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  令和元年１２月３日（火曜日）  午前１０時 開議 
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議事日程第２号 

    令和元年１２月３日（火曜日）午前１０時 開議 

 

日程第 １ 一般質問 

    （散  会） 
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開  議 

 

○大沢芳朋議長 出席議員は定足数に達してお

りますので、これより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第２号によって進めます。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

日程第１ 一般質問 

 

○大沢芳朋議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、４番守岡等議員。 

〔４番 守岡 等議員 登壇〕 

○４番 守岡 等議員 おはようございます。

議席番号４番、守岡等です。 

 私は、最初に豪雨対策についてお伺いします。 

 台風第１９号は全国各地に甚大な被害をもた

らしましたが、過去最大の２４時間降水量を観

測した地点が全国１０３カ所に上っています。 

 本市において大きな被害は避けられたものの、

警戒レベル３に相当する避難準備・高齢者等避
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難開始が出され、警戒レベル４に相当する避難

勧告も出され、実際に避難所に避難する方も３

００人以上いらっしゃいました。 

 過去において、本市でも浸水被害が発生し、

とりわけ河川周辺の住民は大雨が降るたびに不

安を募らせています。特に、河川が合流する地

帯はバックウオーター現象が生じ、水があふれ

やすい要因として注目度が増してきています。

市内の河川は県の管轄ということで、市として

も繰り返し改修・整備を要望してきた経緯があ

りますが、川底への土砂の堆積や上流の森林間

伐、河川周辺の倒木などは継続的に整備してい

かなければならない課題であり、今後も引き続

き整備・改修を要望していただきたいと思いま

す。 

 特に、本市の中心部はかなりの部分が浸水想

定区域となり、雨水の貯留や排水路の整備など

国や県の協力で抜本的に改善を図る必要があり

ます。 

 また、今回の台風第１９号の豪雨対策に当た

っても、本市として対策本部を設置し、必要な

勧告を出すなど迅速な対応が図られたと思いま

す。ただ、市内全域のうち、浸水が想定される

区域と土砂災害警戒区域に出された「避難勧

告」がテレビのテロップでは「市内全域が対

象」と流されまして、市民の間に少なからず動

揺が生じました。市のホームページでは詳しく

示されていましたが、非常に複雑でわかりにく

かったのも事実です。恐らくテレビ局では字数

制限もあり、詳しく検討しないままテロップを

流したのだと思いますが、正確な情報伝達とい

う点で課題を残したのではないかと思われます。 

 また、災害時要援護者支援においても、市で

策定された計画について十分具体化が図られて

いない自主防災組織もあるなど、今後の改善点

も示されました。 

 さらに、他市の事例を見ると、実際の水害を

想定した罹災証明とそれに当たる職員体制の整

備、復旧に当たる職員の勤務・給与体系など、

整備していく課題もあります。 

 全国各地で甚大な被害をもたらした台風第１

９号ですが、台風の進路が少しずれれば、本市

にも甚大な被害を及ぼしたであろうことから、

しっかりとした豪雨対策をとることが求められ、

問題提起するものです。 

 まず最初に、気候変動に伴う洪水ハザードマ

ップの改訂についてであります。 

 毎年のように豪雨被害が発生する要因が昨今

の研究で明らかになっています。豪雨の要因と

しては、熱帯から伸びる水蒸気の帯が海水温度

の上昇によって以前よりも発生しやすくなって

いること、そして大気の状態を不安定にし、上

昇気流を引き起こす切離低気圧が記録的な降水

量の背景にあることが明らかになってきていま

す。 

 そして、昨今の豪雨被害は、これまでその地

域では起こらなかったような雨が降る現象、す

なわち降水極端現象であることが研究者の事例

分析で明らかになっています。東京大学の研究

者が緊急にまとめた報告書「平成３０年７月豪

雨に関する資料分析」は、岡山県高梁川水系な

どでは２４時間で５００年に一度と言われるほ

どの降水量が記録されていたことを突きとめま

した。また、全国各県の降水量観測を積算する

ことにより、広島県も５００年に一度、岡山県

は１００年に一度の降水量であることが明らか

になりました。つまり、非常に極端な豪雨状況

になっているということです。 

 こうした状況のもと、平成２７年の水防法改

正により、国、都道府県または市町村は想定し



－１４－ 

得る最大規模の降雨・高潮に対応した浸水想定

を実施し、市町村はこれに応じた避難方法等を

住民等に適切に周知するためにハザードマップ

を作成・改訂することが必要となりました。こ

れまでの洪水ハザードマップの総雨量は、数十

年から１００年に一度レベルの想定でしたが、

これを１，０００年に一度レベルに対応した洪

水ハザードマップをつくらなければなりません。 

 最近の相次ぐ水害は、「想定を超える災害が

いつ起きてもおかしくない」という状況であり、

地域住民がみずからの命を守る上で、ハザード

マップは不可欠なものです。現在の状況に即し

てハザードマップを改訂し、新たに早期の立ち

退き避難が必要な区域、浸水の深さや継続時間、

要配慮者利用施設などを表示し、市民に公表し

ていく必要があると考えますが、市長の御所見

をお示しください。 

 次に、指定緊急避難場所の指定の見直しにつ

いてです。 

 現在、本市においては、公共施設を中心に２

７カ所が洪水の指定緊急避難場所として指定さ

れています。実際に、台風第１９号に伴う豪雨

においては、避難場所を移動しなければならな

い事例が全国各地で発生しましたし、本市にお

いても、南小学校や体育文化センターが指定緊

急避難場所になっていたにもかかわらず、台風

第１９号豪雨においては、避難所となりません

でした。南小学校付近は水が滞水している状況

で、もう少し降雨が続けば浸水するおそれもあ

る状況でした。 

 また、豪雨が予想される中でも、屋外に避難

するのではなく自宅の２階に避難することを希

望した高齢者が相当数いましたが、浸水の深さ

も今後表示されることから、こうした面も考慮

した避難場所の設定が求められます。こうした

状況のもと、新たな避難場所の模索や他市の公

共施設や民間の商業施設、大規模工場との連携

協定も必要になっているのではないでしょうか。 

 想定雨量が１，０００年に一度レベルに対応

した指定緊急避難場所の指定の見直しを行い、

市民に公表していくことが必要ではないかと考

えますが、市長の御所見をお示しください。 

 次に、大きな２番目として、温泉健康施設の

問題です。 

 上山市の財政状況から見た温泉健康施設事業

計画の中止についてであります。 

 令和元年の６月定例会において、私は「発生

主義・複式簿記」の地方公会計制度による「平

成２９年度上山市の財務諸表」に基づいて、以

下のような本市の厳しい財政状況をただしまし

た。 

 まず１つとして、負債が一般会計で約２２０

億円、連結会計で約３４３億円にも及んでいる

こと。 

 ２、住民１人当たりの負債額は一般会計で１

人当たり７１万８，０００円で、総務省関係者

が平均値として示している３０万円を大きく上

回っていること。 

 ３、平成２９年度末の状況では、本市の地方

債償還支出が１４億円であるのに対し、地方債

発行収入は約２６億円で、地方債の償還が進ん

でいないこと。 

 ４、債務残高を減らすためには、基礎的財政

収支、いわゆるプライマリーバランスが黒字で

あることが求められているのに対し、本市の基

礎的財政収支はマイナス９億７，４００万円で、

借金頼みの財政であること。 

 ５番目として、債務償還可能年数が１０年と

基準値を上回っていること。 

 ６番、有形固定資産減価償却率、いわゆる資
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産老朽化比率が５７．２％と、建物や設備の半

分以上が帳簿上の価値を失っていること。 

 こうした厳しい財政指標を指摘し、今後本市

が目指す財政方向は、負債を減らすことに主眼

を置き、事業展開は負債をふやすような大型事

業ではなく、人口減対策に結びつく教育や社会

保障など市民生活直結の事業展開を図るよう提

案しました。 

 今回改めてお聞きしたいのは、「平成３０年

度上山市の財務諸表」についてです。 

 先ほど示した１一般会計及び連結会計の負債

状況、２住民１人当たり負債額、３地方債償還

支出と地方債発行収入、４基礎的財政収支、５

債務償還可能年数、６有形固定資産減価償却率

は、どのような状況になっているでしょうか。 

 各種指標の中でも、「債務償還可能年数」を

総務省、財務省でも重視しており、自治体財政

健全化の判断資料にしているようです。 

 これまでは地方債をコントロールするために

「起債制限比率」が用いられてきましたが、地

方債には元本据え置き期間があるために、起債

制限比率はすぐには上昇しないという問題点が

ありました。また、下水道会計などにおける一

般会計で負担すべき地方債、第三セクターや土

地開発公社の負担、退職給与引当金など、起債

制限比率には反映されない「隠れ借金」とも言

うべき問題もあります。こうしたことから、起

債制限比率のみを指標とする財政運営を続ける

ならば、気がつかないうちに隠れ借金が膨れ上

がり、財政破綻を招く事態に陥ってしまいます。 

 こうした欠点を補うために新しく出された指

標が「債務償還可能年数」です。この債務償還

可能年数は、「実質的な債務が償還財源上限額

の何年分であるかを示す指標」とされています。

判定目安としては、９年から１２年が要注意自

治体、１２年から１４年が危険な自治体、１４

年を超えると危機的自治体と判定されます。 

 宮城県の涌谷町は、健全化比率では問題なか

ったものの、債務償還可能年数が前年の８．３

年から２０１７年度には１７．８年と悪化した

ため、２０１９年１月に財政非常事態宣言を出

し、破綻を免れたということです。 

 本市において、令和２年度からは庁舎耐震化

事業の償還等も始まりますが、今後本市におい

ても債務償還可能年数を指標とした債務管理が

求められているのではないでしょうか。平成２

９年度時点での債務償還可能年数が１０年とい

う要注意自治体になっている中、地方債をふや

すことは大変問題があります。 

 また、資産老朽化比率が５０％を超える中、

公共施設の維持・更新も大きな課題になります。

今後４０年間に１，１４０億円必要になります。 

 人口減少も他市に先駆けて進行しています。

山形県が発表した令和元年１０月１日現在の人

口と世帯数推計値では、本市の人口は３万人を

切る２万９，７７４人となっております。こう

した人口減少に対応し、当然税収は減り、消

費・経済は停滞し、市の財政も今以上に苦しく

なるのは必至です。 

 現在においても、既に公表されている平成３

０年度決算に基づく経常収支比率は９５．２％

と前年度よりも３ポイント、基準値をも大きく

上回り、本市の財政が著しく硬直していること

を示しています。自由に使える部分が４．８％

しかない財政状況のもとで、やはり優先すべき

は少子化対策、福祉の充実ではないでしょうか。 

 また、温泉健康施設全体の事業予算について

も、平成２８年度の議員研修会において１５億

円程度と示されただけで、具体的なものがいま

だに示されていません。開設後の収支計画も示
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されていません。また、温泉健康施設に付随し

てクアパーク構想も出されましたが、この事業

についても具体的構想・予算が示されていませ

ん。このような事業予算がはっきりしない中で、

温泉掘削や事業所募集が先行して行われている

という本末転倒なやり方に市民は不信感を募ら

せています。 

 私たち日本共産党上山市委員会がことし１月

に行った市民アンケートでも、市政に求めるも

のは第１位、医療・介護・福祉の充実、第２位、

税・保険料の軽減、第３位、人口減対策となっ

ています。温泉健康施設については、「つくる

べきではない」が６３％。その理由として、赤

字が心配、財源を福祉に回すべき、運営主体が

不明確といったことが挙げられています。これ

が市民の標準的な考え方だと思います。 

 厳しい財政状況のもとで、大型の事業に取り

組むことは、本市の財政を破綻に追い込むこと

につながりかねません。温泉健康施設事業計画

は中止し、市民生活に直結する事業を優先すべ

きだと考えますが、いかがでしょうか。市長の

御所見をお示しください。 

 以上で第１問とします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ４番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、気候変動に伴う洪水ハザードマップ

の改訂について申し上げます。 

 現在、水防法改正を踏まえた想定最大規模降

雨時の浸水想定区域に対応した洪水ハザードマ

ップの改訂を進めており、令和２年４月を目途

に防災ファイルの改訂版として全戸配布を行い、

市民へ防災・減災に関する情報提供を行ってま

いります。 

 次に、指定緊急避難場所の指定の見直しにつ

いて申し上げます。 

 指定緊急避難場所の指定の見直しにつきまし

ては、現在進めております水防法改正を踏まえ

た洪水ハザードマップの改訂において見直しを

行ってまいります。 

 なお、洪水が発生または発生するおそれがあ

る場合の指定緊急避難場所につきましては、前

川・須川の西側は上山小学校を主要な指定緊急

避難場所とし、東側についても周辺地域の施設

の活用も含めて、さらに調査研究をしてまいり

ます。 

 次に、上山市の財政状況から見た温泉健康施

設事業計画の中止について申し上げます。 

 施設整備後の負担額を反映した財政見通しで

は、持続可能な財政運営を維持できる見込みで

あることから、令和４年度の供用開始に向けて

事業を推進してまいります。 

 なお、平成３０年度の財務諸表につきまして

は、１２月中に概要版を公表する予定でありま

す。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 まず、豪雨対策につい

てでありますが、昨今の豪雨被害がいわゆるバ

ックウオーター現象という２つの河川が交わる

地点が非常に危険な区域であるということが言

われています。ハザードマップ自体にこうした

危険区域、バックウオーター現象が生じる可能

性を示すようなそういった記載はあるのでしょ

うか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 特にバックウオーター現

象が生じる危険性というわけではありませんけ

れども、浸水の危険性が大きい部分という部分

は表記されるものと考えております。 
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○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 それで、今までのハザ

ードマップと一番違うのは、洪水の深さとか、

あるいはその継続時間が示されることだと思う

んですけれども、本市で今想定しているハザー

ドマップにはそうしたものも記載されるのでし

ょうか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 ハザードマップ自体には

当然そのようなものは記載されます。ただし、

皆様に全戸配布する予定の防災ファイル、こち

らのほうについては、情報量はある程度限られ

るものですから、どういったものを記載するか

については精査したいと考えております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 そうすると、このハザ

ードマップというのはかなりちょっと大き目の

ものが想定されると思うんですけれども、これ

を全戸に配布するということではなくて、マッ

プ自体は地域ごとに配布するという、こういう

理解でよろしいでしょうか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 マップ自体は具体的に言

えば８４センチ掛ける１２０センチぐらいの非

常に大きなものになります。こちらのほうを全

戸配布はしないで、各施設等のほうに張り出し

てもらうように主に使いたいと考えております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 それで、今回、豪雨対

策ということで、１，０００年に一度を想定し

た、まず想定し得る限りの最大のやっぱり対策

が必要だということなんですけれども、今回の

豪雨で、前川では１メートル９２センチまで水

位が上がったということで、あと８センチで氾

濫危険水位、いわゆる避難勧告基準に到達する

という、非常にぎりぎりの状況だったようです。

平成２６年７月の豪雨では、２メートル８４セ

ンチと大変水位が上がったんですけれども、こ

れには及ばなかったものの、大変危険な状況だ

ったということで、付近の住民は本当に一晩不

安な一夜を過ごしたようですけれども、やっぱ

り一番付近住民が恐れている河川の氾濫です。

これに対応する対策というものを今後も引き続

き県に要望していくということで、よろしいで

しょうか。 

○大沢芳朋議長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 議員おっしゃったとおり、

これまでも河川のしゅんせつ、土砂のならし、

そういった作業につきましては要望しておりま

すけれども、今後につきましても同じような考

え方で要望してまいります。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 これがやっぱりなかな

か進まなくて付近住民が非常に不安を募らせて

いる要因になっていると思うんですけれども、

最近の新聞報道で、山辺町の須川で、この河川

掘削で出た土砂を使って堤防を高くして、そし

て洪水発生時には川沿いの特養利用者の避難道

として活用できるように国交省と山辺町が整備

事業を進めているというような新聞報道ありま

したけれども、このように国との連携を上山市

でも積極的に進めてハザードマップの前提条件

を整備するような、こういうこと、考えはおあ

りでしょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今のお話によりますと、例

えば上山市に置きかえると、ちょっと前川はで

きませんよね、砂利でするということは。です

から、今県に対してはしゅんせつというような

ことで、担当課長は話しませんでしたけれども、
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来年度につきまして前川等についてやっていた

だくような情報もいただいております。そうい

うことを県議を通して管理者である県に対して

まず要望してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 よろしくお願いしたい

と思います。 

 続きまして、指定緊急避難場所の指定の見直

しということで、新たな避難場所、上山小学校

を中心にということになると思うんですけれど

も、やっぱり今回の豪雨被害各地の状況を見ま

すと、避難所に入れないという人が相当数いた

ようです。だから、今後、大規模な災害が生じ

た場合、上山小学校だけでは当然無理だと思う

んですけれども、その辺の見通しをどのように

お考えか、お聞かせください。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 本市の避難場所が不足す

る場合は、他自治体の避難場所への広域避難な

ども含め、また周辺施設の活用、もしくは自動

車で避難する方については高台のほうに避難し

てそのまま自動車の中にいていただく、もしく

は浸水が想定されない地域にある親戚や知人の

家に避難してもらう、そういった多彩な避難の

方法も考えながら検討したいと思っております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 ぜひ避難所に入れない

ということはないようにお願いしたいと思いま

す。 

 次に、温泉健康施設の問題ですけれども、先

ほどの市長の御回答では持続可能な財政運営が

維持できるということなんですけれども、その

ために市民の暮らしが犠牲になることを私たち

は心配するわけです。特に、平成３０年度の財

務諸表がまだ出ていないということで、これが

はっきりするまではやっぱり事業の凍結を行う

べきだと考えますけれども、何のための財政指

標なのかということが問われると思います。や

はりこれがはっきりするまでは凍結すべきだと

考えますが、いかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今のお話の中で、市民が犠

牲になるとか、負担になる事業展開なんて我々

するわけがございません。やはり例えば今回の

温泉健康施設にいたしましても、市民の健康増

進ということなわけで、今進めているクアオル

ト事業のいわゆる拠点施設ということですから、

犠牲になるような政策を我々がするわけがござ

いませんし、今までの中での大きな負担の中に

は、やっぱりこの市役所の耐震が１８億円もか

かった。あと、お城も１億円何がしかかった。

さらにまた１億円何がしかかりますが、そうい

ったところの負担も大きいということと、あと

何よりもやはり競馬場跡地の負担です。四十数

億円の中で、また市内の製薬会社には土地を買

っていただきましたけれども、なお十数億円が

残っているとか、そういったことが大きな足か

せになっているという部分もあります。ですか

ら、そういう中でもありながら、やはり何もし

なければ数字はよくなると思いますが、やっぱ

り市民のためといいましょうか、市民が本市に

住んでよかったと、これからも住み続けたいと

いうような政策ということでありますので、そ

ういう意味におきましては、十日町にも子育て

世代の賃貸住宅も整備いたしますし、市民の福

祉のために全くやっていないということではな

いので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○大沢芳朋議長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 財務諸表について申し上
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げます。 

 市長答弁では１２月に概要版ということでご

ざいましたけれども、できる限り早く議会のほ

うにお示ししたいというふうに思いましたので、

主要なものになりますけれども、あるいは速報

値的なものになりますけれども、常任委員会の

ほうで一定のものをお示ししたいというふうに

考えてございます。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 その中で、特に債務償

還可能年数という財務省、総務省が推奨してい

る指標、これは出してもらいまして、平成２９

年度、平成３０年度ともに１０．０年という非

常に高い数字、財務省の判断基準でいうと要注

意自治体のレベルだということが明らかになり

ました。既に平成３０年度の決算ベースで経常

収支比率が９５．２％と、非常に硬直した状況

が示されましたけれども、今研究者は債務償還

可能年数を縦軸にとって、そしてこの経常収支

比率を横軸にとって、すなわちこの中長期的な

判断指標と単年度の資金繰りの状況を組み合わ

せた非常にすぐれた財政分析を行っているよう

ですけれども、その中で、その指標を見ると本

市は、ＡＡＡからＢＢＢまでの６段階あるんで

すけれども、一番格付の低いＢＢＢランクに位

置されています。非常にこの財務諸表から見て

も、資金繰りの状況から見ても、厳しいという、

こういう認識には変わりないですか、市長。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 おっしゃるとおりでござい

まして、厳しくないという状況ではありません。

やはり厳しい状況であるということは我々も認

識しておりますし、ですから来年度の予算編成

も踏まえまして、あるいは事業展開も踏まえま

して、その点については気を配りながら、来年

度に向かいたいというふうに考えております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 前回の議会でも市長の

ほうからクアパーク構想というのが示されまし

たけれども、市報にも掲載されております。こ

のクアパーク構想の予算規模というのはどれぐ

らいになるんでしょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 クアパーク構想でございま

すが、これから県との交渉でございます。その

中で、いわゆる県が貸してくれるのか、あるい

は買ってほしいと言うのか、その辺なんかもあ

ります。ですから、その辺の交渉次第で予算が

変わってくるわけでございますが、しかし、ク

アパーク構想も単年度で全部整備するというこ

とではございません。やはり長い年月をかけて

やっていくという構想でございますので、現在

試算しているところでございますが、そういっ

た状況が変わることによって、また予算も変わ

ってきますので、ここでは差し控えたいと思い

ます。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 いわゆる地方債という

のはそういう据え置き期間というのがあって、

先ほど言った庁舎耐震工事も据え置き期間が終

わって来年度からですか、２億円ぐらい、２０

年間、そういうふうにずっとこの積み増し積み

増しで、なかなかこれまでには地方債の状況が

わからなかったわけですけれども、このいわゆ

る発生主義・複式簿記の公会計制度によって地

方債がもう２８０億円に膨れ上がっているとい

う、これがもう一目瞭然にわかったわけなんで

す。だから、これまでの単年度の見方から複数

年度の見方にシフトしていかないと、ますます

この地方債が膨れ上がって、にっちもさっちも
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いかなくなる状況になるんじゃないかというこ

となんです。だから、この温泉健康施設につい

ても、多分債務負担行為ということで複数年度

の構想が出てくるんだと思いますけれども、あ

くまでも地方債全体のそういう見通しのもとで

事業展開しなくちゃいけないと考えています。 

 そこでお尋ねしたいのは、この温泉健康施設

の債務負担行為ということで示されると思うん

ですけれども、この限度額は幾らぐらいになる

予定なんでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 債務負担行為額につ

きましては、現時点で令和２年度からの１７年

間の期間を見込んでおりまして、およそ１６億

円程度と考えております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 大変びっくりしました。

さらに１６億円の負債が積み重なるということ

で、本当にこのままで大丈夫なのかどうか心配

です。 

 私、温泉健康施設という、いわゆる予防医学

に基づいて健康寿命を延ばし、そして医療費抑

制にもつながるということで、本場ドイツでは

そういう予防医学というものが非常に発達して

いまして、そういうところから出てきた発想、

この理念そのものは非常に評価するものなんで

す。そこで、ちょっといろいろ調べてみた結果、

今国のほうでそうした保健予防活動というもの

を強化して健康づくりを進めて医療費抑制を図

るという、こういういわゆる保険者努力支援制

度というものがありますけれども、来年度予算

はこれを今年のを倍増して１，５００億円にす

るというような国の予算も示されていますけれ

ども、今回のこの上山市の温泉健康施設がそう

した国のいろんな交付金なり補助金を活用でき

るという見通しがどうなっているのか、お知ら

せください。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 国の交付金につきま

しては、現在、２分の１の補助率の交付金を活

用できる可能性が出てきておりまして、現在国

と協議を進めているところでございます。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 こうしたさまざまな交

付金、補助金を活用した全体の事業計画予算、

これがいつごろ示されるのか、本当に市民は不

安に思っているんですけれども、この見通しは

どうなんでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 先ほど債務負担行為

のおおよその額をお示しいたしましたが、総事

業費を含めまして、運営の見通し等、議会に対

しまして改めて説明の場を設けさせていただく

予定にしております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 そうすると、我々が温

泉健康施設というものを判断する資料として今

出された財務諸表と収支計画も含めた債務負担

行為、こうしたものを勘案して議論するという、

こういう理解でよろしいですか。 

○大沢芳朋議長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 財務諸表についてだけち

ょっと御説明いたします。 

 基本的に財務諸表の重立ったものは貸借対照

表に、行政コスト計算書と言っていますけれど

も、損益計算書になるわけですけれども、これ

は結果であります。平成３０年度の結果という

ことで、これからどういうふうになっていくか

は、当然一定の資料にはなるんですけれども、

これからさまざまな国からの交付金や有利な起
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債等も使っていく場合には、そこから読み取れ

るものというのは限界があるのかなということ

だけちょっと心配なものですから、発言させて

いただきました。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 いや、私がそこにこだ

わるのは、平成２９年度の財務諸表でも、例え

ばこの減価償却というのが初めて考えが示され

て、本市のそういう公共施設整備の状況という

のがわかってきたわけです。さらに、退職手当

金の積立金が７億円も不足しているということ

がやっぱりこの貸借対照表を見ると一目でわか

るわけです。こうした大変な状況が平成３０年

度の財務諸表ではどうなっているのかというの

はやっぱり見てみないと、本当に本市の財政を

判断する基準ということでは明確でないわけで

すよね。それをやっぱり示してもらわないと、

ちょっと本市の財政状況は正確な状況がわから

ないと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 ただいま例に出されまし

た退職手当組合負担金の不足額というのは、今

現在全職員が一斉にやめた場合に不足するとい

うことで、今後退職していく人の分が不足して

いるという意味ではございませんので、そこら

辺の部分について若干訂正させていただきます。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 だから、それは当然の

話でありまして、公会計上、貸借対照表という

のはその全額をまず計上してその積立金もきち

んと計上するのが普通の会計なわけですよね。

だから、そういうふうに本当に本市の財政状況

から見てどうなのかということです。これはや

っぱりきちんと判断していく必要があると思い

ますし、まずその資料を整備してもらって、将

来のランニングコストも含めて本当に大丈夫な

んだという、こういう判断を下した上でやっぱ

り事業展開をすべきだと思いますので、その辺

のことをよろしくお願い申し上げまして私の質

問を終わります。どうもありがとうございまし

た。 

○大沢芳朋議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１０時４１分 休 憩 

                  

    午前１０時５１分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１２番枝松直樹議員。 

〔１２番 枝松直樹議員 登壇〕 

○１２番 枝松直樹議員 議席番号１２番、会

派、市民クラブの枝松直樹であります。 

 今回は現行の温泉健康施設建設計画の事業計

画の撤回を求めるということで、質問させてい

ただきます。 

 私は、純粋に一市民の目線で、現行の計画に

反対いたします。 

 今回の計画は、中心市街地が壊れている中で

の巨額な投資であり、後の世代に負の遺産とし

てツケを残すことが強く懸念されます。このこ

とは今までも指摘したことでありますが、私の

懸念を払拭するような当局の説明はありません

でした。 

 今回の質問に当たり、平成２９年３月定例会

における私の一般質問の議事録を読み返してみ

ましたが、２年９カ月を経過した現在も、その

ときの疑問は払拭されておりません。 

 来年１月９日に入札の公告が行われるという

のに、いまだに市民はおろか議会へも核心であ

る収支の問題が説明されておりません。このよ
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うな建設計画に賛成しろということ自体に無理

があるのではないでしょうか。議会はどうして

いるんだという市民の声が私にも寄せられてお

ります。 

 そこで、今回の質問では、建設計画の現状が

どう進んでいるのか、要求水準書に盛られた内

容、建設後の運営の採算性などについて質問す

る中で、建設計画の全体像を明らかにし、懸念

されている点について市民にわかるように示す

ことができればと考えております。 

 それでは、最初に、建設計画の市民への情報

提供不足についてであります。 

 温泉健康施設の建設は、行政レベルでは着々

と進んでいるようですが、市民レベルではこと

しの６月１日付の市報以降、市民に向けた市か

らの発信がないために計画は頓挫したのかとの

臆測も飛んでいる状況であります。 

 これが上山市の一大プロジェクト「市の命運

をかけたプロジェクト」の姿と言えるのでしょ

うか。市民に今か今かとオープンに期待を持た

せるものでなければならないと私は思っており

ます。 

 ２年９カ月前の平成２９年３月定例会でも、

建設に当たっての市民の合意ができているのか

ということを質問したのですが、この点につい

て改めて質問いたします。 

 予定では令和２年１月に入札公告を行い、新

年度に入ってから入札を経て来年７月に事業者

が決定し、その後設計、令和３年７月から建設、

令和４年１０月オープンというスケジュールで

ありますが、この段階に来ても一体どのような

施設ができるのか理解していない市民が結構多

いのには驚かされます。また、プールやジムに

は関心がなく、日帰り入浴施設のみを待望して

いる方々が多いのが現実であります。 

 市の説明によれば、施設建設の目的と理念に

ついて次のように説明をされております。 

 「市民の健康増進と健康寿命の延伸を図るた

め、子どもから高齢者までの幅広い世代の市民

が楽しみながら、さまざまな運動プログラムに

よる健康づくりや介護予防等に取り組める水中

運動用温泉プールを有する健康施設を整備いた

します。また、交流人口の拡大も目指し日帰り

温泉施設を併設いたします」と説明しておりま

す。 

 率直に申し上げて、私が市民と対話する中で

感じることは、市が考えていることが市民に理

解されていないとともに、市民の多くが望んで

いる施設建設ではないということであります。 

 平成２９年３月定例会の私の質問に対し、市

長は、「今後につきましては、市報等を通して

周知しながら施設の運営、機能等について御意

見を頂戴し、さらなる合意形成を図ってまいり

ます」と答弁されました。私は、市民への丁寧

な説明がなされ市民の理解が深まることを期待

したのですが、２年９カ月が経過した今でも市

民の理解は進んでいるとは思えません。 

 そこで、市民が納得のいく施設建設を望む観

点から伺います。建設に当たっての市民の合意

は得られているとお考えでしょうか、その根拠

もあわせてお示しください。 

 次に、源泉について伺います。２号源泉のみ

の温泉利用ということについて伺います。 

 日帰り入浴施設用に深さ１，２５６．８メー

トルの１号源泉、プール用に深さ４８０メート

ルの２号源泉を掘削しました。結果、１号源泉

は、目標とした毎分１５０リットルの湯量に対

し、約半分の８４リットルの湯量しかありませ

んでした。一方、２号源泉は、目標の毎分４５

０リットルに対し、８０７リットルの湯量がご
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ざいました。 

 そこで執行部では、本来２号源泉はプール用

だったのですが、湯量が多いことからこれを電

気で加温して入浴用にも使用するという決断を

したのです。つまり、１号源泉は無駄になって

しまったのです。掘削費用約１億円が無駄にな

ったということであります。 

 要求水準書では、事業者は２本の源泉を無料

で使用することができると記載されており、１

号源泉の使用は事業者に委ねるとしていますが、

恐らく１号源泉を使う事業者はあらわれないで

しょう。 

 本年８月３０日に開かれた議会への執行部の

説明では、２号源泉のみを使用することで経費

が抑えられるとの説明でした。加えて、「１号

源泉の湯量が少ないから使用しないのではな

い」との説明がありました。 

 しからば、「１号源泉の湯量が少ないから使

用しないのではない」とするならば、仮に１号

源泉の湯量が目標どおり出ていたとしても使用

しないということになったのでしょうか、伺い

ます。 

 また、泉質ですが、２号源泉の泉質は単純泉

であり、あったまりの名湯、かみのやま温泉と

は全く別物であります。これを入浴用として使

用することで、入浴客は満足するのでしょうか、

市長の御所見を伺います。 

 また、１号源泉の掘削費約１億円が無駄にな

ったと思いますが、このことについても市長の

御所見を伺います。 

 次に、施設利用者の想定とその妥当性につい

て伺います。 

 私は、常任委員会や会派あるいは個人で、水

中運動を実施している施設の視察を重ねてまい

りました。本市の施設は、水中運動ができるプ

ール、運動器具を備えたジムとスタジオ、そし

て日帰り入浴施設など、フルスペックとも言え

る、人口規模からして身の丈以上との感想を持

つものであります。ここまでの巨額の投資は必

要でしょうか。 

 施設建設の手順としては、上山市の健康課題

は何かを明らかにして、それに対応するために

はどういう運動プログラムとどういう施設が必

要なのかを市民に提示し、そこから建設に向け

てスタートするのが筋ではないでしょうか。つ

くるつくらないは、市民が決めるのであります。 

 この健康増進施設は「子どもから高齢者まで

の幅広い世代の市民が楽しみながら取り組める

施設」との説明であり、多くのソフト事業は事

業者の提案に委ねているところがあるようです

が、要求水準書に例示があるプールを利用した

水中ストレッチプログラム以外のプール利用と

ジム、スタジオ及び日帰り入浴施設のそれぞれ

の想定している利用者は、どういう人たちで、

人数は何人なのか、またコアとなるターゲット

はどの層なのでしょうか、伺います。 

 また、体育文化センターにはトレーニングル

ームがあります。そして、民間の競合する施設

が市内には２つあり、さらに来年２月には大型

ショッピングセンターの敷地内に新たなスポー

ツクラブが開店いたします。市で２カ所もジム

を運営する必要はないし、民間の施設が３カ所

にもなる中で本当に利用者の確保はできるので

すか、御所見を伺います。 

 最後に、市の財政を圧迫しない経営について

伺います。 

 この問題は、多くの方が心配していることで

すから、私も繰り返し取り上げてきました。現

在、市から箱物へ繰り出している大きなものは、

めんごりあ、体育文化センター、上山城の順で、
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合計は約２億円になると思います。これにこの

温泉健康施設が加わったら、市の財政に大きな

圧迫をもたらします。将来に大きなツケを残す

負の遺産にするわけにはいきません。 

 ですから、私は、経営的に自立できる運営を

目指す、あわよくば民間施設のように利潤を生

み出す経営をしてくださいと申し上げてきたの

であります。 

 果たして、この施設の収支はどうなるのか、

いまだ明らかにされておりません。料金設定も

示されておりません。 

 来年１月の入札公告時には利用料金の上限額

が示されるということを聞いておりますが、こ

の点については、私たち議会や市民が関与する

ことはできないということになります。 

 そこで、市の持ち出しはどの程度と推計して

いるのか、市長の御所見を伺って第１問といた

します。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １２番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、事業計画の市民への情報提供不足に

ついて申し上げます。 

 これまで、施設の機能並びにプログラム等に

ついて、パブリックコメントによる意見聴取及

び車座ミーティングなど、さまざまな機会を捉

え意見交換等を行い、事業計画に反映させるほ

か、必要に応じ、市報やホームページにおいて

事業に関する情報提供を行ってきたことから、

市民の理解や合意を得ながら進めてきたものと

考えております。 

 次に、２号源泉のみの温泉利用について申し

上げます。 

 平成２７年度に実施した温泉開発可能性調査

結果に基づき、運営・維持管理コストの低減を

目指し、１号源泉、２号源泉を同時に掘削した

ところ、いずれの源泉も想定と異なる湯量が出

たことにより、運営・維持管理コスト試算の再

比較を行い、２号源泉の活用を判断したもので

あります。 

 なお、１号源泉掘削費につきましては、温泉

開発可能性調査結果を前提とした掘削において

目標の湯量を確保するために必要なものであっ

たと考えております。 

 また、２号源泉を入浴用として使用すること

については、湯量、泉質ともに入浴用の温泉と

して十分なものであり、市民の健康増進と交流

人口の拡大に資する施設としてまいります。 

 次に、施設利用者の想定とその妥当性につい

て申し上げます。 

 本市においては、糖尿病、高血圧等の生活習

慣に起因する疾患及び筋・骨格系の疾患を患う

方が多く、本施設で実施可能な水中運動を含む

運動が、その治療や予防のために効果的である

ことから、本施設の中心的利用者層は中高年層

と想定しております。なお、運動器具を備えた

ジム・スタジオ等も、健康課題に対応したプロ

グラム提供などや医療との連携を図るために必

要な機能と考えております。 

 また、本施設の想定利用者数は、現在、近傍

の類似施設の利用者数並びにその商圏人口に占

める利用者数の割合をもとに積算しております

が、運営事業者の集客ノウハウ及びネットワー

クにより、想定利用者数は十分確保できるもの

と見込んでおります。なお、他の民間施設とは

機能と規模の面から競合しないと考えておりま

す。 

 次に、市の財政を圧迫しない経営について申

し上げます。 
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 本施設の運営については、民間ノウハウを生

かし収益向上を図るとともに、利用料収入が増

加した場合には市に還元させる仕組みを取り入

れるなど、財政負担の軽減を図ってまいります。

また、施設整備においても、財政負担のさらな

る軽減を図るため、国の交付金及び有利な起債

を活用してまいります。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 以前も申し上げたん

ですけれども、大分の湯布院は構想から完成ま

で１０年の歳月を費やしました。そして、設計

の前段には執行部が各地域に赴いて１００日間

のシンポジウムを続けておったんです。それだ

け徹底した議論を重ねて、結果的にオープンし

たら、それでも赤字だったんですけれども、ま

ず徹底した議論をやったと。 

 先ほど市長は、私の質問に対して、市民の合

意を得ているかということを「市民の理解と合

意を得ながら進めてきた」というふうにおっし

ゃいましたけれども、それだったら、なぜ、私

が最初に指摘申し上げたように、市民が何がで

きるんだなどと言う人が多いわけであります。

それは、だから市民に周知がされていないから、

そういうことだと思うんです。それで、９月に

実施したパブリックコメントも、市民たった１

人、１件のみです。ですから、これから捉えて

も、市民のこの温泉健康施設については情報不

足の中で、関心も低く、理解が進んでいると私

は到底思えない。先ほど守岡議員も数字を挙げ

て市民アンケートの調査を述べておりましたけ

れども、やはり市民にとって自分たちの施設と

して認識しているということでは私は理解でき

ないんですが、このまま進めば、仮に結果が悪

かったとした場合、誰が決めたんだということ

にもなりかねない。私は到底市民が理解してい

ないものに賛同するわけにはいかないという立

場でありますが、改めて市長がおっしゃったよ

うな市民の理解や合意を得ながら進めてきたと

いうことに対して、もう一度そのとおりなのか

どうか、お伺いいたします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 市報とか車座ミーティング

とかをやってきました。それよりも市民の代表

である議会に対しまして、過去９回説明してお

りますし、令和元年になってからも２回、また

今月も説明させていただきます。やはり議員の

方々も市民に対してのこういう議論があるとか、

あるいはどうだということをやっぱり周知して

いただく。そして議論していただくということ

も一つの方法だと思いますし、私らはそういう

面で市報に何回も何回もということは多分しな

かったと思いますけれども、でも変わり目には

きちっとやってきたということでございますし、

それに対しての市民から、例えば反対運動が起

こるとかそういうこともなかったし、ですから

議員の先生方もそういう声を聞いておってここ

に来たんだろうというふうに理解しております。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 来月９日に事業者に

対して入札の公告を行うわけでありますが、先

ほども申し上げましたけれども、私らもこの施

設が一体どれぐらいお金がかかって、ランニン

グコストですね、特に、全くわかっていないわ

けです。そういう中で賛成しろと言われても、

わからない。今日までも議会への説明はたくさ

んやってきたとはいうものの、核心に触れる部

分の説明はありませんでした。いわゆる収支が

どの程度なのかとかです。その点の説明がなく

て、源泉が掘り当てられて湯量がどうのこうの

という説明はありましたけれども、だから私が
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さっきも言ったように、２年９カ月前の一般質

問の段階からさっぱり進展はしていないという

ふうに私は思っておりますが、いかがですか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今の件でございますが、決

して我々が怠ってきたわけではなくて、この１

年間というのは、ＰＦＩからＤＢＯに決めると

か、あるいは医療関係とどういうかかわりを持

つとか、あるいは今後ようやく説明できると思

いますが、そういったお金の問題とか、仕組み

の問題とか、あるいは先ほど課長が答弁しまし

たように当初においては補助制度がなかったと

いうことで、我々は答弁してきた経緯がござい

ます。しかしながら、この１年間の中で内閣府

と交渉いたしまして、そしてようやっとそうい

うことができる可能性が出てきたということも

ございます。それは決して無駄ではなくて、や

っぱりそういったいろんなことを模索しながら、

そしてやはり後で出てくるとは思いますが、で

きるだけ財政負担がないようなとか、そういう

ことを模索してきたわけでございますので、よ

うやっと今度全てのことが説明できるようにな

ったということでございますので、ぜひ御理解

をいただきたいというふうに思います。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 今の市長の話ですと、

試行錯誤をしてきたから、私たちに説明できる

材料がなかったというふうに、平たく言えばそ

うなると思うんです。かなり模索をしつつ、だ

って交付金だって出ないって、まあいいです。 

 この件については市長と幾ら話をしても結論

が見えるものではないので次に行きますが、６

月１日号の市報に、温泉健康施設の見開きの２

ページにわたる特集記事がありましたが、わず

かその５日後に議員に対して説明の場が設けら

れまして、６月６日ですね、開かれたの。２号

源泉しか使いませんよという方針が私たちに示

されました。市報には２本掘ったという事実が

示されて、５日後には１本しか使わないという

説明であって、６月定例会でもし事前にそうい

う話があれば一般質問もできたんでしょうが、

一般質問の通告締め切り日は６月５日です。議

会が説明を受けた日の前日。これどういうこと

なのかと。通告に間に合わないようにわざと通

告締め切り日の翌日にしたのではないかと。私

たちは、私は、少なくとも疑ってしまいました。

今回も、きょう私一般質問していますけれども、

あした温泉健康施設について議会に対しての説

明が予定されていますよね。これが偶然の一致

と言えるんですかね。ちょっと伺います。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 議会への説明の日程のほ

うにつきましては、事前に調整を図っておりま

した。ただ、やはり先ほどからあるように、詳

細の部分について交渉等が進んでいなかった、

検討が完全に終わっていなかったという部分も

あって、何とかぎりぎりにあした説明の日を設

定させていただけたというのが現状でございま

して、一般質問の通告等と日程を鑑みたわけで

は全くございません。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 そういうことなんだ

とは思いますけれども、余りにもタイミングが、

そういうタイミングで来ているものですから、

私も驚いているところであります。 

 それで、この２号源泉は、例えば２本掘って

１億円かかった高いほうを使わないで２号源泉

だけを使うわけですが、これを回避できなかっ

たのかというやっぱりちょっと悔しさがあるわ

けです、私にも。仮に、同時掘削ではなくて２
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号から掘っていって予想よりたくさん出たとい

うことであれば、その段階で、じゃ１号掘ると

またくみ上げるモーター、ポンプ代いろいろか

かりますから、何千万円も、じゃ２号で、これ

でいこうというふうになれば、１億円は無駄に

ならなかったと思いますけれども、これについ

てはいかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 温泉の掘削に関しま

しては、非常に素人の判断では難しいというの

が一般的でございます。我々としましても、温

泉可能性調査を事前に実施いたしました。その

調査を前提に専門家の助言に従いまして、まず

２本を掘削することがプールに係る水道代、あ

と熱交換による燃料費、こういったコストの面

で最も低廉なコストで、温泉を掘削、湯量を確

保することができるという前提に基づいた上で、

この２本を掘削することを選定したものでござ

いますので、そういった意味では１号源泉を掘

ったことは無駄ではなく、その時点での判断で

はその前提条件に従って、よりコストを低減で

きる手法を選択したということでございます。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 私が聞いているのは、

２本同時掘削ではなくて浅いほうから掘って、

その結果を見て１号源泉のほうを掘ったほうが

いいのではないかと聞いたんですが、それにつ

いての答えにはなっていないと思いましたけれ

ども。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 これも仮定の話にな

りますが、もし２号源泉を先に掘って、それで

足りなくて１号源泉を掘る場合という可能性も

ございます。その場合、当然間接経費等、そう

いった部分のコストがかさむということも、前

提条件に基づけば２本掘ることが可能性として

一番高いという確率をとりまして、その手法を

選択したものでございます。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 地下に関することで

すから、やってみなければわからない、掘って

みなければわからないということなのでしょう

けれども、それでは余りにもリスクが高過ぎる

んじゃないですか。この後の施設経営も、予想

どおり人が来なかったので赤字になりました。

でも、これもやってみなきゃわからないでは済

まされないわけですよね。だから、行政という

のは常に最善のお金の節約を考えながら効果的

な進め方をするわけでありますから、この先も

含めて事業費が無駄になる可能性の高い事業は

やっぱり厳に慎んでいただきたいと思っている

からあえて言ったんですけれども、市長もかつ

て私の質問に対して、いつだかちょっと忘れま

したけれども、複数回あったんですけれども、

「勝負するときはしなきゃだめだ」というよう

なことを発言されておるんですけれども、多分

今回が勝負のしどころだと思って、今の低迷し

た上山をぐっと引き上げるためにはここが勝負

だと思ったんでしょうけれども、結果的に１億

円を損してしまったということであれば、勝負

は間違っていたというようなことにもならない

かなと思って市長としてのさっき考え方を聞い

たわけですが、改めて、１億円、市長が出すわ

けにもいかないでしょうけれども、いかがでし

ょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 １億円損した、損しないの

議論じゃなくて、課長が示したとおり、そこは

プールとかあるいは日帰り温泉をするためには

２本のセットであることがよりいいんだよとい
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う設定のもとでやったわけで、ですからそれが

たまたま２号源泉のほうは予定よりも多く出た

と、そして１号源泉は残念ながら出なかったと

いうこととか、あるいは将来のランニングコス

トを考えたならば、２号源泉を活用したほうが

いいというような結論になったわけでございま

して、確かに１億円は損したというか投資をし

ましたけれども、でもあの時点では２つを掘る

ことが、セットで掘ることがいわゆる経費削減

にもなる。あるいは、これからの事業展開には

必要なんだよということで行ったわけですから、

ただそれが出なかった、量が少なかったという

こととか、そういうことがいろいろあったので

そこで変更したんであって、２号源泉から掘れ

ばいいじゃないかというようにおっしゃいまし

たけれども、そういうことじゃなくて、あくま

でも我々はセットという形でやってきたわけで

ございます。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 それで、２号源泉で

すが、入浴用に適さないと。市長は、入浴にた

え得る泉質だと先ほどおっしゃったんです。で

も、かみのやま温泉は、ナトリウム塩化物泉で、

すごくあったまりの湯ですよね。昔から名湯と

言われていますが、この単純泉はどういう意味

で入浴用にたえるんですか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 具体的には、成分的にはわ

かりません。ただ言えることは、いろいろな泉

質があるということは選択肢があることですよ

ね。だから、別府温泉なんかはそうですよね。

やっぱりいろんな温泉があるからあそこに行く

わけです。ですから、かみのやま温泉も、かみ

のやま温泉はナトリウムですか、強い。こっち

は単純泉で、それは選択肢でいいじゃないです

か、それは。何が悪いんですか。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 いやいや、ちょっと

市長と認識違うのかもしれませんが、市民の多

くは、例えば山辺や中山や天童にあるような日

帰り入浴施設を望んでいます、多くの方が。そ

れで、半日ぐらい湯につかってゆっくりしたい

と。そういう施設が何で上山にないんだという

ことを市民は求めていたわけです。今回、全く

違う単純泉ですから、ちょっと市外から来た人

も、かみのやま温泉とは違うよということにつ

いては気づくと思うんです。だから、それが、

だって市長の言うことだったら、別にお湯沸か

して入っていたって同じじゃないですか。いや、

単純泉とかみのやま温泉の違いは極めて大きい

と私は思っています。でも、それでもいいとい

うことであれば、それはしようがないですけれ

ども。成分的にどうだこうだということについ

て、市長はまだそこまでは吟味していないとい

うことですね。温泉、成分分析表によれば、適

応症とか書いてありますけれどもね。それはそ

れで結構です。ということで、源泉についても

そのようなことになったということをぜひ市民

にもお伝えしていただきたいと思います。 

 ただ、唯一褒めるとすれば、メタケイ酸が多

くて、かみのやま温泉よりかはずっと多いんで

すね。それはどういうことかというと、肌にい

いということです。だから女性なんかにはいい

かもしれませんけれども、そんな効能もある、

そういう２号源泉でございますけれども、次に、

トレーニングジムですが、私は体育文化センタ

ーにあって、あっちにも何で２カ所必要なんで

しょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 今回計画している施
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設につきましては、まず厚生労働省の認定を受

ける健康増進施設と考えております。その要件

として、当然医療との連携というものがござい

ます。令和元年度中に国が示す予定である標準

的なプログラム、健康寿命を延伸するための標

準的なプログラムというものを国が示す予定に

しておりますが、そういったプログラムも提供

できる施設と考えておりまして、既存の今ある、

市内にあるジム・スタジオとは機能というもの

が違うと考えております。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 今課長は厚生労働省

の認定を受けるというようなお話をされました

が、どういう認定なのかについて説明がありま

せんでした。かつて私たち議会には、温泉利用

型健康増進施設ということが示されました。今

は、いつどのように変わったのかわかりません

が、運動型健康増進施設というふうに変わって

おります。一体何のために変えたんですか。い

つ変えたんでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 本施設につきまして

は、当初、今議員からありましたとおり、温泉

利用型健康増進施設の認定というものを目指し

てまいりました。ただ、施設の目的としまして

は、先ほどからも出ておりますとおり、市の健

康課題である疾病の予防・改善、これに寄与す

ることというのが目的でございます。その目的

を達成することを前提にしまして、ＰＦＩ導入

官民連携可能性調査、これを実施しましたが、

この検討段階におきまして、温泉利用型の施設

の要件上、多様な浴槽であったり、温泉の入浴

を指導する人材、こういったものを必ず置かな

ければならないという要件がございます。そう

いったところを勘案して、目的を達成する上で、

よりコストが、これもコストの視点になるかと

思います。ＰＦＩ導入可能性調査の段階で運動

型健康増進施設でも十分目的が達成されるもの

と判断いたしまして、現時点では運動型のほう

を目指すという方向性になっております。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 そうしますと、温泉

利用型健康増進施設は県内には２つありますよ

ね。碁点温泉と天童ののぞみ、そしてかみのや

まで３カ所目の予定だったんでしょうけれども、

その温泉利用型ですと、一体型と連携型とあり

ますから、あそこにジム・スタジオをつくらな

くても体文と連携することによって認証は得ら

れる。今回は運動型ですから、あそこにないと

まずいんでしょう、恐らく。そうなると、市で

何も２カ所する必要はないんじゃないでしょう

か。体文は廃止しますか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 先ほども申し上げま

したとおり、まずは機能と役割が違うものとは

考えております。ただ、今後の考え方としまし

ては、当然公共施設の管理計画等の関係もあり

ますので、もし体育文化センターの器械の耐用

年数、こういったところも検討して、今後は、

将来的には検討する可能性はあるかと思います。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 温泉利用型健康増進

施設の場合は医療費控除の対象になりますよね。

今回、運動型健康増進施設になると一定の要件

を満たした指定施設でなれば医療費控除は受け

られないというふうに私は思っておりますが、

今回はその指定施設になる予定なんですか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 そのとおりでござい

ます。 
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○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 そのことによって何

をつけ足さなければならないんですか、この施

設に。温泉利用型から運動利用型で、それで指

定施設になるということについて、経費を伴う

とか、どういう設備が必要になってくるんです

か。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 特に新たに生じる経

費はございませんが、要件として、マシンの種

類であったり、あとは医療機関との提携、これ

が要件になるものでございます。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 先ほども申し上げま

したが、仙石の大型ショッピングセンターの中

にも２，９７０円、税込みで、月何回利用して

もいいというような民間施設ができる予定です

が、上山のこの施設にそんなにたくさんの人が

来ると思っていらっしゃるんですか、本当に。

体文も含めれば５カ所ですよ。少しずつ中身は

違うとは言いつつ、５カ所は多いかなと私は思

っていますが、その点については何ら不安はな

いんでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 具体的な利用人数等

につきましては、議会への説明の場で改めてお

示しさせていただければと思いますが、ある程

度近隣の類似施設の商圏、誘致率、また同様の

スポーツクラブであったり、フィットネスであ

ったり、日帰り入浴施設、こういったものの商

圏等を勘案いたしまして、現時点で利用者数等

を勘案しております。加えて、民間事業者が運

営事業者になることで、そのノウハウ、ネット

ワーク等を活用しながら十分に集客できる施設

と見込んでおります。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 鎌田實という医者が

いますよね。この方の本がせんだって出版され

ました。タイトルは「鎌田式スクワットとかか

と落とし」というやつです。これテレビを見な

がらでもできる運動ですよね、自宅の中で。お

金かかりません。これは対象は中高年以上、高

齢者を対象にしている運動のようでありますけ

れども、このコマーシャルによれば、非常に体

力アップにつながって健康になると、こういう

話でございます。そして、市では百歳体操を進

めていただいておって、大分地域にも普及して

まいりました。厚生労働省のホームページや高

知市のデータなどによってもその効果が裏づけ

られております。上山でも、地区が主体、住民

が主体で、あちこちの公民館を舞台にそういう

ことがやられておって健康になるとともに、地

域のコミュニティの醸成にもつながっていると

いう点で、極めて有効だなというふうに思って

います。 

 ですから、私は、弁天の郊外に行かなくても、

自分の住んでいる身近なところで、そういった

百歳体操、あるいは自分の自宅で鎌田式そうい

った運動療法などをやるということについて、

改めて考えてみてもいいのではないかと思った

のです。やっぱりやれるものを今あるものでや

るということも大きな効果があると思っていま

すから、今回の結果、水中運動は確かに効果あ

ると思いますけれども、筋・骨格系の介護予防

の対処法としては、私は要らないのではないか

というふうに思ったところでありますが、これ

も結局何回言っても同じかと思いますので、私

の見解だけを申させていただきます。 

 ただ、お湯の種類が随分多いですよね。打た

せ湯、炭酸風呂とか、低温サウナとか、これら
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の施設が整備されるようですけれども、何のた

めにそれが必要なのかについては、いつ御説明

いただけるのですか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 そういった多様な浴

槽につきましては、恐らく温泉利用型健康増進

施設の時点で必要なものであったかと思われま

すが、現時点の運動型につきましては、そうい

ったものは必須機能からは除いております。た

だ、民間運営事業者の提案に基づきまして、そ

れらもあったほうが利用者が多くなって収益が

見込まれる場合という前提で運営事業者が提案

される可能性はありますが、必須機能ではござ

いません。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 そうしますと、今申

し上げましたような、打たせ湯、炭酸風呂、低

温サウナ等々の施設については、今後見直すこ

ともあり得るというふうに私は受けとめました

が、これ、娯楽施設じゃないですからね。リラ

クゼーションを提供するといってあらゆるもの

をフルスペックでつくる必要はないと思います

ので、十分精査をしていただきたいと思います。 

 じゃ、次に、最後になりますけれども、市の

負担と事業者の負担の関係について伺います。 

 要求水準書によりますと、利用料収入の増減

に係る市と事業者の分担については、本施設の

利用者から得る利用料収入が提案時の想定より

大きく増減した場合、増額分の一部を市に還元、

または減額分の一部を市が補塡する予定である

と。詳細は入札公告時に示すとなっていますが、

これはオープンして施設の利用者が予定より少

なかった場合はその分を市が補塡するという意

味なのかどうか伺います。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 今回、毎年の収入と

支出の見込み額につきましても、提案事業者が

提案するという内容になります。その提案の収

入額より多い場合は市に還元をしていただくこ

とになります。逆に少ない場合は、議員おっし

ゃるとおり、補塡することになりますが、いず

れにしても、上限の割合を設けるものでござい

ます。それによりまして、運営事業者は収益確

保という意味で責任を負うとともに、みずから

の収入増加のインセンティブ、こういったもの

も働くことになりますので、現時点ではこうい

う仕組みを考えております。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 肝心な中身はあした

でないと示せないということなんでしょうけれ

ども、なかなか私らもそういった部分が見えな

い中で判断をするというのは極めて困難なこと

でございます。この施設のオープンは令和４年

１０月です。西暦でいうと２０２２年。そこか

ら１４年６カ月の民間事業者との運営契約が交

わされると思いますけれども、契約が終了する

時点は、そうすると２０３８年３月です。その

ときの人口は、国立社会保障・人口問題研究所

の将来推計によりますと、２万１，０００人を

切っていると思います。今から１万人近く減る

ことになります。さらに、２０４０年には１万

９，８４６人。そして、そこから５年後の２０

４５年には何と１万７，５４１人。６５歳以上

の高齢化率は、５１．２％と推計されています。

２０４５年の１万７，５４１人になった時点で、

この施設は存続可能な持続可能性のある施設と

して生きているでしょうか。その辺の人口減少

との兼ね合いについて、市長でも課長でも結構

ですが、お伝えください。 

○大沢芳朋議長 市長。 
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○横戸長兵衛市長 確かに人口減少はその数字

のとおりいくか、あるいは先取りするかわかり

ませんけれども、間違いないと思います。ただ、

この施設、基本的には市民の健康増進でござい

ますが、やはり民間業者がやるわけでございま

すので、例えば今の毎日ウオーキングも半分ぐ

らいは市外です。ですから、そういうふうに、

いいといいましょうかね、この施設いいよとな

れば、市外から来てもらっても結構なわけでご

ざいますし、その辺についてはやっぱり運営者

の考え方があるだろうし、また我々の考え方も

運営業者と途中であったりいろんな時点で話し

合いをするとかそういうことはあり得ることだ

というように思います。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 今、３万１００人を

切った段階だと思いますが、あと１万人減る中

で、この施設を持っていかれるのかということ

は、多くの市民が心配をしている事項でもあり

ます。それに対して、市長もおっしゃいました

けれども、どうなるかはまだ予測だからわから

ないというものの、いや大丈夫だと言い切れる

人、果たしているんでしょうかね。そのころは

本当に、そのときに上山の中核を担う今の若い

人たちに何で先輩方こんなのつくったんだなん

て言われても、私はどうしようもないので、も

っと精査すべきだというふうに今までも申し上

げてきたわけでありますが、最初の私の１問に

対して交付金の存在がちらちら見えてきたんで

すが、一体、地方創生の交付金かと思いますけ

れども、どんな種類の交付金が想定をされてい

るんですか。それは確実ではなくて可能性が高

いというレベルなんですか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 交付金の種類につき

ましては、地方創生拠点整備交付金でございま

す。確実かという点では、まだ確実とはこの場

では申し上げられないと思います。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 交付金の率ですが、

建設経費、仮に約１５億円とした場合、もう掘

削費用に約２億円使っていますから、残りの１

３億円に対して２分の１と、こういう理解でよ

ろしいんですか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 基本的には建設費、

そこに設計費が入るかどうかというのもスケジ

ュールによっては変わります。補助率２分の１

で、上限が４億円ということになります。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 今まで何もなかった

ところからすれば、それはいいことだというふ

うには思いますけれども、建設の段階では、ふ

るさと納税もあって何とか資金は確保できると

しても、やっぱりさっき私が申し上げためんご

りあ、８，２００万円ほど、体文も七千数百万

円、そしてお城合わせると２億円もの負担が毎

年あるわけでありまして、これにこの温泉健康

施設が何千万円とまた乗っかってくること自体

は大変私は心配しているところでありますが、

いかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 副市長。 

○塚田哲也副市長 おっしゃるとおり、これか

ら管理費等かかります。一方で、今回の施設に

ついては、市民の健康ということで取り組ませ

ていただいております。この中で一番市の健康

課題というのは、先ほど１問目の答弁でありま

したけれども、糖尿病、あるいは筋・骨格系、

あと高血圧というところになっています。この

方々の発症の医療費に係る割合ということを分
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析しますと大体７割とか、３割とか、そういう

ふうに非常に罹患されている方が多いというこ

とでございますので、今回つくった医療との連

携の中で、例えば治療あるいは予防ということ

で、活用していただくことで、医療費が削減さ

れるのではないかというふうに思って我々は取

り組ませていただいているということです。こ

れまでクアオルト健康ウオーキング、市長の事

業で進めさせていただいておりますが、これと

医療費との関係につきまして分析したところ、

過去３年間の平均でいくと５万円ぐらいは医療

費が削減できているという結果もございますの

で、こういった面で、さらに今回の施設を十分

活用すると医療費削減効果、あるいは介護にか

かる費用というものも削減されていくのではな

いかというふうに考えているということでござ

います。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 今、５万円というの

は、１人当たりということですね。そういうこ

とで、たくさん今度高齢者多くなりますから、

その分の削減効果は大きいとは思いますが、た

ださっき私が言ったように、地域でもそういっ

た行えるし、家庭でも行える。いろんなことが

あるわけでありまして、そこもぜひ勘案をして

いただきたいというふうに思います。 

 そして、やっぱりこの施設が市民、自分に照

らし合わせて、本当に自分のために役立つと思

えば、市民も本当に了解するんだと思います。

ただ、それが多額な投資に見合うだけの利益が

私たちに来るのかというところについては、大

きな疑問として、まだまだ市民には理解をされ

ていないということがあります。私は、ここま

でお金をかけるべきではないというふうに繰り

返し申し上げてきましたが、市長がどうしても

これをつくるということであれば、やはり市民

に納得させる努力をしないとだめだというふう

に思っています。これだけ投資をしても、医療

費はこれだけ下がって皆様方の健康寿命の延伸

につながるということを堂々と正面から訴えて

いただきたいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 そういうつもりで、この事

業を展開したところでございますし、ただその

結果が伴わないと納得してもらえない、理解し

てもらえないわけですから、それに向けて今先

ほど課長も説明したようなこととかいろいろな

取り組みをしているところでございますし、市

民まだ理解していないという部分があるという

ことも知っておりますし、ただ待ち遠しいとい

う方も全くいないわけではございません。やっ

ぱりそういう方々が、つくってよかったと、じ

ゃ我々も利用しようと、そして健康になろうと

いうような施設になることを念願しながら、そ

してまたそれに向けて頑張ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 私は、あくまでもう

ちょっと再考すべきだと。隣の県有地との活用

とか一体的なものでないと、やっぱりまちの中

がこれだけ商店街が寂れているわけですから、

それと比較をしたらこの計画はやっぱりすべき

ではないと現時点で私は判断をしておりますが、

どうしても市長がやるということであれば、申

し上げたように市民に積極的に自分の考え方を

広めていただく、それしかないのかなと思いま

す。きょう十分に議論をできなかったわけであ

りますが、今後とも丁寧な情報提供と議論をお

願い申し上げて終わります。 
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○大沢芳朋議長 この際、正午にもなりますの

で、昼食のため休憩いたします。 

 午後は１時から会議を開きます。 

    午前１１時４６分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、６番棚井裕一議員。 

〔６番 棚井裕一議員 登壇〕 

○６番 棚井裕一議員 議席番号６番、会派孝

山会、棚井裕一でございます。通告に従い、質

問申し上げます。 

 初めに、より安全な避難誘導支援について。 

 近年の自然災害は、極端な気象現象による夏

の猛暑を初め、台風に伴う強風や洪水被害、そ

して地震など、想定外の規模や強さで私たちの

日常や生命までも脅かしています。本年１０月

の台風第１９号は、宮城県や福島県でも甚大な

被害を受け、本市からも社会福祉協議会を初め、

民間団体や個人による支援も広がりを見せてお

ります。このたびの近隣自治体の被災者や被害

への対応や支援を受けるいわゆる受援体制の整

備や避難計画の検証、とりわけ人的被害を防ぐ

計画や方法については早急に見直しが図られ、

市民への周知が待たれるところです。 

 そこで、伺います。このたびの大規模災害を

もたらした台風などにより、指定緊急避難場所

の見直しが図られたのか、あるいはこれから見

直すのかについてです。 

 本市では、既に市民の防災の道しるべとなる

「上山市防災ファイル」が市内全戸に配布され

ています。その中で、指定緊急避難場所や指定

避難所が掲載されています。避難所の指定につ

いては、防災ファイルで記されていることを要

約して触れておきます。 

 「災害が発生し、または発生するおそれがあ

る場合に、その危険から逃れるための避難場所

として、災害の種類ごとに安全性などの一定の

基準を満たす施設または場所」としての指定緊

急避難場所、「避難した居住者等が災害の危険

がなくなるまで一定期間滞在し、または災害に

より自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に

滞在する施設」としての指定避難所、さらに福

祉避難所と多岐にわたり指定されています。 

 しかし、多くの場合、自分の住む地区でさえ、

目を通し確認するぐらいで、災害の種類や避難

場所と避難所の違いまで覚えるのは困難で、ほ

かの地域についてはなおさらです。防災訓練や

自主防災会の活動などでは、参加者が地区会長

のもと、その経路をたどるなど、あらかじめ予

定されていた場所への経路はたどれますが、私

たち市民でさえ必ずしも自宅で被災するわけで

はなく、まして地区会長や民生委員、さらに福

祉協力員や消防団の協力を得られるとも限りま

せん。 

 さらに、本庁地区周辺において１０カ所の指

定避難所を初め、指定緊急避難場所２０カ所以

上がありますが、このたびの台風第１９号にお

いては、午後９時の避難勧告で、北部地区公民

館が追加されるまで、広い本庁地区で上山小学

校のみが避難所として開設されていました。こ

れについては、多くの市民から避難行動に対し

疑問を持ったとの報告も受けています。 

 今回このような避難勧告が出された経緯とと

もに、今後市民が迷うことなく避難行動をとれ

るよう避難場所の明確化を含めた指定緊急避難

場所の見直しを提案いたします。市長の御所見

をお伺いします。 

 次に、観光地への避難所案内板について申し
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上げます。 

 災害に遭ったときやその情報を緊急速報メー

ルなどで受信した際、現在地からどの方向に向

かえばいいのかがわからなければ迅速な避難に

結びつけることは困難です。 

 特に、本市にたまたま訪れた際に被災してし

まった観光客など、その心中は察するに余りあ

るものではないでしょうか。もちろん通りを歩

けば市民の方などの土地勘のある人に会うこと

も十分想定できますので、周辺に誰一人いない

ということは現実として少ないのかもしれませ

ん。しかし、本市は観光地としてお客様をもて

なすのはサービスの一環かもしれませんが、生

命を守ることを講じることは責務なのではない

でしょうか。 

 そこで、観光客が多く訪れる場所に避難所案

内板を設置することを提案いたします。いつど

こで発生するか予想できる災害と予想できない

災害がありますが、いずれにしろそのときいる

場所から安全を確信しながら速やかに避難する

ことが求められることから、現在地と避難所の

位置関係が頭の片隅にあるのとないのとでは冷

静な行動への大きな違いとなります。 

 わかりやすい絵地図などであらわされた観光

案内板に対して記されていれば、多くの観光客

が目にすることとなり、安全面の確保をも常に

心がけていることが理解していただけるものと

思います。 

 これは本市が積極的に取り組むクアオルトコ

ースの案内板など市民に向けても設置が望まれ

るところではありますが、まずは観光の要所か

ら順次設置を望むところです。市長の御所見を

伺います。 

 ２番目として、読書活動への意欲向上のため

に。「子どもによる図書館大賞」の創設につい

てです。 

 この春実施された全国学力・学習状況調査の

結果が７月末に公表されました。それによると、

学校以外の生活と正答率の相関関係も明らかに

なっています。 

 小学６年生については、朝食をとって登校す

る児童、また計画を立てて勉強する児童ほど正

答率が高い、すなわち理解度が高いことがあら

われています。早寝早起き朝御飯の習慣づけや

宿題や自主勉強を習慣づけて、やがて目標に向

け計画的に勉強を進められるよう促すなど、家

庭と学校の連携の必要性が改めて示されたこと

と言えます。 

 一方、中学３年生については、１日の勉強量

が多い生徒、また読書が好きな生徒ほど正答率

が高いことが明らかになっています。勉強時間

については中学生になってから突然身につくも

のでもなく、これもまた小学生のころからの習

慣づけが影響するものと思われます。 

 そして、今回注目したいのが「読書は好きで

すか」の項目です。「読書は好きですか」の項

目に「当てはまる」と答えた生徒と「当てはま

らない」と答えた生徒の各科目の正答率を見た

場合、国語の１７．６％を筆頭に数学の１４．

８％、英語の９．４％もの開きがあり、間違い

なく相関する関係にあることがわかります。読

書をすれば成績が上がるという短絡的に捉える

ものではありませんが、読書が好きで１日の勉

強時間を確保できている生徒の正答率が高いこ

とは、この調査から見ても明らかになっている

のではないでしょうか。 

 そこで、子どもたちの読書への関心や意欲を

高めるために、このたび「子どもによる図書館

大賞」の創設を提案いたします。これは、一言

で言えば「子どもが本当に支持している本を子
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ども自身が選ぶ」賞です。 

 先進事例として、大阪府箕面市で行われてい

る事業がありますが、具体的には学校図書館司

書や市立図書館司書、市民メンバーなど実行委

員会メンバーがあらかじめノミネート作品を選

定します。ノミネート作品は子どもたちから支

持を得ている作品、司書や教師から紹介してい

ただく「読み継がれてきた作品」から成り、子

どもたちの一過性の人気投票に終わらず、読書

の幅をさらに広げる結果につながるよう選定し

ます。小学１、２年生対象の絵本部門や小学３

から６年生対象の部門、中学生対象の部門など

に分類、購入し各学校や市立図書館で読書推進

活動に取り組んだ上で、小中学校において投票

を行い、各部門賞を決定するものです。 

 各学校での取り組みになりがちな読書推進活

動が同世代の多くの子どもたちの目線で投票す

ることによる読書自体への興味の喚起、今まで

興味のなかった本に出合うきっかけ、さらに作

家からのメッセージや講演などにより、その作

家のほかの作品への興味が湧くなどにより読書

活動への意欲向上につながるものと思われます。 

 教育長の御所見を伺います。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ６番棚井裕一議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、指定緊急避難場所の見直しについて

申し上げます。 

 このたびの台風第１９号については、大型で

非常に強い勢力を保ったまま上陸することが気

象庁により発表されていたほか、水防法の改正

に伴い、想定最大規模降雨時の浸水想定区域内

に体育文化センター、南小学校及び南中学校が

含まれたこと等により、浸水想定区域外の上山

小学校に避難所を開設したものであります。 

 指定緊急避難場所の見直しについては、現在

進めております洪水ハザードマップの改訂にお

いて見直しを行うとともに、洪水が発生、また

は発生するおそれがある場合の指定緊急避難場

所につきましても、前川・須川の西側は上山小

学校を主要な指定緊急避難場所とし、東側につ

いても、周辺地域の施設の活用も含めてさらに

調査研究をしてまいります。 

 次に、観光地への避難所案内板の設置につい

て申し上げます。 

 現在、上山城周辺や葉山地内等に観光客を想

定した避難所までの距離と方角を示す表示板を

７カ所、案内図を１カ所に設置しており、今後

も、観光客等の安全・安心につながるよう、観

光施設等に避難所まで案内する表示等の設置を

進めてまいります。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 ６番棚井裕一議員の御質問

にお答えいたします。 

 「子どもによる図書館大賞」の創設について

申し上げます。 

 児童・生徒を含めた利用者の読書意欲の向上

につながる取り組みの一つとして、平成２７年

度から「みんなで選ぶ上山図書館大賞」、現在

は「あなたがすすめるこの一冊」に名称を変更

し、利用者から推薦応募いただいております。

推薦された図書は、読書週間期間中に応募者の

コメントを添え展示することにより、幅広い読

書活動の推進につなげております。 

 今後、児童による図書館訪問など、学校との

連携をさらに図りながら、本事業の内容や方法

を充実させて実施してまいります。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 
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○６番 棚井裕一議員 このたびの台風第１９

号についてですけれども、実際想定していたよ

りも浸水の被害が大きいと想定されたというふ

うなことから広い地域で上山小学校というふう

に指定されたと思いますけれども、先ほど述べ

たように、市民からも疑問だと思ったとか、も

うしようがないというふうに諦めたという、そ

ういった声も多く聞かれます。そういった点も

含めて、どのように総括なさっているのか、お

伺いします。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 このたびにつきましては、

先ほど市長が申し上げたような理由で、浸水想

定区域以外に避難所を設けたということでござ

います。ただ、おっしゃるとおり、当日もなぜ

体育文化センターじゃないのかというような問

い合わせはありました。こちらのほうについて

は、このたびの災害について氾濫の危険が非常

に高いということをお伝えし納得していただい

たものでございますが、その後も、やはり遠い

ので避難を諦めたというような意見を伝え聞い

ております。 

 今後につきましては、さらに早期の避難勧告

等、指示等について検討するとともに、先ほど

市長がおっしゃったとおり、特に河川の東側の

避難について、多彩な避難の方法もしくはその

他避難場所、こういった部分について検討し、

自主防災組織等を通じて周知していきたいと考

えております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 それとともに、周辺地

域の施設の活用も含めて検討してまいるという

ことですけれども、実際、東側、河川２本挟ん

で東側ですか、なかなかちょっとそういった避

難場所になり得るところがないような感じがし

ますけれども、もし今何か想定されている施設

などありましたらお示しください。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 新たな施設、公共施設と

いう形ではなくて、例えば浸水想定区域内では

あっても、２階に避難をすれば少なくとも身体

の安全を図れるという部分もございますので、

こういった部分についても、他の自治体や専門

的な意見を聞きながら研究してまいりたいと考

えております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 了解しました。警戒レ

ベル５段階というのが示されています。その３

段階、４段階と進むに従って、だんだん市民の

皆さんも不安が増してくるものと思います。そ

のときに、先ほどおっしゃったように、いわゆ

る垂直避難ですか、ということも含めて適切に

判断いただきたいと思います。 

 あと、それに対して、自主防災組織など、民

生委員、福祉協力員なども含まれていると思い

ますけれども、そちらとの連携というのは、特

にマニュアル的なものというのは設けているん

ですか、いないんですか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 災害のたびに全ての自主

防災組織に行政のほうから連絡するということ

は現実的には不可能でございます。ですので、

ふだんの出前講座等を活用しながら、自主防災

組織の活性化を図っていきたいと考えているも

のでございます。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 わかりました。地区、

公民館によっては、民生委員の方がひとり暮ら

しの高齢者の方を連れてきたとか、あと施設の

職員の方が施設の入所者の方を連れてきたとい
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うふうな、非常に率先したいい事例もあったと

いうことも伺っています。ただ、温度差によっ

て、そういった避難誘導がなされるのとなされ

ないというのは、あってはならないことだと思

いますので、そういったものも含めてこのたび

の教訓として周知徹底を図っていただければと

思います。 

 次に、観光地への避難場所案内板についてで

すけれども、避難所までの距離などを示すのが

合計８カ所ですか、あるというふうに伺ってい

ますけれども、これは単体であるんでしょうか。

観光案内図と一体としてあるんですか。それと

も単体としてそういった表示板があるのでしょ

うか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 地図と一体となっている

ものは１件でございます。残りにつきましては、

矢印と距離などでございます。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 なかなか目にするとこ

ろであればまだいいんですけれども、やはり矢

印とか数字だけでは、なかなかそれがいざとい

うときに直結するとは思えませんので、それゆ

えに絵地図などに追加して付記してほしい、記

してほしいということを申し上げた次第です。 

 例えば、御存じだと思いますけれども、武家

屋敷のところに両側ですか、北側と南側にそれ

ぞれの武家屋敷の案内板などがあります。そこ

にお城は描いてあったのかもしれませんけれど

も、せっかく至近距離にある避難場所、緊急指

定避難所である上山小学校が記されていないと

いうふうな残念な、残念というか、これは観光

案内板ですので、それが残念という意味じゃな

いですけれども、そういったものに記されてい

れば、いざとなったらこっちなんだなというこ

ともだし、新たに設置するというふうなのも手

間もお金も時間もかかると思います。ですので、

現在あるもの、もちろん民間の方が設置したも

のについてはなかなか行政側が勝手にそれを描

いてするわけにもいかないでしょうけれども、

一体となったわかりやすい案内図というものを

設置していただきたいと思います。 

 あと、それから、観光客についても先ほど触

れましたけれども、東京オリンピックを含め全

国的にインバウンド、外国人の観光客というの

がふえているわけです。そういった外国語での

案内板ないし今回の提案している避難所の案内

板についての外国語対応などは考えていらっし

ゃるのか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 現在設置されております

お城周辺等の合計８カ所の案内表示につきまし

ては、スペースの問題等もございますが、英語

表記はされているものでございます。 

 また、外国人への今後の対応につきましては、

やはりスペースの問題がありますので、非常に

多くの言語というわけにはいかないと思います。

現実的には英語表記ぐらいなのかなというふう

には考えておりますが、そのような対応、また

現在さまざまなアプリが開発されております。

こういったものの利活用を周知するなど、いろ

いろな方法を考えていきたいと考えております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 英語、まずは言語を、

多言語対応とはいえ並べたらとんでもないスペ

ースになりますので、それは現実的でないと思

いますので、当然英語のみでも第一歩としてい

いんではないかと思います。あと、アプリでも

対応するということで、やはり観光客でいらっ

しゃった方というのは、日本の方、外国の方問
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わず、やはりスマホ等をお持ちの方というのが

多いと思いますので、ぜひそういった方々にわ

かりやすい対応というのをできるようにしてい

ただきたいと思います。 

 次に、２番目の読書活動への意欲向上のため

にということですけれども、先ほど答弁にあり

ました「みんなで選ぶ上山図書館大賞」とか、

「あなたがすすめるこの一冊」というのは、こ

れはどちらの図書館の主催でやられているのか、

お伺いします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 上山市立図書館の事業です。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 市立図書館ということ

で、それを否定するつもりも何もないんですが、

というのは、子どもによる図書館大賞、私が今

回提案したのは、子どもたちがみずから選ぶと

いう視点で大賞を決めてほしいと。そういった

意味で、「みんなで選ぶ」、もしくは「あなたが

すすめる」ですか、この趣旨というのはほぼ同

一かと思います。しかしながら、市立図書館が

いいとか悪いとかという意味じゃなく、やはり

身近なのは学校の図書館、それぞれの小学校、

中学校の図書館だと思います。小学生、中学生

が市立図書館からの貸し出しという形で利用し

ている数と、小学校、それぞれの学校の貸し出

しの数を比べると、圧倒的に学校の図書館のほ

うが利用する数というのは多いと思うんです。

だから、ですから、もしかしたらせっかくいい

企画がなかなか子どもたちに浸透していないの

ではないかと思いますが、その点ではどのよう

な感想をお持ちですか。答弁をお願いします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 学校のほうの図書館事業と

いうんですか、図書館経営というんですかね、

そういう中で、そのような自分が推薦する、ま

たは自分が友達にも読んでほしいような取り組

みをしているのがほとんどですけれども、学校

の具体的な取り組みについては、学校教育課長

が答弁いたします。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 各学校におきまして

は、図書館教育、あるいは読書教育として学校

経営の中に位置づけております。具体的な例と

しましては、全校一斉の朝読書、あとは読み聞

かせ、推薦図書の選定等がございます。また、

今教育長が申し上げたいわゆるお勧めの本の紹

介、そういったことにつきましては、いわゆる

読書祭り、例えば小学校でありましたら読書祭

りという期間を設定し、その中で、友達にお勧

めしたい本、それを読書はがきによって紹介を

するといったような取り組みを行っているとこ

ろであります。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 今学校教育課長がおっ

しゃった事業というのは、各学校で行われてい

るものなんですか。それとも違うんでしょうか、

お伺いします。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 やり方はさまざまご

ざいますが、市内、特に小学校においてそうい

った読書はがきということは行われているとい

うふうに認識をしております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 私が先ほど来申し上げ

ていること、子どもによる図書館大賞、これを

やらなければならないと、そうでなきゃだめだ

と、ゼロか１００かみたいな意味で言っている

のではないですけれども、すばらしい取り組み、

それぞれの学校でなされているとは思います。
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ですけれども、それをさらに横のつながりとい

うんですか、市内全学校一円で行うことにより、

より広い視点でその本が紹介されたり、それを

もって、こういう言い方もまずいのかもしれま

せんけれども、大きな小学校と小さな小学校と

があって、小さな小学校の方がもっと多い紹介

文を見ることによって何か感じるものがあった

り、逆のことももちろんあると思うんです。で

すから、より多くの同学年とか近い学年、小学

校とか中学校の紹介とかによって、読もうとも

思わなかった本を手にとるという機会、読書そ

のものに対する興味というものにつながるんで

はないかと思いますけれども、そういった形で

の全市一円での取り組みというのは何か今後考

える余地はあるんでしょうか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 その前になんですけれども、

学校間の連携、学校同士の連携、今各学校の取

り組みを学校教育課長が言いましたけれども、

学校間の取り組みの情報交換とかそういうこと

については管理課長から答弁いたします。 

○大沢芳朋議長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 上山市内で８つの小・中

学校に４人の図書館司書を配置しております。

その図書館司書が中心になって小中学校それぞ

れの人気図書ランキングなどをアンケートで集

約しております。それで得た、子どもに読まれ

る、あるいは読ませたいような本の情報を年に

２回学校図書館司書の情報交換会あるいは研修

会等を通じて情報を共有して市内の小中学校の

読書活動の推進のほうに役立てているところで

す。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 来年度から例えば小学

校において新学習指導要領が導入され、３５時

間ですか、時間、指導時間が３５単位というん

ですか、ふえるということも伺っております。

折しも教師も含めた働き方改革などにより、な

かなか新しい事業というのは入るすきがないと

いうんですか、行政全般に言えることかもしれ

ませんけれども、スクラップ・アンド・ビルド

でなくてビルド・アンド・ビルドでだんだんや

ることが多くなって、もう目いっぱいだという

ふうな現状かもしれませんけれども、実際、そ

のようなことで新しいことというのがなかなか

取り入れられないのかもしれません。しかしな

がら、これは学力と直結するというものではな

いですけれども、やはりゼロ歳から１５歳、１

８歳までですか、の読書習慣というのは、その

後の習慣づけにもつながるということもありま

すので、ぜひこの小学校時代、中学校時代の読

書の習慣づけ、そして読書好きを育てる取り組

みというのは手厚くやってほしいなと思います。 

 その成果だと思いますけれども、先日、児童

生徒理科研究発表会や公開研究発表会を拝見さ

せていただいたときに、やはり研究主題でもあ

る根拠を明確にしながら筋道を立てて説明する

力、これは小学生、中学生問わず、すばらしい

ものがあると思いました。これは、もちろん先

生方の指導もあると思いますけれども、やはり

その表現力というのは書物をしっかり読み解く

というバックボーンがない限りできないと思い

ます。彼らの発表を見ていると、もう下手な大

人の作文以上のものを感じてちょっとおたおた

していられないなというふうなものがあったん

ですけれども、そういった取り組み、すばらし

い取り組みとあと成果が出つつあるわけですか

ら、ぜひ図書館活動、読書推進活動といったも

のに対してしっかり取り組んでいただきたいと

思います。 



－４１－ 

 あと、子ども読書活動推進計画について平成

２９年で切れているというふうに伺っています。

これについて、現状どのようなお考えでいらっ

しゃるのかお伺いします。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 現在、第２期の上山

市子ども読書活動推進計画、その策定に向けて

取り組んでいるというところでございます。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 既に１年、平成２９年

に５年間の計画期間を終えたわけですから、既

に１年たっています。これについても、本来で

あれば途切れなく計画遂行してほしいわけです

し、よりよい、より目標設定も高く、より効果

的な推進計画になるように望むところでありま

す。 

 最後になりますけれども、先ほどありました

児童による図書館訪問などというのが答弁の中

にありました。この図書館訪問というのは、各

学校でどのような位置づけで行われているのか、

お伺いします。 

○大沢芳朋議長 生涯学習課長。 

○渡辺るみ生涯学習課長 こちらの市内小学校

の図書館訪問でありますけれども、低学年を中

心に各学校が図書館に訪問し、図書館でのマナ

ーや利用の仕方、あるいは実際に図書を選んで

の読み聞かせ等を行っている事業を持っている

ものであります。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 もちろんこれのみで図

書ないし図書館に対しての理解、そして読書活

動の推進、それのみで完結するわけではないと

思いますけれども、より強力に活動の推進、そ

して実践に取り組んで、成果の上がるようにし

ていただきたいと思います。以上で終わります。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

散  会 

 

○大沢芳朋議長 以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。 

 これをもって散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 １時４０分 散 会 



－４２－ 

 


