
 
（平成 23 年第３回定例会） 

一 般 質 問 要 旨 表 
「一般質問」１人 60 分 

質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

１ 梶本 茂躾 

１．危機管理  

人命に係る行政責任について 

 

２．地域包括支援センターについて 

 

 

 

 

３．教育施設の改修状況について 

（過去２年間） 

４．生活道路整備について 

 

（１）管理責任、監督責任について 

（直営、指定管理、委託による違いは） 

（２）人命に係る業務について 

（１）市との関係について（直営でない理由は） 

（２）法的な地位と権限について 

（３）他市の運営状況について 

（隣接市を中心に泉州地域について） 

（４）問題点について 

（１）各改修事業別の投資額について 

（２）現在の状況について 

（１）全面舗装改修工事の都市整備部と上下水道部と

の所管別の過去５年間の総距離数について 

（２）今後の改修計画について 

２ 南  良 徳 

１．幼稚園跡地活用について 

２．樽井駅エレベーター設置について

３．観光振興ビジョン策定について 

４．太陽光発電の促進について 

５．行革と危機管理について 

 

６．機構改革について 

（１）進捗について 

（１）進捗について 

（１）観光協会の運営、位置付けについて 

（１）融資、出資、補助制度について 

（１）消防職員の補充について 

（２）安全、安心にかかわるものの再検証について 

（１）事務分掌の見直しについて 

３ 堀口 武視 

１．まちづくりについて 

 

 

 

２．教育問題について 

 

 

３．新火葬場について 

 

 

４．施設管理について  

（１）和泉砂川駅、新家駅周辺の整備について 

（２）地域活性化策（農山村を含む）について 

（３）都市計画及び近郊緑地の線引きの見直しについて 

（４）観光協会について 

（１）遠距離通学の改善策について 

（２）教職員人事権移譲について 

（３）大阪府教育基本条例案について 

（１）整備手法について 

（２）葬祭場の考え方について 

（３）基本計画のあり方について 

（１）庁舎とその周辺の管理について 

（２）老人集会場の利用状況について 

４ 井原正太郎 

１．市入札制度について 

 

２．生活保護について 

 

３．指定管理者制度について 

 

４．本市の普通財産と土地開発公社の

保有地について 

５．環境問題について 

（１）落札実態と課題 

（２）受託業者の実態と課題 

（１）保護実態と本市の課題 

（２）市の被保護者に対する就業支援について 

（１）本市の制度実施の課題 

（２）更新時における実態と課題について 

（１）普通財産と公社保有地の実態 

（２）今後の財産処分計画について 

（１）本市の環境施策の考え方について 

（２）本市の省エネ対策について 

 

 
 

  

  
  

 

 
 

  



 
（平成 23 年第３回定例会） 

質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

５ 竹田 光良 

１．教育問題について 

 

 

２．防災に関すること 

 

３．３ワクチンについて 

 

４．児童虐待について 

（１）学校校舎の老朽化について 

（２）中学校の給食について 

（３）ひきこもりについて 

（１）被災者支援システムについて 

（２）要援護者への対応について 

（１）４月実施からの現状について 

（２）成果と諸課題について 

（１）泉南市の実態について 

（２）今後の課題について 

６ 角谷 英男 

１．教育行政について 

 

２．道路行政について 

 

３．まちづくりについて 

４．火葬場問題について 

 

５．障がい者問題について 

６．観光行政について 

７．第５次総合計画について 

（１）プール問題の今後について 

（２）府立支援学校について 

（１）基幹農道の行状について 

（２）砂川樫井線について 

（１）砂川駅前の現状について 

（１）新火葬場の現状と今後について 

（２）樽井火葬場について 

（１）車いすについて 

（１）観光協会の現状について 

（１）考え方について 

７ 大森 和夫 

１．アスベスト問題について 

 

２．教育問題について  

 

 

 

３．行財政改革について  

（１）不当判決について 

（２）早期全面解決について 

（１）プール事故について 

（２）教育予算の増額について 

（３）給食センターの老朽化について 

（４）中学校給食について 

（１）値上げ問題について 

（２）補正予算の削減について 

８ 小山 広明 

１．市長の時代認識について 

 

 

 

２．ごみ置き場問題について 

 

３．不燃置き場への市（違法搬入）の

対応について 

４．住居表示について 

５．水道水の泉南市の水を使用すべき

６．責任をもつべきものが議会なり 

（１）東北震災について 

（２）職員派遣での放射能被曝対応の実態は 

（３）石綿高裁判決について 

（４）水死事故について 

（１）置き場の管理責任について 

（２）住民への対応について 

（１）汚染土壌撤去せずに国の補助金を受けることの

問題について 

（１）再開の時期について 

（１）琵琶湖、淀川の水を使うことの問題性について

（１）議会の機能を生かす行政であるのか 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

９ 北出 寧啓 

１．原発と地震について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．教育について 

（１）福島原発の現状と今後、被爆の実態、関西への影響 

（２）なぜ、原発を推進するのか（原発推進の歴史過程）

（３）代替エネルギーをどう考えるか 

（４）東南海、南海大震災の可能性 

（５）関西の活断層と地震の歴史 

（６）大惨事（地震・津波・原発事故）が起こった時の市の備え

（７）プルサーマルと伊方原発・もんじゅの根本的な問題

（８）原発のコスト、日本の電力はなぜ世界一高いのか 

（９）プルトニウムの危険性と使用 

（10）関西の子どもの安全と食 

（11）再処理の危険性 

（12）放射能破棄物の今後（機能しない再処理施設）

（13）国家と核開発 

（14）原子炉の廃炉後の問題 

（15）原発の補助金と自治のあり方 

（16）ウランが枯渇した百年後を考える 

（１）プール事故と指名停止について 

（２）今後のプール運営のあり方 

10 河 部  優 

１．教育行政について 

 

 

２．市民の命を守る行政について 

（１）プール事故の原因究明と行政のあり方について

（２）公立中学校における給食導入について 

（３）閉校された鳴滝第１小学校跡地活用について 

（１）無縁社会の広がりと見守り活動の限界について

（２）行政や公的機関における財産管理の現状について

（３）地域互助の精神と行政施策は結びついているのか

11 真 砂  満 

１．プール死亡事故について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．火葬場について 

 

３．鳴滝第１保育所について 

 

（１）現在の状況について 

（２）監視体制について 

・ 仕様書の監視人員 

・ 市民指摘時における対応 

・ 市の管理監督体制 

・ 安全講習 

・ プールの水深と身長 

（３）契約について 

（４）学校、地域との連携について 

（５）マスコミ対応について 

（６）再発防止について 

（７）他の業務委託の再点検について 

（１）地元合意と計画について 

（２）事業手法と今後について 

（１）指定管理について 

（２）施設の整備について 

12 和気 信子 

１．教育問題について 

 

２．防災対策について 

 

３．バリアフリー対策について  

４．介護保険について  

５．保育所問題について 

６．子育て支援対策について 

（１）安全管理対策、プール事故等について 

（２）幼稚園跡地について 

（１）南部防災拠点について 

（２）公共施設の耐震化と避難所の安全対策について

（１）和泉砂川駅、樽井駅のエレベーター設置等 

（１）計画について（第５期の事業計画の充実） 

（１）指定管理者制度と人権教育について 

（１）子ども医療助成制度、妊婦健診、予防ワクチン

助成の拡充について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

13 木下 豊和 

１．公務員制度改革について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．関空入島税について 

 

 

 

３．新「こども園」について 

（労働基本権について） 

（１）わが国の歴史的経緯についての認識は？ 

（大阪府公務員制度改革について） 

（１）職員・教育基本制度条例見直しをどうみる？ 

（２）個別・具体的内容をどうみる？ 

（３）泉南市関係教職員への影響は？ 

（４）校長および副校長人事をどうみる？ 

（泉南市職員処遇について） 

（１）見直し・改革のチャンスでは？ 

（２）原点である人事評価の進捗状況は？ 

（３）今後の方向性は？ 

（１）経緯をどのようにみるか？ 

（２）自分のまちへ行くのに通行料を払うのか？ 

（３）税の三分の一の所有権があるのでは？ 

（４）南ルートや専用船など対抗策は？ 

（１）状況の認識度合いは？ 

（２）泉南市の幼保一元化の進捗は？ 

（３）実現への決意は？ 

14 成田 政彦 

１．プール事故について 

 

 

 

２．国保、所得割引き上げ、総限度額

の引き上げ、資産割の廃止について

３．火葬場建設について 

４．第三次救急救命医療について 

５．産業振興センターとりんくう開発

について 

（１）「行革」と予算削減について 

（２）教育委員会の運営管理体制について 

（３）委託業者の安全管理と業務委託契約及び仕様書

について 

（１）所得割の引き上げと加入者の負担増について 

（２）資産割廃止に伴う加入者の負担増について 

（１）基本計画について 

（１）府補助金の廃止について 

（１）産業振興センターのその後の経過について 

 

15 中尾 広城 

１．防災対策について 

 

 

２．教育について 

 

 

 

３．健康施策について 

 

 

４．まちづくりについて 

 

（１）学校施設における防災機能整備について 

（２）ＡＥＤ、火災報知器、消火器等の設置状況について

（３）防災対策意識の啓発について 

（１）学校図書館の充実について 

（２）ＰＩＳＡ型学力について 

（３）通学路の安全対策について 

（４）今年度の泉南“楽”会について 

（１）大腸がん検診について 

（２）妊産婦検診について 

（３）国民健康保険証のカード化について 

（１）生活道路の安全対策について 

（２）公園遊具の総点検について 

（３）自治基本条例の進捗状況について 

16 森  裕 文 

１．財政健全化について 

 

 

 

 

２．総合計画は必要か？  

 

３．新しい地域コミュニティーの創造

について 

４．事務委託料について 

５．ＶＦＭ，Ｂ/Ｃについて 

（１）土地開発公社の清算について 

（２）三セク債について 

（３）三セク債後の「実質公債費比率」と「将来負担

比率」について 

（４）三セク債後の財政規律 

（１）自治法改正により、基本構想策定の義務は撤廃

されているが？ 

（１）（仮称）「自治振興会」によるまちづくりについて

（２）教育を核とした地域コミュニティーの構築について

（１）折衷案では、広報の完全全戸配布はできない 

（１）新火葬場建設ほか 

 


