
ＮＯ，1 
（平成 24 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．防災問題について 

２．小中学校の建てかえと改修につ

いて 

３．空港問題について 

４．安全なまちづくりについて 

 

５．土地開発公社について 

（１）東海・東南海・南海地震対策について 

（１）老朽化した小中学校の建てかえと改修、エアコン

について 

（１）関空会社と伊丹空港連結について 

（１）バリアフリー化について 

（２）外灯、道路整備、水路の改修について 

（１）借金返済について 

２ 古谷 公俊 

１．議員報酬と特別職の職員の給与に

ついて 

 

 

 

 

２．市民病院、夜間救急病院について

 

 

３．注目されるまちづくり、メガソー

ラー施設について 

 

 

 

 

 

４．出生補助制度、新婚補助制度につ

いて 

 

 

５．役所施設について、サービスにつ

いて 

（１）このたび、厳しい社会情勢、また市の財政難の中、

市民に対しても納得していただけるために、私の

施策では議員報酬を２割削減の目標としていま

すが、特別職の市長や副市長他の方々も一体とな

って自らの報酬削減の協力をしていただけるか

どうか 

（１）今後の泉南市において他市にたらい回しのない夜

間、救急、治療も対応できる病院をつくる計画は

ないですか 

（１）震災以降、全国各地で原発問題や自然エネルギー

への積極的取り組みを推進している中、大阪府や

泉州で一番に取り組み、りんくう南浜、長年放置

状態の緑地帯と見栄えだけでほとんど歩くこと

ができないマーブルビーチに太陽光発電所(メガ

ソーラー)施設をつくって将来に夢のあるまちづ

くりをしてみては 

（１）泉南市の人口が伸び悩む中、若い方にもっと移り

住んでいただくために…例えば３年間の優遇処

置として補助金や空いている府営団地やＵＲ都

市機構の団地への入居の優遇処置など 

（１）外でタバコを吸う職員が目につくので、所内に喫

煙ルームをつくってみては。館内老朽化も認めざ

るをえないが、役所もサービス業なのでトイレだ

けでも一般の方に喜んでいただけるようにリニ

ューアルできないか。あと職員の方々にあまり挨

拶がなく元気がないように見受けられるが、明る

く挨拶できるように市民の方々にも対応するよ

うに取り組んでほしい 

３ 小山 広明 

１．議会に対する市長の認識は 

２．住居表示について 

３．不燃物置場について 

４．ごみ置き場について 

５．汚水処理について 

６．火葬場について 

７．水道水源について 

８．空港島への課税について 

９．定年退職者と職員活用について 

10．津波対策について 

11．塩付け土地への対応について 

12．おおあさの活用について 

（１）議会の法的役割は 

（１）再開はいつか 

（１）未来への責任は 

（１）責任について 

（１）全市への整備責任について 

（１）既存施設の整備優先を 

（１）自己水確保への転換を 

（１）市街化区域へのネックは 

（１）公とは何かから考えるべき 

（１）ある前での対応を 

（１）行政案の根拠は 

（１）あさが作れない根拠は 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

４ 梶本 茂躾 

１．泉南市自治基本条例について 

 

 

 

 

 

 

 

２．行政評価の現状について 

 

 

 

３．新家駅周辺交通渋滞緩和策につい

て 

（１）コミュニティ及びコミュニティ活動について 

   ・区のあり方について 

   ・テーマコミュニティについて 

   ・市の支援について 

   ・コミュニティにおける市議会議員の役割と関わ

り方について 

（２）都市内分権について 

（３）市長及び職員の倫理規定について 

（１）現在までの問題点と実施にあたっての課題につ 

いて 

（２）Ｐ.Ｄ.Ｃ.Ａマネジメントサイクルの一回りする

年数の予定について（ＤＯ・実施までの期間） 

（１）現時点における検討及び委員会及び協議会等の立

ち上げについて 

（２）過去の調査、検討と問題点について 

（３）万一重大事故が起こった場合の責任の所在について 

５ 竹田 光良 

１．泉南市内４駅のバリアフリー化等

について 

 

 

２．教育問題について 

 

 

 

 

 

３．生活保護について 

（１）ＪＲ和泉砂川駅、新家駅のバリアフリー化について 

（２）南海岡田浦駅、樽井駅のバリアフリー化について 

（３）和泉砂川駅の北側トイレについて 

（４）新家駅前安全対策について 

（１）教育施設の耐震化について 

（２）大規模改修または建てかえについて 

（３）夜間中学校の実施について 

（４）中学校の給食について 

（５）土曜日授業について 

（６）幼保（保幼）一元化について 

（１）生活保護行政適正化推進委員会について 

６ 岡田 好子 

１．健康保険について 

 

 

２．教育問題について 

 

 

３．子育て支援について 

（１）滞納について 

（２）短期証明について 

（３）保険証についての市民の反応について 

（１）いじめ問題についての実態は 

（２）泉南市の人権擁護委員の方々はどういう動きをさ

れているのか 

（１）妊婦検診１回の単価は 

（２）歯科検診の状況について 

（３）子供医療助成について 

７ 堀口 武視 

１．教育問題について 

 

 

 

 

２．高齢者施策について 

 

３．地域医療について 

 

４．山林保全について 

 

５．紀泉わいわい村について 

６．火葬場について 

（１）通学路の安全点検のその後について 

（２）通学不便地域の対策について 

（３）各学校の改修要望と計画について 

（４）特認校の評価について 

（５）教職員の人事評価について 

（１）小規模特老の経過と今後について 

（２）大阪府から社会福祉法人に対する権限移譲について 

（１）小児救急医療と夜間休日診療について 

（２）済生会泉南病院について 

（１）国、府の補助事業について 

（２）本市の取り組みについて 

（１）地域との共生について 

（１）今後のスケジュールについて 

（２）市民霊園の併設について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

８ 森  裕文 

１．財政について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．土地開発公社解散について 

３．公職選挙事務について 

４．自治基本条例について 

（１）財政規律について 

（２）財政運営の透明性、説明責任、情報開示について 

（３）事業別会計、財務諸表のさらなる促進などについて 

（４）公会計制度について 

以上４課題についてのただいまの泉南市財政に則

した見解を問う 

（５）地方財務会計制度改革について「俺の借金、全部

でなんぼや」 

（６）単式簿記、現年主義会計の限界について 

（７）複式簿記、発生主義会計の導入について 

（８）複式簿記の目的について 

（９）財務諸表のあるべき姿について 

（10）行革につなげる公会計改革について 

（１）シナリオについて 

（１）障害者対策について 

（１）運用について 

９ 松本 雪美 

１．和泉砂川駅前広場づくりについて 

 

２．新火葬場建設問題について 

 

３．高齢者を守るために 

４．泉南の農業を守るために 

５．商工振興条例制定後のとりくみにつ

いて 

（１）交通混雑を起こしている和泉砂川駅前の危険解消

の安全対策について 

（１）現在ある２カ所の火葬場を大規模改修し、新火葬

場建設はやめること 

（１）ＮＰＯ法人、泉南ふれ愛の里牧野の存続について 

（１）イノシシ駆除対策として、市独自の支援について 

（１）市内商工業者の全件調査（実態調査）について 

（２）内陸部の活性化対策に向けて円卓会議の開催につ

いて 

１０ 和気 信子 

１．泉南市子どもの権利条例について 

２．福祉、子育て行政について 

 

 

３．農業政策について 

 

 

４．同和問題について 

 

５．和泉砂川駅の東口のエレベーター

設置とトイレの復活について 

（１）充実のための対策について 

（１）保育所民営化問題と待機児対策について 

（２）国民健康保険と介護保険について 

（３）子ども医療助成の拡充について 

（１）ＴＰＰ問題と泉南の農業への影響について 

（２）農業従事者が元気になる取り組みについて 

   （遊休農地の活用、地産地） 

（１）市営宮本住宅の建てかえの進捗について 

（２）庁舎の看板の撤去について 

（１）復活の必要性について 

１１ 大森 和夫 

１．教育問題について 

 

２．まちづくりについて 

 

 

３．脱原発について 

 

４．アスベスト問題について 

５．防災対策について 

６．土地開発公社について 

（１）学校施設の改修について（トイレなど） 

（２）授業評価アンケートについて 

（１）新家駅の交通混雑について 

（２）新家駅海側の改札口新設について 

（３）新家駅のエレベーターの設置について 

（１）太陽光パネル設置の補助制度について 

（２）再生可能な自然エネルギーについて 

（１）早期、全面解決について 

（１）津波、地震など大規模災害について 

（１）不良債権の処理について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

１２ 木下 豊和 

１．雇用、労働施策について 

 

 

 

 

２．廃棄物処理について 

 

 

 

３．火葬場について 

 

 

 

４．サンゴ池林昌寺線について 

（１）泉南市の公、労、使の対応状況は 

（２）就労支援の具体的施策はどうか 

（３）デイセント・ワークへの対応は十分か 

（４）ワーク・ライフ・バランスと「くるみん」の周知

はどうか 

（１）大阪府は「３Ｒ」ワースト１、泉南市はどうか 

（２）不法投棄の実態と対策の実態は 

（３）震災廃棄物の受け入れ状況は 

（４）フードバンクの取り組み状況は 

（１）阪南市との話し合いの進捗状況は 

（２）候補地の最終決定は 

（３）建設費を含めた財源捻出は 

（４）完成までの課題は無いか 

（１）工事の進捗状況は 

（２）緊急車両通行とＪＲ踏切幅の問題をどうする 

（３）完了検査と管理責任はどうなる 

（４）今後の対応として期待できるか 

１３ 中尾 広城 

１．まちづくりについて 

 

 

 

 

 

２．教育問題について 

 

 

３．障害者施策について 

（１）「コンパクトシティ」形成に取り組む自治体への

支援策について 

（２）リース方式による公共施設へのＬＥＤ照明の導入

について 

（３）「新火葬場」計画の進捗状況について 

（４）コンビニにおける証明書等の交付について 

（１）砂川プール事故問題の進捗について 

（２）幼稚園、鳴滝第一小学校の跡地問題について 

（３）通学路の安全対策、その後について 

（１）第２次泉南市障害者計画及び第２次泉南市障害福

祉計画の総括と各第３次への展開について 

（２）学校教育における福祉教育の推進の概要について 

（３）公共・公益施設等のバリアフリー化の推進の概要

について 

１４ 澁谷 昌子 

１．各種検診について 

 

 

 

 

 

２．防災対策について 

 

 

３．高齢者対策について 

（１）子宮頸がん検診の現状について 

（２）３ワクチン（ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワク

チン、子宮頸がん予防ワクチン）の実施の現状に

ついて 

（３）乳がん検診の現状について 

（４）乳がん検診の受診率ＵＰについて 

（１）高齢者、障害者、乳幼児など災害弱者対策について 

（２）防災力向上のための取り組みについて 

（３）南部防災拠点について 

（１）一人暮らしの高齢者見守り支援について 

（２）認知症の高齢者に対する取り組みについて 

（３）高齢者紙おむつ支給事業について 

 


