平成22年４月28日●第201号

平成22年３月定例会
平成22年度当初予算

平成22年3月第1回定例会が3月1日から3月29日

9件

○一般会計

可決

○国民健康保健事業勘定特別会計

可決

○土地取得特別会計

可決

○部落有財産特別会計

可決

の充実を求める意見書が提出されました。これら

○下水道事業特別会計

可決

は、全会一致で可決されました。また、市議会に

○老人保健医療特別会計

可決

○介護保険特別会計

可決

おいて農業委員会委員４名を推薦しました。

○後期高齢者医療特別会計

可決

○水道事業会計

可決

までの29日間開かれました。
議員からは、幼児教育の無償化と保育サービス

教育立市を宣言
土地開発公社の解散を決める

人事

１件

○固定資産評価審査委員会委員

総額634億円平成22年度予算成立

同意

藤田整治氏を選任する。

その他

財政健全化を進め、
教育・定住化・活性化施策に重点配分

5件
可決

市長からは、市民公益活動支援基金条例の条例

「河内長野で子どもを育てたい。」、「河内長野に住み

制定案件１件、条例の改正案件8件、条例の廃止案

○教育立市宣言

たい。」、「河内長野を終（つい）の棲家（すみか）と

件1件、人事案件１件、平成21年度一般会計予算な

して選びたい。」といわれるまちづくりを推進するため、
教育や学びの大切さを強く認識するとともに、まちづく

どの補正案件7件及び専決処分案件2件、平成22年

りの大きな柱として、市民とその理念や目標などを共有

度予算9件（下表）、その他の案件5件など合計34

する。

件の議案が提出されました。

○公の施設（市立日野コミュニティセンター）の指定管理
可決

これらは、いずれも原案どおり可決（了承・同

管理運営を引き続き、「日野コミュニティセンター管理

意）しました。（審議結果は2・3頁に掲載してい

者の指定
運営委員会」とする。
○土地開発公社の解散

ます。）

可決

地価の下落が続いている現在において公社による公有地

◆平成22年度当初予算

の先行取得の意義は薄れていることから、平成22年度に
解散する。

会

○第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請 可決

一

平成22年度で解散する河内長野市土地開発公社の借入金

般

の償還に要する経費に充てるため、第三セクター等改革

特
会

許可を求める。
可決

別
計

線を始めとする4路線の認定。

人事

会

予 算 額

前年度比

(千円)

(％)

計

34,800,000

15.6

国民健康保険

12,689,987

2.3

246,689

112.1

部落有財産

710

△26.7

下水道事業

4,044,100

△9.9

4,813

△52.6

老人保健医療

開発行為に係る道路で市に帰属する路線である錦台11号

その他

名

土地取得

推進債を発行につき、大阪府知事に対し、地方債発行の
○市道路線の認定

計

水

１件

道
合

介護保険

6,959,491

2.2

後期高齢者医療

1,417,469

18.6

3,329,649

△32.5

63,492,908

5.7

事

業
計

(△はマイナス)

１件

○農業委員会委員

推薦

意

山中源一郎氏、西野進也氏、北浦要氏、大江禧昭氏を推
薦する。

見

書

○幼児教育の無償化と
保育サービスの充実を求める意見書
河内長野市議会
2

議 案 審 議 結 果
３ 月 定 例 会
議員提案
予算

保険料賦課限度額を47万円に、介護納付金賦課限度額を

２件

10万円に共に引き上げる。また当初2年間とされていた
被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった者に係

1件

○平成22年度一般会計予算に対する修正案

否決

意見書

可決

１件

る条例減免の適用期間の延長など。
○農林業施設事業分担金条例

可決

土地改良法に基づき本市が費用を負担する府営土地改良

（2頁下に掲載）

事業の規定を追加し、分担金の分担率の表示を変更し、

市長提案
専決処分

受益者の負担を軽減できるようにする。

３４件

条例の廃止

2件

○農地農業用施設災害復旧事業の施行計画

1件

○勤労者生活資金融資条例

承認

可決

台風第18号により被害を受けた農地及び農業用施設9箇所

昭和50年より市内在住の勤労者に対し生活に必要な資金

を復旧する計画。

の貸付けを行っていたが、民間におけるサービス内容の

○和解並びに損害賠償の額の決定

充実などにより平成4年度以降利用実績のない状況が続い

了承

ており、本条例を廃止する。

公用車と自家用車の車両物損事故について、相手方と和
解する。損害賠償額は30万71円。

平成21年度補正予算
条例の制定

7件

○一般会計（第９号）

1件

○市民公益活動支援基金条例

可決

歳入歳出2億262万1千円の増額で、予算総額は325億3724

可決

市民公益活動の支援に必要な資金を積み立てる基金を設

万7千円。主な歳出は、国の地域活性化・きめ細かな臨

置し、本市の市民公益活動の更なる活性化を図る。

時交付金を活用し、老朽化が著しい道路の舗装改修や各
中学校の会議室への空調設備の設置、ふれあい考古館の

条例の改正

改修など。また、地域活性化・きめ細かな臨時交付金対

8件

○河内長野駅前市民センター条例

象事業22事業について、繰越明許費を設定。地方債の補

可決

正は防災施設整備についてなど。

河内長野駅前市民センター内にあるノバティホールの終

○国民健康保険事業勘定特別会計(第４号)

了時間を他施設と同様に午後9時30分から午後10時に変更

可決

歳入歳出20万8千円を増額し、予算総額は、126億4177万

し、市民の利便性の向上を図る。
可決

9千円。主な歳出は、70歳から74歳までの患者負担割合の

土地開発公社が解散にあたり、緊急に公共の利益のため

引上げ凍結措置の延長に伴う高齢受給者証の再交付の経

に用地取得する時に円滑に行えるように、基金3千万円を

費など。

○土地開発基金条例

○土地取得特別会計(第１号)

増額し、土地開発基金を公社へ貸し付けをする条項を削
○日野地区環境整備基金条例

減額、一般会計から同額を繰入れた。

可決

○部落有財産特別会計(第１号)

日野地区の環境整備事業等に要する資金に充てるため設

可決

歳入歳出2万8千円の追加、総額は99万7千円。歳出は、

置された基金の一部3200万円を取り崩し、日野地区の環

公共施設の維持管理などに要する経費。歳入は利子収入。

境整備事業に充てる。
○休日急病診療所条例

可決

歳入は普通財産等貸付収入の減少により、1119万7千円を

除する。

○介護保険特別会計(第３号)

可決

可決

休日急病診療所で診療を行った診療報酬算定の規定を厚

歳入歳出それぞれ１億円の追加で、予算総額は70億8508

生労働省告示の改定にその都度対応できるものとする。

万5千円。主な歳出は施設入所者の増加に伴う施設介護サ
ービス給付費や高額医療合算介護サービス費など。

○廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

○後期高齢者医療特別会計(第２号)

可決

可決

南河内清掃施設組合と富美山環境事業組合との統合に伴

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ1028万4千円の追加、

い、南河内清掃施設組合の名称が南河内環境事業組合に

予算総額は、12億913万7千円。歳出は、低所得者に対す

変更されることから条例中の名称を変更する。

る保険料の政令軽減額を補うための大阪府後期高齢者医

○市営斎場条例

療広域連合への保険基盤安定負担金。

可決

○水道事業会計(第２号)

市営斎場の円滑な運営管理と将来的な経費の節減を図る

可決

ため、火葬の執行及び霊柩車の運行業務を含めた委託が

老朽管の更新事業に対する国庫補助金3450万円の増額に

できるようにする。

より、資本的収入の予算総額は、10億1755万1千円。

○国民健康保険条例

可決

3
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太平記をテーマとした観光都市を

議員

ベイエリアと直結する路線バスを

雅文

西部への企業誘致について︒

浦尾

質問１ まちの将来像について︒

答 今後は道路問題の解消に努め

自由民主党政新クラブ代表

問 観光振興を目的とした南河内

るとともに︑経済状況が非常に厳

問 千代田駅前︱鳴尾線の取り組

の広域協議会の設置について︒

みについて︒

ｍ

しい状況下ではあるが︑可能性を

題があるので︑十分に議論してい

運営方式︑費用負担など多くの課

答 踏切付近から駅舎までの

ら︑交通環境の改善と歩行空間の

整備計画を行い︑おおむね３カ年

シンボルロードへの取り組み

で実施する予定である︒

問

本市の身の丈に合った事業計

について︒

答

３月10日と11日の２日間、15人の議員による一般
質問を行いました。本紙に掲載しているのは、質問
部分は質問した議員が、答弁の部分は広報委員会が
まとめたものです。また、紙面の都合で質問及び答
弁の一部しか掲載していません。全文は５月下旬に
発行する会議録をご覧ください。
下の表は質問通告書の質問件名を要約したもので
す。

議

員

名

頁

①まちの将来像

①施政方針

②「楽しめるまち」への取り組み

②地域主権の取り組み

③広域行政への取り組み

③土日曜日の開庁

（自民党代表）

名

5 峯 満寿人（自民党）

頁
８

８

①公共交通のあり方
②教育立市宣言

内容
②大阪一の教育都市をどの様に作り

丹羽 実（日本共産党）

上げるのか
③平成22年度一般会計当初予算

柳田 吉範

８

①高野街道にぎわい・まち並み再生
プラン

５

（リベラル河内長野代表）

②農業振興
③住みよい街づくり

①予算編成における基本的な考え方

大原 一郎（公明党）

と施政方針
②安心安全のまちづくりを

９

①平成22年度での財政健全化の取り

③環境にやさしいまちづくりを

組み

④各種計画策定における住民参加の

楠木正成公像（観心寺）

員

（リベラル河内長野）

（自由民主党政新クラブ代表）

①平成22年度の芝田市長の施政方針

②安心・安全のまちづくり

充実を

取り組みを進めていきたい︒

質問３ 広域行政への取り組みに

現状と今後の課題について︒

富田林市及び大阪狭山市と広

ついて︒

問

答

域連携研究会を発足させ︑大阪府

から示された権限移譲候補事務に

ついて広域連携の可能性等を検討

してきた︒その結果︑ 事務を広

域連携により実施したいと考えて

年度中に南河内３市

画策定のため︑平成 年度に市域 施策との整合︑関係機関との協議︑
活性化のための土地利用等の調査︑ 調整を図りながら可能なことから

﹁楽しめるまち﹂への取

検討を行う予定である︒

質問２

花の文化園と一体化した遊具

り組みについて︒

問

花の文化園では４月にツリー

を備えた公園の併設について︒

答

ハウスや滑り台︑丸太ステップ︑

スイング遊具等を新設し︑公園と

して楽しめるよう準備している︒

高齢者福祉事業として︑花の

おり︑平成

２町１村で共同処理を行う予定で

ある︒さらには既存事務の広域連

携についても研究会で検討を進め

て行きたい︒

41

議

４ 池田 達秋

浦尾 雅文

竹田 昌史

問

文化園や関西サイクルスポーツセ

ンター︑自然休養村を気軽に利用

でき︑交通費が含まれた年間パス

市内公共交通のあり方や観光

ポートの発行について︒

答

23

答 観光振興を所管する専任機関

く必要があると考えている︒
80

の設置は︑各市町村の意思統一や︑ 探っていきたい︒

問 阪和道岸和田和泉ＩＣとのア
年度より順次︑詳細設計

により関係機関と調整を図りなが

を平成

クセス強化を視野に入れた市の南

22

一 般 質 問

南

晃（日本共産党代表） ６

①平成22年度予算と芝田市長の政治

岸本 秀俊

９

①子宮頸がん予防ワクチンの公的接
種の取り組み

姿勢

②前立腺がん

②人口減少の歯止め対策を

駄場中 大介（日本共産党） ９

③住み続けられる街づくりと社会保
障制度の充実を

①寺ケ池公園『噴水広場〜南側の

④ふるさと農道事業は中止・見直し

堤』間の整備を

せよ

②住宅地内の道路舗装計画を示せ

⑤中小企業対策

22

③市は未来を担う子どもたちの保育

⑥農業政策の充実を図れ

に責任を持て

⑦市の水道料金を値下げせよ

高岡 優子（公明党代表） ７

桂

聖

10

（自由民主党政新クラブ）

①教育

①河内長野駅周辺の活性化対策を

②経済

②市民生活の利便性の確保を

③環境
④健康

吉田 礼子（日本共産党） 10

⑤市民に見える事業仕分けと委託事

①バスダイヤを改善し利用しやすく

業の外部評価の確立

せよ

⑥大阪府からの権限委譲への対応は

②南花台のまちづくりは住民の声を

万全か

反映せよ

⑦市民・企業と協働の防災対策は万

③中学校給食は完全自校方式で

全か

増田 正博（公明党）
①市民の生命と健康を守るワクチン
の普及
②税収等の本市収納のあり方
③空き農地等の農業振興施策

4

７

角野 雄一（日本共産党） 10
①市民窓口センターを存続せよ
②いつまでも快適に暮らせる公営住
宅に
③道路・交通対策

代表 質問

昌史
議員

さらなる﹁職員数・給与﹂改革と
官民格差への対応
竹田

予算編成を行なったとあるが︑公

自民党代表
質問１ 平成 年度芝田市長の施

今後も計画的︑総合的に人材

は人材の確保に尽きるがどうか︒
答
の育成を推進するとともに︑外部
も含め有用︑有能な人材の積極的
な登用を図っていきたい︒
教育立市宣言について︒

教育立市宣言で﹁大阪一﹂に

質問２
問

なれるわけがないのは承知してい

務員改革︑特に官民格差への対応 る︒どのような戦略で︑努力・予
が見受けられないのが残念である︒ 算・時間を費やされるのか︒

市内小・中学校区の現状を見

携の視点を踏まえ対応していく︒

問

て︑特に集団教育が不可能な少人

数学級を抱える当市にあって 地｢域
ごとに特色ある教育が可能になる ｣

各学校が子どもや各校区の実

と考えるか︒

答

態を踏まえた教育計画を実施する

ことによりでき上がってくると考

えている︒また︑教育委員会では

譲を求める北摂５市町の広域連合

をも視野に入れた府からの権限委

産や地域の様子を学ぶ﹁ふるさと

の育成とともに地域にある文化遺

や地域を愛し︑国を愛する子ども

政方針内容について︒
問 市長が先導的に進める施策・

組むプランを作成中である︒確か

のあり方をどのように考え︑参考

伝統や文化を大切にし︑ふるさと

な展望を持った戦略と計画に基づ

にされるのか︒

教育委員会では中期的に取り

答 平成 年度に抜本的な給与構

き︑次代を担う人づくり︑本市の

答

事業である４Ｋのリーデイングプ
ランは︑新規事業として当初予算 造改革を実施し︑以後︑給料や地
のうち金額構成比からみて妥当か︒ 域手当︑期末勤勉手当を改定して

魅力の向上と市の活性化を教育の

学﹂の導入も計画しており︑これ

答 限られた財源を優先的に振り きた︒基本的に民間との均衡は図
分けることができたと考えている︒ られていると考えている︒

らにより特色ある教育も推進して

新年度予算は財政調整基金を

収入に見合う支出を基本に︒

問

歳入に見合う歳出を基本に財政健

取り崩さない目標で編成してきた︒

質問２ 環境にやさしい町づくり︒ 答

スーパー等のレジ袋有料化に

全化を進めていく︒

問

各自治会との要望調整を︒

今後︑先進自治体を参考に取

り組み方法等を検討していく︒

すべての自治会の要望を把握

答

むけ市主導の取り組みを︒

問

考えている︒

他の自治体や国・府の動向も

いけると考えている︒

問 観光振興︑若年カップルの定

教員採用・異動・処分と給与

答

問 財政健全化プログラム︑各会

問

吉範

議員

住︑大阪一の教育都市達成も最後

柳田

安心安全の拠点確保優先を
リベラル河内長野代表

問 アイドリングストップ徹底を︒ 答
等と締結している︒今後も各分野

急医療情報システムや南河内南部

型のホームが

答

床づつ開設予定

23

太陽光発電・雨水利用等の積

極的に啓発していきたい︒
問

まえ︑多くの市民の想いが生かさ

れる予算編成に努めていく︒

高齢者が安心して住み続けら

答

問

き︑高齢者の尊厳と権利を守る仕

高齢者保健福祉計画等に基づ

組みづくりを重点課題としながら

施策の充実に取り組んでいく︒

質問３ 予算編成における基本的

な考え方と施政方針について︒

での利用の可能性を探っていく︒

極的取り組みを︒

議会の要望や市民意識調査等を踏
の企業ときめ細かい防災協定を結

するのは現実的に困難であるので︑

質問１ 安心安全のまちづくり︒

び連携を密にしていきたい︒

年度には出前講座も計

問 まずは消防防災拠点施設の建

問 救急医療体制について︑住民
う努力していきたい︒

平成

設をすべきではないか︒

の不安解消を︒

風力などの賦存量を調査し︑本市

答 第１歩として太陽光や小水力︑ れる施策の実施を︒

答

答 アクセス道路の整備とセット

問
夜間小児科救急診療体制を活用し

22

画しており︑環境問題について積

で進められているので︑切り離し

ついて︑現状と今後の対応策は︒

問 民間企業等との防災協定の締

ながら関係機関が連携して︑円滑

年に地域密着

結状況と︑その周知を︒

であり︑待機者解消につながると

年と

答 現在︑米友会やスーパー︑建

な受入態勢の充実強化が図れるよ

29

平成

設業者︑レンタル業者︑葬儀業者

特別養護老人ホームの入所に
答 今後︑ 時間活用可能な府救

22

て考えるのは難しい︒

消防防災拠点の建設予定地

派の要望︑市民ニーズを踏まえた

分野から全力で担っていきたい︒

教育立市への戦略は

見守りながら︑南河内での広域連

18
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