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上山市議会第４８３回定例会 

〔平成３０年３月予算特別委員会会議録〕 

（第 １ 日） 

平成３０年３月１日（木曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第１号 平成２９年度上山市一般会計補正予算（第８号） 

 議第２号 平成２９年度上山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 議第３号 平成２９年度上山市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議第４号 平成２９年度上山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 議第５号 平成２９年度上山市産業団地整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 

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

出 欠 席 委 員 氏 名 

出席委員（１５人） 

       守  岡     等  委員         井  上     学  委員 

       中  川  と み 子  委員         髙  橋  恒  男  委員 

       谷  江  正  照  委員         佐  藤  光  義  委員 

       枝  松  直  樹  委員         浦  山  文  一  委員 

       坂  本  幸  一  委員         大  沢  芳  朋  委員 

       川  崎  朋  巳  委員         棚  井  裕  一  委員 

       尾  形  み ち 子  委員         長  澤  長右衛門  委員 

       髙  橋  義  明  委員 

 

欠席委員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者  

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 

鈴  木  英  夫 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 鈴  木  直  美 市政戦略課長 

金  沢  直  之 財 政 課 長  舟  越  信  弘 税 務 課 長 



－９６－ 

土  屋  光  博 市民生活課長  尾  形  俊  幸 健康推進課長 

武  田     浩 福祉事務所長  冨  士  英  樹 商 工 課 長 

平  吹  義  浩 観 光 課 長  前  田  豊  孝 
農 林 課 長 
（併）農業委員会 
事 務 局 長 

藤  田  大  輔 農業夢づくり課長  近  埜  伸  二 建 設 課 長 

秋  葉  和  浩 上下水道課長  齋  藤  智  子 
会 計 管 理 者 
( 兼 ) 会 計 課 長 

佐  藤  浩  章 消 防 長  古  山  茂  満 
教 育 委 員 会 
教 育 長 

太  田     宏 
教 育 委 員 会 
管 理 課 長  加  藤  洋  一 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

井  上  咲  子 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長  鏡     裕  一 

教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

大  和     啓 監 査 委 員  渡  辺  る  み 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

佐  藤     毅 事 務 局 長  遠  藤  友  敬 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 査  後  藤  彩  夏 主 事 

 

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

 

午後１時００分 開 会 

 

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

開  議 

 

○中川とみ子委員長 出席委員は定足数に達し

ておりますので、これより予算特別委員会を開

会いたします。 

 今期定例会において当予算特別委員会に付託

されました案件は、平成２９年度の補正予算５

件及び平成３０年度予算１０件であります。 

 初めに、審査の日程についてお諮りいたしま

す。 

 本日は平成２９年度の補正予算５件を審査し、

６日から８日の３日間で平成３０年度の各会計

予算１０件を審査いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいまお諮りいたしましたとおり、

本日は平成２９年度の補正予算を審査し、６日

から８日の３日間は平成３０年度予算の審査を

行うことに決しました。 

 なお、審査は各委員のお手元に配付しており

ます審査予定表のとおり進めることにいたした

いと思いますので、御了承の上、御協力をお願
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いいたします。 

 次に、審査の順序でありますが、議案番号の

順に進めたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいまお諮りいたしましたとおり、

審査することに決しました。 

 これより直ちに審査に入ります。 

 

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

 議第１号 平成２９年度上山市一般 

      会計補正予算（第８号） 

 

○中川とみ子委員長 議第１号平成２９年度上

山市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。財政課長。 

〔金沢直之財政課長 登壇〕 

○金沢直之財政課長 命によりまして、議第１

号平成２９年度上山市一般会計補正予算（第８

号）につきまして御説明を申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の一般会計補正予算（第

８号）は、次に定めるところによるものであり

ます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１，９００万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１６８億１，３００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 繰越明許費の補正、第２条、繰越明許費の追

加は、「第２表繰越明許費補正」によるもので

あります。 

 地方債の補正、第３条、地方債の追加及び変

更は、「第３表地方債補正」によるものであり

ます。 

 それでは、歳入歳出予算補正について御説明

申し上げますので、２ページ、３ページをお開

きください。 

 第１表歳入歳出予算補正について、最初に歳

入から申し上げます。 

 １款市税は１億２，５００万円を増額し、補

正後の額を３６億２，７３０万円とするもので

ありますが、１項市民税で７，８００万円、２

項固定資産税で４，２００万円、３項軽自動車

税で５００万円の増によるものであります。 

 １４款国庫支出金は７，６２６万２，０００

円を減額し、補正後の額を１２億７，８５８万

１，０００円とするものでありますが、１項国

庫負担金で２００万３，０００円の増、２項国

庫補助金で７，８２６万５，０００円の減によ

るものであります。 

 １５款県支出金は２，５８９万円を減額し、

補正後の額を９億９，３６９万１，０００円と

するものでありますが、１項県負担金で６９０

万８，０００円の増、２項県補助金で３，２７

９万８，０００円の減によるものであります。 

 １６款財産収入は１０２万２，０００円を減

額し、補正後の額を１億３，６１２万７，００

０円とするものでありますが、２項財産売払収

入の減によるものであります。 

 １７款寄附金は５１２万２，０００円を増額

し、補正後の額を１５億９３２万２，０００円

とするものであります。 

 １８款繰入金は６，７２５万２，０００円を

増額し、補正後の額を６億３，６７２万７，０
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００円とするものであります。 

 ２１款市債は７，５２０万円を減額し、補正

後の額を２４億８，３２０万円とするものであ

ります。 

 以上の結果、歳入合計では１，９００万円を

増額し、補正後の歳入合計を１６８億１，３０

０万円とするものであります。 

 次に、歳出について申し上げますので、３ペ

ージをごらんください。 

 ２款総務費は１０７万２，０００円を増額し、

補正後の額を２８億１，０２９万８，０００円

とするものでありますが、１項総務管理費の増

によるものであります。 

 ３款民生費は４，５０２万３，０００円を増

額し、補正後の額を４３億７，３４０万７，０

００円とするものでありますが、１項社会福祉

費で４，８６５万６，０００円の増、２項児童

福祉費で６２０万２，０００円の減、３項生活

保護費で２５６万９，０００円の増によるもの

であります。 

 ４款衛生費は１，３４８万３，０００円を減

額し、補正後の額を１６億５，８９２万９，０

００円とするものでありますが、２項清掃費の

減によるものであります。 

 ６款農林水産業費は３，４５４万２，０００

円を減額し、補正後の額を６億５７４万２，０

００円とするものでありますが、１項農業費で

１，６３９万２，０００円、２項林業費で１，

８１５万円の減によるものであります。 

 ８款土木費は１，７０３万１，０００円を増

額し、補正後の額を１２億３，３６０万３，０

００円とするものでありますが、２項道路橋梁

費で３，８３４万４,０００円、３項河川費で

６０万円の増、４項都市計画費で１，８５５万

２，０００円、５項住宅費で３３６万１，００

０円の減によるものであります。 

 ９款消防費は１項消防費を２２９万円減額し、

補正後の額を７億３５２万７,０００円とする

ものであります。 

 １０款教育費は２，６１８万９，０００円を

増額し、補正後の額を１５億６，２５８万７，

０００円とするものでありますが、１項教育総

務費で１４５万円の増、２項小学校費で２８万

６，０００円の減、３項中学校費で２，７００

万円の増、次のページをごらんください。５項

社会教育費で１９７万５，０００円の減による

ものであります。 

 １１款災害復旧費は２，０００万円を減額し、

補正後の額を７２７万１，０００円とするもの

でありますが、２項土木施設災害復旧費の減に

よるものであります。 

 以上の結果、歳出合計では１，９００万円を

増額し、補正後の歳出合計を１６８億１，３０

０万円とするものであります。 

 次に、事項別明細書について御説明申し上げ

ます。 

 最初に、歳出から御説明申し上げますので、

１７ページ、１８ページをお開きください。 

 最初に、２款総務費１項総務管理費５目財産

管理費は６０万円の増でありますが、庁舎整備

事業費では、本庁舎耐震改修等の事業に充てる

起債額の変更に伴い財源更正を行い、基金積立

金では、東京上山会からいただいた寄附金を平

成３０年度以降、会が希望されたクアオルト事

業やコースの設備等に活用するため財政調整基

金へ積み立てるものであります。 

 ７目情報管理費は９７万２，０００円の増で

ありますが、コンピュータシステム開発費で、

社会保障・税番号制度システムにおいて平成３

０年７月から特定個人情報の情報連携が開始さ
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れるに当たり、必要なシステム改修を行うもの

であります。 

 ８目市民生活対策費は５０万円の減でありま

すが、消費者行政費で、啓発用品等経費の実績

により減額するものであります。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務

費は７３４万円の増でありますが、社会福祉総

務費では臨時福祉給付金（経済対策分）の精算

返還金を措置し、国民健康保険特別会計繰出金

では、国民健康保険基盤安定繰入金等の額の決

定等により繰出金を減額するものであります。 

 ２目障がい者福祉費は４，３２５万２，００

０円の増でありますが、障がい者福祉事業費で

は、療養介護医療費等を増額し、地域生活支援

事業費では、ストマ用装具等の日常生活用具給

付費を増額し、障がい福祉サービス給付費では、

生活介護や就労継続支援等の利用者の増及び福

祉人材処遇改善加算などによる扶助費の増のほ

か、不正請求のあった過年度の障がい者自立支

援給付費の国及び県負担金の精算返還金を措置

するものであります。 

 ３目高齢者福祉費は４７３万６，０００円の

減でありますが、在宅高齢者支援事業費では、

上山市豪雪対策本部設置に伴い、高齢者世帯除

雪支援が２回まで利用できるよう扶助費を増額

し、介護保険特別会計繰出金では、介護給付費、

地域支援事業費などの決算見込みにより繰出金

を減額するものであります。 

 ５目医療給付費は２８０万円の増であります

が、子育て支援医療給付費で、中学生までの医

療費が当初想定を上回る見込みであることから

増額するものであります。 

 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費は２，５

６８万５，０００円の減でありますが、児童福

祉総務費では、過年度の国の子ども・子育て支

援交付金の精算返還金を措置し、母子等福祉費

では、児童扶養手当の物価スライド及び多子加

算対象者の減により減額し、総合子どもセンタ

ー事業費では、株式会社おーばんホールディン

グスから子育て支援のためにといただいた寄附

金を総合子どもセンター等の備品に充当する財

源更正を行うものであります。 

 ２目児童措置費は３４８万２，０００円の増

でありますが、障がい児施設給付・医療費では、

次のページをお開きください。放課後等デイサ

ービスなどの利用増により扶助費を増額するほ

か、過年度の障がい児入所給付費等国庫負担金

の精算返還金を措置するものであります。 

 ３目児童福祉施設費は１，６００万１，００

０円の増でありますが、子育て支援施設整備事

業費では、二日町再開発ビル内に整備している

子育て支援施設の空調ダクト、供用部分のエレ

ベーター等において、工事内容の変更が必要で

あることから、工事負担金を増額するものであ

ります。 

 ３項生活保護費１目生活保護総務費は１０万

４，０００円の増でありますが、生活困窮者自

立支援費で、過年度の国の生活困窮者自立相談

支援事業費等負担金の精算返還金を措置するも

のであります。 

 ２目扶助費は２４６万５，０００円の増であ

りますが、生活保護援護事業費で、過年度の生

活保護費国庫負担金の精算返還金を措置するも

のであります。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目保健衛生施設

費は補正額ゼロでありますが、温泉健康施設事

業費で、当初温泉掘削工事に充当する予定であ

った起債について、県と協議の結果、今後の温

泉健康施設整備事業で交付税措置があり、充当

率の高い起債を借り入れられる可能性があるこ
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とから、一般財源とする財源更正を行うもので

あります。 

 ２項清掃費１目清掃総務費は１，３４８万３，

０００円の減でありますが、清掃総務費で、山

形広域環境事務組合の決算見込みにより負担金

を減額するものであります。 

 ５款労働費１項労働費１目労働諸費は補正額

ゼロでありますが、産業人材確保・育成事業費

で、大相撲かみのやま温泉場所実行委員会から

産業振興及び青少年育成のためにと、いただい

た指定寄附金を、奨学金返還支援を行う山形県

若者定着支援事業負担金や産業人材市内誘導奨

励金などに充当する財源更正を行うものであり

ます。 

 ６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費

は１，６４４万９，０００円の減でありますが、

果樹園芸産地形成事業費では、産地パワーアッ

プ事業費補助金で事業の確定により減額し、ブ

ランド化推進事業費では、元気な６次産業化ス

テップアップ支援事業費補助金で事業の確定に

より減額し、経営体育成支援事業費では、事業

費の確定により減額し、地域農業振興事業費で

は、次のページをお開きください。対象となる

新規農業者数や額、農地の集積に係る機構集積

協力金の確定などにより減額し、担い手確保・

経営強化支援事業費では、国の補正予算を活用

し、農業用機械・施設等の導入を図る意欲的な

担い手に対する担い手確保・経営強化支援事業

費補助金を措置するものであります。 

 なお、事業終了後の補助額の確定等が平成３

０年度となることから、繰越明許費を設定して

おります。 

 ５目農地費は５万７，０００円の増でありま

すが、農地整備事業費では、松沢地区農村災害

対策整備事業などの事業費が確定したことによ

り県営土地改良事業負担金を増額し、多面的機

能支払事業費では、対象となる面積等の確定に

より交付金を減額するものであります。 

 ２項林業費２目林業振興費は１，８１５万円

の減でありますが、林業振興事業費で、利用間

伐促進事業費補助金及び木質バイオマス発電施

設に併設されるチップ供給施設に対する森林・

林業再生基盤づくり交付金の額の確定により減

額するものであります。 

 ７款１項商工費５目観光施設費は補正額ゼロ

でありますが、観光施設管理費で、平成２９年

度、平成３０年度で実施する上山城屋根瓦等改

修事業で県等と協議の結果、交付税措置があり、

充当率が高い起債の借り入れが可能であると判

断されたため、起債額を変更する財源更正を行

うものであります。 

 ８款土木費２項道路橋梁費２目道路維持費は

１億３，２００万円の増でありますが、除雪対

策費で、これまでの豪雪や今後の気象予報等を

考慮し委託料などを増額するものであります。 

 ４目社会資本整備総合交付金事業費は９，３

６５万６，０００円の減でありますが、道路事

業費で、久保手隔間場線、三上平線、蔵王川橋

橋梁補修工事、除雪ドーザー購入などに係る事

業費の確定見込みにより減額するものでありま

す。なお、蔵王川橋橋梁補修工事については、

想定より損傷が著しく、工法検討や設計変更に

日数を要し、年度内完了が困難なことから繰越

明許費を設定しております。 

 ３項河川費２目河川整備費は６０万円の増で

ありますが、急傾斜地崩壊防止事業費で、事業

の確定により県事業負担金を増額するものであ

ります。 

 次のページをお開きください。 

 ４項都市計画費１目都市計画総務費は１，８
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５５万２，０００円の減でありますが、公共下

水道事業特別会計繰出金で、決算見込みにより

減額するものであります。 

 ５項住宅費１目住宅管理費は３３６万１，０

００円の減でありますが、市営金生住宅長寿命

化事業費で、事業費の確定により減額するもの

であります。 

 ９款１項消防費３目消防施設費は２２９万円

の減でありますが、市単独消防施設整備事業費

で、元屋敷消防団拠点施設整備事業費の確定に

より減額するものであります。 

 １０款教育費１項教育総務費１目教育委員会

費は１４５万円の増でありますが、委員会運営

費で、育英事業に対する指定寄附を受けたこと

から、基金への繰出金を措置するものでありま

す。 

 ２項小学校費１目学校管理費は１，９００万

円の増でありますが、小学校耐震改修事業費で、

国の補正予算を活用して南小学校武道場の吊り

天井撤去等の耐震化を行う経費を新たに措置す

るものであります。なお、年度内に工事が完了

しないことから繰越明許費を設定しております。 

 ２目教育振興費は１７１万４，０００円の増

でありますが、スクールバス運行事業費で、ス

クールバスに対する国のへき地児童生徒援助費

等補助金の算定において過誤があったことから、

精算返還金を措置するものであります。 

 ３目学校建設費は２，１００万円の減であり

ますが、上山小学校建設事業費で、グラウンド

整備工事の事業費の確定により減額するもので

あります。 

 ３項中学校費１目学校管理費は２，７００万

円の増でありますが、中学校耐震改修事業費で、

国の補正予算を活用して北中学校屋内運動場の

吊り天井撤去等の耐震化を行う経費を新たに措

置するものであります。なお、年度内に工事が

完了しないことから繰越明許費を設定しており

ます。 

 次のページをお開きください。 

 ５項社会教育費２目公民館費は２６９万１，

０００円の減でありますが、公民館耐震化事業

費で、本庄地区公民館の耐震診断、中山地区公

民館耐震補強工事等の額の確定により減額する

ものであります。 

 ４目文化芸術費は補正額ゼロでありますが、

国史跡羽州街道楢下宿金山越保存活用整備事業

費で、楢下宿庄内屋茅屋根改修事業の起債につ

いて県等と協議の結果、交付税措置があり、充

当率が高い起債の借り入れが可能であると判断

されたため、起債額を変更する財源更正を行う

ものであります。 

 ５目図書館費は７１万６，０００円の増であ

りますが、図書館管理運営費で、二日町再開発

ビル再生整備工事において、供用部分の工事内

容に変更が必要であることから、工事負担金を

増額するものであります。 

 １１款災害復旧費２項土木施設災害復旧費１

目単独土木施設災害復旧費は５００万円の減で

ありますが、単独土木施設災害復旧事業費で、

大規模な災害がなかったことから減額するもの

であります。 

 ２目公共土木施設災害復旧費は１，５００万

円の減でありますが、公共土木施設災害復旧事

業費で、同じく大規模な災害がなかったことか

ら減額するものであります。 

 以上で歳出の説明を終わりまして、歳入の説

明を申し上げます。 

 前に戻りまして、１１ページ、１２ページを

お開きください。 

 最初に、１款市税１項市民税１目個人は５，



－１０２－ 

５００万円の増でありますが、給与所得や農業

所得が当初見込みを上回ったことなどによるも

のであります。 

 ２目法人は２，３００万円の増でありますが、

大手企業の設備投資が一段落し、法人税額が当

初見込みを上回ったことなどによるものであり

ます。 

 ２項１目固定資産税は４，２００万円の増で

ありますが、設備投資、家屋などが当初見込み

を上回ったことなどによるものであります。 

 ３項１目軽自動車税は５００万円の増であり

ますが、決算見込みにより増額するものであり

ます。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費

国庫負担金は１，２００万８，０００円の増で

ありますが、保険者支援分の減等に伴い国民健

康保険基盤安定費負担金で減額し、生活介護や

就労継続支援等に対する障がい者自立支援給付

費負担金、療養介護医療費に対する障がい者医

療費負担金で増額し、児童扶養手当給付費負担

金で減額し、放課後等デイサービスなどに対す

る障がい児施設給付費等負担金で増額するもの

であります。 

 ３目災害復旧費国庫負担金は１，０００万５，

０００円の減でありますが、土木施設災害復旧

事業負担金を減額するものであります。 

 ２項国庫補助金２目民生費国庫補助金は６７

万３，０００円の増でありますが、ストマなど

の日常生活用具給付等に対する地域生活支援事

業費補助金、社会保障・税番号制度システム整

備費補助金で増額するものであります。 

 ６目土木費国庫補助金は９，２４６万５，０

００円の減でありますが、社会資本整備総合交

付金では、道路橋梁費、住宅費ともに事業費の

確定に伴い減額するものであります。 

 ８目教育費国庫補助金は１，３５２万７，０

００円の増でありますが、スクールバスのリー

ス運行に対するへき地児童生徒援助費等補助金

を減額し、南小学校武道場の吊り天井、北中学

校屋内運動場吊り天井の耐震化に対する学校施

設環境改善交付金をそれぞれ増額するものであ

ります。 

 １５款県支出金１項県負担金２目民生費県負

担金は６９０万８，０００円の増でありますが、

保険者支援分の減等に伴い国民健康保険基盤安

定費負担金で減額し、次のページをお開きくだ

さい。生活介護や就労継続支援等に対する障が

い者自立支援給付費負担金、療養介護医療費に

対する自立支援医療給付費負担金、放課後等デ

イサービスなどに対する障がい児施設給付費等

負担金で増額するものであります。 

 ２項県補助金２目民生費県補助金は２３０万

５，０００円の増でありますが、県事業分の子

育て支援医療費補助金、ストマなどの日常生活

用具給付等に対する地域生活支援事業費補助金

で増額し、保育対策等促進事業費補助金では、

次の３目衛生費県補助金の地域子ども・子育て

支援事業費補助金と同額の増と減ですが、市の

行っているこんにちは赤ちゃん訪問事業等に対

する県の事業の組み替えによるものであります。 

 ４目農林水産業費県補助金は３，４２４万４，

０００円の減でありますが、経営体育成支援事

業費補助金、産地パワーアップ事業費補助金、

機構集積協力金交付事業費補助金、農業次世代

人材投資事業費補助金で事業費の確定等により

減額し、担い手確保・経営強化支援事業費補助

金を措置し、多面的機能支払交付金、元気な６

次産業化ステップアップ支援事業費補助金、森

林・林業再生基盤づくり交付金で、事業費の確

定等により減額するものであります。 
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 １６款財産収入２項財産売払収入１目不動産

売払収入は１０２万２，０００円の減でありま

すが、市有林の間伐面積が当初想定より小さく

なったことなどにより立木売払収入を減額する

ものであります。 

 １７款寄附金１項１目寄附金は５１２万２，

０００円の増でありますが、指定寄附金は、医

療法人長清会など３法人１個人から育英会事業

のために、東京上山会からクアオルトの施設整

備のために、大相撲かみのやま温泉場所実行委

員会から産業振興と青少年育成のために、株式

会社おーばんホールディングスから福祉事業の

ためにといただいた寄附金を増額するものであ

ります。 

 １８款繰入金１項１目基金繰入金は６，７２

５万２，０００円の増でありますが、財政調整

基金取り崩しを増額するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 ２１款市債１項市債１目総務債は５，０２０

万円の増でありますが、庁舎整備事業で、庁舎

耐震改修等整備事業の起債を増額するものであ

ります。 

 ２目衛生債は１億４００万円の減であります

が、温泉掘削事業で減額するものであります。 

 ３目農林水産業債は７０万円の増であります

が、県営土地改良事業負担金で増額するもので

あります。 

 ４目商工債は３，７９０万円の増であります

が、観光施設整備事業で上山城屋根瓦等改修事

業の起債を増額するものであります。 

 ５目土木債は４，２３０万円の減であります

が、１節道路橋梁債では、社会資本整備総合交

付金事業で事業費の確定等により減額し、２節

河川債では、急傾斜地崩壊対策費負担金で事業

費の確定により増額し、４節市営住宅債では、

市営住宅長寿命化事業で事業費の確定により減

額するものであります。 

 ６目消防債は２００万円の減でありますが、

市単独消防施設・施設整備事業で事業費の確定

により減額するものであります。 

 ７目教育債は１，３００万円の増であります

が、上山小学校グラウンド整備事業の事業費の

確定等により小学校施設整備事業を減額し、公

民館整備事業で事業費の確定により減額し、文

化財整備事業で、楢下宿庄内屋茅屋根改修事業

の起債を増額し、北中学校屋内運動場吊り天井

耐震化等工事に対する中学校施設整備事業を計

上するものであります。 

 ８目災害復旧債は４９０万円の減であります

が、公共土木施設災害復旧事業を減額するもの

であります。 

 ９目臨時財政対策債は３，５８０万円の減で

ありますが、臨時財政対策債の確定によるもの

であります。 

 １０目民生債は１，２００万円の増でありま

すが、子育て支援施設整備事業を計上するもの

であります。 

 次に、第２表繰越明許費補正について御説明

申し上げますので、前に戻りまして５ページを

お開きください。 

 今回の補正は追加でありますが、４款衛生費

１項保健衛生費、温泉健康施設事業費は７，６

４６万４，０００円でありますが、温泉掘削工

事について、予見できなかった硬質な岩盤等の

影響で年度内完了が困難であることから繰越明

許費を設定し、再生可能エネルギー施設整備事

業費は６億７，５００万円でありますが、山形

バイオマスエネルギー株式会社に対するふるさ

と融資について、木質バイオマス発電所の設備

のおくれなどにより年度内貸し付けが困難であ
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ることから繰越明許費を設定するものでありま

す。 

６款農林水産業費１項農業費、担い手確保・経

営強化支援事業費は１，２１５万９，０００円

でありますが、国の補正予算を活用し、農業用

機械・施設等の導入を図る補助金を交付するも

ので、年度内完了が困難であることから繰越明

許費を設定するものであります。 

 ８款土木費２項道路橋梁費、道路事業費は５，

１００万円でありますが、上山市橋梁長寿命化

計画に基づき実施している蔵王川橋橋梁補修工

事については、想定より損傷が著しく、工法検

討や設計変更に日数を要し、年度内完成が困難

であることから繰越明許費を設定するものであ

ります。 

 １０款教育費２項小学校費、小学校耐震改修

事業費は１，９００万円、３項中学校費、中学

校耐震改修事業費は２，７００万円であります

が、それぞれ国の補正予算を活用して南小学校

武道場及び北中学校屋内運動場の吊り天井撤去

等の耐震化工事を行うもので、年度内完成が困

難であることから繰越明許費を設定するもので

あります。 

 ６ページ目をごらんください。 

 最後に、第３表地方債補正であります。 

 初めに、追加でありますが、起債の目的は、

子育て支援施設整備事業、限度額１，２００万

円、中学校施設整備事業、限度額１，８００万

円、文化財整備事業、限度額７２０万円、起債

の方法は普通貸借または証券発行とし、利率は

借入先との協定によるものとするものでありま

す。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金

について、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率とするものであります。 

 償還の方法は、借入先の融資条件によるもの

であります。ただし、財政上の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還も

しくは低利に借換えすることができるものとす

るものであります。 

 変更につきましては、限度額の変更であり、

事業費の確定に伴う発行額の確定、財源の見直

しなどによるもので、それぞれ記載のとおり変

更するものでありますが、その結果７，５２０

万円を減額し、補正後の限度額を２４億８，３

２０万円とするものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を区分し、繰越明許費及び

地方債は歳入とあわせて行います。 

 初めに、歳出からの質疑とし、２款総務費、

３款民生費についての質疑、発言を許します。

尾形委員。 

○尾形みち子委員 ２款総務費１項総務管理費

の財産管理費の中の、先ほど、東京上山会から

指定寄附金をいただきましてクアオルトのほう

の施設整備というようなことが言われたと思う

んですけれども、その内容ですけれども、いつ、

そして何を整備するのかということをお尋ねい

たします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 東京上山会のほうか

らは、健康づくりに寄与するものであったり、

施設に使っていただきたいという御意向を伺っ

ておりますので、どういうものがふさわしいか

検討いたしまして、平成３０年度中に決定し、

購入あるいは整備させていただければと思って

おります。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 健康増進、もちろんクアオ



－１０５－ 

ルトですから、今何カ所かクアオルトウオーキ

ングの道があるわけですけれども、そういった

ところに多分使わせてくださるというようなこ

となんですけれども、おおよその使い道をどの

ように決定するかということをお尋ねいたしま

す。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 クアオルトウオーキ

ングのコース整備や物品の購入、あるいは形の

残るものの購入、設置なども含めて、市のほう

で決定させていただければと思っております。 

○中川とみ子委員長 ほかにございませんか。

井上委員。 

○井上 学委員 ３款１項３目の除雪費の高齢

者への幇助拡大について、限度を１回から２回

にしたことをどのように周知されたかというこ

とと、１回の方が何人で、２回の方が何人かを

お聞かせください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、広報につきま

しては、豪雪対策本部ができたときに専用のチ

ラシを作成して地区会長等に配付をして依頼を

していると思います。 

 また、２回の方が何人で１回の方が何人なの

かという部分ですけれども、そこにつきまして

は、２月末時点ですけれども８８件の申請を受

けております。そのうち２回出している方が４

人というふうなことでございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 私もちょうど窓口にいたとき

に申請している方がいて、その方は、１回だと

思ったら２回で、ちょうど２回分の領収書持っ

ていたんで、ああいいなと思ったんですけれど

も、周知はチラシでなされているというふうな

ことはわかりました。ただ、１回の方が８８人

で２回がまだ４人ということであれば、その８

８人の方も、もしかしたら２回利用している可

能性が高いのではないかと考えられます。１回

利用した方に、２回まで利用できることの周知

というのは今後考えられないかどうかお聞かせ

願います。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 全ての方が２回屋根

の雪おろしをするかといいますと、そうとは必

ずしも限りませんし、過去の状況を見ましても、

やはり郡部の、特に雪が多いような地域であれ

ば年に２回雪おろしをしている方はいらっしゃ

いますので、２回目についても豪雪対策本部が

できたときにあわせて会長を通じて周知をお願

いをしておりますので、今の対応でさせていた

だきたいというふうに考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、４款衛生費、６款農林水産業費につい

ての質疑、発言を許します。枝松委員。 

○枝松直樹委員 ４款の温泉健康施設事業費で

財源更正がありますが、掘削費用は２億円を超

えているわけですが、この１億４００万円以上

は適用ならないですか。その新しい地方活性化

債というものでしょうか。全額対象にならない

のかどうか伺います。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○金沢直之財政課長 この起債につきましては、

交付税措置があるという有利な面もございます

が、温泉を掘るという不確実なものに対して交

付税を措置することは、出ない場合もあり得る

ということも想定されますので、これに対して

まで交付税措置のある起債を借りられるという
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ことはないというような考え方になります。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 これが上限ということですか。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○金沢直之財政課長 今後の事業費に対すると

いうことですと、今後の事業費総額の起債の対

象になる部分の９０％まで充当できるというよ

うなことになるかと思いますので、そちらのほ

うは可能な限り交付税を受けられるような対応

を取りたいと考えてございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 ６款農林水産業費で質問させ

ていただきます。果樹園芸からブランド、いろ

いろな項目で全部減ということで、４，５００

万円ほど予算から少なければ利用するという人

が少なかったという結果になっていると思うん

ですけれども、この事業に対しての広報などは

どういうふうにしているのか教えてください。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○藤田大輔農業夢づくり課長 募集がかかった

時点で広く関係団体等に広報しております。例

年そのようにさせていただいております。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 私から見れば、ただでさえ少

ない農林水産業の中で、この５，０００万円近

くの金が余るということは、本当に農業者に対

しても説明がうまくいっているのかどうか疑わ

れるような状況の中で、本当に利用者を発掘す

るような態勢で臨んでもらいたいと思いますが、

いかがですか。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○藤田大輔農業夢づくり課長 引き続き、制度

の周知のほうに、関係団体通して相談しつつ、

努めてまいりたいと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、８款土木費、９款消防費についての質

疑、発言を許します。大沢委員。 

○大沢芳朋委員 ８款土木費、除雪対策費のと

ころですけれども、金額的には別にこれはしょ

うがないなという認識ですけれども、通常です

と、除雪するには市のほうから何センチ積雪な

ったということで出動ということで各除雪受託

者に指令が行くとは思いますが、きのう、おと

とい、先週ぐらいから、今度は除排雪作業がト

ラックを使ってなされていると思います。そう

いったときは、市のほうから直接依頼している

のかどうかというのをまず１つ、１点。 

 あと、市営金生住宅長寿命化事業費というこ

とで、事業費確定ということでマイナスという

ふうになっておりますが、整備事業の計画で行

われているというのは認識しているんですけれ

ども、いつまでかかって行う事業だったのかと

いうことをまず１つお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 除雪、排雪につきまして

は、市のほうで除雪組合のほうに委託を、委託

というかお願いをして、それで行っているとこ

ろでございます。 

 また、長寿命化計画につきましては、平成２

５年に策定いたしまして、平成３４年までの計

画でございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 除雪のほう、排雪のほうはわ

かりましたですけれども、きょうは雨が降って

いるわけです。私、外で働いた経験があります
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が、雨の日、雪の日などもそうですけれども、

非常に労働するには大変だということで、いろ

んな面で大変なことがあると思います。そうい

ったことを考えて、組合といろいろ、例えばき

ょうはやめましょうかとかですね、そういった

話は今後できるのかどうか。作業環境や建設業

の人の体調を考えた上で、そういった話も私聞

いておりますので、その日の作業をするかしな

いかを相談できないかということを１つお聞き

します。 

 金生のほうですけれども、もう少し時間があ

りますよということで直してはいただけるんで

しょうけれども、これまで中心市街地のほうに

市営住宅を持っていきたいというようなお話も

前から出ております。空き家を利用するとかで

すね、そういった感じで出ておりますが、そう

いったことを市営住宅に入居なさっている方に、

会長もいるわけですけれども、今後の方向性と

いうことでしっかりお話しなさっているのかど

うかということでお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 まず、排雪の件で、雨の

日にやめるとかやめないとかというのは、あく

まで業者のほうで、市のほうでは、期限的には

２週間、３週間でやっていただきたいというお

話はさせていただいておりますが、雨の日でも

作業をしていただくような話は全然させていた

だいておりませんので、そこは作業される側で

の考え方だと思っております。 

 また、市営住宅につきましては、街なか居住

についてもこの計画の中でうたっておりますし、

市営住宅の皆様に対して、建てかえする場合そ

こに住みたいとか、そういう形のアンケート調

査までは実施しておるところでございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 住宅のほうはわかりました。 

 排雪のほうがですね、実は私のほうに大手の

建設屋から、その仕組みもわからなくて問い合

わせ来たんだと思いますけれども、こういった

雨の日はやめてもらいたいというような話来て

いるんです。それで、組合に一任しているとは

いえ、そういったことも普通に私からも言える

と思いますけれども、最後お願いいたします。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 私どもとしては、基本的

には、排雪につきましては交差点や見通しの悪

い部分、いつ交通事故が起こるかわからない部

分、そういう部分を優先してお願いしておりま

すので、できる限り早くおろしていただきたい

のが本当のことでございます。そこまでのこと

を私どもとして言うことは考えておりません。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。井上委員。 

○井上 学委員 私も８款２項２目の除雪対策

費で、今の時期、大沢委員からもあったとおり

排雪の費用が主なところになってくるのかなと

いう感じはするんですけれども、この予算で必

要な箇所とか要望がある、そういった排雪の箇

所をカバーできる予算になっているのかどうか、

意見をお聞きします。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 私どものほうで一応排雪

する場所につきましては、路線的に８６路線、

箇所的には約２００カ所近くを考えておりまし

て、それに合わせた予算を今回提出させていた

だいておるものでございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 本当にそういったことを網羅

する予算だということでよしとします。 

 あと、市からの要望として早急にというふう
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な部分も出されていますので、そういったこと

でよろしくお願いします。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 豪雪対策本部についてお伺い

しますけれども、先日豪雪対策本部が設置され

たということのお知らせありましたけれども、

設置する基準をお知らせいただきたいと思いま

す。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 豪雪対策本部の設置基準

でありますが、おおむねの目安としまして、消

防本部の観測で積雪深が８０センチを超えた段

階が設置を考える基準でございます。ただ、そ

れにかかわらず、市民生活に重大な影響を及ぼ

すようなおそれがある場合には、豪雪対策本部

を設置するという考えでございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 やっぱり隣接する市の基準と

の違いというのを伺っていまして、遅いんでは

ないかというふうなことを言いたいということ

と、豪雪対策本部を今回は設置して、除雪、排

雪に努めていただいたわけですけれども、その

機動性という面からも、さらにこれは除雪の当

初予算の話にならないですけれども、もっと予

算的に豪雪対策本部をつくる前の予算も含めて

の考えというのは、直す必要というのはないん

でしょうか、お伺いします。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○金沢直之財政課長 予算の件についてお答え

いたします。今までも約１億円、今までは１億

円弱というような予算で、今後とも１億円程度

というふうに考えてございます。というのは、

使わなければそれはそのまま余る予算でありま

して、なおかつ、除雪の予算が膨らめばほかの

予算を削るというような形になりかねませんの

で、今まで、過去の経緯等を考えまして、必要

最低限の予算プラス今回の３月のような形で補

正というような対応をさせていただきたいとい

うふうに考えてございます。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 豪雪対策本部の設置基準

の８０センチという積雪深の考え方であります

けれども、確かに委員おっしゃるように、ばら

つきが他市と比べてございますので、検討して

いるところでございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 国への、県市議会議長会から

の要望とか、あと国からの助成とかあるわけで

すけれども、そういった予算から豪雪とか豪雪

対策本部を設置したことによって、どれだけ予

算がふえるのか、お伺いします。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○金沢直之財政課長 上山市の豪雪対策本部の

設置自体は国等からの財政支援の条件にはなっ

ておりません。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 豪雪対策本部設置の件で、

また同じような話をお聞きいたしますけれども、 

観測地はどこにあるんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 観測に当たりましては、消

防本部の敷地の西側に設置しております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 本市では１カ所だけです

よね。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 １カ所のみです。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 豪雪対策本部設置は上山



－１０９－ 

では８０センチということでございますけれど

も、山形は５０センチなんですよね。その差は

どこにあるのかちょっと伺いたいのですが。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 各市によりまして、降雪

が少ないところと多いところで確かに積雪深の

基準の値は違います。 

 ただ、山形市と隣接している上山市で８０セ

ンチという数値が果たして多いのではないかと

いうような御意見もございますので、先ほど申

し上げましたように、値を下げるかどうか、今

検討しているところでございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、１０款教育費、１１款災害復旧費につ

いての質疑、発言を許します。枝松委員。 

○枝松直樹委員 今後耐震化が必要な公共施設

はありますか。 

○中川とみ子委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 公民館、地区公民館

施設の中では、耐震化が必要な施設は７施設あ

ります。そのうち全て耐震化の工事まで終わっ

た公民館は１施設ですので、残り６施設の耐震

化が必要ですが、平成３２年度までの計画で耐

震化を進めていく予定です。 

○中川とみ子委員長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 学校の構造体関係の耐震

化につきましては終了してございます。ただ、

廃校になった校舎については、耐震化について

ははかってはおりません。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、歳出についての質疑を打ち切ります。 

 次に、歳入並びに繰越明許費及び地方債につ

いての質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１号議案に対する質疑を終結い

たします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１号平成２９年度上山市一般会計補正予

算（第８号）は、原案のとおり可決すべきもの

と決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午後１時５６分 休 憩 

                  

    午後２時０６分 開 議 

○中川とみ子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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 議第２号 平成２９年度上山市国民 

      健康保険特別会計補正 

      予算（第２号） 
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○中川とみ子委員長 次に、議第２号平成２９

年度上山市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔尾形俊幸健康推進課長 登壇〕 

○尾形俊幸健康推進課長 命によりまして、議

第２号平成２９年度上山市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）について御説明申し上げ

ます。 

 補正予算書の２７ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

るものであります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ８，６００万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４５億４，５００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正の説明でござ

いますが、重複説明を避けるため、事項別明細

書により御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、３８、３９

ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費は補正額ゼロ

円でありますが、システム改修に伴う国庫補助

金が措置されたことに伴い財源更正を行うもの

であります。 

 ２款保険給付費１項１目一般被保険者療養給

付費は補正額ゼロ円でありますが、東日本大震

災被災者に対する療養給付費等について国民健

康保険臨時特例補助金が措置されたことに伴い、

財源更正を行うものであります。 

 ７款共同事業拠出金１項１目高額医療費共同

事業拠出金から４，３３８万９，０００円を減

額し、補正後の額を７，７６１万１，０００円

とするものでありますが、高額医療費共同事業

拠出金の実績見込みにより減額するものであり

ます。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金から９，

０８９万４，０００円を減額し、補正後の額を

７億９，２６０万６，０００円とするものであ

りますが、保険財政共同安定化事業拠出金の実

績見込みにより減額するものであります。 

 ９款基金積立金１項１目給付基金積立金に２

３万１，０００円を増額し、補正後の額を１２

３万１，０００円とするものでありますが、国

民健康保険給付基金利子の増により積立金を増

額するものであります。 

 １１款諸支出金１項３目国庫支出金等返還金

に４，８０５万２，０００円を増額し、補正後

の額を４，８１５万２，０００円とするもので

ありますが、前年度の国庫支出金の療養給付費

負担金及び県支出金の財政調整交付金の精算に

より、超過額を返還するため増額するものであ

ります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ３４ページ、３５ページをお開き願います。 

 ３款国庫支出金１項２目高額医療費共同事業

負担金から１，０８４万８，０００円を減額し、

補正後の額を１，９４０万２，０００円とする

ものでありますが、国の高額医療費共同事業負

担金の交付見込みにより減額するものでありま

す。 

 ２項２目国民健康保険臨時特例補助金は５万

９，０００円の皆増でありますが、東日本大震

災の被災者に対する医療給付に対する補助金を

措置するものであります。 



－１１１－ 

 ３目国民健康保険制度関係業務準備事業費補

助金は２４１万９，０００円の皆増であります

が、県単位化に向けた平成２９年度分のシステ

ム改修に係る補助金を措置するものであります。 

 ５款前期高齢者交付金１項１目前期高齢者交

付金に１億６，９３３万７，０００円を増額し、

補正後の額を１０億５，５０６万９，０００円

とするものでありますが、前期高齢者交付金の

交付見込みにより増額するものであります。 

 ６款県支出金１項１目高額医療費共同事業負

担金から１，０８４万８，０００円を減額し、

補正後の額を１，９４０万２，０００円とする

ものでありますが、県の高額医療費共同事業負

担金の交付見込みにより減額するものでありま

す。 

 ７款共同事業交付金１項１目共同事業交付金

から１億３，５８２万２，０００円を減額し、

補正後の額を８億６，８６７万８，０００円と

するものでありますが、交付見込みにより１節

高額医療費共同事業交付金は３，５９０万７，

０００円を、保険財政共同安定化事業交付金は

９，９９１万５，０００円をそれぞれ減額する

ものであります。 

 ８款財産収入１項１目利子及び配当金に２３

万１，０００円を増額し、補正後の額を１２３

万１，０００円とするものでありますが、１節

国民健康保険給付基金利子の増による増額であ

ります。 

 ９款繰入金１項１目一般会計繰入金から４９

０万円を減額し、補正後の額を２億９，５９８

万９，０００円とするものでありますが、１節

保険基盤安定繰入金は、額の確定により保険税

軽減分４７９万３，０００円、保険者支援分１

８９万８，０００円を減額、４節財政安定化支

援事業繰入金は、額の確定により１７９万１，

０００円を増額するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ２項１目給付基金繰入金から４億１，１８５

万９，０００円を減額し、補正後の額を１２３

万円とするものでありますが、今年度の歳入歳

出決算見込みにより減額するものであります。 

 １０款繰越金１項２目その他繰越金に３億１，

６２３万１，０００円を増額し、補正後の額を

３億１，７７４万１，０００円とするものであ

りますが、前年度繰越金を増額するものであり

ます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第２号平成２９年度上山市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可

決すべきものと決することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第２号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

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

 議第３号 平成２９年度上山市公共 
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下水道事業特別会計補正 

予算（第２号） 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第３号平成２９

年度上山市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第３号平成２９年度上山市公共下水道事業特別

会計補正予算（第２号）について御説明申し上

げますので、補正予算書の４０ページをお開き

願います。 

 平成２９年度上山市の公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よるものであります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１，５００万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１４億５，６００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表繰越明許費」

によるものであります。 

 地方債の補正、第３条、地方債の変更は、

「第３表地方債補正」によるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正の説明であり

ますが、重複説明を避けるため、事項別明細書

で御説明申し上げますので、５０ページ、５１

ページをお開き願います。 

 初めに、歳出について御説明申し上げます。 

 １款公共下水道費１項２目公共下水道事業費

は１，５００万円を増額し、補正後の額を７億

５，４９６万４，０００円とするものでありま

すが、公共下水道事業費（補助）では、国の補

正予算を受け、浸水対策事業の工事を行うため

工事請負費を増額し、公共下水道事業費（単

独）では、測量設計業務委託などの決算見込み

により委託料を減額するものであります。なお、

工事は平成３０年度中の完了となることから繰

越明許費を設定しております。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

４８ページ、４９ページにお戻り願います。 

 １款分担金及び負担金１項１目受益者負担金

は１，０８０万円を増額し、補正後の額を１，

８５１万円とするものでありますが、下水道受

益者負担金の決算見込みにより増額するもので

あります。 

 ３款国庫支出金１項１目下水道事業費国庫補

助金は１，４００万円を増額し、補正後の額を

２億８，１３０万円とするものでありますが、

浸水対策事業に対する国の補正予算の交付決定

を受け、社会資本整備総合交付金を増額するも

のであります。 

 ４款繰入金１項１目繰入金は１，８５５万２，

０００円を減額し、補正後の額を２億３，３１

２万１，０００円とするものでありますが、一

般会計繰入金を減額するものであります。 

 ５款繰越金１項１目繰越金は１，１１５万２，

０００円を増額し、補正後の額を１，１１６万

２，０００円とするものでありますが、前年度

繰越金を増額するものであります。 

 ６款諸収入３項１目雑入は３４０万円を減額

し、補正後の額を５８０万円とするものであり

ますが、施設移転補償費の確定により減額する

ものであります。 
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 ７款市債１項１目下水道事業債は１００万円

を増額し、補正後の額を４億１０万円とするも

のでありますが、公共下水道事業の決算見込み

により増額するものであります。 

 次に、第２表繰越明許費について御説明申し

上げますので、４３ページをお開き願います。 

 第２表繰越明許費について御説明申し上げま

す。 

 １款公共下水道費１項公共下水道費、公共下

水道事業費（補助）は２，８００万円でありま

すが、国の補正予算を受け浸水対策工事を行う

ものでありますが、年度内完成が困難であるこ

とから繰越明許費を設定するものであります。 

 第３表地方債補正の変更について御説明申し

上げます。 

 起債の目的は公共下水道事業であり、補正前

の限度額３億９，９１０万円に１００万円を増

額し、補正後の限度額を４億１０万円とするも

のであります。これは、事業費の確定などによ

る変更であります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出並びに繰越明許費及び地方

債を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第３号平成２９年度上山市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

可決すべきものと決することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第３号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

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

 議第４号 平成２９年度上山市介護 

      保険特別会計補正予算 

      （第２号） 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第４号平成２９

年度上山市介護保険特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔尾形俊幸健康推進課長 登壇〕 

○尾形俊幸健康推進課長 命によりまして、議

第４号平成２９年度上山市介護保険特別会計補

正予算（第２号）について御説明申し上げます。 

 補正予算書の５２ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の介護保険特別会計補正

予算（第２号）は、次に定めるところによるも

のであります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ１，４００万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３８億９，５００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４

条の規定により、債務を負担する行為をするこ
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とができる事項、期間及び限度額は、「第２表

債務負担行為」によるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正の説明でござ

いますが、重複説明を避けるため、事項別明細

書により御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、６４ページ、

６５ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費に１３８万３，

０００円を増額し、補正後の額を５，０１２万

１，０００円とするものでありますが、制度改

正に伴うシステム改修に係る委託料を措置する

ものであります。 

 ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給

付費に８００万円を増額し、補正後の額を１２

億９，０８３万円とするものでありますが、短

期入所生活介護、通所介護などの給付費の実績

見込みにより増額するものであります。 

 ３目地域密着型介護サービス給付費から２，

０００万円を減額し、補正後の額を６億５，１

１３万円とするものでありますが、認知症対応

型共同生活介護などの給付費の実績見込みによ

り減額するものであります。 

 ５目施設介護サービス給付費から５，５００

万円を減額し、補正後の額を１１億３，０００

万円とするものでありますが、介護老人保健施

設サービスなどの給付費の実績見込みにより減

額するものであります。 

 ８目居宅介護住宅改修費から３５０万円を減

額し、補正後の額を１，０９８万円とするもの

でありますが、給付費の実績見込みにより増額

するものであります。 

 ９目居宅介護サービス計画給付費に１，５０

０万円を増額し、補正後の額を１億７，５１２

万円とするものでありますが、給付費の実績見

込みにより増額するものであります。 

 ２項１目介護予防サービス給付費から３，３

００万円を減額し、補正後の額を４，７０９万

円とするものでありますが、介護予防通所リハ

ビリテーションなどの給付費の実績見込みによ

り減額するものであります。 

 ３目地域密着型介護予防サービス給付費から

１００万円を減額し、補正後の額を８９８万円

とするものでありますが、介護予防認知症対応

型通所介護などの給付費の実績見込みにより減

額するものであります。 

 ７目介護予防サービス計画給付費から３５０

万円を減額し、補正後の額を１，０４８万円と

するものでありますが、給付費の実績見込みに

より減額するものであります。 

 ４項１目高額介護サービス費に６００万円を

増額し、補正後の額を６，１６０万円とするも

のでありますが、サービス費の実績見込みによ

り増額するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ５項１目高額医療合算介護サービス費に２０

０万円を増額し、補正後の額を１，１８０万円

とするものでありますが、サービス費の実績見

込みにより増額するものであります。 

 ６項１目特定入所者介護サービス費に３００

万円を増額し、補正後の額を１億４，５３９万

円とするものでありますが、サービス費の実績

見込みにより増額するものであります。 

 ３款基金積立金１項１目介護給付費準備基金

積立金に３，６３５万１，０００円を増額し、

補正後の額を３，６８５万１，０００円とする

ものでありますが、決算見込みにより介護給付

費準備基金積立金を積み立てするため増額する

ものであります。 

 ４款地域支援事業費１項１目介護予防・生活

支援サービス事業費に３，０１０万円を増額し、
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補正後の額を７，７０３万２，０００円とする

ものでありますが、訪問型サービスや通所型サ

ービス事業費などの実績見込みにより増額する

ものであります。 

 ４項１目審査支払手数料に１６万６，０００

円を増額し、補正後の額を３５万円とするもの

でありますが、実績見込みにより増額するもの

であります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、 

６０ページ、６１ページをお開き願います。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金か

ら５４４万７，０００円を減額し、補正後の額

を６億５，０１４万１，０００円とするもので

ありますが、保険給付費の実績見込み額に国の

負担割合を乗じた額を減額するものであります。 

 ２項２目地域支援事業交付金、介護予防・日

常生活支援総合事業に１，１５０万８，０００

円を増額し、補正後の額を２，７２７万３，０

００円とするものでありますが、介護予防・日

常生活支援総合事業の実績見込み額に国の負担

割合を乗じた額を増額するものであります。 

 ４目介護保険事業費補助金は６９万１，００

０円の皆増でありますが、介護保険システム改

修に対する補助金を措置するものであります。 

 ５目介護保険災害臨時特例補助金は５万６，

０００円の皆増でありますが、東日本大震災被

災者の保険料や給付に対する補助金を措置する

ものであります。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付

金から２，２９６万円を減額し、補正後の額を

９億９，６８０万円とするものでありますが、

保険給付費の実績見込み額に２号被保険者の負

担割合を乗じた額を減額するものであります。 

 ２目地域支援事業支援交付金に８４７万５，

０００円を増額し、補正後の額を３，０５４万

６，０００円とするものでありますが、介護予

防事業・日常生活支援総合事業の実績見込み額

に第２号被保険者の負担割合を乗じた額を増額

するものであります。 

 ５款県支出金１項１目介護給付費負担金から

２，１２０万２，０００円を減額し、補正後の

額を５億６８５万８，０００円とするものであ

りますが、保険給付費の実績見込み額に県の負

担割合を乗じた額を減額するものであります。 

 ２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日

常生活支援総合事業に３７８万３，０００円を

増額し、補正後の額を１，３６３万６，０００

円とするものでありますが、介護予防・日常生

活支援総合事業の実績見込み額に県の負担割合

を乗じた額を増額するものであります。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金から１，

０２５万円を減額し、補正後の額を４億４，５

００万円とするものでありますが、保険給付費

の実績見込み額に市の負担割合を乗じた額を減

額するものであります。 

 ２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生

活支援総合事業に３７８万３，０００円を増額

し、補正後の額を１，３６３万６，０００円と

するものでありますが、介護予防・日常生活支

援総合事業の実績見込み額に市の負担割合を乗

じた額を増額するものであります。 

 ５目その他の一般会計繰入金に７８万１，０

００円を増額し、補正後の額を８，３３４万２，

０００円とするものでありますが、実績見込み

に基づき事務費繰入金を増額するものでありま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 ２項１目介護給付費準備基金繰入金は７，１

３６万８，０００円の皆減でありますが、歳入

歳出の決算見込み額により減額するものであり
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ます。 

 ８款繰越金１項１目繰越金に８，８１５万円

を増額し、補正後の額を１億３，１１６万円と

するものでありますが、前年度繰越金を増額す

るものであります。 

 次に、第２表の債務負担行為補正について御

説明申し上げますので、５５ページをお開き願

います。 

 今回の補正は、地域包括支援センターシステ

ム機器更新事業で、期間は平成２９年度から平

成３５年度までとし、限度額９９１万５，００

０円を追加するものでありますが、平成３０年

４月からの介護保険制度改正に向けて、平成２

９年度からシステムの機器の更新及び制度改修

にあわせたシステム改修作業に着手し、平成３

５年度まで設定するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出及び債務負担行為を一括し

て行います。 

 質疑、発言を許します。守岡委員。 

○守岡 等委員 歳出の保険給付費の件でお尋

ねします。介護が必要な高齢者の方がふえてき

て、給付費もふえているのかなと思ったんです

けれども、当初の実績見込みよりかなり減って

いるということで、この要因についてお知らせ

ください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、介護保険の特

別会計の予算の仕組みでございますけれども、

３年ごとの介護保険の事業の運営、事業計画を

策定して、それに基づきながら予算を要求させ

ていただいているという状況がございます。 

 平成２８年度の実績として、要介護認定者数

も伸びなかったというようなことで、給付費も

ふえていないというような状況があったわけで

すけれども、そういった部分は、まずその状況

として若干配慮はさせていただきましたが、基

本的には計画に基づいた数字で計上させていた

だいているというふうなこともありまして、対

前年度よりは３％以上給付費は伸びているんで

すけれども、全体としては給付費が下がってい

るというふうなことだというふうに理解してい

るところでございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 その要介護認定者が減ってい

るということで、この辺非常に興味あるんです

けれども、その要因として考えられることは何

でしょうかね。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 確かに平成２８年度

につきましては、初めて前年度より２名減とい

うふうな状況でございましたけれども、実際、

平成２９年度に入りまして２％強伸びていると

いうふうな状況でございます。 

 平成２８年度のときには、もしかしたら高齢

者のピークが少し前倒しになってきたのかなな

んていうふうなことも少し想定しておったんで

すけれども、やはり試算等で年齢の部分を見て

も、ピークについては平成３０年度あたりとい

うふうなところで変わっていなかったというよ

うなこともありまして、要因として明確に何で

少なかったかというところまでは正直つかみか

ねている部分はあります。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 今、本市でその予防、介護予

防なんかも一所懸命取り組んでいると思うんで

すけれども、その辺が功を奏して、こういう要

介護認定者が減って、今、国のほうでは介護度



－１１７－ 

改善するとインセンティブを与えるような補正

も考えているというのも、そうしたことは展望

できないんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 確かに予防事業には

力を入れているところでございますけれども、

それでもって下がったというふうに単純に、本

当は言いたいところですけれども、また平成２

９年度少しふえてきたというような状況もあり

ますので、なかなかそこまで断定できる部分は

ないのかなというふうに考えておりますが、当

然、そういった介護状態にならないような仕組

みを保険者として進めていくことに対して、国

のほうではインセンティブを与えるというよう

な制度を前倒しで実施するというふうなことが

決定しているようでございますので、そういっ

た方向に向けて対応してまいりたいというふう

に考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４号平成２９年度上山市介護保険特別会

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決す

べきものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

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

 議第５号 平成２９年度上山市産業 

      団地整備事業特別会計 

      補正予算（第１号） 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第５号平成２９

年度上山市産業団地整備事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。商工課長。 

〔冨士英樹商工課長 登壇〕 

○冨士英樹商工課長 命によりまして、議第５

号平成２９年度上山市産業団地整備事業特別会

計補正予算（第１号）について御説明申し上げ

ます。 

 補正予算書の６８ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の産業団地整備事業特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によるものであります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ１，７００万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６，４００万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よるものであります。 

 地方債の補正、第２条、地方債の変更は、

「第２表地方債補正」によるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正の説明であり

ますが、重複説明を避けるため、事項別明細書

で御説明申し上げます。 

 最初に、歳出から申し上げますので、７８ペ

ージ、７９ページをお開きください。 

 １款１項１目産業団地整備事業費は１，７０
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０万円を減額し、補正後の額を６，３００万円

とするものでありますが、整備を実施するため

に必要な現地測量調査、実施設計などに係る委

託料の額が確定したために減額するものであり

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻りまして、７６ページ、７７ページをお

開きください。 

 １款財産収入１項財産売払収入１目不動産売

払収入は９００万円を減額し、補正後の額を２

００万円とするものであります。 

 ２款１項市債１目産業団地整備事業債は８０

０万円を減額し、補正後の額を６，２００万円

とするものでありますが、起債対象経費となる

委託料の額の確定により減額するものでありま

す。 

 次に、第２表地方債補正について御説明申し

上げますので、７１ページをお開きください。 

 今回の補正は変更でありますが、限度額の変

更であり、産業団地整備事業で補正前の額から

８００万円を減額し、補正後の限度額を６，２

００万円とするものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出及び地方債を一括して行い

ます。 

 質疑、発言を許します。井上委員。 

○井上 学委員 歳入の不動産売払収入につい

てお聞きします。ちょっとどういうことなのか

よくわからなかったので、お聞かせ願います。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 不動産売払収入につきま

しては、産業団地を整備した後に、その分譲し

た土地を売り払うことによって収入が生まれて

くるわけですけれども、今回、全体事業として

収支を整えるという考え方を持っておりますの

で、起債の対象にならない部分の一般財源等の

ような形で捻出しなければいけないものについ

ては、売り払い収入をもって収入に充てるとい

うことになりますので、実際の売り払いは平成

３２年度から開始しますけれども、その前の部

分についても予算で措置をして、収入を全体と

して最終的には整えていくというような形にな

っていくものでございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。枝松委員。 

○枝松直樹委員 そのやり方というのは、新年

度の踏襲をしていくみたいに受け取っているん

ですけれども、それは正攻法なんですかね。い

つもやられているの。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 新年度予算においても同

様の手法をとっておりまして、産業団地特別会

計の性質上、整備に係るお金については売り払

いのほうで賄っていくべきものというふうに考

えておりますので、起債対象の経費につきまし

ても、起債したお金についても売り払いができ

ればその部分についても繰上償還をしていくよ

うな形で全体の会計を整えていくという考えで

実施しておりますので、これは一般的な手法と

いうふうに考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



－１１９－ 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５号平成２９年度上山市産業団地整備事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決すべきものと決することに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

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

散  会 

 

○中川とみ子委員長 以上で、当委員会に付託

されました議案のうち、平成２９年度の補正予

算５件についての審査が終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員長報告の取りまとめは正副委員長に御一

任願いたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告の取りまとめは正副委員

長に一任することに決しました。 

 本日はこれにて予算特別委員会を散会いたし

ます。 

 次の予算特別委員会は３月６日に開催いたし

ます。 

 御苦労さまでした。 

    午後２時４６分 散 会 
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