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◎ 討論・採決 

 

○森委員長 これより各会計について、順次、討論、

採決を行います。 

 まず初めに、議案第26号「平成30年度大阪府泉

南市一般会計歳入歳出決算認定について」討論を

行います。討論はありませんか。 

○竹田委員 それでは、一般会計について討論させ

ていただきます。 

 詳しくは、また本会議のほうでさせていただき

ますが、反対でございます。 

 理由といたしましては、いわゆる公金の着服の

問題、それから国保の２億5,000万から超えて約

５億になってしまったんですが、その件が大きい

ということでございます。 

 特に、平成30年度全体的には、ほかにいろいろ

質疑をさせていただいて、そういったところもな

かったわけでありますけれども、この平成30年度

が実施されている中で、まさにこの公金の着服と

いうのがあったわけであります。 

 ここから始まったわけでありますけれども、こ

の間、この定例会が始まって、当委員会、また一

般質問等々もあったわけなんですけれども、市長

はいろんなところで、おわびから始められてやら

れているわけなんですが、どうもやっぱり質疑の

ぎくしゃくが、とれることなく終わってしまった

なというのが感想であります。 

 特に行政側にあられましては、この間、だんだ

ん貝に閉じこもるように、警察のいわゆる捜査を

盾に、本当にやっぱり我々が聞きたいこと、また

市民が聞きたいこと等々に、やはり真摯に答えて

いただいてはないんではないかという思いが大き

くしております。 

 早期に、そして全容をという割には、今後も時

間がかかりそうでありますし、なかなかその辺も

期待できないような感じもあるわけでありますけ

れども、早急にそれはそれとして、捜査、一定の

捜査の縛りというのは理解をいたしますが、しか

し、議会に対して、そして市民に対して、知る権

利、またそして行政側からいきますと、説明責任

をしっかり果たしていただきたいということを重

ねて要望いたしたいと思います。 

 それから、一方、この国保の問題につきまして

も、まさに昨日質疑をしている中におきまして、

実は概算でありますけれども、１億5,000万、そ

して8,000万ということが、やっぱりわかってい

たわけでありまして、そのことについて、概算で

ありますがということで、一言やはりその辺きち

っと報告がいた……。 

○森委員長 竹田委員、国保は国保会計であります

んですよ。 

○竹田委員 ああ、もちろんもちろん、わかってい

ます、わかっています。だと思いますけれども、

両方兼ねてということで、一般的にその中におい

て、著しく、いわゆる議会との信頼、また市民と

の信頼が著しく損なわれていったというふうに思

います。 

 先ほどからゼロからスタート、あるいは一から

スタートというようなお話もあったわけでありま

すけれども、一旦ここはリセットをさせていただ

いて、しっかり反対をさせていただいて、これか

ら前を向いて進めるような形で、ひとつお互いに

反省するところは反省しながらいきたいなという

意味で、反対をさせていただきたいと思います。 

○和気委員 この一般会計決算については反対をい

たします。 

 まず、し尿くみとり券着服問題については、解

決もされず、今いろんな不透明な部分についても、

全容解明するとおっしゃいながら、なかなかこう

いった状況がまだされておりません。 

 また、再発防止に向けて、今後しっかりと取り

組んでいくことを求めておきたいと思います。 

 また、市長は職員に対して全ての公用車とか乗

車記録、こういったことをしっかり職員に指示を

して、管理をしていただきたい。今回のいろんな

ことにおいても、書類が不備やとかないとか、い

ろんな問題が起こっていますし、しっかりとそう

いったことを徹底していただきたいというふうに

思います。 

 それから、貧困格差がある中で、子どもたちが

安心して学校教育を受けられるように、ずっと就

学援助費、全額支給、これは府下でも最低のそう

いった状況なので、全額支給をということで、ず
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っと言い続けてきましたが、これも拡充されてい

ません。教育や子どもの成長を支えることになっ

ていないという状況です。 

 また、今回のこの中でも廃止されようとするプ

ールの一般開放、これも市民の声を聞いてほしい、

そういったことも含めて、一定パブリックコメン

トを、ぜひやるべきやということに対しても、な

かなか、いいお返事もいただいていません。 

 こういったいろんな状況の中で、この決算を認

めるわけにはいきません。また、詳しいことにつ

いては、本会議で述べたいというふうに思います。 

○山本委員 今回の一般会計の決算、反対します。 

 職員による公金着服問題が発覚をして、これが

いまだに全容解明に至っておりません。この会計

の不透明さというのが、明らかに捜査を長引かせ

ていること。 

 さらに、ずさん過ぎる管理体制、組織体制が原

因で問題究明に時間がかかって、議会並びに市政

に混乱を、今、来しております。 

 さらに言えば、泉南市自治基本条例第12条にも

明記されている、市政に関する市民の知る権利が

損なわれている状態でございます。 

 こういった状況からも、本決算にも数字として

も影響を与えており、正しい数字が記載されてい

ないことと、内訳においても適切な記載ができて

いないことから、到底認定できるものではないと

判断をし、反対させていただきます。 

○田畑委員 まずは、今回のこの決算については、

負の連鎖がとまらない。副市長が辞職し、くみと

り券では、担当職員が約四十数万円を着服したと

いうことが認められ、認め、そしてまた5,000万

円もの使途不明、赤字金が出てき、それをまだ調

査中。 

 そして、話は飛ぶんですけれども、国保の２億

5,000万円の返還、そしてさらに、先ほど私が申

し上げたとおり、追加のプラス２億3,000万ほど

あるということで、もう負の連鎖、とまっていま

せん。 

 先ほどから私は竹中市長に申し上げているとお

り、この決算不認定という十字架を、竹中市長だ

けではなく、我々泉南市議会もその十字架を背負

って、民意に問わなければならないところまで来

てしまったということも肝に銘じて、今回この決

算については反対をさせてもらいます。私自身も

腹をくくっておりますし、この姿を泉南市民の皆

さんにお示し、見てもらってから、初めてゼロか

らお互いスタートできるんではなかろうかという

ふうに思っています。 

 よって、この決算については反対させていただ

きます。 

○森委員長 よろしいですね。――――以上で本件

に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第26号「平成30年度大阪府泉南市

一般会計歳入歳出決算認定について」を採決いた

します。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり認定

可決することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者なし〕 

○森委員長 起立なしであります。よって議案第26

号は、認定可決しないことに決定いたしました。 

 続いて、議案第27号「平成30年度大阪府泉南市

樽井地区財産区会計歳入歳出決算認定について」

から議案第44号「平成30年度泉南市水道事業会計

決算認定について」までの以上18件について、一

括して討論を行います。討論はありませんか。 

○和気委員 議案第38号、国保の特別会計について

の反対討論をさせていただきます。 

 この国保会計については、この数年間、大阪府

下統一の広域化によって、保険税の限度額が、ま

た保険税がずっと上げられてきている状況です。 

 泉南市においては、平成30年度は最高額が82万

になっている現状で、今まで国保は、泉南市は本

当に保険税として頑張って、この所得の低い泉南

市において、すごく助けられた現状でしたが、統

一化によって、それにあわせるために、かなりの

額を上げないといけないという現状になっていま

す。これでは、市民は本当に払えないということ

で嘆いておられます。 

 また、こういったことも含めて、あと今回この

交付金の申請ミスで多額な返還額が発覚をし、ま

たそれがもう市民の負担になると、そういうこと

で、この現状では到底納得できるものではありま

せんし、また、今後二重のチェック体制をしっか

りととっていただきたいというふうに思いますし、
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市民への情報公開、そして説明責任をしっかりと

果たしていかなければ、市民は納得できませんし、

そのことを強く述べて、反対といたします。 

 続きまして、議案第42号の後期高齢者医療の特

別会計、これについての反対の討論をさせていた

だきます。 

 後期高齢者医療制度も府下統一になりまして、

こういった状況の中で、保険料の軽減が見直しを

されて所得割が平成30年度から軽減がなくなって

いる状況もありますし、こういった市民に医療費

の負担を課しているということがありますので、

反対をさせていただきます。 

 続きまして、議案第43号は、公共用地取得事業、

ずっと共産党は一貫して反対をしてきております

が、なぜかといいますと、土地開発公社へかなり

の額が、多額の額をずっと借金をして利息を払っ

ていくということで、その借金額がかなり残って

いるということで、解散したことによって失敗し

たこの、それにかかわったこの会計ということが

ありますので、反対いたします。詳しくは、また

本会議で述べたいと思います。 

 以上です。 

○山本委員 平成30年度大阪府泉南市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対を

させていただきます。 

 今回発覚をした国民健康保険の問題、平成27年、

28年、29年合わせて約４億8,000万ですかね、こ

れはこの平成30年度の決算には当てはまっており

ませんが、これがなければ赤字解消計画等、ほか

のところも、もっと別の計画があったはずです。 

 ですから、今示し出されている赤字解消計画を

もとに算出されているこの平成30年度の決算は、

今回の問題が発覚することによって、180度変わ

りましたので、この決算を認定することはできま

せんので、反対させていただきます。 

○竹田委員 国民健康保険につきまして、反対させ

ていただきます。 

 先ほどちょっとダブった形でお話をした件とあ

わせまして、きょうも午前中質疑があったわけで

ありますが、一般会計からの繰り入れにつきまし

て、これは国保会計で約４億8,000万ですか、確

かに国保会計のみで返していく、返還していくと

いうのは、これはもう大変なことだと思います。 

 ただ、午前中にも質問させていただきましたが、

単純な一般会計からの繰り入れというのは非常に

やっぱり難しいだろうというふうに思いますし、

いかにして、仮に入れるとしても、市民の皆さん

にどう説明責任をここは果たしていくかというこ

とが、非常に重要だというふうに思います。 

 国保会計の方もおられれば、大方国保会計以外

の方がおられるわけであって、そこからの一般会

計の繰り入れになるわけですから、ようようその

方たちにしっかりとした説明責任を伴うというこ

とだというふうに思いますので、それを重ねてお

願いして、反対の討論にしておきたいと思います。 

○田畑委員 これは私も議案第38号、平成30年度大

阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを反対させていただきます。 

 大阪維新の会の山本委員がおっしゃったとおり、

もう全てこれからのビジョン見直しです。これが

財政危機の中で大きな負担になって、一般財源を

簡単に投入できない。じゃどうするねんという話

の議論をもっと詰めて、早期に詰めていかなあか

んというのは、非常に重たいことになっています。 

 それと、あえて申し上げるのは、もう私、きの

うで思いました。諦めてはいないけれども、思っ

た。泉南市の役所の行政のガバナンスは完全に崩

壊されている。完全に崩壊されている。 

 私がどれだけ真剣になっても、議会がどれだけ

勉強しても、あの国保の各担当課の答弁を繰り返

されるのであれば、我々泉南市議会がいてる意味

がないし、茶番であってはならないし、泉南市民

がそれで納得するわけがない。ガバナンスがもう

完全に崩壊されていると、私はそう思っています。 

 午前中、冒頭、竹中勇人市長のほうからは、活

を入れてもう１回立て直すという前向きな答弁を

頂戴いたしました。大いに期待したいと思います。 

 私はもう崩壊している以上、私らがふんどしを

握って、泉南市民にその姿を見せていかなければ

ならないということを、もうきのうの決算委員会

で肝に銘じました。もうあきれました。 

 ですので、私は政治屋じゃなくて、政治家とし

て全うしていきます。この国保についてはもう到

底賛成できる状況ではないです。反対とさせてい
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ただきます。 

○森委員長 いいですか。――――これよりただい

ま討論のありました各会計決算認定のうち、反対

討論のありました議案から順次採決いたします。 

 まず初めに、議案第38号「平成30年度大阪府泉

南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について」採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり認定

可決することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者なし〕 

○森委員長 起立なしであります。よって議案第38

号は、認定可決しないことに決定いたしました。 

 次に、議案第42号「平成30年度大阪府泉南市後

期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり認定

可決することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○森委員長 起立多数であります。よって議案第42

号は、原案のとおり認定可決することに決定いた

しました。 

 次に、議案第43号「平成30年度大阪府泉南市公

共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり認定

可決することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○森委員長 起立多数であります。よって議案第43

号は、原案のとおり認定可決することに決定いた

しました。 

 次に、ただいま採決いたしました３件の会計を

除く議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案

第30号、議案第31号、議案第32号、議案第33号、

議案第34号、議案第35号、議案第36号、議案第37

号、議案第39号、議案第40号、議案第41号、議案

第44号の以上15件の各会計決算について、これよ

り一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。本15件については、いずれ

も原案のとおり認定可決することに御異議ありま

せんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○森委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号、議

案第31号、議案第32号、議案第33号、議案第34号、

議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第39

号、議案第40号、議案第41号、議案第44号の各会

計決算15件につきましては、いずれも原案のとお

り認定可決されました。 

 以上で本特別委員会に付託を受けました平成30

年度泉南市各会計決算19件についての審査を終結

いたします。 

 連日にわたり、慎重なる御審査をいただきまし

て、まことにありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任をいただきますようお願いいたし

ます。 

 これをもちまして、平成30年度決算審査特別委

員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

午後２時１２分 閉会 

（了） 
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