
（平成 23年第４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 成田 政彦 

１．信達樽井線の今後の建設計画につ
いて 

２．同和更生貸付基金問題について 
３．新火葬場問題について 
４．浸水問題について 
５．プール問題について 

（１）財源について 
（２）必要性について 
（１）過去の議会に対する市の対応について 
（１）新火葬場計画について 
（１）樽井、岡田浸水対策ついて 
（１）事故後の市の取りくみについて 

２ 木下 豊和 

１．大阪府知事・市長選挙後について
 
２．公金徴収義務について 
 
 
 
 
３．事業仕分けについて 
 

（１）府・市統合、所謂「都構想」をどうみるか？ 
（２）衛星都市、とりわけ泉南市への影響については？ 
（１）地方自治体を取り巻く状況の変化をどうみるか？ 
（２）公法上の債権をどうみるか？ 
（３）他自治体の事例をどうみるか？ 
（４）請求を怠る事実の違法性をどう理解するか？ 
（５）泉南市としての今後の決意は？ 
（１）どのように理解しているか？ 
（２）国や他自治体の状況をどうみるか？ 
（３）泉南市として導入する意向はあるか否か？ 
（４）効果的な行革手法は？ 

３ 小山 広明 

１．市長の時代認識・諸事項の考え方
について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．ごみ置き場について 
３．不燃置き場への対応について 
４．住居表示について 
５．後見人制度について 
６．市民への対応について 

（１）死刑制度について 
（２）宗教について 
（３）人間とはについて 
（４）一人ひとりを大事にする内容について 
（５）市民に責任を持つ自治体行政について 
   ・石綿被害、水死事故について 
（６）「3・11」東北震災後の世の中について 
（７）貸付金の職員の肩代わり問題について 
（８）議会との関係について 
（９）関空の現状と今後について 
（10）憲法９条を生かした自治体行政について 
（１）安全対策、責任の位置づけについて 
（１）現状と将来に責任を持ったあり方について 
（１）残地域への対応といつ行うのかについて 
（１）現状と改善点について 
（１）樽井地域での開発、下水道事業による住宅への

影響に対する対応について 

４ 大森 和夫 

１．教育問題について 
 
 
 
 
２．アスベスト問題について 
３．エネルギー問題について 
 
４．まちづくりについて 
 
５．同和問題について 

（１）学校施設の充実について 
（２）プール事故について 
（３）中学校給食について 
（４）虐待、非行について 
（５）学校図書について 
（１）被害者の早期解決について 
（１）太陽光パネル設置について 
（２）自然エネルギーについて 
（１）新家駅の海側改札口設置について 
（２）コミバスについて 
（１）同和更生貸付基金について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

５ 角谷 英男 

１．総合計画について 
 
２．りんくうタウン公園地について 
３．近郊緑地について 
４．火葬場問題について 
５．プール問題について 

（１）四次総合計画の総括 
（２）五次の見直しについて 
（１）公園地の都市計画の変更について 
（１）現状と今後 
（１）現状と今後 
（１）事故調査委員について 

６ 原  憂子 

１．がん対策について 
 
２．高齢者対策について 
 
 
３．胆道閉鎖症について 
４．まちづくりについて 
５．「広報せんなん」の配布について 
６．防災対策について 

（１）検診無料クーポン券について 
（２）今後の検診について 
（１）緊急通報装置の今後について 
（２）救急医療情報キットについて 
（３）介護予防サポートについて 
（１）カラーガードを母子手帳添付について 
（１）公園清掃について 
（１）今後の委託への進捗について 
（１）避難所の確保と運営（ＨＵＧの実施）について 
（２）女性の視線による防災施設のあり方について 

７ 梶本 茂躾 

１．砂川小学校プール事故のその後に
ついて 

 
 
 
 
 
 
２．観光協会設立準備委員会の提言書
について 

 
３．第５次泉南市総合計画審議会の進
捗状況について 

 
 
 
４．大阪府暴力団排除条例について 
 
 

（１）捜査関係者、警察、検察庁の現在の動向について 
（２）事故調査委員会設置の必要性と必然性について 
  ・現在までの調査状況の報告と今後の調査対象に

ついて。また、調査できない領域があるか。 
（３）委託業者との交渉について 
  ・業者の監督責任と契約違反によるペナルティ 
（４）来年度のプール解放とそもそも業務の委託を決

めた経緯について 
（１）市長の感想と今後の方針 
（２）観光協会設立に当たっての今後の課題と設立へ

のタイムスケジュールについて 
（１）現状について 
（２）審議会と総合計画策定委員会との関わり方につ

いて 
（３）審議会委員の意見の反映について（特に市民の

意見） 
（１）大阪府下の市としての責務と市として条例を制

定する可能性について 
（２）公安委員会、警察との協議及び協議機関の設置

について 
（３）その他排除措置等について 

８ 北出 寧啓 

１．環境について 
 
 
２．教育について 
３．災害について 
 
４．コミュニティについて 

（１）和歌山県境にできる産業廃棄物処理場と河川へ
の影響 

（２）男里川－金熊寺の生態系保全 
（１）児童（０歳～18歳）の諸問題への統一的対応 
（１）関西圏の地震、ツナミ、原発災害への対応 
（２）福島原発事故の関西への影響と対応 
（１）コミュニティと自然エネルギー 



（平成 23年第４回定例会）

質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

９ 松本 雪美 

１．福祉行政について 
 
 
 
２．保健行政について 
  （子ども、女性ワクチン） 
 
 
３．子ども達の通学の安全対策について 
 
 
 
４．清掃行政について 

（１）国保税見直し住民負担増について 
（２）介護保険 24 年度５期目の保険料の見込み、特

別養護老人ホーム入居希望者の対策について 
（３）敬老祝品について見直しを 
（１）子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌、

３種ワクチン接種の定期接種について 
（２）高齢者の肺炎球菌ワクチン接種を市独自での実

施を 
（１）遠隔地からの中学生の自転車通学のヘルメット

着用について 
（２）各小学校への遠隔地からの通学でコミバス利用

について 
（１）ゴミ袋売上代金（家庭系ゴミ運搬手数料）はど

のようにして歳出にまわるのか 

１０ 真砂  満 

１．まちの活性化について 
 
 
２．火葬場建設について  
 
 
３．指定管理について 
 
 
４．中学校給食について 
 
５．プール事故について 
６．幼稚園跡地について 
７．旧鳴１小の跡地について 
８．教育委員会の議論について 

（１）高石市の企業立地等促進条例改正について 
（２）市内幹線道路と市街化調整区域について 
（３）わくわく広場を中心とする賑わいについて 
（１）広域化の進捗と今後の計画予定について 
（２）樽井地区の悪臭について 
（３）市民の里候補地の地権者との合意について 
（１）指定期間中の改善指導について 
（２）福祉センター隣接の樽井区所有駐車場について 
（３）施設補修等の不備による事故について 
（１）導入の可否について 
（２）建設運営に対する財政について 
（１）その後の経過について 
（１）その後の経過について 
（１）その後の経過について 
（１）定例会等における議論の公表について 

１１ 中尾 広城 

１．防災対策について 
 
２．権限移譲について 
 
 
３．教育について 
 
 
４．地域コミュニティについて 

（１）わがまちの防災、総点検運動について 
（２）防災無線放送、災害時有線電話について 
（１）現在の状況について 
（２）広域連携について 
（３）問題点及び課題について 
（１）学校における空調機整備について 
（２）今後の青少年センターのあり方について 
（３）遠距離通学について 
（１）限界集落、限界団地の実態について 
（２）「まごころしょうた」の現状について 
（３）産業振興センターの進捗について 



（平成 23年第４回定例会）

質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

１２ 井原正太郎 

１．市の委託業務について 
 
２．幼稚園跡地問題について 
 
３．火葬場問題について 
 
４．生活保護の今後について 
 
５．今後の新事業について 

（１）労務管理について 
（２）入札制度改善について 
（１）８園の跡地、施設の処理について 
（２）地域ニーズについての対応 
（１）進捗状況について 
（２）広域行政について 
（１）当市の保護実態と今後の課題について 
（２）保護対象者への就労支援について 
（１）コミバス拡充について 
（２）市営住宅建設計画について 
（３）危機管理事業について 

１３ 森  裕文 

１．「市民」と「市議会」と「市長」の
ベクトルについて 

２．財政構造－標準財政規模の問題点
 
３．「新火葬場計画」について 
 
４．戦略的自治体経営について 
 

（１）一般的な話「自治」「地方自治」市長の政治姿勢 
 
（１）22年度決算について 
（２）「早期財政健全化宣言」はどこへ？ 
（１）市民への説明責任について 
（２）健全化財政計画との整合性について 
（１）行政組織運営の改革について 
（２）行政組織運営の新たな課題について 
   ・行政を中心とした公共サービス提供の限界 
   ・行政体制の整備 
   ・柔軟で機動的な組織編成 
   ・能力を引き出す人事管理 
   ・透明性と説明責任 
   ・議会とのチェック＆バランス 
   ・組織機構改革について「業務量調査」 
   ・調達の効率化について「競り下げ」ほか 

１４ 河部  優 

１．地域主権時代における行政のあり
方について 

 
 
２．教育行政について 
 
 
 
 
３．福祉行政について 
 
４．住宅問題について 
 
 
５．公共施設の安全性について 

（１）大阪府の新たな代表と泉南市の関係について 
（２）地域主権を市民にとって身近なものとするため

に必用な方策とは 
（３）泉南版事業仕分けの導入について 
（１）旧鳴滝第一小学校跡地の活用方策について 
（２）幼保一元化に向けた動向について 
（３）新幼稚園２園の開園から今日までの状況について 
（４）閉園した幼稚園 8カ所の進捗状況について 
（５）公立中学校における給食導入について 
（１）生活保護制度の限界と受給者の実態について 
（２）生活保護申請時における職員の対応について 
（１）長寿命化計画の進捗と市営宮本住宅立て替えの

動向について 
（２）公営住宅法の改正に伴う市営住宅の入居について 
（１）市営浴場の現状と課題について 


