも多様化し

で、ボールに限らずいろんなことでイベントのと

ておりまして、少年少女についても他のサッカー

きに御迷惑をかけてるということはございますが、

を初めいろんなスポーツが盛んになっておりまし

特に野球のボールは聞いておりません。

て、学校を使いたいという要望もございます。そ

○議長（真砂 満君） ほかに。――――北出議員。

の辺の調整に苦慮してるというのがここ数年の状

○１９番（北出寧啓君） この場合、使ってる野球

況です。うまくいっているところもあれば、なか

チームというのは公教育の時間外の使用というこ

なか既得権を主張されて納得していただけないと

とで使ってるんでしょうか。泉南市にもいろんな

ころもございますが、できるだけお互いにいろん

少年野球チームというのがあるわけでございまし

な団体が、年齢層も限らずに学校等を使っていた

て、私の地域の野球チームもグラウンドを追われ

だきたいというのが教育委員会としての考えであ

て、小学校のグラウンド使用に関しては使えない

ります。

チーム、使えるチームというのは等々ございます。

今回、調停の合意の成立の中でネットを新たに

その中で、昨今も使えないチームのための施設等

張るということがございますが、これは野球に限

で一定話し合いしたことございますけれども、教

らず、これからいろんな球技の中で最低限この高

育委員会としては公教育の枠外だからそういうこ

さでこの長さを設置すれば防げるだろうというこ

との費用負担は基本的には認められないというふ

とで御提案し、当事者同士の合意に達したもので

うな考え方だったと思います。

ございます。

そういうふうに考えていきますと、この場合は

○議長（真砂 満君） 北出議員。

どのような教育委員会としての考えで措置された

○１９番（北出寧啓君） これは明らかに野球チー

のか。もちろん、私は少年野球ですね、そういう

ムのためのネットだというふうに理解します。そ
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ういうふうにおっしゃるんだったら、それ以外、

れるんではないかと思っております。

例えばどういう運動においてこういうネットをつ

ただ、私どもも少年野球協会に今後申し入れ等

けなきゃならない問題が発生するのか、説明して

を行い、できるだけ学校の運動場についてはいろ

いただきたい。

んな団体が公正、公平に使えるように、そういう

いや、本質的にはもうそういう問題じゃなくて、

立場で御協力いただきたいというようなことをお

私が申し上げた質問には答えていただいておりま

話ししていきたいとも考えております。

せんけれども、実際いろんなチームがあって、例

○議長（真砂 満君） ほかに。――――小山議員。

えばうちの地域のチームなんか、もう運動場がな

○４番（小山広明君） 今回のこの議案でございま

くて、ジプシーやってるわけですよね、あっちこ

すが、こういう調停に至らずに解決できなかった

っち。運動場の使用に対しても既得権があるだと

のかというのが１つ疑問にありますね。両方にと

か、それは当然あると思いますけれども、そこに

ってこれは大変な、お金もかかることですし、市

おいては公平性とか平等性が失われてると。教育

民が行政にこういうことまでしなければ市民の声

委員会にしても、そういうはみ出たチームに対し

が届かないのかという、そういう問題でもあると

ては、財政難等で対応はできないというふうなお

思うんですよ。なかなか大変ですから、行政相手

答えが一定あったと思います。

に。そういうことが１つ基本的にあります。

そういうことで、これは特定の野球チームのた

だから、十分その辺の事前の対応がどうであっ

めにこういう予算を組むというのは、私は全部組

たのかというのは、今の説明からでは、行政には

んだらいいと思いますよ。にもかかわらず、特定

余り落ち度はなかったという説明に終わっとるん

が、一定のチームがそれはだめだとか、予算組め

ですよ。そうであれば、なぜ市民がこういう調停

ないとか、そういうことを言われる中で、あくま

という形で出てきたのかというのは、どうも納得

でこれは私的なチームで公教育の枠外ですね。小

できない。

学校の公的。そういうことに対して、ここまで措

それから、もう１つは、これは大変高いネット

置ができるんかということですね。公平性、公正

ですから、これから台風とかいろんなものの災害

性の観点からいったら、今の答弁では全く説明を

があるときに考えられないような風が吹くわけで

受けられない。事情はわかりますし、当然やるべ

すから、その場合の転倒の問題も当然心配しなけ

きだと思いますし、できたらすべての野球チーム

ればなりませんね。だから、これは小学校ですか

等、そういう放課後の課外的な活動に対しては、

ら、基本的には。小学校におけるグラウンドの整

教育委員会は平等に対処すべきだと思います。

備基準みたいなものがあるはずですね。小学生だ

その点が欠落している中で、こういった措置と

からボール競技をしてもそれがどこまでネットを

いうのはいかがなものかというふうに判断してお

張らないといけないかという、そういう小学生が

りますので、その点に対して改めてお答えを願い

使うということが基本にあるならば、今まで３メ

たいと思います。

ーターのネットがあるということですから、そう

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

いう範囲内で使っていただくというのは、それは

○教育総務部長（中村正明君） 今回、具体的に雄

僕はいいと思いますよ。

信小学校を使用している団体は雄信スポーツ少年

しかし、小学生が平生はこれだけのものが要ら

団でございまして、泉南市がこれまで育成あるい

ないのに、そういう少年野球のためにこの高さを

は支援してきた団体でもございます。

使うとなると、私はこれはまた議論が違ってくる

今回、高さが６メーターのフェンスを６０メー

んじゃないかなと思いますね。当然、今教育費が

ターですか、張りますが、従前は３メーターでご

大変削減されておる中で、これも学校施設整備費

ざいました。したがいまして、少なくともこれで

用の中で出していくわけでしょう、ある意味で。

球を使うスポーツの、野球にかかわらず、ソフト
ボールとかサッカーとか、そういう使用には耐え
−１８５−

だから、そういう問題で、ほかの学校の問題も、
小学生がいろんなスポーツをやってると。そうい

う前に基準があって、ネットを張っておると思い

とをすれば――ファウルがあるという話は、ファ

ますけども、そうするとほかのことにもやっぱり

ウルは考えられるでしょう。自分の打つとこのと

波及しますので、その辺の見解はどうであったの

ころに、プロ野球でもそういうネットの箱の中で

か。

やって、一定ファウルボールになれば、それはそ

それから、じゃそういう訴えがあったから、も

のネットでとまるようになっとるじゃないですか。

うそこではそういうことのおそれのある使用は認

そら知恵を出せばいろいろできるわけで、ファウ

めないということになれば、この費用も要らない

ルボールのためにこんだけの６メーターのネット

わけですね、丸っきり。そうでしょう。そういう

をつくることは普通あり得ないと思うんでね。私

選択が幾つかあったと思うんですが、私は今この

はそういうふうに素人ながら考えますので、その

議論の中で、もうこの使用を、今の施設を限界と

辺の御答弁をいただきたいと思います。

した範囲内で、きのうも中村部長からサザンスタ

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。（発言

ジアムの使用について厳しい使用者に対する条件

する者あり）答弁しますので、静かにしてくださ

をつけておられて、そういう条件の中で、答弁は

い。（発言する者あり）答弁をしますので、静か

なかったんですが、使用してないということでし

にしてください。

ょうね、あの条件であれば。しておるんかもわか

○教育総務部長（中村正明君） この雄信小学校の

りませんが、しとるかしてないかという答弁なか

例でいきますと、今回の調停の成立を見ていただ

ったからわかりませんが、ああいう条件をつけれ

きますように、高さ６メートル、これでほぼ防げ

ば実質的には使うことを禁止しておるという、こ

るだろうということでございます。したがいまし

ういうことにもなるわけなんです。

て、泉南市には１１の小学校、４つの中学校がご

そういう点で、主体は小学校のグラウンドであ

ざいます。それぞれ置かれている位置、周辺の道

る。それに必要な設備、整備というものの中で、

路の位置とか住居、やはり大きく異なってきてお

やはり社会教育なり社会に利用していただく、こ

りますので、それなりの対応を今までしておりま

れは当たり前の議論じゃないでしょうか。

した。

そういうことの基本から、今回のこの調停案と

この雄信小学校でこういうことが起こったとい

いうのは、また調停案ですから議会で議決しない

うのは残念ですけども、今後こういうことのない

限り正式な調停にならないという話もありますの

ように防いでいくという姿勢で調停作業ですか、

で、重要な議論になると思いますので、御答弁を

手続に今回６回重ねまして、相手と十分に御議論

いただきたいと思います。

する中で、暫定的に合意に達したわけでございま

それと、これは仮設的な意味合いが、パイプな

す。暫定といいますのは、御議決いただいて、そ

んか図面見るとそうなんですが、この耐用年数な

の後、正式な成立に持っていきたいと、そう考え

んかもあるから、当然これは一遍設置をすれば永

ております。

久的に更新をしていかなければならないという問

それと、学校の校庭の開放については、必ずし

題も生じますので、これはどれぐらい耐用するの

も少年野球ということだけを念頭に置いているわ

か。それから、先ほど言ったような風に対する問

けではございません。ただ、少年野球を取り上げ

題ですね。そういう問題の検討はどこまでされて

ますと、青少年の健全育成あるいはスポーツの振

おるのかということ。

興には大いに努力されてるということで、これは

それから、地図を見ると、使い方によってはこ

これで泉南市にとっても１つの大きな特徴といい

の家に飛び込まないと思うんですけども、そうい

ますか、少年野球が盛んであるというのは対外的

う指導は的確であったのかどうか。別にこっちで

にも自慢できる１つでもございます。

球を打たなければ入ってこないでしょう。こちら

ただ、学校の開放については、できるだけいろ

からこう打てば、この家は後ろにあるわけですか

んな年齢層、いろんな団体に使用していただきた

ら。（「ファウルがある」の声あり）そういうこ

いというのがこちらの希望でございます。
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あと、担当の課長の方から答弁させます。

てそういう形で工夫するようにしていただいて、

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

申立人住宅に球が飛び込まないようにということ

○議長（真砂 満君） 巴里議員。

で指導しております。

○１８番（巴里英一君） 議長ね、たびたび簡潔に

以上です。

ということで議長から注意されてるわけでしょう。

○議長（真砂 満君） 馬野教育総務部次長。

自分の私見とかいうのはたくさん言うのはだれだ

○教育総務部次長兼教育総務課長（馬野史朗君）

ってあるかもしれないけども、問題点に対してど

このフェンスの構造的な面について説明いたしま

うだということで、いわゆる質疑をするというこ

す。

とになってるはずなんです。簡潔にということに

現在、この図面では単管、要するに足場用の単

もなってます。そういうことが本来の議会運営で

管ですね。これの６メーター物を使用するように

あろうと思いますんで、その点ひとつ議長の方で

なっております。構造的には上げたと下げたを２

適正な運営をお願いをいたします。

つ組みまして、あと斜めに行っております根かせ

○議長（真砂 満君） わかりました。私の方から

で２つのくいで補強するというものでございます。

も何回か注意をさしていただいておりますので、

この材料でこの６メーターの高さ、これはもう

各議員におかれましては、会議規則等に書かれて

最大の限界でございます。これ以上の高さになり

おります内容につきまして十分熟知をしていただ

ますと、構造的には検討しなくてはいけないとい

き、質疑等について、議会運営についても御協力

うことになっております。

をいただきたいと思います。

耐用年数でございますが、約５年から６年を見

答弁いただきます。三王生涯学習課長。

ております。

○教育総務部生涯学習課長（三王智志君） 小山議
員の御質問の練習の内容、方法に関連しまして、

以上です。
○議長（真砂 満君） 答弁漏れないですね。――

私ども教育委員会の方が野球チームにいろいろ指
導したということについてお話しさしていただき

――中村教育総務部長。
○教育総務部長（中村正明君） 答弁で漏れており

たいと思います。

ましたのは、今まで和解することができなかった

まず、４９ページの議案書をごらんください。
雄信小学校の配置図になっておりますが、その右

のかということではございませんでしたでしょう
か。

上の方に屋内運動場と書いておりますが、そのち

これまでにも、過去の経過というのは三王課長

ょうど下のあたりに実はバックネットがございま

から答弁があったと思いますが、そのときそのと

す。ですから、運動、バッティング、試合形式で

きできちんと決着といいますか、了解に達してた

やるときの練習としましては、当然そちらの方か

と教育委員会としては理解しております。使用し

ら打つという形になりますので、飛球が申立人住

ておられる野球チームについても、竹中氏と絶え

宅のとこに入る可能性があるということで高さを

ず、ボールが飛び込んだときに対応をしていると

６メートルにしたということ。

いうこともお聞きしておりました。そういうこと

それと、今回の調停の成立の方針の（２）の②
に書かしていただいておりますが、ゲージを利用

もあって、その時点その時点では基本的にはうま
くいってたのではないかと思います。

するということで、高さ４メーター、横４メータ

ただ、突然に昨年の暮れぐらいからお話がござ

ーぐらいの囲いに入ったような形で、ネット以外

いまして、調停に持ち込まれたということで、い

にも飛球が入らないようにするように強く指導し

ずれにしても、それについてきちんとこちらも対

ております。また、トスバッティングのときにお

応しなければいけないということで、今回６回き

きましては、この４９ページの図でいいますと、

ちんとお話しさしていただきました。結果につい

校舎の方に向かってボールを打つような形でする

ては議案書の方に掲載さしていただいているとお

ように――従前されておられたわけですが、重ね

り、これで円満に合意に達しておるということを
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御理解いただきたいと思います。

いんじゃないでしょうか。

○議長（真砂 満君） 質疑の途中でございますが、

それと、私が言ったのは、もうそういうおそれ

本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこ

のある練習は一応しないんだという選択もできた

れを延長いたします。

はずですね。その条件の中で少年野球の皆さんに

馬野教育総務部次長。

お話をするというのも可能だったんじゃないでし

○教育総務部次長兼教育総務課長（馬野史朗君）

ょうか。これ、つくっても五、六年で耐用年数で

運動場の整備基準でございますが、別に外周のフ

すから、五、六年ごとにこれを壊す費用もつくる

ェンスを高さを何メートルにしろとか、そういう

費用もかかってきますよ。当然、維持管理もかか

ふうな基準はございません。ただ、やっぱり学校

る。今、台風にどれぐらいの対応をするんかとい

の教育環境、また付近に与えるような影響ですね、

うのは答えなかったですけども、これひっくり返

その辺のことを考慮して外構工事をやっておりま

れば１００万や２００万で済みませんよね。

す。

ネットというのも、風の強さによっては全体が

以上です。

平面の壁というような扱いになるでしょう、当然。

○議長（真砂 満君） 小山議員。

そういうときに、普通だったらネットおろすんで

○４番（小山広明君） いや、整備基準がないとい

すよね、ネットを。そういう設備も恐らくないは

うのが私は問題だと思うんですよ。小学生だから、

ずですから、そういうこれからの自然現象なんか

おのずからその人たちの体力なりいろいろわかる

を考えた場合に、やっぱり高い３メーターを６メ

わけですから、なければないでやっぱり一定の基

ーターにするということは、そういうおそれもあ

準をつくって学校整備をしていかないと私はだめ

るということで、私はやっぱり慎重にしないとい

だと思うんですよ。

けないんじゃないかなと思うんですが、最後にそ

これ、使っとるのは少年野球というのは、学年

ういうようなおそれも含めてしていただきたい。

で言うと小学生、中学生なんですかね。中学生な

やるんであれば、仮設足場の材料というんでは

んですか、小学生なんですか。だから、小学生で

なしに、やはり恒久的なものをつくるのが耐用年

あれば、やっぱり小学生の体力ということもある

数も含めればむしろ安くなるということもあり得

から、その子供たちから発生する影響というのは

ると思うんですね。そういうなんで、私は今回の

把握できるわけですから、この際やっぱり泉南市

この措置というのはそういうことをきちっと、問

は小学校における運動場なり、校舎もそうですが、

題を契機にあり方を根本から問うて対応したよう

整備基準というのを最低限やはり公につくるべき

にはうかがえません。

じゃないでしょうか。でないと、そのことがあっ

もう１つは、やっぱり市民の皆さんが言っても

て、そこからいろんな規制なり条件をつけて市民

なかなか意思が通じない。ちゃんとした法的なそ

生活に供していただくと。

ういう場で議論をしてやっと調停に至ったという

これ、たまたま今、小学生が対象の少年野球だ

のは、ここにあらわれないやっぱり市民の御苦労

ということですから、ある意味で矛盾しないんで

が私はあったと思うんですね。行政はそんな甘い

すけどね、これが中学生なり大人もやっぱり使う

もんじゃないですよ、ある意味で市民から見れば

わけですね、希望としては。そうすると、やはり

ね。大変厳しい、市民から見れば、そんな裁判と

そこは小学校としての整備基準に合わした中での

か法的なことで素人が立ち向かうことはなかなか

規制ということをやらないと、やっぱり本来的に

できないのをやったわけですからね。そういう点

は小学校なんですから、小学校の教育施設なんで

では……

すから、そういうことからも、ないということを

○議長（真砂 満君） 小山議員に申し上げます。

堂々と胸を張って答弁するんではなしに、やはり

何度も申し上げてますように、質疑でございます

これはないけどもつくっていく必要があるという、

ので、簡略にお願い申し上げます。

そういう答弁につながらないと、議論の意味がな

○４番（小山広明君） はい。だから、そういうこ
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とで、やはり対応がまずかったんではないかなと、

と言いましたね、教育委員会。何指導してきたん

結果的にはですよ。それで、あなた方は何ともな

ですか。これ全部自分らでやってきたんですよ、

いと言っても、結果的にはこういう問題が起きと

少年チームが。できるだけ迷惑かけないようにと。

るわけですから、もう一度市民の立場に立って行

そういう答弁されたら、言わざるを得ないんです

政と市民の関係をチェックしていただきたい。

わ。私も当事者ですからね、あのチームの。どれ

市長も、総責任者ですから、市民と行政との関

だけチームが努力して球飛ばないようにやってき

係がこういう形であらわれとるということで、も

たのか、当然それもおわかりでしょう。そういう

う一度市民から見た行政ということを立ち返る、

答弁では困りますよ。どうなんですか。

反省するチャンスではないかと私は思いますので、

○議長（真砂 満君） 三王生涯学習課長。

市長も最後は御答弁いただきたいと思います。

○教育総務部生涯学習課長（三王智志君） お答え

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

さしていただきます。

○教育総務部長（中村正明君） 今回のことを契機

先ほどの答弁の中で、野球チームに対して指導

に、今後すべての学校・園でこのようなことのな

さしていただくという表現を使わせてもらいまし

いように、各学校の置かれている状況、周辺環境、

た。それで、今、谷議員の方から、従前野球チー

あるいは使用しているスポーツの種類、そういう

ムとしてネットも設置し、ゲージも設置しという

ことを勘案して対応してまいりたいと、そう思っ

形で御指摘いただいて、まさにそのとおりです。

ております。

ただ、先ほど私が申し上げましたのは、昨年の

○議長（真砂 満君） 馬野教育総務部次長。

１２月１０日、最初電話がありまして、その後、

○教育総務部次長兼教育総務課長（馬野史朗君）

竹中さんとの対応の中で、野球チームと、それと

構造的に台風とかそういう面には大丈夫かという

私どもと一緒に伺わしてもらったときに、そうい

ふうな質問だと思いますけども、これはやはり我

う球が飛び込むようなことがあれば、そういうふ

々大丈夫ということで設置、設計をしております。

うにないように野球チームの方にお話しする、指

これは常日ごろの維持管理ですね、それを徹底し

導をすると、そういう意味でお話しさしてもらい

ておれば、ちょっとぐらいの台風とかそういうの

ましたので、今まで野球チームがされてたことに

は十分持ち得るというふうに考えております。

ついて、全然されてないとか、そういう意味では

また、大きな台風とか来る場合は、維持管理も

毛頭ございませんので、もし誤解がありましたら

当然ですけども、事前にまた補強が要るようなこ

申しわけございません。

とがあれば、倒れないように補強の方も考えてい

○議長（真砂 満君） 谷議員。

くということでございます。

○１４番（谷 外嗣君） だから、もともとこれは

○議長（真砂 満君） ほかに。――――谷議員。

学校、教育委員会で設備をする問題ですよ。それ

○１４番（谷 外嗣君） 私の方から何点かちょっ

を放置してるから、やらざるを得なくなってチー

とお聞きをしますけれども、この問題は、先ほど

ムでやってるわけでしょう。だから、言ってるよ

言った９年、前からの話です。これはその都度、

うに、要望書が何回か出てるでしょう。それに対

竹中さんと話をしながらずっと来た中で、９年の

応しない教育委員会のまずさが今出てきてるんじ

前からチームあるいは地域の要望として教育委員

ゃないですか。もう長年たってますよ。もう十数

会に上げてた問題ですよね。それをずっとほった

年前からこういう問題でずっと竹中さんと話し合

らかしにして、仮設のネットですか、で対応して

いながらやってきたわけですから、それが余りに

きたと。そういう事実ありますわな。それで、こ

も対応がまずいんで、そういうことになったんじ

れではだめだということで、チームでいろいろ方

ゃないんですか。

法を考えて、ネットも高いのをつくり、ゲージも
つくり、やってきたわけでしょう。

その辺の反省なくして、いや、ほかの議員さん
にすれば、チームが悪い、もうやめさせたらいい

それで、先ほどの答弁では、指導してきました
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という議論も今出てきてるわけでしょう。そうじ

ゃないでしょう。例えば、チームとしては努力し

てこれ、問題が議長の範囲に――５３条から５８

てますよ。そういうネットも含めて努力しながら、

条を今読んでるんですが、外の発言を超えてはな

あるいはほかの場所に練習に行ったり、できるだ

らないということになってるんですよ。これ２回

け迷惑かけないようにやってるわけでしょう。そ

目になると思うんですが、そういう意味では議長、

れも御存じでしょう。それを対応しないからこう

もう少し整理をしていただかなかったら、１議案

いうことになってきたんでしょうが。

でこれだけ時間かかっていれば、その都度こんな

だから、今の論議では一方的に少年野球が悪い

問題が起こるということであれば困りますし、そ

んやというような論議になってますんでね、それ

れでええんなら、私たちも質問をかけていくとい

は違いますよと言ってるわけです。その辺はどう

うことになりますんで、付託議案は付託議案でそ

なんですか。

れなりの処理をしていただきたいと思います。

○議長（真砂 満君） 梶本教育長。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○教育長（梶本邦光君） 御答弁申し上げたいと思
います。

○議長（真砂 満君） 小山議員。
○４番（小山広明君） いや、今、巴里議員からの

先ほど中村部長並びに三王課長の方から答弁を

意見、僕は聞き捨てならんと思うんですね。議会

さしていただきました。調停に至るまでの経過で

というのは議論するとこなんですよ。何でその議

すね、御説明をさしていただきました。当初、我

論することを議長がちゃんと采配していることに、

々の方も、残念ながら今回は民事調停ということ

時間がかかることが悪いような発言て、これは慎

になりましたけれども、当初は話し合いで和解で

んでいただきたいと思うんですね。議会は大いに

というふうに思っておりましたけれども、さまざ

議論するところだ。そんなことは僕は困ると思い

まないきさつがあって調停ということになりまし

ますよ。

た。

○議長（真砂 満君） 議事進行について御意見を

過去の教育委員会のこの件に対する対応のまず

ちょうだいいたしました。

さということで、我々も十分反省をしております

今会期中でも私の方で何度か発言をさしていた

し、少年野球チームがずっと自分たちでバッティ

だいて、協力方も要請をさしていただいておると

ングゲージをつくられたり、ネットを張られたり、

ころでございます。特に、先ほど小山議員の方か

いろんな指導方法を工夫しながら竹中さんの家に

ら批判を受けておりますけれども、付託案件につ

ボールが飛び込まないように、いろんな指導法の

きましては、当該委員については御遠慮をいただ

工夫をしながら取り組んでこられたということに

き、その所管する委員会の中で十分御議論をいた

つきましては、我々も十分承知をしておるところ

だきたいというふうに思いますし、基本的には議

でございますし、今御説明をさしていただきまし

会運営委員会で決められた会期日程の中で、それ

たように、今後こういうことがないように、我々

ぞれが会議規則にのっとる中で１人でも多くの議

も各市内の小学校、中学校で行われておりますス

員の議論展開ができるように議会運営を図ってま

ポーツチームのさまざまな練習形態、内容につき

いりたいというふうに議長として考えておるとこ

ましては精査をさしていただきまして、公正、公

ろでございます。

平の観点から指導をしてまいりたいというふうに

そういった意味では、それぞれの議員の御協力

思っておりますので、御理解をお願いをしたいと

なしでは議会運営は進められませんので、そのこ

思います。

とを各議員におかれましては十分に御認識の中で

○議長（真砂 満君） ほかに。――――巴里議員。
○１８番（巴里英一君） ちょっと踏み込んで答弁
し過ぎてないかなというとこもあるんで。そして、
余りこれ個人の名前を云々で論議すべきものでも
ないと思うんですよ。この議案そのものはすぐれ
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御協力をいただきたいというふうに考えます。
ほかにございませんか。――――以上で本件に
対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第１２号は、
所管の総務文教常任委員会に付託いたします。

次に、日程第１８、議案第１３号 平成１６年

り増加したため、その経費を補正するものであり

度大阪府泉南市一般会計補正予算（第７号）を議

ます。

題といたします。

次に、７７ページをお開き願います。国民健康

議案書を朗読させます。

保険費の繰出金６４４万円は、人事異動などに伴

○議会事務局次長（中野克己君）

います国民健康保険特別会計への繰出金の増額に

〔議案書朗読〕

要する経費を補正するものであります。

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

次に、８１ページをお開き願います。農地費の

内容の説明を求めます。中谷助役。

需用費１５０万円は、樽井地内君が池パイプライ

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

ンの改修並びに馬場地区内前田池、真宮池の樋管

案第１３号、平成１６年度大阪府泉南市一般会計

の修繕に要する経費を補正するものであります。

補正予算（第７号）につきまして御説明を申し上

次に、８２ページをお開き願います。道路維持

げます。

費の需用費３２０万円は、たび重なる台風、大雨

平成１６年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

などの災害により増加いたしました道路等の修繕

を加える必要が生じたため、地方自治法第２１８

に要する経費を補正するものであります。

条第１項の規定により補正予算を調製し、同法第

次に、８３ページをお開き願います。住宅管理

９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

費の需用費の修繕料３００万円は、市営宮本・前

のであります。

畑住宅の空き家の改修に要する経費を補正するも

補正の内容につきましては、議案書５３ページ

のであります。

をお開き願います。

次に、８５ページをお開き願います。教育振興

歳入歳出の総額にそれぞれ２億７，５１４万３，０

費の扶助費７６４万１，０００円は、経済的理由に

００円を追加いたしまして、歳入歳出の総額をそ

より就学困難な児童・生徒の保護者に給付いたし

れぞれ２２６億４，２８６万９，０００円とするもの

ております就学援助費の対象者が当初見込みより

であります。

増加したため、その経費を補正するものでありま

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

す。

御説明申し上げます。

なお、歳入の明細につきましては、６１ページ

議案書の６４ページをお開き願います。議会費

から６３ページに記載いたしておるとおりであり

から始まります各項目ごとの人件費の補正をいた

ます。

しておりますが、これは人事異動等に伴います補

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

正であります。

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

６５ページをお開き願います。人事管理費の職
員手当等のうち、退職手当の２億５，９６６万８，０

し上げます。
○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

００円は、定年前早期退職予定者等１０人分に対
します退職手当であります。

質疑はありませんか。――――大森議員。
○１０番（大森和夫君） ８２ページの道路維持費

次に、７１ページをお開き願います。訴訟費の

なんですけども、今度の風水害のために道路維持

報償費２７万１，０００円は、防球ネットの設置、

費が必要になったというふうにお聞きしてるんで

使用許可の取り消し及び破損部分の損害賠償を求

すけども、道路維持に対する希望が多いですよね。

められた調停申立事件において必要となる弁護士

それで、こういう形で補正を組まずにできるよう

報酬であります。

な予算の余裕を持ったものはできないのかね。や

次に、７４ページをお開き願います。知的障害

っぱりこういう市道については、先ほども言いま

者福祉費の委託料１，０１１万９，０００円は、社会

したけど、要望が強い分野で、もっと余裕のある

福祉法人に運営委託いたしております知的障害者

予算が組めなかったのかね。これから本当に災害

無認可作業所におきまして利用者が当初見込みよ

が心配される中、もっともっと充実してほしいの
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で、その点についてお聞かせください。

それで、超過勤務手当の額の問題ですけども、

それから、全体についてですけども、超勤手当、

年間の決算額を比較しますと、現在平成１５年度

これは行革の中でもノー残業デーというふうに話

で約８，０００万年間決算額出てるんですけども、

ありましたけども、超勤をやっぱり減らしていく

平成６年、７年度には１億３，０００万とか１億１，

と。それから、全体に仕事を――超勤が大変なと

０００万とか、そういった金額が出ておりました。

こは人をふやすとかいう対策も必要ですし、それ

それで、その超過勤務につきましても、我々とし

から職員さんの健康問題とか、早く帰っていただ

ましては、これは当然当初予算のヒアリングのと

いて地域のいろんな仕事をしてもらうというよう

きに、やはりその超過勤務手当の削減というんで

なことも市の職員にとっても大事な仕事だと思い

すか、それについてもお願いしますよという形で、

ますので、そういう点で超勤を減らすような対策、

それで予算計上させていただいて、結果、今現在、

残業を減らすような対策、どのようになっている

平成１５年度決算ですけども、下がってきてると

のか、お聞かせください。

いうとこもありますので、今後もこの超過勤務手

それから、これはもう何度も質問してる内容な

当につきましては、その数字については今後も見

んですけども、退職金が非常に多いと。これが市

てまいりたいと、このように考えております。

の財政に与える状況と、それからこれからもっと

○副議長（竹田光良君） 大前財務部長。

もっと、早期退職だけじゃなくて、団塊の世代が

○財務部長（大前輝俊君） 退職手当の額でござい

退職時に退職金がふえますので、その点の財政に

ますが、平成１３年、１４年度につきましては、

与える状況についてお答えください。

退職手当については早期前が多かったということ

○副議長（竹田光良君） 池上都市整備部次長。

で５億５，０００万から６億８，０００万要しており

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

ます。ただ、１５、１６年度につきましてはその

夫君） 道路維持費の関係で補正予算の質問がご

半分程度の３億か、あるいは今年度に限りました

ざいましたので、お答えをいたします。

ら３億下回っております。

当然、そういう余裕を持って予算が組めておる

退職者数につきましては、団塊の世代といいま

という段階であればいいんですが、ことしは余り

すか、今後増加してくるというような傾向にござ

にも予期せぬことというんですか、台風とか、そ

いますので、ここ二、三年間につきましては退職

れから大潮等の高潮による被害とか、幾つも重な

者の前倒しもあったということで、今のところ収

りました。当初予算の段階では、そういう個数で

支で見込んでおりますのは、年平均約３億５，００

押し寄せるというようなことはまず予測をしてな

０万程度かなと考えております。

かったような事態が生じたということで、主にそ

それもあるわけなんですが、退職者の前倒しに

ういうものに充てるということで補正を組まして

伴う人件費の削減という削減の効果も一定見込め

いただくということでございます。

ますので、早期前の退職者も含めまして一定退職

以上です。

者を見込んだ中で今後収支計画を立てまして、そ

○副議長（竹田光良君） 谷総務部長。

の中で財源の確保に努めてまいりたいと考えてお

○総務部長（谷 純一君） 大森議員御質問の超過

ります。

勤務手当について御答弁申し上げます。

そして、２０年以降退職者が増加するというこ

超過勤務手当につきましては、業務の執行上、

ともありますので、退職手当債というような制度

時間外勤務を余儀なくされる場合もございます。

もありますので、そのことについても一定今後考

そして、そういった形で予算に計上してるわけで

えていかなければならないのではないかというふ

ございますけれども、この削減につきましては、

うに考えております。

やはり我々としましても、事務事業の見直しであ

以上でございます。

りますとか、あるいは改善を図りながら早急に進

○副議長（竹田光良君） 大森議員。

めてまいりたいと、このように考えております。

○１０番（大森和夫君） 池上さんのお話でしたら、
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余裕があるような予算が組めたらいいけどもとい

補正予算を組んで対応していくというのが一般的

うことで、実際は組めてないと。この補正予算で

なやり方ではないかなと思っております。

もなかなか大変な状況があるんでしょうかね。ち

以上です。

ょっとそれをお答え願いたいのと、本当に今予定

○副議長（竹田光良君） 谷総務部長。

外ということでおっしゃいましたけどね、これか

○総務部長（谷 純一君） 超過勤務手当の問題で

らは温暖化もありますし、ますます地震などの心

すけれども、超勤手当につきましては、当然臨時

配もありますから、余裕のある、本当にそういう

的に事務がふえるとか、あるいは従来の事務の変

予想外のことが予測される時代が来るというふう

更により事務のやり方が違うとか、そういった場

に考えて道路維持費のことを考えるべきだと思う

合もございます。ですので、そういった場合につ

ので、その点、本当に余裕があればいいなという

いては、当然それでもし増加するというのであれ

んじゃなくて、本当に対応できるような予算を組

ば、それは必要な額としては確保していきたいと

むべきだと思うんで、その点についてお答えくだ

思ってます。

さい。

ただ、総括的に超過勤務手当を考える場合には、

それから、超勤手当については減る方向で行っ

やはり削減といった方向で我々としてはお願いし

ておられるということなんですけども、所管の委

ますということでやってまいりたいと、このよう

員会などで聞きますと、国保、それから生活保護

に考えてます。

課、それから私がよく質問をする徴収課などでは、

済みません、ちょっと答弁漏れがございました。

夜間の徴収とか非常に大変な状況があるとお聞き

退職者に係る事務の引き継ぎですね。それにつ

してます。残業も多いとお聞きしてます。そうい

きましては、退職者についてはある程度、早期前

うところの分担というか、そういう対策もとれて

でしたらその前年の５月、あるいはその退職者が

いるのかどうかについてお答えください。

途中退職にしましても、やはり何カ月か前にその

それから、退職金も財政に与える状況もありま

申し出が出ます。ですから、それでもし我々が認

す。人件費をとにかく減らさなあかんということ

める場合でしたら、当然それが３月末とか、そう

があると思うんですけども、財政上にいっときに

いったときには時期が来ますので、事前にある程

集中する問題、それからそういう幹部とか、ある

度それは事務引き継ぎという形でその部内あるい

程度年齢とられた方がやめることによって、仕事

は課内で対応してまいりたいと、このように考え

の引き継ぎがうまいこといかないんじゃないかと

ております。

いうような心配もありますので、余りにも早期、

〔大森和夫君「意見だけ簡単に」と呼ぶ〕

それから人件費を減らすための退職、退職という

○副議長（竹田光良君） 大森議員。

のもどうかと思うんですけども、その点について

○１０番（大森和夫君） 道路予算ね、この補正予

お答えください。

算の組み方はそうだと思いますけども、全体に職

○副議長（竹田光良君） 池上都市整備部次長。

員の皆さん一生懸命していただいてるんやけども、

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

やっぱり予算が少ないからうまいこといってない

夫君） 道路維持費の関係で再度の御質問に対し

んじゃないかと思えるようなところもあるんです。

ましてお答えをいたします。

そういうことで、余裕を持った予算をぜひ組んで

まず、当初予算の段階で、当初からことしみた

いただきたいということで意見を言わしてもらい

いな事態を想定して予算を組むというのは、実際
問題なかなか難しいんかなと思います。そういう

ましたので、お願いいたします。
○副議長（竹田光良君） ほかにございませんか。

意味で、そういうことはしかねるというんですか、

――――北出議員。

組めないというふうな形のことを言うたわけで、

○１９番（北出寧啓君） 同じ質問になって申しわ

補正の制度上、そういうことで予測できないよう

けないんですけれども、こういう財政危機の時代

な、ことしみたいな事態が発生した場合は、当然

に退職金は聖域になってるわけですよね。世代的
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な問題を考えますと、今後４０代等の人たちの退

組織の中で職員の数が多いとかということもござ

職金がどうなってんのか、退職債がどういうふう

いますし、あるいは１人当たりどれぐらいになっ

にこれから保障されていくのか。今の財政、企業

てるのかということもございますけども、今回の

からいえば退職金は払えない状況なんですよね、

補正予算の中では、これは今回は補正予算でござ

企業会計からいえば。でもこれは聖域で払えてる

いますので、総務の賦課とか徴収でありますとか、

という地方公共団体の国家を背景にした保障があ

あるいは福祉の関係とか、これは人数の関係もご

るわけですけれども、ただ今後の運用の中で、次

ざいますけれども、その辺の額が大きくなってる

の世代がなかなか困難であると。それに対してど

と、こういうことでございます。

のように考えてるのか、ちょっとお示し願いたい。

○副議長（竹田光良君） 北出議員。

それから、超過勤務手当が一律で書かれてます

○１９番（北出寧啓君） 人件費の問題は、権利の

けれども、どの部署で特に超過勤務手当が多いの

問題もあって非常に難しいんですけれども、企業

か。その構造的な改革はできないのか、もうこれ

会計的に見れば退職金が出ない。出ないけれども、

は不可避であるとしてやられてるのか。その辺の

聖域で出していく。しかも、２０年以降はかなり

問題について２点、お答え願いたいと思います。

困難な状況で、制度保障されても分割支払いにな

○副議長（竹田光良君） 大前財務部長。

るのではないかというふうなとこまで感じており

○財務部長（大前輝俊君） 退職金の関係でござい

ます。

ますが、退職金は１９年ぐらいまでは平均３億か

実際、そのためにはよほどのさらなる構造改革

ら３億５，０００万ですが、２０年以降どうしても

を含めて――この権利保障をするとするならばで

人数が多くなるということで、やっぱり５億程度

すよ。それ自体にも問題、どうかと思いますが、

は年平均で要ってくるんじゃないかと今予測いた

それは国家政策なんで触れませんけれども、その

しております。

権利保障をするとするならば、退職債の発行等、

今の財政状況からいいますと、確かに払ってい

そのための保障としていろんな制度改革をもっと

くのはもう相当追い込められた状況ですので、し

続けていかなきゃならないと。かなり危機的な状

んどくなってまいりますが、１つは退職手当債と

況だということをやっぱりもっと認識しなければ

いう制度もありますので、一定条例改正等伴いま

いけないんじゃないか。

すが、そのためにはやっぱり施設の統廃合、保育

その点、そういうことを認識すれば、今の現状

所あるいは幼稚園の統廃合、あるいはそれによっ

の行政評価なりの枠組みをもっと徹底して、事業

て民営化を行うというような、それが１つの条件

評価なり、あるいは意識改革なりにつなげていか

になってこようかと思いますので、今おくれてい

なきゃいけないと思います。

るわけなんですが、その辺についても今後精力的

実際問題、今、国民の貯蓄というのは１，０００

に取り組みを進めていかなければならない。それ

兆円ちょっとなんですよね、ローンとか差し引け

によって退職手当債の発行を何とかこぎつけてい

ば。正確に言ったら１，０４４兆円という試算があ

かなければならないというふうに考えております。

って、逆に連結の政府の負債が１，０６７兆円で、

以上です。

これ結果的に赤字なんですよね。だから、国民の

○副議長（竹田光良君） 谷総務部長。

総貯蓄を全部つぶしても国家財政はまだ赤字が残

○総務部長（谷 純一君） 超過勤務手当はどの辺

ってるという状況なんですね。

の部門が多いかという御質問でございますが、今

だから、例えば退職金払い、退職金払いでとこ

決算の数値で説明さしていただきましたが、どの

とんまで行って、例えば市財政が崩壊すると。そ

辺が多いのかというのは、ちょっと今資料的に持

の負担が全部市民に来るわけですよね、ツケ回し

っておりませんので、御容赦お願いしたいと思い

が。この構造というのは、議会も職員も本当に厳

ます。

格に受けとめなければ、この程度のことでは全く

ただ、この超過勤務手当につきましては、当然
−１９４−

おさまらないと。もちろん、いろんな市民のサー

ビスを保障しながら、なおかつ構造改革に突き進

うして起こったのかということも聞かしてくださ

まなきゃならないという非常に困難な問題である。

い。

もっとそれを自覚を促して、徹底してやらなけれ

それから、図書館及びホール費ですけども、こ

ばならないと、そう思います。

れは給料、職員手当、共済でかなりの減額、８１

意見にかえたいと思います。答弁は結構です。

３万５，０００円の減額があるんですが、これは人

○副議長（竹田光良君） 松本議員。

が減ったんですかね。職員の減になってこういう

○９番（松本雪美君） ７５ページの乳幼児医療費

形になって多分減額されたんでしょうが、その辺

助成の問題ですね。これは５００円が１回の自己

の理由も聞かせてほしいのと、今後の問題として、

負担ということで、子供が医療にかかった場合で

一質でもやらしてもらったんですが、こういう形

すね。０、１、２歳がかかった場合、１回が５０

で人材が減っていくことによって実際図書館の運

０円で２度までで１，０００円の負担をすると。こ

営ができていくのか、随分心配をしています。そ

れはお医者さんに対して支払うわけですが、この

れだけです。

分は泉南市の負担せねばならない医療費の額の中

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

で一定額軽減される分ではないかなと思うんです

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 今

よ。

回補正をお願いしております乳幼児の関係でござ

それと、大阪府の支出金で２７１万８，０００円

いますけども、歳入では本年１１月１日から乳幼

というのがあるんですが、これは歳児を引き上げ

児医療制度の１歳拡充が府の方で行われまして２

るということで、大阪府は今まで２歳児を実施し

歳児までということで、本来市の単費でございま

てなかったということで、今度実施するというこ

したが、１１月から来年３月まで５カ月間の歳入

とですから、この分が泉南市の歳入として入って

更正ということで２７１万８，０００円、府からの

くる分だろうと、そういうふうに思ってるんです

歳入ということで補正さしていただいております。

が、０歳、１歳、２歳ですね、その対象人数が幾

１回当たり５００円の２回まで１，０００円と。

らであるかということと、それから歳児を引き上

これは医療助成の関係で最終的には市としての効

げるということになればどれぐらいの負担になる

果になってきます。いわゆる医療機関に患者がお

のか。泉南市の方の費用として医療費として減る

支払いするということで、市としてのプラス面と

分があると思いますから、その辺のところを具体

なって最終的には出てきます。

的に、乳幼児の医療費助成で泉南市が当然大阪府

それと、他市も歳児引き上げについてはそうい

の制度を受けて、他市ではほとんどの市は０歳、

うような動向にもございますが、一般質問でもお

１歳、２歳、３歳まで、阪南でも今度３歳までに

答えしましたように、この泉州中心にまだ３歳未

なったと思いますよ。佐野も多分実施してるんじ

満という市町、０、１、２歳対象の市町もござい

ゃないですか。そういうことも含めて泉南市が歳

ます。４医療が改正されて、それなりの市に対す

児引き上げは、一定負担額はあるでしょうけど、

る効果額はあるんですけども、老人あるいは母子

ほんの少しの負担で実施できるんじゃないかと思

福祉、障害、それとこの乳幼児、これすべてやっ

いますので、その辺聞かせてください。

ぱり新しいビルドとして今後いろんな施策を展開

それから、８９ページの留守家庭児童会ですが、

していく必要があるということで、歳児の引き上

今、信達小学校はチビッコホームに入れなくて待

げについては慎重に時期等見きわめていかないけ

機されてる子供さんが何人かいると聞いてるんで

ないということで、一般質問でもお答えさしてい

すが、その辺の状態も聞かしてほしいんですね。

ただきましたけども、今後の検討課題として取り

指導員ということで賃金の補正があるんですけれ

組んでいきたいと、このように考えております。

ども、その辺では４月のスタートラインで対応し

対象人数は、担当課長の方からお答えさしてい

てたはずだと、私はそういうふうに思ってたんで
すけど、補正を組まねばならないようなことがど

ただきます。
○議長（真砂 満君） 高橋生活福祉課長。
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○健康福祉部生活福祉課長（高橋 勇君） 乳幼児

でしょうか、国が子ども読書推進計画をつくりな

の対象人数ですが、単独制度として、平成１５年

さいということで、法律もできております。泉南

度の実績で７６３名あります。４歳児としてもし

市はまだその辺が確立しておりません。今後、公

それが上がるとしたら７７９名と、市民課でいた

立図書館と学校図書館、この２本柱にした泉南市

だいたピラミッド数字として試算しております。

の子ども読書活動推進計画、これを策定したいと

済みません。３歳児が今現在、市単独制度とし

いうことで、その関係もあって職員を異動させた

て実施してますので、それが丸々府制度として移

わけでございます。

行しますので、人数としたら今度４歳児になる人

なお、その職員の後の対応については、当然司

が７７９名の増ということになります。

書資格を有する嘱託あるいはアルバイト職員によ

以上でございます。

って対応しておりますので、基本的には従前どお

○議長（真砂 満君） 三王生涯学習課長。

りスムーズに運営できております。

○教育総務部生涯学習課長（三王智志君） 松本議
員に御答弁さしていただきます。

○議長（真砂 満君） 松本議員。
○９番（松本雪美君） 先ほど質問の中で１つ落ち

留守家庭児童会費の補正額についてでございま

たんですが、６１ページの使用料の部分で浴室使

すけれども、その大半につきましては、留守家庭

用料というのがあるんですが、あれはあいぴあの

児童会におきましては障害児、例えば樽井の方で

おふろが有料化になったと、こういうふうに聞い

は車いすのお子さんとかを受け入れてる関係がご

てるんですけれども、この減額というのは、当初

ざいまして、その子供さんの関係でアルバイトの

の見込んでた分は、結局利用者が少なかったとい

指導員さんを加配という形で４名しております。

うことで、こういう形での減額補正されたんでし

それの分についての賃金１０８万１，０００円がそ

ょうね。

の主な補正額の内容となっております。

この問題では、利用者がどれぐらい減ったのか。

それと、先ほど待機児童の話が出ておりました

４割ぐらいと聞いてるんですが、間違いないでし

けれども、現在、信達小学校の方で４名の待機児

ょうかね。これだけたくさんの人が有料化された

童が出ておりますけれども、これについては、待

ことによっておふろの利用が減るということは、

機児童が出ないように定員をふやすとかというこ

ちょっとやっぱり余りにも今のあいぴあの利用者

とも検討はしておりますけれども、現時点ではち

にとっては酷な話だったんだなあと、そういうふ

ょっとそれは難しいということで、この補正につ

うに見えるんですよね。高齢者で本当に楽しみに

いてはそれに関連してということではございませ

していたおふろですね。入り口で有料化というこ

ん。

とでシャットアウトされてしまったと、こういう

以上です。

ことが起こってきてるということではやっぱり問

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

題だから、私はもう有料化は、やっぱり施設とい

○教育総務部長（中村正明君） ８９ページの図書

うのは利用されてこそ初めて生きてくるわけです

館及びホール費の中の補正予算で８１３万５，００

から、利用する人数が減るというようなことをす

０円減額になっておることに関して、人員減の中

るということは、市民サービスの点でもこういう

で図書館、文化ホールは運営できるのかという御

減になること自体が大きな問題としてやっぱりも

質問がございました。

う一度考え直さなあかんのではないかなと、そう

今回８１３万５，０００円補正減になったのは、
当初見積もりから４月１日の時点で司書職員が教
育委員会、本庁の事務局へ異動したことに伴う減
額対応です。

いうふうに思いますので、その辺聞かしてくださ
い。
それから、乳幼児の医療費の助成制度ですけれ
ども、せっかく大阪府がこういう形で新たに歳児

今回、私ども司書職員を１名教育委員会事務局

引き上げをされたんですから、その部分で浮いて

へ異動させた１つの理由の中に、もう２年ほど前

きたお金を生かせて使えるような対策を講じるべ

−１９６−

きですよ。全国的にはもう中学３年までやってる

それと、アルバイトの賃金ですね、この保育所

とこがあるとか、そんなとこまで出てますよ。も

費の中の。アルバイトの賃金がどんどん多くなっ

う就学前というのは当然のことであって、たくさ

ていってるんですけれども、減額は給料や職員手

んの自治体で、少子化時代ですから生まれた子供

当で減らされてきてるんですが、この辺のところ

は大切に育てたいと、そういう思いから実施され

も答えといていただきたいなと。保育所の問題で

てきたこの制度を、大阪府が一番全国的にもおく

は、今後の泉南市の対応を答えていただきたい。

れている中ででも、とにかくやらないかんという

それから、子ども支援センターも１つ質問から

ことで大阪府がスタートを切ったわけでしょ。で、

抜けましたんですが、このことに……

泉南市が独自でやられていた分に対して大阪府が

○議長（真砂 満君） 松本議員に申し上げます。

スタートを切ったことによってお金が浮いてくる

付託議案でございますので、質疑についてはでき

わけですから、その分も生かして使うということ

る限り簡略でお願いします。

を当然やるべきですよ。

○９番（松本雪美君） はい、わかりました。簡単

私は、どのぐらいのお金の額になるんかなとい

にね。

うことで聞かしてもうたんですが、今お答えなか

子ども支援センターの中身を一応報告しといて

ったんで、聞かしてください。

いただきたいなと思います。これも少子化時代の

それから、保育所の問題も第１回目に質問し損

問題だということでつくられた行政ですので、こ

ねてたんですが、延長保育促進事業費補助金とい

れもお答えをお願いします。

うことで、大阪府から１，８００万円近いお金が来

それから、留守家庭の児童会の問題もそうです

てますね。実際にこういう形で延長保育にお金が

が、今後これから後も信達小学校は周辺ではミニ

出ているのに、泉南市では普通常識でいえば、通

開発がふえて子供たちがふえています。教室も足

勤時間も含め、それから労働時間も含めて、他市

りなくなるような実態ですが、このまま放置はで

では延長時間というのは朝の７時から夜の７時ま

きないと思いますので、今後の状況をどういうふ

で子供たちを見る体制というのはつくってるわけ

うにこの解決のためにつくられていかれるのか、

ですよね。そういうのは一般質問でも指摘されて、

聞かしてください。

当然延長については見直さざるを得ん、見直すべ

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

きだと、それも検討していこうというお答えもい

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 相

ただいてますけれども、最近は男女均等法で労働

当数多く御質問されましたけども、もし抜けてお

時間というのも夜中まで仕事をせねばならない女

りましたら、また御指摘いただきたいと思います。

性もたくさんふえてきてますから、ここら辺をや

１点目の浴室使用料の関係でございますが、御

っぱり充実させていく１つの大事な行政やと思う

指摘のとおり、平成１５年の１０月から有料化し

んですよ。その辺についてはどうされるのか、も

たことによりまして、当初予定しておりました利

う一度きちっと対策を講じていただきたい。こう

用者の減少が見込まれますので、８０万円の歳入

したお金が出てるということで、補正予算で組ま

更正をさしていただいております。割合とすれば

れてきたわけですから。

４割程度の減少になるんではなかろうかと。これ

それから、待機児童についても、保育所の待機

は、使用料・手数料の見直しを昨年１０月からさ

児童というのは、こういう不況の時代ですから、

していただいたわけですけども、一定の受益者負

生活にかかわって働きたいという女性に働くこと

担をいただくという公平性の面から使用料をいた

ができない状況をつくってしまっているわけです

だくということにしてございます。

から、今、行政として少子化時代、それからこう
いう女性の労働を保障するということでは、きち
っと待機児童のなくなるような形での対策を講じ
るべきだと思います。

それと、２点目は乳幼児医療の効果額の関係で
ございます。
これは９月議会でもお答えしましたけども、効
果額が一部負担金の導入と３歳児未満、いわゆる
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２歳児が府の補助対象になりました関係で約２，０

○議長（真砂 満君） 中脇児童福祉課長。

００万、たしか二千二、三百万の試算でございま

○健康福祉部児童福祉課長（中脇一雄君） 保育所

した。実際に１歳引き上げるのには約２，０００万

費のアルバイト賃金についてでございますが、本

余りかかると、こういうことで９月議会で御答弁

来４月当初の保育所の運営につきましては、延長

さしていただいております。

保育の臨時職員あるいは調理の臨時職員など、一

確かに、歳入面から見れば１歳引き上げられる

部を除きまして基本的に正職員または嘱託職員で

んではないかということでございますが、次世代

対応をするというふうにしております。このこと

育成対策も今計画もしてます。だから、いろいろ

から、当初の予算におきましては、病気のかわり

と少子化に向けて、乳幼児の関係も含めまして、

に、病気代替等によりまして欠員の補充のための

今後ビルドとして何らかの施策を講じていく必要

アルバイト賃金を各保育所ごとに２名ずつという

もございます。

ことで予算化を図っておるところでございます。

それと、今回４医療で合計しますと４，０００万

今年度増加の要因といたしまして、まず４月当

余りの効果が出てますけども、老人あるいは障害

初に嘱託雇用を考えておりました看護師２名につ

者、母子家庭、それでこの乳幼児と、こういう分

いて、嘱託の応募がなかったということからアル

野の１７年度以降でビルドとして新しい施策に取

バイトの雇用に切りかわったこと。それから、財

り組む必要もあるということも踏まえまして、今

政健全化によりますフリーの嘱託保育士をアルバ

後慎重を期す必要があるということで考えており

イト職員への段階的な切りかえということもござ

ます。

いまして、そういったことで今回補正をお願いし

実施状況を見ますと、府下では３歳児未満が今

ているところでございます。

一番低い対象年齢でございます。府下では１１市

それから、子ども支援センターの問題について

ございまして、１１市のうち５市が３歳児未満と

ということでございましたが、これは補正の内容

して泉州の各地にございます。だから、近隣市の

……。よろしいですか。

動きもあるんですけれども、実施時期等について

○議長（真砂 満君） 待機児童のことは。

は今後慎重に検討していきたいと、このように考

○健康福祉部児童福祉課長（中脇一雄君） 待機児

えております。

童のこと、申しわけございません。

それと、延長保育の推進費の関係でございます

待機児童についても、年度初めの入所につきま

が、これにつきましては、内容としましては、平

しては、一般質問の方でも部長の方から御答弁さ

成１４年度から取り組んでおります６時から６時

していただいておりますが、入所の申し込み状況

半までの３０分の延長分に対する運営費の補助で

に応じて歳児別のクラス編成あるいは職員の配置

ございます。今回、府の補助制度の事業採択が得

を行うことによりまして、限りなく待機児童が出

られるということで明確になりましたので、歳入

ないように対応しているところでございます。

更正をさしていただいております。

しかしながら、途中入所の申し込みにつきまし

御指摘のとおり、本市は７時から６時半までと

ては、やはり歳児別の部屋の状況、職員配置など

いう形になってまして、午後は７時まで３０分ま

の点から保育所の最低基準を遵守する必要がござ

だ延長いたしておりません。これにつきましては、

いますので、待機児童の発生を防ぐことが困難な

一般質問でもお答えしましたように、職員の勤務

状況にございます。保育士の確保を行うなど、待

条件等いろんな課題がございますし、関係団体と

機児童の解消に極力努めております。

も十分協議する必要もございますので、７時まで

そういったことで、今現在、大体５０名程度ご

の延長については今後前向きに検討はさしていた

ざいます。しかしながら、来年５月には新家保育

だきたいと、このように考えております。

園の方で６０人の定員増を含めた建設も計画され

ちょっと、あと保育関係でございますんで、担
当課長の方からお答えさしていただきます。

ておりますので、一定当面は待機児童の解消に寄
与できるんではないかということで考えてござい
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ます。よろしくお願いします。

質疑ありませんか。――――以上で本件に対する

○議長（真砂 満君） 中村教育総務部長。

質疑を終結いたします。

○教育総務部長（中村正明君） 学童保育について

ただいま議題となっております議案第１３号は、

も、先ほどの児童福祉課長の答弁と基本的には同

所管の総務文教常任委員会に付託いたします。

じようなスタンスです。ただ、信達を取り上げま

次に、日程……（小山広明君「議長、議事進行」

すと、一昨年国庫補助を受けまして新教室を建築

と呼ぶ）小山議員。

したところであり、さらに新たな建築を行うとい

○４番（小山広明君） 休憩を終えて再開をしたら、

うのは非常に困難なところがございます。ただ、

やはりちゃんと集まるまで待って開くべきですよ。

年度途中の申し込みとか、あるいは定数の見直し

そんなん、ないのわかっとって、終わるのおかし

とか、いろいろ工夫するなりして、できるだけ希

いでしょう。そら、ある程度、僕は聞こえてすぐ

望者を受け入れるようにしたいと思います。

来ましたよ。何でそんな運営の仕方するんですか。

ただ、私どもも毎年受け入れる人数を一定確保、

初めから僕は手挙げとるんだし、おらんのわかっ

それに合わせて指導員の用意をしてるわけですけ

てるんやから、それは来るまで待つのが当たり前

ども、どうしても年度途中の申し込み等で一定し

じゃないですか。何でそんな運営をするんですか。

ないところがありますが、できるだけ希望者の御

○議長（真砂 満君） 小山議員に申し上げます。

希望をかなえてあげていきたいと、そう考えてお

私は、６時１０分まで休憩しますということの時

ります。今後努力してまいります。

間明言をいたしておりますし、１０分前までに予

○議長（真砂 満君） 松本議員。

鈴を放送でさしていただいておりますし、過半数

○９番（松本雪美君） もう１分で終わります。

の議員につきましてはその時間内に着席をしてい

先ほどからいろいろお答えありがとうございま

ただいておりますので、運営をさしていただいて

した。１つずつ取り上げたら時間かかりますので、

るところでございます。

もうやめときますが、図書館の問題で子ども読書

次に、日程第１９、議案第……（北出寧啓君

推進計画というのがつくられて、それを泉南市で
も計画を策定せねばならないと、そういうことで

「議事進行」と呼ぶ）――――北出議員。
○１９番（北出寧啓君） 今回、議案第１３号は終

司書を引き揚げられたということで、図書館の方

わりましたけれども、これから１４号、１５号等、

は実際には必要な人材が抜かれて、あとアルバイ

すべて付託議案でございます。今の場合も総務文

トですか、嘱託ですか、そういう人で対応されて

教常任委員会に付託されます。付託議案に関して

ると、こういうことですけど、私は大事な問題と

は、我々本会議即決ではございませんので、基本

して、泉南市内のＢＭ、自動車図書館ですけど、

的な要点だけ質疑応答をするということで、何の

そういう問題も取り上げさしてもうたんですが、

ために我々委員会制度を去年、真砂委員長、堀口

本当に国もこういうことで取り組んできてるわけ

議長の中で努力してつくっていただいたと。そう

ですから、図書行政そのものが絶対に後戻りする

いう制度を確認して、新たな枠組みの中で議事運

ことのないように、前へ進んでいって充実さして

営を行っていただきたい。よろしくお願いいたし

いくという立場で臨んでいただきたいと思います

ます。

ので、それだけお願いしときます。

○議長（真砂 満君） 北出議員の御意見にお答え

○議長（真砂 満君） ６時１０分まで休憩いたし
ます。

いたします。
私もその意向で議事を進めさしていただいてお

午後５時５５分 休憩

りまして、各議員の皆さん方には御協力も含めて

午後６時１２分 再開

再三お願いを申し上げているところではございま

○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を開
きます。

す。よって、御意見がございますので、改めてお
願いを申し上げます。付託議案でございますので、

議案第１３号に関する質疑を続行いたします。
−１９９−

その辺十分御配慮をいただきまして、質疑につき

ましては簡潔にしていただけますようによろしく

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 今

お願いを申し上げます。

回の６４４万円の補正でございますが、国保事業

改めて、次に日程第１９、議案第１４号 平成

におきまして今年度、人事異動に伴う職員給与費

１６年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計

あるいは職員手当等におきまして不足が生じると

補正予算（第２号）を議題といたします。

いうことで、一般会計から繰り入れさしていただ

議案書を朗読させます。

きまして、必要な歳出の補正をお願いしていると

○議会事務局次長（中野克己君）

ころでございます。

〔議案書朗読〕

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

〔成田政彦君「違う。一般会計の繰り入れの―

内容の説明を求めます。中谷助役。

―人件費だけでしょう。一般会計の今の繰り

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

入れ状況がどうなっとるかと聞いたんや。一

案第１４号、平成１６年度大阪府泉南市国民健康

般会計がどういうふうに繰り入れとるか」と

保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

呼ぶ〕

て御説明申し上げます。

○議長（真砂 満君） 理事者に申し上げます。質

平成１６年度大阪府泉南市国民健康保険事業特

問者の趣旨を十分御理解の上、答弁をしていただ

別会計に変更を加える必要が生じたため、地方自
治法第２１８条第１項の規定により補正予算を調

きたいと思います。平島国保年金課長。
○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 申し上

製し、同法第９６条第１項の規定により議会の議

げます。

決を求めるものであります。

今ちょっと１６年度の予算書自体持ってません。

補正の内容につきましては、議案書９９ページ
をお開き願います。歳入歳出の総額にそれぞれ６

資料として持ってません。
○議長（真砂 満君） その場でお待ちください。

４４万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ６
５億１，４７５万４，０００円とするものであります。

――――平島課長。
○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 今まで

議案書１０３ページをお開き願います。歳入の

の繰入額ですか……。前年度のしかちょっと今資

明細につきましては、職員異動等により人件費の

料ありませんけども、前年度繰り入れが５億３，４

増額となった職員給与費等に対する一般会計から

０７万９，７４１円です。１６年度はちょっと今こ

の繰入金の補正であります。

こに持っておりませんので……。補正前の額とし

議案書１０４ページをお開き願います。歳出の

て５億４，７１７万円です。それで補正額が６４４

明細につきましては、給料を１６３万円、職員手

万円、補正後５億５，３６１万円となります。

当等を４０３万５，０００円、共済費を７７万５，０
００円増額するものであります。

以上です。
○議長（真砂 満君） 成田議員。

給与費明細書につきましては、議案書１０５ペ

○１６番（成田政彦君） 今の一般会計からのいわ

ージに記載のとおりであります。

ゆる繰り入れなんですけど、これはもう今、純粋

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

に財政的支援じゃなくて、これはもう人件費のみ

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

で総額５億ということですか。人件費だけで一般

し上げます。

会計の繰り入れは……。こんなに多くないわな。

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

それをちょっと聞きたかってん。この５億の中身

質疑はありませんか。――――成田議員。

を聞きたいんで、一般会計の繰入金は財政的とか

○１６番（成田政彦君） 一般会計からの人件費の

人件費とか、そういう中身をちょっと聞きたかっ

繰り入れがあったんですけど、他の一般会計の繰
り入れについての状況をちょっと教えてください。

たんや、おれ。今どうなっとるか。
○議長（真砂 満君） 成田議員に申し上げます。

○議長（真砂 満君） 楠本健康福祉部長。

もうしばらくお待ちください。今、予算書を取り
−２００−

に行っております。――――平島国保年金課長。

を求めるものであります。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 申しわ

議案書１０７ページをお開き願います。補正予

けございません。平成１６年度職員給与費等で１

算の内容につきましては、歳入歳出の総額からそ

億１，１３９万円、出産一時金で５，７６０万円、保

れぞれ９６８万７，０００円を減額し、歳入歳出予

険基盤安定で３億２，８５７万６，０００円、一般減

算の総額をそれぞれ２３億８，８４１万５，０００円

免が１，３２１万２，０００円、財政安定化支援事業

とするものであります。

３，６３９万２，０００円、計５億４，７１７万円。

補正の理由につきましては、本年４月１日に行

以上です。

われた人事異動による１名分の給与減額及び１名

○議長（真砂 満君） 成田議員。

の育児休業に伴う給料、手当、法定福利費を減額

○１６番（成田政彦君） ５億６，０００万のうち、

するものであります。

一般会計のいわゆる滞納問題なんかあるんです。

歳入につきましては、議案書１０９ページに記

これに対する赤字補てんには、これは全くここの

載のとおり、一般会計繰入金９６８万７，０００円

中にはないと、全くそういう点はないという……。

を減額するものであります。

財政安定化支援事業３，６００万と入っとる、これ

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

は赤字補てんを解決するため、そういうのは今一

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

切ないということですな。その辺ちょっと。いわ

し上げます。

ゆる国保財政の赤字解消のために財政支援として

○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

の一般会計の繰り入れはないんやなと、この確認
だけよ、僕。

質疑はありませんか。――――小山議員。
○４番（小山広明君） 私もこれから開催時間前に

○議長（真砂 満君） 平島国保年金課長。

入っていたいと思います。大変、私自身がミスを

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 平成１

しまして申しわけなく思っております。

６年度の予算には入っておりません。

下水道会計の分で今提案されとるわけなんです

○議長（真砂 満君） ほかに。――――以上で本

が、人事異動による増減という説明でございます

件に対する質疑を終結いたします。

けれども、この期末手当というのも減額になって

ただいま議題となっております議案第１４号は、

おるんですが、この期末手当の計算方法というの

所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。

をちょっと詳しく御説明いただきたい。

次に、日程第２０、議案第１５号 平成１６年

それから、決算書を見るとプラ・マイゼロにな

度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第

っとるんですが、これはあり得ないことなんです

１号）を議題といたします。

が、なぜこういうプラ・マイゼロというような数

議案書を朗読させます。

字にいつもなるのか。市から一般会計への繰り入

○議会事務局次長（中野克己君）

れをやっておるのが、つまり赤字分を補てんする

〔議案書朗読〕

という、そういうものであろうと思うんですが、

○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

その辺の説明をいただきたいと思います。

内容の説明を求めます。中谷助役。

それで、今回のこの人事異動による補正という

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

ものも、そういうすべてプラ・マイゼロになると

案第１５号、平成１６年度大阪府泉南市下水道事

いうような形で一般会計からの繰り入れ処理をし

業特別会計補正予算（第１号）につきまして御説

ているのか、御説明をいただきたいと思います。

明申し上げます。

○議長（真砂 満君） 島原人事課長。

平成１６年度大阪府泉南市下水道事業特別会計

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（島原功

予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治

明君） お答えいたします。

法第２１８条第１項の規定により補正予算を調製

期末手当につきましては、本俸に調整手当、扶

し、同法第９６条第１項の規定により議会の議決

養手当とございます。それに対して一定の率を掛

−２０１−

けます。一般職、特別職の違いは、一般職につき

ね。

ましては期末、勤勉に分かれておりますが、特別

しかし、条例に基づいとるからいいといえばい

職につきましては期末一本となってます。

いんですけども、やはりこういう問題については、

以上でございます。

早急に問題がある制度については是正をしていか

○議長（真砂 満君） 大前財務部長。

ないと、市長あたりにも大きな迷惑がかかるし、

○財務部長（大前輝俊君） 下水道会計はプラ・マ

我々も迷惑かかるんですね、そんなことが問題に

イいつもゼロになってるのはどういうことかとい

なれば。そういう趣旨で入ったもんじゃないんで

うことですけど、平成５年に下水道会計ができま

すから。そこをちゃんと始めから説明してもらわ

して、先行投資とか大きく、あるいはまた普及率

ないと議論になりません。

の関係もありますので、まだ成熟していないとい

それから、何か成熟していないからプラ・マイ

うことで、一般会計の方から収支均衡になるよう

ゼロにするために一律的に一般会計から入れとる

にこれまで繰り出しをしていたというふうになっ

ということになると、入れとるこれが全部赤字と

ております。

いう解釈でいいのか。それとも、当然一般会計か

以上でございます。

ら入れるべき雨水管とか、そういう問題と分けて

○議長（真砂 満君） 小山議員。

入れないと、どれだけが赤字になってるのかわか

○４番（小山広明君） いや、答弁がちょっと不十

らないんじゃないですかね。

分だから。私、今回これをするともうできないん

だから、こういう提示の仕方。今回も人事異動

でちょっと困るんですが、期末手当については本

によって増減というけども、それも全部プラ・マ

俸と調整手当と言うけど、職員がここの３次計画

イゼロにするために一般会計から全部入れるんで

でも示されておる――これは私、議員時代に議論

は、やはり下水道会計そのものの問題性が見えな

したから覚えとるんですが、いわゆる加算支給、

いというようなことで、もう少しきちっとした説

２０％を限度として加算支給する、やってもやら

明をしていただきたいと思いますね。

んでも同じ給与の出し方は問題があるということ

○議長（真砂 満君） 大前財務部長。

で導入をされた。

○財務部長（大前輝俊君） 一般会計から収支均衡

しかし、実態的には一律的に配分をしておると。

の額になるように繰り出してるわけなんですが、

部長級あたりはオール２割アップしとると。これ

ただ、下水道事業というのはまだ成熟しておりま

では入れた趣旨からいえば、何か同じように、い

せんので、それでは企業会計として収支均衡にな

わゆる俗な言葉でいえば働いても働かなくても同

るようにするには、また下水の使用料等、相当な

じ給与が当たると。だから、そういうことで職員

値上げになって、受益者だけでは到底負担するの

のやる気を奮い立たせないというんかね。僕は、

は困難であるというふうに考えております。普及

入り方は問題だと思うんだけども、それがまた同

率もまだ５０％程度ということでございますので、

じような趣旨で一律配分しとるという、こういう

成熟するまでは一般会計の方から繰り出していき

ことは今改められておるんかどうかですね。

たいということです。

しかも、そういうことが全く関係ない市長とか

ただ、下水道の使用料の徴収率については、一

議員にまで２割加算しとるでしょう。これは必ず

定府の平均とか、そういうふうなのを加味いたし

問題になりますよ、こんなことやっとったら、こ

まして、その徴収率に達しない差については、今

の財政破綻のときに。だから、我々は５０万の給

後赤字として負担していただくようには考えてお

料、ある意味では給料をもらっとるけど、実際６

ります。

０万もらっとんですよ、これね。そこに月数を掛

以上でございます。

けるわけですから。しかし、ほとんどそういう明

○議長（真砂 満君） 島原人事課長。

細説明がないまま支給されとると。何か問題にな

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（島原功

れば、これは議員なんか大変なことになりますよ
−２０２−

明君） お答えいたします。

傾斜配分についての見解を申し上げます。

度大阪府泉南市水道事業会計補正予算（第１号）

まず、これは通称言われているのが役職加算と

を議題といたします。

言われています。それぞれの役職に合わして５％、
１０％、１５％、２０％、制度的なものでござい

議案書を朗読させます。
○議会事務局次長（中野克己君）

ます。この制度導入に当たって、当然その導入時
に議会の中で議論されて、その中で同意を得たも

〔議案書朗読〕
○議長（真砂 満君） 理事者から提案理由並びに

のという形でございます。

内容の説明を求めます。白谷水道部長。

今後この制度が制度的にまた変わるというもの

○水道部長（白谷 弘君） それでは、議案第１６

であれば、それはその時点でまた御議論していた

号、平成１６年度大阪府泉南市水道事業会計補正

だいた中で制度として変えるものと考えておりま

予算（第１号）につきまして御説明申し上げます。

す。

１１７ページをお開き願います。まず、収益的

以上でございます。

支出の補正でございますが、款といたしまして、

〔小山広明君「市長、それでいいんですか。こ

水道事業費用１，２５２万７，０００円を増額し、１

の出し方で。問題になりますよ、絶対。どう

６億７，５７２万２，０００円とするものでございま

ですか。議長、あと意見だけ言っときますが」

す。

と呼ぶ〕

また、資本的支出の補正でございますが、２４

○議長（真砂 満君） 小山議員。

６万６，０００円を増額し、８億４，１３６万９，００

○４番（小山広明君） これは私、問題提起したん

０円とするものでございます。

ですから、きちっと対応してくださいね。こうい

次に、１１９ページをお願いします。収益的支

う趣旨で入ったんじゃなしに、役職加算というだ

出の補正としまして、退職手当負担金として１，２

けじゃなしに、やっぱりやる人とやらない人をそ

５２万７，０００円の補正をお願いしてございます。

ういう形で加算をしていくと。だから、一律的に

内容につきましては、本来企業職員、いわゆる

ずっとやるというんじゃ趣旨が全然違うんですよ。

水道部の職員の給与につきましては、退職手当も

そういうことで、これはぜひいろんな面から検

含め企業会計から支出することになっております。

討していただかないと、私は大変な大きな問題に

これまでは水道部に在職した期間のある職員につ

なると思います。これはいろんなところでも問題

きましても一般会計から全額退職手当の支給を受

にしておりますから。

けておりましたが、今年度からは水道部での在職

それから、下水道の問題も、成熟していないか

期間に応じまして企業会計から一般会計に退職手

ら入れるという発想では、やはり私はだめだと思

当の応分の負担をすべく、補正をするものでござ

いますよ。これも早急にどれだけの負担が実際か

います。

かるのか、赤字の額はどうなのかということをき

次に、資本的支出の補正としまして、給料、手

ちっと明細を出して、議論できるようにしていき

当、法定福利費としまして２４６万６，０００円の

たいと思いますね。でないと、こういう形で下水

補正をお願いしてございます。これにつきまして

道がどんどん、帳面上はプラ・マイゼロで行くわ

は、本年４月１日に実施されました人事異動によ

けですからね。それの抑制の問題にも議論がつな

ります人件費の補正をするものでございます。

がらないわけですし、ぜひそういう出し方をして

なお、給与費明細書につきましては、１２０ペ

いただきたいということで、意見にしておきます。

ージに記載のとおりでございます。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――以上で本

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

件に対する質疑を終結いたします。

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

ただいま議題となっております議案第１５号は、
所管の産業建設常任委員会に付託いたします。

すようお願い申し上げます。
○議長（真砂 満君） これより質疑を行います。

次に、日程第２１、議案第１６号 平成１６年
−２０３−

質疑はありませんか。――――成田議員。

○１６番（成田政彦君） ただいまの水道部長の発

私どもの収益に影響してくるということになりま

言によりますと、この退職金１，２００万について

す。ただ、今年度につきましては３名が該当いた

は、現在水道部には在職してなくて、他の部署に

しておりまして、１名につきましては３８年勤務

ついて、退職するから水道部に在職した５年分に

いたしてございましたので３８分の２、もう１名

ついては水道企業会計から支払うという説明です

につきましては３５分の２、あとの１名につきま

けど、これは初めてこういうことをするんですな。

しては２９分の１２ということで負担することに

そうすると、水道事業会計の営業費用、これは

なってございます。

どういうお金で――今まではそういうことしてな

それと、今後の退職見通しについての御質問も

かったんですわ。これは営業収入、水道料金。だ

あったわけでございますが、何分最近の泉南市で

から、今までは営業収益の水道料金でこういう退

は早期退職等もたくさんございますので、現時点

職金、水道局に在職、一時おっても負担はしてな

では来年度何人、再来年は何人という統計は出て

かったんですな。これを負担すると、水道料金の

ございません。

値上げに、この１，２００万円というのは、営業収

以上でございます。

益、水道料金の値上げ、水道料金で退職金を払う

○議長（真砂 満君） 成田議員。

としたら、将来例えば１，２００

○１６番（成田政彦君） いや、水道料金の今黒字

今、幾らです

か、水道局の黒字は。１，２５２万円でしょう。こ
れは例えば水道局に今３人、４人が一遍に出てき

は幾らか。１５年度決算の黒字は幾ら。
○議長（真砂 満君） 答弁漏れがありましたので、

たら、他の部署におって退職の人がね。これから
団塊の世代いっぱい出てくるからね。もしこれ五、

白谷水道部長。
○水道部長（白谷 弘君） 成田議員の御質問にお

六千万も出てきた場合を想定したら、今の水道、

答えいたします。

今は黒字か知らないけど、これを水道料金に転嫁

ここ数年につきましては、相当単年度で赤字が

しなきゃならない、この問題を。そういう新たな

出てございます。平成１１年度の単年度で１億２，

問題が論議になってきますわな、これ。今までは

９００、１２年度が１億９，３００、１３年度が１

そういうことしなかったからね、そういう水道料

億６００、１４年度が１億２００、１５年度も１

金に転嫁できなかった。退職金を転嫁することに

億程度の赤字でございます。累積でいいますと７

なるんですけど、これは大きな問題でっせ。

億７，０００万円の赤字でございます。

一般会計で、本来税で賃金、給料を払うんです

以上でございます。

けど、こういう企業局の現在職員でもないのに、

○議長（真砂 満君） 成田議員。

５年おったからて、その分だけを営業収益で払う

○１６番（成田政彦君） そうしましたら、企業会

ということは、水道料金の値上げにつながるん違

計と言うけど、今までは一切そういうことを負担

いますか。ことしは１人ですけど、将来どうです

しなくて、少なくとも１，２００万とかそういう退

か。何人ぐらい出てきます、こういう人たちは。

職金を持つことは、さらに赤字をふやすことにな

何人かおるん違う、こういう水道部から一般職へ

るでしょう。違います。今まではしなかったんで

移って退職する。これは統計出とる。何年に何人、

しょう、そういうことを。なぜしてなかったんで

何年に何人と。そしたら、そのとき水道会計が黒

すか、そういうことを。ことし初めてでしょう、

字であっても赤字に転化することになるからね。

そういうことをしたの。赤字のとき、前の水道料

その点どうですか。

金を上げるとき、そんなこと一切言わなかったし。

○議長（真砂 満君） 白谷水道部長。

職員の退職金、他部局に働いて、そんなことは一

○水道部長（白谷 弘君） お答えいたします。

切言わなかった。今回初めて出てきたでしょう。

成田議員御指摘のとおり、この負担につきまし

（堀口武視君「親金ないからしゃあないわしよ」

ては、当然水道収益の方から支払うことになりま

と呼ぶ）いや、親関係なくて、人件費の負担は営

すので、たくさんの退職職員が出た場合、大きく

業収益の値上げにつながるんですよ、結局これは。

−２０４−

住民負担につながるんですよ。あんたら、あれで

それと、嘱託４人あるんですが、この場合の嘱

しょう、福祉料金て、今度９０万切るんでしょう、

託の職務は一体どういうことをやってるんか、お

水道部は。水道料金払えん人、来年か、切るんで

聞かせをいただきたいと思います。

しょう、そういうのを。そういうのを切るん違う

以上です。

の。９０万円も、払えん人を。片方ではそういう

○議長（真砂 満君） 白谷水道部長。

冷たいことやっといてね。

○水道部長（白谷 弘君） 島原議員の御質問にお

○議長（真砂 満君） 答弁求めます。白谷水道部

答えします。

長。

まず、第１点目の第４条の職員給与費のことで

○水道部長（白谷 弘君） 成田議員の質問に御答

ございますが、３億３，５１６万３，０００円を３億

弁申し上げます。

３，７６２万９，０００円に補正するという件でござ

提案理由のときにも御説明申し上げましたが、

いますが、資本的支出の補正の２４６万６，０００

公営企業法第３８条によりますと、退職金も含め

円を追加した額でございます。これにつきまして

て企業で支出するということになってございます。

は、議会の議決を経なければ流用することができ

従来、一般会計から支出を行っていただいていた

ないという項目でございます。

わけでございますが、今年度につきましては行財

次に、この３億３，５１６万３，０００円につきま

政改革推進の一環としまして、財政健全化項目の

しては、１２０ページの合計欄に記載いたしてご

１つに挙げられてございまして、これの実行をし

ざいます一般職員３６名及び嘱託４名の合計額で

たいということでございます。

ございます。

以上でございます。

なお、私ども企業の職員定数につきましては、

○議長（真砂 満君） ほかに。――――島原議員。

現在４０名となってございます。

○１７番（島原正嗣君） 簡単に２点ほど御質問い

あとの件につきましては、担当課長の方から御

たします。

答弁申し上げます。

１１８ページの関係です。これ、第４条として
８条の職員給与３億３，５１６万３，０００円から、

○議長（真砂 満君） 出口業務課長。
○水道部業務課長（出口幸廣君） 私の方から１２

その横に３億３，７６２万９，０００円補正をすると、

０ページの一般職、嘱託職員の関係で、嘱託職員

こうあるんですが、この４条の上に括弧して「議

の業務内容でございますけども、２名が水道メー

会の議決を経なければ流用することのできない経

ターの検針員、それからあと２名が浄水係の嘱託

費」と、こう書いてるんですが、これは職員数に

職員ということになっております。現在、嘱託職

してはどれぐらいの規模の職員数の人件費に当た

員については、自己都合でということでやめられ

るのか、教えていただきたいなというふうに思い

ております。

ます。これは水道職員全体の給与かどうかです。
これが１点です。

以上でございます。
○議長（真砂 満君） 島原議員。

もう１点は、１２０ページですが、給与明細書

○１７番（島原正嗣君） これは部長の御答弁いた

の中の総括で、いろいろ一般職とか嘱託とか書い

だいた関係ですが、今言うように追加予算が出て

てるんですが、これあくまでも水道職員のことを

きましたからそのように変えるんだということ。

指してると思うんです。この水道職員の一般職の

これは私もよくわかってるんですが、この限度額

定数条例というのは、これは水道局の方で一応作

ですね。議会の議決を経なければならない。例え

成されているのかどうか。泉南市全体の一般職の

ば専決処分のような限度額のことを指してると思

この条例の中には、水道事業に係る職員定数とい

うんですが、この３億３，７６２万９，０００円を補

うのはないわけですけれども、別途水道課の方で

正すると。したがって、これ以上の予算をつける

そういう定数条例的なものを適用するようになっ

場合は議会の議決が必要だと、こういう定義にな

てるのかどうか、お答えをいただきたい。

ってるわけですね。
−２０５−

これは、企業特別会計だからこういうことにな

決を経なければ流用することのできない経費の件

ってるのか。あるいは予算との関係は、それは追

でございますが、これにつきましては、職員給与

加予算ということにすれば済むわけですけれども、

費以外の他の款項目へ使ってはならないというこ

議会の議決を経なければならないというこの３億

とになってございます。

３，７００万以上の補正をする場合というその法律

次に、定数の件でございますが、泉南市水道事

上のこの中身の解釈ですよ。これはどこに抵触し

業職員定数条例ということで、泉南市の例規集４，

てそういうことにするのかですね。地方自治法か、

６００ページに記載いたしてございます。――申

特別企業会計法とかというのがあるわけですけれ

しわけございません。例規集がさらになりました

ども、ちょっとわからないんで教えてほしいなと

んで、２，２１１ページでございます。２巻の方の

思います。

ページでございます。

それと、こういう表現は初めてだと思うんです

○議長（真砂 満君） 向井市長。

が、定数条例――条例というのはちゃんと条例規

○市長（向井通彦君） 共済費の件でございます。

定集に載せとかないかんわけですけども、水道部

これは一般会計も同様でございますが、共済、健

だけで持っておられるというのは、内示か何かと

保、互助、この３組合ございます。大阪府の市町

違うんかなと思うんですが、あるんやったらその

村の場合は府下一括でやっておりますんで、それ

書類をやっぱり議員にも――きょうでなくてもで

ぞれ我々も組合員、それから組合の理事長とかお

すよ、ひとつ配付してほしいというように思いま

られるわけですが、先般の市長会で３組合の責任

すし、本来なら、やっぱりこういうような規則規

者――理事長ですね――あてにこの負担金の改正、

定集をつくって、特別事業会計に関する定数条例

もっとその負担率を減らすべきだということで要

というような形にしとかなあかんのじゃないです

望書を出しております。それぞれ３組合の方でそ

か。聞かれて初めて４０名というわけにもいかん

れを受けて具体に検討を始めていただいておりま

でしょう。現に独立した企業としての事業をやっ

す。

てるわけですから、その定数は幾らですよと。今

○議長（真砂 満君） ほかに。――――小山議員。

言うような退職金の規定もあるんだと思うんです

○４番（小山広明君） 今、説明いただいたんです

よね。そうでしょう。

が、１つは、結局わかりにくい形で市民負担をふ

水道事業にかかわってる職員の例えば退職条例

やすことになるんじゃないか。今までやっておら

的な、一般職と同じようなそういう規則があった

なかったことをやるということになれば、やっぱ

ら、それも一緒に添付して提出してください。一

り結果的には市民の負担がふえるということにな

般職の場合はこれに全部載ってますけども、今お

るんですが、そういうことを意図したこういう改

っしゃる企業会計の場合の職員さんは載ってない

正なのか。本来的な本筋に戻すということでやっ

わけですから、条例にないわけですから、幾ら探

たのか。そうであるならば、なぜ今なのかという

しても。それを一回出すようにお願いをします。

その問題が１つあります。

それと、もう１点は、最近、社会的にいろいろ

それから、大変申しわけない。今、島原議員か

批判をされてるのは、互助会に対する補助金の問

ら質問のあったことを受けてするのは失礼なんで

題ですが、これは企業会計の方もそういう職員に

すが、今、市長が互助会の問題で３組合に改正の

対する手当てをしてると思うんですが、この状況

要望を出してるということなんですが、現状どう

について今後どう判断してんのか、従来どおりそ

なっとるのかということ、そして何をどう改正し

ういうその互助会的なシステムを考えていくとい

ようとしておるのか。その現状をやっぱりきちっ

うことなのかどうか、お答えをいただきたい。

と議会にも示していただきたいと思うんですね。

以上です。

何が問題であったのかということで、ぜひ出して

○議長（真砂 満君） 白谷水道部長。

いただきたいと思います。

○水道部長（白谷 弘君） まず１点目の議会の議
−２０６−

それと、退職金の問題で、基本的には水道会計

におった方が市の本庁に戻ってもその期間を払う

市がすべて水道会計から退職金を支出してござい

ということですから、基本的にはすべての今おる

ます。泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

水道企業の職員は全部払うということになるんや

が一般会計から負担してございます。

ね、これから基本的にはね。

このように３通りの処理の仕方がございまして、

こうなってくると相当大きな変化になると思う

どれが一番適切かという問題もあるわけでござい

んですが、この辺の是正策とか、今までやってき

ますが、やはり公営企業法に載っておるように応

たこととの整合性からいってどういうふうにする

分の負担をするのが一番適切ではないだろうかと

のか。これ一挙にいったら、かなりこれ水道会計、

いうことで、一般会計部局との調整が整ったとこ

今でも７億円赤字になっとるわけですからね、そ

ろでございます。ですから、来年度からは水道企

ういう問題を生じてくると思うんですね。これは

業といたしましても、一般会計からいただくもの

今までは政策的な判断で、人件費については、退

はすべていただくということで協議が調ってござ

職金については、全部一般会計で持っておったの

います。

かというようなことをもう少し丁寧に御説明いた

以上でございます。

だかないと、これは企業会計だから独立採算でや

○議長（真砂 満君） 谷総務部長。

りなさいとなると、もろにそれは市民に値上げと

○総務部長（谷 純一君） 先ほど市長が３共済の

いう形で返ってくるわけですね。

負担率の見直しということを答弁さしていただき

そういう点で他市の例もいろいろあると思うん

ました。公務員につきましては、この共済事業を

ですが、そういう点でなぜ今こういう形に踏み切

実施していく場合に、個人の掛金と、そして事業

ったのか。単なる３次の財政再建計画の１つとい

所の掛金というのがございます。その率を要する

うことよりも大きな政策の変更だと思うんで、こ

に事業と個人の負担の割合を変更していこうとい

れは向井市長の政治家としての政治判断でこうい

う要望であるということでございます。

う政策変更をしたのか、その辺の原因をきちっと

そして１つ、先ほど互助会の話が出ましたんで

御説明いただきたいと思います。

互助会で言わしていただきますと、給料月額に１

○議長（真砂 満君） 白谷水道部長。

２を乗じまして得た額の１０００分の２３が事業

○水道部長（白谷 弘君） 小山議員の御質問にお

主、それから個人負担が１０００分の１４となっ

答えいたします。

ておりますけれども、こういった割合について見

昨年までは水道企業会計におきましては、一般
会計からの経費を出資金として繰り入れされてお

直しをやっていくということでございます。
○議長（真砂 満君） よろしいでしょうか。答弁

ったわけでございますが、当然一般会計の財政も

終わりましたが。――――小山議員。

非常に苦しいときに来ましたので、今年度この辺

○４番（小山広明君） そうすると、公営企業法な

をすべて精査をしようということになりました。

んですか、法に基づいてやっとるのに、そのとお

そのような観点から、当然退職金も応分の負担を

りやってないところがかなり各自治体にあるとい

する、また一般会計から企業会計へいただくもの

うことですね。これは違法ということではないん

もはっきりしようというような結論に達してござ

ですか。どっちでもいいということなんですか、

います。

はっきり言えば。

それで、他市の状況もどんなものかということ

どっちでもいいことであれば――いや、どっち

でございますが、堺市以南を私ども調査しました

でもいいことだと思うんです。市なんかでかいと

が、堺市、高石市が泉南と同じような方式でござ

ころがいわゆる一般会計で見とるわけでしょう、

います。忠岡もまずほとんど同じ状況でございま

忠岡も。随分違いますよ、これ。それで水道料金

す。（小山広明君「同じて、改正前と同じ」と呼

がどうのこうのて議論しても始まらんわね、これ。

ぶ）――いえ、負担割合の件です、同じというの

もとが違うんだから。しかも、給料というのは物

がね。それで、和泉市、泉大津、岸和田市、貝塚

すごく大きな額を占めるわけでしょう。それを一

−２０７−

挙に公営企業法だからといってこんなん持ってく

○議長（真砂 満君） ほかに。――――以上で本

るというのは、物すごい大きな政策変更ですよ。

件に対する質疑を終結いたします。

あなたの部署と市長部局と話して、はい、わかり

ただいま議題となっております議案第１６号は、

ましたという話と違うんじゃないですか、これ。

所管の産業建設常任委員会に付託をいたします。

市民にも大きな影響を与えることですし、私はこ

次に、日程第２２、議案第１７号 平成１５年

の問題は法的にもどういう問題があるのか、どっ

度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定につい

ちでもいいとなっとんのかどうかですね。そうい

てから日程第４１、議案第３６号 平成１５年度

う問題があります。

大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

それから、この共済費の見直しということで、

認定についてまでの以上２０件を一括議題といた

例えばということで互助会の問題で言われました

します。

が、１０００分の１４が個人負担、企業の負担が

ただいま一括上程いたしました平成１５年度各

１０００分の２３。両方合わすと、これは１００

会計決算認定２０件については、いずれも議案書

０分の３７になるんですね。だから、こういう問

の朗読を省略し、まず初めに監査委員より報告を

題をどうしようとしとんのかですね。

求めます。監査委員 東 重弘議員。

しかも、こういうものは、何に使われとるんか

○監査委員（東 重弘君） 議長の許可を得ました

どうかわかりませんが、今よく生命保険の掛金に

ので、平成１５年度一般及び各会計歳入歳出決算

も使われとるということが新聞の報道に載っとる。

審査の結果を御報告いたします。

本当にその趣旨に沿ったものに補助金が使われて

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき泉

おるのかどうか。

南市長より審査に付されておりました一般及び各

また、公務員の皆さんは退職金も当然あるわけ

会計歳入歳出決算について、決算書を中心に井上

なんですが、この互助会の方で退職金を５００万

監査委員と島原前監査委員が審査をいたしました。

とか払っておったという報道もあるでしょう。実

その結果、いずれも関係法令に基づいて作成され、

質的には税金でその財源になっとるわけですから、

計数は関係諸帳簿、諸証書類と符合しており、平

そういう問題をもう少し、どういうことが問題で、

成１５年度の決算状況が適正であったとの報告を

市民の意見も聞きながら市長は改善の申し入れを

受けております。

するべきじゃないですかね、実態はこうなんだと。

なお、審査意見書につきましては、それぞれお

何か、新聞に載ったから慌ててそういう行動を起

手元にお届けしております。

こしとるというのは、私は余り民主的でないと思

甚だ簡単ではございますが、参考までに審査報

いますよ。違いますか。

告とさしていただきます。

公務員の皆さんは案外横並びで、ほかの市でや

○議長（真砂 満君） ただいまの監査委員の報告

ることは大概やってますよ。それはいい意味でそ

に対し、質疑等ありませんか。――――質疑なし

ういう問題があるわけですから、ぜひこの問題は

と認めます。

実態をきちっと議会にも市民にも明らかにした上

次に、ただいま一括上程の各会計決算認定２０

で、こういう対応をしたいということをやっぱり

件に関し、理事者から順次内容の説明を求めます。

明らかにしてもらいたいと思うんですね。この場

谷 純一収入役職務代理。

ですぐ資料はないと思いますので、ぜひこの案件

○収入役職務代理兼総務部長（谷 純一君） それ

も付託議案でございますから、ちゃんとやっぱり

では、ただいま一括上程されました議案第１７号

委員会審議までには各議員にもそういう実態を明

から第３６号に至ります平成１５年度大阪府泉南

らかにしてもらって、そしてどういう点をどう改

市一般会計及び各財産区会計並びに各特別会計の

善してほしいと言っとるのかということをぜひ明

歳入歳出決算の認定につきましては、地方自治法

らかにしていただきたいと思います。

第２３３条３項の規定に基づき、監査委員の意見

私はそういう要望をして、終わっときます。
−２０８−

を付して議会の認定をいただく必要から提案する

ものでございます。

８億８，７６８万９，０４６円に対し歳出決算額４８

それでは、各会計の決算の概要につきまして、

億８，７２９万１，６８８円でございまして、歳入歳

順次簡単に説明させていただきます。

出差し引き額３９万７，３５８円につきましては、

まず初め、お手元の平成１５年度決算書の１ペ

平成１６年度に繰り越しを行いました。

ージから８ページにわたります一般会計の決算で

続いて、４５ページから４７ページまでの泉南

ございます。歳入決算額２０８億８５１万８，４６

市下水道事業特別会計でございます。歳入決算額

４円に対しまして、歳出決算額は２１１億２，９３

２２億９，５８７万６，７７８円に対し歳出決算額２

０万９，０２２円となっておりまして、４億１，１６

２億９，５８７万６，７７８円でございまして、歳入

３万４，５５８円の赤字となりました。その不足分

歳出が同額で実質収支はゼロでございました。

といたしまして、同額を平成１６年度から繰り上

続きまして、４９ページから５０ページまでの

げ充用金により補てん処理をいたしました。

泉南市汚水処理施設管理特別会計でございますが、

なお、平成１５年度のみの単年度収支でござい

歳入決算額４，０８３万１，７７０円に対し歳出決算

ますが、３億２，０７９万５５８円の黒字でござい

額３，６１３万５，３３３円でございまして、その差

ました。

し引き残額の４６９万６，４３７円につきましては

続きまして、９ページから１０ページの泉南市

平成１６年度に繰り越しを行いました。

樽井財産区会計の決算でございますが、歳入決算

最後に、５１ページから５４ページまでの泉南

額６億２，６１６万５，９５２円に対しまして歳出決

市介護保険事業特別会計でございます。歳入決算

算額が３，８１２万８，６６２円となり、歳入歳出差

額２４億７，２４２万３，７９５円に対し歳出決算額

し引き残額５億８，８０３万７，２９０円については

２４億７，７１６万５，４７９円でございまして、歳

平成１６年度に繰り越しを行いました。

入歳出差し引き額について４７４万１，６８４円が

次に、泉南市狐池財産区から同浅草共有山財産

不足しましたので、同額を１６年度から繰り上げ

区会計までの１２財産区の歳入歳出決算につきま

充用により補てん処理いたしました。

しては、１１ページから３４ページにお示しのと

ただいま簡単に御説明申し上げましたが、以上

おりでございますので、まことに勝手ながら省略

が平成１５年度決算の概要でございます。何とぞ

をさしていただきますので、御了承のほどよろし

よろしく御審議いただき、御認定賜りますようお

くお願い申し上げます。

願い申し上げます。

続きまして、特別会計の決算について御説明申

○議長（真砂 満君） これより各会計決算認定２

し上げます。

０件に関し一括して質疑を行います。質疑はあり

３５ページから３６ページまでの泉南市交通災

ませんか。――――質疑なしと認めます。

害共済事業特別会計でございます。歳入決算額５

お諮りいたします。ただいま議題となっており

７０万８，２９５円に対し歳出決算額５７０万８，２

ます平成１５年度各会計決算認定２０件につきま

９５円でございまして、歳入歳出が同額で実質収

しては、９名の委員をもって構成する平成１５年

支はゼロでございました。

度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

続いて、３７ページから４０ページまでの泉南

閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思

市国民健康保険事業特別会計でございます。歳入

います。

決算額５４億３，２１９万２，８３２円に対し歳出決

これに御異議ありませんか。

算額５５億５，１９７万１，３１３円でございまして、

〔「異議なし」の声あり〕

歳入歳出差し引き額において１億１，９７７万８，４

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

８１円が不足しましたので、同額を平成１６年度

って平成１５年度泉南市各会計決算認定２０件に

から繰り上げ充用により補てん処理いたしました。

つきましては、９名の委員をもって構成する平成

続いて、４１ページから４３ページまでの泉南

１５年度決算審査特別委員会を設置し、これに付

市老人保健特別会計でございます。歳入決算額４

託の上、閉会中の継続審査に付することに決しま

−２０９−

した。

署 名 議 員

さらにお諮りいたします。ただいま設置されま
した平成１５年度決算審査特別委員会委員９名の

大阪府泉南市議会議長

真 砂

満

大阪府泉南市議会議員

谷

大阪府泉南市議会議員

島 原 正 嗣

選任につきましては、議長において指名すること
にいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

外 嗣

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ
って議長において指名することに決しました。
これより指名いたします。
平成１５年度決算審査特別委員会委員に、
２番

原

憂 子 議員

３番

和 気 信 子 議員

５番

木 下 豊 和 議員

６番

森

裕 文 議員

１２番

東

重 弘 議員

１３番

市 道 浩 高 議員

１４番

谷

１６番

成 田 政 彦 議員

１８番

巴 里 英 一 議員

外 嗣 議員

の以上９名の議員を指名いたします。
ただいま議長において指名いたしました９名の
議員を平成１５年度決算審査特別委員会委員に選
任することに決しました。委員各位におかれまし
ては、よろしくお願い申し上げます。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし
た。
なお、次回本会議は来る２２日午前１０時から
継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上
げます。
本日はこれにて散会といたします。長時間御苦
労さまでございました。
午後７時２２分 散会
（了）

−２１０−

