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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 ２ 日） 

平成３０年３月６日（火曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第６号 平成３０年度上山市一般会計予算 

 

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

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 

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 
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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 

 

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

 

午前１０時００分 開 議 

 

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

開  議 

 

○中川とみ子委員長 おはようございます。出

席委員は定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 直ちに平成３０年度各会計予算１０件の審査

に入ります。 

 

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

 議第６号 平成３０年度上山市一般 

      会計予算 

 

○中川とみ子委員長 初めに、一般会計予算の

審査方法についてお諮りいたします。 

 最初に、当局の説明を受けた後、平成３０年

度一般会計予算の説明と質疑について、さきに

各委員に配付いたしております審査予定表のと

おり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、審査予定表のとおり進めることに決

しました。 

 なお、その他の予算については、従来の審査

方法のとおり、一括または分割しての審査方法

をもって進めたいと考えておりますので、御協

力をお願いいたします。 

 それでは、議第６号平成３０年度上山市一般

会計予算の審査を行います。 

 当局の説明を求めます。財政課長。 

〔金沢直之財政課長 登壇〕 
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○金沢直之財政課長 おはようございます。 

 命によりまして、議第６号平成３０年度上山

市一般会計予算について御説明申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 平成３０年度上山市の一般会計の予算は、次

に定めるところによるものであります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１４２億８，０００万円

と定めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」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。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第３表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、２５億円と定めるものであります。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２

０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合

は、次のとおりと定めるものであります。 

 第１号、各項に計上した給料、職員手当等及

び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用とするもの

であります。 

 それでは、第１表歳入歳出予算について、歳

入から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。 

 １款市税につきましては、３５億８，２８０

万円を計上するものでありますが、１項市民税

に１２億９，７００万円を、２項固定資産税に

１７億７，６００万円を、３項軽自動車税に８，

９１０万円を、４項市たばこ税に１億６，５４

０万円を、５項入湯税に４，２１０万円を、６

項都市計画税に２億１，３２０万円をそれぞれ

計上するものであります。 

 ２款地方譲与税につきましては、１億１，６

００万円を計上するものでありますが、１項地

方揮発油譲与税に３，３００万円を、２項自動

車重量譲与税に８，３００万円をそれぞれ計上

するものであります。 

 次に、３款利子割交付金に６００万円を、４

款配当割交付金に６００万円を、５款株式等譲

渡所得割交付金に３００万円を、６款地方消費

税交付金に５億６，５００万円を、７款ゴルフ

場利用税交付金に５００万円を、８款自動車取

得税交付金に３，１００万円を、次のページを

ごらんください。９款地方特例交付金に１，６

００万円を、１０款地方交付税に３６億１，０

００万円を、１１款交通安全対策特別交付金に

５００万円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、１２款分担金及び負担金に１億２，６

４９万３，０００円を計上するものであります

が、１項分担金に２７３万７，０００円を、２

項負担金に１億２，３７５万６，０００円をそ

れぞれ計上するものであります。 

 次に、１３款使用料及び手数料に１億２，９

４２万３，０００円を計上するものであります

が、１項使用料に６，２０５万４，０００円を、

２項手数料に２，６６６万９，０００円を、３

項証紙収入に４，０７０万円をそれぞれ計上す

るものであります。 
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 次に、１４款国庫支出金に１３億５，５９０

万７，０００円を計上するものでありますが、

１項国庫負担金に１０億２，０３８万１，００

０円を、２項国庫補助金に３億２，８９６万７，

０００円を、３項委託金に６５５万９，０００

円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、１５款県支出金に８億９，７４７万４，

０００円を計上するものでありますが、１項県

負担金に５億１，０６８万２，０００円を、２

項県補助金に３億２，４５７万２，０００円を、

３項委託金に６，２２２万円をそれぞれ計上す

るものであります。 

 次に、１６款財産収入に１億３，６６１万８，

０００円を計上するものでありますが、次のペ

ージをお開きください。１項財産運用収入に６，

０６２万８，０００円を、２項財産売払収入に

７，５９９万円をそれぞれ計上するものであり

ます。 

 次に、１７款寄附金に７億２，１００万円を、

１８款繰入金に４億４，０５０万円を、１９款

繰越金に１億円を計上するものであります。 

 次に、２０款諸収入に１１億７，２６８万５，

０００円を計上するものでありますが、１項延

滞金、加算金及び過料に２００万円を、２項市

預金利子に５０万円を、３項貸付金元利収入に

９億９，５９９万４，０００円を、４項受託事

業収入に１，１９５万１，０００円を、５項雑

入に１億６，２２４万円をそれぞれ計上するも

のであります。 

 次に、２１款市債に１２億５，４１０万円を

計上するものであります。 

 その結果、歳入合計を１４２億８，０００万

円とするものであります。 

 次のページをごらんください。 

 歳出について御説明申し上げます。 

 １款議会費については、１億５，７２７万５，

０００円を計上するものであります。 

 次に、２款総務費については、２１億１，６

３９万５，０００円を計上するものであります

が、１項総務管理費に１７億７，８３０万３，

０００円を、２項徴税費に１億８，０４０万４，

０００円を、３項戸籍住民基本台帳費に７，２

７５万円を、４項選挙費に１，３２０万１，０

００円を、５項統計調査費に５，３５８万円を、

６項監査委員費に１，８１５万７，０００円を

それぞれ計上するものであります。 

 次に、３款民生費については、４３億７，８ 

８２万７，０００円を計上するものであります

が、１項社会福祉費に２５億７，１１７万５，

０００円を、２項児童福祉費に１５億２，６２

９万円を、３項生活保護費に２億８，１３６万

２，０００円をそれぞれ計上するものでありま

す。 

 次に、４款衛生費については、８億２，８７

３万２，０００円を計上するものでありますが、

１項保健衛生費に４億１，６１７万円を、２項

清掃費に４億１，２５６万２，０００円をそれ

ぞれ計上するものであります。 

 次に、５款労働費については、６，３３６万

８，０００円を計上するものであります。 

 次に、６款農林水産業費については、５億３，

００３万６，０００円を計上するものでありま

すが、１項農業費に４億８，７１５万４，００

０円を、２項林業費に４，２８８万２，０００

円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、７款商工費については、１４億６，６

０６万１，０００円を計上するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、８款土木費については、１３億３８３

万５，０００円を計上するものでありますが、
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１項土木管理費に２，８５９万１，０００円を、

２項道路橋梁費に７億６，０００万９，０００

円を、３項河川費に２７４万２，０００円を、

４項都市計画費に３億５，７６９万７，０００

円を、５項住宅費に１億５，４７９万６，００

０円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、９款消防費については、６億２，０１

３万９，０００円を計上するものであります。 

 次に、１０款教育費については、１３億９，

８３８万８，０００円を計上するものでありま

すが、１項教育総務費に２億５３６万５，００

０円を、２項小学校費に２億２，１４１万６，

０００円を、３項中学校費に２億５３１万５，

０００円を、４項学校給食費に１億９，１１８

万円を、５項社会教育費に３億２１１万９，０

００円を、６項保健体育費に２億７，２９９万

３，０００円をそれぞれ計上するものでありま

す。 

 次に、１１款災害復旧費については、２，７

２７万１，０００円を計上するものであります

が、１項農林水産業施設災害復旧費に３３０万

円を、２項土木施設災害復旧費に２，３９７万

１，０００円をそれぞれ計上するものでありま

す。 

 次に、１２款公債費については、１２億９，

３５０万円を計上するものであります。 

 次に、１３款諸支出金については、７，６１

７万３，０００円を計上するものであります。 

 次のページをごらんください。 

 次に、１４款予備費については、２，０００

万円を計上するものであります。 

 その結果、歳出合計を１４２億８，０００万

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、

４２ページ、４３ページをお開きください。 

 最初に、１款議会費から御説明申し上げます。 

 １項議会費１目議会費は、１億５，７２７万

５，０００円で、前年度対比６２万８，０００

円の増であります。 

 議会運営費では、議会だより発行費、議会映

像配信委託料、常任委員会の行政調査費、議会

報告会に要する経費などを措置したところであ

ります。その他、議員報酬等、職員人件費であ

ります。 

 次に、２款総務費について御説明申し上げま

す。 

 １項総務管理費１目一般管理費は、７億２，

２１６万７，０００円で、前年度対比３，７９

０万１，０００円の増でありますが、平成２９

年度の県の人事委員会の勧告による職員人件費

の増などによるものであります。 

 総務一般管理費では、各種委員、地区会長等

の報酬、庁舎の電話交換業務委託料、平和都市

推進事業負担金などを措置し、人事管理費では

職員の健康管理のために産業医の配置、健康診

断、職員採用試験、人事給与システム保守等の

委託料、非常勤・日々雇用職員の雇用に要する

経費等を措置するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 職員研修費では、市町村アカデミー等研修機

関への派遣研修、庁内研修、職員の自主研修グ

ループへの活動助成金などを措置し、秘書費で

は、市長、副市長の活動に要する経費のほか、

県市長会負担金などを措置し、財政一般管理費

では、庁内で使用する用紙、トナー等の購入費、

電子複写機の賃借料などを措置し、国際交流推

進費では、ドナウエッシンゲン市からの学生訪

問団受け入れに係る経費、国際理解を推進する
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ための市民講座の開催などに必要な経費を措置

し、自衛官募集費では、新入隊員激励会の開催

経費を措置したほか、特別職給与等、職員人件

費であります。 

 次のページをお開きください。 

 ２目文書広報費は、２，２３０万円で、前年

度対比１１８万８，０００円の増でありますが、

市報等の文書配布委託料を新たに措置したこと

などによるものであります。 

 文書管理費では、各種法令の追録に係る経費、

条例等の例規データベースの更新業務委託料な

どを措置し、広報広聴費では、市報の発行、編

集業務の委託、市報を含めた文書の配布に係る

経費のほか、「やまがた東西南北」のテレビ広

報に要する経費などを措置するものであります。 

 ３目財政管理費は、１，１５０万２，０００

円で、前年度対比３７３万７，０００円の増で

ありますが、財務会計システムのリース料、保

守委託料、予算書の印刷経費などのほか、統一

的な基準による財務諸表の作成に係る業務委託

料を新たに措置するものであります。 

 ４目会計管理費は、３９４万８，０００円で、

前年度対比２２万４，０００円の増であります

が、出納事務、決算書作成に要する経費を措置

するもので、市税等のコンビニ収納等の手数料

の増によるものであります。 

 ５目財産管理費は、２億２，０７２万９，０

００円で、前年度対比１億９，６２５万４，０

００円の減でありますが、庁舎耐震改修工事等

の事業費の減などによるものであります。 

 庁舎管理費では、庁舎の維持管理に要する修

繕料、委託料、燃料費、光熱水費などを措置し、

庁舎整備事業費では、繰越明許としていない耐

震等改修工事費等を措置し、財産管理費では、

市有財産管理に要する保険料、施設警備委託料、

土地開発公社への利子補給補助金などを措置し、

車両管理費では、次のページをお開きください。

市有車の点検及び車検費用、リース料などを措

置し、基金積立金では、財政調整基金などの利

子積立金を措置するものであります。 

 ６目企画費は、６億２１６万２，０００円で、

前年度対比５億５，７８１万５，０００円の減

でありますが、ふるさと納税の減に伴う経費や

基金積立金の減などによるものであります。 

 企画調整管理費では、第７次上山市振興計画

や上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の運

用・進行管理経費のほか、国などへの要望活動

に要する経費を措置するものであります。 

 ふるさと納税推進事業費では、市内特産品を

初めとして本市を全国にＰＲできるふるさと納

税の返礼品や関係経費を措置し、公共交通事業

費では、区域を拡大する市営予約制乗合タクシ

ーの運行に要する経費、路線バス維持に係る補

助金などのほか、運行内容を大幅に見直す市営

バスの経費を措置し、地域おこし協力隊推進事

業費では、シティプロモーション、移住コンシ

ェルジュ、カヤぶきの伝承などを目的としたか

みのやま茅屋根プロジェクト、旅行商品造成を

通した観光誘客など、地域活性化につなげる地

域おこし協力隊の活動等のほか、さらに隊員を

募集する経費を措置し、まちづくり推進事業費

では、元気なかみのやま創造支援事業補助など

に要する経費を措置し、移住推進事業費では、

移住希望者のニーズに沿った移住体験ツアーを

実施するほか、新たに空き家を活用したお試し

居住施設を開設する経費を措置し、シティプロ

モーション推進事業費では、ふるさと納税をし

てくださった方々などを中心にファンクラブを

設立し、会員向けに強く本市の魅力を発信して

継続的に応援していただくため、設立イベント
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開催などの経費を新たに措置し、基金積立金で

は、ふるさと納税基金の積立金を措置するもの

であります。 

 ７目情報管理費は１億３０２万１，０００円

で、前年度対比２３２万５，０００円の増であ

りますが、指定避難所である体育文化センター

に公衆無線ＬＡＮを整備する費用の増などによ

るものであります。 

 コンピュータシステム運用費では、住民情報

クラウドシステムに要する経費、ホームページ

やメールの運用に要する経費、コンピュータリ

ースやシステム保守委託料、地方公共団体情報

システム機構の中間サーバー・プラットホーム

ＡＳＰ利用負担金などを措置し、コンピュータ

システム開発費では、システムの開発等業務委

託料、市町村情報セキュリティクラウドの負担

金などのほか、体育文化センターの公衆無線Ｌ

ＡＮ整備費用を措置し、光ケーブル管理費では、

山元地区の光ファイバー網の維持管理経費を措

置するものであります。 

 ８目市民生活対策費は５，９６０万６，００

０円で、前年度対比３，４４１万６，０００円

の増でありますが、災害時に対応に従事する職

員などに配備される移動系の防災行政無線のデ

ジタル化、防災ラジオの整備などによるもので

あります。 

 消費者行政費では、消費生活相談員の配置、

研修などの相談業務強化や啓発チラシなどに係

る経費を措置し、次のページをお開きください。

防犯対策費では、防犯灯の電気料、防犯関係団

体への補助金などを措置し、防犯施設整備事業

費では、防犯灯設置工事費や防犯灯更新への助

成金、防犯灯のメンテナンスつきリース料など

を措置し、防災対策推進費では、蔵王山火山防

災協議会負担金、防災行政無線保守管理負担金、

避難所へ食糧や生活必需品等の防災用備蓄品を

整備する経費のほか、移動系防災行政無線のデ

ジタル化を実施し、また浸水想定地域に防災ラ

ジオを配備するとともに、２カ所に屋外拡声装

置を整備し、緊急情報を放送できるようにする

ための経費を措置し、市民農園開設費では、市

民農園開設に要する賃金などを措置するもので

あります。 

 ９目交通安全対策費は、３，２８６万８，０

００円で、前年度対比３０万８，０００円の増

でありますが、交通安全対策費では、交通安全

専門指導員や交通指導員の報酬、道路照明灯の

電気料、駐輪場の土地借上料、免許返納者に対

する支援などの経費を措置し、交通安全整備事

業費では、道路反射鏡等の修繕費、交通指導員

等の被服の購入に要する経費を措置したほか、

職員人件費であります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、２項徴税費でありますが、１目税務総

務費は、１億４，６７０万９，０００円で、前

年度対比２８１万９，０００円の減であります

が、職員人件費の減などによるものであります。

税務総務費では、公図作成分筆測量等業務委託

料や事務経費を措置し、市税還付金では、市税

の還付金を措置したほか、職員人件費でありま

す。 

 ２目賦課徴収費は３，３６９万５，０００円

で、前年度対比４１万円の減でありますが、税

の申告支援システム、滞納整理システムのリー

ス料、保守委託料、電子申告・国税連携に係る

ＡＳＰサービス利用料に係る経費のほか、市税

の賦課徴収に要する経費を措置するものであり

ます。 

 次に、３項戸籍住民基本台帳費でありますが、

１目戸籍住民基本台帳費は、７，２７５万円で、
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前年度対比１万３，０００円の減であります。 

 戸籍住民基本台帳事務費では、戸籍電算シス

テム機器、住基ネットシステム等のリース料、

保守委託料、窓口での謄本抄本・諸証明発行に

係る経費、通知カード、個人番号カード関連事

務委任交付金を措置したほか、職員人件費であ

ります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、４項選挙費でありますが、１目選挙管

理委員会費は、９２０万４，０００円で、前年

度対比１０万７，０００円の増でありますが、

委員会運営費で、委員の報酬など委員会運営に

要する経費のほか、職員人件費であります。 

 ２目選挙啓発費は、１９万７，０００円で、

前年度同額でありますが、選挙啓発活動に要す

る経費であります。 

 ３目選挙執行費は、３８０万円の皆増であり

ますが、平成３１年４月２９日に任期満了とな

る山形県議会議員選挙の準備経費を措置するも

のであります。 

 次に、５項統計調査費でありますが、１目統

計調査総務費は１，２６２万９，０００円で、

前年度対比１８万６，０００円の増であります

が、統計調査総務費で統計調査員確保に要する

経費のほか、職員人件費を措置するものであり

ます。 

 次のページをお開きください。 

 ２目統計調査費は、３３３万３，０００円で、

前年度対比１８９万３，０００円の増でありま

すが、平成３０年度は住宅・土地統計調査、工

業統計調査などに要する経費を措置するもので

あります。 

 ３目地籍調査費は、３，７６１万８，０００

円で、前年度対比２，６５６万８，０００円の

増でありますが、新たに矢来一丁目から三丁目、

南町、けやきの森、長清水二丁目などに取り組

むほか、２年目、３年目の継続地区の経費を措

置するものであります。 

 次に、６項監査委員費でありますが、１目監

査委員費は、１，８１５万７，０００円で、前

年度対比２７９万３，０００円の減であります

が、職員人件費の減などによるものであります。 

 監査委員費では、監査に要する経費を措置し、

監査委員給与等では、監査委員報酬を措置する

ほか、職員人件費を措置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１款議会費、２

款総務費について質疑、発言を許します。大沢

委員。 

○大沢芳朋委員 ４９ページの地域おこし協力

隊推進事業費ということで、平成２９年中から

ホームページで募集しているようですけれども、

３月２日に突然更新になって変わったというこ

とで、きょうも拝見したら、今削除中というこ

とになっておりまして、山形県の移住ポータル

サイトにはしっかりとまだ募集要項が出ている

んですけれども、実際どうなっているのか、ま

ず１点お聞きします。 

 あと、コンピュータシステム開発費というこ

とで、５１ページ、体育文化センターのほうに

新たにＷｉ‐Ｆｉを設置するというふうになっ

ておりますが、例えば今後、設置した後、生涯

学習センターとか各避難所になっているところ

にも増設していく考えがあるのか。 

 ２点お聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 地域おこし協力隊の

募集につきましては、これまで婚活にかかわる

協力隊ということで募集をしてまいりましたが、
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なかなか手を挙げてくださる方がいないという

こともありまして、一旦、内容を見直して、こ

れからまた募集をかけたいと思っております。

なお、平成３０年度につきましては、当初予算

では新たに３名の隊員の活動経費を計上してお

ります。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 公衆無線ＬＡＮの設置の

関係について申し上げます。 

 このたびは体育文化センターのほうに設置す

るわけなんですけれども、今後につきましては、

指定避難所２９カ所ほどございますけれども、

体育施設、学校施設、公民館がございます。平

成３０年度におきまして、まず上山小学校の屋

内運動場に設置する方向で管理のほうと調整を

してございます。そのほかの学校あるいは公民

館につきましては、必要性の度合いを見ながら、

優先性を考えながら整備に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 まず、地域おこし協力隊とい

うことで、当初の募集と担当していただく事業

が違うようにも捉えられます。先ほどシティプ

ロモーション系とかいろいろ話が出ておりまし

たけれども、実際、その３名、何々だというこ

とをまずお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 ３名のうち、まず１

名の方が観光振興業務にかかわる方でございま

す。こちらの方につきましては、既に面接を終

えて４月から採用予定でございます。もう１名

が、活用できる空き家物件等の掘り起こし等を

含めた現在の移住コンシェルジュの補完的な業

務をしていただく方が１名。あともう１名が、

有害鳥獣対策に携わっていただく方１名の合計

３名でございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 地域おこし協力隊のほうから

ずっと聞いていきますけれども、突然、有害鳥

獣という話も出てきたということで、たしか、

私も市長の車座ミーティング等を伺って、非常

に郡部の地区の方々から「有害鳥獣、何とか頼

む」というようなことを市長が言われていたと

いうふうに認識しておりますけれども。そうい

ったことを勘案した結果、有害鳥獣関係もとい

うことで、これを最優先に募集するというふう

に変わっていったのかということをお聞きしま

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 ただいま委員からあ

りましたとおりでございます。なお、婚活業務

の方につきましても、平成３０年度中に途中で

任期切れになる隊員が出てきますので、その後

にまた採用できればと考えております。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 わかりました。婚活のほうは、

追って平成３０年度中ということですけれども。

全部で３名、４名、採用になった場合、活動拠

点ということでどちらを考えていらっしゃいま

すか、お聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 基本的には、市役所

内部を考えておりますが、例えば観光振興に当

たる隊員につきましては、その業務内容につき

ましてそれに応じた場所というのも考えられま

す。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 駅前にある観光交流施設、新

しくできるところも入っているんだなという認

識で捉えますけれども。まず、ちゃんと手を挙
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げてくださる方がいらっしゃることを望みたい

と思います。 

 次に、Ｗｉ‐Ｆｉのほうですけれども、学校

施設ということで、今、上山小学校の屋内運動

場に設置する予定があるというふうにお聞きし

ました。 

 今現在、学校ですと、要するに、スマホを持

ってくるなとか、そういったこともあるわけで

す。避難所ということでのＷｉ‐Ｆｉ設置とい

うことですけれども、言葉は悪いですけれども、

持ってきて使ったりする子どもも出てくる可能

性もなきにしもあらずかなということでござい

ます。そこら辺、どのようにお考えになってい

るか、お聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 まず、上山小学校の屋内

運動場に整備するという考えにつきましては、

避難所の限定、避難所で運営する際の限定の利

用というふうに考えておりまして、学校での利

用というのは、体育館ではほぼ多分ないと思い

ます。 

○中川とみ子委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、学校では、引

き続き保護者と連携の上、スマホなどは持ち込

まないように指導していくつもりです。なお、

体育館でも使用のケースはございませんので、

ただ、社会体育で開放する場面というのは、そ

の団体の責任者に全部指導をしながらやってお

りますので、そこまではちょっとコントロール

できかねると思いますが、学校教育の中での指

導は今後とも引き続き行っていきたいと思いま

す。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 安心いたしました。ぜひ、そ

のとおりお願いいたしたいと思います。 

 なお、Ｗｉ‐Ｆｉに関しましては、安価でも

できる方法等いろいろあるとは思いますけれど

も、ぜひ、これは必要だと思いますので、引き

続きふやしていっていただければなというふう

に思います。よろしくお願いします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。尾形委員。 

○尾形みち子委員 今の続いてですけれども、

地域おこし協力隊推進事業費の中で平成３０年

度中に３年の任期が終わるというような、そう

いうことであったと思いますけれども、今現在

３名、協力隊がいるという現状の中で、こちら

の皆さんもそれぞれに頑張って上山を盛り上げ

ていただいている。そしてまた、そういう協力

体制があるというような中で、定住人口をふや

すということも片方あるわけですけれども、そ

の協力隊員のその後、３年の任期が終わられま

して、その後定住するというようなことの支援

策なんていうのもその中に含まれているかどう

か、ちょっとお尋ねいたします。 

 それから、もう一つ、先ほど、ファンクラブ

の会員制というような、導入するというような

ことだったんですけれども、詳細にちょっとお

願いしたいと思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 地域おこし協力隊の

任期後の支援につきまして、予算上は入ってお

りません。ただ、今回、平成３０年度で任期を

終える隊員が出てきますので、その任期中に、

その隊員の特性を生かして定住につながるよう

な支援という形は市でもしっかりとしていきた

いと考えております。 

 ２点目、ファンクラブにつきましてでござい

ます。対象者につきましては、これまで主にふ

るさと納税に寄附をしてくださった方々、要す



－１３１－ 

るに、これまで上山に関心を持ってくださった

方と捉えることができますので、そういった

方々に対しまして、市の優先情報、例えばもの

の優先予約とか、先行販売とか、そういった形

のインセンティブのある情報を常にお送りしな

がら、その方々が消費活動であったり、市に訪

れるような機会をしっかりつなげていく、そう

いったシステムを考えております。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 大変、地域おこし協力隊の

隊員の皆さんには、やはり３年後の不安という

ものがとてもあるというふうに聞いております。

その後のやはり定住に結びつくというようなこ

とが今示されましたので、大変その辺のところ

は安心したところでございます。ぜひ、そのよ

うな形で、特色ある協力隊員の皆さんの今後、

上山市に移住、定住というようなことも含めて、

ぜひ、そういう支援策をお願いしたいというふ

うに思います。 

 それから、ファンクラブですけれども、やは

りＳＮＳとかさまざまな今情報発信の仕方があ

るんですけれども、その辺のところのことはど

うなっているか、ちょっとお尋ねいたします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 ふるさと納税に限っ

て申し上げますと、まず今５つのポータルサイ

トでＰＲ、プロモーションをしておりますので、

そういったところを窓口にしながら、情報、上

山の発信というものは間違いなく広がっている

と感じております。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 今後もぜひそういった拡大

のほうに結びつけていっていただきたいという

ふうに思います。 

○中川とみ子委員長 坂本委員。 

○坂本幸一委員 私のほうから２点、ちょっと

お聞きします。 

 １点目は、企画調整管理費なんですけれども、

この中には新規で地区計画策定支援事業とあり

ますけれども、これ、財政課長説明なかったの

で、どういう事業なのか、まずお聞きします。 

 あともう１点、移住推進事業費なんですけれ

ども、お試し居住施設、まずどの辺を予定して

いるのか。 

 この２点、まずお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 地区計画につきまし

ては、今後の大きな課題としまして、特に周辺

集落、農村集落等のコミュニティの維持、集落

機能の維持というものが非常に大きな課題とな

ってくると考えております。今後の人口減少が

進む中で、現在の集落機能であったり、地域の

活動をどうやって継続していくのか。そういっ

たところを今ある、今それぞれの地区が実施し

ている地区活動とかを棚卸し等をしながら、全

国的にもそういった実績のあるアドバイザーに

来てもらいながら、一つのモデル地区を選定し

て、平成３０年度はまずは地区計画をモデル的

に策定したいと考えております。 

 ２点目、お試し居住施設につきましては、街

なかを中心に街なか周辺に今選定をしていると

ころでございます。 

○中川とみ子委員長 坂本委員。 

○坂本幸一委員 お答えいただいたんですけれ

ども、集落関係でアドバイザーを今から要請す

るということになるんですけれども、それまで

の過程の間は、市政戦略課で全面的にこれを仕

事を行っていくという考え方でよろしいんです

か。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 
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○鈴木直美市政戦略課長 アドバイザーにつき

ましては、平成３０年度、ＮＰＯ法人からアド

バイザーを招聘して地区に入ってもらいながら

策定作業を進めたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 坂本委員。 

○坂本幸一委員 アドバイザーなんですけれど

も、これは市政戦略課内に置いて、そこから地

区に出ていって仕事をするということでよろし

いんですか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 アドバイザーにつき

ましては、年数回程度、その都度来ていただく

予定でございます。 

○中川とみ子委員長 坂本委員。 

○坂本幸一委員 地区ごとに研修会とか、その

都度行うという考え方になるんですか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 策定の手法につきま

しては、まだ検討段階でございますが、最初に

研修会のような、まず全地区に対してのお話を

した上でモデル地区を選定していくという方法

で進む予定でございます。 

○中川とみ子委員長 坂本委員。 

○坂本幸一委員 お試し居住施設なんですけれ

ども、街なかにということなんですけれども、

これは中古住宅を考えているわけですか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 いわゆる賃貸物件の

一軒家というものを想定しております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 ２款６目企画費、公共交

通事業について。 

 現在運行している市営バスが廃止されて、ス

クールバス専用に運行されるということで、市

営バスにかわって市営予約制乗合タクシーを導

入することは、交通弱者の足の確保に対しては

大変ありがたい制度だと思っているところでご

ざいます。 

 そこで、二、三伺いますが、今市営バスです

と、通勤者、あと通学、高校生等が利用してい

るわけでございますが、今後、予約制乗合タク

シーに移行した場合に、この通勤者とか通学者

の足の確保はどうなるのか、ちょっと伺いたい

と思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 通勤者、通学者の方

も利用できるような時間帯の運行を考えており

ます。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 安心いたしました。 

 市営バスを予約制乗合タクシー導入というこ

とでございますが、平成３０年１０月ごろに向

けての実施と伺っております。利用住民とのい

ろいろな説明、打ち合わせを密にしていただき

たいと思っております。その予定計画をお示し

ください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 中川地区の対象地区

につきましては、会長のほうに既に情報は提供

しております。なお、３月下旬の中川地区の地

区会長会におきまして説明を行いまして、御意

見を頂戴する予定でございます。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 各会長に手配いただきま

したことはありがたく思っているところでござ

います。 

 現在、路線バスが市内で５路線走っているわ

けでございます。今後、利用客が激減した場合

に、その対処として、民間の路線バスを市営バ
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スに移行する考えか、それとも市営予約制の乗

合タクシーを導入する考えか。どちらか、もし

もお考えあればお示しいただきたいと思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 現在の民間バスの５

路線が廃止になった場合につきましては、これ

までどおり、市のほうで代替の交通手段を確保

したいと考えております。現時点で、それが市

営バスになるか、デマンドになるかというとこ

ろは、今後検討が必要だと考えております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 今後いろいろと検討して

いただいて、いい方向に持ってきていただきた

いと思っているところでございます。交通弱者

の足の確保及び利便性の向上を今後とも図って

いただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○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 四、五点あるんですけれども、

一問ずつやっていきたいと思います。 

 まず、２款１項２目の市報等の文書配布を委

託するというふうなことで、私、基本的にはい

いことだと思うんですが、まず、これの大体ど

のくらいかかるのかというふうなことと、やっ

ぱり、これに至った考え方として、職員の方の

雑務といったらあれかもしれないですけれども、

それを軽減して、市政運営にその分集中させる

というような考えで委託に至ったというふうな

考えでよろしいか、お聞かせ願います。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 委託に至った経過でござ

いますけれども、働き方改革が今求められてお

ります中で、やはり限られた職員の中で効率的

な業務を行う目的、さらに、シルバー人材セン

ターの会員の活動に資するためというようなこ

ともありまして、平成３０年度の５月から市報

等の配布をシルバー人材センターに委託したい

という予算を計上してございます。経費につき

ましては年間１１５万円ほど見込んでおりまし

て、そのうち、１１カ月分の約１０５万円を計

上してございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかりました。本当にそうい

ったことでやられることは大変結構だと思いま

すが、委託できる業務と委託できない業務があ

るかとは思いますので、今後、もし検討なさる

ときはそういったところの配慮をよろしくお願

いします。 

 次に、坂本委員からもあった地区計画の中で、

課長の説明の中で、農村地区でやっていただく

んだというふうなことですが、地区といっても、

地区会、公民館等あるわけですが、あと、もし

かしたら新たに意思のある人から手を挙げてや

ってもらうというような言い方もあるんですけ

れども、そういった地区というのはどういった

ところを念頭に置かれているのか、お聞かせく

ださい。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 現段階では、恐らく

集落単位になるかと思いますが、その可能性は

ある限りはほかの単位というものも考えられる

と思っております。現段階では、集落というも

のが基本になるのかなと思っております。 

 地区会以外の個人の方とかというのはなかな

か想定できないと思いますが、そういう任意団

体とかそういうものはもしかしたら可能性はあ

るかと思います。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。 
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 これからのことだと思うので、いろいろな可

能性を模索しながら、本当に地域が元気になる

ような計画、活動になっていっていただきたい

と思います。 

 次に、光ケーブル管理費なんですけれども、

山元地区でＩＴ過疎が解消されていいと思った

んですけれども、この経費の部分に関して、こ

れからずっと発生していくのか、または業者の

ほうに後々は移管されていくとか、そういった

見通しがあるのかをお聞かせください。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 光ファイバー、山元地区

に布設させていただきました。交付金を使いま

して、ほとんど一般財源の持ち出しをなくして

の導入でありますけれども、ランニングコスト

として、お互い施設の使用料と賃借料の部分で、

双方向のＩＲＵ契約ということでやっておりま

すけれども、目標的には、山元地区の世帯数、

約百二、三十世帯ありますけれども、その半分

くらいに加入していただくとペイするというよ

うな計画でございました。 

 最初は３０世帯くらいで非常に少なかったん

ですけれども、いろいろこちらのほうで研修会

なんかを公民館を通してさせていただいた中で、

１月末現在の加入世帯数が４２世帯ということ

で伸びてきておりますので、この世帯が伸びる

ようにこれからも努めていきたいというふうに

思っております。 

 ただ、その差額というのは、毎年、若干なが

ら負担が出ているという状況でございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 なかなか個人のことなので、契約してくれと

言うのも難しい部分だと思いますが、そういっ

たことで住民の方の利便性を上げながら取り組

んでいっていただきたいと思います。 

 次に、２款３項１目のマイナンバーカード経

費について、拡充になったというふうなことを

資料で見たんですけれども、このところで、現

状、何人ぐらいカードを持たれていて、このあ

れでどのくらいの方がマイナンバーを本市で持

つことになるのか、わかりましたらお示しくだ

さい。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 現在、マイナンバー

カードをお持ちの方につきましては、２，１９

７件が交付になっている状況でございます。こ

れによって、今現在、拡充といいますのが、窓

口におきまして、タブレット端末でオンライン

での申請ができるようになっております。それ

の補助を、市民の方が申請いただいた場合に、

職員のほうでまず写真を撮りまして、写真を確

認していただいて、あとは市民の方にはお帰り

いただいて、その入力作業を職員で補助させて

いただいているという状況でございまして、こ

れによってどのくらい拡充、ふえるかというと、

なかなか推測できませんが、１２月から導入し

まして、導入前よりも平均で２倍の方の申請が

ありますので、拡充は望めると思っております。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 それに関連して、２項の徴税費のほうでなん

ですけれども、確定申告の時期、今なっている

と思うんですけれども、税務署に申告書を持っ

ていく場合に、マイナンバーを書く欄はあるん

ですけれども、税務署としては、書いていただ

ければいいということなんですけれども、もし、

書かなくても受け取りはすると、申告は受け付

けるというふうなことなんですけれども、市役

所の場合においてもそういった考えでよろしい
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のか、お聞かせ願います。 

○中川とみ子委員長 税務課長。 

○舟越信弘税務課長 申告の場合につきまして

は、マイナンバーは書かなくてもよいというよ

うな扱いで平成２９年度はやっております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。谷江委員。 

○谷江正照委員 では、私のほうから、本市の

周辺地区の振興にかかわる部分、移住定住の部

分、防災のＷｉ‐Ｆｉにかかわる部分で幾つか

お聞きしたいと思います。 

 まず、企画調整管理費の部分でございますが、

地区計画策定支援、こちらの新規事業でありま

す。ＮＰＯ等のほうから講師を招聘してアドバ

イザー事業を受けるというようなことでありま

すが、ＮＰＯ以外にも、例えば有力なコンサル

ですとかそういったものは考えているのかどう

か、まずお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 現時点で想定してい

るアドバイザーはＮＰＯの方を想定しておりま

す。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 ＮＰＯの方ということでござ

いますが、大変有力な方もいらっしゃるかとは

思いますが、私、近隣自治体でゆるキャラを使

いまして、市政戦略課長も対談したことのある

方で、非常に成功事例を持っている方なども、

課長は知っていると思うので、ＮＰＯというふ

うに限ってしまいますと、そういった有力な人

材との結びつきがとりづらくなるというところ

で、ＮＰＯに限らないで、そういう有力なコン

サルといったものも考える必要があるのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 現在、想定している

方が、県でもそういう小規模多機能自治体につ

いての相談に乗っている実績のある方を今想定

しておりますので、そういった実績も勘案して

選んでまいりたいと思います。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 では、そのように実績、私、

地域性の余り離れたところから、いかに成功実

績があったとしても、やはり地域性が違うと難

しいところもあると思いますので、今の課長の

答弁を聞きまして、地域性も勘案してあるとい

う、成功事例も持っているということで、この

件は、じゃあ、了承いたしました。 

 続きまして、移住、定住の部分でございます。

お試し居住を設定してということでございます

が、さきに一般質問のほうで私のほうもこの分

野に関しては質問させていただきました中で、

シェアハウス、ゲストハウスも視野に入れてい

るようなことがあったかとは思うんですが、シ

ェアハウス、ゲストハウスも非常に有効な取り

組みであるかと思います。この部分に関しては

何か進捗ございますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 今回、当初予算で計

上しておりますお試し居住施設につきましては、

シェアハウス、ゲストハウスというものとはち

ょっと一線を画した長期滞在型も含めてになり

ますが、あくまで移住希望者がお試しで宿泊す

る施設を想定しております。なお、シェアハウ

ス、ゲストハウスにつきましては、現時点で、

市直営でということは考えておりません。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 長期という部分で、今お試し

居住の御説明ありましたが、他事例では、１カ

月等の長いスパンを用意して迎え入れている自
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治体もございますが、当市でも、やはり１カ月

等ぐらい長期というのは見込んでお試し居住を

考えていますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 あくまで観光目的で

来るような方と区切る、差別化するために期間

というものはある程度必要だと思っております。

現時点では、その期間は最低１週間程度という

ことで考えております。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 今、最低１週間ということで、

１週間滞在していただくことによって、まず本

市の魅力を十分伝えるようなことも踏まえた上

での施策の推進をぜひお勧めしたいと思います。 

 次に、Ｗｉ‐Ｆｉと体育文化センターのほう

に、防災拠点となります部分でありますが、Ｗ

ｉ‐Ｆｉの設置でございます。こちらも大変有

効なものであると感じます。体育文化センター、

何カ所にこちらは設置するのでしょうか。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 設置箇所につきましては、

アリーナ、エントランスホール、軽スポーツル

ーム、３カ所でありますけれども、設置台数は

４カ所でございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 体育文化センター、そうする

と４カ所、主に内部のほうのＷｉ‐Ｆｉは大変

安心できるものになるかと思うのですが、体育

文化センターとして考えたときに、エリアとし

て、駐車場ですとか、ある程度、車の置かれる

ところ、エントランス周辺の自動販売機付近、

ああいったところも場合によっては、災害の種

類によっては、車で避難をするようなケースも

考えられます。そんなようなときに対しまして、

やはりああいった駐車場にも一部Ｗｉ‐Ｆｉが

届くようなことは、有事において非常に有効か

と思うのですが、その部分に関してはいかがで

しょうか。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 このたびの整備は、まず

第一の優先順位として、避難所のとき、避難所

としての活用としての利用が一つでございます。

そのほかに平常時での活用ということも考えて

ございます。それらを総合的に勘案した場合に、

やはり、避難される方につきましては、当然、

屋外よりも屋内での利用というのが多く考えら

れますし、平常時でも屋内での利用というのが

大変多く考えられますので、このたびにつきま

しては屋内のみにアクセスポイントを設置する

ということで考えてございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 Ｗｉ‐Ｆｉにつきましては、

せんだっての私の質問の中で災害防災対応の自

動販売機にＷｉ‐Ｆｉの機能のついたものなど

もございますので、体育文化センター入り口周

辺の自動販売機等の利用も視野に入れながら、

今後の検討かと思いますが、ぜひ、防災力の強

化には役立つと思いますので、図っていただき

たいと思います。 

 もう一つ、災害防災ラジオの拡充というとこ

ろが平成３０年度の予算にございます。こちら

も本市防災力強化に非常に有効であると思いま

すが、これは何台ぐらい、どのあたりに配布な

るものでしょうか。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 今回は、浸水想定区域内

に居住する世帯のうち希望される世帯、あるい

は自主防災会のほうに防災ラジオを配布する予

定でございます。 

 対象地区につきましては、二日町一からいわ
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ゆる須川、前川の周辺の地域を中心になります

けれども、合計で２７地区を想定してございま

す。 

 対象世帯数につきましては３，８３３世帯で

ありますけれども、全部が申し込むということ

はあり得ませんので、およそ１５％ほどを見込

みまして５７５台ほどの台数、そのほか、自主

防災会も含めて６０２台の計画をしてございま

す。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 これにつきましては大変やは

りいいことだと思いますので、ぜひ周知を図り

まして、対象の方にうまく届くようにお願いい

たします。 

 あわせまして、防災ラジオの業務に関しまし

ては、屋外広報装置も入っているかと思います

が、屋外広報装置につきましての、どのような

ものになっているか、御説明お願いします。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 屋外広報装置、平成３０

年度の予算の中では２台設置するということで

計上してございます。その設置の場所につきま

しては、具体的にこれから検討を進めるわけで

ありますけれども、基本的には、既存の施設の

広報施設を利用するということで考えていると

ころでございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 それでは、今のような、市民

の防災もしくはＷｉ‐Ｆｉは観光も含めて大変

役に立つものでありますので、熟慮の上、推進

のほうをよろしくお願いいたします。 

○中川とみ子委員長 １款、２款に対する質疑

の途中ですが、この際、１０分間休憩いたしま

す。 

    午前１１時００分 休 憩 

                  

    午前１１時１０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。 

 ほかに質疑はありませんか。枝松委員。 

○枝松直樹委員 シティプロモーション事業に

ついて伺いますが、大変いい取り組みだとは思

いますけれども、これがうまく機能するか、成

功するかどうかというのが非常に大事なところ

です。予算づけを見ますと、委託料に６４６万

７，０００円、備品購入費ということで２１６

万円になっていますが、さっき、市政戦略課長

の説明だと、ふるさと納税をした人を対象に、

その人に対して有用な情報を提供するというこ

となんですが、そのこととこの予算づけはちょ

っと説明が理解できない中身なんですよ。です

から、委託料はどこに委託をする金なのか、備

品購入というのは何なのか、封入機なのか。た

だ、役務費がないものだから、郵送じゃないな

という感じもしますし、その辺のところを聞き

たいということが１点。 

 それから、せんだって、町の中で数代前の市

長が住んでおられた大家さんとお会いしたんで

すよ。その市長さんは借りていたんですね。そ

の大家さんは、奥さんがそこのうちで生まれ、

旦那さんは定年退職して東京のほうからこっち

に夫婦で移住をしてきたと、こういう方なんで

すが。いわゆる、本当に望ましいのは子育て世

代の移住でしょうけれども、日本版ＣＲＣＣで

したか、そういった構想もありますね。いわゆ

るシニア世代の移住、アメリカでは随分盛んだ

というふうに聞いておりますけれども、首都圏

等からのそういった、まさに退職を機にという

方に対しての本市のスタンスというか、そこを

伺っておきたいと思います。 
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○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 １点目、シティプロ

モーションについてでございます。対象者は主

にふるさと納税で寄附してくださった方々には

なりますが、そのほかにも上山を応援してくだ

さる方を対象として考えたいと思います。 

 予算の内訳でございますが、まず、委託料の

うち、まず設立キックオフイベントという形で

東京都内で開催を予定しております。こちらが

およそ５００万円ほどの委託料になると考えて

おります。そのほか、備品購入費２１６万円に

つきましては、ファンクラブの方々の、どうい

う方に案内をして、その方々が何を買ったかと

いうデータ管理というものが今後の戦略には必

要かと思っております。その管理をするシステ

ムの購入費を予算計上しております。 

 あと、２点目、移住について、いわゆるシニ

ア世代の方々についてでございます。本市での

移住ツアーの対象者は、平成３０年度につきま

しても、ある程度ターゲットを絞ったツアーを

開催したいと思っております。これまでも申し

上げてきたとおり、主なターゲットは、やはり

特に若い方々を対象とは考えておりますが、特

に農業就業の希望者等につきましてはそういっ

たシニア世代の方も希望者が非常に多いと考え

ておりますので、そういった農業体験ツアー等

についてはそういったシニア世代の受け皿とな

るように進めてまいりたいと思います。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 イベント、５００万円のイベ

ントというと結構なことができるのかなとは思

いますけれども、備品購入で、でも、２００万

円ではちょっと今の説明でもよくわからない中

身ですが、とにかく機能するように努力をして

ください、工夫を。 

 それから、シニアの移住者ですが、ここに物

件を持っていて、首都圏とか、仙台とか、結構

裕福な方、富裕層がおられます、実際。そのう

ちはもう要らないんですね、その人にとってみ

ては。こういったことは、非常にこれから町の

真ん中に結構そういうものがありますので、ぜ

ひ、今後御一考いただいて、取り組みを強めて

いただければと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。棚井委員。 

○棚井裕一委員 まず、まちづくり推進事業費

について、まちづくりセンターと観光物産協会

が駅前に移転する予定だというふうに伺ってい

ますけれども、まちづくりセンター自体の機能

というのはどのようになるんでしょうか、お伺

いします。 

 あともう一つが、移住の推進窓口、現在、市

役所の中にあるわけですけれども、これも駅前

のほうに移動して、いわゆる窓口としては２カ

所になるのか。それとも、どちらかの１カ所に

なるのか、お伺いします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 現在のまちづくりセ

ンター、十日町の場所につきましては、観光物

産協会が駅前に移転することに伴いまして、平

成３０年度からはまちづくりセンターを市政戦

略課内に移転することを考えております。その

建物につきましては、一旦、所有者のほうにお

返しはしますが、今後も街なかのにぎわいづく

り等も考えまして、商工会等とも相談しながら、

その活用についてはあくまで民間同士の賃貸借

になるかとは思いますが、情報提供等もしなが

ら進めてまいりたいと思います。 

 ２点目の移住窓口につきましては、平成３０

年度から駅前の情報交流施設のほうにコンシェ
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ルジュの配置は考えております。ただ、当然、

市役所のほうにも相談は来ると思いますので、

窓口としてはいずれでも受け付けられるような

体制を考えております。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 先日、移住コンシェルジュの

窓口に、私自身の相談じゃないですけれども、

相談のような形で伺いました。いわゆるワンス

トップというふうにうたわれていますけれども、

実際、薄い、紙は薄いですけれども、Ａ４の紙

が、こういう本市の特徴がありますよというの

が渡されて、上山の案内というものももちろん

ありましたけれども、本市の案内もありました

けれども、それぞれ、教育にしろ、企業にしろ、

それぞれが求める情報というのは分厚いファイ

ルに挟まれていて、必要があればそれを見せる。

「仮に全部もらうとどうなるんですか」と聞い

たら、「かなりの枚数になる」というふうにお

っしゃっていました。さらに、「わからない点

はどうなるんですか」と、「庁舎のそれぞれの

課に私がお連れします」というふうにおっしゃ

ってくれました。 

 確かにワンストップで全部を完結するのは難

しいかもしれませんけれども、これが駅前に行

って、うまく機能するんでしょうかという点を

お伺いします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 駅前情報交流施設の

ほうにいるコンシェルジュに相談が来る場合は、

恐らく事前に予約とか申し込みがある方がほと

んどだと思っております。そういう場合は当然

準備が可能だと思います。ただ、突然来る場合

につきましても、想定しているのは、突然いら

っしゃって、市内の観光施設を含めどういうま

ちなのか見てみたいといった場合に、すぐ案内

できるような体制をしきたいと思っております。

そういうことも含め、まずは駅前情報交流施設

のコンシェルジュの機能はそういうところがメ

ーンになると思います。 

 それ以外に、先ほど、地域おこし協力隊の新

隊員ということでも御説明申し上げましたが、

それを補完する形での協力隊も募集を考えてお

りますので、庁内での対応はそのもう一人の空

き家の有効活用も含めた移住コンシェルジュを

補完する業務という形でその業務を担っていた

だければと考えております。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 わかりました。 

 全てを窓口が解決するなんていうことはまず

無理だと思いますけれども、やはり現場を見て、

住むところとか住む地域を見て、そこの空気感

を感じてもらってというふうな窓口でお話もあ

りましたけれども、そこに、例えば本市の教育

面での特徴はどこか、例えば障害者の子どもさ

んをお持ちになって、特徴的な教育方針がある

からここに来たいという魅力を感じるかもしれ

ません。そういった部分をしっかり、その窓口

でも伝えられるように、やはり情報というもの

を集約して、それを一つの簡単な冊子でもいい

んです。コピー用紙にコピーした冊子でもいい

ですので、そういった特徴的なものを網羅した

ものを渡して、市民の方には「暮らしのガイド

ブック」というのも渡されていますけれども、

魅力というものをしっかり伝えられるような体

制をつくっていただきたいと思いますけれども、

どうお考えですか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 可能な限り、幅広い

情報を集約したもの提供できるように努めてま

いります。 
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○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 そのようにお願いします。 

 あと、指定避難所にＷｉ‐Ｆｉの話、先ほど

から出ていますけれども、防災拠点である市役

所庁舎にこそ整備するという方針、する必要が

あると思いますけれども、そういう方針はない

のですか。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 今のところ、市役所の中

にＷｉ‐Ｆｉを整備するという考えは持ってお

りません。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 災害時にはさまざまな情報と

か人が集まる場所でもありますので、今後、そ

ういう方針というものを検討していただければ

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。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 防災対策推進事業で、屋外拡

声装置整備工事、浸水想定区域に２台という説

明がありましたけれども、まだ具体的に場所は

決まっていないということですが、浸水想定区

域内に設置という理解でよろしかったでしょう

か。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 おっしゃるとおり、浸水

想定区域内でございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 屋外拡声装置、特に浸水想定

区域内ということで、まず、豪雨による災害時

のみの利用とは限らないわけですけれども、以

前の議論の中で、豪雨時に屋外拡声装置、大雨

の影響であるとか、雨が降っているので、まず、

窓だの、ドアだの閉め切っている。そういう状

況で屋外拡声器の利用、内容が周知されないこ

とがあるのではないかという議論があったと思

いますけれども、それでも浸水想定区域内とい

うふうに設置というその文言上の問題はよろし

いのかどうか。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 今回の整備につきまして

は、あくまでもメーンとなるのが防災ラジオの

整備でございます。スマホとか携帯を持ってお

られない方に対する緊急の放送をするというの

が狙いでありまして、ただ、起債の対象になる

ためには、拡声装置、ハード面の整備も必要と

なってきますので、あわせて屋外の広報設備も

最小限設置するということでやっておるところ

でございまして、したがいまして、委員御指摘

のように、聞こえないということも中にはあろ

うかと思いますけれども、できるだけ周知が可

能な場所について選んでいきたいというふうに

考えております。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 今質問申し上げたところなん

ですけれども、豪雨災害以外での屋外拡声装置

の利用というのは想定されるんでしょうか。例

えば、以前、一般質問で同僚議員からありまし

たが、例えば通学途中の児童に対するＪ－ＡＬ

ＥＲＴに係る内容の周知であるとか、そういう

提案もあったと思うんですけれども、そういう

場合の屋外拡声装置の利用というのはどういう

状況になっていますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 豪雨災害に限らず、Ｊ－

ＡＬＥＲＴの場合にも自動起動しまして、防災

ラジオと連動して放送するというようなシステ

ムになってございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 今の件については了解いたし
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ました。 

 次になんですけれども、ふるさと納税推進事

業費についてです。総務省からの指導によりま

して、返礼率の削減というものが求められまし

た。その中で、本市においては、特に高額なも

のであるとか、資産価値が高いものを返礼品の

リストから削除した経緯があると思いますけれ

ども、例えば新たな返礼品の創設について、ど

ういうふうに考えておられるのか、お示しくだ

さい。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 返礼品の新たな開発、

品ぞろえにつきましては、今、ほぼほぼ市内の

特産品については掲載されていると思っており

ます。今後は、そういった組み合わせであった

り、あるいは名取市との連携であったり、今後、

こういうことを検討していく必要があると考え

ています。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 今回の予算には、シティプロ

モーション推進事業費ということで、本市の魅

力を発信すると。ふるさと納税をしていただい

た方から、特に本市のファンになってもらうと。

私、以前、議会でも提案したことがあるんです

けれども、インターネットショッピングのよう

なもの、ふるさと納税にまた新たに本市の魅力

というか、本当に本市のことを考えていただく

ようなお取り組みというものが今回上がってい

るというふうに感じて、非常にいいことだと思

います。 

 そこで、一つ提案なんですけれども、本市、

ほかの自治体もそうなんですけれども、特に空

き家の問題が多くなっております。たしかほか

の自治体でやっていたと思うんですけれども、

返礼品として、空き家の管理をほかの団体に委

託してやってもらう事業なんかが、ふるさと納

税の返礼品として取り組んでいる自治体があっ

たように記憶しています。その返礼品に対して

はどのくらいの利用があったかまではちょっと

承知していないんですけれども、そういう、特

に本市のことを、本市に魅力を感じられる、ま

たは本市外にいらっしゃる方でも本市のことを

気にかけていらっしゃる方に対する返礼品なん

ていうのも考えていくべきかなというふうに思

うんですけれども、そういう考え方については、

どのようにお考えでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 委員からありました

とおりの内容を、今、実は観光物産協会のほう

からも提案があります。今後、その返礼品に加

えることを検討してまいりたいと思います。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 ぜひ、御検討いただければと

いうふうに思います。 

 最後に、公共交通事業費についてです。総括

質疑の中でも議論させていただいた内容かなと

いうふうに思います。特に、当該地区の方にと

っては非常にメリットが多い。反面、今回の公

共交通事業費は、平成２９年度予算に比較して

も２，０００万円超、増額しております。いい

ことの反面、税金の投入をより多くしなければ

ならないという現状があります。その中で、考

え方として、例えばどういう検討過程を経て今

回このデマンドという結果になったのか、その

検討過程をぜひお知らせいただければなという

ふうに思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 今回の見直しにつき

ましては、平成２８年度に実施しました公共交

通アンケート、全域の市民の方を対象にとって
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おった結果に基づいて見直しをしたものでござ

います。 

 具体的に申しますと、市営バスにつきまして

は、今現状、大変利用率が低い状況です。より

わかりやすい路線であったり、ほかのわかりや

すい交通手段があれば利用するという声も非常

に多かった状況です。 

 既に実施しております中山・西郷の予約制乗

合タクシーの利用率、データでは、それぞれの

地区の３割程度の方がこのタクシーを利用して

いるというデータもございます。 

 中川の蔵王高原橋線のエリアの方々の交通利

便性を高めるためにはこのデマンドタクシーと

いうものが非常に有効ではないかということで、

見直しを検討したという経過でございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 デマンドというのは、まず間

違いなく一番便利な公共交通機関と言えるのか

なというふうに思います。その一方で、まず、

今デマンドを走らせている方の利用が３割とい

うことですけれども、登録者数は大体現状維持

の中で、やっぱり利用者というのは一方では減

少しているというところもあります。議会とし

ても、やはり、例えば市営バスの利用であると

か、市営バスの料金体系の変更、または乗車率

向上のため、平成２９年度は山形県の子育てパ

スポートをお持ちの方も市営バスに乗っていた

だけるような施策に取り組んだと思います。そ

の中で、子育てパスポートを利用して市営バス

を利用された方の人数なんかは把握されていた

ら、お伺いしたいのと、あと、特に料金と利便

性の追求というのは非常に大事なところだし、

大きな考え方が必要だと思うんですけれども、

特にそのバランスという部分に対して、市政戦

略監でありますが、副市長からぜひ御所見をお

伺いしたいなというふうに思います。 

○中川とみ子委員長 副市長。 

○塚田哲也副市長 まず、子育てパスポートの

部分については、これはちょっと、恐らく多分

ただで乗せるということなので、ちょっとどの

ぐらい数字を把握しているかということはある

かと思います。 

 あと、バスの運行でございますけれども、市

の、先ほどありましたとおり、市営バスの利用

が非常に少ないということもありますし、一方

で、中心市街地を活性化していくためには、あ

るいは交通弱者の方により多く市街に来ていた

だくということを考えますと、料金体系も含め

て、我々は改めてアンケートも踏まえて検討し

ていきたいなというふうに思っているところで

ございます。 

 ちょっと、詳細については今内部で検討して

いるところでございますので、また、固まった

ところで御相談させていただければというふう

に思っております。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 子育て応援パスポー

ト利用者につきまして、お答えいたします。平

成２９年度２月２８日現在でございますが、市

営バスにつきましては７１名、予約制乗合タク

シーにつきましては２５名の利用があり、合計

９６名の方々が利用されております。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 総括質疑でも申し上げたんで

すけれども、やはり利便性の向上というところ

と、利便性の向上を追求しながらも維持管理費

の削減というものにぜひ努めていただけるよう

な、今後の施策展開についての御検討を引き続

きよろしくお願いいたします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ
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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、３款民生費について、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 それでは、３款民生費に

ついて御説明申し上げます。 

 ５８、５９ページをお開きください。 

 １項社会福祉費でありますが、１目社会福祉

総務費は３億６，９４９万４，０００円で、前

年度対比１，２３５万４，０００円の減であり

ますが、国民健康保険特別会計繰出金の減など

によるものであります。 

 社会福祉総務費では、次のページをお開きく

ださい。福祉バスの管理運営、福祉大会の開催、

結婚サポーターの養成、低所得の方の婚姻に伴

う引っ越しや家賃等を支援する補助金などの晩

婚、未婚対策に係る経費などを措置し、民生委

員・児童委員活動費では、民生事業協力員活動

費交付金など民生委員の活動に要する経費を措

置し、社会福祉関係団体助成費では、社会福祉

協議会など社会福祉関係団体への補助金、老人

福祉センター寿荘改修工事の補助金などを措置

し、人権啓発活動事業費では、人権意識の向上、

啓発を図るため、小中学校への花の苗・種子等

を配布する経費を措置し、国民健康保険特別会

計繰出金では、保険基盤安定、職員給与等、財

政安定化支援、出産育児一時金など繰り出し基

準に基づく繰出金を措置したほか、職員人件費

であります。 

 ２目障がい者福祉費は、５億４，１２３万４，

０００円で、前年度対比４，３０１万４，００

０円の増でありますが、生活介護、グループホ

ーム、就労支援の増などを見込んだことによる

ものであります。 

 障がい者福祉事業費では、更生医療給付費、

福祉タクシー利用料、身体障がい者移送介護タ

クシーの利用、障がい者世帯除雪支援に係る扶

助費を措置し、地域生活支援事業費では、基幹

相談支援、訪問入浴サービス、成年後見制度の

利用支援、移動支援、日常生活用具給付などに

係る経費を措置し、障がい福祉サービス給付費

では、支援区分審査会の経費、次のページをお

開きください。生活介護、自立訓練、就労支援、

相談支援、補装具の交付・修理などの障害福祉

サービス給付に係る扶助費などを措置するもの

であります。 

 ３目高齢者福祉費は、１３億６，６１６万２，

０００円で、前年度対比９５４万１，０００円

の増でありますが、介護保険特別会計繰出金の

増などによるものであります。 

 高齢者福祉事業費では、シルバー人材センタ

ー運営補助金、敬老事業補助金、老人クラブ活

動補助金、養護老人ホーム入所者への扶助費な

どのほか空き家等の適正管理のため所有者の依

頼による清掃、草刈り等の業務を始めるシルバ

ー人材センターに対する地域就業機会創出・拡

大事業補助金を新たに措置し、介護保険利用者

負担軽減事業費では、社会福祉法人が実施する

低所得者の利用者負担軽減に対する補助金を措

置し、在宅高齢者支援事業費では、緊急通報シ

ステム、移送サービス、生活管理指導、ごみ出

し支援、通路や高齢者世帯除雪、紙おむつ支給

など、介護保険以外の在宅福祉サービスに係る

委託料や扶助費を措置し、高齢者福祉施設管理

費では、廃止する老人いこいの家の１カ月分の

経費を措置し、後期高齢者医療事業費では、後

期高齢者の療養給付費に係る山形県後期高齢者
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医療広域連合への負担金などを措置し、高齢者

福祉施設整備事業費では、特別養護老人ホーム

みずほの里に係る建設償還金補助金を措置し、

シルバーフレンド事業費では、市民活動で高齢

化社会を支える仕組みの一つであるシルバーフ

レンドの養成などに要する経費を措置し、常設

高齢者サロン運営費では、介護予防活動や生き

がいづくりの拠点施設である常設高齢者サロン

の運営に要する経費を措置し、介護保険特別会

計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金につ

きましては、それぞれ繰り出し基準に基づく繰

出金を措置するほか、職員人件費であります。 

 ４目国民年金費は、２，１３８万３，０００

円で、前年度対比９３万１，０００円の増であ

りますが、国民年金事務費で、次のページをお

開きください。国民年金に係る事務経費を措置

したほか、職員人件費であります。 

 ５目医療給付費は、２億５，０８１万４，０

００円で、前年度対比６２万７，０００円の減

でありますが、重度心身障がい（児）者医療給

付費では、重度心身障がい（児）者への医療給

付に係る扶助費などを措置し、子育て支援医療

給付費では、中学３年生までの児童、生徒等の

医療費の無料化に係る扶助費などを措置し、ひ

とり親家庭等医療給付費では、母子家庭、父子

家庭等に対する医療給付に係る扶助費などを措

置するものであります。 

 ６目福祉給付費は、２，０１７万１，０００

円で、前年度対比６１万６，０００円の減であ

りますが、身体障がい者・知的障がい者福祉給

付費で、障がい者の生活支援として、特別障が

い者手当、障がい児福祉手当、重度障がい児手

当などの給付に要する経費を措置するものであ

ります。 

 ７目福祉のまちづくり費は、１９１万７，０

００円で、前年度対比３万７，０００円の減で

ありますが、福祉のまちづくり事業費では、鍼

灸マッサージ利用助成、高齢者見守り愛の一声

運動などに要する経費を措置し、基金積立金は、

長寿社会福祉基金の利子積立金を措置するもの

であります。 

 次に、２項児童福祉費でありますが、１目児

童福祉総務費は、４億６，０５６万１，０００

円で、前年度対比５，０４２万５，０００円の

増でありますが、総合子どもセンターや子ども

の遊び場の指定管理料の増などによるものであ

ります。 

 児童福祉総務費では、子ども・子育て会議の

開催、保育料の通知などに要する経費のほか、

次のページお開きください。三世代同居孫守り

奨励事業補助金を措置し、母子等福祉費では、

児童扶養手当を措置するとともに、母子家庭、

父子家庭等の自立支援に向けた相談などに要す

る経費、自立支援のための高等職業訓練促進給

付金などを措置し、家庭児童相談室費では、家

庭児童相談員による相談活動などに要する経費

を措置し、青少年指導センター費では、青少年

の健全育成のための青少年指導員活動費などを

措置し、総合子どもセンター事業費では、中心

市街地に移転する総合子どもセンター「めんご

りあ」及び新設される子どもの遊び場の管理運

営経費、ファミリーサポートセンター利用助成、

訪問型子育て支援サポートサービスママフレン

ド事業への助成経費を措置するほか、職員人件

費であります。 

 ２目児童措置費は、１０億６，１０５万８，

０００円で、前年度対比２，３２１万１，００

０円の減でありますが、民間立保育園に対する

保育事務委託料、認定こども園の運営費に対す

る扶助費の減などによるものであります。 
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 保育所等管理運営費では、市立２保育園の管

理・運営、臨時保育士の雇用、チビッコ農場、

民間立保育園に対する保育事務委託料、認定こ

ども園の運営費に対する扶助費などに要する経

費などを措置し、次のページをお開きください。

保育所等特別保育事業費では、市立保育園での

延長保育、民間立保育園、認定こども園等での

一時預かり、延長保育などに要する経費のほか、

届出保育所の第３子以降の保育料無料化等に要

する経費を措置し、児童館等管理運営費では、

中川児童センター等の管理・運営に要する経費

などを措置し、放課後児童対策事業費では、学

童保育施設の管理・運営、民間学童クラブへの

運営補助金などを措置し、児童手当給付費では、

中学校修了までの児童を養育している方を対象

に児童手当を支給するための経費を措置し、障

がい児施設給付・医療費では、発達障がい児の

放課後等デイサービス、児童発達支援、障がい

児相談支援等の経費を措置するものであります。 

 ３目児童福祉施設費は、４６７万１，０００

円で、前年度対比１４３万４，０００円の増で

ありますが、みなみ保育園、南児童センターの

ＬＥＤ化工事等の増によるものであります。 

 児童遊園管理費は、市内各所にある児童遊園

の管理経費を措置し、次のページをお開きくだ

さい。保育園整備事業費では、各園の修繕等の

ほか、みなみ保育園のＬＥＤ化、しらさぎ保育

園事務室の空調工事に係る経費を措置し、児童

館等整備事業費では、南児童センターのＬＥＤ

化に係る経費を措置するものであります。 

 次に、３項生活保護費でありますが、１目生

活保護総務費は４，５９１万９，０００円で、

前年度対比８５１万円の増でありますが、職員

人件費の増などによるものであります。生活保

護総務費では、嘱託医報酬、生活保護システム

の保守・改修委託などの経費を措置し、生活困

窮者自立支援費では、生活保護受給者以外の失

業者、多重債務者、ひきこもり等の生活困窮者

の相談や家賃補助など包括的な支援を行う経費

を措置したほか、職員人件費であります。 

 ２目扶助費は、２億３，５４４万３，０００

円で、前年度と同額でありますが、生活保護援

護事業費で、生活保護費の支給に要する経費を

措置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、発言を許

します。守岡委員。 

○守岡 等委員 ３項の生活保護費についてお

尋ねします。厳しい経済状況を反映しまして、

大変生活苦しい方がふえている中で、扶助費そ

のものは横ばいのようですけれども、本市の生

活保護受給率、分母が世帯数で分子が支給して

いる方の、その割合ですね。パーセントでも、

パーミリでも結構ですが。それと、受給率が県

内で、市町村でどれぐらいの位置にあるのか。

これもお知らせください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 平成２９年３月時点

の被保護世帯が１１７世帯、被保護人員が１４

８人ということで、保護率は０．４８％という

ことです。１３市７番目ということになります。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 やっぱり私の周りでも、実際、

生活保護基準以下だろうなと思われつつも生活

保護を受けていないという方が結構いらっしゃ

いまして、今度は、その捕捉率ですね。実際、

生活保護を受けている方を分子として、生活保

護基準以下の世帯数を分母とした場合の捕捉率

という点では、どんな数が出ていますでしょう
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か。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 現在、捕捉率という

ような捉え方につきましては、生活の実態とい

うものが個々それぞれ各種調査をした上で決定

しているというようなことでございますので、

所得から、捕捉率というような捉え方は本市の

ほうではしていないという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 これはテクニカルな問題で、

非常に困難なのか。もし実施しようと思えばこ

れは出てくる数字なんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 捕捉率の捉え方につ

きましては、貯蓄要件、就労要件、家族の扶養

義務者等というようなものも含まれております

ので、テクニカルな問題として捕捉率は捉える

ことはできないということで考えております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 捕捉率の件は了解しました。 

 そして、もう一つが、生活困窮者自立支援費

の問題です。生活保護に至る前の第２のセーフ

ティネットとして生活困窮者自立支援費という

ものがあると思いますけれども、全国では半分

の自治体しかこの制度を設けていないというこ

と、新聞報道ありましたが、本市では、各種相

談活動を初め実施しているということで、貴重

な制度だとは考えますけれども、最近では、子

どもの貧困化というものが非常に問題になって

おりまして、子どもの学習支援とか、あるいは

子ども食堂などに取り組む自治体もふえている

と思いますけれども、本市でのこの分野での取

り組みはいかがか、お知らせください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 子どもの学習支援事

業につきましては、市内では、放課後子ども教

室など、ほかの事業も実施されている状況であ

りまして、今のところ、新たに学習支援に取り

組む予定はございません。 

 子ども食堂につきましては、民間として市内

で既に実施しているところもございまして、今

後も取り組みたいというところがあるというお

話は聞いております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 ぜひ、子どもの学習支援、非

常に私の周りでは要望というか、要求が強いも

のがありまして、そういう市民の声をぜひお聞

きいただきたいと思います。 

 それと、生活困窮者自立支援費というのは、

実際に先ほど相談活動というものを出しました

けれども、それ以外にどういう面で使われてい

るのか、お知らせください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 相談業務にかかわる

社会福祉協議会で実施しておる自立支援センタ

ーに対する委託というのが主な事業でございま

す。そのほか、住宅に関するそういった部分の

補助という部分も予算の中では見ているところ

でございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そうしますと、最近非常に緊

急的な対応を要する事例がふえていまして、そ

ういう緊急的に住宅が必要だ、あるいは生活費

が必要だという場合にはこの自立支援費から拠

出はできるんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 基本的には、自立、

こちらの経費のほうから支出するということは

ございませんが、貸し付けとかそういった部分

につなげるというような制度でございまして、



－１４７－ 

生活保護にも結びつけるというような内容でご

ざいまして、ここから歳出ということで予算化

している部分ではございません。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。尾形委員。 

○尾形みち子委員 社会福祉総務費の結婚支援

事業ということと、それから、高齢者福祉事業

費のシルバー人材センターの運営補助というと

ころの２点についてお尋ねいたします。 

 少子高齢化につながるというような晩婚、未

婚についての対策というようなことで、２年前

から、婚活サポーターも含めて、今活動という

ようなことになっておりますけれども、なかな

か結婚に至らないというようなことが現実では

ありますけれども、この辺のところの状況、民

間の結婚相談というかそういったものを利用し

てイベント等が開かれておりますけれども、成

婚含めて、この金額が妥当なのかということも

含めて、お示しください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 結婚支援事業という

ことでございますが、現在、サポーターの方が

６名ほどいらっしゃいまして、それぞれ活動に

当たっていただいている状況でございますが、

あとは、お見合いを登録する方という部分につ

きましてもまだ数が多いという状態ではござい

ません。そこをもうちょっと拡大していって、

そういった部分で今後強めていきたいなという

ことで考えているところでございます。 

 あとは、ほかの自治体との情報交換というこ

とでございますが、これにつきましても、平成

２９年度もレベルアップ講座とか、山形市の結

婚サポーターとの交流会なども実施しておると

いうところで、先進事例なども参考にしながら

取り組んでまいりたいなということで考えてい

るところです。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 今、詳細に言っていただい

たわけでござますけれども、やはり６人の婚活

サポーターという今現在の状況もあるというこ

とでございます。やはり、婚活サポーターもふ

やすということはもちろんでございますが、や

はり登録人数が本当にまだほとんどないという

ようなことを今聞いたわけでありますので、そ

ういったことも、登録人数もふやしていきませ

んと情報交換になっていないというのが現状だ

というふうに認識しておりますけれども。その

辺のところの認識が甘いというふうに思うんで

すけれども。それとともに、私の提案ですけれ

ども、今、ほかの自治体とも情報交換すると、

これから考えるというような御答弁ありますけ

れども、やはり狭い上山市という単独ではなく

て、県内さまざまな婚活事業をしている自治体

があります。成功事例、もちろん酒田市でもか

なりの数が婚姻されているというようなことも

認識しておりますので、さまざまなところの情

報交換ももちろん必要ですけれども、そのこと

についてはどんな意識をしていらっしゃるか、

お聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 平成３０年度の予算

につきましてですが、２カ月に１回、市役所な

どで結婚サポーターと事務局が対応して相談会

を実施したり、または結婚サポーター独自の活

動を促進していくため、活動費を新たに計上し

ているところでございます。そういった部分で、

結婚サポーターの活動の促進を図っていきたい

ということで考えているところでございます。 

 あと、情報交換会につきましては、毎年実施

しているというふうなところでございまして、
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なかなか、人まで紹介してお見合いをさせると

いうところまでには、各市、自治体のほうでは

至っていないというふうな状況でございますの

で、この辺も県とかそういうレベルでできない

部分かということで今後検討になってくるんだ

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 これからこの分野は本当に

少子高齢化にも、それから、未婚、晩婚の対策

のためにも本当に市の重要課題というふうに思

っておりますので、この辺のところも、強くぜ

ひ、そういった情報も得て、前向きに進めてい

ただきたいというふうに思っております。 

 次に、先ほどのシルバー人材センターのほう

の運営補助、高齢者の生きがい、働く場所とい

うようなことでお尋ねしますけれども、こちら

のほうの詳細、どのような詳細なのか、お知ら

せください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 シルバー人材センタ

ーの取り組みということで、平成３０年度、新

しい取り組みとしまして、空き家対策に対する

草刈りですとか、空き家の管理という部分で新

たに取り組んでいく事業ということで予定して

いるところがございます。 

 具体的な内容につきましては、シルバー人材

センターと地方公共団体と商工会とが連携して

実施する事業でございますが、地域就労機会創

出・拡大事業ということで、空き家管理事業と

いうことの名称でございます。 

 国庫補助としましては１５０万円、同額の市

の補助ということでなっておりまして、こうい

った部分を定期的にやっていくことで、会員増

にもつながっていく。あるいは高齢者の生きが

いづくりにもつながっていくのではということ

で考えているところです。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 シルバーの高齢者の生きが

いづくり、シルバーの就労というようなことだ

と思うんですけれども、その中身で、やはりそ

この部分、何人を見込んでいるのかということ

もちょっと詳しい内容がまだなかったようです

けれども。そのことと同時に、やはり単発的な、

単年度というようなことでいいのか。これはや

っぱり生きがいづくりというのは長期にしてい

ただきたいという思いがあるものですから、そ

の辺のところも、単年度でこれは終わりなのか

ということも含めてお示しください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 空き家対策事業で、

空き家管理事業でございますが、これにつきま

しては、１年目の就労目標ということで、シル

バー人材センターのほうからお聞きしている内

容は、３５０人ということで聞いております。 

 事業につきましては、３年間、１年ごとの更

新ということで、３年までの補助があるという

ことでございます。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 本当に高齢者の生きがいづ

くりは、これからますます重要となります。２

０２５年に後期高齢者が多くなるというような

ことでもございますので、そういったところで、

やはり、市もバックアップをしていくというこ

とが大変重要だというふうに思っておりますの

で、ぜひ今後ともそのような形でお願いしたい

と思います。 

○中川とみ子委員長 ３款の質疑の途中ではあ

りますが、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。 
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    午前１１時５８分 休 憩 

                  

    午後 １時００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。 

 ほかに質疑はありませんか。井上委員。 

○井上 学委員 ２項１目の中で措置されてい

る孫守り事業なんですけれども、確認なんです

けれども、これは対象になる世帯があって、そ

の全てではなく、その中から申請されている方

に対して措置されているものと考えてよろしい

でしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 対象者ということで

絞られておりまして、その中から申請していた

だいて認定しているというような状況でござい

ます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 視察に行った長野県安曇野市でなんですけれ

ども、孫守り事業といったことではなく、同趣

旨の保育園に通わず、家庭で育児をしていると

いうところで、そこでは、対象者、いろいろな

やり方があったんですけれども、全てに申請書

を配布して、ほぼ全ての方が申請をしていると

いうような状況があったようです。ぜひ、そう

いった対応も今後考えていただきたいのですが、

いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 現在、全員に配布し

てというような考えはございません。対象者と

いうことで、まず限って配布していきたい、配

布というか、申請していただいて認定というこ

とで考えているところです。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 もう一回、確認です。対象者

全てには申請書は配布して、その中から、全員

じゃないけれども、申請を受けているというよ

うな答弁でよろしいでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 配布してということ

ではなくて、あくまで申請ということでしてい

ただいて認定していただいているというような

ことで、そのようにただしていきたいと思って

おります。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかったというか、ぜひ、他

自治体、視察先ではそういったことで、家庭で

育児している方に対して非常に有効だというふ

うなことでありましたので、本市でも孫守りと

いうふうなことで趣旨は同じかなと思ったので、

ぜひ今後の検討課題としていただきたいと思い

ます。 

 あと、２項２目の部分で、毎回聞いているん

ですけれども、４月当初の時点では待機児童と

いう部分は発生しないという認識でよろしいで

しょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 ４月１日時点では待

機児童は発生しておりません。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 毎年そういったことで敬意を

表するところですけれども、平成２９年の年末

ぐらいにですけれども、私のところにも相談が

ありまして、４月からの入所に関していろいろ

申し込み等をしているんですけれども、はっき

り入所できるというふうな回答が行政のほうか

らいただけないということで、その方は職場復

帰も考えているという中で、職場からもどうな

るんだというようなプレッシャーというか、そ
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ういうふうなことがあったということなので、

ぜひ、その点に関して平成３０年度も４月１日

にはないというふうな方針を示されている中で

なので、年度末の対応に関してもそういった市

民の方に対して、きめ細かなというか、「大丈

夫です」とか、言えるかどうかわからないんで

すけれども、そういった回答をしていただける

ような対応をとっていただきたいのですが、ど

うでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 平成２９年度も年度

当初につきましては待機児童ゼロということで、

１０月１日、国のほうから瞬間的な調査という

ことで、その時点でもゼロということでござい

まして、なかなかやっぱり１２月とか１月とか

になってきますと、そこで申し込みする方につ

いては、待機児童というのは生じるようなとこ

ろでございますが、待機児童ゼロ、年度末につ

きまして待機児童をゼロにしていきたいという

部分は、考え方は変わっておりませんので、今

後とも待機児童ゼロに向けて実施してまいりた

いと思っております。 

 また、企業主導型保育所という部分でも上山

市内でもできておりますので、その辺も調整し

ながら対応してまいりたいと思っております。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 私の質問より踏み込んだ回答

をいただいたと思います。私の質疑というのは、

４月１日に向けて入所を申し込まれた方に対し

て、「４月１日は多分大丈夫ですよ」というよ

うな回答をしていただきたいとか、そこを言い

切れるのは無理だけれども、「多分大丈夫だろ

う」とか何か、安心していただけるような市民

の方への対応ということでお聞きしたんですけ

れども、もう一度、その辺をよろしくお願いし

ます。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 ４月１日につきまし

ては、近年、待機児童ゼロということでござい

ますので、こちらについては例年どおり待機児

童はゼロということで伝えていきたいというこ

とで思っております。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 よろしくお願いします。 

 また、２項２目の保育料の第３子無料化の拡

充の部分でお聞きします。認可外保育所の部分

を拡充されたと私は認識しているのですが、そ

れでよろしいのか。また、認可保育所というの

は市外の部分に対しても措置されるのかどうか。

よろしくお願いします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 認可外保育というこ

とでありますが、山形県内では届出保育所等と

いう表現を使っているところであります。企業

主導型保育も含めた保育所ということでござい

ますが、市外ももちろん市外で市民の方が利用

している方も対象ということで考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。大沢委員。 

○大沢芳朋委員 先ほどもあったんですが、結

婚支援策についてなんですけれども、初めのサ

ポーター養成講座で５名の方が登録なさってく

ださった。その後、１名ふえて、現在６名だと

いうことですが、せっかく平成２９年度から報

償金として１０万円ということをつけているに

もかかわらず、私から見ては全然効果がないよ

うな、ふえていないという実情の中で、今後本

当に大丈夫なのかと心配なわけなんですが、所

長はふえない原因をどのように捉えていらっし

ゃるでしょうか。 
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 あわせまして、現在６名の方がサポーターと

して登録なさっていると思いますが、そういっ

た方々と情報を共有して、今まで何件相談あり

ましたよとか、そういったことはなさっている

のか、お聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 サポーターの方が今

６名で、お見合い登録者というのが現在４名の

方が登録されているということでございますが、

やっぱりまだまだ数が足りないということで認

識しております。地域おこし協力隊という話も

さっき出ましたが、そちらも対象にしながら、

対応のほうを今後考えていきたいなということ

で思っているところであります。 

 情報の共有ということでありますが、サポー

ターの方とは、情報の共有というよりは、会議

なんかにも私も時間がある中で出させていただ

いて、情報の共有を図っているというふうな状

況でございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 状況は大体わかりました。 

 せっかく平成２９年度から報酬をつけて新た

に新規でやっている事業ですので、ぜひ、失敗

はしてもらいたくないというのが本心でござい

ます。ぜひ、市長、成功している先進地に職員

などを勉強しに行かせてもらって成功できるよ

うにしていただきたいと思いますけれども、市

長、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先進地ということは、どう

いうところが先進地か、まだ私はっきりつかま

えておりませんけれども、ただやはり先進地に

行って研修するということは非常にいいことだ

と思います。ただやっぱり、それにはきちっと

我々の計画とか、あるいはこれからの行動方針

とか、やっぱりそれをまずつくるということが

大事だと思いますので、それがあってこそ勉強

になると思いますので、まず、我々で最初は工

夫するということも非常に大事だと思います。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 市長と意見が違うようですの

で、これ以上言いませんけれども、まず先進地

を視察したほうがいいと思います。よろしくお

願いします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 先ほどもあったことですけれ

ども、第３子以降の保育所の無料化での届出保

育施設について、市内の保育所、認可外の保育

所についてはどの施設を指すのか、教えてくだ

さい。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 市内の事業所では、

みゆき会でやっている保育所、ヤクルトでやっ

ている保育所、あるいは来年の春から実施する

東和薬品の企業主導型保育所ということで、３

つのところでございます。 

 あと、先ほども言いましたとおり、市民の方

で市外の事業所を利用するところもございます

ので、その他たくさん出てくるのではないかな

ということで考えているところです。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 待機児童ゼロに向けて、一部

報道では、各自治体での連携ということでそれ

ぞれの自治体が受け入れるということも報道さ

れていますけれども、そういった意味で、逆に

市外から来る保育児童というものも想定なさっ

ているのか。 

 あと、新設される東和薬品の施設の受け入れ

というのはどのくらいの規模になるんでしょう
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か、お伺いします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 まず最初の御質問で、

市外の方の受け入れということですが、認可外

保育所は市外の方も市内の方も受け入れられる

という施設でございますので、こちらについて

は市外の方も受けて入れるというもののようで

ございます。 

 企業主導型で新設される施設の規模でござい

ますが、６０人を定員とするということで今考

えているということでございまして、平成３０

年度は３０名を定員として、ただ、２０名を受

け入れるというようなことでお話を聞いている

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 聞き方を間違えました。保育

所、いわゆる認可外でない市の保育園、そちら

のほうのいわゆる自治体間の連携というのはお

考えでしょうか、お伺いします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 公立の保育園という

ことで、市外の方の受け入れということでござ

いますが、なかなかちょっとやっぱり市外の方

も受け入れるというような余裕はございません

ので、今のところ市外の方の受け入れというの

は、市内の公立の保育園では考えておりません。 

○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、４款衛生費について、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 それでは、４款衛生費に

ついて御説明申し上げます。 

 ７０、７１ページをお開き願います。 

 １項保健衛生費でありますが、１目保健衛生

総務費は、２億８９７万５，０００円で、前年

度対比１５２万５，０００円の減でありますが、

職員人件費の減などによるものであります。 

 保健対策推進事業費では、健康づくりの推進

や食生活改善、湯ったり健康かみのやま２１の

中間評価に要する経費のほか職員人件費を措置

し、次のページをお開きください。母子保健推

進費では、乳幼児の各種健康診査、健康相談、

妊婦健診、母子保健コーディネーター配置、赤

ちゃん応援メッセージと記念品、産前・産後サ

ポート事業、不妊治療費助成事業、未熟児養育

医療給付などに要する経費を措置し、診療所運

営費では、山元診療所の管理・運営に要する経

費を措置し、救急医療対策費では、在宅当番医、

平日夜間急病診療などの経費を措置し、地域精

神保健事業費では、医師による心の健康相談、

精神障がい者の社会参加教室のほか、地域自殺

対策として弁護士による相談会、地域ゲートキ

ーパー研修会、若年層対策として小中学生と保

護者の相談会や講演会などに要する経費を措置

し、小規模水道施設管理費では、３カ所の飲料

水供給施設の維持管理経費を措置し、水道事業

会計負担金では、一般会計で負担する必要があ

る経費に係る負担金を措置したほか、職員人件

費であります。 

 次のページをお開きください。 

 ２目予防費は、５，６７４万３，０００円で、

前年度対比７４万５，０００円の増であります

が、予防事業費では、ヒブワクチン、小児用肺

炎球菌、ジフテリアなど四種混合、ＢＣＧ、水

痘、麻疹・風疹二種混合、高齢者のインフルエ

ンザや肺炎球菌ワクチンなどの各種予防接種、
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成人風疹抗体検査などの経費を措置するもので

あります。 

 ３目保健衛生施設費は、９０７万３，０００

円で、前年度対比１億９，８５６万円の減であ

りますが、温泉健康施設の温泉掘削工事の皆減

などによるものであります。 

 保健センター管理費では、管理経費のほか、

給湯設備の改修経費を措置し、温泉健康施設事

業費では、民間活力の有効活用について検討す

るため、ＰＦＩ等導入可能性調査を行う経費を

措置するものであります。 

 ４目環境衛生費は、９，１４６万９，０００

円で、前年度対比６億８，７６６万９，０００

円の減でありますが、ふるさと融資を活用した

バイオマス発電事業への貸付金、湯町共同浴場

建物解体に対する補助金の皆減などによるもの

であります。 

 環境衛生費では、ごみ集積所整備や生ごみ処

理容器購入への補助、地区衛生組合活動支援、

小動物回収業務、犬の登録、自動車騒音常時監

視事業、放射線量測定、快適環境審議会、温暖

化防止活動などの経費を措置するものでありま

す。 

 リサイクル推進事業費では、家庭系ごみの有

料袋の製造、保管・配送等の委託料、有料袋の

取り扱い手数料、ごみカレンダー、雑紙袋の作

成費などのほか、ごみ減量を推進するための資

源回収の奨励金などを措置し、環境衛生施設管

理費では、公衆便所の維持管理に要する経費、

公衆浴場の利用者増加策に対する補助金などを

措置し、斎場管理費では、次のページをお開き

ください。斎場管理業務委託料などの管理経費

を措置し、斎場整備事業費では、操作盤、動力

盤部品交換、屋根防水修繕などの修繕に係る経

費を措置し、浄化槽設置整備事業費では、浄化

槽の設置を進めるための浄化槽設置整備事業費

補助金などを措置するものであります。なお、

浄化槽整備に伴う排水設備等の設備改造資金に

係る利子補給については、後に説明します債務

負担行為を設定するものであります。浄化槽事

業特別会計繰出金では、所定の繰出金を措置す

るものであります。 

 ５目健康増進事業費は、３，７０２万４，０

００円で、前年度対比３４８万６，０００円の

減でありますが、生活習慣病予防のための健康

づくりサポート教室を開催するとともに、健康

意識向上のため健康教室やクアオルトウオーキ

ング参加者がポイントをためる健康マイレージ

事業を実施するほか、肝炎ウイルス検査や各種

がん検診、働きざかり検診などに要する経費、

大腸がん、子宮がん、乳がんで特定の年齢に達

した者に無料検診、健康増進重点地区事業に要

する経費などを措置するものであります。 

 ６目特定健康診査等受託事業費は、１，２８

８万６，０００円で、前年度と同額であります

が、山形県後期高齢者医療広域連合からの委託

を受けて実施する後期高齢者の特定健康診査に

要する経費を措置するものであります。 

 次に、２項清掃費でありますが、１目清掃総

務費は、２億４，１８７万２，０００円で、前

年度対比４，７２８万円の増でありますが、山

形広域環境事務組合の建設費に対する負担金の

増などによるもので、そのほか、総務、し尿処

理、粗大ごみ処理、公債費等の負担金、清掃関

係施設の管理的経費などを措置するものであり

ます。 

 ２目塵芥処理費は、１億７，０６９万円で、

前年度対比４６万８，０００円の減であります

が、廃棄物処理事業費では、次のページをお開

きください。ごみ収集運搬、公共施設のごみ収
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集業務委託料、高齢者世帯等の粗大ごみのごみ

出しを支援する助成経費を措置し、リサイクル

リレーセンター管理費では、施設の管理運営、

埋め立てごみの処分などに要する経費を措置す

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、発言を

許します。守岡委員。 

○守岡 等委員 温泉健康施設事業費について

であります。新事業として温泉健康施設ＰＦＩ

等導入可能性調査として５５０万円計上されて

いますけれども、内閣府のホームページを見る

と、「ＰＦＩはどのような手順で実施されます

か」とあって、第１段階が、ＰＦＩ事業として

実施する可能性がある事業の発案。そして、第

２段階でその可能性調査の実施とあって、一連

の流れの中でこの可能性調査というものがある

ようでありまして、今回の導入可能性調査の予

算計上は既にＰＦＩ導入に向けて非常に一連の

流れの中に位置づけられたというような印象を

受けるんですけれども、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 今回予定しておりま

すＰＦＩの導入可能性調査につきましては、本

事業に適切な事業手法を公設民営から民設民営

までＰＦＩ、ＤＢＯ等、全てあらゆるものの調

査を網羅的に調査検討するというふうなことで

ございまして、委員のおっしゃるような特定の

事業手法にこだわった形で実施するというふう

なものではございません。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 今それを伺って、大変ひとつ

安心したところですけれども。ＰＦＩというの

は導入されて１０年たつわけですけれども、こ

の間、事業の破綻とか倒産事例が相次いでいる

手法でありまして、その中には健康施設という

ものも含まれていますし、最近では仙台の温泉

施設の屋根が落ちてきたというのもあれもＰＦ

Ｉだったそうですけれども。ひとつ、ＰＦＩで

問題だと思うのが、ＰＦＩというのは事業期間

が２０年とか、３０年とか、非常に長期間にわ

たって、さらに契約から運営まで一括発注だと

いうこういうことから、専門的なノウハウや巨

額な資金をやっぱり準備しなければならないと

いうことで、地元の中小企業が発注しにくい、

こういう仕組みというふうに言われていまして、

本市の産業振興の面からも非常に問題がある制

度だと私は考えているんですけれども、その辺

はいかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 民間業者の方が、仮

にＰＦＩ事業へ参画をするというふうなことに

なれば、委員おっしゃったような、複数の企業

によるグループを形成してやるのが一般的とい

うふうに考えておりますが、そういったグルー

プを形成する企業の中に市内の企業の方が参画

することということは、これまでも他の事例を

見ても全くないというふうなことではないとい

うふうに考えられますので、その辺は十分考え

られると思いますし、また、当課のこのたびの

施設につきましては、医療との連携というふう

な面でも非常に重要な部分がございますので、

その辺は、ぜひ市内の医療機関等との連携とい

うふうな部分で市内の企業の方が参入するとい

うふうなことを妨げているというふうなもので

はないというふうに理解しております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 ぜひ、その辺も精査してお願

いしたいと思います。 
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 次に、予防事業についてです。近年の胃がん

の研究成果ということで、胃がんの原因として、

発症要因として、ヘリコバクターピロリ菌とい

う、これにやっぱり感染している方が胃がんに

かかりやすいというふうに言われていますけれ

ども、厚生労働省のほうでもピロリ菌除去の一

次予防と、あと、検診による二次予防が非常に

重要だということで、その実施体制を整備する

ようにという指針を発表しているようです。そ

れに対する本市の対応状況がどうなっているか

というのをお知らせください。 

 また、ピロリ菌保菌者かどうかということは、

今、尿検査で簡単に調べることが可能だという

ことで、特に子どもの、中学生の段階でピロリ

菌に感染しているかどうか、検診を実施してい

るところが今ふえていまして、例えば高山市、

稚内市、高槻市、知多市、あと佐賀県ですね。

こういったところで中学生のピロリ菌検査を実

施しているようですけれども、本市での対応状

況というか、検討段階というか、その辺をお知

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 初めに、胃がんリス

ク評価ということで、検査のほうの実施状況で

ございますけれども、上山市の場合につきまし

ては、山形の検診センターで実施します人間ド

ックを受診される方のうち、希望する方につい

てその検査を実施しているというふうな状況で

ございます。こちらは検診センターを利用して

いる規模の小さい自治体においては同じような

対応というふうな形になっているところでござ

います。 

 また、中学生へのピロリ菌の検査の実施につ

きましては、県内においても、今現在２つの市

が実施しているようでございますけれども、こ

ちらにつきましては、中学生というふうなこと

もございますので、中学生御本人、それから保

護者の方、または実施をしていただくのが養護

教諭の先生というふうなことで、学校教育課等

とも連携を深めながら事業の趣旨や方法とか、

効果等も含めて検討していかなければいけない

内容というふうなことで考えておりまして、今

すぐにというふうなことではないというふうに

考え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 胃がんとピロリ菌検査という

のは、医療費抑制効果の面でもかなりずば抜け

たものであるというふうに伺っていますので、

ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。 

 あと最後に、環境衛生施設管理費についてお

伺いします。公衆浴場の補助ということで、利

用者の増加を見込んだ補助だというふうに説明

ありました。確かに、利用者、今非常に苦戦し

ているところが、澤の湯とか、話を聞くと、や

っぱり駐車場の整備が非常に決定的だろうとい

うことで、やっぱり利用者をふやすためには駐

車場の整備が一番肝心だと考えるんですけれど

も、こうした観点での補助というふうな理解で

よろしいんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 魅力を高めるという

ことでございますので、駐車場整備については、

対象というふうには考えておりません。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 ぜひ、地元の公衆浴場でも大

変な努力をしているようですので、市としても

そういう援助をお願いしたいと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 不妊治療費助成についてお伺
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いします。出産までに及ばない、不妊と不育症

というものがあると聞いて、それに対して助成

している自治体もあると聞いています。本市に

おいてはそういう予定はありますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 不育治療に対する助

成については、現在のところ考えてはございま

せん。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 現状では、そういう相談もな

いんでしょうか。今後、考える予定はないんで

しょうか。お伺いします。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 不育治療についての

具体的な相談というものは、窓口等では聞いた

状況ではございません。また、そういった方の

実数等についての医療機関からの情報というも

のもなかなか得られない部分もありますので、

どの程度の方がいらっしゃるかというところも

把握できていないというふうな状況でございま

すので、現段階におきましては、助成というふ

うな部分については考えていないというふうな

状況でございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 次、リサイクルセンターに関

連してなんですけれども、パソコンとかディス

プレーなどの回収は市民生活課で一定期間行わ

れてはいますけれども。あと、携帯電話、埋蔵

金などとも言われていますけれども。特にパソ

コンなどは重いということとか、持ち運びが不

便だということもあって、一定期間、ドライブ

スルーなどで対応してもらったこともあると思

います。これは期間を限定せずにする。もしく

はリサイクルセンターの委託のほうに回して、

常時受け付けられる体制をつくるというふうな

体制整えられないものでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 市民生活課の窓口で

の受け付けについて、常時開設というものも考

えていきたいというふうに思っております。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 よろしく御検討をお願いしま

す。 

○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 １項３目温泉健康施設事業に

ついてお聞きします。一般質問でも、市民理解

がどう図られるのか、図られているのかという

点で一般質問しました。市長からは、車座ミー

ティング等で説明して、市民の方は日帰り入浴

というふうな部分で詳細にわたって興味があり、

いろいろなことを示されたというふうなことを

答弁いただき、また、つくるからには、市民か

らいいものだというふうな施設にしていかなけ

ればならないというふうな答弁もいただきまし

た。 

 私もそのとおりだと思うんですが、平成２９

年度の同じ事業での質疑の中で、私たちのアン

ケートですが、賛成の方が３５％、反対の方が

５３％というようなことを示させていただきま

した。そういったアンケートはなされてはいな

いかとは思うんですが、今現状で、市民の民意

としては半分くらいの方が理解していただいた

とか、そういったところを市長がつかんでいる

ところ、わかりましたら、お示しください。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 共産党のアンケート調査、

そういう数字でございましたが、一つには、数

字が、全体のパイが小さいということがあった

かなというふうに思いますし、また、どういう
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形で、例えば赤旗の配布先でのアンケートなの

かもわかりませんけれども、そういった限定的

なものだったというふうに思っております。 

 今、私もいろいろなところで話を聞いたりし

ているところでございますが、「慎重にやって

くれ」というお話はございます。やはり「後世

に負担を強いるようなことはできるだけ避けて

ください」という意見があると同時に、やはり

「できるだけ早く、３年といわずにつくってほ

しい」というような意見もございます。意見さ

まざまでございます。 

 しかし、やはり方向性として決めさせていた

だいたわけでございますし、これはやはり、先

ほど申し上げましたように、ＰＦＩ方式を探る

とか、いろいろなことを探りながら、やはり市

民に親しまれる。あるいは、プール等を活用し

た中での効果があらわれる。これは医療費の削

減も含めてトータルでございますが、そういっ

たことを説明をさせていただくとか。やはり、

できてみないと、いろいろなうわさも立ってお

りまして、いろいろなことが、余りよくないう

わさも立っているのも事実でございますが、そ

れはやはり期待感と不安との両立だと思います

が。いずれにいたしましても、スタートを切っ

たわけでございますので、そういった市民合意

を得られるためのいろいろな方策とか、あるい

は我々がいろいろなことを模索しながら、そう

いう形でやっていきたいというのが現在の気持

ちでございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 そういった中で、やはり数字では、今市長か

らあったように、私どものアンケートでありま

すので偏りはあるかと思います。ぜひ行政とし

て、今の市民の方がどういったことを、賛成、

反対だけじゃなくて、こういったことも望むん

だ、車座では、確かにいろいろな意見で、その

部分、反映させられる部分はあるかとは思うん

ですけれども。そういったところ、平成２９年

度のあれではまだお湯が出ないうちにはどうだ

というふうな市長の答弁もありましたけれども。

あそこに今々出るかとは思いますので、そうい

ったところも示しながら、アンケートというふ

うな形等をとりながら、どのくらいの市民がど

う思っているのかというものをやっていってい

ただきたいのですが、どうでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 アンケートという話があり

ましたけれども、アンケートをとるということ

については、やはりきちっとした情報公開をし

ていかないとだめだと思うんですね。ただ、い

ろいろな自分本位の考え方というのも大事です

けれども、それよりもまず、きちっとした情報、

例えばお湯がぬるくてできないんだよねなんて

いううわさも立ったときもありましたけれども、

やはりきちっとしたお湯が出ているとか、そう

いったこれからの計画等の説明をさせていただ

いて、その中でアンケートをとらないと、今の

状態でとったところでいろいろな意見が出てく

るわけでございますので、それが生かされるも

のでなければ。手間暇もかけるわけでございま

すので、そういった手順を踏んだ中でのアンケ

ートを、とるとすればそういった形でとってい

きたいと思っております。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 やはり市長の言っている点もよくわかります。

しっかりした情報を得てから、とるかどうかわ

からないということですけれども、私としては、

やっぱりこういった数字というふうなものは、
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基本的には温泉健康施設は必要だというふうな

中で、私の懸念する点は市民がどれだけ理解し

てやれるかという点と、あと市長がさっき示さ

れたような、どういった手法でとか、どういっ

た、そういうものがわからない中では進めるべ

きではないというふうな立場ですので、ぜひ、

アンケートをとるような方向を考えていただき、

また今回の予算に関しましては、守岡委員の質

疑の中でも明らかとなったように、ただ単にＰ

ＦＩを目指すというふうなことじゃなくて、よ

りよいものを目指すための調査費だというふう

なことなので、その予算は了解したということ

で、アンケートの点にだけ要望としておきます。 

○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、５款労働費について、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 それでは、５款労働費に

ついて御説明申し上げます。 

 ７８、７９ページをお開きください。 

 １項労働費でありますが、１目労働諸費は５，

６３８万円で、前年度対比１０４万５，０００

円の増でありますが、働きやすい職場づくり奨

励金の皆増などによるものであります。勤労者

福祉事業費では、労働者福祉協議会補助金、勤

労者福祉事業補助金などを措置し、雇用促進事

業費では、雇用促進を図るために市内企業に就

職を希望する高校生へのセミナー開催に対する

雇用促進対策事業費負担金、無料職業紹介事業

に要する経費を措置し、産業人材確保・育成事

業費では、市内企業の正規職員雇用、産業人材

市内誘導、インターン、人材養成、県とともに

行う奨学金返還支援などに対する補助金、負担

金のほか、企業内保育や育児休業取得に対する

働きやすい職場づくり奨励金などを措置し、勤

労者福祉金融対策事業費では、勤労者生活安定

資金原資預託金、勤労者住宅建設資金利子補給

補助金を措置するものであります。 

 ２目働く婦人の家費は６９８万８，０００円

で、前年度と同額でありますが、働く婦人の家

の管理・運営経費、主催事業の講師謝礼などを

措置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、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。 

 次に、６款農林水産業費について、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 それでは、６款農林水産

業費について御説明申し上げます。 

 ８０、８１ページをお開きください。 

 １項農業費でありますが、１目農業委員会費

は４，１９８万９，０００円で、前年度対比８

１７万５，０００円の増でありますが、農業委

員会法の改正に伴う農業委員・農地利用最適化

推進委員報酬の増などによるものであります。

委員会運営費では、委員、推進委員の報酬を含

めた農業委員会の運営、農地台帳システム、水

土里情報システムなどに要する経費を措置し、

農業者年金事業費では、農業者年金委託事務に

要する経費、職員人件費などを措置したほか、

職員人件費であります。 
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 ２目農業総務費は８，４６７万円で、前年度

対比５４０万９，０００円の減でありますが、

職員人件費の減などによるものであります。農

業総務費では、農事実行組合長報酬、農業経営

基盤強化などのため農業者が借り入れた資金の

利子補給補助金、山形農業協同組合の営農指導

事業に係る補助金などを措置し、楢下宿古民家

管理費では、次のページをお開きください。古

民家の管理運営に要する経費を措置したほか、

職員人件費であります。 

 ３目農業振興費は１億３，８９５万６，００

０円で、前年度対比７３３万７，０００円の減

でありますが、有害鳥獣対策事業費の増はある

ものの、水田農業推進事業費や、かみのやまワ

インによる地域振興事業費の減などであります。 

 農業振興対策費では、各種農業関係協議会へ

の負担金、航空防除危被害防止対策事業費補助

金などを措置し、果樹園芸産地形成事業費では、

ハウスの資材更新などに対する農業生産施設整

備等事業費補助金、上山市農業用使用済プラス

チック適正処理推進協議会への負担金などを措

置し、水田農業推進事業費では、とも補償事業

活用による確実な米の生産の目安達成のための

地域営農調整推進事業費補助金、経営所得安定

対策等推進事業費補助金などを措置し、有害鳥

獣対策事業費では、モデル地区を設置するなど、

地域を挙げた農作物被害対策に係る経費、有害

鳥獣対策専門員の設置に係る委託料、簡易電気

柵の設置や追い払い、捕獲奨励、猟銃購入など

に係る補助金、広域的な対応を図るため、南奥

羽鳥獣害防止広域対策協議会への負担金を措置

し、ブランド化推進事業費では、６次産業化を

進めるコーディネーターの配置、果物を中心に

農産物の販路及び消費拡大を図るため、総合農

政推進協議会ブランド推進部会で実施する大都

市圏などでの消費宣伝活動、ラ・フランスセレ

クションの開催、また、紅干し柿、リーガルレ

ッドコミス、シャインマスカットの品質向上等

の研究、高品質化につなげる山形大学と連携し

た気象調査などに対するブランド化推進事業費

補助金、ラ・フランス、紅干し柿等の販売促進

活動に取り組む団体、農産加工品の開発事業を

行う団体への果樹販路拡大推進事業費補助金、

設立予定のファンクラブと連携する経費を措置

し、食育等推進事業費では、学校等給食で地場

産米使用による完全米飯給食実施や地場産トッ

プブランド米使用に対する差額補塡、学校給食、

市内旅館等における地産地消を一層推進するた

めのコーディネーターを配置する委託料、地場

産食材を活用した料理教室や交流会などにより

地産地消を推進するための補助金などを措置し、

担い手等経営確立支援事業費では、農業の中心

的担い手となる認定農業者、認定新規就農者、

集落営農組織の支援として、農地の賃借料、機

械・施設の購入に対する補助金を措置し、次の

ページをお開きください。経営体育成支援事業

費では、人・農地プランに位置づけられた中心

経営体等の経営の拡大と確立を図るため、農業

用機械、施設の導入、土地基盤の整備等に係る

融資を受けることを条件とした補助金などを措

置し、地域農業振興事業費では、地域農業の指

針として策定した人・農地プランに基づき、担

い手を支援する農業次世代人材投資資金などや

農地集積の円滑化を図る地域連携推進員の設置

に要する経費を措置し、農地中間管理事業費で

は、農地中間管理機構を活用した担い手への農

地集積を進める経費を措置し、かみのやまワイ

ンによる地域振興事業費では、かみのやまワイ

ンの郷づくりに向けてワイン用ブドウの園地拡

大、既存ワイナリーの施設整備、かみのやまワ
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インのＰＲなどに対する補助金を措置するもの

であります。 

 ４目畜産業費は２,３９１万９，０００円で、

前年度対比７万５，０００円の増でありますが、

畜産振興事業費では、ホルスタイン共進会など

に対する負担金、乳用牛導入資金原資貸付金な

どを措置し、芳刈放牧場放牧事業費では、芳刈

放牧場の維持管理や放牧事業に要する経費を措

置するほか、職員人件費であります。 

 ５目農地費は１億２，３４３万１，０００円

で、前年度対比２２０万９，０００円の増であ

りますが、松沢地区農地整備事業の増などであ

ります。 

 農地保全事業費では、次のページをお開きく

ださい。農地保全のための農業用施設の管理と

整備などの経費、鉱毒対策施設の維持管理への

補助金などを措置し、農地整備事業費では、

県・国で整備した土地改良施設の維持管理を行

う上山市土地改良区などに対する管理体制整備

促進事業補助金、生居川ダム、菖蒲川ダムの水

管理施設、最上川中流地区基幹水利施設の改修、

更新などに、新たに松沢地区農地整備事業が加

わる県営土地改良事業に対する事業費負担金を

措置し、中山間直接支払事業費では、生産条件

が不利な地域である中山間地域等の農地を保全

し、多面的機能を確保するための補助金などを

措置し、多面的機能支払事業費では、地域が主

体的に行う農村環境の保全、農業用施設の更新、

補修などの共同活動を支援する多面的機能支払

交付金事業費補助金などを措置し、基金積立金

では、ふるさと水と土保全対策基金利子の積立

金を措置したものであります。 

 ６目農村整備費は７，３６１万３，０００円

で、前年度対比１３３万６，０００円の増であ

りますが、農業集落排水事業特別会計への繰出

金を措置するものであります。 

 ７目農業構造政策推進費は５７万６，０００

円で、前年度と同額でありますが、農用地有効

活用推進事業費では、国・県の事業に該当しな

い軽易な事業に対する遊休農地解消支援事業補

助金などを措置し、農地中間管理事業特例事業

費では、やまがた農業支援センターからの委託

を受けて行う農地中間管理機構特例事業の経費

を措置するものであります。 

 次に、２項林業費でありますが、１目林業総

務費は１，７３５万１，０００円で、前年度対

比３４万５，０００円の増であります。林業総

務費では、次のページをお開きください。関係

団体への負担金のほか、林道の管理などに要す

る経費を措置し、保安林管理費では、西山ふる

さと公園、三吉山森林公園の管理に要する経費

を措置するほか、職員人件費であります。 

 ２目林業振興費は２，５５３万１，０００円

で、前年度対比８，９１７万６，０００円の減

でありますが、木質バイオマス供給施設に対す

る森林・林業再生基盤づくり交付金の皆減など

によるものであります。 

 林業振興事業費では、生産森林組合、緑の少

年団活動の支援に係る経費、分収林の利用間伐、

保育事業、林道橋梁点検、里山林の景観整備等

の委託料、利用間伐を促進するための補助金、

森林整備地域活動支援補助金などを措置し、森

林病害虫等防除事業費では、松枯れ、ナラ枯れ

被害木の伐倒、駆除等に係る経費を措置し、林

道整備事業費では、林道の補修のほか、支障木

の処分などに要する経費を措置し、やまがた緑

環境税事業費では、やまがた緑環境税を活用し、

森林環境学習の推進や西山、三吉山周辺などの

森林施設整備、森林境界明確化のための経費な

どを措置するものであります。 



－１６１－ 

 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 ６款の質疑に入る前に、

この際、１０分間休憩いたします。 

    午後１時５１分 休 憩 

                  

    午後２時０１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。 

 これより質疑、発言を許します。長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 ３目農業振興費、有害鳥

獣対策事業費についてですが、捕獲奨励金が新

設されますけれども、それに対しての詳細の説

明をお願いいたします。 

○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 新設した捕獲奨

励金制度ですが、まず、市内在住の捕獲者が有

害鳥獣を捕獲した際に捕獲者個人に捕獲経費な

どをお支払いする制度でございます。本制度の

導入を通して、捕獲意欲であるとか、市内狩猟

者の捕獲圧の向上を狙うものでございます。具

体的には、鳥獣別、幼獣成獣別、捕獲時期ごと

に支払い金額を設定しております。例えばイノ

シシの大人、成獣でございましたら、４月から

１０月では１万８，０００円支払い、１１月か

ら３月は１万円支払いというような形になって

おります。 

 捕獲確認方法の詳細ですけれども、現在最終

調整中ですけれども、捕獲者から有害鳥獣の捕

獲について市役所宛てに報告をいただいた後に、

市役所職員による現地確認を基本と考えており

ます。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 捕獲の確認なんですが、

今おっしゃるには、現地に職員が出向いて、そ

れで決定するわけですか。 

○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 基本としてその

ように考えております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 ほかの市町村でもいろい

ろこういうものの制度に対して悪用したという

情報も聞いておりますので、職員が決められた

ところに出向くというのが一番これは正確だと

思いますので、それはいいことではあるかと思

います。 

 また、有害補助以外でも、狩猟期間も捕獲奨

励金が補助されるということは本当にこれは効

果的だと私も思っております。ぜひ、今後とも

有害鳥獣対策の向上を図っていただいて、農産

物被害の削減に努めていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 ６款農林水産業費で農業委員

会のほうでお伺いしたいと思います。これが平

成２９年度より８１７万５，０００円の増とい

うことで、今度、農業委員会制度も新しくなっ

て、農業委員のほかに農地利用最適化推進委員

ということで、一番の目的が遊休農地の解消、

あるいは耕作放棄地の解消ということを目的に

しておるようなことですけれども、それによっ

て、今度、最適化推進委員に対して、実績によ

って毎月の固定額より報酬が変動するという中

において、そしてまた今度、全体のペナルティ

ーということがある中において、最適化推進委

員の中でも優秀な推進委員と、そんなことを言

っては悪いんだけれども、当たり前の推進委員

といろいろいるわけだと思うんですけれども、

そういうふうな実績割ということの報償にする
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場合の今の考え方を教えてください。 

○中川とみ子委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 まず、実績に

よる報償金につきましては、上山市全体の実績

によって国のほうで報酬の実績による上乗せ分

を交付するものでありますが、その金額につき

ましては、それぞれの推進委員の活動実績を毎

年活動内容をつけておいていただいていますけ

れども、そちらのほうで大体３段階程度に分け

て実績に応じて支給するという予定でおります。 

 なお、この件に関しましては、規則等で定め

ていきたいというふうに考えております。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 この８１７万円というプラス

になっているのは、例えば報償金の金額だとい

うことで理解してよろしいんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 報償金と、あ

と職員人件費等もありますが、そのほかに、平

成３０年の秋に開催されます全国農業担い手サ

ミットの開催負担金等も含めての予算の増額と

いうふうになっております。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 万が一、割り当てというか、

遊休農地とか耕作放棄地の改善が進まない場合

にはこの国からの補助金を返還しなければなら

ないという話も聞いているんですが、そういう

ような場合にならないような手だてというか、

そういうようなことを農業委員並びに最適化推

進委員の行動を発揮させるような考えは持って

おるかどうか教えてください。 

○中川とみ子委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 活動実績に基

づく報償金につきましては、年度末に実績を取

りまとめて、次年度４月以降に交付されるもの

でございますので、返還ということは出てきま

せん。ただ、報酬によってというよりも、農地

利用最適化推進委員の使命として、やはり遊休

農地の解消に努め、そして、農業者、上山市の

地域農業の振興というものに努めていただくと

いう意欲を持って活動していただくように、こ

ちら側としても活動支援のほうは行っていきた

いというふうに考えているところでございます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 わかりました。 

 じゃあ、次に、かみのやまワインということ

で、随分ワインブドウの栽培面積もいろいろな

補助事業とかありまして、ふえておるわけなん

ですけれども、また、ワイナリーの３番目のワ

イナリーができるとかといううわさが聞こえて

くるんですが、その辺は本当なんでしょうか、

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 現在、ワインの

郷プロジェクト協議会でワイナリー設立希望者

のためのワンストップ窓口を設立しておりまし

て、その中で、ワイナリー設立予定者が３名ほ

どいらっしゃいます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 じゃあ、ただ、今のところは

予定なんですか。決定したわけではないんです

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 利用者のほうか

ら意思表示をしていただいておる段階でござい

ます。具体的な何年何月何日に設立というとこ

ろまでは伝え聞いておりません。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 わかりました。 

 また、このほかに上山ではワインのほうにも
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力を入れているわけなんですけれども、上山に

はライスワインの工場が全然ないというふうな

ことになっておるわけなんですけれども、この

たび松沢地区が圃場整備になるという中におい

て、松沢は県内でも平場において今まで最後に

残った圃場整備の候補地だと思います。それを

うまく政策的に誘導していくに、松沢でつくる

米を利用したライスワインの工場というか、そ

ういうもので松沢地区を上山全体のイメージの

付与ということを考えたらよいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ライスワインというのは初

めて聞きましたけれども、これもやっぱり我々

行政がやるわけじゃなくて、やっぱり民間の会

社にお願いするというか、そういうことになる

と思います。ですから、そういうライスワイン

をつくりたいという業者があればということで

ございますし、今のところまだそういう申し込

みといいますか、オファーは来ておりません。 

 ただ、一つ言えることは、あそこにまとまっ

た土地を何とかワイン用ブドウの栽培地にした

いという考えは持っているところでございます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 やはり行政的に政策を誘導す

るような立場にないと、民間の人がやる気を起

こすのが一番大切なことだろうと思いますけれ

ども、民間の人がやる気を起こすような政策を

つくるのも行政の仕事ではないかと思います。 

 ただ松沢地区の場合は、周囲に工場とかいろ

いろな産業排水みたいなものが流れる環境がな

いので、本当に有機栽培でできたような米がで

きるわけでありまして、そういうようなものを

使ったイメージアップというか、そういうよう

なもので産品をつくるのも一つの行政の働きか

けではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 そのとおりでございまして、

やっぱり我々行政というのは、環境づくりをし

ていくということが大きな一つの仕事だと思い

ます。そのためにはいろいろな環境整備とか、

あるいは支援をしていくとか、そういうことだ

と思いますし、何よりもやっぱり我々の、例え

ば先ほど委員がおっしゃられたような松沢地区

については、こういう地形である、こういう気

候である、こういうものが適しているというこ

とをやっぱり発信していくということも我々の

仕事だと思いますし、そういったことについて

は、ライスワインに限らず、そういったいろい

ろな形で発信をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 最後に、共進会費７万円とか

と、ちょっと説明聞いたんですけれども、上山

市で共進会はやっていないはずなんだけれども、

これはどういうようなことなんですか、教えて

ください。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 これは共進会の開催費で

はございませんで、要するに、山形市とかで乳

用牛の共進会を開いておりますが、そちらに対

する上山市分の負担でございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。守岡委員。 

○守岡 等委員 今のと関連しまして、ワイン

の郷プロジェクトに関して、これは障がい者福

祉費にも関連するんですけれども、先ほど、ワ

イナリー参入、幾つかあるということで、答え

られる範囲内で結構なんですけれども、ある社

会福祉法人が障がい者の就労支援の立場でこう
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したワイン産業への本格的参入を検討している

というふうに伺ったんですけれども、このこと

について説明いただければと思います。 

○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 先ほど、ワイナ

リー設立予定者は３者と申し上げましたが、そ

の中の１者に御指摘の社会福祉法人が入ってお

ります。そちらの方は、平成２９年から小穴の

ほうにナイヤガラの畑を借りられて、ブドウ収

穫等をなさっておる次第でございます。まだ年

月日は決まっておりませんが、将来的に上山に

ワイナリーを開きたいといったところを理事長

が市役所に訪問していただいて、お話しいただ

いた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 本当に障がい者の就労支援か

らも貴重な取り組みだと思いますので、ぜひ、

成功、前進させることを願っています。 

○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 五、六点あるんですけれども、

よろしくお願いします。 

 まず、１項３目果樹園芸産地形成事業費なん

ですけれども、補正予算でも髙橋恒男委員から

あったんですけれども、私も毎回、最終的には

減額になるというふうなことで、当初の志が高

い、そういうふうな予算措置はよしとするんで

すけれども、やはりそれを農家の方に１００％

に近い形で実感していただきたいという中で、

過去の質疑の中で、なかなか申請しても要件に

合わなかったとかというふうな部分で減額にな

るというか、採択にならないとか、そういった

部分をお聞きしたんですけれども、ならばそれ

を見越して、思った以上の事業をまず受け入れ

ると。まず、そういったお考えはどうでしょう

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 各種補助金が減

額になるというところにつきましては、２パタ

ーンありまして、１パターン目は、おっしゃる

とおり、要件が合わないというのがございます

が、年度末とかの減額に関しては、事業も確定

してきておるという次第のところで、例えば入

札差金であるとか、事業の確定によって、最初、

事業費の概算ということでこれは出しておった

んですけれども、だんだん見積もり合わせとか

していくうちに、当然ながら、額が下がってい

くといったところの影響もあるということを御

承知おきいただければと思います。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 その点は、私抜けていたと思

うんですが、その点を勘案しても、やはり先ほ

ど課長から説明あったような、私が先ほど一番

最初に言ったような点があるかと思うので、そ

の点を考慮して、多くの方に手を挙げていただ

くというふうな考えというふうなことなんです

が、いかがでしょうか。 

○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 従来からも、各

種補助金については関係団体を通して農家の

方々等に案内しているところですが、一層の周

知を図れるよう、周知をお願いしている関係団

体とも相談しながら進めてまいりたいと思いま

す。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 よろしくお願いします。 

 また、これは要望になってしまうかもと思う

んですが、もし、それで多過ぎて、国・県との

絡みがあるかとは思うんですけれども、漏れて

しまうというふうなところがあれば市独自でや
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るぐらいの、農業振興に対してそういった気構

えで臨んでいただきたいと思います。 

 続いて、同じ項目で有害鳥獣対策であります。

長澤委員のほうからもあった捕獲奨励金なんで

すが、捕獲者に個人的に払うということは大変

いいことだなと思うんですけれども、その捕獲

者なんですが、聞き及んだところによると、タ

ヌキとか、ハクビシンとか、そういった小型の

ものも含まれるというふうなことで、狩猟免許

とかそういったことが捕獲者の要件になってく

るのかどうか、お聞かせください。 

○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 まず、お断りさ

せていただきたいのが、補助金の詳細な要綱に

ついては現在最終調整中ですので、現段階の案

としてお答えさせていただきますけれども、捕

獲奨励金のほうは、例えば有害鳥獣捕獲、あり

ていに申し上げますと４月から１０月といった

ところは従事者証であるとか、狩猟期でおとり

になったものは狩猟者登録証を所持する方の代

表者１名に対してお支払いするといったところ

の予定でございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 市民の方がつかまえたときど

うなるのかなと思っての質疑でしたけれども、

わかりました。 

 あとまた、有害鳥獣で違った観点で。決算で

も質疑させてもらったんですけれども、やはり

追い払いということが非常に有効だというふう

なところで、平成３０年度予算に関しては、ま

た従来どおりなのか、それとも、追い払いに関

して拡充されるようなことがなされるのか、お

聞きいたします。 

○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 恐らくお問い合

わせの内容は、平日の南奥羽猿対策関係のパト

ロールの話だと推測しますけれども、そちらに

関しては、従来どおりの予算で考えております。

すなわち、従来どおりの人数で考えております。

ただし、地域での追い払いを促進するといった

意味から、現在、モデル地区事業とかもやって

おりますし、そういったところで地域の方の盛

り上がりというものを地域に飛び込んで促進し

ていければなと思っております。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 どういった形でも、追い払いの取り組みが活

発になることが猿に対して有効かと思いますの

で、ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

 次もまた同じ項目で、かみのやまワインの郷

プロジェクトのことですけれども、本当に、き

のうですけれども、農家の方とお会いしまして、

本当に苗木がないんだというふうなことを聞き

ました。現状に関してお聞かせください。 

○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 苗木問題につい

ては、情報収集する限り、全国的な問題であっ

て、関係各所に働きかけはしているものの、即

座に解決できる問題ではないのかなと思ってい

ます。 

 山形県では、言われるところでは、六、七割

の苗木を生産しているというふうに言われて、

本市でも苗木屋はあるといったところですが、

確かにワイン用ブドウの苗木が足りないという

状況はあるんですが、苗木屋によれば、生食用

苗木にもニーズがあるといったところで、生産

の都合上、すぐさまニーズに応えられるような

状況でもないといったようなところの意見も聞

いているようなところでございます。 

 ちょっと、この場ですぐさま解決策は提示で
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きるわけではないですが、現状としてはそのよ

うになります。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 状況はわかりました。 

 例えば農家の方、苗木屋じゃなくて、農家の

方で技術がある方では、接ぎ木なんかをして苗

木の確保というか、そういったこともできるの

かどうなのか。そういったものも、普通という

か、流通できるワインブドウとして扱えるよう

なことができるのかどうか、お聞きいたします。 

○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 苗木の製造には、

ただ接ぎ木をすればいいわけではなくて、当然

ながら台木のほうが必要になってきますから、

そちらの不足というのもあるということを申し

添えさせていただきます。 

 あと、農家の方が接ぎ木できるかという話に

ついては、これもお答えはできないんですけれ

ども、そういったところも含めて、関係者と連

携とか情報交換を密にしていろいろな方法を模

索していきたいと思っております。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 私の知る限り、やっぱりそういったことで自

分の分の苗木を確保しているという方を知って

いるので、ぜひ、それが市全体の苗木不足の解

消になればというふうなところで、ぜひ研究し

ていただいて、何らかの手だてを講じて苗木不

足に対して取り組んでいただきたいなと思いま

す。 

 次に、１項５目になりまして、消防団とかダ

ム関係の予算があったと思います。前にもちょ

っと指摘というか、お聞きしたことがあったん

ですが、菖蒲川ダムのほうで泥がたまり過ぎて、

しゅんせつなのか、もしくは利用状況に応じて

は何らかの対応をというふうなことを地区の方

などから聞いているところなんですが、現状、

どういうふうなことになっているのか、お聞か

せください。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 前に井上委員から菖蒲川

ダムに泥がたまっていて、しゅんせつというよ

うなお話がありまして、その後、土地改良区の

ほうにも確認したんですけれども、土地改良区

のほうで、どの程度泥がたまっているかという

ようなことで調べたところ、しゅんせつしてく

み上げるほどでないという判断でございました。

やはり、管理している土地改良区と、あと住民

の方の若干その点の認識の違いがあるのかなと

いうふうに感じているところでございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 引き続き、これはもう一度土

地改良区のほうに言っていただいて、よろしく

お願いしたいと思います。 

 最後になります。２項林業関係のことについ

て、ちょっと農林課の部分となるのかどうなの

かもありまして、共有山というふうな形で山を

管理していることがあると思います。それが、

森の価値というふうなものがなかなか認知され

ない中で、１人抜け、２人抜けというふうなと

ころで維持できないというふうな状況になって

いるところもあると聞いているんですが、そう

いったことに関して、そういうところが崩壊す

れば山自体が荒れてくるというふうなことにな

ると思いますので、どういった対応を今なされ

ているのか、考えられているのか、お聞かせく

ださい。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 委員御指摘のとおり、共

有林につきましても、例えば共有林の株は相続



－１６７－ 

しないとかそういった形で人が減ってきている

し、手入れもなっていないというような状況は

ございます。共有林に限らず、山のほうがやは

り荒廃しつつあるということでありまして、そ

ういったことを解消するために、林業施業のほ

うを進めるということ。あと、山に価値を持た

せるために、平成２９年度から、利用間伐とい

うことで、搬出してそれを売買することによっ

て何らかの利益を得るというような形で、そう

いう事業を少しずつ広げていって、そして、山

の価値を見出していただいて、やはり山を手入

れしていく、その動きを広げていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 ぜひ、そういった取り組み、悩んでいる組合

に示していって、解決の一つの道というふうな

ことで、よろしくお願いしたいと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。谷江委員。 

○谷江正照委員 新規事業、山形大学と連携し

て市内農地のデータを取得してのブランド力向

上について、詳しくお聞かせください。 

○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 山形大学との連

携ですが、市内の農業者団体と山形大学の農学

部の教授、あと理学部の准教授などが連携しま

して、上山市の果樹のブランド化に対する研究

を行っていらっしゃいます。 

 具体的には、本市の園地には、標高差とかが

ありまして、気象庁とかで公表されている温湿

度のデータだけでは果樹の生育状況を説明し切

れないんじゃないか、より詳細な気象データが

必要なんじゃないかいうようなことの御示唆を

いただいております。そのため、市内２０程度

の園地を抽出して気象データを測定して、果実

の成分であるとか、収穫期であるとか、その結

果のデータと比較する試みでございます。 

 今回の予算はそこの気象データをとるための

温湿度計の購入などといったところでございま

す。ラ・フランスのみならず、ワイン用ブドウ

の園地からもデータを採取する予定となってお

ります。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 今、農業分野でのこういった

大学との連携やＩＣＴの部分は大変注目の多い

部分でございますので、いい結果が出るような、

本市の魅力発信になるような部分は力を入れて

いただきたいと思います。 

 また、拡充事業としまして、ブランド化の推

進、または従前から６次産業に対するアドバイ

ザーなどをされて農業振興を図っておりますが、

この分野に関して現状における成果のようなも

のがありましたら、お示しください。 

○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 農産物コーディ

ネーターの成果、６次産業化の成果ということ

だと思いますが、例えば平成２９年度では、新

商品の開発ということをやっていただいており

ます。例えばアンズのシロップ漬けの開発であ

りますとか、あるいは従来にあるような漬け物

であるとか、市内の人気のある生産者がつくっ

た米粉を使ったお菓子をお菓子屋とタッグを組

んでお菓子を開発するといった実績を上げてい

ただいて、着実に進んでいるものと思っており

ます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 さらなる進展を望むものであ

ります。 

 もう一つでございます。林道橋梁点検の新規
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でございますが、こちらのほうはどのような事

業でありますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 これにつきましては、２

分の１の国庫補助を得て、市内の林道で延長４

メートル以上の橋梁について、いわゆる老朽化

とか修繕箇所がないか、そういったものを点検

していくものでございまして、それに応じて、

修繕しないと、例えば地震が来たときに橋が落

ちてしまうというようなおそれがあるというよ

うな、そういった診断が出た場合については、

平成３１年度以降、修繕等に入るというような

内容の橋梁点検診断でございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 この点検箇所の件数、あと、

今後利用間伐を進める本市において利用間伐材

の搬入路等になる場合も考えられると思うので

すが、そういったところの備えはいかがでしょ

うか。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 点検箇所につきましては、

対象となる林道橋が市内１５カ所でございます。

この橋梁がちゃんと整備されて、耐久性がある

となれば、十分、幅員に合わせた大型の機械、

トラック等も入れることもありますので、十分、

利用間伐の際に活用していきたいというふうに

思います。 

○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、７款商工費について、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 それでは、７款商工費に

ついて御説明申し上げます。 

 ８８、８９ページをお開きください。 

 １項商工費でありますが、１目商工総務費は

８，７９４万円で、前年度対比５３５万７，０

００円の増でありますが、職員人件費などの増

によるものであります。 

 商工総務費では、次のページをお開きくださ

い。関係団体への負担金や産業まつり負担金、

商工会補助金などを措置するほか、職員人件費

であります。 

 ２目商工業振興費は１０億２，３６０万９，

０００円で、前年度対比１億３，０２９万３，

０００円の減でありますが、企業誘致や立地企

業の増築に向けた産業立地促進資金預託金の減

などによるものであります。 

 商工業金融対策事業費では、市内企業の経営

基盤の安定と近代化に必要な資金の融資を支援

するため、県信用保証協会保証料補給補助金を

措置するほか、産業立地促進資金預託金、長期

安定資金預託金、中小企業振興資金預託金など

の各種貸付金等を措置するものであります。 

 商業活性化推進事業費では、中心市街地のに

ぎわい創出及び商業の活性化を推進するため、

商業祭開催、空き店舗等活用事業への補助金、

街路灯組合連合会補助金、再開発ビル駐車場負

担金、長屋門ギャラリーの管理に係る経費、大

学等と連携して商店街の活性化のためのデータ

分析やビジョン作成等を行う産学連携商業活性

化事業委託料などのほか、再開発ビル２階のボ

ランティア活動や交流スペース、多目的ホール

などの管理運営に対する負担金、再開発ビルの

リニューアルにあわせ商店街と連携強化とにぎ

わい創出につなげるマルシェなどの開催に対す

る支援、小規模事業者チャレンジ支援事業補助



－１６９－ 

金、女性や若者の創業に対する補助金などを措

置するものであります。 

 工業振興事業費では、企業動向調査等の経費、

新規受注開拓支援事業費補助金、中小企業設備

投資促進補助金、東北大学と連携し、市内中小

企業が新製品等の開発、販売につなげていくた

めの経費などを措置するものであります。 

 ３目企業立地費は１億９，６０４万４，００

０円で、前年度対比１，４２３万７，０００円

の減でありますが、蔵王みはらしの丘企業立地

奨励金の減などによるものであります。 

 企業誘致事業費では、新北浦工業団地、蔵王

の森工業団地の維持管理、企業誘致活動に要す

る経費、Ｓメディカルシールド、ケーアール興

機、シズカ技研、三喜運輸への工業団地移転等

促進資金利子補給補助金のほか、東和薬品への

企業立地奨励金、蔵王フロンティア工業団地用

地取得奨励金、コストコ、ミクロン精密への蔵

王みはらしの丘企業立地奨励金を措置し、基金

積立金では、東和薬品から入る土地貸付料相当

を企業立地促進基金として積み立てるものであ

ります。 

 ４目観光物産費は４，８０６万８，０００円

で、前年度対比４２１万３，０００円の減であ

りますが、観光物産協会への補助金の減などに

よるものであります。観光物産振興対策費では、

次のページをお開きください。観光キャンペー

ン推進協議会、やまがた広域観光協議会、やま

がた観光キャンペーン推進協議会などの負担金

のほか、観光ガイドマップの印刷費や観光振興

に要する経費のほか、旅行商品造成に要する経

費などを措置し、観光物産振興事業費では、蔵

王高原坊平二次交通周年運行事業、各種大会開

催支援事業、市内合宿利用者支援事業への補助

金などを措置し、インバウンド推進事業費では、

山形市・上山市・白石市・蔵王町の４団体で実

施する台湾での海外プロモーション、Ｗｉ‐Ｆ

ｉ設備の管理に要する経費、日本政府観光局負

担金などを措置し、観光物産宣伝事業費では、

かみのやまの観光と物産の情報発信に要する広

告料及び物産展、仙台市でのかみのやまフェア

などの負担金、恋人の聖地負担金を措置し、観

光物産関係団体助成費では、全国かかし祭、踊

り山車、スマイルプロジェクトきらりかみのや

ま、やまがたワインバルなどの各種祭り・行事

への補助金、観光物産協会への補助金、山形・

上山・天童の３市による観光地域づくり推進協

議会負担金を措置するものであります。 

 上山型温泉クアオルト事業費では、クアオル

トウオーキングの実施、ガイドの育成等、コー

スの管理・整備、医科学的な効果検証、宿泊型

新保健指導事業の企画、ヘルスケア産業創出、

全国・県内それぞれの協議会活動を通じて上山

市の温泉クアオルトを積極的に発信していくた

めの補助金、負担金などを措置するものであり

ます。 

 ５目観光施設費は１億１，０４０万円で、前

年度対比２億３，２１７万円の減でありますが、

上山城屋根瓦等改修工事の減などによるもので

あります。 

 観光施設管理費では、上山城の指定管理料、

アビヤント・Ｋ、駅駐車場、誘導広告塔などの

管理経費、温泉利用協同組合補助金、源泉掘削

及び配湯施設整備事業補助金、ヴェンテンガル

テンの管理委託料などのほか、かみのやま温泉

観光案内所の管理運営、大平山トイレ・展望台

の撤去に要する経費を措置し、蔵王高原観光施

設管理費では、野営場など各種施設の管理に要

する経費、蔵王坊平スキー場管理運営協議会負

担金などを措置するものであります。 
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 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、発言を許

します。井上委員。 

○井上 学委員 ４目の各種団体開催支援事業

費なんですけれども、決算の中では、利用が半

分いかない中で平成２８年度において１００万

円というふうな、平成２９年度においても同じ

というふうな中でしていることは、私は評価し

ていたところなんですが、今回は減額というふ

うなことです。これからのこの事業に対して、

どういうふうなんでしょう、だんだん減ってき

てフェードアウトしていくというふうなことな

のでしょうか。それとも、また力を入れて、そ

ういった大会を上山に呼んでくるというような

ことなのでしょうか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 各種団体開催支援事業費

補助ということでございますね。予算減、これ

は実態に合わせたというところでございます。

ずっと大きな大会２つ該当してまいりました。

樹氷杯の小学生のバレーボール大会、それから、

けやきカップ、バスケットボールですね。これ

はずっと続いておりまして、これが固定化して

いるということで実態に合わせて減額したとい

うことであります。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 実態に合わせてというふうな

ことなんですが、もしかしたら、実態が、それ

が２つなくなればというふうなところもあるか

とは思うんですけれども、どうでしょうか。１

００万に戻せとは言いませんけれども、本当に

これが図られるような手だてというふうな方向

でこれから事業をなさるのか、再度お聞きいた

します。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 この大会の事業というこ

とじゃなくて、観光分野でＭＩＣＥという考え

方がありまして、各種大会である会議、そうい

ったものを誘致しているのが非常に大きな目玉

というか課題になっていますので、そういう大

きな意味で取り組んでいきたいということで、

なお、旅館組合のほうでも、そのＭＩＣＥ、会

議等に対応できるように、うちの旅館はこうい

うふうな設備がありますよというものを整理し

たものを今つくろうとしているというような状

態です。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 ぜひ、そういったことで取り

組んでいただいて、平成３０年度、７０万円の

予算が足りなくなったというふうなときには、

また次年度、いろいろ検討していただきたいと

思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。大沢委員。 

○大沢芳朋委員 企業誘致事業費ということで、

ちょっとお聞きいたします。 

 本市で、山銀と企業誘致で連携をしたという

ことで、１月末に山形新聞、地元紙等に出てお

ります。従来ですと、クアオルト構想及びワイ

ンの郷プロジェクト、ワインを活用したまちづ

くりということで締結したと。その上で、企業

誘致でも締結するというふうになったと思いま

す。 

 私、１０月に一般質問で赤坂インターチェン

ジの新産業団地はどうするんだという質問をさ

せていただきました。いろいろな会社に限定し

ないで誘致をかけていくということで、新聞等

にも、組み立て型産業、物流企業、新技術を持

った開発研究型企業などを呼び込みたいという
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ふうな記事が出ております。そこの中で、山形

新聞、地元紙のほうは気を使ってくださったの

かもしれませんが、よその新聞で会社名を、誘

致開始というふうに出ております。普通でした

ら企業誘致というのは内密に進めるべきと私は

強く思うところですが、なぜ、こういった新聞

に出てしまったのか。１点、お聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 一部の新聞報道に企業名

が出ておりましたけれども、こちらから情報発

信したものではございませんで、新聞社のほう

でいろいろな情報網を通じて取り寄せたところ

だろう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 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 漏れるとやっぱりだめだとい

うことですが、誰かにお話ししているというこ

とですから、今までの現状を見てみましても、

例えばエネルギー回収施設であったり、記事と

かすっぱ抜かれたりするといろいろな弊害が生

まれると思います。一番地に企業を誘致開始と

いうことですので、物すごくいいところだと私

は思うわけですが、今後、こういった、ばれな

いように口にチャックをして、ぜひやっていた

だければなというふうに思いますけれども、も

う一度、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の報道については我々

は全く知らないわけでございまして、いわゆる

企業誘致とか、あるいはいろいろな形の中で、

きちっと守っていくべきものについては守って

いる状況でございまして、公表できるものはで

きるだけ公表していますけれども、そういう決

まる前といいましょうか、プロセスの中ではや

っぱりきちっとお互いが信頼関係を持って事を

進めていく、非常に大事なわけでございまして、

今回の件については我々は全く知らないわけで

ございまして、どこが情報源かわかりませんけ

れども。でも、それが悪影響にならないような、

今後対応を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 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 市長の答弁もわからないこと

はないんですけれども、何回言ってもしようが

ありませんが、今後、企業誘致に当たっては、

どこから出てきたかわからない話ですけれども、

誰かがしゃべっていなければこんな話出てこな

いわけですから、ぜひ気をつけてください。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。坂本委員。 

○坂本幸一委員 私のほうから、インバウンド

推進事業費で、旅行商品の造成、販売業務委託

料、新規で載っていますけれども、これは観光

物産協会に委託するということでよろしいんで

しょうか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 これは台湾に行くときの

経費であります。台湾では、環蔵王ということ

で４団体でブースを出しますけれども、それに

先立って商談会という催しがあります。平成３

０年度につきましてはそこの部分を強化すべき

だろうというふうに考えまして、素材集といっ

たものを職員が携えてその商談会に臨んで、台

湾の旅行代理店に売り込みたいというふうに考

えております。もし、台湾の旅行会社あるいは

日本の旅行会社の現地法人ですけれども、上山

の素材というものを採用するというふうになっ

た場合に、その旅行会社が旅行を商品化するわ

けですけれども、そのときに委託料というもの

が取られるのが通常です。そのお金を措置した
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ということでございます。 

○中川とみ子委員長 坂本委員。 

○坂本幸一委員 この委託料というのは、３市

１町でも旅行商品つくりますよね。３市１町の

連携で。それとは全く違って、台湾だけを目指

した商品ということでしょうか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 そのとおりです。台湾に

特化したものです。 

○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 蔵王高原施設管理でちょ

っと伺いますが、皆さん、御存じかどうかわか

りませんけれども、御田ノ神の湿地帯といいま

すか、高山植物がかなりたくさん貴重なものが

あるわけでございますけれども、そこにイノシ

シの被害が大分深刻だということをちょっと伺

ったんですが、御存じでしょうか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 はい、話題として提供さ

れ、聞いております。ミミズをとるために土を

かき回すんだということを聞いております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 その対策としては、ちょ

っとあるか、ないか、お聞きします。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 今現在、観光課としては

持ち合わせてございませんけれども、要は国定

公園の管理の中でということですので、県のほ

うの管轄になるのが多いのかなと思いますので、

その辺、県のほうに働きかける機会があれば働

きかけたいというふうに思います。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 しっかりと現地を調査し

ていただいて、これは、高山植物というのは二、

三年で復活するものではないわけでございます

ので、ちょっと慎重に考えていただきたい。そ

してまた観光資源でもございますので、これは

本当に重要な課題ではないでしょうか。よろし

くお願いしておきます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 観光施設管理費について伺い

ます。９，７９９万２，０００円計上されてお

りますけれども、このうち、かみのやま温泉観

光案内所管理に係る額の内訳、教えてください。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 駅前のかみのやま温泉観

光案内所に直接関係する部分を積み上げますと

１，３６２万７，０００円になります。その内

訳ですけれども、一番大きいのが光熱水費とい

うことで、電気料と上下水道料、５００万円見

ていますけれども、ただし、これはテナント部

分の建てかえ部分１００万円を含んでおります

ので、市の負担は４００万円ということでござ

います。 

 それから、大きいところをもう２つくらい申

し上げます。それから、観光案内所の委託料で

ございます。これは現行の、今現在のかみのや

ま温泉駅の案内所の業務がそのままスライドし

て引き継ぎますので、その分が２５６万５，０

００円ということでございます。そのほかに、

英語対応部分と、夜間といいますか、５時から

８時までの対応部分があるんですけれども、予

算上３６０万４，０００円計上してございます

けれども、英語対応の部分につきまして、地域

おこし協力隊で対応するという部分が出てまい

りましたので、ここから大体百数十万円減にな

るというふうに考えているところでございます。

そのほかは清掃業務で５８万４，０００円、そ
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の他、数十万円の経費が積み重なっているとこ

ろでございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 ただいま時間外の対応という

お答えがありましたけれども、駅前の観光案内

所の休日、どのように考えておられるのかにつ

いて、改めて伺います。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 ３６５日無休というふう

に考えてございます。ただし、夜間対応につき

ましては、日曜日だけ対応しないということで、

５時で終わりというふうに考えているところで

ございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 日曜日と祝日が重なった場合

等の考慮はいかがされているんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 夜間、日曜日、なぜ対応

しないかというと、夜間の利用者というのが、

多分、明新館の高校生の利用があるだろうとい

うふうなことから、夜間というものを中心に考

えていたんですけれども、日曜日は高校生は来

ないだろうというような趣旨で日曜日は夜間帯

はしなくていいということです。ちょっと、そ

ういった考え方からすれば、祝日と日曜日が重

なった場合、休みにする方向で考えたいという

ふうに思います。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 了解しました。 

 あと、もう一つなんですけれども、以前、Ｅ

Ｖエコタウンプロジェクトというものがありま

した。今、クアオルト構想の中で取り扱われて

いるというふうに思っています。駅前に観光案

内所を新設するに当たって、駅前付近に新たに

電気自動車の充電器等を設置する予定はないの

かどうか。 

 あと、重ねてもう一点なんですが、今インバ

ウンド推進事業の中で、まず事業詳細について

説明をいただきました。その中で、一般質問の

中ででもありますけれども、特に多言語化とＷ

ｉ‐Ｆｉというのが自治体として率先して整備

していくべきところだと観光課長も認識してお

られる中で、インバウンド推進事業費の中で、

今回計上されているような事業で、インバウン

ドに関するインフラ整備に資するような事業と

いうのは計上されているのかどうか。 

 ２点、お伺いします。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 まず、第１問目のＥＶに

ついては、ちょっとそこは考えてございません

でした。今、市役所のＥＶにつきましては観光

課が管理しているんですけれども、協力金とい

う形で利用した場合いただいているんですけれ

ども、今、平成２９年度の実績で２件ほどしか

ないということで、極めて利用が低調だという

ようなことで、観光の視点でＥＶといったもの

を駅前についてはちょっと検討しておりません

でしたので、今のところ、ちょっとそういうこ

とは考えていないのが現状でございます。 

 それから、多言語化あるいはＷｉ‐Ｆｉとい

うことでありますけれども、施設の部分につき

ましては、これに関連しますところですと、新

しい観光案内所に無料Ｗｉ‐Ｆｉはつけるとい

うことだけであります。多言語化につきまして

は、これはいわゆるプロモーション、ＰＲとい

うふうなソフトの部分でありますので、これは

ずっと進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 まず、大事なことであります
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ので、進めていただきたいということと、あと、

商業活性化推進事業費で新規の事業が３つ計上

されています。その中で、小規模事業者チャレ

ンジ支援事業補助金と創業支援事業補助金の拡

充部分についての詳細な説明をお願いします。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まずは小規模事業者チャ

レンジ支援事業補助金につきましては、国の小

規模事業者向けの補助金について、近ごろ町村

のほうが優先ということになっておりまして、

本市のほうの採択がなかなかされないという事

情がございますので、平成２８年度から県のほ

うで補助金制度を設けておりますので、そこに

上乗せする形で、国の水準と同じ補助水準を保

って小規模事業者の育成を図っていくという目

的で設立したものでございます。 

 あとは、創業支援事業補助金のほうの中身で、

拡充という中身につきましては、これまでも空

き店舗等のリノベーションについて支援をして

きておりますけれども、その中で特に、例えば

空き家を店舗に改修するなどのことについては

リノベーションのほうでは対応してこなかった

ものですから、そういったものに対しての助成

の意味合いも含めまして、若い方が創業すると

いう部分について、創業時に例えば改修費等に

ついてお金がかかる部分について特に支援をし

てまいりたいという考えのもとに新たにつくっ

たものでございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 再度、小規模事業者チャレン

ジ支援事業補助金、具体的にどういう事業に使

えるのかを教えていただきたいというのと、創

業支援事業補助金というのは、特に拡充した部

分というのは若者に対応する部分ということで

よろしいですか。女性に関する部分というのは

今まであったということなのか。それについて

もう一度お願いします。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 小規模事業のチャレンジ

補助金につきましては、ただ店舗の改修であっ

たり、表面を直す場合であったり、あとは経営

改善につながるようなソフト面の事業であった

りするところも対応できるということで、使い

道についてはかなり広目のところでございます。 

 あと、創業支援につきましては、女性の部分

については平成２８年度から持ってございまし

たので、若者のほうの対応の部分だけ拡充した

ということでございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 創業支援事業について、新た

に拡充したということですが、若者で女性だっ

た場合、補助金はどうなるんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 女性の部分については、

どちらかというとハード整備ではなくて、そう

いった創業するための手続等に対する支援なも

のですから、女性が創業する場合で、若者であ

る場合については両方受けられるということで

考えてございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。谷江委員。 

○谷江正照委員 商業活性化事業の部分の商店

街魅力発信マップについて、新規となっており

ます。こちらのほうの御説明をいただければと

思います。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 こちらについては、数年

前に商店街振興会という商店街の連合体におき

まして、「うまいずマップ」というような形で

主に大型倉庫店に来客される方を市内に誘導す
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るための施策ということでマップづくりをして

おります。これについて、年数が経過しており

ますので、それらをベースにいたしまして商店

街のまち歩きを進めるためのアイテムとして計

画しているものでございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 せんだって大型倉庫店で配っ

たこのマップですが、大変見やすく、評判もよ

く、足りなくなった事業所があったようなくら

いのいいものでございました。また、大型倉庫

店で配ったということが大変いい効果をまちに

もたらしまして、市内への回遊者もふえており

ます。本市は、みはらしの事業者に大変手厚く

といいますか、友好的に関係を結んでおります

が、今回も前回と同様にこの「うまいずマッ

プ」、新規のものを配る際にはまた友好な関係

の中で、あの場所でＰＲ、またすることはでき

ないのかどうか。そういった考えは持っている

のかどうか、お示しください。 

○中川とみ子委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 こちらの事業主体が商店

街振興会ということで考えてございますので、

そちらの方々がどのようなターゲット層を狙っ

てマップをつくられるのかということも勘案し

ながら、必要であればそのような働きかけをし

てまいりたいと思います。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 確かに、今の大型倉庫店での

本市ＰＲですが、観光の側面も非常に大きかっ

たと見受けました。観光の分野において、同じ

場所を借りるということを今後考えていくこと

はないのでしょうか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 どうしても宿泊という部

分を考えますと、なかなかつながりにくいのか

なというふうに考えておりまして、今現在、そ

れは考えてはいないんですけれども、ただ、こ

れはずっと否定するわけじゃなくて、非常に流

れが激しい業界ですので、機会があれば利用す

るということもあるかと思います。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 ぜひ、大型倉庫店のある市と

いうところで大変注目の高い部分ございますの

で、観光振興から街なか振興まで、よく良好な

関係でやられるようにお願いいたします。 

 もう一つ、４市での台湾へのインバウンドの

プロモーションでございますが、せんだって、

台湾に駐在となるＪＥＴＲＯの講演会のほうを

ちょっと参加してまいりまして、その際も、台

湾のほうには各市町村の売り込みが大変激しい

と、大体、類似してきているものは持ってきて

いるんだと、市町村の方が持って来られるもの

というのは大体向こうでわかっていて、これで

はなくて、こういうものありませんかという、

大分すき間のニーズのようなものも向こうでは

あるように学んでまいりました。こういった台

湾への働きかけの際に、ＪＥＴＲＯ等のそうい

った知見なども生かしてやっているのでしょう

か。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 観光課とＪＥＴＲＯは直

接つながりございません。直接、情報をやりと

りしたということはございません。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 ぜひ、台湾等への、外国への

売り込みの際は、ＪＥＴＲＯはどなたの相談も

受けるということでございましたので、そうい

った優良な知見を生かしながら、ぜひ、我々が

行っていい成果を得られるような動きを要望し

たいと思います。 
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○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 駅前の観光施設についてお伺

いします。多言語化についてですけれども、テ

レビを置いて、いろいろなプロモーションとか、

案内とか、あと、その内外、市内含めていろい

ろな観光についての案内板がありますけれども、

それについての多言語化というのはどのように

取り組む予定ですか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 市内の案内板、既に設置

している案内板ということでしょうか。それを

設置するときに、多言語化というのは当時の担

当は考えたということなんですけれども、いろ

いろ運輸局の方々あたりからアドバイスをいた

だいて、限られたスペースなので、英語だけあ

ればまずはいいだろうという判断のもとに英語

表記だけはあるわけですけれども、既設の看板

については、そういうふうに英語表記のままし

たいというふうに考えております。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 これから設置するものとか、

テレビで表記するソフトについてはいかがお考

えですか。 

○中川とみ子委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 できるだけ、そういう多

言語化ということで対応はしたいと思うんです

けれども、なかなかそういう要員、あるいは費

用の面を考えますと、優先順位をつけて進めな

ければいけないということで、まずもって英語、

それから、台湾からのお客さんが多いわけです

から、繁体字、この２つで何とかやっていきた

いなという考えであります。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 もちろん、どこまで、５カ国

語で済むのか、１０カ国語が必要なのかという

話になりますけれども、やはり例えばスキー場

で迷子になったというんですか、英語と日本語

がわからないアジア系の人がいて、遭難しそう

になったとかということもありましたので、そ

ういった意味でも、インバウンド誘致というも

のを掲げている限りは、可能な限りで結構です

ので、そういった方向でお考えいただければと

思います。 

○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 この際、１０分間休憩い

たします。 

    午後３時０５分 休 憩 

                  

    午後３時１５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。 

 次に、８款土木費について当局の説明を求め

ます。財政課長。 

〔金沢直之財政課長 登壇〕 

○金沢直之財政課長 それでは、８款土木費に

ついて御説明申し上げます。 

 ９４、９５ページをお開きください。 

 １項土木管理費でありますが、１目土木総務

費は２，８５９万１，０００円で、前年度対比

３１９万３，０００円の増でありますが、職員

人件費の増などであり、土木総務費では事業促

進期成同盟会や関係協議会への負担金などを措

置したほか、職員人件費であります。 

 次に、２項道路橋梁費でありますが、１目道

路橋梁総務費は５，１０１万１，０００円で、

前年度対比１，０５２万１，０００円の増であ

りますが、職員人件費の増などであり、道路橋
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梁総務費では、道路台帳整備や未登記処理に係

る業務委託料などを措置したほか､職員人件費

であります。 

 ２目道路維持費は１億３，９０３万２，００

０円で、前年度対比７５４万１，０００円の増

でありますが、除雪対策費の増などによるもの

であります。 

 道路管理費では、市道の維持保全に係る修繕

料や補修用原材料費、街路樹等管理委託料、２

トンダンプ車等に係る経費などを措置し、除雪

対策費では、次のページをお開きください。除

雪業務に係る委託料や除雪車の管理費、小型ロ

ータリー除雪機の貸し出し、交差点等の排雪の

ほか、ＧＰＳを利用した除雪費計算システムに

要する経費などを措置し、地域のみちづくりサ

ポート事業費では住民と協働で行う生活道路等

の整備に要する経費を措置するものであります。 

 ３目道路新設改良費は２億３，４４６万６，

０００円で、前年度対比１億２，５６２万７，

０００円の増でありますが、東北中央自動車道

の補償工事や社会資本整備総合交付金事業から

単独事業に振りかえられた道路照明灯、舗装補

修など市単独道路整備事業の増であります。 

 交通安全施設整備事業費では、区画線、道路

照明灯、反射鏡等の整備などに係る工事費を措

置し、市単独道路整備事業費では、茂吉記念館

通り線などの測量設計調査や皆沢赤坂線の支障

木伐採などの委託料、藤吾細谷線、中山本通り

線などの側溝改良工事、藤吾新北浦線、赤坂南

線、金瓶山ノ上線、藤吾細谷線などの道路改良

工事、三吉山線、久保川線などの舗装改良工事、

長生橋整備工事費、私道整備補助金などのほか、

社会資本整備総合交付金事業から振りかえられ

た皆沢中生居線などの道路照明灯更新、関根藤

吾線、皆沢赤坂線などの舗装補修工事などに要

する経費を措置し、県道路整備事業負担金では、

山形上山線などの道路改良工事や白石上山線な

どの側溝改良工事の負担金を措置するものであ

ります。 

 ４目社会資本整備総合交付金事業費では３億

３，４００万円で、前年度対比４，２５１万２，

０００円の減でありますが、道路事業費では、

社会資本整備総合交付金を受けて実施する久保

手隔間場線、石曽根小穴線、（仮称）産業団地

１号線など道路改良工事、皆沢赤坂線標識新設

工事、三上平線の側溝改良工事、竜王橋東宮橋

線などの舗装改良工事、原の橋ほか１６橋の補

修工事、橋梁補修や舗装調査の委託料などに要

する経費を措置するものであります。 

 ５目橋梁維持費は１５０万円で、前年度と同

額でありますが、橋梁管理費で、橋梁の修繕に

要する経費を措置するものであります。 

 次に、３項河川費でありますが、１目河川総

務費は２７４万２，０００円で、前年度対比１

万６，０００円の減であります。河川管理費で

河川一斉清掃に要する経費、河川しゅんせつに

要する経費や関係団体への負担金、東北大学と

連携して行うインフラマネジメントなどに要す

る経費を措置するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、４項都市計画費でありますが、１目都

市計画総務費は２億７，０７２万９，０００円

で、前年度対比２，７５８万７，０００円の減

でありますが、公共下水道事業特別会計繰出金

の減などによるものであります。 

 都市計画総務費では、都市計画審議会の開催

に係る経費、関係団体への負担金などを措置し、

都市計画事業費では、景観形成を支援するため

のファサード改修補助、都市マスタープラン策

定などに要する経費を措置し、公共下水道事業
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特別会計繰出金では、所要の繰出金を措置した

ほか、職員人件費であります。 

 ２目まちづくり推進事業費は７２万６，００

０円で、前年度対比１６万４，０００円の減で

ありますが、蔵王みはらしの丘土地分譲事業費

で、上山市に換地された宅地の分譲を促進する

ため、懸垂幕、のぼり旗、パンフレット、メデ

ィアを使った広告、草刈りなどの管理に要する

経費を措置するものであります。 

 ３目公園費は８，６２４万２，０００円で、

前年度対比４，３００万７，０００円の増であ

りますが、公園施設長寿命化工事の増などによ

るものであります。公園管理費では、公園の維

持保全費、月岡神社からの土地借上料、公園内

トイレの管理などに要する経費を措置し、公園

施設長寿命化事業費では、次のページをお開き

ください。月岡公園、市民公園、長清水公園の

長寿命化整備に係る設計委託及び工事費、公園

遊具等の安全対策に要する経費などを措置する

ほか、職員人件費であります。 

 次に、５項住宅費でありますが、１目住宅管

理費は８，３７２万１，０００円で、前年度対

比１，１７４万９，０００円の増でありますが、

松山住宅解体工事の増などによるものでありま

す。 

 市営住宅管理費では、市営住宅の畳がえや施

設修繕など維持管理のほか、市営住宅管理シス

テムに要する経費を措置し、市営住宅長寿命化

事業費では１２号棟の外壁等改修などに要する

経費のほか、松山住宅解体に要する経費を措置

したほか、職員人件費であります。 

 ２目住宅支援費は７，１０７万５，０００円

で、前年度対比２６０万円の減でありますが、

住宅・建築物安全ストック事業費の減などによ

るものであります。 

 定住促進事業費では、住宅の購入、建設等に

対する子育て支援、三世代同居、空き家バンク

利用、上限を増額する蔵王みはらしの丘市保有

地購入などの持家住宅建設等補助金などに要す

る経費を措置し、住宅リフォーム支援事業費で

は、市内業者を利用するリフォーム工事で耐震

性、省エネルギーなど一定の要件を満たしてい

る場合に助成を行う補助金を措置し、住宅・建

築物安全ストック事業費では、昭和５６年５月

以前に建築された木造家屋に申請により耐震診

断士を派遣する委託料を措置し、空家等対策事

業費では、空家対策協議会経費、次のページを

お開きください、上限額を引き上げる老朽危険

空家住宅の解体に対する補助金のほか、空き家

バンク登録を誘導するため、家財類等の処分に

対する補助、空き家等の店舗活用を誘導するた

めの改修設計補助などを措置するものでありま

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、発言を

許します。守岡委員。 

○守岡 等委員 除雪対策事業についてお伺い

します。 

 ＧＰＳを活用した除雪費計算システム経費と

して計上されていますけれども、今後の除雪の

合理的な運営という点で非常に有効だと思いま

す。寒河江市や新庄市では、こうしたＧＰＳを

使って、さらにスマートフォンと連動させて、

独居高齢者世帯とか、いわゆる除雪弱者の負担

を少しでも軽減しようと、除雪車が対象世帯に

近づくとアラームが鳴るようなシステム、オペ

レーターに知らせる仕組みが導入されましたけ

れども、本市で今回導入するシステムがこうし

た間口除雪なんかにも対応できるものなのかど
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うか、まずお尋ねします。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 今回の除雪のＧＰＳの部

分でございますが、こちらにつきましては、Ｇ

ＰＳロガーという手のひらに入るものですが、

それを運転手が出動するときにオンにして、帰

ってきたらオフにするという形のものでござい

まして、それによって、それをデータに差し込

むことによって、その時間並びに軌道、どこを

走ったかがわかるシステムでございます。そこ

までのシステムでございますので、間口の部分

のアラームとかという部分については対応して

いないという状況でございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 スマートフォンとは連動しな

いということでわかりましたけれども、そのロ

ガーというもの、そこに情報をインプットして、

そうした間口除雪に対応するということは理論

的には可能なのかどうかということなんですが、

どうでしょうか。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 理論的には可能ではござ

いますが、基本的に間口除雪となりますと、除

雪機が例えば２台必要になってくるとかそうい

う問題もあります。ただ、上山市の場合の除雪

業者は、今ぎりぎりの除雪機械しか持っており

ませんので、そこまでの対応は今のところはち

ょっと難しいのかなと。また、それに伴う、当

然、時間もかかりますので、その辺の経費もか

なり大幅に違ってくると思いますので、なかな

か難しいところだというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 今回導入するシステムの予算、

経費について、最後にお尋ねします。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 システム導入が約２３０

万円程度でございまして、あと維持管理的な部

分で５０万円程度でございまして、平成３１年

度からは一応５０万程度の予算でずっとできる

ということでございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。谷江委員。 

○谷江正照委員 ただいまの除雪のＧＰＳの導

入でございますが、運行記録ですとかそういっ

たところが非常にわかりやすくなると。今後、

市民から情報開示の求めがあったとき、例えば

「きょうはどこを掃いたんだろうか」と、そう

いったことの情報提供もしやすくなると思うの

ですが、市民から、「きょうの除雪、きのうの

除雪はどこへ行ったの」とか、そういう情報開

示について前向きに取り組むような準備はして

ありますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 そのような形での情報開

示は今のところは考えておりません。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 やはりシーズンによって、除

雪のニーズは大変高いものがあって、「いつ来

るんだろう」とか、あとは「きのう来たみたい

だよ」とか、「きのう来た」、「おととい来

た」、「それで掃いていったのかわからないん

だけれども、来たみたいだ」とか、そういった

ところで現場の市民の方がわかりづらい部分が

ございますので、ぜひ、市のほうで、いつ、何

日はここを除雪してあるということがわかるわ

けですので、そうすると市民の方も、「ここは

来たんだな」と、「ここは来て、こういう状態

の除雪なんだな」ということが把握できると、

今後のよりよい市民のニーズを酌み取れる除雪
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へもつながると思いますので、ぜひ、情報開示

に向けては前向きに取り組む余地を残していた

だければなと思いますが、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 基本的に、市民からの苦

情等につきましては、現在うちのほうでは、そ

の都度、現場のほうに行って確認しておりまし

て、その旨をその電話の方にお伝えはしておる

ところでございますので、そういう形での方法

といいますか、市のほうで使わせていただきた

いと今は考えております。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 先ほど、同僚委員の質問にも

ありましたが、このＧＰＳ除雪は大変可能性も

秘めておりますし、市民の方の興味も高いので、

ホームページ上できょうはここを行ったんだな

んていうことがわかるような取り組みまで進め

ることを要望としまして、以上でやめます。 

○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 それでは、都市計画事業費に

ついて伺います。平成２９年度、十日町のあそ

この角から角、要するにカミンのところから魚

屋のところまで、電話回線の柱を抜いたんです

けれども、どうも期待していた以上に景観がす

っきりしていないんですよ。これは私の印象で

す。今後、その計画をもうちょっと下十日町の

ほうまで延ばしていくのか、今後のちょっと、

今現時点での評価と今後の方向性について伺っ

ておきたいと思います。 

 あわせて、東北電力の電柱については、引っ

越しが非常に困難だという説明が以前あったや

に思うんですけれども、両方なることによって

効果も発揮できるので、その辺の見通し。そし

て、今回出ておりますファサード改修、どうも

上山の特徴ですが、雑なんですよね、風景が、

景色が。プラスチックの看板、色彩の統一があ

りませんから、黄色に何とかとか、プラスチッ

ク類がとにかく多い。そういう中で、ここに書

いてあるように、城下町の風情とかいうことを

考えるのであれば、ちょっとかなり大胆な手術

が必要なのかなというふうに思っておりますか

ら、修景事業についての今後の見通しを伺いま

す。 

 そして、松山住宅、その後、最終的には母子

寮とかいう表現もありましたが、解体した後、

何にされるつもりなのか。せんだって、松山地

内の方が救急車を要請したところ、救急車が入

れなくて、坊平あたりで遭難者を乗せるソリと

いうか、あの大きいものがありますね、あれで

救急車のところまで運んだという事例がことし

あったそうです。それくらい、松山というのは

タクシーの運転手さんも嫌うし、あの細い道路

を何とかしない限り、ちょっと生活面でもしん

どいなと思っておりますが、これは消防費で聞

くわけじゃなくて、松山地内の今回、解体する

ことにあわせて、道路改良などの見通しがあれ

ば、お伺いしたいと思います。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 松山の道路について、私の

ほうから。 

 松山は、大変狭い道路、しかも坂道というよ

うなことで消防車も入れないと、救急車もとい

うことがありまして、ずっとここ数年、話し合

いを進めてきたところでございます。ただ、残

念ながら、土地所有者が、いわゆる市外の土地

所有者がおりまして、その何人かの方々のうち

の一人が御理解をいただけなくて、実は進んで

いないという状況なんです。それさえ進めば、

我々もそういった緊急の場合も想定いたしまし
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て、あの地域と今話を進めているところでござ

います。 

 それで、地区会の方々も非常に一生懸命、地

主の方にも行かれておりますし、また、我々行

政も一体となっているところでございますが、

残念ながら、そういう状況でございますけれど

も、でも、引き続き、それを根気強く進めてま

いりたいというふうに考えておるところでござ

います。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 まず、十日町の電柱の部

分でございますけれども、平成２９年度につき

ましては電話柱を取り払うことと、あと防犯灯

を今現在取り外しをしているところでございま

す。そういう形で進めてはおりますが、一応、

計画としては、下十日町までの距離、５００メ

ートルについてやっていきたいということで計

画は持っておりますので、少しずつでも進めて

いきたいなというふうに考えております。 

 また、東北電力の問題でございますが、やは

り東北電力のほうがかなり難色を示しているよ

うな状況でございますので、ただ、委員のほう

から、オリンピックの部分で東京あたりでも無

電柱化の話で、かなりその辺の制約がもしかす

ると緩まってくる部分があるのかなという部分

ございますので、その辺の期待も込めまして進

めてはいきたいというふうに考えております。 

 また、改修の部分でございますが、現在、十

日町につきましては４軒ほどファサードを改修

している状況でございます。ただ、ファサード

改修がすぐにできるものではないというふうに

私どもは考えておりますので、まず、頑張って、

気長という言い方がいいか悪いかはまた別です

けれども、時間をかけながら少しずつでも進め

ていきたいというふうに考えております。 

 続きまして、松山住宅の解体後につきまして

は、市のほうと地元のほうと打ち合わせをさせ

ていただきながら、その辺については、活用に

ついては検討させていただきたいというふうに

今のところは考えているところでございます。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 わかりました。 

 松山住宅については、あそこは沢庵堰なんか

もあって、まち歩きする人も多いようですし、

そういったほっと一休みできるような場所にも

いいかもしれません。 

 道路については、市長のさっきの説明でわか

りましたけれども、何とかひとつ継続して努力

をお願いいたします。 

 十日町については、本当に羽州街道にふさわ

しい通りになるように、ぜひお願いいたします

し、要望でとどめておきたいと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 私からも道路の管理費、その

ほか２件ほど、お尋ねしたいと思います。 

 平成２９年度、フルーツラインの支障木を伐

採したわけなんですけれども、支障木の伐採の

方法を見てみますと、ただ道路にかぶさってい

る部分だけを切ったというか、枝を切って、た

だ通りよくしたというふうな感じで、こういう

ふうなやり方ですと、木の性質を申しますと、

歌の文句にもあるように、枝も栄える、葉も茂

るという、間もなく道が塞がれるのが目に見え

ている。 

 平成３０年度からは東北中央自動車道も開通

して、フルーツラインともつながり、交通量も

大幅に増加すると思います。このやり方が、た

だ金額で何メートルとするのか、それとも質の

量で決めて予算をつけるのか、その辺等を教え
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てください。 

 それから、もう一つ、除雪に関してですけれ

ども、平成２９年度の冬は本当に大雪で、除雪

費も大幅にかかったようになっているんですけ

れども、同じ業者でも、作業員の技術の差で、

きれいに掃いているところと、またすぐ、何だ

か、もう一回頼まなければならないようなとこ

ろと出てくるわけなんですけれども、そういう

ような場合の指導の方法の仕方。 

 あと、万が一、一回掃いた後に地区の住民か

ら、「これでは通れないからもう一回掃いてく

ださい」と言われたときに、料金が２回分にな

るのか、そんな点も教えてください。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 まず、フルーツラインの

支障木伐採につきましては、基本的にほとんど

が民地から生えている木でございまして、民地

の承諾を得た形での枝払い、道路にかからない

部分までの枝払いをさせていただいているとこ

ろでございます。単価については、メートル当

たりで単価を決定しているところでございます。 

 また、除雪につきましては、当然、運転手の

腕もございますし、機械の性能もございますの

で、当然、全部が同じようにはなかなかできな

くて、やはりうちのほうにも苦情などは来てい

ますけれども、基本的には、うちのほうとして

は、ローリングできる部分については直しなが

ら除雪をお願いしているという形になります。 

 また、きれいに掃かなくて、もう一度という

部分につきましては、うちのほうで、当然、指

導またはやっていただくようにお願いしている

ところでございまして、その分の除雪費につい

ては、当然、動いた分でございますので、お支

払いしているような状況でございます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 今の課長の支障木の伐採の件

ですと、所有者が根元から切っては悪いと言わ

れているから枝だけ払っているというような、

そんな説明のように聞こえるんですが、そうな

んですか。 

 それから、もう一つ、除雪費は、一回掃いて、

苦情が来てもう一回掃くと２回分払うというこ

とになれば、業者にとってはメリットも出てき

て、そのようなやり方にしたほうが得だという

感じがするんですが、それではちょっとうまく

ないと思うんですが、いかがですか。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 支障木伐採につきまして

は、まず、道路から出ない部分を、道路の区域

にかかる部分について支障になる部分を切って

いるということでございますので、それ以外の

部分を大きく切るような形では、今のところは

考えてございません。 

 また、除雪費の話でございますが、先ほども

言いましたように、どんなに頑張ってきれいに

掃こうとしても機械の性能が悪かったりしてい

る部分もございますので、そういうものに対し

てまで、そちらが、業者が下手くそだから、何

回も掃けというような、ただで掃けというよう

なことは、道路としては当然言えない部分がご

ざいますので、そういう形でうちのほうは対応

させていただいているということでございます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 支障木のこと、前も何回も聞

いているんですけれども、平成３０年度からフ

ルーツラインが東北道インターチェンジとつな

がりますと大型バスがどんどん通るようになる

と思います。今、この前、支障木を切る前まで

だとバスも通れなかった、屋根に木がぶつかっ

て。そんな状況で「上山に来てください」と幾
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ら言ったって、観光客も来なくなると思います

ので、やっぱりどうせ金を使うのだったら、一

回支障木を処分したならば、何十年としなくで

きるように、根元から伐採するような方法でし

たほうが後々までにも経費の削減につながると

思うんですが、いかがですか。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 同じようなことを言いま

すけれども、道路の幅というのは、道路の舗装

幅だけではございませんので、例えばブロック

を積んでいると、ブロックの上までが道路の幅

になっておりますので、その部分まで、一応う

ちのほうとしては支障木として切っていると。

すぐにそこから道路のほうにはみ出してくると

いうのはなかなかないのではないかというふう

に考えております。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 何回も申し上げるようですが、

枝だけだったら、１年でどのくらい伸びると思

いますか、課長。そういうようなこと、木の性

質というものを調べて、同じ金を投資するのだ

ったら、後々まで経費の削減になるようなやり

方でしてもらいたいと思います。 

 あと、除雪も、さっき言ったように、機械の

性能ではなく、私から見れば腕が悪いと私思い

ます。その点なども指導して、同じ金を使うの

だったら、そういうふうな効果的になるような

方法で平成３０年度の冬は取り組んでもらいた

いと思います。お願いします。要望です。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 都市計画事業費です。 

 都市マスタープラン策定業務委託料が計上さ

れていますけれども、平成３０年度、どのよう

な取り組みをしていくのか、今後のロードマッ

プをお示しいただきたいなと思います。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 現在まで、過去のフォロ

ーアップ等のものもやってきておりますが、平

成２９年度につきましては、骨子、要は位置づ

け期間、区域・まちづくりの方針並びに本市の

課題の整理までさせていただいております。 

 平成３０年度につきましては、土地の整備方

針ということで、まず、全体構想、土地利用、

安全安心、あとは道路の交通、環境の部分、そ

れとあとは地区別構想、これを４地区に分けて

地区の皆さんといろいろとお話しさせていただ

きながら地区別構想をまとめていくと。その全

体構想と地区別構想をまとめた形で都市づくり

の実施への方策、どういうものをやっていくか

というものまでまとめて、都市マスタープラン

として整備していきたいというふうに考えてお

ります。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 今の件、了解しました。 

 これからも多分、地区の方、今、４地区とい

うふうにお話ありましたけれども、１年間で４

地区回られると、４地区の方を対象に話し合い

をされるということで、労力もかかると思いま

すけれども、都市マスタープラン、非常に重要

な計画でありますので、進めていっていただき

たいなというふうに思います。 

 次になんですけれども、空家等対策事業費で、

まず、危険空家解体補助のほうが拡充されてい

ます。額と件数がどのように拡充されたのかに

ついて。 

 あと、家財類の処分に対しての補助が新規、

あとは中心市街地活性化基本計画区域内の空き

家を店舗等に改修して用途変更をする際の調査

設計費の一部補助、これについて、何戸利用を
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想定されているのかについてお示しください。 

○中川とみ子委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 危険空家解体補助につい

ては、１０戸、同じ数でございますが、補助金

を１０万円アップさせてもらいまして、事業費

の４０％のマックス６０万円から７０万円に変

更させていただきます。 

 また、空き家の改修設計補助金でございます

が、こちらについては、中心市街地の空き家バ

ンクを活用する方に対して、空き家のリノベー

ションという形で、例えば空き家住宅を店舗に

するというような場合には、当然、模様がえな

どが必要な場合に確認申請などが必要になりま

す。その場合の費用として６０万円ぐらいかか

りますので、そのうちの２分の１ということで、

マックス３０万円の２件を考えております。 

 また、空き家等の家財補助、処分費でござい

ますが、こちらにつきましては、やはり空き家

バンクに登録していただける方で、空き家の処

分、大体１件当たり１０万円ほどかかりますが、

その２分の１ということで５万円を件数的には

１０件ほど見込んでいるものでございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 特に２番目で説明いただいた、

空き家を店舗に改修するというのは、多分、本

市にとって非常に重要な問題で、店舗兼空き家

という状況が改善されることで、中心市街地の

利用が進むのかなというふうに思っているとこ

ろです。現状、２件の利用を見込んでいるとい

うことですけれども、ぜひ、この２件分は必ず

進めていただきたいなというふうに思います。 

○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、９款消防費について当局の説明を求め

ます。財政課長。 

〔金沢直之財政課長 登壇〕 

○金沢直之財政課長 それでは、９款消防費に

ついて御説明申し上げます。 

 １０２、１０３ページをお開きください。 

 １項消防費でありますが、１目常備消防費は

３億６，２５７万９，０００円で、前年度対比

２，６３１万８，０００円の増でありますが、

職員人件費の増などによるものであります。 

 消防総務費は、消防庁舎の維持管理経費や県

消防学校入校に要する経費、女性防火連絡協議

会補助金、職員の貸与備品などのほか、ＮＥＴ

１１９番通報装置や多言語コールセンター利用

に要する経費を措置し、防災等活動費では、県

防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金、土の

う用の原材料、小型船舶や小型移動式クレーン

の資格等に係る経費など防災活動に要する経費

を措置し、救急業務費では、県消防学校での救

急隊員の養成等、救命士再教育、指導救命士の

養成、病院での実習、医薬材料、救命士が使用

するＡＥＤなどの資器材費など救急業務に要す

る経費を措置したほか、職員人件費であります。 

 ２目非常備消防費は４，８２４万２，０００

円で、前年度対比３４８万９，０００円の減で

ありますが、消防団運営費では、消防団員の報

酬や出動手当、消防団車両や施設の維持管理経

費、県消防補償等組合負担金、消防団サポート

事業を推進するためののぼり旗など消防団の運

営に係る経費を措置するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 ３目消防施設費は２億９３１万８，０００円

で、前年度対比９，４５６万８，０００円の減

でありますが、高機能消防指令センター更新工
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事の減などによるものであります。 

 消防施設維持保全費では、消防救急デジタル

無線等の保守、機器の点検修理に係る経費や消

火栓維持管理負担金など消防施設の維持保全に

要する経費を措置し、市単独消防施設整備事業

費では、水槽付消防ポンプ自動車更新、上生居

の消防団拠点施設新築等の工事、泉川のポンプ

庫新築等の工事、耐震性防火水槽の整備、防火

水槽有蓋化、ホース乾燥併用サイレン塔整備、

小型動力ポンプ付軽積載車、小型動力ポンプ３

台の更新に係る経費、その他施設の改修、消火

栓設置に係る負担金などを措置するものであり

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、発言を許

します。佐藤委員。 

○佐藤光義委員 ３目の消防施設費の中の防火

水槽のことについてお伺いします。 

 耐震性の防火水槽とありましたが、平成３０

年度は何基予定なのかと、もう一点、防火水槽

の有蓋化は何基ほど予定しているのか、お伺い

します。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 耐震性防火水槽に当たりま

しては３基を予定しております。 

 無蓋防火水槽の鉄板蓋がけ、いわゆる有蓋化

工事にあっては４基を計画しております。 

○中川とみ子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 それの場所はどの辺になりま

すか。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 耐震性防火水槽に当たりま

しては、永野地内、久保手地内、金瓶地内の計

３基を予定しております。 

 鉄板有蓋化に関しましては、久保手地内、牧

野地内、小笹地内、金谷地内の計４基を計画し

ております。 

○中川とみ子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 今後も計画的に、なるべく毎

年多くの有蓋化というものを行えるように順次

計画的に進めていってほしいと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。井上委員。 

○井上 学委員 １目のことで、職員体制につ

いて、平成２９年度も聞いたことなんですけれ

ども、平成３０年度に向けてどういったことに

なっているのか、お聞かせください。定員を満

たせるのかどうなのか。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 現在、消防職員は５３名体

制で行っておりますが、平成３０年に当たりま

しては５５人体制で予定しております。ただし、

１名、山形県の消防防災航空隊のほうに１名派

遣する予定でございますので、５４名体制の上

山市の現状ということになります。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 改善しているというか、ある

程度定員を満たしたのかなというような感じは

するんですけれども、引き続き、職員の多忙化

とかそういった部分もありますので、ぜひ、定

員を常に満たすような形での活動をよろしくお

願いいたします。 

○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 さっき聞き漏らしたというか、

聞き間違えたのかしれませんが、ＮＥＴ１１９

番という説明がなかったですか。それから、多

言語何たらかんたらと、ちょっと早口でわから

なかったので、そこの説明をお願いしたいと思
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います。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 今回の平成２９年度の消防

指令センターの更新に伴いまして、ＮＥＴ１１

９、いわゆる聴覚障害者を主に考えたスマート

フォン並びに携帯電話のリアルチャット方式、

いわゆるＳＮＳに似ているんですが、字で１１

９番する通報でございます。 

 それと、多言語コールセンターの使用なんで

すが、要するにインバウンド対応も考慮いたし

まして、多言語のコールセンターのほうと契約

いたしまして三者通話を１１９番でできるよう

に計画しております。外国人が１１９番通報を

して上山消防のほうに入りますと、そこで通訳

依頼を会社のほうにお願いいたしまして、三者

通話を行いながら対応するという計画でござい

ます。なお、対応の言語に関しましては５言語

対応でありまして、英語、中国語、韓国語、ポ

ルトガル語、スペイン語でございます。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 ＮＥＴ１１９は聴覚障害者用

ということですが、これはそうすると、そうい

ったアプリがあって、それを自分のスマホに取

り込む必要があるわけですね、そうすると、使

う人は。 

 そして、多言語ですが、スペイン語、ポルト

ガル語というのはそれだけ需要があるというこ

とですかね。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 最初に、ＮＥＴ１１９につ

いてお答えいたします。ＮＥＴ１１９に関して

は、基本的には、アプリをいわゆるダウンロー

ドいたしまして対応するのでございますけれど

も、使い方を間違えますと、いわゆる誰でもや

っていろいろな間違い、誤報、そういうことを

防止するためもありまして、基本的には、聴覚

障害者のほうに通知を出しまして、こちらに説

明をきちっと行って登録していただくという形

をとっておりますので、先日、その登録の説明

会を行いました。現在のところ、４名ほどの登

録者がおるんですけれども、今後も継続いたし

まして、その説明と登録のほうをこちらのほう

で広報もしくはアクションしていきたいなと考

えております。 

 もう一点でございますが、多言語コールセン

ターの５カ国語なんでございますけれども、基

本的には英語、中国語、韓国語、いわゆるハン

グル語が多いと思われますが、全国的にポルト

ガル語、スペイン語を話す方も、近辺ではあり

ませんけれども、群馬県なんかは結構多いので、

そちらの観光客の対応も考えられるということ

でこの対応に、５カ国語の対応に計画しており

ます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。棚井委員。 

○棚井裕一委員 指導救命士養成研修負担金と

ありますけれども、救急救命士とか指導救命士

の規模に対する充足率をお知らせください。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 指導救命士に当たりまして

は、各消防本部に計画で１名以上指導救命士を

置くというような計画でおりますけれども、当

市におきましては、２名を計画しております。

２名を置きますのは、２交替制でございますの

で、１名ずつ指導救命士を置くという計画でお

ります。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 先ほど、井上委員からもあり

ましたけれども、職員全体の充足率について、

経験者採用というふうな枠で採用試験が行われ
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たと思いますけれども、応募者というのはどの

程度だったんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 平成２９年の応募者は１名

でございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 消防という特性上、ほかの地

域で採用されて活躍なされて、地元に帰って地

元のために働きたいという方も少なからずいる

と思うんです。その際、やはり多くの人材とい

うものを門戸を広げて採用していただきたいと

思い、年齢制限、そういった点も今後御考慮い

ただけないでしょうか、お伺いします。 

○中川とみ子委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 委員おっしゃったように、

年齢制限に関しては、基本的に原則的なものは

消防では経験してきた職員に関しては、非常な

る知識が高い方もおると考えますので、この件

に関しては人事当局ともお話ししながら進めて

いきたいなと考えております。 

○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。 

 

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

散  会 

 

○中川とみ子委員長 本日はこの程度にとどめ、

あすは午前１０時から会議を開くこととし、本

日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後４時０９分 散 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－１８８－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


