
午前１０時３分 開議

○議長（林 治君） おはようございます。ただいまから平成９年第３回泉

南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定数に達しておりますので、

会議は適法に成立いたしました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、

会議規則第８０条の規定により、議長において１３番和気 豊君、１６番

重里 勉君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第８号 平成９年度……。

〔嶋本五男君「議長、動議」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 動議は賛成者がおりませんので成立しません。

〔「賛成」の声あり〕

○議長（林 治君） 何の動議ですか。

○２６番（嶋本五男君） この際、林議長不信任案を直ちに日程に追加し、議

題とされんことを望みます。

○議長（林 治君） ただいまの動議について、賛成の方おられますか。

〔「賛成」の声あり〕

○議長（林 治君） ただいま嶋本君から、私、林の議長不信任案を直ちに

日程に追加し議題とされたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありま

すので、動議は成立しました。

本動議を直ちに議題といたします。

お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議あり」「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議がありますので、本件については起立により採

決いたします。

お諮りいたします。本動議に賛成の諸君の起立を……。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） 議長の不信任という至って重大な動議でございますの

で、起立ではなしに記名で投票をお願いしたいと思います。それを意思を

諮っていただきたいと思います。
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〔小山広明君「名前を明らかにして賛成か反対か」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君に申し上げます。この際、起立によってもその

氏名は明らかになりますので、御了解をいただきたいと思います。よろし

いですか。

改めてお諮りいたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

〔 賛 成 者 起 立 〕

○議長（林 治君） 起立少数であります。よって、議長不信任案を日程に

追加し議題とされたいとの動議は、否決されました。

次に、日程第２、議案第８号 平成９年度大阪府泉南市汚水処理施設管

理特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

議案書を朗読いたさせます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔 議 案 書 朗 読 〕

○議長（林 治君） 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。福

田助役。

○助役（福田昌弘君） ただいま上程されました議案第８号、平成９年度大阪

府泉南市汚水処理施設管理特別会計補正予算（第２号）について説明を申

し上げます。

平成９年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算に変更を加える

必要が生じたため、地方自治法第２１８条の第１項の規定により補正予算

を調製し、同法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。

補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３３４万 ５，

０００円を追加し、 １，５４５万 ７，０００円から １，８８０万 ２，０００円とす

るものでございまして、増額項目につきましては前年度繰越金及び汚水処

理施設管理基金定期預金利子の基金への積み立てとなっております。

以上、簡単ではございますが、本議案の説明にかえさせていただきます。

よろしく御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（林 治君） これより質疑を行います。 小山君。

○３番（小山広明君） ただいま提案されました議案について、もう少し詳し

く御説明いただきたいと思うんですが、当然この歳入に対して、汚水施設

ですから整備もきちっとやっていかないといけないと思うんですが、この
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分についての整備状況、また現在の環境的な部分で、排水の実態なんかも

御説明いただきたい。

それから、泉南市はこれだけではなしに、ほかにもいろいろ住民から市

の管理をしてほしいという、そういうものが上がっておって、調査もきち

っとやっとると思うんですが、現在の下水道事業は財政問題もあってなか

なか、肝心の山間部なりいわゆる山手の方に整備がおくれておると思うん

で、特にこういうコミプラというんですか、集落ごとというんか集団的に

ある団地の処理というのは大変重要だと思うんで、この辺の進捗状況、市

に移管のですね、そういうものについて説明をしていただきたいと思いま

す。

○議長（林 治君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 小山議員の御質問に御答弁申し上げます。

まず、今回御提案いたしました補正につきましては、現在砂川台の汚水

処理施設を引き取って、市の衛生課で維持管理を行っております。これに

つきましては、雑排水の処理後の放流につきましては定期的に検査し、い

ず れ も 基 準 値 内 の 数 値 を 保 っ て お る と 聞 い て お る と こ ろ で ご ざ い ま す 。

（小山広明君「数字を言うてくれませんか」と呼ぶ）数字につきましては、

私、今手元に持ち合わせございませんので、もうしばらく時間をいただき

たいと思います。

それと、山手の方に行きますとかなりの団地がございまして、市内では

汚水処理の要綱に合致する施設が６施設現在残っております。それらの引

き継ぎにつきましては、樽井みずほタウンにつきましては来年４月１日を

めどに現在協議中でございまして、ほとんど来年４月から市に移管できる

と思っております。それと、サングリーン及びいずみ台につきましては、

現在自治会また開発業者、私どもの三者の協議を持ちまして、前向きに移

管するべく協議を行っているところでございます。

以上でございます。

〔小山広明君「全部答弁してない」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） ３３４万 ５，０００円、この年度に歳出を執行する必要

がないとして基金に積み立てるということだと基本的には思うんですが、

だから現在のそういう整備状況がどうなっとるかということをお尋ねしと
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るわけですから、基準値をクリアしとるといっても、基準値いっぱいで出

とるのか、数字的にはかなり高いのかというのはやっぱり興味あるとこで

すから、その辺はちゃんと数字を言っていただきたいと思います。

それから、今６施設と言いましたが、１つはみずほタウンですか、中学

校の裏のみずほだと思うんですが、来年の４月からほとんど移管できる可

能性があるということですが、これは移管できると我々は判断していいの

かどうかですね。これは随分長く、私の当選した当時からその調査が始ま

って、前向きに取り組む、市が移管を受けるということで来とると思うん

ですが、ほかの団地についてはいつになるのか、聞いとる限りではなかな

か見通しが立たないんですが、これはやはり市が積極的に引き取るという、

全体の下水道事業をやっとるわけですから、市長もそれは１つの理念に基

づいてそういう整備をやっとるわけですから、やっぱり民間が管理すると

いうよりも市が管理をして、水質なんかにも責任を持って、それも下水道

整備にカウントできるわけですから、でないと今までゼロというような状

態ですから、こういうものを市が移管を受けることによって、市が公共下

水道の整備として１つの、実質的にはカウントできるわけですから、もう

少しこれは市長がリーダーシップをとって早く移管を受けるべきじゃない

でしょうかね。いろんなネックはあると思いますけども。

だから、ほっといても出す側は余り関係ないんですよね。しかし、市は

やはり市全体の環境問題から積極的に進めないといかんわけですから、こ

れはネックを早く取り除いて、市は一方では都市計画税を使いながらいろ

んな整備をしとるわけですので、これはいわゆる住民の方が１００％負担

をして整備をしとる事業でしょう、ある意味で。そういう点ではもう少し

この辺の市長の理念を貫いた１つの取り組みが私は必要だと思うんですね。

特に市長も住んでおられる砂川柴田団地はまだ移管を受けてないんじゃな

いでしょうかね。そういう点もありまして、やっぱり積極的に、せっかく

ある施設については市が責任を持った管理をしていくという必要があると

思うんで、市長のこの面についてのひとつ明確な考え、また期限を切った

整備方針を出していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（林 治君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ７団地対象で当初取り組んでおりまして、この議会に

移管の請願が出されまして、それが採択されておるということになってお
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ります。その後それぞれの団地、あるいは開発者と協議をしてまいってお

りまして、砂川台についてはこの会計にありますように引き取っておると。

あと６団地のうち、みずほは現在、今年度末引き取りに向けて話が順調

に進んでおります。それから、いずみ台、サングリーンは現在それに向け

て、開発者も入った中で協議中ということでございます。楠台については

今、自治会といいますか管理組合で管理をされておりますが、これは今公

共下水道が一丘まで延伸しておりますから、それとの接続というのはそう

長く時間がかからないということでございまして、これについては今のと

こ自治会からも引き取りの要請というのは来ておりません。

それから、八幡山につきましては、以前自治会の方で整理をされまして

自主管理をすると、こういう方向になっております。それから、砂川公園

団地についても同様に、過去において自治会、それから開発者の方で管理

をしていくと、こういう方向づけがなされておりますので、一定、７団地

についてはそれぞれの方向が示されております。我々の方が一定条件を整

えていただければ引き取りますよという条例を制定してるわけでございま

すから、市が別に拒んでるとか、そういうことではございません。その中

で、それぞれ適切な管理について、自治会なり開発者あるいは管理会社の

方で検討されておるということでございますから、そういう三者が同じ方

向に向かったときに協議をさしていただいておるところでございますから、

今後もそういうスタンスでいきたいと思っております。

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） 結論的に言えば、余り市長は積極的にはこれを引き取

る方向には、市長の考えとしては私はないように受け取りました。先ほど

も言いましたように、住民は新たに引き取ってもらおうとすれば、ある程

度の整備をせんといかんわけですから負担になってくるわけで、住民の側

から、よほどのことでない限り引き取ってほしいという要望が来にくい内

容だろうと私は思います。

しかし、それだけに水質なり環境の問題があるわけですから、市として

は町全体の、今環境問題が本当に行政なり政治の中心課題になっとるわけ

ですから、それはもう少し住民の負担をむしろ軽くしてというよりも、住

民は既にもうそのことを投資してきとるわけですね。一般的にはくみ取り

なんかは全部市が補助金を出してやっとるわけでしょう。そういうことを
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いろいろ考えたら、全く住民の１つの自発的な負担でこの環境、水質問題

が処理されてきておるというのが実態じゃないですか。

そういうことを考えたら、もっと政治家として思い切った環境を重視し

た政策をとるなら、開発業者なり住民なり自治会が対等な責任の持ち方で

進めるんではなしに、これは市からお願いをして一日も早く市が責任を持

った管理をしないと、こういうものはなかなかちゃんといかないですよ、

普通。これは市長はよくわかっとると思うんですが、そういうのはやっぱ

りもう少しきめ細かな、また全体を見た上での細かな施策を進めてもらい

たい。

市長、これはほんとにかなり時間がたって、予算もかけて調査もしとる

ものですから、その時点で市がこれはイニシアチブを持ってやるというこ

とを決定して、僕はあれやっとると思うんですよ。今のような市長の考え

方だったら、調査も恐らくする必要はなかったのではないかなと私は思い

ます。そういう意見だけ付しておきまして、本当にこれは市長、もう一遍、

私の意見もまた全体の意見も考えて、もう少し考え方を柔軟にして実効の

ある施策をしてもらいたいと思います。

○議長（林 治君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 今後の展望も含めて二、三点お伺いをしたいわけで

ありますが、まず１点は一丘団地の関係ですけれども、これを何か一般の

汚水の関係の配管に接続すると、こういう話も聞いておるんですが、これ

は具体的にどういう将来展望を持っておられるのか明確にしていただきた

い、これが１点です。

もう１点は、今小山議員からも御指摘がありましたんですけれども、７

団地という一応の数字は上がっておりますけれども、今後将来にわたって

ミニ開発をされたいわゆる小団地のそういう汚水の処理は、条例等でもあ

る程度規制をしておるわけですけれども、やはり公平・公正な取り扱いと

いう視点からすれば、そういうとこにもやっぱり具体的な施策をしてあげ

るような検討というものが必要ではないかというふうに思うわけですが、

まずこのことについて御答弁をいただきたい。

○議長（林 治君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 島原議員の御質問に御答弁させていただきま

す。
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まず、現在では該当しておる処理施設につきましては７団地、そのうち、

先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、砂川台の１団地を引き取って

ございます。それで、移管に関する要綱につきましては、現時点では５０

１人槽以上の規模と、このように決められておりまして、残りの６団地が

スムーズに引き取りが終わるめどがつきましたら、この５０１につきまし

ても若干数字を下げていきたい、このように考えておるところでございま

す。

以上でございます。

○議長（林 治君） 南下水道整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） ただいま議員の方から一丘団地の接続に

ついて御質問がありましたので、お答え申し上げます。

一丘団地につきましては、今年度末に流域下水道泉南幹線が完成するの

に伴いまして、本市といたしましても今年度末を目途に接続工事を進めて

まいりたいと考えております。その後、接続等の手続がありますので、平

成１０年７月以降に下水道が使用可能な状態になるということでございま

して、その後住宅・都市整備公団からの接続工事もしくは周辺の関連団地

からの接続工事等がございますので、平成１０年７月以降に実際には公共

下水道による供用が開始されるものと考えております。

以上でございます。

○議長（林 治君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） もっと詳しくお伺いをしておきたいと思うんですが、

公団の関係の接続する部分については、このかかる工事費、事業費につい

てはどういう負担割合になるのかですね。もちろん市の施設でありますか

ら、これは当然市の負担ということになるでしょうけども、公団関係の今

までの経過からして、こういう事業に対しての都市整備公団等の負担割合

というんですか、そういうようなものは考えておるのかおらないか、１０

０％泉南市の負担と、こういうことになるのかどうか、これが１点です。

もう１点、市民生活部長さんにお伺いしますが、何か７団地終了後にこ

の数値というんですか数字を、５０１を例えば４００とか３００とかいう

ふうにだんだんカットしていくと、こういう御答弁をいただいたんですが、

それでは基本的に下水道行政に対するあり方というものをもう少し考えて

おかないと、これが終わったらここというふうに、いわゆる小団地につい
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てもミニ団地についても一定の基準値をもう少し審議なり討議なりをして

いく必要があるのではないか。ただ、これとこれとが終わったら小さいと

こを徐々にやっていきますよというんならいうふうに、もう少し明確にそ

ういう政策上のあり方というものを、下水道計画についてですよ、泉南市

に移管する基準値というものをもっと議会にも、具体的に検討した計画と

いうものを提案しておく必要があるのではないかと思うんですが、お答え

をいただきたい。

以上です。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） ただいま一丘団地接続の負担区分につい

て御質問がありましたので、お答え申し上げます。

一丘団地の公共下水道工事に伴います接続工事の負担につきましては、

一般の家庭の接続工事と同じく、市が管理する道路部分につきましては本

市が公共下水道として整備するものでございます。残り住宅・都市整備公

団の所有地に入ります管渠につきましては住宅・都市整備公団が工事をす

るという、いわゆる底地の区分で負担区分をしているものでございます。

以上でございます。

○議長（林 治君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 島原議員の再度の御質問でございますが、い

わゆる５０１人槽以上の規模と現在決まっておりますが、市としてミニ開

発等、全体的な方針を定かにするべきではないのかと、そのような御質問

だったと思いますが、現在の移管に関する要綱につきましては、先ほど言

いましたように５０１人槽以上の規模ということになっておりまして、私

どもとしましては現時点ではこの数値を下げたいと、このように考えてい

ないところでございます。

理由といたしましては、１団地を引き取るに際しましては相当膨大な事

務量でございまして、先ほど言いました樽井みずほ団地につきましても、

今後条例の制定、また料金の徴収方法等、大変膨大な事務量になってくる

と予想いたしておりますので、現時点では現在の要綱で処理していきたい

と考えておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。

○議長（林 治君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） １つは、一丘団地に係る関係の費用もさることなが
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ら、今後のそういう一般的な下水事業ではなくて、団地等の引き取りによ

るところの、移管によるところの諸経費というのは積算されてるのかどう

かですね。例えば一丘分でも幾らかかるんかということの積算が、平成１

０年ということですから１０年にはもう供用開始、平成１０年の７月以降

ということの御回答をいただいたわけでありますから、その部分に対する

引き取りのための諸経費は積算できればお答えを願いたい。これが１点で

す。

それと、今後の問題として新規の団地等、これがたくさんまた新しい開

発等が望まれると思うんですが、できてくると思うんですが、それらの場

合は基本的には、あくまでも基準値としては５０１人槽、５０１以上のと

ころは市の方に移管すると、そういう形のものになるのかどうなのか、こ

れが１点です。

それと、ミニ団地というんですか、小さいとこの２００、３００という

のがたくさん、例えば樽井の大発にしろ浜地区の団地にしろまだたくさん

残ってると思うんですが、一人一人の市民から言えば、そういうふうに接

続してほしいという市民もおれば、いや、もうほっとってくれというふう

な方もいらっしゃると思うんですが、それは別にして、市の行政の基本的

なあり方として、３００であろうと５００であろうと、これはやっぱり１

つの団地は団地としての世帯を構えてるわけでありますから、今後の行政

の施策のあり方としてはきちっとした展望を持っていただきたいなという

ふうに思うんですが、もう一度これらについて御答弁をいただきたい。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） ただいま一丘団地の接続工事に対する質

問でございますけども、基本的な考え方といたしまして、市道部分につき

ましては我が方で工事をするということでございます。それから、市道か

ら現在の汚水処理施設までの工事につきましては、住宅・都市整備公団の

負担区分でございます。我が方が工事をいたします公共下水道工事につき

ましては、現在設計積算中でございますので、ちょっと金額については控

えさしていただきたいと思います。ただ、工事内容といたしましては、一

般の開削工事及び接続工事部分は一部推進工事でございますので、一般の

通常の下水道工事ということで、こういう対応をさしていただきたいなと

思っております。
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以上でございます。

○議長（林 治君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 島原議員の御質問にお答え申し上げます。

新たな開発行為によりできる団地についてはどのような扱いかという問

いであったと思いますが、本市の団地、汚水処理施設の移管に関する要綱

に合致する団地につきましては、前向きに移管についての検討をしてまい

りたいと、このように考えております。

以上でございます。

○議長（林 治君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） これで４回目ですから終わりますが、例えば一丘で

ございますと、今御答弁いただいたように平成１０年の７月供用開始とい

うことですから、ことしは平成９年ですから、本来なら事業に着手をして

おかなきゃいかんなあと、これはこっちの勝手な判断ですけれども、そこ

で積算の金額の経費の見積もりができてないと、こういうことですから、

まあそれはそれで結構ですけれども、できるだけ議会にわかりやすいよう

な説明をしてほしいと。事業部というのがありますから、それを通してま

た説明しておいていただきたいと。

それともう１つ、一丘団地等は、受益者負担というのはどういうことに

結果的になるのか、教えていただきたい、これが１点です。

あと１点は、ミニ団地というんですか、失礼な言い方かもわかりません

が、２００、３００槽の関係の団地についても公平・公正を欠くことのな

いように、やっぱり市の都市計画という視点からやられるんなら、そうい

う小さいところの団地等についてももっと配慮するようにひとつお願いを

しておきたい。

以上です。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 一丘団地の受益者負担金の件でございま

すけども、受益者負担金は都市計画法に基づきます土地の価値にかかわる

負担でございますので、原則、一丘団地については徴収していくというこ

とを考えております。負担者に対しましては土地の所有者を原則としてお

りますので、分譲部及び賃貸部については別の形になるものと思われます。

以上でございます。
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○議長（林 治君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 島原議員の再度の御質問でございますが、５

０１人槽以下の汚水処理施設についても検討はどうかという御質問でござ

いましたが、議員御指摘の件につきましても今後十分検討してまいりたい

と、このように考えております。

以上でございます。

○議長（林 治君） ほかに。 成田君。

○５番（成田政彦君） さっき一丘団地の公共下水道の話が出ましたが、これ

は私ども非常に関心のあることで、わかりやすく一遍当局に質問したいん

ですけど、今団地の汚水処理場に流域下水道の管が来とるんですけど、こ

れは先ほど課長が言いましたように、市の道路と公団の所有地の間でドッ

キングするんですけど、公団施設内は基本的には既に汚水升もあるし公共

下水道も完備されてますので、公団内における市のいわゆる負担整備とい

うのは一切私はないと思うんですけど、一般の公共下水道と同じように、

個人の家が公団の団地と同じようで、個人の家まで公共下水道は来るけど、

それ以外はもう個人の負担ですから、これは公団は既に布設されとるし、

何ら整備する問題はないんですけど、いわゆる公団内における受益者負担

というのは下水道使用料ですわね、今後支払う部分はほとんど。そういう

もの。

それから、公団の場合、今度数億円以上かけて、今の汚水処理場があり

ますわね。この汚水処理場の撤去は、これはもちろん公団が責任を持って

撤去されると思うんですけど、その点と。

それから、来年の７月からいわゆる公共下水がなるんで、この使用料に

ついては現在と余り変わらないのか、その点はどうなんですか。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 一丘団地接続工事の質問でございます。

まず１点目の工事の件でございますけども、いわゆる民間、個人への宅

内工事と同じでございまして、官地から第一升までは公共下水道で整備す

ると。残り以降につきましては、一般の御家庭におきましても宅内工事を

いただいてるということで、これと同じ扱いをさしていただきたいと思っ

ております。

２点目の処理場の跡地のことでございますけど、この件につきましては
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公団の方のことでございますので、我々特段意見を伺っていない状況でご

ざいます。

それから３点目、使用料でございますけども、これにつきましては泉南

市下水道条例に基づきます下水道使用料を徴収すると、量に応じて従量制

で徴収するということを考えておりますので、よろしく御理解願います。

○議長（林 治君） 成田君。

○５番（成田政彦君） そうすると、公共下水がドッキングすると団地住民に

とっては下水道使用料金、そういうものが徴収されるんですけど、値段に

ついてはまだ余りはっきりしない。上がるのか 上がらないと僕は見と

るんですけどね。現在の値段、 ４，０００円から ２，０００円ぐらい大体取ら

れとるんですけど、下水道使用料で、その点で余り変わりはないんですか。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 下水道使用料の話でございますけども、

本市条例におきましては水道使用量に応じた形で下水道使用料を徴収する

と、従量制と申しますか、なっておりますので、現在の一丘団地の使用料

と申しますか負担形態とは異なるということで、一概に比較はできないわ

けですけども、まあ多く使う人は多く負担していただく、少なく使う人は

少なくなるという形の形態になるものと思われます。

以上でございます。

○議長（林 治君） ほかにございませんか。 以上で本件に対する

質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。 討論なしと認めます。

これより議案第８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって議案第８号は、原案の

とおり可とすることに決しました。

次に、日程第３、議案第９号 平成８年度大阪府泉南市一般会計歳入歳

出決算認定から、日程第１９、議案第２５号 平成８年度大阪府泉南市水

道事業会計決算認定についてまでの以上１７件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました平成８年度泉南市各会計決算認定１７件
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につきましては、いずれも議案書の朗読を省略し、まず初めに監査委員よ

り報告を求めます。監査委員、北出寧啓君。

○監査委員（北出寧啓君） 議長の許可を得ましたので、ただいまから平成８

年度一般会計及び特別会計等、並びに水道事業会計の決算審査を執行いた

しました結果を報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、泉南市長より審査に付さ

れていた一般会計及び特別会計等の決算について、平成９年７月２４日、

２５日に黒須監査委員と私が審査を行いました。

この中で審査に付された歳入歳出決算及び附属書類は、関係法令に準拠

して作成され、その計数は関係諸帳簿と照合した結果いずれも符合してお

り、その収支は正確であることを認めました。

引き続きまして、平成８年度水道事業会計決算審査を執行いたしました

結果を報告いたします。

地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、泉南市長より審査に付

されていた水道事業会計決算について、平成９年７月９日に黒須監査委員

と私が審査を行いました。

これにつきましては、水道事業会計決算書を中心に証拠書類並びに関係

諸帳簿等について審査いたしましたところ、いずれも法令の定めるところ

により執行されており、その収支状況は適正に行われていました。

なお、審査意見書につきましては、それぞれ別添のとおりお手元に配付

いたしております。

甚だ簡単ですが、審査報告といたします。

○議長（林 治君） ただいまの監査委員の報告に対し、質疑等ありません

か。 質疑等なしと認めます。

次に、ただいま一括上程の各会計決算認定１７件に関し、理事者から順

次内容の説明を求めます。収入役、辻 勇作君。

○収入役（辻 勇作君） 議長からお許しをいただきましたので、ただいま一

括上程されました議案第９号から同２４号に至ります平成８年度本市の一

般会計及び各財産区会計、並びに各特別会計の歳入歳出決算につきまして、

その概要を御説明申し上げます。

その前に、皆様方に一言おわびを申し上げたいと存じます。既に皆様方

には平成８年度決算書正誤表で訂正方をお願いしているところでございま
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すが、本来正確を期す決算書におきましてこのような不手際がありました

こと、まことに申しわけございません。どうか御容赦のほどお願い申し上

げます。大変お手数をかけ恐縮でございますが、配付いたしております正

誤表のとおり御訂正のほどよろしくお願い申し上げます。

それでは、まず初め一般会計でございます。１ページから６ページでご

ざいます。歳入決算額２３１億 ９，４７５万 ８，６１０円に対しまして、歳出

決算額２２８億 ７，３６４万 ６，７０２円と相なり、歳入歳出差し引きいたし

ますと３億 ２，１１１万 １，９０８円の黒字となりますが、翌年度、すなわち

平成９年度へ繰り越しいたしました継続費の逓次繰越額が２億 ８，９５２万

９，３５２円並びに繰越明許費の繰越額 ２，３０８万 ４，９６０円がございます

ので、結局平成８年度の一般会計の実質収支は、８４９万 ７，５９６円の黒

字決算となりました。

続きまして、樽井地区財産区会計でございますが、歳入決算額７億 ５，７

３２万 ２，９７９円に対しまして、歳出決算額 １，５７６万 ５，８１０円となり、

歳入歳出差引額７億 ４，１５５万 ７，１６９円は、平成９年度へ繰り越しをい

たしました。

次の狐池財産区会計、信達市場（久堀池）財産区会計、馬場財産区会計、

海営宮池財産区会計、信達市場財産区会計、新家（大池）財産区会計、道

光寺池財産区会計、新家高野・野口（大掛）財産区会計、幡代財産区会計

の９財産区会計の決算につきましては、決算書の９ページから２６ページ

に計上のとおりでございますので、勝手ながら省略させていただきますの

で、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、特別会計に入ります。

まず、交通災害共済事業の特別会計でございます。歳入決算額３２３万

６，０９３円に対しまして、歳出決算額３２１万 ９，７６０円で、その歳入歳

出差引額１万 ６，３３３円は、平成９年度へ繰り越しをいたしました。

次に、国民健康保険事業特別会計で、２９ページから３１ページでござ

います。歳入決算額４０億 ６，０４７万 ３，３０７円でございまして、歳出決

算額は４３億 ８，３７５万 ５，４７９円となっており、実質収支ではその差引

額３億 ２，３２８万 ２，１７２円の不足が生じました。このために翌年度繰上

充用金によりその不足額３億 ２，３２８万 ２，１７２円を補てんし、決算をい

たしました。

－３６８－



次に、３３ページから３４ページの老人保健特別会計でございますが、

歳入決算額４１億 ７，７１８万 ８，６６８円に対し、歳出決算額は４１億 ４，４

４７万６６４円となりまして、歳入歳出差引額 ３，２７１万 ８，００４円は、

平成９年度へ繰り越しをいたしました。

次に、３５ページから３６ページの下水道事業特別会計について申し上

げます。歳入決算額４４億 ２，２２１万 ２，４４３円に対しまして、歳出決算

額は４３億 ９，６９２万 ５，２３１円と相なり、歳入歳出差引額 ２，５２８万 ７，

２１２円のうち、継続費の逓次繰越額 １，９４９万 ５，８９３円と、繰越明許

費繰越額５７９万７６８円は事業関係分、そして残りの５５１円は実質収

支として、それぞれ平成９年度へ繰り越しをいたしました。

最後に、汚水処理施設管理特別会計について申し上げます。これは３７

ページから３８ページでございます。歳入決算額は １，９１７万 ８，７６０円、

歳出決算額は １，５８５万 ６，２７４円となっておりまして、歳入歳出差引額、

すなわち実質収支額は３３２万 ２，４８６円となり、これは９年度へ繰り越

しをいたしました。

なお、ただいま申し上げました各会計の事項別明細書につきましては、

決算書の３９ページ以下にお示しをいたしております。

以上、極めて簡単でございますが、平成８年度の各会計の決算につきま

しての概要説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審査をいただき

まして、御認定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（林 治君） 藤岡水道部長。

○水道部長（藤岡芳夫君） 私の方からは議案第２５号、平成８年度大阪府泉

南市水道事業会計決算認定につきまして、内容の説明を申し上げます。

まず、決算書は水道事業会計分だけ別冊となっております。その別冊の

２７ページでございますが、業務について順次内容の説明を申し上げます。

給水人口につきましてですが、本年度６万 １，９１３人ということで、前

年度に比べまして６６９人の増でございます。比率としまして⒈１％の増

ということでございます。

続きまして、給水戸数でございます。本年度２万４２１戸、前年度に比

べまして２６０戸の増加ということで、比率としまして⒈３％の増という

ことでございます。

総配水量ですが、８３５万 ５，８１２立方メートルということで、前年度
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に比べまして５万 ２，４００立方メートルの増加でございます。比率にしま

して６％の増ということでございます。

総給水量でございますが、７５２万 ８，５８２立方メートルということで、

前年度に比べまして５万 ３，８８５立方メートルの増加ということでござい

ます。比率にして７％の増ということでございます。

取水量でございますが、８５６万 ３，５５０立方メートルということで、

前年度に比べまして４万 ５，８００立方メートルの増ということでございま

す。比率につきましては５％の増でございます。

その取水量の内訳でございますが、自己水量としましては３４３万 １，７

２０立方メートルで、前年度に比べまして２４万 ９，３４０立方メートルの

増加でございます。率にしまして⒎９％の増ということでございます。府

営水量でございますが、５１３万 １，８３０立方メートルということでござ

いまして、昨年に比べまして２０万 ３，５４０立方メートルの減ということ

でございます。比率にしまして⒊８％の減少ということでございます。ち

なみに、この取水量に対しましての自己水量と府営水量の比率でございま

すが、自己水量の占める比率が４０７％、府営水量の占める比率が５⒐

９３％ということでございます。

続きまして、収益的収入及び支出の方の内容の説明を申し上げます。大

変申しわけございませんが、５ページの方をどうかよろしくお願いします。

まず、収入の部でございますが、第１款、水道事業収益としまして、予

算額の合計額が１４億１５３万 ８，０００円となってございます。決算額と

しましては１３億 ７，７０１万 ６，１５２円ということでございます。

続きまして、支出の方でございます。６ページでございます。第１款、

水道事業費用としまして、予算の合計が１３億 ６，６５７万 １，０００円とな

っております。対しまして決算額でございますが、１３億 ４，５５２万 ４，４

１６円となっております。

続きまして、資本的収入及び支出について、内容の説明を申し上げます。

７ページでございます。

収入の部でございますが、第１款、資本的収入としまして、予算額の合

計が１４億 ８，５４１万 ９，７１９円となってございます。対しまして決算額

が７億 １，７８７万 ９，３２４円となってございます。

支出の部でございますが、８ページでございます。第１款、資本的支出
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としまして、予算額の合計が１５億 ９，５６３万 ５，７１９円となってござい

ます。対しまして決算額でございますが、８億 ５，０５８万 ５，７５０円とな

っております。

続きまして、平成８年度泉南市水道事業損益計算書について簡単に説明

を申し上げます。９ページから１０ページとなっております。その１０ペ

ージの下から３行目について、簡単に内容の説明を申し上げます。

まず、当年度純利益でございますが、 ２，５２９万 ６，０４７円の純利益と

なってございます。続きまして、前年度からの繰越欠損金でございますが、

１億 １，８９９万 ５，５８９円となっております。差し引きをしまして、当年

度未処理欠損金としまして ９，３６９万 ９，５４２円と相なってございます。

以上でございます。決算の認定につきましてはどうかよろしくお願い申

し上げます。

○議長（林 治君） これより各会計決算認定１７件に関し、一括して質疑

を行います。質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） まず一般会計の方から申し上げたいと思うんですが、

監査委員の総評の中にも書いてあるんですが、団体代表者名と捺印のない

文書が多く見受けられるという指摘がされておりますね。これについても

う少し詳しく報告をいただきたいと思いますし、それから、交付事務取扱

規定の様式を使用していないのみならずというように、かなり基本的な行

政の執行に不信を持つような監査委員の意見が載せられとるんですが、な

ぜこういうことが起こったのか、行政執行の中でちょっと具体的に御説明

いただきたいのと、こういうものはすぐきちっと改善されるような性格の

ものなのかも、あわせて御説明いただきたいと思います。

それから、主要施策等の成果説明書というのが出されて、いつも我々見

とるんですが、先ほど水道の方からも報告がありましたように、具体的に

いわゆる総括みたいなことがここに書かれて、ある意味の、どれだけ配水

し、給水したのかなというのはわかるんですが、もう１つこれが、せっか

くお金をかけてやっていただいとるんですが、市民が興味を持って見ると

いう部分からいえば、一体これをどういうふうに生かしていったらいいの

かなということで、我々議員としても余りこれが使えないんですけども、

もう少し一般によく言われとる１人当たり何ぼ使ったとか、市民の感覚に

合わした成果表みたいなことが私は工夫が必要なんじゃないかなと思うん
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で、こういう部分について、つくっとる側から一体どういうことを期待し

て、これを見ればどう市民がわかるんだというふうなことをお考えであれ

ば、これの使い方についてちょっと報告をしてもらいたいと。これの報告

は一切ないわけですから、ひとつそれをお願いしたい。

それから、水道の方ではかなり決算として結果がきちっと数字で説明を

されたんですが、配水と給水の格差がすごく大きいと思うんです。１００

万近い水が配水しておりながら給水されてないという問題があるんですが、

この問題の数字はこれは仕方ない数字なのか、かなり多くて、何か特徴的

なことがあったのかどうかをちょっと御説明をしておいていただきたい。

それから、前年度までに１億 １，０００万円ほどの赤字を累積してきとる

んですが、この年度は ２，５００万の黒字になったということで、少し費用

が減ったんですけども、これはどういうような原因があったのかについて

も少し御説明をいただきたいと思います。

○議長（林 治君） 辻収入役。

○収入役（辻 勇作君） 監査委員からの意見書のあります関係について、私

の方から御答弁を申し上げます。

監査委員から私に、監査を受けるについて指摘されておりますのが、市

が任意団体といいますか、市の行政に協力してくれている団体に対しまし

て、かなり補助金を交付してる団体が多いのでございますが、その交付に

つきまして、あとの報告書等について団体の職員名がないのが報告書の中

にあるということで、そのことについて私の方からこういう指摘があると

いうことで、交付原課につきまして改良方を指示したところでございます

ので、その点よろしくお願い申し上げます。

○議長（林 治君） 藤岡水道部長。

○水道部長（藤岡芳夫君） まず、配水の量と給水の量の数字の違いの中身で

ございますけれども、（小山広明君「違いじゃなくて差です」と呼ぶ）そ

のいわゆる量の差でございますけれども、当然配水の量に給水の量が少な

いというのは、配水というのは浄水場で製造した水道水を給水をやってる

というわけなんですけども、それら家庭の方に給水をされる経路につきま

して、工事によって漏水をするとか、あとその工事の後の洗管に要する水

量、そういうような費用が入っております。

あと、この給水の量につきまして、料金体系に入っていない給水も若干
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ございます。これにつきましては、公営の墓地等の給配水ということでご

ざいます。そういうのを引っくるめましてこの差となっているわけでござ

います。

それから、もう１点につきまして、黒字の原因、いわゆる損益計算で ２，

５２９万 ６，０４７円の純利益が出たと。これにつきましては監査の意見書

の２２ページにもありますように、平成７年、いわゆる水道料金の改正と

いうことで２⒈８７％の水道料金を改正、アップしたという内容によりま

して経営の状況がよくなったと。当然、企業としましても経費の節減をし、

頑張ってきたという成果であろうと思っております。

○議長（林 治君） 細野市長公室長。

○市長公室長（細野圭一君） 主要施策等の成果説明書についての御質問でご

ざいますが、サブタイトルに平成８年度決算資料とお示ししていますよう

に、この成果説明書につきましては地方自治法何条か、ちょっと今御説明

できませんが、地方自治法に基づきまして定められているところでござい

ます。

それと、内容等につきましてでございますが、注１でお示しのように、

この主要施策等の分類につきましては、第３次泉南市総合計画基本計画の

体系によるという形での分類によりまして説明さしていただいてるところ

でございます。

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） 収入役からちょっと答弁が漏れとると思うんですけど、

ほかのことも指摘しとるんで、そのことはちょっとお答えをいただきたい

と思います。

これは地方自治法に基づいて、この主要施策等の成果説明書が出されと

るという説明だったんですが、説明の細かいことについては法律でもそう

簡単に書いてないので、市民なり議会がこれを見て、やはり１つのその年

度の予算執行が市民生活にどういうように効果があったのかということが

読み取れないとなかなか使えないと思うんですね。むしろ予算書よりも決

算書よりも我々から見てもわかりにくいですよ、グロスに書いてしまっと

るからね。

そやから、一般事務経費はこれだけで、いわゆる事業はこれだけだと。

だけど、全部これが経費に要ったものも何かあたかも、市民にはそら大き
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な意味では効果があったんでしょうけども、やはりもう少し内容と必要な

事務経費との区分けぐらいはして、市民にこういう成果が、市民の皆さん

からは税金を納めてもらって、こういうようにやったんですよということ

がわかるものに私は工夫する必要があると思うんですね。今まで長い間こ

うやって、いわゆる法律に書いてあるから出さざるを得んから出しとると

いう、そういう義務的に出したようなきらいもあるんで、もっと積極的に、

やっぱりこういうものにお金かけるわけですから、表の２、３ページぐら

いにはもうちょっと市民が関心を持つのはここだということに照らしてひ

とつ出していただく方がいいんじゃないかな。

よく、泉南市も前にはあると思うんですが、１人当たり教育費は何ぼ使

ってますよとか、道路は１人当たりこうだとか、１人当たりに置きかえた

ものがあったりして、案外市民は関心を持ちやすいんですが、やっぱりそ

ういう工夫が私は必要ではないかなと思いますので、ぜひ参考にしていた

だければと思います。

それから、水道の方が、私の計算では８０万を超えとるんじゃないです

かね、その配水と給水の差額ね、８０万立米。これは相当膨大な量だと思

うので、これが今あなたが言ったような、一応墓地なんかでは料金を取ら

ない体系のものもあるというものも入れて常識的な差なのか。やはりどこ

かに、よく議論されております有効給水率というんですか、漏水、漏れと

る分もあると思うんで、そういうものとの関係でこの数字が一体妥当なも

のなのか、洗管したりいろいろするのにも使うのはよくわかりますが、そ

れと、今の言う８２万ぐらいの差があるでしょう。配水と給水に８２万 ７，

０００立米の差がありますね。こういうものがそういう今の説明で出る数

字だったらすごく多いんで、その辺は特別な何かがあったのかなと思うの

で、今の説明ではちょっと具体的にわかりません。

それから、黒字になった原因は、２⒈８７％の料金アップをしたという

ことがここにあらわれとるということなんで、上げた分の影響と、できれ

ば、上げたんだからプラマイゼロになって市民が余分な負担をする必要は

ないわけですから、そういう点の関係がどうかなということを聞いとって

思いますので、もう一度アップが寄与する部分と、企業努力で経費を節減

して出た部分と、そういう部分をもしわかっておれば説明をいただきたい。

私、これをずっと見とって気になるんですが、やっぱり公共下水道がど
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んどん入ってきて、水洗になってくると水道を使う量がすごくふえてくる

というのは常識的にわかるんですが、このことがこれからの水道会計にも

大きく寄与 寄与というんか、影響してくると思うんですね。水道は何

も多く使ってもらいたいというように私は基本的には持っていく必要はな

いと思うんですが、そういう点では公共的な資金負担もしとるわけですか

ら、なるべくむだな水道は使わないようにというアピールもしながら、水

道会計全体のボリュームを下げていくことも私は考える必要があるんじゃ

ないかなと。

そういう点では、飲む水を水洗で流しとるわけですから、中水の利用と

か下水専用の水なんかも遠い 遠いというんか、将来の問題として考え

ないとむだですからね。せっかく消毒をして高い経費をかけたのを下水道

で流すというのも、社会的には大きな負担ですので、その辺もやはり水道

事業をやる上においては十分考えていかないといけないんじゃないかなと

思うんで、これは意見にしときますが、さっき残りました再度の質問につ

いては、お答えをいただきたいと思います。

○議長（林 治君） 大田総務部長。

○総務部長（大田 宏君） それでは、私の方から市単独補助金の関係につい

て御答弁申し上げます。

ここに御指摘をいただいておりますとおり、交付事務の取扱規定の様式

を使用していないと、また団体代表者の印を押印していないという件でご

ざいますが、これにつきましては私どもの方から各原課に対しまして、市

単独補助金取扱規定を遵守して、かかることのないように申し伝えたいと、

このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（林 治君） 藤岡水道部長。

○水道部長（藤岡芳夫君） 再度の質問でございますけれども、配水量と給水

量の差につきまして、もう一度答弁を申し上げます。

先ほども申し上げましたけれども、要するに通常、老朽管につきまして

は漏水箇所もあるということで、これにつきましては毎年若干の費用を投

資しまして漏水箇所の発見ということで、これは実施はしております。そ

して、その成果も相当数上がっておるような状況でございます。しかしな

がら、その漏水箇所の多いということと、先ほども申し上げましたけれど

も、工事による漏水、それから工事の完了後の洗管工事、それと先ほど申
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し上げませんでしたけれども、火災時の消火栓の使用、その消火に要しま

した水量についても、この差になっておるわけでございます。

そういうような状況で、有収率というのは非常に問題があるというんで

すか、近隣の各市とも比べまして当市につきましては率が若干悪いんです

けれども、有収率の向上につきまして今後も頑張って、その向上に努めて

いきたいと、このように考えております。

それと、料金改正と企業の節減との関係の割合につきましてですが、こ

れにつきまして、現状では明確にその数値を出しているような状況ではご

ざいませんので、これにつきましてはまた後日この辺の数値を算出しまし

て御報告を申し上げたいと、このように思っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） 最後にしときたいと思うんですが、市長、代表者の印

がないとか、規定の用紙を使ってないとか、職員の書くべき氏名が書いて

ないというのは、簡単に答弁されて、今後しないようにしていきたいとい

う答弁だったんですが、これは重大なことだと思うんですね。やっぱり士

気の問題、一連の書類で動いとるところが、規定の書類を使ってないとか、

あるべき代表者の印がないとか、そういうことが監査から指摘されるとい

うようなことは、職員の当然初歩的なことをやらないといかんことがされ

てないということだし、それは１人や２人の決裁じゃないわけですから、

そういうことが起こってきてこういう公の場で指摘せざるを得んようにな

ったというのは、私はやっぱり職員の士気、業務に対して忠実にやるとい

うことがほんとに欠落しとると言い切ってもいいと思うんですね。こうい

うことに報告されとるわけです。

これは、なぜそういうことがあったのかということをもう少し掘り下げ

て原因を調べて、そして今後どうしたらそれができなくなるんかと。１人

のミスだったらそれはいいと思いますけども、何人もかかって決裁してい

く役所のシステムの中にこういうことが起こるということは、構造的な緩

みとしか思えないですよ。だから市長、ほんとにこれはもうちょっと実態

をちゃんと調査をして、ここだけあればほかにもやっぱりそういうことが

あると僕は思うんですよ、いろんなところで。

これは重大な行革をこれからやらないかんというときに、そういうよう
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なことの事務処理がされとるということについては、私はやっぱりきちっ

と市長がリーダーシップをとって、こういうことは絶対に二度とないよう

にしなさいと言ったって、できるわけじゃない。やっぱりそういうことに

なってきた１つの理由もあると思うんですよ。そういうことを踏まえてほ

んとにメスを入れていただきたいと思いますので、市長のひとつお考えを

聞いておきたいと思います。

それから、有収率の問題で言われて、恐らく値上げするときには黒字に

なる値上げ案は出さないわけですから、そういう点ではこれだけあったの

は、合理化によってあったんだということであればいいんですけども、や

はりその辺の値上げについての説明との関係からいっても、もう少し黒字

の原因について、赤字の原因ももちろん出してもらわないけないんですが、

黒字についてもどういうことでこれが黒字になったのかというようなこと

で、やはりきちっと説明するようにしておいていただきたい。そういう数

字は出してないということですから、これはやはり決算の中で議会に、ま

た市民に報告をしてもらいたい、これは要望にしておきます。

市長、ではよろしく。

○議長（林 治君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 監査委員さんの方から御指摘をいただきました各種団

体の補助金の実績報告といいますか、そういうことに対する御指摘の件、

非常に深刻に受けとめております。これは、泉南市におきましては事務処

理規定で一定の様式なり、そういうものを定めておるわけでございまして、

その中で実績報告書はとってるんでしょうが、押印が抜けておるというよ

うな部分があるという御指摘でございまして、これについては再度指示を

いたしまして、総点検をいたしたいというふうに思います。

それとあわせまして、やはりきちっと交付申請、あるいは交付実績報告

書、こういうものについて定められた様式で再度確認するように、改めて

それぞれの部課を含めて対応したいというふうに思っております。こうい

う御指摘を受けること自体、非常に反省をしなければいけない点だという

ふうに思っておりますので、今後改善をしていきたいというふうに思って

おります。

○議長（林 治君） ほかに質疑はありませんか。 以上で本１７件

に対する質疑を終結いたします。
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お諮りいたします。ただいま議題となっております平成８年度各会計決

算認定１７件につきましては、１０名の委員をもって構成する平成８年度

決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付す

ることにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって、平成８年度泉南市各

会計決算認定１７件につきましては、１０名の委員をもって構成する平成

８年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査

に付することに決しました。

さらにお諮りいたします。ただいま設置されました平成８年度決算審査

特別委員会委員１０名の選任につきましては、議長において指名すること

にいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名す

ることに決しました。

これより指名いたします。平成８年度決算審査特別委員会委員に、２番

松原義樹君、８番 巴里英一君、９番 奥和田好吉君、１３番 和気 豊

君、１６番 重里 勉君、１７番 島原正嗣君、１９番 角谷英男君、２

２番 西浦 修君、２３番 稲留照雄君、２４番 薮野 勤君の以上１０

名の諸君を指名いたします。

ただいま議長において指名いたしました１０名の諸君を平成８年度決算

審査特別委員会委員に選任することに決しました。

次に、日程第２０、議案第２６号 工事委託契約の締結について（前畑

雨水幹線函渠築造工事）を議題といたします。

議案書を朗読いたさせます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔 議 案 書 朗 読 〕

○議長（林 治君） 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。福

田助役。

○助役（福田昌弘君） ただいま上程されました議案第２６号、工事委託契約
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の締結について御説明を申し上げます。議案書は別冊となっておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。

本件委託契約を締結いたしたく提案するものでございまして、契約の目

的は、前畑雨水幹線函渠築造工事でございます。契約の相手方は大阪市中

央区難波五丁目１番６０号、南海電気鉄道株式会社取締役社長川勝泰司で

ございます。契約の金額は、３億 ４，０００万円でございます。

本件につきましては、かねてから早期着工が可能となるよう南海電気鉄

道株式会社に働きかけを行ってまいりましたところ、過日南海側から契約

の準備が整ったとの返答を受けましたので、今回本契約の締結につきまし

て、追加議案としてお諮りをするものでございます。

また、契約の締結方法につきましては、今回工事には鉄橋直下の施工な

ど鉄道会社管理区域内の工事が含まれますことから、列車運行管理と一体

となった現場管理及び責任体制を確保する必要がございますので、南海鉄

道株式会社との随意契約としているところでございまして、仮契約日は平

成９年９月１７日でございます。

工事の概要、工事期間、工事場所等につきましては、参考資料に記載を

しておりますとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろし

く御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（林 治君） これより質疑を行います。 島原君。

○１７番（島原正嗣君） こういうたぐいの工事はいつでも南海電鉄が最優先

されて、一般の地元の業者等は、特殊な工法によると、こういう論理だけ

で排除されてるんですが、こういうことをいついつまでもやると、独占的

にその企業が優先していくという矛盾はないんですか、これ。南海電鉄が

そこにレールを通して運んでるから、そこに随契をしていくんだと、理屈

としては成り立っても、現在の時代のあり方なり、あるいは入札とか、あ

るいはまた事業の関係については、もっとやっぱり市民にもわかりやすく、

それぞれの業界、業者にもわかりやすいような提案をしていかないと、す

べて、この前入札した男里のバンドー化学の下のあそこの工事も多分南海

電鉄だと思うんですが、本当に南海電鉄でないとできんのか、そこらあた

りは一体どんな状況になってるのか、もっと詳しく御答弁をいただきたい。

○議長（林 治君） 南整備課長。
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○下水道部整備課長（南 健志君） 南海へ委託する理由でございまして、技

術的な件もございますので、私の方から答弁させていただきたいと思いま

す。

今回南海へ委託する理由でございますけども、実は今回工事、先ほど助

役からの説明もありましたように、屯道川直下での施工ということで、橋

梁との最小離隔が７０センチと、非常に困難な工事であるというか、慎重

を要する工事であると、橋台の影響が懸念される工事であるということと、

それから２点目でございますけども、実は今回の工事に際しまして、軌道

部を工事用進入路として利用すると。通常だれも入っていかない空間を工

事用進入路として利用するという２点がございまして、鉄道という極めて

公共性の高い大量輸送機関に対して万一の影響があったらということを考

慮いたしまして、列車運行管理と現場管理及び責任を一体としてしてもら

うということが必要であると考えた次第でございます。

なお、こういったことは南海電鉄側と計画の段階、設計の段階で常々協

議しているものでございまして、ものによってはといいますか、軌道への

影響が比較的少ないと両者考えられるものに関しては、我々の競争入札に

おいて発注するものもございますので、今回工事につきましての契約の方

法につきましてよろしく御理解願いたいと思います。

以上でございます。

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） 今回契約の方法、随意契約ということで、これは工事

を施工する下水道の方からそういう先ほど示したような理由の中で随契で

いかしていただきたいと、こういう御要請がございまして、中身的に非常

にそういう南海の軌道敷、一体として施工しなければならないという内容

でございましたので、随意契約という形をとらしていただいたわけでござ

います。

ただ、先ほど下水道の方も申し上げておりますように、すべてがすべて

同じような方法をとるということではございませんので、あくまで個別に

工事、施工の内容等を勘案いたしまして、基本はやはり随意契約をとらな

いのが契約の原則でございますから、どれだけ随意契約にすべき必要性が

あるのかどうか、その辺を十分点検しながら今後も契約の方法については

決定してまいりたいというふうに考えております。
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○議長（林 治君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 一般的に何百億、何千億もかかるような軌道をいら

う工事ならこれはまた話は別ですけれども、これくらいの工事は、失礼で

すが、市内の業者でも十分できるだけの能力があるのではないかなという

ような感じもするわけですね。それは確かに軌道との関係がありますから、

電車の受けとめ方はいろいろあるでしょうけれども、そういうことだけで

すべて随契でその電鉄会社に一切合財委託していくと、随契していくとい

うやり方はちょっとどうかなと、私はそう思うんですよ。

じゃ、この指名なり工事に当たって、指名委員会等では具体的にどのよ

うな協議がなされたのか。例えば南海電鉄以外にも電鉄会社等の行う工事

をした大手の建設業界もあると思うんですが、そこらあたりはどのように

判断するのか。他の市町村も、例えば南海電鉄なり国鉄の下をくぐる場合

はすべてオール国鉄の企業にそういう沈埋というんですか、地下をつくっ

たり、あるいは下水道を配管する場合はそういう方法をとられてるのかど

うか。他の市町村との関係はどないですか。

○議長（林 治君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） 他市の例でございますけども、大阪府なり他市

の市町村も同じこういう形で随意契約でお願いしてると、契約をしてると

いうことでございますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。Ｊ

Ｒも同じ方法でやってるということを聞いております。よろしく御理解の

ほどお願いします。

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） 指名委員会等での協議はどうかということでございま

すが、これは指名委員会にかかります前に、契約の方法としまして随意契

約が最も適当であるという事業執行の方の御意見、あるいはその施工例等

の協議がございまして、そういう方法に決めておりますので、指名委員会

に諮りまして、その中で議論をしてるというものではございませんので、

よろしく御理解をお願いいたします。

○議長（林 治君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） それはしかし、助役さん、おかしいんじゃないです

か。随契でやろうと話し合いでやろうと、指名する事業については、具体

的な市の事業については、入札行為を行う場合に随契にするか指名にする
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かということは、じゃだれがどこで判断をする そらもちろん一番偉い

市長だと思うんですが、あるいはまた助役さんだと思うんですが、そこだ

けの独断的な判断で、これは随契、これは一般競争入札、指名入札とかと

いうような感じでやられてるのか、その判断基準はどないしてるんですか。

私の言いたいのは、この工事が非常に難しいと、南海電鉄の建設会社以

外は一切できんと、こうおっしゃるから私は聞いてるだけであって、３億

や４億の仕事でしたら今までも下水工事等は市内の業者でも十分対応でき

てるんじゃないかと、私はそういう考えでおるんで質問してるんであって、

指名委員会に諮る問題ではないと、その担当課の方でこれは随契だと言え

ば随契だというようなことでは、ちょっと私は理解できませんがね。

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） 決して担当課の方で随契にしたいからそのまま随契に

なるということではございませんので、総務部、これは契約担当でござい

ますけども、当然そちらの方と事業実施のセクションとが十分話し合いを

行いまして、当然我々もその上に立って意思決定をして、最終的には市と

して意思決定を行うということで、これは地方自治法がございますので、

その中で随意契約のそれぞれの要件がございますし、それと今回の内容を

照らし合わした中で、今回の場合は随意契約が好ましいということを市と

して決定したということでございます。

○議長（林 治君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 随契そのものが法律に抵触してるとか、何も私はそ

んなこと言ってないんです。問題は、やっぱりこういう地元で出る事業、

工事等は地元優先ということもあるし、先ほども申し上げましたように何

百億、何千億という、そういう大きな事業なら別であるけれども、これく

らいの金額のものは果たして地元の業者でできるのかできないかという検

討をどこでどないしたんかと、あるいは別の業者についてもこういう軌道

等のかかわるような、あるいは下水工事については大手等は全然関与して

ないのか。すべて南海や阪急や国鉄や阪神や、それぞれの会社がこういう

その下水道の軌道をまたぐ工事については独占をしてるということだから、

うちもそのようにしたのかどうかですね。技術的にできんという解明まで

実際になされたかどうか、疑問ですよ。

これは主観的にというんか、客観性もあって考えたんだろうけども、そ
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こまで果たして総体的に総論的にそれぞれが協議をして、これぐらいな事

業は全部そういうところに任さないかんというふうなことなのかどうか、

私はやっぱり地元ということを配慮してほしいということを言ってるんで

あって、何もこのことをやることが法律的に間違ってるというようなこと

は言ってないんで、そこらあたりをきちっと詰めておるのかどうかですよ。

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） 島原議員おっしゃいますように、基本的には随意契約

というのは特例的なものでございますし、地元業者にできる範囲につきま

して、基本的には活用さしていただくということが非常に大事だというふ

うに私は思っておりますけれども、今回のものにつきましては、先ほど下

水道の方から説明もございましたように、どうしても南海の鉄道敷との関

係、工事の内容等から見まして、個別技術的にそれが市内業者ができるか

できないかという、そういう問題じゃなしに、実際の工事、施工管理の面

から見まして南海に委託するのが最適であるという判断から、今回は随意

契約という形でお願いしたということでございまして、これはあくまでこ

れからも議員のおっしゃるような趣旨も踏まえながら、個別に判定をして

いきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 先ほど島原議員の方から鉄道会社と下水

道工事の委託関係について、部長の方から答弁がありましたけども、少し

補足いたしますと、先ほど助役から申しましたように、工事の規模に応じ

て鉄道会社側に委託するものもあり、ＪＲも含めてですけども、ＪＲに委

託するもの、それから鉄道会社側に委託するものがございますし、工事内

容によっては発注者側で競争入札に付するものもございます。個別、個々

の詳細につきましては、少しお時間をいただきまして調査をして報告さし

ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（林 治君） ほかに。 真砂君。

○１２番（真砂 満君） ３点お聞きをしておきたいと思います。

まず１点目は、今竹中部長の方から他社の事例も本市と同じだというふ

うに御答弁があったわけなんですが、実際ほんとにそうなのでしょうか。

全国私鉄各社それぞれあります。ＪＲもあるというふうに思いますが、私
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の聞き及んでるところでは、私鉄の他社ではそのようなやり方をしていな

いという報告を聞いているわけなんですけども、実際私の聞いてる報告が

間違っておるのか、それともそちらの調査してる内容が違うのか、その辺

まず明らかにしといてほしいなあというふうに思います。

それと、随契で金額、今回出てる分があるわけなんですけども、どうし

ても、感覚的で非常に申しわけないんですけども、工事延長からすると金

額が非常に高いなというのが一般的な見方でございます。確かに鉄道敷で

すから、数センチ狂うと大変なことになるという技術的なこともそうでし

ょうし、夜間工事といった特別な理由があるということも理解はいたしま

すけれども、これはどうなんでしょうね。一般的に夜間の工事、ほかの市

内業者が行うときもそのような工事、工法をとるわけなんですけども、そ

れと比較してどれだけの割高になっておるのか、把握をしてるようであれ

ばお示しをいただきたい。

それと、３点目ですけども、今日までの軌道敷横断にかかった南海の分、

その工事件数と金額、それと今後予定をする工事箇所、箇所でも件数でも

結構ですから御報告をいただきたいと思います。

○議長（林 治君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。

南海との委託契約でございますけども、大阪府と近隣の市町村、それに

ＪＲはＪＲでございまして、南海については南海と、こういうことでござ

います。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 私の方から今回真砂議員の、少し割高で

はないかな、夜間分等を含めて割高ではないかなという御質問と、それか

ら軌道横断の件数、箇所について御答弁申し上げます。

まず１点目の割高ではないかなという御指摘がございますけども、実は

これ、軌道下の工事ということで、通常数メーターの矢板を１本物で打ち

込むところを、鉄橋の下ということで⒈５メートルずつ打ち継いで工事を

するということで、通常二、三日でできるぐらいの作業が４０日程度かか

るということ、それと橋台の下の薬液注入につきましても、レールに対す

る影響を考えますと、これも通常三、四日程度でできるものが、夜間工事

というので１カ月程度を要するということで、特殊技術である上に日数も
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あわせてかかるということで、工事費がどうしても高くならざるを得ない

というやむを得ない状況がありますので、よろしく御理解を願います。

それから、軌道横断の件数でございますけども、雨水幹線、大きな函渠

につきましては既に４カ所を完成済み及び発注済みでございます。今現在

工事をしております樽井５号の踏切、それから東洋クロスの下、それから

３９キロ付近の工事、４つ目が今回の屯道川の工事でございまして、雨水

の大きな工事につきましては４カ所を予定しております。

それから、汚水につきましては、面整備に応じて順次整備しております

が、現在把握してますところ２カ所程度ございますし、今後設計を進めて

いく段階で何カ所か出てくるものでございます。先ほど申しましたように、

汚水工事は一般的に管渠が小さいもの、それから埋設箇所が多いものでご

ざいますので、これにつきましては指名競争入札等も含め一般的な競争入

札で進めていくということでございますので、件数につきましては雨水４

カ所、汚水はその都度計画のたびに出てくると、面整備のたびに出てくる

ということで御理解を願います。

金額につきましてはちょっと集計等要りますので、お時間をちょっとい

ただけたらと、後日報告さしていただくということでよろしくお願いしま

す。

○議長（林 治君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） ３つ目の軌道敷横断の箇所については、よくわかり

ました。

さきの１点目と２点目なんですけども、今部長、南海の関係で、大阪府

下、大阪府下というか南ですね。大阪市内から南の部分の御回答だったと

いうふうに思うんですけど、私が聞いたのは、全国的にいろんな私鉄沿線

があるわけでして、その中で同じような形で下水工事がされてますよね。

大阪府内でもいろいろ私鉄沿線の関係で同じような工事がされているわけ

なんですけども、そういったとこでの把握はしていないのかというふうに

尋ねたわけなんですけども、私が聞いてる範囲では、今南課長の方がおっ

しゃったように、ひょっとしたら雨水かもわかりません。汚水かもわかり

ませんけども、そこの該当する市内業者の中で横断敷の工事をしていると

いう報告を聞いてるんで、その辺どうなんですかとお聞きをしたわけなん

です。その辺の把握状況はどうなのかということをもう一回お聞きをしと
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きます。

それと、金額の決定なんですけども、随契ですからいろいろプロセスを

踏みながらお互いに確認をするというふうに思うんですけども、これはど

うなんでしょうね。鉄道会社主導という形での金額設定に当然なってない

というふうに思うんですけども、そのあたり、こちら側のペースでそうい

う金額決定がされているのかどうか、聞いときたいと思います。

○議長（林 治君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） 下水道の雨水の幹線の工事でございますけども、

大阪府の工事の中に、南海とかＪＲについては委託工事をやってるという

ことは聞いております。そして、他の全国的なことについては再度調査さ

していただきたいと、かように思いますので、よろしく御理解をお願いし

ます。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 金額の協議でございますけども、今回の

工事、南海委託は全部そうなんですけども、計画の段階から、設計の段階

から南海電鉄と適宜協議をしておりますし、我々も我々なりの施工実績等

ございますので、先ほど申しましたようになぜ高いのかだとか、そういっ

た協議については進めさした上での今回の契約の締結でございますので、

御理解よろしくお願いいたします。

○議長（林 治君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） 部長、南海はわかったんですよ。だから全国的にと

いえども、大阪府内でもほかの私鉄沿線がありますよね。具体には近鉄で

あるとか阪急であるとか、いろいろありますよね。そのあたりはどうなん

ですか。私、大阪府内の議員に聞いてるんですけども、大阪府内、ある市

ではうちのような契約をしていないというふうに聞いたんで、どうなのか

なと。あと素朴な疑問なんで、そこらはどうなんですか。大阪府内ぐらい

は当然把握されてますよね。全国的なものは別として、そのあたりどうで

すか。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） ただいま部長が申し上げましたのは、近

隣のあたりを聞き及んだという範囲の調査でございまして、私鉄沿線の府

内の他社の例につきましては、正確といいますか、きっちり実態調査をし
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てない状況でございますので、これにつきましても調査をさしていただい

て、後日御報告さしていただくということでよろしくお願いいたします。

○議長（林 治君） 真砂議員、先ほど島原議員からの質問にも、調べさし

てくださいと、報告しますということであったんですが、質疑まだありま

すか。あれば昼からにしていただけたら。

〔真砂 満君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） ほかにございますか。

〔小山広明君「ありますよ」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） それでは、１時半まで休憩いたします。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時４２分 再開

○議長（林 治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第２６号の質疑を続行いたします。質疑はありませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 先ほどの答弁、課長がたしかやられたと思うんです

が、設計についても南海との間で協議をしながら設計を仕上げていくと、

こういうふうに聞き取れたんですが、それが確かであれば、市として最初

からこちらの客観的な設計金額といいますかね、設計にかかる費用という

のをつかまずしてもう話し合いをしていくと、こういうことになれば何が

客観的な市として持ち得る１つの確固たる額なのかと、こういうことが不

明になってくるように思うんですが、やはり第三者的な設計金額を明確に

して、そして南海と、市の考え方はこうだと、こういうふうな客観的な根

拠があるんだと、こういうことで相手との間で話し合いをしていく。これ

が随契の場合のあるべき姿ではないかと。でないと丸々こちらが最初から

そういうものを持たずして相手とやっていくと、こういうことになってし

まいますと、相手の土俵へのっけから入っていくということになってしま

うわけで、これはやっぱりうまくないんではないかと、こういうふうに思

うんですが、その点が第１点です。

それからもう１つ、この参考資料なんですが、ここにもうちょっと親切

に細かい提示がやっぱりなされるべきではないだろうかというふうに思う

んです。例えば工法ですね。これも軌道敷の部分と、それから軌道敷を越

えた後の単なる函渠の部分と、おのずから違ってくるというふうに思いま
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すし、全長が一体どれぐらいなのか。軌道敷がどれだけで、函渠の部分が

どれだけだと。こういうふうなことは当然やっぱりここに書かれるべきで

はないか。３億 ４，０００万という基準が１つ出ているわけですから、それ

を裏づけるような必要な記載はここでするべきではないだろうかと。これ

までも下水道工事についてはそれぞれ、工法なんかもシールドだとか箱シ

ールドとかいろいろそういう工法なんかについても明記されているわけで

すから、その辺はどうなのか。その２点だけに限ってお伺いをいたします。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） ただいま和気議員から２点御質問があり

ましたので、お答えさせていただきたいと思います。

まず、第１点目のいわゆる設計に関する協議についての考え方でござい

ますが、当然我々自身が、仮に同種の工事を我々が設計積算したらという

観点でチェックをして、それと今回南海工事において必要になる工事との

差を見て妥当であるか否か、つまり、南海軌道下を工事することによる特

殊性をどれだけ見るのか、それ以外の部分は一般土木工事と同じ、我々が

発注する工事と同じでございますから、そういったものを比較して、南海

の工事が妥当な金額であるかどうかについてはチェックしているところで

ございます。協議におきましても、そのもらったもの、請求書１枚という

形ではなくて、工法について設計の段階から計画の段階から協議をしてい

るというところでございます。最も安い工事を、経済的な工事を模索して

いるというところでございます。

２点目につきまして、資料のつくり方と申しましょうか、今回工事の内

容について一式としか書いておりませんので、少し内容について説明をさ

していただきたいなと思います。（和気 豊君「ここへ書くべきではない

かと言うてるんです」と呼ぶ）資料のつくり方については今後検討して、

もう少しわかりやすい形で議会にお示しするということも必要ではないか

なと思っておりますので、検討さしていただきたいなと思っております。

○議長（林 治君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 要は随契ですし、この南海の軌道敷をいわゆる沈埋

する工事については過去いろいろ皆さんから、割高になっているんではな

いかと、通常の工事ではこうもいかない、そういう額での入札契約になっ

ているんではないかと、こういうふうなことがるる出てきているわけです
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ね。今回で４回目です。毎回やっぱり論議を醸しているわけですから、そ

ういう点では、やはりそれに足るような明確な資料を別途お出しをいただ

くぐらいの親切さがあってもいいんではないか。それがなくても、この参

考資料の中に一定の総延長数なり、あるいは軌道敷にかかる工事の内容な

り工法なりはあってしかるべきではないかと、こういうふうに思って質問

したわけです。

それからもう１つ、私が言いたいのは、最初から設計の段階から向こう

と話をしていくんではなくて、こちらで一定設計金額を明確にした客観的

な、だれが見てもこれは一定の根拠があるという明確なものを持って、そ

の上で相手と折衝していくと。だから当然一般的な設計金額、第三者的な

設計、これはやらしているわけですね。市の頭の中でこれぐらいになるだ

ろうということの、そういう主観的な積算ではなくて、いわゆる第三者が

きっちり見積もった、専門家が見積もった、そういう設計金額なり工事金

額なり、これをつかんだ上で交渉されていると、こういうふうに理解して

いいんですか。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 設計金額に係る話でございますけども、

主観的な、第三者的なという御提案でございますけども、我々自身も建設

省なりから出てる積算基準に基づいたものであるとか、それから、過去同

種の工事の実績等ございますから、それらと比較して客観的な判断をして、

今回の協議に臨んで今回の契約に至ったものであるというものでございま

す。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） １つは、随意契約という一般には市民には余り聞きな

れない言葉ですから、ちょっとわからないんですが、いわゆるそこに特命

みたいな形で発注するという、そういう理解でいいんだろうと思うんです

が、その場合には競争ということではないですから、値段の設定について

はお互いに客観的にどれぐらいの値段かということを積算をして打ち合わ

せをすると。だから、基本的な部分の工事代金は私はそれでいいと思うん

ですが、プラス南海電車の下を通るという、いわゆる危険費というんです

か、何か事故があった場合の賠償問題ということがこの場合に問題になろ

－３８９－



うかと思うんですが、あなた方が一応設計をして出して、予算を上げてく

ると思いますが、プラスそういう危険率というんか危険費というものは一

体どれぐらいこれに見ていらっしゃるのか、そこを明確にしていただきた

いと。

できれば できればというんか、これは出してもらわないといけない

と私の立場から思うんですが、金額入りの見積書をきちっと出してもらい

たいと。随意契約ですからね。それがもし出せないということであれば、

出すことによってどういう支障が生じるのか。恐らく資材は、ボリューム

を計算して、それが何ぼで入るかと、その入る金額を秘密にする必要は全

然私はないと思うんですね。当然それは原価ですから、もしそこに実際入

る値段と見積もった価格に差額があれば、それは企業の努力という問題と

は全然違うと思うんですね、概念的には。それはやっぱりきちっと何ぼで

入るかというのは積算のときにつかんでおいてもらわないといけない。そ

れがもしアバウトであれば、経費の出し方についてもいろいろ影響してく

るわけですから、それはきちっと、一般に物を売っとる問題ですから、そ

れを売っとる値段が市民にわからないということはあり得ないと思うので、

それはぜひ出してもらいたい。

それからもう１つは、これはずっと提起しとるんですが、距離にしても

余り大した距離でないと思うんですが、３億 ４，０００万円ということで、

これが公共事業の特別会計の中で処理をされると思うんですが、先ほど議

論がありました下水道とは全く性格を異にする内容だと思うので、これだ

け大きな金額が独立的な下水道会計の採算とかいろんな問題を論じるとき

に、全く性格の違うものが入るというのは私は問題だと思うんで、早急に

これは別会計にするべきではないかなと思うんですが、それはなぜできな

いのかということを明確にしてもらいたい。

それから、南海の下を通るから随意契約をしないといけないというんで

すが、それもちょっとよくわからないのは、管理は南海電車にしてもらっ

たらいいと思いますね。しかし、工事はやっぱり第三者がやる方がより明

確になると私は思うんですね。そういう点でなぜ競争にして、あなた方は

施工管理というのを普通の工事の場合にも置くわけなんですけども、そう

いう施工管理的な部分を南海が担うということは私はあり得ると思うんで

すが、そういうことがなぜできなかったのか。
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大きくはその３点、よろしくお願いします。

○議長（林 治君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。

今回の雨水函渠工事につきましては、りんくうタウンの雨水の排出の工

事でございまして、内容といたしましては企業局負担でございます。全額

企業局負担と違いますけども、３億 ４，０００万円のうちの２分の１が国庫

補助、あと残りの８５％ですか、それが起債と、そして企業局負担でござ

います。

そして、雨水函渠については下水道と違った会計を持てないかというこ

とでございますけども、雨水についても汚水についても下水道会計でやっ

ておりますので、御理解のほどお願いしたいと思います。

あと技術的なことについては課長の方から説明しますので、よろしくご

理解のほどお願いします。

〔小山広明君「一般会計の負担だけ言うといて、きちっと。一般

会計はどれぐらい負担するのか。起債だけなのか」と呼ぶ〕

○下水道部長（竹中寿和君） （続）先ほどの金額の内容でございますけど、

契約金額３億 ４，０００万円で、国の補助金が２分の１で１億 ７，０００万円

でございます。それで残りの１億 ７，０００万円の８５％ですか、それにつ

いて ７，２００万円が起債でございます。それと、市の持ち出しが ８，５００

万円。この ８，５００万円のうちに府貸しがございます。府貸しが １，２００

万円で、市の持ち出しは １，０００万円と、こういうことでございます。

〔小山広明君「市の持ち出しだけ言うといてくれたらええよ」と

呼ぶ〕

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 小山議員から危険回避について御質問が

ありましたので、説明申し上げます。

参考資料の３ページの部分でございますけども、保線関係、信号関係、

計測関係に係る部分が、これがいわゆる安全管理と申しましょうか、今回

工事に追加して南海へ委託するに際し必要となる工種の部分でございます。

それと、土木関係工事につきましても、先ほど質問でも申し上げました

ように、非常にきめ細かな工事をするというところで、危険回避と申しま

すとあれですけども、いわゆる通常の工事と違う部分、鉄道直下の工事で
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あることの部分が組み込まれているというものでございます。

○議長（林 治君） 大田総務部長。

○総務部長（大田 宏君） 随契の場合の見積書の提示というんですか、お見

せするということですけども、随契といえども設計の金額というのは公表

するということはできませんので、御了承お願い申し上げます。

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） 議論ですからね、できませんというだけでは答えにな

らないんです。やはり支障があるからできないんでしょう。資材の購入単

価を言うことがなぜ支障になるんですか。あなた方も、じゃ資材はあなた

方が見積もった金額と同じ値段で入るという、そういうことを想定しとる

んでしょう。そこだけ答えてください。例えば１００円で買えると言った

のが、例えば８０円で買えたり６０円で買えたとすれば、企業努力として

その差額は認めるんですか。そこの概念を聞かしてください。

○議長（林 治君） 大田総務部長。

○総務部長（大田 宏君） 見積書を公表するということにつきましては、相

手方に市の予定される金額ですか、これがわかるということでございます。

あと業者も、それはそれなりの設計金額をはじき出してるとは思いますが、

これを公表することによって業者が努力をしなくても しなくてと言っ

たら語弊があるかもわかりませんが、このぐらいでいけるというところが

わかるんであれば、それならこれだけにしとこかというようなことにもな

りますし、あくまでもやっぱり企業努力という形で入札金額を上げていた

だかないかんということになりますので、公表はできないということでご

ざいますので、その辺よろしくお願い申し上げます。

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） これ、再質問ではないですよ。これでは答えになって

ないですよ、議長ね。私、一般的にグロスの金額の中に企業努力が含まれ

る分は十分わかりますよ。それは質問してないんですから。例えば材料で

すわ。直接経費ですね。例えばセメント１つ、具体的に言いましょう。セ

メントは今４０キロ入りなんでしょうかね。それをあなた方はボリューム

出して、それが何ぼで入るということをあなた方が見積もった場合にです

よ、その金額よりも以下で業者が、それを企業努力というのか値切るとい

うんかどうか知りませんが、そういう形で差額が出た部分については認め
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るんですか、概念的に見積もりを積算するときに。そこを私聞いとるんだ

から、このことにきちっと答弁しなかったら、私もう次、再質問に立ちま

せんよ。だからそれはきちっと答えてください。それも認めるというんで

あれば、議論はそこをもとに展開しましょう。

〔小山広明君「認めるか認めんかだけ答弁したらいいんじゃない

か」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） 工事の積算見積もりですね。今セメントを１つ例にと

られましたが、これはそれぞれ市の方で当然基準なり決めて積算をしとる

わけですね。しかし、実際その購入される価格が幾らであったかというこ

とは、これは現実にはそこまで事細かには調査をしていないと思いますけ

れども、今問題になってるのはもともとの市の基準としてのセメント１袋

がどうかという値段を外部に公表するということは、やはり以降の同様の

材料を使う場合の参考に当然なるわけですから、これは公表ができないと

いうことで申し上げてるところでございます。

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） そうすると、あなた方がボリュームを出して、当然お

たくが予定単価を入れるときに単価を入れますわね。そのときにセメント

代、当然おたくの方が価格を入れてますよね、これは当然、入れないと出

ないわけですから。その値段よりも実際に買う値段が安く買ったと。そう

すると当然利益が出ますわね。差額が出るでしょう。それは業者のもうけ

になるでしょう。そのことをあらかじめ企業努力の中に、そうして安く買

った分も入れておるんですか、あなた方の考え方。今は入れるということ

ですね、結論的に言ったら。１００円で買うとあなた方が見積もっとると。

それが８０円とか７０円で買った場合の差額については当然企業のもうけ

になるじゃないですか。

だからそれは、私は企業努力という問題ではないと思うんですよ。それ

は、あなた方が実際に入る価格を調査をして、ちゃんとそれで積算をして、

当然基本には管理費というのがあります。それから利益もそこに積算する

でしょう。企業の利益、常識的な。そしたら、それで安く買ったことをあ

なた方が認めるということは、きちっとあなた方が例えばこのセメントは

何ぼで入るということをいろいろ調べて、入れるときに正しい価格が入っ
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てないということなんですよ、それは。

だから、そうなってくると企業の利益計算するときにも影響するだろう

し、実際に入る価格とあなた方が見積もった価格とが違えばですよ。それ

はやっぱり僕は問題ですよというんですよ。だからそれはちゃんと出して

ください。あなた方はどういう値段で積算をしておるのかですわ。そうい

う直接経費的な部分ですよ。それは出してもらわないと我々はやはり判断

できないですよ、それは。それが余りにも大きかったら、実際入ってるの

がちょっと多くても僕はだめだと思うんです、理論的には。だからちゃん

と、それはあなた方の理由だったら、そういう直接経費的な単価を出して

いただかないと、やはり私たちは判断できない。だからちゃんと出してく

ださい。あなた方の理由じゃ出してもらわんと困りますよ。

〔小山広明君「首かしげてなくて、そこで首かしげずに内容をし

ゃべりなさいよ」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） ちょっとおっしゃった意味が、私もよく理解できない

とこがあるんですけども、要するに市の方はいろいろ、国からの通達等も

含めましていろんな積算基準というのはやっぱり持ってるわけですから、

それに基づいてそれぞれ市のこの事業であれば、ここについてはこれだけ

だという単価を用いながら積算してるわけですね。各企業の方はそれぞれ

の努力に応じて、これであればこれぐらいでいけるという見積もりの中で、

トータルとして市の積み上げた予定価格の範囲内で入札をされておる。そ

れの最低価格のとこで実施されるということですから、もともとピタッと

一致してるわけではないわけですね。それぞれやっぱり企業は企業で個別

の努力をされて経費節減等をされておるわけです。ですから、結果として

入札というのが成り立つということでございます。

今おっしゃってる積算書の公表ということになりますと、もともと市の

方で積み上げる根拠となるものをお出しするわけですから、今度は要は予

定価格が基本的にわかるということになってしまいますから、入札制度が

非常に混乱する、成り立たないということになると思いますので、公表は

できない、こういうことでございます。

〔小山広明君「それは答弁になってないですよ」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君。
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○３番（小山広明君） 答弁になってないから説明のために言うんですけどね。

全部のトータルで、最後合計した金額の云々を全然議論してないですよ。

わかってるでしょう、それは、さっきから言っとるように。直接経費です

よ、直接経費。物を買う、資材を買う直接経費ね。その直接経費の単価は、

あなた方が言ってる単価は出せるんじゃないですかと言っとるんですよ。

それは企業努力で安く入れた分は利益になるでしょう。こっち聞いていな

さいよ。そっち向いとるから僕の言うことわからないんじゃないですか。

直接的な資材を購入する場合に、そこに差額が出たのは企業の利益にな

るでしょう。それは認めるでしょう。しかし、あなた方は、これはこの値

段で入るという前提の中で、企業としての経費と利益をそこに そこは

わからんでいいですよ。しかし、直接的な経費については広く公開するこ

とによって、より企業は努力をして、ちゃんと購入する値段は公表してい

くじゃないですか。それが公正というルールじゃないですか。役所が売る

ときは３０円で売るけども、一般の市民には８０円で売るんだって、そん

なこと商売で成り立たないでしょう、何でも。だから企業は宣伝をしてよ

り安く売っとるんじゃ……。企業は安くなり適正な価格でやることによっ

て商売につなげていくんじゃないですか。そしたらあなた方も、そういう

ものは積極的に公開をして、勝負するところはそういう企業の努力、あな

たの言う節減ですわ。それも節減に入るんですか。１俵１００円で買うも

のを８０円で入れたらそれは節減という概念ですか。違うでしょう、それ

は。値切ったことでしょう。

そしてあなた方は、実際に入る８０円を１００円にしとるんだったら、

あなた方の見積もりが甘いわけですよ。実際で入る値段じゃなしに、実際

にない高い価格であなた方が見積もり入れるから、こういう問題が起こる

んじゃないですか。だから、あなた方の市場調査というのが絶対必要にな

ってくるんですよ。

例えば、建設省が基準を示すと言うけど、単価まで全部入れるんですか。

例えばセメントの単価を、建設省は基準単価として入れとるんか、単価で

すよ。それ言うてください。単価を入れとるんですか、建設省が。

〔小山広明君「今までそういう間違ったことをやってきとるから

答弁ができないだけじゃないか。明らかに公開するべきや、そ

んなもの」と呼ぶ〕
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○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 今回工事も含めまして、工事に係る積算

の仕方でございますけども、単価につきましては大阪府なり近畿地建なり

が決めました標準単価なるものを積算の資料として我々は入れてるもので

ございます。これにつきましては、通常の一般の入札の際につきましては

金抜き設計書という形で抜いた形でお渡しして、各業者さんに入札に臨ん

でもらうというものでございますので、一つ一つ単価をという形の突き合

わせでなくて、あくまでも総価契約と申しますか、総価で設計をしている

という、各単価につきましてはその総価を出すための参考資料と申します

か、積み上げるための参考資料という扱いでございます。

以上でございます。

〔小山広明君「答弁になってないがな。初めから総価が出るわけ

ないでしょう。個々の積み上げの結果総価やないか。そのとき

にどないして単価入れるんや」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから標準的な単価は、そらあるかもわかりません。

しかし、実際に入る単価は、あなた方が努力して、やっぱりこれだけ財政

が厳しいときだから、直接経費については実際の価格と積算価格が同じで

あることは当たり前でしょう。そこを求めとるわけでしょう。実際に入る

価格。直接資材ですよ。そして企業によっては、管理費とか利益をどう見

るかというのは、それは企業秘密ですよ。社長、副社長がおるとこと社長

だけおるとこと、それは経費違いますがな。そこは企業努力でいいんです

わ。しかし、直接の部分でちゃんとした値段を保証してあげなかったら粗

悪な事業ができる、工事になるということですから、適正な値段を入れる

べきですよ、買える値段を。１００円で買えないのに８０円入れたら、そ

れは粗悪な事業になるじゃないですか。

どちらにおいてもやっぱり正しい値段をそこへ入れるんだから、それは

公表して、特に随意契約であればなぜこれを示すことが支障があるんです

か、競争入札の中で。広くみんなに、この資材はこれだけで入るというこ

とを知らせるということが、だれにとって支障になるんですか、それは。

ちゃんとそれは出してください。そういうことに絞ってやっぱり答弁して

くださいよ。
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僕は総価的なことは言ってないんだから、全然言ってないんだから。企

業の利益とか経費という部分は全然議論してないですよ。そのことを含ん

だ答弁しないでください。直接的な経費についての積算と単価については

公表してください。それが我々は正しいかどうか、実際店へかけて、これ

何ぼで入れてくれますかと言ったら、すぐつかめることやからね。そした

らそこであなた方が甘いか甘くないかというのを我々がチェックして、議

案の中で、市民から選ばれた我々の立場の中で判断するんですよ。何にも

なかったらどないして判断しまんのや。随意契約でやらないかんという理

由はわかりましたよ。しかし、この単価が正しいかどうかというのを判断

する根拠は一切我々持ってないわけやからね。ちゃんと出してください。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 積算、いわゆる材料単価の話がただいま

出ましたけども、材料単価につきましては、我々はその総価を積み上げる

ための参考資料という扱いをしておりますので、あくまでも我々は総価、

契約の合計という形で契約者とも契約いたしますので、我々が積算する価

格はございますけども、その辺について我々はあくまで参考価格というこ

とで、実際の工事現場、企業がどのように運営してるかとはまた別のもの

でございますので、今回の工事もそういうふうに扱っておりますので、よ

ろしく御理解願います。

〔小山広明君「理解できん」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから、参考にしてるといみじくも言ったんだから、

参考にならんといかんわけですね。実際に入る価格と、あなた方が参考に

出した価格がどうかというのを我々は当然知る権利もあるし、そこが正し

いかどうか、今回の随意契約の価格が正しいかどうかを判断する唯一の根

拠じゃないですか。参考のためと言うんだったら参考のためにも出しなさ

いよ。そんなことオープンにしていかなかったら、この公共工事の単価と

いうのは、どこが市民が判断して ただ３割高いとか漠然としたことを

言われて、あなた方も片腹痛いでしょう。ちゃんとやっぱりそういう直接

材料費の部分では利益を上げる必要は全然ないんだから、ちゃんと管理費

と利益をして、それ以上下回ったとこには落札もさせないんですから、そ

れ以上高い単価で入れることを保証する理由は一切ないですよ。出してく
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ださい、ちゃんと相談して。出せるでしょう。どういう支障があるんか明

確に合理的に言ってください。出すことがどういう支障があるのか。後の

競争入札にあるのか。理由を示してもらわなかったらだめですよ。

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） 理由は、先ほどから申し上げておりますように、市と

しては標準的なそういういろんな、国とか府の通知とか、あるいは建設物

価等も参考にした一定の積算基準を持ってるわけですから、その基準単価

をお示しするということは、今後の入札においてその部分については一定

の価格が容易に推定できてくると、予定価格を推定することができると、

その部分についてですね。そういうことになりますから、好ましいもので

はないということで公表していないと、こういうことでございます。

〔小山広明君「推定されて、どう悪いの。当たり前やないか」と

呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） 中身で議長、お願いしたい。推定するのは当たり前で、

業者は全部推定して、何ぼぐらいだろうかといって推定して入れとるんじ

ゃないですか。推定されることが、推定する条件を出してあげたらいいん

です。直接的なことですよ。それを出すことが何で業者にやね 業者は

そんなら全然雲をつかむみたいな話じゃないですか。しかも、低い価格入

ったら落ちないんですよ。だから業者は本当に実際入れると思って入れた

んでも、あなた方がどこらで入れてるかわからんから失格ということがあ

り得るんですよ。だから、あなた方が出したことが合理的に、直接経費に

おいて本当に市場でかかる単価をつかんどったらいいですよ。しかし、本

当は５０円で入るのにあなたが１００円でやっとったら、５０円で入ると

思って自信を持って入れた人は失格になるじゃないですか。それは市民の

ためにはならんでしょう。

あなた、推定されるから推定させないんだと。業者は、建設省の標準物

価表って全部出てますわね、全国的に。ここで出さないけど、一般には出

とるでしょう。業者は持ってないと思うんですか、あなた。そんなら業者

は何を基準に積算しますねん。ほんとは業者は実際に納入する人に電話を

かけて、何ぼで入れますかということで入れとるはずです、実際はね。そ

のこととあなたが実際に買えるというものとがピタッと一緒でなかったら、

－３９８－



それはフェアじゃないじゃないですか。

そういうものをなぜ市民の前に公表することが支障があるんですか、あ

なた。普通の民間だったらもうけを保証したり管理費を保証したりしませ

んよ。値切るだけ値切りますよ。あなた方は安くしたら粗悪な事業になっ

て、公共事業の使命が果たせないということでやっとるから、ちゃんと利

益も保証してあげ、管理費も保証しとるんでしょう。そしたら少なくとも

直接経費的な部分については、厳格にやるためには公表しなさいよ。

あなたこれ、全国に向かってあなたのその答弁なんか、だれも納得しな

いですよ。直接経費的な部分、直接資材購入的な部分については公表しま

すと、泉南市は。だれが買ったって同じ値段で買えるんだからね。それは

同じ、フェアじゃないですか。だから私は直接的な、例えば資材の単価に

ついては公表していただきたい。特に随意契約の場合にはしてもらわない

と我々は判断できない。出してください。

議長、そういうことばっかりさっきから言っとるんだけども、答弁は全

部すれ違って答弁しとるんですよ。だからちゃんとやってください。でな

いと何回もこれ、ほかの議員にも御迷惑かけるんで、ちゃんとそれは出し

てくださいよ、市長。市長と相談して。出すこと何にも支障ないでしょう。

それが何の支障になるんですか。全部見積もりしても、ほとんど僅少差で

しょう。１００万とか２００万ぐらいで寄るでしょう。業者はわかっとる

んですよ、それは。実際入る単価を。

それは何も推測されたら困るというような状態でない。実際問題、そん

な物すごい幅が出たら業者の信用問題になるじゃないですか。みんなやっ

ぱり実際かかる単価も知っとるし、あなた方がどれぐらいの幅で経費を見

て利益を見てるかわかってますよ。見てなかったら業者は仕事できないじ

ゃないですか。この間だれかが質問の中でも言ってましたけどもね。だか

らそれはちゃんとオープンにした方が私は明朗な運営ができると思います

よ。だから出してくださいよ。出さない理由、全然ない。今まで何回も答

弁していただいとるけど、同じ答弁やったらやめといて、ちょっと相談し

て出してください。単価表だけぽっとコピーしたらしまいじゃないですか。

主なものだけでいいですよ。

○議長（林 治君） 福田助役。

○助役（福田昌弘君） 何度も答弁差し上げてるんですけども、この点は御理
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解いただけないのは非常に残念でございますけども、我々としてもあくま

で標準的な単価というものを設定してるということでございまして、それ

を１つの根拠として持ってるわけですから、今後やはりそれを公表するこ

とによってすべての業者が、あるいはわかってくると、その単価をわかる

と、そういうことがまず前提でスタートしてくると。こういうことでござ

いますから、予定価格の一部がそれで推定し得るようになってくる、こう

いうことでございますから、指名競争入札においては決して有効ではない、

適正ではないというふうに考えておりますので、公表できないということ

でございますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。

〔小山広明君「だめです、それは。直接的な経費については出し

てください。全部はいいですから」と呼ぶ〕

○議長（林 治君） 小山議員、先ほどから小山議員の方からは質問の趣旨

に答えていないということでありますが、理事者の方からは同じ答弁を確

かにしておりますので、なにでしたら角度を変えて言っていただけるなら

角度を変えて言っていただくとか、そういうことで処理していただきたい。

小山君。

○３番（小山広明君） まあいいですわ。いずれにしても世の中いろんなこと

が変わってきて、私の言うことがある程度、僕は通ってくると自信あるん

ですが、そういう直接的な経費についてはですよ。そういう企業の努力に

よって影響のある部分については出せないのは、それはよくわかります。

しかし、直接材料を買うことの単価については少なくとも公開するべきで

すよ。それは強く申し上げておきますし、あなたが理解できなかったらや

っぱり、あなただけ今考えてるけど、みんなで相談してください。そうい

う要求が、市民が要求しとると考えてくださいよ。そういうことについて

むちゃなのかどうかということはぜひお考えいただきたいし、今後もいろ

んなケースで私も調べたりして追及しますけども、市民への情報公開の一

環として、既に全体の予定価格を公表している自治体もあるということも

あなたは御存じと思いますけどね。そういうところもやっぱりあるわけで

すから、私よりもっと踏み込んで公表しておりますよ。そういうことを強

く申し上げて、努力を待ちたいと思います。

それから、あとの問題については皆さんきちっと答えてないんですが、

直接的な経費、費用部分と危険負担の部分の金額をきちっと言ってもらっ
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てないんですが、割合でも結構ですけどね。あなた方がそれは標準的なも

のから割り出せるわけでしょう。そこにプラスアルファ、南海がとまった

らどうしようかとか、いろんな意味で危険負担部分があると思うんですね。

私はそれは保険とかいろんなものでやっていけばいいし、管理は南海電車

にしてもらったらそれでいいと思うんですが、土木工事についてはやはり

一般に競争入札にするべきだと、そう思うんですが、なぜそれができない

のかはいいとしても、どれぐらいの割合で直接費用部分とそれから危険負

担部分ですね。これはなかなか 南海は随意ですから南海がうんと言わ

なかったらできなかった部分もあると思うんで、その辺はどういうような

割合になっておるのかをお示しをいただきたいと思います。

それから、先ほどちょっと数字をいろいろ言って、最終結論がわからな

いんですが、市の持ち出しは、起債部分も基本的には市の持ち出しになる

わけですね。それから今で言えば、現金を出すのは １，０００万なんですか、

この３億 ４，０００万のうち。話を聞いてると、今の３億 ４，０００万を対象

に２分の１出るということですね。いわゆる補助基準をすべてクリアした

工事内容であると。よく補助基準を出たところは１００％地方自治体の持

ち出しだという議論がありますから、それは一切この部分にはないという

理解でいいのかどうかですね。やはりこれは基本的には、国の補助が出る

といっても全然違う性格のものですから、一般市民生活の下水道事業、結

果的にはその人たちの負担になってくるわけですから、私は分けるべきだ

と思うので、これは今すぐそうしますと言うわけにいかんと思いますので、

これは私の意見としときます。

その部分だけちょっとお答えください。

○議長（林 治君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。

補助対象額は３億 ４，０００万円全額でございます。それの２分の１が国

庫補助ということでございます。よろしく。

〔小山広明君「さっき僕が指摘したのでいいということですね」

と呼ぶ〕

○下水道部長（竹中寿和君） （続）３億 ４，０００万円全額国庫補助の対象で

ございます。それの国庫補助が１億 ７，０００万円、２分の１がそうです。

そして企業局負担が ８，５００万円。残りの１億 ７，０００万円の ８，５００万
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円、同じく２分の１ですね、それが企業局負担。そのうちの残り ８，５００

万、もう ８，５００万ありますけど、それの８５％が起債でございます。そ

の起債の額は ７，２００万円。その残りの １，３００万円でございますけども、

それの⒈３％ですか、それについては府の貸し付け １，３００万円というこ

とで、府の貸し付けが今言いましたように １，２００万円、残りの １，０００

万円が市の持ち出しと、内容的にはこういうことでございます。よろしく

御理解のほどを。

○議長（林 治君） 計算が合ってない。（小山広明君「ややこしいことは

いいわ。市が負担する分だけ言ってくれたらええわ、起債も含めて」と呼

ぶ）単純な数字だから正確に言えるでしょう、正確に。トータルしたら３

億 ４，０００万になるように答弁してください。

竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） もう一度答えさせていただきます。

工事請負契約３億 ４，０００万円のうちの２分の１、２分の１というのは

いわゆる国庫補助１億 ７，０００万円です。そして残り１億 ７，０００万円ご

ざいます。その残り１億 ７，０００万円の２分の１の ８，５００万円、これが

企業局負担でございます。その残りの ８，５００万の８５％、 ７，２００万円

が起債でございます。残り １，３００万円になると思うんですけども、それ

の⒈３％が府貸しで １，２００万円、それで、市の持ち出しが１００万円と

いうことです。

○議長（林 治君） 南整備課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 改めまして、今回の工事の費用、財源負

担について御説明申し上げたいと思います。

申しましたように、２分の１が国費、１億 ７，０００万円でございます。

残り２分の１のうちの半分が企業局の負担となる対象金額でございます。

これが ８，５００万。残る ８，５００万が基本的に泉南市の対象でございます。

このうち下水道の起債が８５％充当されますので、これが ７，２００万円で

ございます。残されたものが １，３００万でございます。これは原則一般財

源ではございますが、今回の工事につきましては大阪府からの貸し付け対

象があります。これが９５％で、 １，２００万が府の貸付金からの充当でご

ざいます。残る１００万につきましてはいわゆる一般財源としての持ち出

し金額になっておりますので、よろしくお願いいたします。
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なお、今回は基本的な考え方でございまして、最終的には９年度決算、

１０年度決算という形で報告さしてもらうという形になりますので、あら

かじめ申し上げます。

○議長（林 治君） もう１点。南課長。

○下水道部整備課長（南 健志君） 今回工事におきまして、保険という形で

はなくて、列車を通行するに必要な安全措置、例えば信号を改良したりす

るだとか計測機器を設けるだとか、それを測定する人件費だとか、そうい

うものを見込んでいるところでございます。これにつきましては、いわゆ

る通常の工事の安全管理費と同等であると、率についてはちょっと差し控

えさしてもらいますけども、大体一般に工事をする場合に安全管理を見込

みますけども、それと大体同程度であると。特にこの工事だけが もち

ろん特殊な工事は要るんですけども、特に我々が見て著しく高いだとかそ

ういう状況ではありませんので、そこらをよろしく御理解願いたいと思い

ます。

○議長（林 治君） 小山君。

○３番（小山広明君） 私の説得力も悪くて、行政だけを責められない部分も

あるんですが、これで終わっときたいと思うんですけども、基本的には現

在あそこの屯道川に幅員の大変大きな川があって、そこにこれだけ３億 ４，

０００万円もの工事をしていくと。基本的には ７，２００万円の市民の負担

になるわけですから、やはり性格上は下水とは一切関係ないわけですので、

これは内容に合った会計処理をぜひお願いをしたいと思います。

それから、危険部分についての費用は見積もってないということであり

ますけれども、そうかどうかというのは口頭だけですので、もう少し直接

的な経費と、南海に頼まざるを得ない、いわゆる競争には供することがで

きないという部分もあると思いますからね、そういうものはむしろ複数の

業者を入れることが、より安全面においてもやっぱりチェックし合うわけ

ですし、南海も自分のところで工事するのに自分のところで安全をやると、

それは安全を抜けば抜くほどもうけにもつながるというような、そういう

構造にもあるわけですから、むしろ安全を安全という立場でチェックして

いくと、工事は工事としてきちっとやっていくという、そういう分け方も

私は方法としてはあながち間違っておらないと思うので、より市民なり社

会に競争という原理が入りやすいような手法をぜひとってもらいたい。
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何か見ておると、今まで従来のやってることが間違いなかったんだとい

うところに断ち切って、本当に改革をしていこうと。きょうの行政の答弁

があしたの新聞のニュースを飾るような、そういう画期的なものが示され

ないというのは残念ですわね。今ほんとに公共事業のあり方ということが

問われとるわけですから、やはり一言一言が緊張感のあるものであるため

には、常に新しい改革をしていくと。新しいことをやろうとすれば不安も

危険もいっぱいあると思うんですけども、そういうことをあえて挑戦する

ような行政の姿勢であってほしい。

そのためには市長、もう少し今まで、従来のやってることが正しいとい

うことで断ち切るんじゃなしに、どう市民の疑問なり問題点に直接答えて

いくかという、特に随意契約の場合にはわからないということになるわけ

ですから、ぜひ入札のあり方についてもう少し改革を示していただきたい

と思うので、市長、何かあればひとつ御答弁をしておいていただきたいと

思いますが。

○議長（林 治君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 以前の下水道工事発注に伴う件もございましたし、こ

の入札制度そのものがどうあるべきかというのは、さらに研究をしますと

いうふうに申し上げております。これは全国的にいろいろ 先週の月曜

日の夜９時半、「クローズアップ現代」でもやっておりましたけれども、

私も見ておりましたけど、非常に難しい問題でして、妙案というのはなか

なか見つかりにくいんですけれども、全体的にもう一度いろんな角度から

この入札制度のあり方ということについて、今後とも検討していきたいと

思っております。

○議長（林 治君） ほかにございませんか。 以上で本件に対する

質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。 討論なしと認めます。

これより議案第２６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって議案第２６号は、原案

のとおり可とすることに決しました。
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次に日程第２１、議会報告第１号 総合福祉・文化センター建設特別委

員会報告についてを議題とし、本件に関し委員長の報告を求めます。総合

福祉・文化センター建設特別委員会委員長、薮野 勤君。

○総合福祉・文化センター建設特別委員長（薮野 勤君） ただいま議長から

指名をいただきましたので、総合福祉・文化センター特別委員会の今日ま

での審議経過及び委員会活動の結果について、総括して御報告申し上げま

す。

本特別委員会は、昨年、市議会改選後の平成８年第４回臨時会において

設置され、市長の提唱されているところの「水・緑・夢あふれる生活創造

都市」の実現に向け、その一環として総合福祉センター建設に向け、議会

においてもそれに取り組まんがために設置され、今日に至っているもので

ありますが、顧みますと、本特別委員会の過去からの経緯を申し上げます

と、平成元年第１回定例会において設置されて以来、今日まで９年間にわ

たり継続して、所期の目的を達成するため調査及び協議がなされてまいり

ました。

なお、本報告に当たり、お手元に御配付いたしております資料を参考と

してごらんいただきたいと存じます。

それでは、それに基づき、本特別委員会の活動状況及びその調査、審査

の結果について概要の報告を申し上げます。

まず、本特別委員会は設置後、第１回目を平成元年４月１４日をもって

出発点として開催して以来、今日まで合計４２回開催し、センター建設に

係る諸課題、諸問題を審議してまいりました。また、本施設建設に伴うそ

の参考とすべく、その間先進地視察を１６回実施されてまいりました。

このこととあわせ、本特別委員会の設置から今日に至る委員会活動の主

なものを年次別に、その概要を申し上げます。

まず、平成元年度から平成３年度におきましては、主に総合福祉・文化

センターの建設候補地の選定、建設予定建物の規模等につきまして、建設

にかかわっての財政負担等の市に与える財政問題について、主な審議がな

されました。

次に、平成４年度には、建設予定地が本田池と決定され、予定地の地質

調査、埋蔵文化財調査が行われる中にあって、建設に伴う諸課題の問題解

決のための審議がなされました。また、このことに並行して、建設に伴う
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建物の基本設計案の審査等もあわせて行い、実質的にこれより本施設の建

設に対する具体的な審議が行われました。

続いて、平成５年度には、引き続き建物の基本設計案の審査とあわせて、

建設用地１万平方メートルの購入に伴う審議等が行われました。

次に、平成６年度におきましては、当初の構想として打ち出されており

ました文化センターの併設については、一定分離し、福祉センターとして

単体で建設していくとの方針の変更があり、いわば当初計画からすると大

変大きな変更もございました。

かかる状況のもと、予定地の造成工事が開始される中にあって、総合福

祉センターとしての実施計画案を、建設に向けての具体的な審議及び今後

の本市の福祉施策の拠点施設として福祉センターの実施予定事業の取り組

み状況等の審議を行いました。

次に、平成７年度におきましては、総合福祉センターの建設に伴うその

開設準備の現況と、本施設が１０月に建設工事が着工されることに伴うセ

ンターの今後の予定事業の取り組み状況について審議を重ねました。

続いて、平成８年度におきましては、前年度に建物の建設工事が着手さ

れることに伴い、福祉センターの運用ソフト面について、その予定事業の

実施内容、その運営にかかわる人員配置を初めとする運営体制の問題点、

またその事業運営経費及び関係諸条例案など、福祉センターの運営に係る

具体的な審議を行いました。

次に、本年度につきましては、６月１４日に開催し、来る７月１日より

本センターが開所される運びとなることに伴い、その事業運営の一環とし

て運行予定の循環バス路線の提示があり、その内容について検討がなされ

ました。

このような経過を踏まえ、本年７月１日に本センターが開所されたもの

であります。

その後、去る９月９日、本特別委員会の今日までの総括をすべく委員会

を開催し、その中にあって循環バスの運行における問題点、その運営上の

問題点等について市の考え方なり、それに対する意見もありました。

かくして、本特別委員会の存続にあっては、設置目的であるところの施

設の建設がなされ、オープンされたことに伴い、本委員会の所期の目的が

今日をもって一定達成されたものであると考えるものであります。本報告
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でもって本特別委員会の活動については終結するとともに、消滅するとの

結論に至った次第であります。

以上、甚だ簡単でございますが、本特別委員会の審議の経過の総括と結

果の御報告といたします。

議員各位におかれましては、本特別委員会同様、御承認いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。

○議長（林 治君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

質疑なしと認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。 討論なしと認めます。

お諮りいたします。ただいまの委員長の報告は、総合福祉・文化センタ

ー建設特別委員会の委員会活動及び審議は終結であります。よって、本件

についてはこれを了承することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって議会報告第１号は、こ

れを了承することに決しました。

ただいま御了承賜りました総合福祉・文化センター建設特別委員会活動

終結に当たり、私より一言申し上げます。

本特別委員会におかれましては、今日まで委員長初め各委員には、長年

にわたり総合福祉センター建設に伴う諸問題について、慎重に調査研究を

賜り、本日まで大変御苦労をおかけいたしましたことを心より厚く御礼を

申し上げます。

なお、本日より総合福祉センターに関する問題については、民生常任委

員会でお願いするものといたしたいと思いますので、その点よろしくお願

い申し上げます。

次に、日程第２２、選挙第１号 南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議

員補欠選挙についてを議題といたします。

これより南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議員１名の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条

第２項の規定により指名推選によりたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推
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選によることに決しました。

さらにお諮りいたします。指名推選の方法につきましては、議長におい

て指名することにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名す

ることに決しました。

これより指名いたします。南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議員に１

１番 上野健二君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました上野健二君

を南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議員の当選人と定めることに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（林 治君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたし

ました上野健二君が南大阪湾岸中部流域下水道組合議会議員に当選いたし

ました。

ただいま南大阪湾岸中部流域下水道組合議員に当選いたしました上野健

二君が議場におりますので、本席から会議規則第３２条第２項の規定によ

る告知をいたします。

次に、日程第２３、議員提出議案第１８号 「周辺有事」を理由とした

関西空港の「米軍への提供」に反対する意見書についてを議題といたしま

す。

本件に関し、提出者を代表して成田政彦君から提案理由並びに趣旨の説

明を求めます。成田政彦君。

○５番（成田政彦君） 議員提出議案第１８号、「周辺有事」を理由とした関

西空港の「米軍への提供」に反対する意見書について、案文を読んで提案

したいと思います。

「 周 辺 有 事 」 を 理 由 と し た 関 西 空 港 の

「米軍への提供」に反対する意見書（案）

防衛庁は、「日米防衛協力のための指針（ガイドライン）」見直しに関

連して、「周辺有事」の際、米軍に提供する可能性のある関西空港など民

間空港・港湾十数ケ所のリストを運輸省などに提供しているという重大な
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事実が明らかになった。関西空港は、長年にわたる地元との協議を経て

「公害のない空港」「地域との共存共栄」をめざす空港として運輸省の示

した「三点セット」にもとづき、その建設がすすめられ、当時は軍事利用

の懸念など論外とされてきた。

今回の「米軍への提供」は、地元住民の意志を根底から崩すばかりか、

重大な憲法違反・基本的人権の侵害であり、泉州住民をはじめ広く大阪府

民の生命を危険にさらすものとなる。

関西空港の米軍使用は、「有事」に必要な準備を「平時」から行うこと

を意味し、関西空港が常時、軍事管理下におかれることになることが予想

されるとともに核兵器の持ち込みの恐れも考えられる。

泉南市をはじめ多くの地元自治体では、「非核宣言都市」「平和都市宣

言 」 を 行 い 、 憲 法 の 平 和 原 則 を 尊 び 常 に 、 「 平 和 ・ 基 本 的 人 権 ・ 環 境 保

全」を住民とともに守ってきた地域であり、関西空港の米軍への提供を絶

対に容認できない。

よって、地域住民、関西空港で働く人達及び、関西空港利用者すべての

くらしと安全を守るため、関西空港の「米軍への提供」を撤回するよう要

請する。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により意見書を提出する。

平成９年９月２９日

泉南市議会

よろしくお願いします。

○議長（林 治君） ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。

質疑等なしと認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。 討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（林 治君） ただいまの議長の宣告に対し御異議がありますので、

本件については起立により採決をいたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。
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〔 賛 成 者 起 立 〕

○議長（林 治君） 起立少数であります。よって議員提出議案第１８号は、

否決されました。

次に、日程第２４、議員提出議案第１９号 「介護保険法案」の徹底審

議と公的介護保障体制の早期確立を求める意見書についてを議題といたし

ます。

本件に関し、提出者を代表して和気 豊君から提案理由並びに趣旨の説

明を求めます。和気 豊君。

○１３番（和気 豊君） 御指名をいただきましたので、案文を朗読し、提案

にかえさせていただきます。

「 介 護 保 険 法 案 」 の 徹 底 審 議 と 公 的 介 護

保障体制の早期確立を求める意見書（案）

先の臨時国会で提出された介護保険法案は、継続審議となっている。

周知のように高齢者介護の問題は深刻さを増し、早期の解決を多くの国

民が願っている。しかし、介護保険法案では、もっとも肝心な国の責任が

曖昧にされており、その一方で年金からの保険料の天引き、それによらな

い場合は市町村が徴収を行うことが明記されている。また、急がれる介護

支援体制の基盤整備についても市町村の作成する「基本計画」に委ねるこ

とになっている。すでに、老人保健福祉計画（新ゴールドプラン）に基づ

いて基盤整備が進められているが、長引く不況などによって地方行政の悪

化が進み新ゴールドプランの達成すら困難をきたす状況になってきている。

さらに、新ゴールドプランが達成されても、例えば特別養護老人ホームは、

二十九万床が整備されても政府の介護老人の推計でも四．八人に一人しか

入れない状況である。

国民の介護要求に応えるためには、いつでも、どこでも、だれでも必要

な介護サービスが受けられる体制を全国に確立することが前提となる。し

かし、昨年九月三十日に武蔵野市長が全国の市長に「『市町村長は鬼にな

れ』というのだろうか」と言う内容の手紙を送付されている。この法案に

は国の公的責任がどこにも書いておらず、国民の「共同連帯の理念」ばか

りが強調されている。また国民には「費用負担の義務」を明記している一

方、国は「必要な措置」としていることから財源不足を理由に内容が限り

なく後退し、市町村や国民負担が拡大する危険性など、今日の支援体制の
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整備状況では、いずれも大きな懸念を抱かざるを得ない。

よって、本市議会は、以下の事項について要望する。

記

１、国の責任で介護保障制度を確立すること。そのためにも十分な国民合

意が図られるよう、介護保険法案の拙速な成立を行わず、徹底審議を行

うこと。

２、老人保健福祉計画（新ゴールドプラン）を前倒し実施するために必要

な財源措置を行うとともに、国の責任であらたな目標値を設定し、実効

ある見直しを行うこと。

以上、地方自治法第９９条第２項の規定により意見書を提出する。

平成９年９月２９日

泉南市議会

以上であります。

○議長（林 治君） ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。

質疑等なしと認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。 討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可とすることに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議あり」の声あり〕

○議長（林 治君） ただいまの議長の宣告に対し御異議がありますので、

本件については起立により採決をいたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。

〔 賛 成 者 起 立 〕

○議長（林 治君） 起立多数であります。よって議員提出議案第１９号は、

原案のとおり可とすることに決しました。

ただいま可決されました意見書につきましては、議会の名において各関

係機関に送付いたしますが、その送付先につきましては議長に御一任願い

たいと思います。

以上をもって本日の日程は全部終了し、今期定例会に付議された事件は

すべて議了いたしました。連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、ま
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ことにありがとうございました。

これをもちまして平成９年第３回泉南市議会定例会を閉会いたします。

なお、決算審査特別委員会の開催については、来る１０月１６日から予

定いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。

御苦労さまでございました。

午後２時５８分 閉会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 林 治

大阪府泉南市議会議員 和 気 豊

大阪府泉南市議会議員 重 里 勉
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