第3 回

定例会

9月4日～9月19日

岡田

一般質問

好子

信子

梶本

茂躾

（日本共産党）

（無所属）

1.断らない相談支援について

1.りんくう公園が来年4月にオープン予定。
隣接するグラウンドゴルフ場開設にあたり、「亀公園の存続
を」と市への要望に対し、市民の意見を聞き納得のいく丁寧な
対応を求める。

1.教育について
①小中一貫教育の進捗状況と学校統廃合について ②校舎の老朽化対策
について ③学校プール授業とプールの開放事業について ④泉南中学
校の教科センター方式の現状と問題点について ⑤ＪＥＴプログラムに
ついて
※学校プール授業及び一般開放事業は、いずれも経年劣化の進行、又
プール授業を屋内へ移行させる流れの中で学校プール施設の利用を中止
し、来年度から全小中学校のプール授業を屋内で実施。具体策は今のと
ころ調整中の為未定。
※ＪＥＴプログラムは全小中学校にＡＬＴ（外国人の外国語指導助手）
を配置予定。幼児教育については、市役所内にＣＩＲ（国際交流員）を
2名配置し、国際交流を通じ、幼稚園や保育所等の幼児と交流を図る。
※英検試験会場2級～5級迄泉南中学校を準会場に。
※令和元年5月1日現在の各中学校の生徒数は信達中692名、泉南中465
名、一丘中392名、西信達中192名。
2.泉南市の公債費について
①泉南市の公債費の状況と今後の償還計画について
②臨財債について ③ふるさと納税について
※平成30年度末の償還額（臨財債も含む）は約295億円で、今後起債
の発行無しとして令和25年度で約150億円。
※ふるさと納税については、泉南市民が泉南市にふるさと納税をすると
返礼品は無いが、地方交付税の補填が75％有る為、例えば10万円のふ
るさと納税で17万5千円の税収になる。反対に、他市に行えば25％の
損失になる。他市からのふるさと納税は返礼品が有る為、約50％の税
収増。
3.泉南市の報連相について
①泉南市役所内部での報連相について
②議会に対する報連相について
※報告、連絡、相談については民間企業では、就業規則の中で記載して
いる。理事者の答弁ではうまく機能しているとの事で有ったが、最近の
一連の不祥事等を見るとさてどうでしょうか、甚だ疑問。

2.防災士について
①取得者？連携？取得費用の助成？地域技術の活かし方？
➡市で60名の防災士が登録。合同防災訓練での啓発ブースに出
店や自主防災組織連絡協議会等情報発信。助成は財政的に厳
しいが、さらに連携を深めたいとの答弁。

3.プレミアム商品券について
①周知と進捗状況・対象者・店舗数・他市での使用
等は？
➡非課税者1万6,177名。子育て世帯対象者は379
名＋α。転出元と引っ越し先の引換券を交
換可能。 DV被害者で転居の方にも確実に
転居先に届けるよう対応するとの答弁。

4.子どもの権利について
①2019泉南市こどもの権利の日について
― 条例制定7年を迎え、子どもたちの現況と人権教育は。
➡市長・教育長宛に相談も寄せられている。条例第4条ベース
に積極的に取り組むとの答弁。

山本

優真

2.泉南市は公立病院がない。
災害時にりんくう総合病院・医療機関等と連携して、負傷者や
急病者の治療ができる体制や小児科の充足を求める。
3.幼児教育・保育の無償化は3歳～5歳児までが対象となる。
副食費4,500円を負担させず無償にし、保育料の高い0歳～2歳
児も無償化を求める。
4.「夏休みの子どもの居場所」として学童保育の待機児童をなく
し、廃止した学校プールの一般開放の再開を求める。
今夏、校区ごとに3回取り組まれた事業に、子ども達が沢山参
加して喜ばれていた。来年の夏休みは回数を増やすよう求め
る。
5.JR和泉砂川駅周辺の開発では、
年内に開店予定の「松源」や、
関係者であるJR・タクシー会
社・近隣住民との協議をして交
通の安全確保をするよう求め
る。

澁谷

「市民の憩いの亀公園」

昌子

田畑

（無所属（大阪維新の会））

（公明党）

≪災害対策≫
●災害時に備えて、関西の近隣自治体や企業のみならず、遠方自
治体との「相互応援協定」締結を提案
➡締結に向けて協議している。
●災害情報の伝達で、防災用広報システムだけでなく戸別受信機
の導入を提案
➡実現可能性、費用面についても調査していく。
≪財政難脱却に向けて≫
●泉南市の深刻な財政難について、市民への大規模な説明会ワー
クショップの開催を提案
➡来年度に実施していく。
●行財政改革で「サンセット方式」の導入を提案
➡導入を進めていく。
※サンセット方式とは？・・・補助制度を創設する場合は、概
ね 3 年程度を目途に終期設定を行い、継続する場合は十分な
検証を実施して予算を要求する、滋賀県草津市の取組
●市の事務事業すべてをゼロベースで公に公開し、企業や各種団
体、自治会など、民間から市の事業の民間委託・民営化の提案
を募集する行財政改革を提案
➡前向きに検討する。
≪その他≫
買物難民対策の公共交通網、学園都市など税収を生み出す都市
施策、1人暮らし高齢者等の緊急通報システム、事業見直し方法
の改革等を質問。

1.債権管理について
①1年間の債権管理の総括と、今年度滞納残高を抑えるために全
庁的に何に一番力を入れて取り組むのか？
②徴収率アップに向け、若年層へのアニメによる啓発を提案。
➡内容など債権対策会議で検討し、取り組みを進めるとの答弁。

行財政改革、ブレず！
！

スマートフォン等で、二次元コードを読み取る
と、録画映像のページへアクセスできます。

一般質問とは、議員自身の考え方や調査、研究をもとに、市政全般の施策について、市長等執行機関に見解を求める唯一の機会です。

（公明党）
①まちの保健室― 地域の身近な相談窓口が必要では？
➡総合的な支援が提供できる体制を目指すとの答弁。
②ワンストップ窓口― つなぐシート・エリアディレクター
➡縦割り制度に横串を刺す体制整備を盛り込むとの答弁。
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和気

各議員から提出された原稿をそのまま掲載し
ています。掲載順位は質問順です。

仁

（自民党市議団）

2.花から育む地域共生社会の実現について
①今後の具体的な取組について
②障害者が公共施設への「花植え」により、社会参加と地域交流
できる体制づくりを要望する。
3.防災・減災について
①地域防災力の向上について
●指定避難所への誘導版設置の進捗は。➡H28年度に100枚作
成。今年度中に、残り5小学校分の電柱設置が完了予定。
●災害時の企業との連携は。➡49団体の民間企業等と協定。
●地元自主防災会・施設管理者・行政の連携について（地区防災
計画の策定支援、避難所運営委員会の設置、マイタイムライン
の作成）
4.教育について
①給食費の公会計化の導入時期は？➡制度設計、移行準備に約3
年必要とのこと、4年後をめどに導入予定との答弁。
5.成人用肺炎球菌ワクチン接種の助成について
●個別通知の実施は。➡7月26日に、今年度の全対象者に対し大
判葉書で個別通知済。

Search

泉南市議会

若い世代の方の「どうして泉南市は赤字なんですか？」
子育て世代の方の「どうして人口減少するんですか？」
の素朴な疑問を例に出し、実質収支比率や将来負担比率、標準財
政規模等、市民感覚からかけ離れた行政のしくみを、分かりやす
く質問しました。
泉南市は机の上では黒字なんです。
でも、
「泉南市民の皆さんの暮らしは黒字と感じる泉南市ですか？」
「20代30代40代の子育て世代のみんなが、子どもを育てやす
い環境の泉南市ですか？」
「必ず必要なお金が出ていくお金と入ってくるお金が逆転して
いても泉南市は黒字なんですか？

森

裕文

（未来せんなん）
「行政評価」について
行政評価の目的の見直しと、目的に結果と将来をリンクで
きるアクセントを。
行政評価のキーワードは「成果」。
成果志向への組織の転換が、泉南市行政に課せられたミッショ
ン。
市民の行政に対する関心や理解がどの程度深まったのか。
行政評価によって個別の事務事業の効率性が向上したか。
行政評価によって個別の事務事業の有効性が向上したか。
行政評価によって予算配分が大きく変更されたことは？
行政評価によって人員配置が大きく変更されたことは？
行政評価によって職員の企画立案能力が向上したのか。
行政評価にかかるコスト（負担）についての検証が必要。
行政評価は市長がその気になって、リーダーシップを発揮し
ない限り、成果は覚束ない。

河部

優

（新政せんなん）
1.教育行政について
①本年4月以降の泉南中学校における子どもたちの様子について
質問。
②小中一貫づくりにおける人権教育の位置づけについて、今後、
小中一貫校の議論を進める上で過去に起こった問題を再び生起
させないように議論を進めて頂きたい趣旨を質問。また、泉南
市人権教育推進プランに基づく点検と総括をふまえて系統立て
た取組を行っていただきたいとの要請を行う。
③来年4月から導入予定のＪＥＴプログラムについて質問。
④行政事務が膨大となっている教育委員会組織のあり方について
質問。
⑤老朽化する給食センターの今後について質問。
⑥鳴滝グラウンドのトイレ破損箇所の改修について質問。

是非、泉南市議会録画放映やYouTubeをご覧ください。

2.人権行政について
①人権行政推進プランの進行管理について質問。
②外国人向けの庁内窓口の設置と行政施策について質問。

後は、泉南市の指定管理者の問題点を指摘し、学校現場への防災
防犯の為の携帯電話の持込について認めるよう強く教育委員会に
対し要望しました。

3.公共施設について
①鳴滝第一小学校跡地と鳴滝幼稚園跡地の今後の活用策と住民と
の約束について質問。今後、早急に結論を出してほしいとの要
望を行う。

そして、泉南市の現状を何か感じて下さい。

ＳＮＳ（Facebook）「田畑仁」でも検索してみて下さい。
御意見ある方は、again2253＠gmail.comまで、お待ち
しております。

Go

4.子どもの権利条例について
①子どもの相談・救済機関の設置について進捗状況を確認。
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堀口

一般質問

和弘

（自民党・創生会）
1.生活困窮者など要支援者に対する支援のあり方に
ついて
・これまでの要支援者への対応について
・要支援者への連絡手段としてＳＮＳ等の活用は出
来ないか。
2.公共施設のＦＭについて
・計画遂行後の施設除却計画について
・旧樽井火葬場および旧西信達火葬場の跡地整備に
ついて
3.新家駅旧ＪＡ跡地および新家地域の周辺整備につ
いて
・駐輪場の設置および有料化について
・砂川樫井線の進捗状況について
・沿線の開発の問題について

大森

和夫

（日本共産党）
●素晴らしい学校プール授業の存続を求める
○学校プール授業はプールを全面に使い、宝さがしなどで水に親
しみ、泳力をつける。学校ごとに特徴があり、工夫がある。
（信達小）プール開きの日はまだ肌寒いので、しょう
が入り飴湯をＰＴＡの協力でふるまう。
（砂川小）元気な声が、プールに響き
わたる。
（東小）着衣水泳を行う。
○プール授業に関しては熱中症対策
は必要ない。プール授業は水温が低く中止にな
ることがあっても、高温のため中止になることはない。
○中学校区に 1 つプールを残すなどの議論があっていい。「廃止
ありき」の結論を押しつけることは問題。
●泉南中学校新校舎建設、小学校のエアコン設置、学校トイレの
改修など市民から喜ばれている。教育環境の充実を引き続き求
める。
●子ども医療費助成制度を高校卒業まで拡充することを求める。
府下 10 市町ですでに実現。
●教師の多忙化の解消を。子どもに寄り添う教育の実現に教員増
や少人数学級の実現を求める。
●直下型地震の対策を。住宅の耐震化を進めること。
●昨年の 21 号台風を踏まえた対策強化を。情報伝達体制と停電
対策の充実強化を。
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古谷

公俊

（自民党・創生会）
1.ＪＲ和泉砂川駅前整備について
※冬に大型スーパーマーケット開設にあたり、交通混雑等の対策
は。
※駅前周辺の最新状況は。
※ホーム駅高架・自由通路実現に向けて市の考えは。
※クラウドファンディングをしてみてはどうか。
※市の所有地の有効活用又は売却予定は。
2.市政施行50周年について
※りんくう南浜沿道の再整備、企業を募り桜並木の歩道に変更し
て活用できないか。（松林遊歩道の整備や有効活用について）
※他市は新部署を開設し、計画しているが進捗状況は。

一般会計補正予算を修正可決
～ 議案第9号令和元年度一般会計補正予算（第5号）
に対する修正動議を提出しました～

議案の修正とは
市長が提出した議案の内容に対し、議
員（委員会の場合は委員）は必要に応じ
て、議案を修正することができます。
議案の修正を行う場合は、その議案の
目的の範囲内において修正案を添えた
「修正動議」
を提出することとなります。

健太郎

（新政せんなん）
１.行政サービス向上の取組について
①ICTを用いた行政サービス向上の取組について
・本市における広報手法としてのSNSの運用状況及び課題につ
いて
・行政向け公式LINEアカウントを用いた、広報宣伝及び行政
サービスへの有効活用に関する事例紹介
②大規模災害・事故時の業務継続について
・ICT-BCP策定の進捗状況について
・基幹システムを用いた業務継続性確保のための、業務データ保
全の取り組みについて
２.泉南市の教育振興について
①家庭学習デジタルコンテンツの活用について
・電子教材“タブレットドリル”の導入目的及び現在の運用状況
について
②プログラミング教育について
・本市におけるプログラミング授業の実施内容及び学校内のICT
環境の整備状況について
③校務の業務改善について
・校務の効率化に資する“統合型校務支援システム”導入の検討
状況について

4 年毎の開催で、おおむね 30 歳以上であれば誰でも参加できる。
抜群のロケーションの中で、オープンウォーター競技（海、川、湖沼
など自然の水の中で行われる長距離の水泳競技）が行われる。

きっかけとなった一般会計補正予算の議案の中身とは…
「ワールドマスターズゲームズ2021関西 泉南市実行委員会」に対する負担金100万円の計上

※市の認知度アップとして特徴を活かした『カントリーサイン』
を設置してみてはどうか。

金子

タルイサザンビーチで開催される、アジア初となる国際総合スポー
ツ大会。

修正動議提出にいたる経緯のまとめ

3.楽しめる街づくりについて

4.プレミアム商品券について
※消費税アップに伴い、市のプレミアム商品券事業についての考
えは。
※乳幼児の子育て世代への取組みは。
※地域の商業施設への協力や対応は。

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西とは…

令和元年度予算審査特別委員会質疑内容抜粋
問

実行委員会の組織の全体像は。
また、いつ組織されるのか。

問

外国人に向けたツーリズムというところで、果たし
て泉南市内でつくられた実行委員会で賄えるのか。

答

まだ組織されておらず、年内には設立をし
たいと考えている。ワールドマスターズ
ゲームズを推進するための実行委員会で
あり、観光・商工分野の関係団体にお声が
けして調整し、
ＰＲ活動を進めていく体制
整備を整えていきたい。

答

行政の職員として、今後、英語指導助手（ＡＬＴ-日本
人教師を補佐し、生きた英語を子どもたちに伝える
外国人の方）や国際交流員（ＣＩＲ-ＪＥＴプログラム
（語学指導等を行う外国青年招致事業）
により自治
体の国際交流担当部署に配置される外国人の方）
を確保していく。
ＰＲ等の担当として位置づけること
などを検討している。

最終本会議の経過
【修正動議提案理由要旨】
本案は現在のところ「ワールドマスターズゲー
ムズ2021関西 泉南市実行委員会」は設置さ
れておらず、本大会の全体計画や当該委員会の
設置に係る具体的な内容も示されていない等、
市からの説明責任が果たされていない。
本市の財政状況を勘案すると、未設置の委員会
に対し、現時点で負担金を支出することが適切
でないと思われることから修正案を提出。

【修正内容】
「ワールドマスターズゲームズ2021関西 泉南
市実行委員会」に係る予算額100万円の削除
を行うもの。

（賛成討論）
上程された補正予算案にはワールドマスターズゲームズ2021
関西開催事業の負担金、補助及び交付金として100万円が計上さ
れていたが、予算審査を行う委員会が開かれるまでその内容に関
する説明はなく、委員会でも関連資料はなく、そもそも実行委員
会の組織は今後作っていく旨の答弁であった。財政難を抱える我
が市にとって、100万円という金額は大きなものであるため、そ
の中身が説明不足であったり準備不足のものに関しては、安易に
予算を承認できないと判断し、本修正案に賛成する。
（反対討論）
ワールドマスターズゲームズ2021関西に関する予算は平成29
年度から毎年予算計上され、組織委員会に負担金として支出され
てきた。今回泉南市実行委員会の立ち上げに向けて予算化された
ものではあるが、その内訳についての説明はなされている。確か
に、行政側の説明不足も否めないが、機運が高まっている大会で
あり、行政・議会・職員・市民も含めて盛り上げていこうという
取組であるため、修正案に対して反対する。

● 一般会計補正予算 議案の議決結果まとめ ●
・100万円を削除した修正案 ➡➡➡➡ 賛成多数で可決
・修正案を除く原案➡➡➡➡➡➡➡➡ 全会一致で可決
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9月9日本会議4日目録画映像
（議案の提案理由及び質疑等）

提出された議案の中から、主な質疑、討論を要約してお知らせします。
全ての議案の賛否一覧は裏表紙に記載しています。

1

【議案第6号】泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について

市役所庁舎ロビーの証明書発行自動交付機の稼働を終了
します。
（令和元年12月28日まで稼働）

可決

全会

一致

マイナンバーカードを利用して、全国どちらのコンビニでも住民票や印鑑証明書が
発行できます。（午前6時半から午後11時まで利用可能）

2

今後の住基カードの利用について、また
マイナンバーカードを利用した各種証明
書の発行は、全国のコンビニで利用可能
とのことだが、コンビニ以外での利用は
可能か。

答

10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。

今年度の予算成立後に生じた新たな財政需要に対して計上。

・就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の増額（小・中学校）

可決

賛成

預かり保育料の無償化・・・保育の必要性が認定された3～5歳児のお子さんが対象です。

・中学校における校門遠隔施錠システムの整備費の増額

食材料費について・・・・・満3歳以上の保育の必要性が認定されたお子さんの場合は、
負担が必要です。
ただし、年収 360 万円相当未満の世帯と第 3 子以降のお子さんへの負担はありません。
無償化の実施で、負担が減るもの、新たに必要となるもの、以前と変わらず支払わなければ
ならないもの、全額が無償化されず、上限額のあるものなどさまざまで、また御家庭ごとに
対象範囲は異なるため注意が必要です。
詳細は、泉南市ＨＰ『せんなん子育てネット』でも確認できます。

問

答

6

泉南市が無償化対象施設として認めた
施設に対し、利用給付申請を行った3
～5歳児のお子さんについては無償化
対象となる。また非課税世帯の0～2歳
児のお子さんも同様に無償化対象とな
る。

（反対討論）
この制度は複雑で非常にわかりにくく、保護者には丁寧な説
明が大切。また、年収360万円以上の方は副食費4,500円を新
たに負担することと同時に、施設側が保護者から新たに徴収す
ることになる。副食費を滞納すると保育所の利用ができなくな
ることも内閣府から示唆されており、保育の一環である給食費
は公費で負担すべき。そして、幼児教育・保育を受けるすべて
の子どもを対象に無償化するべき。
子育て支援で緊急にすべきことは、「認可保育園を増やし、
待機児童の解消と、保育士の処遇改善をすること」を国に求め
ることである。

1,200万円

職員室から相手を確認→不審者の侵入を防止し、安全を確保します。

・ネーミングライツ料の新規計上

54万円

市民体育館・市民球場に応募がありました。ネーミングライツとは、公共施設の
命名権を企業が買うことで、企業の社名やブランド名を公共施設に付与できます。

まずは、❶実際にかかった利用料 か ❷日額単価の 450 円 × 利用日数 を比べます。
❶か❷のいずれか低額の方で、月額 11,300 円を上限に無償化となります。

785万7千円

小・中学校の就学援助費等単価の増額と、小学校入学準備金を入学前に前倒しして支
給します。（中学校はすでに入学準備金の前倒し支給実施済）

（幼稚園利用の満3歳児の方は、所得状況により対象外に。また対象でも月額上限が異なります。）

子育て中の主婦の方々も仕事が持てる
よう、事業所内保育施設等も充実させ
ていく必要があると考えるが、泉南市
の現状と、無償化対象については。

1億4,460万円

当初の見込額よりもたくさんの寄附をいただいています。

多数

●改正の主な内容●

就学援助費及び特別支援教育就学奨励費、校門遠隔施錠システム
整備など、補正予算を計上しました。

・ふるさと泉南応援寄付金の増額

お持ちの住基カードに記載の有効期限まで
利用可能。また、マイナンバーカードを利用
した発行については、全国のコンビニのほ
か、全国展開のイオンモール等でも利用が
可能。

【議案第8号】幼児教育・保育の無償化の実施に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について

【議案第9号】令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第5号）

●主な内容●

印鑑登録証（カード）をすでにお持ちの方は、市役所市民課窓口での利用のみ可能です。

問

3

9月19日最終本会議録画映像
（委員長報告、討論及び採決）

問

答

小学校の就学援助費に係る入学準備金の、
入学前前倒し支給のスケジュールと、単価
は。

問

来年1月中に保護者から申請を受け付け、3
月初旬の支給を予定している。
また、入学準備金の単価は、１人あたり
50,600円の予定である。

答

問

厚生労働施設災害復旧費の内容、また昨年
の台風21号被害による災害復旧に要する費
用の国、府、泉南市の負担状況は。

答

厚生労働施設とはあいぴあ泉南のことであ
り、昨年の台風21号で被害を受けた、正面
玄関上のといの補修工事で830万円を計上
した。
現時点の台風21号災害復旧費用について
は、全体の事業費が約2億5,000万円、国補
助が約6,000万円、府補助が約260万円、
市の持ち出しは約7,000万円、起債（借り
入れのこと）は約1億1,000万円を予定。
また、災害復旧の工事が完了すれば、保険
金収入が得られる見込みであり、幾分市の
負担は軽減される見込み。

ネーミングライツの内容は。
市内2施設に各1社ずつ応募あり。最低月
額をそれぞれ3万円と6万円とし、今年度
6ヵ月分の費用を計上。
7月策定の泉南市ネーミングライツ事業に
関するガイドラインにそって現在選考中。
今般、職員による公
金の一部不適切な取り
扱いが判明し、本来歳
入として計上されなけ
ればならない金額が計
上されていませんでした。
その結果、今定例会に提出予定であっ
た一般会計、各特別会計等平成30年度歳
入歳出決算認定に伴う報告案件、議案が
全て取り下げとなりました。
全容解明に向け全力で取り組むととも
に、早期の決算提出を目指す旨、市より
説明がありました。
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