
ＮＯ，1 
（平成 24 年第 2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 井原 正太郎 

１．第四次行革について 

 

 

２．新火葬場建設について 

 

３．プール事故の今後について 

 

 

４．生活保護の実態と今後について 

 

５．市のエネルギー対策について 

（１）これまでの行革の成果について 

（２）今後の収支見通しについて 

（３）行革の課題と今後の展開について 

（１）阪南市との合意形成の進捗について 

（２）地元区への説明と今後の対応について 

（１）学校プールの一般開放中止と今後の展開について 

（２）砂川小のプールの改修について 

（３）砂川小の児童保護者へのケアーについて 

（１）保護実態と今後の見通しについて 

（２）被保護者の就労支援について 

（１）市のエネルギー対策の考え方について 

２ 小山 広明 

１．ゴミ集積場の維持管理について 

２．間違いは人間的社会の要 

 

３．住居表示について 

４．不燃物置き場について 

５．水道水源について 

６．「塩漬け」土地への対応について

 

 

７．関空について 

（１）維持管理は市が責任を持つべし 

（１）原発事故・プール事故・貸付金の立替・職員の服

務・自殺・議員のあり方 

（１）事業開始時期はいつになるのか 

（１）汚染原因者責任について 

（１）自己水を基本にすべし 

（１）金融機関への対応について 

（２）住民への説明について 

（３）議会の責任について 

（１）現状と今後について 

３ 松本 雪美 

１．介護医療問題について 

 

 

 

 

 

２．便利なコミバス（さわやか号）に

ついて 

３．空港問題について 

 

 

４．安全安心の市道改修整備について

 

 

５．同和行政について 

 

６．商工業振興基本条例について 

（１）介護保険の引き下げについて 

（２）ホームヘルプサービスの時間短縮について 

（３）高齢者の自立に向けて介護、医療、看護の一体化

と高齢者施策について 

（４）府立泉州救急救命センターと泉佐野総合医療セン

ターの統合について市長の考え方を 

（１）通学にも通勤にも買い物にも利用できるコミバス

さわやか号の拡充について 

（１）関空、大阪空港の統合と上下分離方式での市財政

への影響について 

（２）ピーチなど格安航空の市への影響はないか 

（１）デコボコ道や歩道のバリアフリー化の整備につい 

 て 

（２）通学路整備について 

（１）同和更生資金貸付基金償還金問題での未解明部分

についての対応はどうするか 

（１）見直しにむけて 

・ 提言書にあるように条例整備にむけて住民参加

について 

・ 実効性あるものにするために財政措置を含む市

の対応について 

４ 大森 和夫 

１．教育問題について 

 

２．医療問題について 

３．障害者対策について 

４．生活保護について 

５．街づくりについて 

６．アスベスト問題について 

（１）教育予算の増額について 

（２）教育施設の改修について 

（１）子ども医療の助成について 

（１）支援について 

（１）生活保護の受給について 

（１）新家駅前の整備について 

（１）被害者の救済について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

５ 成田 政彦 

１．土地開発公社について 

 

２．プール事故について 

 

３．新火葬場建設について 

 

４．「同更貸付基金」について 

５．「運輸組合」事件について 

６．砂川樫井線、市場赤井神社線の交

通安全対策について 

（１）今後の債務負担行為について 

（２）今後の行革との関連について 

（１）プールの一般開放について 

（２）事故調査委員会と業務改善素案について 

（１）財源について 

（２）樽井、西信達火葬場との関連について 

（１）責任の所在について 

（１）市有地の関係ついて 

（１）児童、生徒に対する交通安全対策について 

６ 中尾 広城 

１．教育について 

 

 

 

２．商工関連事業について 

 

 

３．総務関連について 

 

 

４．都市計画事業について 

（１）通学路の安全対策について 

（２）市内の府立高校存続問題について 

（３）中学校のダンス授業について 

（４）教職員の倫理観について 

（１）観光協会の今後について 

（２）産振センターの進捗状況について 

（３）泉南市ウェブサイトにつて 

（１）総合窓口的対応について 

（２）職員研修の実態について 

（３）出前講座の現状と今後について 

（１）砂川駅前整備計画について 

（２）樽井駅前整備計画について 

（３）飛び地住所の整備について 

７ 木下 豊和 

１．斎場の予定地について 

 

 

 

 

 

 

２．夏季の節電対策について 

 

 

３．バラ園について 

 

 

４．消防用水について 

（１）過去の候補地の最終整理は着いているのか 

（２）市民の里は、ワンノブゼムでは 

（３）西谷山の砕石場跡地は、どうか 

（４）経済的・客観的検証はどうか 

（５）阪南市の希望は把握しているのか 

（６）市長選挙の結果に左右されないか 

（７）納得性のある予定地を決定すべきであるが 

（１）国民的課題であるが、市としての認識は 

（２）市民生活での弱者（病院・交通）対策は 

（３）原発の是非論との関わりをどう捉える 

（１）プレオープンの状況をどうみる 

（２）本格オープンへの課題は 

（３）農業公園と周辺事業との関わりは 

（１）消火栓や防火水槽の配置状況は十分か 

（２）旧式の防火水槽（自然貯水）の更新は 

（３）河川やため池の活用と農業水利との関わりは 

（４）問題点・課題は無いか 

８ 

 

 

 

 

 

 

梶本 茂躾 

 

 

 

 

 

 

１．第６次産業について 

 

 

 

 

 

 

 

２．観光協会設立後の現況と今後につ

いて 

 

 

 

（１）「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業

の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す

る法律」いわゆる六次産業化法について（市の見解

は） 

（２）泉南市の具体的な取り組みについて 

（３）六次産業創造に向けた事業者への支援策について

（ＴＰＰの加入問題も含めて） 

（４）農林水産業以外の産業の参入について 

（１）４月１４日設立総会後の動きについて 

  ・会員数と会員増強策について 

  ・観光案内所の設置について 

  ・ワーキングチームの設置について 

（２）今年度内の補助金増額と来年度の予算措置につい
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

 

 

 

 

梶本 茂躾 

 

 

 

 

 

３．プロジェクト事業の今後の優先順

位について 

 

 

 

 

 

４．ＰＤＣＡサイクルによる行政評価

等について 

て（市の考え方は） 

（３）商工会の観光事業とのすみ分けについて（市行政

の具体的な指導があるのかどうか） 

（１）第５次行財政改革があるとしたときの最優先事業

について 

（２）和泉砂川駅周辺地区整備事業について 

（３）砂川樫井線新設事業の今後と新家駅周辺の混雑緩

和策について 

（４）耐震化を終えた後の学校の建て替え又は大規模改

修計画について（小学校の統廃合についても） 

（１）行政評価に当たっての具体例について 

（２）その他での利用について 

９ 河部  優 

１．安心と安全の行政について 

 

 

 

 

 

２．地方分権行政について 

 

３．教育行政について 

（１）各地域における防災計画（防災マニュアル）はど

こが策定するのか 

（２）地域における防災活動への参加や緊急避難時にお

ける市職員の関わりについて 

（３）泉南市内に在住する職員の職務外負担の割合につ

いて 

（１）大阪版地方分権推進制度に基づく権限移譲実施計

画の進捗と今後について 

（１）子どもの居場所と安全対策について 

（２）本市を代表して活躍する子ども（若者）への支援

のあり方について 

（３）廃園となった幼稚園と旧鳴滝第一小学校の跡地問

題を検討する委員会の進捗について 

１０ 原  憂子 

１．防災対策について 

 

 

２．空き家対策について 

３．医療制度の充実について 

 

４．自転車対策について 

 

５．市民サービスについて 

（１）防災、減災ニューディールについて 

（２）各地域や小中学校での訓練（ＨＵＧ）について 

（３）自主防災組織の向上について 

（１）空き家対策条例の制定について 

（１）ワクチン接種の自治体における財源確保について 

（２）がん対策授業について 

（１）自転車の安全利用について 

（２）車道走行の安全性について 

（１）各種証明書の一本化について 

１１ 北出 寧啓 

１．原発と放射性物質について 

 

 

 

２．大里川と側道について 

３．自然環境の保全と復元について 

 

 

４．地方政治行政制度について 

（１）放射性廃棄物、フクシマの危機について 

（２）外部被ばくと内部被ばくについて 

（３）関西・大阪府・泉南市の汚染状況について 

（４）食の汚染数値と危険性、その安全対策について 

（１）せせらぎ公園と道路の安全性について 

（１）りんくうタウンの緑地について 

（２）鎮守の森とその衰退への対策について 

（３）河川の自然保全と景観について 

（１）一国多制度について 

１２ 

 

 

 

 

角谷 英男 

 

 

 

 

 平成 20 年第４回議会の質問以降を

総括し下記の通り質問を行う 

１．教育問題について 

 

２．市内商店街について 

 

３．火葬場について 

４．近郊緑地について 

５．りんくう公園について 

 

 

（１）今後の教育行政について 

（２）ハードとソフトについて 

（１）今後について 

（２）空き店舗対策について 

（１）現状と今後について 

（１）現状と今後について 

（１）現状と今後について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

 

角谷 英男 

６．地震防災について 

７．プール問題について 

８．幼稚園跡地問題について 

（１）避難ルートについて 

（１）今後のプールについて 

（１）現状と今後について 

１３ 真砂  満 

（教育） 

１．これまで取り上げた項目について

 

 

（福祉） 

１．療育支援について 

 

 

２．生活保護について 

 

 

（環境） 

１．火葬場建設について 

 

（その他） 

１．公共物破損について 

 

２．観光協会、バラ園等について 

（１）給食費滞納問題の現状について 

（２）修学旅行の積立金、行先、時期について 

（３）中学校給食について 

（４）グラウンドの芝生化について 

 

（１）法改正により、どの様に変化するのか 

（２）請願採択後の取組みと関係者協議について 

（３）専門職員の採用について 

（１）個人情報とプライバシー保護について 

（２）窓口及び職員対応について 

（３）扶養義務者の調査について 

 

（１）現状と今後について 

（２）阪南市との協議及び進捗について 

 

（１）公共物破損の現状と把握について 

（２）加害者責任と捜査について 

（１）市のＰＲについて 

１４ 南 良徳 

１．樽井駅バリアフリー化について 

 

２．旧幼稚園跡地について 

３．観光協会について 

４．火葬場整備について 

 

５．農業公園について 

 

 

６．空き店舗対策について 

７．防災対策について 

（１）進捗について 

（２）今後のスケジュールについて 

（１）活用と売却の進捗について 

（１）観光事業受託について 

（１）進捗について 

（２）問題点について 

（１）バラ園のプレオープンについて 

・ 駐車場問題 

・ 駅からのアクセス 

（１）具体の施策ついて 

（１）進捗について 

１５ 堀口 武視 

１．道路行政について 

 

 

 

 

２．教育問題について 

 

 

 

３．火葬場建設につて 

 

 

４．みなし財産区について 

５．農林事業について 

（１）砂川樫井線について 

（２）砂川停車場線について 

（３）新家駅周辺整備について 

（４）その他の都市計画道路について 

（５）基幹農道と林道整備について 

（１）問題行動について 

（２）通学路の安全確認について 

（３）学力テストの結果と、その対応について 

（４）子ども権利に関する条例について 

（１）以前の火葬場計画の総括について 

（２）今後のスケジュールと業者選択について 

（３）葬祭場と霊苑について 

（１）基本的な考え方について 

（１）ため池・水路等の改修における受益者負担の考え

方について 

（２）森林整備の補助事業について 

１６ 

 

 

森  裕文 

 

 

１．資産改革について（資産経営） 

 

 

 

 

（１）ファシリティマネジメントについて 

・ 公共施設の需給バランスの変化について 

・ 安全性の確保と環境等への配慮について 

・ 泉南市財政の現状について 

・ 公有資産に係るデータベースの構築について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

 

 

 

 

 

森  裕文 

 

 

 

 

 

２．第三セクター等改革推進債の活

用、取組みについて 

・ 施設総合評価システムの構築について 

・ 施設の利活用の促進について 

・ 維持保全業務の適正化について 

・ 土地の利活用の促進について 

・ 職員意識改革の促進について 

（１）土地開発公社の解散について 

・ 議会の関与について 

・ 情報開示の徹底による責任の明確化について（事

業採択から現状に至った経緯と責任） 

・ 清算が最善の選択であると考えられる理由につ

いて 

（２）三セク債発行可能額について 

（３）三セク債償還年限について 

（４）特別交付税措置について 

（５）抜本的解決―市に引き継いだ後の― 

（６）処分活用計画について 

（７）土地売払収入見込計画について 

（８）財政収支への影響額について 

（９）財政指標等への影響について 

（１０）市債残高について 

（１１）三セク債の発行条件―行革の進展について 

（１２）金融機関に一部債務放棄を依頼できるのかにつ

いて 

 


