
令和 ４年 １月１１日健康福祉委員会 

 

◆西 委員  お疲れさまです。創志会の西でございます。質疑が続いていますが、御容赦

をいただいて、重複を避けながら議論させていただきたいと思っておりますが、そもそも先

ほどの藤本委員への答弁で（発言する者あり） 

 

○加藤 副委員長  傍聴人に申し上げます。静粛に願います。 

 

◆西 委員  ちょっとよく分からないことがあるので、もう一度お答えをいただきたい

んですが、藤本委員は、廃止をする方針というのをなぜ利用者に書いたんだということを聞

いていました。それに対して、課長は、確認ですが、財政危機脱却プランに掲載の方針を示

したものであり、とおっしゃいましたね。 

 

◎清水 子ども育成課長  委員仰せのとおりでございます。 

 

◆西 委員  これどうやってプランに掲載の方針を示したものであり、と読めるんです

か。ここには、財政危機脱却プランを発表し、上記課題を抱える堺市立日高少年自然の家は、

令和４年３月３１日をもって廃止する方針としていますと書いてあるのに、プランに掲載

の方針を示したと。日本語的に本当にそれでいいと思っていらっしゃいますか。 

 

○加藤 副委員長  どなたが答弁されますか。 

 

◎清水 子ども育成課長  令和３年８月１６日に発表いたしました財政危機脱却プラン

の素案において廃止する方針というのを掲げておりますので、これをお示しさせていただ

いたものでございます。 

 

◆西 委員  廃止する方針をと示しているじゃないですか、ここで。議会で議決の前に廃

止する方針を示していいんですかと、藤本委員は聞いているんです。プランに掲載の方針を

示した。全然事実と違うじゃないですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  藤本委員に御答弁さしあげた答弁ですけれども、利用

団体の案内は、財政危機脱却プラン（素案）に記載の方針を改めてお伝えしたものと御答弁

さしあげてます。 

 ちょっと言葉足らずだったかもしれませんが、財政危機脱却プランに記載してあった、記

載させていただいた方針を改めてお伝えしたものということでございます。 



 

◆西 委員  そうおっしゃるのならそうなのかもしれませんが、しかしながら、ここの記

載方針を引用しただけだとおっしゃりたいのかもしれませんが、脱却プランに載ったこと

を引用しただけだとおっしゃりたいのかもしれませんが、議会が決める前に廃止する方針

と書くことが、議会軽視じゃないですかと申し上げたいんですけど、いかがですか。 

 

○加藤 副委員長  どなたが答弁されますか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  今回の施設につきましては、委員の皆様御承知のとお

り、通常、来年の予約というのは、早い段階で進めるということもございまして、その辺の

方向性から日高の方針というのをあらかじめ事前に伝えておくべきという判断でございま

した。以上でございます。 

 

◆西 委員  いや、廃止は言うたら駄目なんじゃないんですかと今、長谷川委員おっしゃ

っていますが、そのとおりだと思いますが、今、部長おっしゃっています、廃止と先に言っ

ていいんですか。これから諮るものを先に廃止と書くのは、議会軽視じゃないんですかと言

っているんです。 

 

◎森 子ども青少年局長  ただいま財政危機脱却プランの素案の段階での御議論をいた

だいております。今、手元にあります資料、そのまま伝えさせていただきますと、取組項目

といたしまして、２つ目に、公共施設のマネジメントが掲げられております。その中に、日

高少年自然の家の廃止という形で、素案の中にもはっきり廃止という言葉は明記されてお

ります。また、その概要につきましても、海洋プログラムへのニーズの変化に伴う利用者の

減少、施設老朽化に伴う維持管理コストの増大等を踏まえ、日高少年自然の家を廃止すると

いう形で、素案の中にも明記しておりますので、今回の廃止方針についてというのは、その

中身を引用しておりますので、廃止という言葉にこだわられるんであれば、そちらでもう既

に示させていただいているという我々は認識でございます。 

 

◆西 委員  何とでもおっしゃいますねと思いますが、廃止する方針としているので、つ

きましては予約をお受けできませんと書いているんです。ほぼ廃止することを既定方針の

ように書いてあるんです。それをそう読めないんであれば、私が市民だということをおこが

ましく申し上げる気はありませんが、市民感覚とちょっと違うんじゃないかなというふう

に申し上げないといけないと思います。 

 そもそも会期延長に至った理由を市の皆さんはどのように考えているんですか。 

 

◎清水 子ども育成課長  本市としましては、老朽化してきた当施設の在り方を検討す



る段階にあると考えまして、利用実態などを踏まえて、今後の建て替えは非常に厳しいこと

から、廃止の決断に至ったものでございます。 

 先日の委員会におきまして、継続審査が可決されたことにつきましては、当施設の廃止に

当たりまして、施設の利用実態や老朽化の状況、また今後の利用者の見通しなどについて、

十分な議論が尽くされていないとの御判断だと受け止めております。以上でございます。 

 

◆西 委員  その程度の認識なのは本当に残念なんですね。もっと早くからしっかり説

明をして議論しておけば、変わったかもしれないし、十分な議論をちゃんとやっておけば変

わったかもしれないし、なぜこんなに急いでハードランディングをしなきゃいけなかった

のか。そのことに対して疑義を呈されたからこそ、継続審査に委員会ではなったんじゃない

ですか。 

 しっかりとこのことに対する認識をしていただきたいと思います。ＹＭＣＡの経営手法

もしかりです。なぜあの段階で議会で示していなかったかということをやっぱり猛省をし

ていただきたい、そう思います。 

 さて、日高がなくなっても困る学校、青少年団体はないのかと、前回お聞きをしたら、な

いと思いますというお答えでしたけれども、前回の委員会では。そのことについてどのよう

にお考えか、改めてお示しください。 

 

◎清水 子ども育成課長  令和元年度に当施設を利用されました市内３４小学校へ聞き

取りを行い、令和４年度の利用施設として、府立青少年海洋センターや府立少年自然の家な

どを予約済みであることを確認しております。 

 また、関西圏にございます類似施設６か所へ空き状況を確認したところ、７月から９月の

繁忙期については、現時点で１割から３割程度空きがあるということでございます。学校以

外の市内団体の令和元年度の利用実績を見ますと、２０人から６０人程度の規模でありま

すことから、類似施設の空き状況に照らせば利用できない状況ではないと考えております。

以上でございます。 

 

◆西 委員  さっきの信貴議員の質疑の中でも、このことは議論になっていましたけれ

ども、ＹＭＣＡの参考人の方々おっしゃっていたこと、やっぱりこれも聞いてましたかと聞

きたくなりますね。事前に答えを考えておられたのかもしれませんが、なぜ優先予約につい

て一切触れないんですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  市内の小学校につきましては、堺市少年自然の家につ

きましては優先予約はございました。今回調査した３４校につきまして、確かに優先予約は

ない状況であったとしても、予約はされておるということで認識してございます。以上でご

ざいます。 



 

◆西 委員  確認ですが、市民の皆さんは、優先予約はないということですか。 

 

◎清水 子ども育成課長  まず市内の学校園の予約を受け付けた後に、市内の各種団体

の予約を受け付けております。以上でございます。 

 

◆西 委員  そうでしたよね。だから、何で部長、今、学校の話ばかりされるんですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  確かに、私、学校の話をさせていただきました。ほかの

団体につきましてですけれども、先ほど課長が答弁させていただきましたように、利用の人

数ということでございますと、２０名から６０名程度でございます。そちらのほうと今の空

き状況に照らしますと、確かに優先予約はない状況ではございますが、予約できないという

状況にはないと判断しております。 

 

◆西 委員  優先予約はなくなって困らないんですかと申し上げているんです。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  直接、利用団体のほうにお聞きしたわけではございま

せんが、今の現状に照らしますと、予約はできるんではないかと考えております。 

 

◆西 委員  じゃあ、市民の皆さんは優先予約がなくなっても取れるから、希望の日程は

取れるから問題ないんだというふうに部長はお考えだということでよろしいですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  利用の御希望の日程、第１希望が全てかどうかという

ところはあるかもしれませんけれども、十分に予約はできるのではないかと考えておりま

す。 

 

◆西 委員  最初の質問は聞いてくださっていたんでしょうか。困る青少年団体や学校

はないんですかと聞いていたら、学校のことだけをおっしゃる。学校の優先予約のことだけ

そもそもはおっしゃる。そして、その後も第１希望を取れないかもしれないがと。困ってい

るんじゃないんですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  第１希望が取れないということは、今現状においても

起こり得るかとも思います。困っているか困ってないかということで言えば、やはり予約は

できないというときが困っているという状況かなと思いますので、一定予約は取れるので

はないかと認識しております。 

 



◆西 委員  第１希望を取れなくても、第何希望、第３希望、第５希望、取れるのは取れ

たとしても、やっぱり困るんですよ。やらないよりはやりたい。でも、いろんな事情でこの

日程でやりたいと思っても、やれなくなったら困るのは困るんです。困りませんかと聞いて、

そこまで困らないと強弁されるのが理解できないんですけど、困っていないとおっしゃい

ますか、確認です。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  希望日程が取れないということにおきましては、今の

現状においても起こり得ることかと思います。その状況の中で、じゃあ困っているか困って

ないかということであれば、正直、今の段階でも困っていると言えば困っていることになろ

うかと思いますので、施設を廃止した後で柔軟に運用できるというところで言いますと、可

能であると認識してございます。 

 

◆西 委員  今困っている人が、日高がなくなったら、さらに予約は取りづらくなって、

もっと困る程度がひどくなると思うんですよね。何をかばっていらっしゃるか分からない

んですが、困ることが多くなるということは認められたほうがいいと思うんですけど、認め

られませんか。 

  （大林委員長、加藤副委員長に替わり委員長席に着く） 

 

○大林 委員長  傍聴人に申し上げます。私語は慎んでいただくようよろしくお願いい

たします。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  施設が１つなくなるということにおきまして、困ると

いうか、取りにくくなるという事情は理解できます。 

 

◆西 委員  どうしても困るという一言が嫌みたいですね。優先予約についても、言わな

いのも不誠実だと思います。先ほどのＹＭＣＡさんとの参考人質疑でも、私も不明を恥じま

したが、皆さんとの議論の中でも一切過去に出てきてないんですよね、この話。今回でも言

わずに過ぎようとされていた。でも、優先予約って、それは堺市の施設ですから、私も不明

を恥じますが、当然、堺市の学校団体、そして皆さん、学校団体のことばっかりおっしゃい

ますけども、学校団体以外の青少年団体も困る。優先予約はできなくなる。困る。でも、そ

のこともおっしゃられない。それも極めて不誠実なんだと思います。こういうことがどんど

ん継続審議の理由になっていたんですよ。 

 市外の利用者が多いことはなぜ駄目なのか、お示しください。 

 

◎清水 子ども育成課長  当施設は堺市立の施設でありますことから、市民の利用を前

提としております。運営面から見ますと、堺市民が利用しない日や時期に、市外の方が利用



されることは有意義であると考えております。 

 しかしながら、令和元年度の利用者数と指定管理者の運営経費に照らしますと、利用料金

収入を差し引いても、二十歳未満の市外の利用者１人当たり４，２３３円を本市が負担して

いることになります。令和元年度の総利用者数１万３，５３５人のうち、市外の利用者は６

８％、９，２０７人を占めており、市外の利用者に合計でおよそ３，９００万円を本市が負

担している計算になります。 

 堺市の青少年の健全育成を目的とする当施設は、収益性の観点のみで議論する施設では

ないと認識しておりますが、堺市民の利用がおよそ３０％と低迷しており、その大部分を占

める小学校３４校が他の施設を利用できる状況を踏まえますと、施設を維持し、およそ７

０％の市外の利用者に対して本市が費用負担することに市民理解を得にくいと考えており

ます。以上でございます。 

 

◆西 委員  お互いに利用しているわけですね。大阪市の施設も堺の子どもたちも利用

しているし、松原市の施設も利用しているかもしれない。お互いに、府の施設は、確かに大

阪府民ですから、我々も。ただ、堺市の子どもたちが他市の施設も利用している。そういう

ことに対しても配慮がないように感じるようなことだと思います。 

 そして減っている理由は、先ほど参考人質疑でも明らかになりましたが、堺市の利用が減

っているから市外が増えている、市外が取りやすくなっている。それで低迷をしている。そ

の原因は、やっぱり１２月でも信貴議員も言っていましたが、利用拡大の努力が不足をして

いた。堺市だけ減っているわけですから、利用拡大の努力が不足したからだというふうに言

わざるを得ないと思いますが、ＹＭＣＡさんと利用者減や廃止について、いつからどのよう

な協議をしてきたんでしょうか。 

 

◎清水 子ども育成課長  指定管理者でございます公益財団法人大阪ＹＭＣＡには、令

和２年１２月に、令和３年度末で施設を廃止したい旨を伝えまして、指定期間途中に廃止す

ることによって発生する損害について、現在も継続して協議を行っております。以上でござ

います。 

 

◆西 委員  経営改善や、そして先ほどおっしゃってたみたいな収支の改善に向けた議

論というのは、どのようにされてきたんでしょうか。 

 

◎清水 子ども育成課長  経営改善の手法としましては、利用人数の増加や利用料金の

引上げが主なものと考えており、利用人数の増加に向けましては、市内の小学校などに対し

て、施設を利用していただけるよう働きかけてきました。利用料は青少年が利用しやすいよ

う安価に設定していますが、市内小学校の利用状況を見ますと、バス代などの諸経費を含め

ると、児童１人当たりの支出額は、近隣の類似施設とおおむね均衡していることから、利用



料金の引上げは、かえって利用人数の減少につながるものと考えております。以上でござい

ます。 

 

◆西 委員  この利用料金の均衡というのもよく分からないんですね。児童１人当たり

の支出額は、府立青少年海洋センター、こっちのほうが近いですよね。近いほうの青少年海

洋センターと日高を比べてどうなんでしょうか。 

 

◎清水 子ども育成課長  金額で申し上げます。令和元年度の市内小学校の児童１人当

たりの支出額は、府立青少年海洋センターは平均でおよそ７，９００円、日高少年自然の家

は平均でおよそ６，３００円でありますことから、日高のほうが１，６００円低くなってお

ります。以上でございます。 

 

◆西 委員  バス代は１日借りだと思いますので、日高と淡輪がどっちが近いかという

ことでそんなに変わらないんじゃないかな、高速代が少し変わるかもしれませんが。これは

ほかの施設より安価な設定ですよね。この金額を考えれば、類似施設の同程度の額となるぐ

らいまでの引上げは検討できたんじゃないんかなと、素朴に思うわけでありますが、いかが

でしょうか。 

 

◎清水 子ども育成課長  令和元年度の市内小学校の利用状況を見ますと、当施設利用

が３４校、府立青少年海洋センター利用が４３校となっております。府立青少年海洋センタ

ーよりも安い価格設定となっている状況においても、当施設の利用団体のほうが少なく、ま

た山の施設ではございますが、府立少年自然の家は６，０００円で利用できる状況の中、利

用料を引き上げれば、利用者離れが加速すると考えております。以上でございます。 

 

◆西 委員  さっきの信貴議員の質疑と同じく思うわけですが、海洋研修、海に関わる研

修を望むというところで、比較対象をまず貝塚を含めてくると、少し違うと思うわけであり

ますけれども、百歩譲って両方検討対象だったとしても、これ利用料引き上げれば、幾ら引

き上げれば利用者離れが加速すると考えている、根拠はどうですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  根拠ということになろうか、ちょっとあれはあるんで

すけれども、基本的に淡輪のほうが近い、日高の方が遠いという状況の中で、高い淡輪のほ

うが利用されておると、状況の中で、淡輪と比べまして遠い施設であるところを上げたとす

れば、やはり利用としては離れていくんではないかと考えてございます。 

 先ほど山の施設６，０００円という部分について、なぜ示したのかということでございま

すが、例えば、安価な施設を求めるということになりますと、当施設よりもやはり安価な施

設もございますので、そこで、今、均衡が取れている中でさらに上げてしまうと、やはり安



価な施設を求めるんであれば、そちら安価な施設を求められる数が増えるんではなかろう

かという認識でございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  甚だ失礼かもしれませんが、部長、ＥＢＰＭって御存じですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  エビデンスということかとは思うんですけれども、こ

ちらのほうで、例えば、実際に利用料上げたという実績は正直ございませんので、今のその

状況、近隣施設の状況等々ですね、踏まえた中での部分を一定の根拠ということで認識して

ございます。 

 

◆西 委員  これ、そもそも財政危機脱却プランって行革の議論なんですよね。この行革

の議論って、根拠に基づいてしっかり支出を精査しましょうということなんですよね。でも、

部長が値上げしていいかどうかという理由は、考える、思う。アンケート、調査、何もして

ないんじゃないんですか、しましたか。 

 

◎清水 子ども育成課長  利用料金につきましては、アンケートなどを行っておりませ

ん。以上でございます。 

 

◆西 委員  この間からずっとそうなんですよ。青少年団体は移転先があると思うと、部

長、前回答弁されたんですよ。今回も、調査もアンケートもなく、利用料を上げれば利用者

離れが加速すると思う。それは確かにむちゃくちゃ上げれば絶対離れますよ。でも、どれぐ

らいが適正値かどうか、調査もアンケートもされてない。部長の思う、部長じゃないかもし

れません、課長の思うのかもしれません。局長が思うのかもしれません。市長が思うのかも

しれませんが、思う、考える、根拠なく、感覚で、それで行革の真っただ中のこの施策を決

めてて、本当にいいんですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  値段引上げ等々の御議論かと思いますが、行革の議論

としましては、この施設というものが、将来的にどのような状況にあるのかというところが、

やはり必要かと思っております。今の状況に照らして、これまでの私どもの利用者増加に向

けての対応状況等々を踏まえても、なかなかこれから先に利用状況が増えるという見込み

はございません。そういった状況におきまして、やはりこの老朽化している施設をどうする

のかというのが、市政集中の議論かと認識してございます。 

 そちらで言いますと、やはりこのままの施設の維持というのは、非常に難しいのではない

かという判断でございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  部長、さっきから申し上げているんです。利用者が増えると思いません。根



拠を持って示していただきたいなというふうに思うわけです。先ほど答弁の中でおっしゃ

いました。利用人数の増加、利用料の引上げが経営改善に向けた議論なんですよね。何年後

かに老朽、指定管理期間が終了後の建て替えについて、今議論しているんじゃないんです。

今、打ち切るかどうかということは、最大の課題は皆さんがおっしゃっていることで言えば、

収入が減っていることなんです。利用人数が減っていることなんです。 

 この２つが、どちらかでも大きく改善をされれば、わざわざかなり異例のことをしなくて

もいいはずなんですが、そうすると、利用料の引上げについては、したらいいのか、しても

駄目なのか、しっかりと検討されるべきだったと思いませんか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  思う、考えるというところで、御指摘は頂戴しておりま

すが、先ほど比較的安価な状況の中で、今の状況ということを踏まえますと、やはり値上げ

をするということは非常に厳しいという判断でございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  堂々巡りになりますが、１，６００円以上上げることを申し上げているわけ

ではないんです。少し上げたとき、５００円上げたとき、１，０００円上げたときのシミュ

レーション、調査やアンケート、当然あってしかるべきだと思いますが、いかがですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  当施設におきましてですけれども、現状の利用料で、い

わゆる収支改善を図るということでございますと、正直、１，６００円程度ではなかなか賄

えないという状況にございます。仮に１，６００円上げたとしても、やはり赤字の状況とい

うのが続くであろうと考えます。 

 その上におきまして、１，６００円上げたからといって収支改善が見込めない状況という

ことで、一番の問題は、やはり市内の利用者というのが改善できないというのが一番の問題

であろうかと認識してございます。そちらのほうが、やはり改善できない状況の中、いわゆ

る利用料１，６００円云々上げたというところであったとしても、やはり改善というのは見

込めないという認識でございます。 

 

◆西 委員  そもそもなところになるんですが、全てゼロ円にすべきかということが、ま

ず疑問なんです。収支改善は見込めるでしょう。でも、プラスマイナスとんとんにはならな

いかもしれないということを部長おっしゃっている。では、宿泊型青少年野外研修、費用対

効果でゼロ円でやるべきものなんですか。 

 

◎清水 子ども育成課長  堺市の青少年の健全育成を目的とします当施設は、収益性の

観点のみで議論する施設ではないと認識しておりますが、堺市民の利用が、およそ３０％と

低迷しておりまして、当施設を利用されていた小学校などについても、近隣の類似施設にお

いて、その目的を達成できる状況にあると認識しております。 



 将来を担う子どもたちの健全な育成は重要な観点でございますが、宿泊型の青少年野外

研修が可能な代替施設がある状況において、施設を所有するかどうかは、財政状況も考慮し

なければならないと考えております。 

 今回、施設の利用実態や老朽化の状況、また今後の見通しなどを踏まえ、当施設の廃止を

提案しているものでございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  いろいろと突っ込みどころがある話をおっしゃってくださっていますが、

今おっしゃったように、収益性の観点のみで議論する施設ではないんですよね。五千数百万

円を出すべきかどうかという議論はあってしかるべきだと皆さんは思っておられるし、私

も思っています。でも、さっき部長がおっしゃった議論を突き詰めると、収益がプラスマイ

ナスゼロになるまでやめなくちゃいけない。言っていること矛盾していませんか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  私が先ほど申し上げましたのは、収益性がゼロ、例えば、

１，６００円上げたからといって収益性がゼロになるようなものではございませんという

ことを申し伝えたわけでございまして、収益性をゼロにするべきであるということではな

いです。先ほど課長が答弁したとおりでございます。青少年の健全育成という目的でござい

ますので、それで収益性を全て、いわゆるペイできるかといったら、そうではないかと思っ

ております。ただ、やはりその状況の中におきましても、赤字といいますか、そういう収益

性の判断のない状況におきましても、堺市の利用というのを一定数やっぱり確保する必要

があると思っております。 

 今の現状におきまして、やはり３０％と低迷している状況でございますので、先ほど申し

上げたように、施設廃止の提案をしておるものでございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  利用者については別の議論ですけど。戻りますと、利用料金を少し上げて、

収益性を少しでも改善をすることができれば、この事業の妥当性についても、もう少し議論

の余地があったと私は思うんです。少なくとも、これ何年も前からやっておかなきゃいけな

かったことだと思うんですけどね。収益性の改善について何も検討されてないのに、ちょっ

と値上げしたら利用者離れが加速すると考えている。そんな議論はおかしいと思いますが、

撤回されたらどうですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  利用者離れということでございますと、やはり値段を

引き上げると利用者が離れるということは、一定通常の流れかなと思ってございます。利用

者離れが加速するという、加速というのがどの判断かということはございますが、利用者が

増えるということにはつながらないという認識でございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  利用者離れが加速することと利用人数が減ることと、そして利用料金が上



がることと比較考量して、収益状況を改善をするということは、検討余地があったんじゃな

いんですか。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  先ほども申し上げましたが、１人当たり、市内・市外も

含めまして、大体、今の１万３，０００人でいうと、４，８００円程度のコストがかかって

ございます。その中で１，６００円上げたからといっても、やはり２，０００円弱ですかね、

程度の費用負担というのを堺が負担していくことになりますので、そういったことから考

えましても、今の現状、今の廃止の提案というのはさせていただいております。以上でござ

います。 

 

◆西 委員  時間がどんどんかかるのはあれですけど、堂々巡りしていますよね。２，０

００円程度にまで改善できたら実施し得たんじゃないかと思いますが、それも含めて、皆さ

んは何の検討もされてないということなんですよ。そこが非常に残念なんです。収支が悪い

からというのを１つの提案理由にされていますからね。それが残念なんです。 

 別の項目をお聞きをします。日高のこれまでの利用実態について、どのような状況だった

かお示しください。 

 

◎清水 子ども育成課長  施設の利用に当たりまして、施設が海に面し、背景が山である

など、地形的な問題で保護者の方々が防災面を不安視していると、複数の学校からお聞きし

ております。平成２２年度は、総利用者数２万７９３人のうち市内の利用者は９，４８０人

でありましたが、特に市内小学校の利用が減少し、令和元年度の市内の利用者は４，３２８

人となっております。 

 なお、当施設が子ども青年局の所管となりました平成２０年度から令和元年度の１２年

間で、およそ２１万６，０００人の御利用がございました。以上でございます。 

 

◆西 委員  これ、子ども青少年局の所管になる前も利用者がいてます。これはもう今分

からないということですか。 

 

◎清水 子ども育成課長  申し訳ございません。私ども所管の前につきましては、把握し

ておりません。 

 

◆西 委員  結構です。２０年度からでも２１万人以上の利用者があったということで

あります。この宿泊型の青少年野外研修施設の意義について、改めて当局の皆さんはどのよ

うに思っているのかなと心配になるわけでありますけれども、意義についてどのようにお

考えか、お示しください。 

 



◎清水 子ども育成課長  野外体験活動は、日常から離れた場所での体験学習を通じて、

青少年の豊かな情操と心身の健全育成に資する効果があるものと考えております。 

 宿泊型青少年野外研修施設につきましては、集団で宿泊生活を行うことで、規律性や協調

性などを育み、仲間と互いの理解を深める場ともなると考えております。以上でございます。 

 

◆西 委員  そういった中で、日高少年自然の家が堺市民の皆さんのために果たしてき

た役割について、どのように定義をされていますか。 

 

◎清水 子ども育成課長  堺では、臨海コンビナートの造成など工業化が進展し、水に親

しむ、親水空間を確保することが困難になったため、恵まれた自然環境の中で集団宿泊生活

を行うことができる施設として、和歌山県日高郡日高町に日高少年自然の家を設置いたし

ました。 

 昭和５０年の設置から４６年間の長きにわたりまして、当施設は堺市の青少年の豊かな

情操と心身の健全な育成に貢献してきたものと認識しております。以上でございます。 

 

◆西 委員  なかなか申し上げづらいんですが、午前中のＹＭＣＡの皆さんのこのこと

に対する総括に比べて、非常に薄いですよね。ＳＤＧｓ未来都市として、自然と親しむこと

も本当に重要なんだと思います。そして、あの場所で子どもたちが宿泊研修をして、２日間

なり３日間なり、終わって帰ってきたときに、全く違う顔していた。全く違う子どもたちに

なっていた。指導者も保護者もたくさんそう言われる方がいます。 

 そういうことに対しても、何か表層的な話じゃなくて、もっとしっかりとした意義につい

て分かっていただきたかったなというふうに、これはあえて申し上げますけれども、思いま

す。もう少しいろんな方とお話をしていただきたいなと思います。 

 ところで、東日本大震災の影響で利用者が本当に減ったのか、改めてお聞きをしたいと思

います。 

 

◎清水 子ども育成課長  市内の小学校に当施設を利用しない理由をヒアリングしまし

たところ、学校としましては、より近隣の施設の利用を望んでいることと併せまして、保護

者の方々が防災面を不安視していることが理由であると複数の学校からお聞きしておりま

す。以上でございます。 

 

◆西 委員  先ほどＹＭＣＡの方は自信を持って、防災面の取組をやっていますと。堺市

さんが広報されているかどうかは分かりませんとおっしゃっていました。ほかの地域の、ほ

かの市の学校の皆さんは、そういうことに対し理解されているんじゃないかというふうに

思いますが、堺市は、このことについて各学校にどのように理解を求めてこられましたか。 

 



◎清水 子ども育成課長  市立の小学校につきましては、令和元年度まで、毎年９月頃に

なりますけど、施設のスタッフ、指定管理者さんと本市の職員とで校長会に出向いたり、ま

た資料を送付したりするなどして施設利用をお願いしてきました。また、市立の中学校と幼

稚園に対しましても、令和元年度まで毎年９月頃に利用案内の資料を送付してきました。 

 また、特に平成２７年度から令和元年度にかけましては、施設利用実績のある小学校を中

心に、毎年１０校程度、個別訪問しまして施設利用をお願いしてきました。また、平成２８

年８月には、全市校園長会において、教育長から施設利用の呼びかけを実施しました。教育

長からは、そういった防災面の不安はあるが、ぜひ市の施設なので使ってほしいという旨を

お話いただいております。 

 また、市立学校園以外の施設利用実績のある団体さんには、利用案内の資料を送付しまし

て、また平成３０年度には、子ども会役員会において利用案内資料を配布するなど、利用促

進に向け取り組んでまいりました。以上でございます。 

 

◆西 委員  利用促進の紙も見ましたけど、先ほどの防災の取組について、いざ津波が起

きたところについての取組に不安視の声があるということでしたから、そのことを説明を

どのようにされましたか、お聞きをしています。 

 

◎清水 子ども育成課長  午前中に、参考人さんからのお話もございました。利用の団体

さんには御案内というものを配らせていただいておりまして、そこに防災面での対策とい

うのを掲載しております。そういったことを利用を促すＰＲする場で、そういったことも併

せて案内しております。以上でございます。 

 

◆西 委員  それでは、防災面の不安について、あのように自信を持って御説明をされて

いる内容をお伝えをされれば、保護者の不安は少しは軽減をされるんじゃないかというふ

うに思うわけでありますけれども、どのようなやり取りがあったか御紹介ください。 

 

◎清水 子ども育成課長  手元に資料あるんですけど、平成２９年の７月に、日高以外の

施設を利用されている市内の小学校に聞き取りいたしました。４２校に聞き取りいたしま

した。その中、ちょっと重複の回答ございますが、防災面が理由としているのが２２校、ま

た日高より、より近い施設を使いたいといった距離的な面を上げている学校さんが２１校

ございました。以上でございます。 

 

◆西 委員  日高以外を利用している学校について聞いているわけじゃないんです。日

高を利用するに当たって不安だとおっしゃるんであれば、こうこうこうだから大丈夫です

よ。あっ、そういう状況なんですか。安心しました。利用しましょうというフローがあると

思うんですが、そういうことについて、どのようなやり取りがあったかお示しくださいと申



し上げています。 

 

○大林 委員長  どなたが答弁されますか。 

 

◎森 子ども青少年局長  施設の利用案内につきましては、先ほど課長のほうから答弁

もありましたように、我々と指定管理者さん、施設長さんを含めて、堺市立学校の学校園長

会のほうで利用していただきますようということで呼びかけをさせていただいております。 

 その中で、利用案内の中にそういった防災面でのことも記述をしておりますし、我々のほ

うからも、指定管理者のほうからも、当然施設を利用していただく以上は、安心して利用し

ていただくという前提の下で説明をさせていただいております。 

 我々と利用する小学校、学校側とのやり取りというのは、その段階で止まっておりまして、

施設を利用する学校については、直接施設のほうに申込みをいただくことになりますので、

施設と指定管理者の間で、そういった不安を払拭するやり取りがあったのかどうかという

のは聞き取りはできておりませんが、我々としては、当然利用いただく以上の安全・安心を

担保した上での御利用をいただきますようにということで御案内をさせていただいている

ということでございます。以上です。 

 

◆西 委員  不安視をされているんであれば、いやいや、そのような不安は、こういうこ

とをしていますので解消できますよとしたら、分かりますという、分かりましたという回答

があるか、いや、それでは物足りないんです。こういう不安な状況は一切解決をされないか

ら、やっぱり利用できないんです。そうやり取りがあってしかるべきだと思うんですよね。

そこを、じゃあもうちょっとＹＭＣＡさん、ここをちょっと改善してください、そうしない

と利用は促進されませんよ。利用促進で頑張るって、そういうことなんじゃないんですか。 

 一方的に、利用案内送って、利用推進、使ってくださいとお願いをしないよりはしたほう

がいいですよ。だけど、そこに対して利用促進は、それぞれの利用者が持っている課題解決

をして初めて利用促進につながってくるわけです。そのやり取りがありますかとお聞きを

したら、今のお聞きをする限りにおいては、やってないように見えますけど、それでいいで

すか。 

 

◎森 子ども青少年局長  私、先ほど、施設の利用に際して御案内ということでパンフレ

ットをお渡しした上で、そちらの中で、地震、津波への対応というのは明記させていただい

ておりますということでお話をさせていただきました。 

 その上で、先ほど課長答弁のありました、２９年７月にヒアリングをしたというのは、そ

ういったところも含めて、施設の利用意向、今利用してないけども、これを踏まえて利用意

向につながることになりますかということでの問いかけの結果が、先ほど課長答弁の中身

というふうに認識をしております。以上です。 



 

◆西 委員  局長がそうおっしゃるからお聞きをしているんですけどね。であるならば、

何が課題なのか。何が不安の理由なのか。そこを解決できるものか、できないものなのかと

いう、何回かにわたるキャッチボールがあって、利用促進につながるんじゃないんですか。

ほかの地域の学校の皆さんは、恐らく取組に、場所は心配でも取組をやっておられるから、

ある程度安心をして利用している。でも、堺市だけ不安を持っている人が多いということは、

そこに関する解消の努力が足りてないんじゃないかというふうに思うわけです。されてな

いんじゃないんですか。 

 

◎森 子ども青少年局長  先ほど、２９年７月のヒアリングの内容、課長のほうから答弁

をさせていただきました。その中で防災に関する危惧というんですか、そういうところがあ

るところが２２施設ということで、この中身を聞きますと、少数ではありますけども、直接

的な津波の被害以外のことも想定されておられることもあります。 

 例えば、日高の施設に行くに際して、委員も行ってはると思いますので御理解いただける

と思うんですが、道中、非常に山間部については、道路狭くなっております。また、山の中

を縫うように道路が走っておりますので、地震の際には、当然、崖崩れ、土砂崩れ等で道路

が閉鎖されるというようなことも危惧されているというようなこともありまして、地震に

際しては、津波だけでなく、そういったところも意向として利用しにくいというような声に

つながっている部分もあるということで御紹介をさせていただきます。以上です。 

 

◆西 委員  全く違う話がまた出てきたんですけど、東日本大震災の津波だということ

でずっとお聞きをしてて、また少数の意見として別のものが紹介されるわけですが、そもそ

もお聞きをしたいんですけど、どうも地元の日高の少年自然の家の食堂とか、そうじゃない

か、体育館かもしれませんが、地元の避難場所になっているという話なんですけど、そうで

すか。 

 

◎清水 子ども育成課長  委員仰せのとおり、日高町の災害時避難場所として、食堂とい

うのが利用される予定になっております。以上でございます。 

 

◆西 委員  避難場所になっているところが安全じゃないってあり得るんですか。 

 

◎清水 子ども育成課長  日高町にお聞きしますと、台風とか大雨とか、そういった場合

の避難場所として活用されるということでございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  分かりました。そのことについては了解しましたが、この施設が、ある程度

安心ができて利用できる環境であるということをもっとしっかりキャッチボールをされる



べきだったんだと思います。いろんな方向に話が拡散していきますので、そういう議論がな

かなかできないんですけど、結局、今、一貫してお聞きをしていると、課題に対して解決策

を提示をして、こういうことは解決しましたから利用してくださいという議論が、ほとんど

なされてないんじゃないかな、お認めになりませんけど、そういうふうに思わざるを得ませ

ん。 

 もう１点お聞きをしたいと思います。前委員会でも問題にしましたが、廃止後にかかる費

用について、少しは詳細分かりましたか。 

 

◎清水 子ども育成課長  まずは施設の売却に向けて、令和４年３月までに施設の不動

産鑑定を行った後に、スピード感を持って民間事業者などへのヒアリングや土地所有者と

の調整などを進めまして、令和５年１月頃の事業者公募をめざしたいと考えております。 

 売却額は現時点で把握できておりませんが、同年代に建築された類似施設を令和２年度

に売却した他市の事例では、当施設の延べ床面積の２分の１程度、土地が山林で、面積は２．

５倍程度と異なるものの、土地と建物を３，５００万円で学校法人に売却しておられます。 

 本市としましては、同時並行で、譲渡、貸付け、受託について検討したいと考えておりま

すが、現時点において、譲渡につきましては、和歌山県や日高町に打診するも、取得の意向

は示されておらず、貸付けにつきましては、採算性を考慮すると、可能性は低いと考えてお

ります。また、受託につきましては、先日の健康福祉委員会におきまして、超概算でござい

ますが、およそ１０億円の費用とお示ししておりますが、早急に庁内関係部局との調整に取

りかかりたいと考えております。以上でございます。 

 

◆西 委員  時間がそんなにたってませんから、なかなかしんどかったんだと思います

が、結局振れ幅が、財政が理由のはずなのに、財政インパクトに関しては振れ幅がすごい大

きいままという状況だと思います。 

 あと、先ほどＹＭＣＡの皆さんがおっしゃっていましたが、やっぱり宿泊研修施設って、

近隣であまり充足しているようには、先ほどのお話でもなかなか言いにくそうであられま

したが、そのようにお考えのように感じました。 

 私も周辺施設幾つも利用していますが、非常に老朽化もしていますし、中期的に見たら、

青少年団体、非常に宿泊研修しにくくなるんじゃないかなと。子ども会の役員の皆さんもそ

う思っているというのもお聞きをします、心配になりますが、宿泊研修しにくくなるんじゃ

ないかという懸念に対して、御認識をお示しください。 

 

◎清水 子ども育成課長  令和元年度に、当施設の利用がありました青少年団体などに

は、令和３年９月に施設廃止の方針と併せまして、代替施設の案内を行いました。関西圏に

ございます類似施設６か所へ空き状況を確認したところ、７月から９月の繁忙期について

は、現時点で１割から３割程度空きがございます。 



 学校以外の市内団体の令和元年度の利用実績を見ますと、２０人から６０人程度の規模

でありますことから、類似施設の空き状況に照らせば利用できない状況ではないと考えて

おりますが、今後も、例えば、東吉野村のふるさと村をはじめ、利用可能な施設を案内して

いきたいと考えております。以上でございます。 

 

◆西 委員  お金を使うのをやめようとしている東吉野ふるさと村を１位に挙げられる

のが不思議な話なんですが、やっぱり優先予約の話、ここでしないんですね。 

 

◎櫻田 子ども青少年育成部長  優先予約につきましては、日高の場合にありましては、

市内の団体ということで優先予約はございますが、今後、その部分がなくなります。その部

分におきまして、当然、優先予約がなくなるという事情でございますので、そこの部分にお

いて、先に予約するということはなくなってくるかと思います。 

 

◆西 委員  もう時間がないので堂々巡り避けますが、しにくくなるんです。そうお認め

になったほうがいいと思います。 

 これからの堺市の宿泊型青少年野外研修施設、どのようにされていこうか、お示しをくだ

さい。 

 

◎清水 子ども育成課長  現段階におきまして、効果的な代替事業を見いだせておりま

せんが、引き続き府立の施設をはじめとする近隣施設の状況や、今後の市内小学校などの利

用状況の把握に努めまして、青少年の健全育成事業の在り方について研究してまいります。 

 なお、青少年が野外体験活動をできるよう、年複数回の宿泊プログラムを現在局内で検討

しているところでございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  別に御答弁をしたいのであればしていただいて結構ですけども、年数回の

宿泊プログラムを局内で検討してようが、してまいが、これは代替ではないですよね。そこ

の確認はしておきたいと思いますが、いかがですか。 

 

◎清水 子ども育成課長  委員仰せのとおり、代替事業とは考えておりませんが、子ども

たちに野外体験活動を提供できる機会を創出したいなということで検討します。以上でご

ざいます。 

 

◆西 委員  だから、全く別の事業なんで、このことは代替ではないと申し上げて、あと

の意見は討論で申し上げたいと思います。終わります。 

 

-----以下討論----------------------------------- 



◆西 委員  堺創志会の西哲史です。 

 議案第１１９号堺市立日高少年自然の家条例を廃止する条例について、堺創志会の意見

を申し述べます。 

 この条例案は、議案書によれば、東日本大震災以降、利用者が減少していること、施設の

老朽化に伴い維持管理に係る費用が増加していること等を踏まえ、堺市立日高少年自然の

家を廃止することとするとの内容です。 

 この条例提案は、委員会質疑を通してあまりにも唐突で周辺の調査を含め、様々な準備や

議論がなされていないことが明らかになり、議会が責任ある態度表明ができる状況にない

ことから、１２月１５日の委員会で閉会中の継続審査を提案し、委員会で可決をされました。

しかしながら、１２月２１日の本会議で継続審査が否決されたことから、本日の委員会で賛

否どちらかの態度表明を求められるに至ったものであります。 

 そういった意味で、１２月１５日から１か月もたっておらず、まだまだ準備や議論が尽く

されていないように感じますが、態度表明を迫られていますので、現段階での、少なくとも

３点の課題について申し上げたいと思います。 

 １点目は、提案理由についてです。東日本大震災以降、利用者が減少していることと、費

用の増加をこの条例の提案理由として挙げられました。条例の可否は、まさにこの提案理由

が論理的整合性を得ているかどうかによって判断されるべきです。それにもかかわらず、１

点目の東日本大震災以降、利用者が減少しているということは、信貴議員の質疑により、東

日本大震災以降も堺市立学校の利用以外は減少していないことが明らかになり、論理的に

成り立たないことが明らかになりました。つまり東日本大震災が理由ではなく、説明やケア

が不足しているなど、堺市特有の事情があることは明らかであり、これに対して、調査と対

応を行ってくるべきであったのです。 

 また、もう１点の理由として挙げられている費用の増加についてですが、廃止後、どのよ

うな費用がかかるのか十分な検討もされず、１０億円単位の振れ幅があることも１２月の

質疑で明らかになったまま、本日に至っても状況は変化していません。費用を理由に挙げら

れるにもかかわらず、中期的な財政インパクトを示せないまま提案するのは、議会に対して

不誠実であり、議会軽視です。 

 このように２つしかない提案理由が、両方とも現段階では破綻していることが、まず１点

目の課題です。 

 ２点目は、日高少年自然の家やこれまでの堺市の施策に対するレビューについてです。 

 今回の日高少年自然の家の廃止の提案は、財政危機脱却プラン（案）の中に、東吉野ふる

さと村への補助金の来年度以降の廃止も盛り込まれていることから、実質的には、堺市が宿

泊型青少年野外研修施設の維持運営という施策を政令指定都市で完全に唯一やめてしまう

ということを示しています。 

 そういった中で、１２月の委員会や本日の委員会で、日高少年自然の家や東吉野ふるさと

村の果たしてきた役割について聞きましたら、表面的な答えにとどまるとともに、それらの



施策をどのように継承していくかについて、全く議論されていないように見えました。答弁

でも、宿泊型野外研修は、収益性の観点のみで議論するものではないと答えたものの、結局、

提案趣旨や各議員への答弁は、費用を強調したものとなっています。 

 そして、収支改善の努力についても、指定管理者にお聞きをしても、また今日の堺市当局

との質疑を経ても、様々な議論がじっくりとなされたようには見えません。本当にこれまで

の施策について評価し、真剣に改善策を検討したのでしょうか。指定管理者のＹＭＣＡさん

も宿泊型青少年野外研修施設は有意義であり、近隣も含めて、まだまだ充足していない状況

にあることをおっしゃっていましたし、市当局も宿泊型青少年野外研修施設の意義が十分

あるということは認めているにもかかわらず、堺市が宿泊型青少年野外施設の運営という

施策から一切手を引いて本当にいいんでしょうか。あまりにも議論不足で、廃止ありきであ

ると考えます。この点が２点目の課題です。 

 ３点目は、廃止後の代替についてです。 

 当局は、１２月の委員会において、一貫して、これまで日高を利用してきた堺市内３４小

学校は、来年度、日高少年自然の家から近隣施設を利用できるから問題ないと主張してきま

した。しかし、その時点で、学校以外の市内の青少年団体の利用が、来年度以降、他施設で

足りるかについて確認できておらず、問題ないと思うとの答弁に終始をしました。 

 本日の委員会の答弁においても、希望する日時の利用が十分に保障されているかについ

て、具体的に明言はされませんでした。他市の学校が日高少年自然の家を利用していた分も

近隣施設に移転することから、本当に堺市内の子ども会や様々な青少年団体の利用に困難

が生じてくることはないのか不安です。 

 また、堺市立だからこそ、堺市民が優先的に利用予約してきた権利は、当然のことながら、

なくなることで使いにくくなる等の課題も多いです。また、近隣施設も老朽化したり、もし

くは閉鎖が相次ぐ中で、長期的ではなく、中期的に見ても、青少年団体の不安は解消されて

いません。 

 市当局は、今後研究していくという答弁しかしていませんが、近隣施設も含めて、このよ

うな施設が、短期ではなく、中期的に充足しているかどうか、そしてこのような青少年施設

を運営していくという施策をどのように代替していくかについて議論をせずに、廃止あり

きの議論をしていて本当にいいんでしょうか。この点が３点目の課題です。 

 以上３点、大きく課題があることを申し上げました。そして、何よりの問題は、数十万人

の堺市民が利用されてきた、堺市民にとって様々な経過があり、歴史を刻んできた施設や施

策に対する認識のなさです。 

 大阪維新の会の橋下元大阪市長や松井現市長は、様々な経過から、市民にとって賛否が大

きく分かれるような施策や施設を廃止するときは、現地に行き、現場を見て、様々な議論を

していたように見えます。決定の是非はともかく、そのような姿勢は評価できると考えます。 

 しかしながら、永藤市長は、多くの課題や論点があるにもかかわらず、議案提案前に現地

を一度も見ることなく、議論や調査が不十分なまま施設や施策を廃する提案をしました。 



 堺市で小学校を卒業した方や中学校を卒業された方と対話をしていただくと、すぐ分か

りますが、この施設は本当に多くの堺市民が関わってきた思い入れのある施設であり、有意

義であった施策であることは言をまちません。 

 そして、これからも日高少年自然の家を維持し、宿泊型野外研修施策を維持してほしいと

望んでいる多くの市民や子どもたちがいます。そのような施設や施策を廃止するに当たっ

ては、丁寧な議論や調査が必要なはずです。あまりにも不誠実な態度に抗議を申し上げると

ともに、来年度、事業を継続した場合に、既に予約が他施設に移動したために収入が減少し

てしまうことによって、財政に悪影響を及ぼすことについての責めは、議会を軽視し、廃止

を前提に様々なことを性急に進め、ハードランディングを図った永藤市長に帰することを

申し上げ、反対の意を表します。 


