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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 ４ 日） 

平成３０年３月８日（木曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第１０号 平成３０年度上山市介護保険特別会計予算 

 議第１１号 平成３０年度上山市浄化槽事業特別会計予算 

 議第１２号 平成３０年度上山市施設貸付事業特別会計予算 

 議第１３号 平成３０年度上山市後期高齢者医療特別会計予算 

 議第１４号 平成３０年度上山市産業団地整備事業特別会計予算 

 議第１５号 平成３０年度上山市水道事業会計予算 
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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 
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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 

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 
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午前１０時００分 開 議 

 

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

開  議 

 

○中川とみ子委員長 出席委員は定足数に達し

ておりますので、これより予算特別委員会を開

会いたします。 

 本日は、特別会計予算及び水道事業会計予算

の審査を行います。 

 

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

 議第１０号 平成３０年度上山市 

       介護保険特別会計予算 

 

○中川とみ子委員長 それでは、議第１０号平

成３０年度上山市介護保険特別会計予算につい

て、当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔尾形俊幸健康推進課長 登壇〕 

○尾形俊幸健康推進課長 おはようございます。 

 命によりまして、議第１０号平成３０年度上

山市介護保険特別会計予算について御説明申し

上げます。 

 予算書の１８４ページをお開き願います。 
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 平成３０年度上山市の介護保険特別会計の予

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３９億９，２００万円と

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。 

 一時借入金、第２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５億円と定めるものであります。 

 歳出予算の流用、第３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、各項に計上した保険給付費に係る予

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であります。 

 次に、第１表「歳入歳出予算」の説明でござ

いますが、重複説明を避けるため、事項別明細

書により御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、１９９ペー

ジ、２００ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費４，７４０万

３，０００円は、前年度対比１３３万５，００

０円の減でありますが、一般管理費では、電算

システムの処理業務委託料などを計上したもの

であります。そのほか、職員人件費であります。 

 ２項１目賦課徴収費２７８万６，０００円は

前年度対比１８万６，０００円の増であります

が、介護保険料の賦課徴収を行うための所要額

を計上したものであります。 

 ３項１目介護認定審査会費５０１万４，００

０円は、前年度対比１７万１，０００円の増で

ありますが、毎週１回開催している介護認定審

査会の運営経費を計上したものであります。 

 ２目認定調査等費２，５４９万４，０００円

は、前年度対比４万７，０００円の増でありま

すが、介護認定調査員の報酬、介護認定に係る

主治医意見書の手数料、介護認定調査業務の委

託料などを計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目趣旨普及費３万６，０００円は、前

年度と同額でありますが、介護保険事業のパン

フレットなどを作成する費用であります。 

 ５項１目運営協議会費２９万７，０００円は、

前年度と同額でありますが、介護保険事業運営

協議会の開催費用であります。 

 ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給

付費１３億７，１１５万８，０００円は、前年

度対比８，８３２万８，０００円の増でありま

すが、在宅において介護サービスを利用した場

合に給付するもので、通所介護サービスなどの

各種サービスの利用者見込みにより計上したも

のであります。 

 ２目特例居宅介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、緊急やむを得ない

理由で、要介護認定前に居宅介護サービスを利

用した場合の給付費であります。 

 ３目地域密着型介護サービス給付費６億７，

８３７万６，０００円は、前年度対比７２４万

６，０００円の増でありますが、小規模特別養

護老人ホームなどの各種サービス見込みにより

計上したものであります。 

 ４目特例地域密着型介護サービス給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に地域密着型介護サービスを利用した場合

の給付費であります。 

 ５目施設介護サービス給付費１２億７８３万

９，０００円は、前年度対比２，２８３万９，
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０００円の増でありますが、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設などの施設の給付費を計上し

たものであります。 

 ６目特例施設介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設介護サービスを利用した場合の給付費であり

ます。 

 次のページをお開き願います。 

 ７目居宅介護福祉用具購入費３７２万３，０

００円は、前年度対比８３万７，０００円の減

でありますが、入浴補助用具等の福祉用具の購

入に係る給付費を計上したものであります。 

 ８目居宅介護住宅改修費１,３１４万８，０

００円は、前年度対比１３３万２，０００円の

減でありますが、手すりなどの住宅改修に係る

給付費を計上したものであります。 

 ９目居宅介護サービス計画給付費１億７，７

７８万９，０００円は、前年度対比１,７６６

万９，０００円の増でありますが、居宅介護支

援事業所の介護サービス計画作成費用に係る給

付費を計上したものであります。 

 １０目特例居宅介護サービス計画給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に居宅介護サービス計画を利用した場合の

給付費であります。 

 ２項１目介護予防サービス給付費４，２４２

万円は、前年度対比３，７６７万円の減であり

ますが、在宅において利用する介護予防通所リ

ハビリテーションなどの介護予防サービス給付

費を計上したものであります。 

 ２目特例介護予防サービス給付費１０万円は、

前年度と同額でありますが、要支援認定前に介

護予防サービスを利用した場合の給付費であり

ます。 

 ３目地域密着型介護予防サービス給付費１，

１９１万８，０００円は、前年度対比１９３万

８，０００円の増でありますが、介護予防小規

模多機能型居宅介護などの給付費を計上したも

のであります。 

 ４目特例地域密着型介護予防サービス給付費

１０万円は、前年度と同額でありますが、要支

援認定前に地域密着型介護予防サービスを利用

した場合の給付費であります。 

 ５目介護予防福祉用具購入費８１万３，００

０円は、前年度対比１７万３，０００円の増で

ありますが、入浴補助用具等の福祉用具の購入

に係る給付費を計上したものであります。 

 ６目介護予防住宅改修費５３１万５，０００

円は、前年度対比７万５，０００円の増であり

ますが、手すりなどの住宅改修に係る給付費を

計上したものであります。 

 ７目介護予防サービス計画給付費８４３万７，

０００円は、前年度対比５５４万３，０００円

の減でありますが、介護予防支援事業所の介護

予防サービス計画作成費用に係る給付費を計上

したものであります。 

 ８目特例介護予防サービス計画給付費１０万

円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に介護予防サービス計画を利用した場合の給

付費であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目審査支払手数料３７８万円は、前年

度対比９万円の減でありますが、保険給付費の

請求審査手数料を計上したものであります。 

 ４項１目高額介護サービス費６，０２８万円

は、前年度対比４６８万円の増でありますが、

利用者負担額が高額になった場合に支給するサ

ービス費を計上したものであります。 

 ２目高額介護予防サービス費２２万円は、前

年度と同額でありますが、要支援の方を対象に
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支給する高額サービス費を計上したものであり

ます。 

 ５項１目高額医療合算介護サービス費１，１

７８万円は、前年度対比１９８万円の増であり

ますが、医療と介護の利用者負担額が高額にな

った場合に支給するサービス費を計上したもの

であります。 

 ２目高額医療合算介護予防サービス費２２万

円は、前年度と同額でありますが、要支援の方

を対象に支給する高額医療合算サービス費を計

上したものであります。 

 ６項１目市町村特別給付費１，４３０万円は、

前年度対比皆増でありますが、紙おむつ支給に

係る経費を計上したものであります。 

 ７項１目特定入所者介護サービス費１億５，

０１５万円は、前年度対比７７６万円の増であ

りますが、介護老人福祉施設などを利用した場

合の食費及び居住費について、低所得者の負担

軽減を図るため支給するサービス費を計上した

ものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ２目特例特定入所者介護サービス費５万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設などの食費及び居住費のサービスを利用した

場合に支給するものであります。 

 ３目特定入所者介護予防サービス費２５万円

は、前年度と同額でありますが、要支援の方が

短期入所生活介護などを利用した場合の食費に

ついて、低所得者の負担軽減を図るため支給す

るサービス費を計上したものであります。 

 ４目特例特定入所者介護予防サービス費５万

円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に短期入所生活介護などの食費のサービスを

利用した場合に支給するものであります。 

 ３款基金積立金１項１目介護給付費準備基金

積立金５０万円は、前年度と同額でありますが、

預金利子などを介護給付費準備基金に積み立て

るため計上したものであります。 

 ４款地域支援事業費１項１目介護予防・生活

支援サービス事業費（１号訪問、通所、生活支

援）７，０４８万６，０００円は、前年度対比

２，３５５万４，０００円の増でありますが、

介護予防・日常生活支援総合事業に係る要支援

者及び事業対象者を対象に訪問型、通所型サー

ビスなどを実施するため、給付費などの事業費

を計上したものであります。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費１，０

３７万３，０００円は、前年度対比１１３万円

の減でありますが、介護予防・日常生活支援総

合事業に係る介護予防ケアプラン作成相談業務

などを地域包括支援センターに委託するための

委託料として計上したものであります。 

 ２項１目一般介護予防事業費２，１０３万６，

０００円は、前年度対比８２万８，０００円の

増でありますが、一般高齢者を対象とした転倒

予防教室などのほか、水中ストレッチ運動教室

などを実施するための委託料などの事業費を計

上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目総合相談事業費１，０９０万３，０

００円は、前年度対比５９万１，０００円の増

でありますが、高齢者の総合的な相談業務に関

する事業を地域包括支援センターに委託する委

託料及びコンピューターの借り上げ料を計上し

たものであります。 

 ２目権利擁護事業費４０９万６，０００円は、

前年度対比４万６，０００円の増でありますが、

高齢者の権利擁護に関する事業を地域包括支援

センターに委託する委託料を計上したものであ

ります。 
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 ３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業費９９７万４，０００円は、前年度対比２２

８万４，０００円の減でありますが、介護支援

専門員などに対する個別相談や関係機関との協

力支援体制を確立するための事業を地域包括支

援センターに委託する委託料及び電算システム

保守管理委託料を計上したものであります。 

 ４目任意事業費７６７万３，０００円は、前

年度対比１，７４７万４，０００円の減であり

ますが、認知症高齢者等見守り事業、配食サー

ビス事業などの委託料などを計上したものであ

ります。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費４２万円

は、前年度対比４万３，０００円の増でありま

すが、在宅医療と介護の連携を推進するため、

関係機関による研修会や市民公開講座などを開

催する費用を計上したものであります。 

 ６目生活支援体制整備事業費２８３万１，０

００円は、前年度対比２８０万円の増でありま

すが、高齢者の生活支援の体制整備に向け生活

支援コーディネーターを配置するため、社会福

祉協議会に支払う委託料などの経費を計上した

ものであります。 

 ７目認知症総合支援事業費６２０万円は、前

年度対比１万円の増でありますが、認知症地域

支援推進員や認知症初期集中支援チームを設置

するための委託料などを計上したものでありま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 ８目地域ケア会議事業費２６万円は、前年度

対比皆増でありますが、サービス利用者の自立

に向け、多職種協働でケアプランの点検・検討

を行う自立型地域ケア会議の開催に係る経費を

計上したものであります。 

 ４項１目審査支払手数料４０万円は、前年度

対比２１万６，０００円の増でありますが、地

域支援事業費の請求審査手数料を計上したもの

であります。 

 ５款公債費１項１目利子２５万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子であり

ます。 

 ６款諸支出金１項１目第１号被保険者保険料

還付金１１０万円は、前年度と同額であります

が、被保険者の資格喪失などに伴う保険料の還

付金であります。 

 ２目第１号被保険者還付加算金１万円は、前

年度と同額でありますが、還付に伴う加算金で

あります。 

 ３目償還金１万円は、前年度と同額でありま

すが、国庫支出金精算返還金であります。 

 ７款予備費１項１目予備費９３万２，０００

円は、前年度対比１６４万５，０００円の減で

ありますが、予備費として計上したものであり

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 １９３ページ、１９４ページをお開き願いま

す。 

 １款保険料１項１目第１号被保険者保険料７

億９,４３４万６，０００円は、前年度対比８，

４７０万１，０００円の増でありますが、第１

号被保険者の保険料所得段階区分見込みにより

計上したものであります 

 １節現年度分特別徴収保険料７億４,４１４

万８，０００円は、第１号被保険者の年金から

特別徴収する見込み額を計上し、２節現年度分

普通徴収保険料４,８６９万８，０００円は市

が直接徴収する見込み額を、３節滞納繰越分普

通徴収保険料１５０万円は、過年度における滞

納繰越介護保険料の徴収見込額を計上したもの

であります。 
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 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、介護保険

料徴収に係る督促手数料であります。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金６

億７,７８８万３，０００円は、前年度対比２，

２２９万５，０００円の増でありますが、１節

現年度分６億７,７８７万３，０００円は、保

険給付費に国の負担割合を乗じて計上したもの

であります。 

 ２節過年度分１万円は、過年度精算分を存目

程度計上したものであります。 

 ２項１目調整交付金２億７,１１０万円は、

前年度対比３,５４６万６，０００円の増であ

りますが、１節現年度分２億７,１０９万円は、

保険給付費の実績見込みにより計上したもので

あります。 

 ２節過年度分１万円は、存目程度計上したも

のであります。 

 ２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生

活支援総合事業２，５５７万３，０００円は、

前年度対比９８０万８，０００円の増でありま

すが、１節現年度分２，５５６万３，０００円

は、介護予防・生活支援サービス事業費及び一

般介護予防事業費に国の負担割合を乗じて計上

したものであります。 

 ２節過年度分１万円は、存目程度計上したも

のであります。 

 ３目地域支援事業交付金、介護予防·日常生

活支援総合以外地域支援１，６３０万５，００

０円は、前年度対比６４５万７，０００円の減

でありますが、１節現年度分１，６２９万５，

０００円は、包括的支援事業、任意事業に国の

負担割合を乗じて計上したものであります。 

 ２節過年度分１万円は、存目程度を計上した

ものであります。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付

金１０億１,２２８万８，０００円は、前年度

対比７４７万２，０００円の減でありますが、

１節現年度分１０億１,２２７万８，０００円

は、保険給付費に第２号被保険者の負担割合を

乗じて計上したものであります。 

 ２節過年度分１万円は、存目程度を計上した

ものであります。 

 ２目地域支援事業支援交付金２,７６１万９，

０００円は、前年度対比５５４万８，０００円

の増でありますが、１節現年度分２,７６０万

９，０００円は、介護予防・生活支援サービス

事業費及び一般介護予防事業費に第２号被保険

者の負担割合を乗じて計上したものであります。 

 ２節過年度分１万円は、存目程度計上したも

のであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ５款県支出金１項１目介護給付費負担金５億

４,０６１万１，０００円は、前年度対比１,２

５５万１，０００円の増でありますが、１節現

年度分５億４,０６０万１，０００円は、保険

給付費に県の負担割合を乗じて計上したもので

あります。 

 ２節過年度分１万円は、存目程度計上したも

のであります。 

 ２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日

常生活支援総合事業１,２７８万６，０００円

は、前年度対比２９３万３，０００円の増であ

りますが、介護予防・生活支援サービス事業費

及び一般介護予防事業費に県の負担割合を乗じ

て計上したものであります。 

 ２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援８１５万２，０００円

は、前年度対比３２２万９，０００円の減であ

りますが、包括的支援事業・任意事業費に県の
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負担割合を乗じて計上したものであります。 

 次に、６款財産収入１項１目利子及び配当金

５０万円は、前年度と同額でありますが、介護

給付費準備基金の利子であります。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金４億６, 

９９５万２，０００円は、前年度対比１,４７

０万２，０００円の増でありますが、１節現年

度分４億６,９９４万２，０００円は、保険給

付費に市の負担割合を乗じて計上したものであ

ります。 

 ２節過年度分１万円は、存目程度計上したも

のであります。 

 ２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生

活支援総合事業１,２７８万６，０００円は、

前年度対比２９３万３，０００円の増でありま

すが、介護予防・生活支援サービス事業費及び

一般介護予防事業費に市の負担割合を乗じて計

上したものであります。 

 ３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援８１５万２，０００円

は、前年度対比３２２万９，０００円の減であ

りますが、包括的支援事業・任意事業費に市の

負担割合を乗じて計上したものであります。 

 ４目低所得者保険料軽減繰入金４９２万４，

０００円は、前年度対比４５万６，０００円の

増でありますが、低所得者保険料軽減に係る繰

入金を計上したものであります。 

 ５目その他の一般会計繰入金８,１２３万５，

０００円は、前年度対比１３２万６，０００円

の減でありますが、職員人件費を含む事務費繰

入金を計上したものであります。 

 ２項１目介護給付費準備基金繰入金２，７６

８万８，０００円は、前年度対比４，３６８万

円の減でありますが、介護給付費準備基金から

繰入金を計上したものであります。 

 ８款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ９款諸収入１項１目第１号被保険者延滞金１

万円は、前年度と同額でありますが、保険料に

係る延滞金を存目程度計上したものであります。 

 ２項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 ３項１目第三者納付金１万円は、前年度と同

額でありますが、交通事故等の第三者の行為に

よって生じた納付金を存目程度計上したもので

あります。 

 ２目雑入１万円は、前年度と同額であります

が、他市町村からの介護保険認定調査料などを

存目程度計上したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、一時借入金及び歳出予算

の流用を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。守岡委員。 

○守岡 等委員 まず、保険料の問題ですけれ

ども、本市の第７期介護保険事業計画の介護保

険料、月額６，０８０円となりまして、第６期

よりも１２．２％増となっています。年金生活

者の保険料負担はこれまで月額５，０００円が

限界だというふうに言われていましたので、か

なり厳しい額かと思われます。県内１３市でも

上から５番目のランクとなっているようです。 

 保険制度なので、当然この利用者がふえれば

保険料も上がるというこういう仕組みになって

いることが要因かと思われますけれども、給付

費の実績を見ると、第６期の平成２７年度、平

成２８年度、平成２９年度、平成２９年度はま
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だ年度途中なのであれですけれども、平成２７

年度から平成２８年度の推移を見ると、居宅介

護サービス、施設サービス、介護予防サービス

などは、全て減少しているわけです。地域密着

型と地域密着型介護予防サービスはふえている

ようなんですけれども、介護保険制度が始まっ

て以来初めてこの給付費が減少したということ

で、その減少の要因についてはまた別の機会で

議論したいと思うんですけれども、こういう給

付が減っている状況の中でこの保険料が１２．

２％も上がる、その要因についてお示しくださ

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 給付費の見込みが減

っているということでございますけれども、平

成２９年度の今の状況でございますが、前年度

の同時期と対比しまして約４．３％ほど伸びて

いるという状況でございます。 

 平成２８年度につきましては、認定者数が初

めて前年度を下回ったということで、また総合

事業に移行したという部分もありまして、給付

費全体としては対前年比を若干下回ったという

状況でございますが、それ以外の状況を見ます

と、やはり給付費については３ないし５％、多

い年ですと６％ほど伸びているという状況がご

ざいますので、高齢化率も高くなっているとい

う状況を踏まえますと、やはりそこの部分につ

いて給付費は伸びていくだろうということで、

まず保険料がふえているという大きな要因の一

つということであります。 

 また、もう一点につきましては、国の制度に

おきまして事業計画、３年ごと、国で立てるよ

うな計画になっているわけですけれども、それ

に合わせまして、現役世代といいますか、第２

号の被保険者、４０歳以上６４歳までの方の保

険料と６５歳以上の第１号被保険者の負担割合

が、今回の改正で１％高齢者側のほうにふえて

いるという状況でございます。上山市のように

被保険者１万１，０００人ぐらいの規模でござ

いますので、そういった給付認定者もふえてき

て給付費がふえる中で、１％の負担割合が変更

になったという部分について、結構大きな影響

を受けているという部分であります。 

 あと、最後にもう一点としましては、市町村

特別給付という形で今回紙おむつの支給を計上

させていただきましたが、そちらについても第

１号の被保険者のほうで、保険料のほうで見る

ということになりますので、その部分について

も増加の要因になっているかと思います。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 平成２９年度、前年比で上回

っているということで了解しましたけれども、

それでもやはり５％強、給付に対して保険料が

１２．２％とはちょっと多いのかという気もし

ます。 

 一方で、今度はサービス提供体制がどうなる

かという問題で、特別養護老人ホームなどの施

設体系については第７期の計画では整備しない

ということなんですけれども、先週も私のとこ

ろに相談がありまして、これまで母親を一人で

介護していたんですけれども、認知症が進んで

もう限界だということで、特別養護老人ホーム

に入所希望を出したんですけれども、やはりも

う数年待ちだという状況で、何とか小規模多機

能型のところで対応してもらうことになったん

ですけれども、そちらのほうはやはり利用料が

高くてとても母親の年金では払えないというこ

とで、息子さんも非正規の雇用という経済状況

だったんですけれども、やはり特別養護老人ホ

ームが必要だと、何とか入れないかという相談
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でした。 

 今要介護５の方が２５０人いらっしゃるとい

うことを資料で確認しましたけれども、そのう

ち在宅で介護をしている方、特別養護老人ホー

ム入所が必要な緊急性のある方、相当数いらっ

しゃるかと思いますけれども、やはりこの方た

ちの基本的人権というものを保障するためにも

特別養護老人ホームの整備が必要ではないかと

考えますが、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 要介護５の認定者の

状況でございますけれども、約２４０名のうち、

在宅というのが９０名ほどというふうになって

おりますが、そのうちショートステイなどを利

用していたり、また入院などをしている方とい

うようなことで、住所が在宅のままという方も

相当数いまして、実数としては三十名程度の数

なのかというふうに思っております。 

 また、ちょっと調査の時点は少し前になるん

ですけれども、在宅の要介護５の方で特別養護

老人ホームに申し込んでいる方の数というのは

６名ということで把握していたところでござい

ます。 

 そういった状況で、緊急性の高い人の部分の

状況と、市内の特別養護老人ホームとか周辺の

自治体、山形市などの特別養護老人ホームの市

内の方の利用者の出入りの状況を見ますと、第

７期に関しては何とか可能になってくるのでは

ないかという判断をさせていただいているとこ

ろでございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 やはり今市民の間では、そう

簡単に特別養護老人ホームは入れないと、最初

から諦める方も相当数いると思います。 

 今回国のほうでは、特別養護老人ホームとは

別に、長期的な医療と介護のニーズをあわせ持

つ高齢者の介護ということで、新たな施設体系

としてこの介護医療院というものが創設されて

おるようなんですけれども、これに対する本市

での見通しについてお聞かせください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 介護医療院につきま

しては、村山地域、村山管内の中で、医療機関

のほうで１カ所転換を予定しているというふう

には聞いております。 

 ただ、市内の医療機関、病院等の中で新設と

か転換をするという動きというのは今のところ

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 なかなかやはり施設体系とい

うのは厳しい状況にあるというふうに理解しま

した。 

 それで、じゃあ在宅のほうはどうかというこ

とで、これからこの在宅でみとるということは

ふえるかと思うんですけれども、内閣府の調査

でも最期、人生の最期を在宅で迎えたいという

方が５５％いらっしゃるそうです。やはりこの

住みなれた地域、環境で、最期を家族に囲まれ

ながら迎えたいという、これは人間のやはり自

然な願望だと思います。 

 国のほうでも、医療費抑制の観点から、この

地域包括ケアシステムということで、在宅での

みとりを推奨しているようですけれども、それ

に対しては、本市でこの在宅でみとりを行う体

制整備が果たして十分かどうかという問題です。 

 今、在宅でのみとりというのは全国平均で１

３．０％というふうに伺っておりますけれども、

本市でのみとりの状況はどうなっていますか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 本市でのみとりの状
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況については把握していない状況でございます。 

 なお、県のほうがみとりを実施した医療機関

等に対して調査を進めているというふうな情報

は聞いておりますが、まだ公表はされていない

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 当然この在宅みとりというの

は今後の課題になると思いますので、問題はこ

の２４時間対応が可能な診療所、医療機関とか、

あるいは訪問看護ステーションだとか、あるい

は看護小規模多機能型居宅介護というやつ、そ

れこそこの整備が必要になろうかと思うんです

けれども、第７期の事業計画で、こうした在宅

みとりの体制整備という点ではどういった方針

になっているでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 第７期でみとり対応

というふうな部分については、直接的に対応と

いう部分では記載になっておりませんけれども、

委員おっしゃるように今後在宅でのみとりとい

うふうな方向性も、国のほうの動きの中でふえ

てくることが想定されております。 

 ただ、現在の状況でございますが、市内の訪

問看護ステーションの中で２４時間対応してい

るところはないという現状でございます。ただ、

緊急のみとりについては一部の訪問看護ステー

ションのほうで対応するというふうに話を聞い

ておりまして、それ以外については山形市内等

からの訪問看護ステーションの事業所が入って

いるという状況でございます。 

 実数的には、今現在ではそんなに多くはない

ような状況でございますけれども、今後の需要

等を踏まえまして、在宅医療と介護の連携の推

進会議というようなことで、医療機関、薬剤師

会、医師会、訪問看護ステーション等々の方々

で構成している会議もございますので、そうい

った中でいろいろな、どういう取り組みができ

るかという部分を引き続き検討しながら、次期

以降の対策等で、その辺の対応を含めて検討し

ていかなければいけ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 ぜひそういう方向でお願いし

たいと思います。 

 施設も入れない、在宅もまだ不十分だという

状況で、やはり保険料だけがこの１２％に上が

るという、やはり市民の感情から言わせれば非

常に、そういう思いを馳せる必要があると思い

ますので、そうした市民感情に即した今後の対

応をお願いしたいと思いまして、質問を終わり

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 私も保険料のことについて質

疑させていただきたいと思います。 

 この第７期計画をつくるに当たってとられた

アンケートで、保険料と介護サービスのあり方

についてあなたの御意見に近いものはというふ

うなことで回答、多い順から、保険料が多少高

くても給付されるサービスが充実していればよ

いという方が４７％、給付されるサービスを多

少抑えても保険料が低いほうがよいという方が

４６％、ほぼ半々というような認識で、保険料

は上げてほしくないという市民の方が半分いる

のだと私は理解しました。 

 そういった中で、今回は保険料値上げになる

わけですけれども、対応として、１億９，００

０万円ある基金を３年間で１億６，０００万円

取り崩しとかいうふうなことで、なるべく上昇

を下げようという努力は認めつつなんですが、
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やはり保険料は上げてほしくないという市民の

声をどうにか実現できないかという観点で、ち

ょっと市長にお聞きしたいと思います。 

 やはり、保険料が高くなったという部分に関

しては、国の国庫負担率が２５％というふうな

ところで、これを５割まで引き上げれば保険料

の部分に関しては何とかなるのか。これは言っ

てすぐになるものではないので、今後そういっ

た取り組みを強めていっていただきたいという

点と、あと全国自治体でやっているところは少

ないらしいんですけれども、一般会計からの法

定外繰り入れを行って保険料を抑制する、こう

いった手も市民の声に応える方法ともなると思

うのですが、その辺について市長、できないか

お聞かせください。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 保険料については、できる

だけ安くということは、この介護保険だけでは

なくていろいろな保険料に言えることだと思い

ます。 

 ただ、やはりある程度といいましょうか、水

準を維持してサービスをしていくというからに

は、やはりそれなりの財源というのは必要なわ

けでございますし、その財源構成の中でやはり

介護保険料も一つの財源だということでござい

ますので、我々もできるだけ上げないといいま

しょうか、そういう努力はしてきたつもりでご

ざいますし、またそういう意味におきましては

国の方針に沿った在宅のほうにも力を入れてい

るというようなこともございますし、総合的な

施策の判断の中でやむを得ずということがあっ

たわけでございます。 

 それともう一つ、法定外ということでござい

ますが、やはりこれについても、基本的には法

定外からの持ち出しはしないということでござ

います。それは、やはりそうしますと、じゃあ

どの程度になったら法定外になるのかと、今度

いろいろなほかの保険料といいましょうか、そ

ういうところに関連してくる部分もございます。

それはやはりできるだけそういった法定内の中

でいわゆる負担が可能といいましょうか、でき

るだけ負担、重い負担にするというように感じ

ないような方法を今後考えていかねばというふ

うに思っています。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 法定外繰り入れのことに関し

ては、やはり考え方が、市長はほかのところか

らというふうな観点、私はやはり市民の意思を

というふうな観点で違うというふうなところで、

なかなかそこは議論でも詰めていけないのかと

思うところです。 

 こういった中なので、私はこの保険料を値上

げなさるというふうなこの予算に対しては承服

しかねるということを申し上げたいと思います。 

 次に、１款３項の部分で、ここ何年来議論さ

せていただいている障害者特別控除対象者認定

のことについて、また再度議論させていただき

たいと思います。 

 平成２９年度の予算の議論の中では、山形市、

天童市のように対象者全員に交付するというこ

とではなく、まずは今後認定なされた方にそう

いった障害者控除の制度があるということを知

らせていくというふうなことだったんですが、

その点どう取り組まれて、成果というか、あっ

たのかお示しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 特別障害とか障害者

控除の取り扱いについてでございますけれども、

委員おっしゃるとおり平成２９年度予算でも議

論になったかと思いますが、それを踏まえまし
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て、認定結果の通知をする際にこういった、対

象になる方が全員ということではございません

けれども、一応こういう制度がありますという

ことで、まずチラシは同封させていただきまし

た。 

 そのことによりまして、全然対象にならない

方も含めましていろいろな問い合わせとかもふ

えておりますし、窓口に申請なさる方も平成２

８年度よりはふえている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 そういった取り組みが、成果

が出てきているのかという認識を受けました。 

 多分なんですけれども、これ新たに認定にな

った方に対してということで、平成２９年度予

算の際にお聞きした大体の対象者が１，８００

人ぐらいいるという方、全員にこの案内を出し

たわけではないかとは思います。なので、ぜひ

その部分の方にも出せば、まだその効果という

部分が上がって、障害者の控除という部分で申

請なされる方がふえるかと思うんですが、そう

いった取り組み、平成３０年度に向けてしてい

ただけないかどうかお聞かせ願います。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 基本的には更新時期

とか、新規認定で認定がおりた時点で通知を出

すときに同封させていただいておりますので、

対応しているつもりでおります。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 そういった中で、やはり貴重なというか、市

民の方から私聞いたんですけれども、問い合わ

せがあって、やはりその介護に関して控除にな

る部分はないのかという、市で独自につくれな

んていうふうなことも言われたんですけれども、

それは難しいのでこういったものもありますと

いうことで説明をしたら、その方自身は所得の

関係で控除という部分はあれだったんですけれ

ども、でもその家族の方に節税というか、そう

いったつけかえというかをして、考えるかとい

うふうなこともおっしゃっていましたので、ぜ

ひ対象者、そんなにいないんだっていう感覚で

はなくて、もしその案内でもできれば、その辺

も説明できるような対応をお願いしたいんです

けれども、どうでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、通知を踏まえ

まして、問い合わせ等があった場合については

窓口も含めまして丁寧な対応に努めてまいりた

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 了解しました。 

 市長も、手続をも含め負担にならないような

制度、そういうものはやっていくべきだという

ふうな、平成２９年での答弁をいただいていま

すので、ぜひ平成３０年度も引き続きそういっ

た対応で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。棚井委員。 

○棚井裕一委員 保険給付費が伸びると予想さ

れる中で、居宅介護福祉用具購入費、住宅改修

費、平成２９年度予算額よりも減というふうに

なっていますけれども、その根拠、及び介護予

防サービス給付費、これも大幅に減少されてい

ますけれども、減となっていますけれども、そ

の根拠をお示しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、福祉用具購入

費及び住宅改修費の部分でございますけれども、

こちらにつきましては、はっきり申し上げまし
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て年度ごとで大分ばらつきがあるという状況で

ございます。ですので、ある程度の期間を平均

して今回の事業計画の中では見させていただい

たということで、結果としてマイナスになった

という部分があったと。 

 ですので、前回の計画の時点ではもっと利用

している方も多かったという状況があって、こ

ればかりは全ての方が利用するということでは

ございませんので、そういった対応をとらせて

いっていただいているという部分でございます。 

 また、介護予防サービス給付費の部分でござ

いますが、こちらにつきましては総合事業のほ

うにデイサービスとかヘルパーの事業の部分に

ついて完全に移行しましたので、その部分が逆

に４款の総合地域支援事業のほうに増額になっ

ているという関係でございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 今の御説明によりますと、福

祉用具及び住宅改修、予防サービスに、全てに

おいて給付費自体の、サービス自体の減少とい

うものではないというふうに理解してよろしい

んですね。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 単純に利用が減った

ということではなくて、制度的な変更と、あと

年度によるばらつきがあるサービスだというこ

とで御理解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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１０号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１０号平成３０年度上山市介護保険特別

会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決

することに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議がありますので、

起立により採決いたします。 

 議第１０号平成３０年度上山市介護保険特別

会計予算について、原案のとおり可決すべきも

のに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○中川とみ子委員長 起立多数。 

 よって、議第１０号平成３０年度上山市介護

保険特別会計予算は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

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

 議第１１号 平成３０年度上山市 

       浄化槽事業特別会計 

       予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１１号平成３

０年度上山市浄化槽事業特別会計予算を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１１号平成３０年度上山市浄化槽事業特別会

計予算について御説明申し上げます。 

 ２１３ページをお開き願います。 

 平成３０年度上山市の浄化槽事業特別会計の

予算は、次に定めるところによるものでありま
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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１，５９０万円と定める

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。 

 次に、「第１表歳入歳出予算」の説明であり

ますが、重複説明を避けるため、事項別明細書

の歳出から御説明申し上げますので、２２２ペ

ージ、２２３ページをお開き願います。 

 １款浄化槽事業費１項１目浄化槽管理費１，

０２６万７，０００円は、前年度対比６５万１，

０００円の増でありますが、市管理浄化槽の修

繕費、保守点検や清掃に係る委託料などを計上

するものであります。 

 ２款公債費１項１目元金３７１万円は、前年

度対比７万９，０００円の増でありますが、市

債の償還元金を計上するものであります。 

 ２目利子１７５万円は、前年度対比７万８，

０００円減でありますが、市債の利子を計上す

るものであります。 

 ３款予備費１項１目予備費１７万３，０００

円は、前年度対比５万２，０００円の減を計上

するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

２２０ページ、２２１ページにお戻り願います。 

 １款使用料及び手数料１項１目浄化槽使用料

９２１万円は、前年度対比１５万円の減であり

ますが、浄化槽使用料の見込みを計上するもの

であります。 

 ２項１目督促手数料１万円は、前年度と同額

で、存目程度を計上するものであります。 

 ２款繰入金１項１目繰入金６６６万円は、前

年度対比７５万円の増でありますが、一般会計

繰入金を計上するものであります。 

 ３款繰越金１項１目繰越金１万円、４款諸収

入１項１目市預金利子１万円は、前年度と同額

で、存目程度を計上するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１１号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１１号平成３０年度上山市浄化槽事業特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１１号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１０時５３分 休 憩 

                  

    午前１１時０３分 開 議 

○中川とみ子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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 議第１２号 平成３０年度上山市 
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       施設貸付事業特別会計 

       予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１２号平成３

０年度上山市施設貸付事業特別会計予算を議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。財政課長。 

〔金沢直之財政課長 登壇〕 

○金沢直之財政課長 命によりまして、議第１

２号平成３０年度上山市施設貸付事業特別会計

予算について御説明申し上げます。 

 予算書の２２４ページをお開き願います。 

 平成３０年度上山市の施設貸付事業特別会計

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５，６００万円と定める

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。 

 一時借入金、第２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、５，０００万円と定めるものであり

ます。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明であります

が、重複説明を避けるため、事項別明細書で御

説明申し上げます。 

 最初に、歳出から御説明申し上げますので、

２３３ページ、２３４ページをお開きください。 

 最初に、１款施設貸付事業費でありますが、

１項施設貸付事業費１目総務管理費は２，４６

０万円で、前年度対比９９４万円の減でありま

すが、一般管理費で、勝馬投票券払い戻し資金

としての株式会社ニュートラックかみのやまへ

の貸付金について、自己資金等で調達する方向

に変えてきていることから減額するものなどで、

そのほか施設貸し付けに係る総務的経費、消費

税を措置するものであります。 

 ２目施設管理費は２８１万円で、前年度対比

２００万円の増でありますが、施設管理費で、

飯舘場外発売所の施設及び設備の警備や保守に

要する経費のほか、ニュートラックいいたての

処分に向けて不動産鑑定評価を実施する経費を

措置するものであります。 

 ２款１項１目基金積立金は４０万円で、前年

度対比１０万円の減でありますが、施設貸付事

業施設整備等基金利子の基金積立金を措置する

ものであります。 

 なお、平成２９年度末の基金の残高は２億２，

３００万円ほどと見込んでおります。 

 ３款１項公債費１目元金は２，６１９万２，

０００円で、前年度対比２，０４１万７，００

０円の減でありますが、ニュートラックいいた

て建設に係る市債の償還元金であります。 

 なお、平成３０年度で起債の償還は終了いた

します。 

 ２目利子は５５万５，０００円で、前年度対

比７７万９，０００円の減でありますが、市債

利子及び一時借入金利子であります。 

 ４款１項１目予備費は１４４万３，０００円

で、前年度対比２３万６，０００円の増とする

ものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻りまして、２３１ページ、２３２ページ

をお開きください。 

 １款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付

収入は、２２７万４，０００円で、前年度対比

１，５６９万６，０００円の減でありますが、

早い時期にニュートラックいいたての公売によ
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る処分を行いたいと考えておりますので、除染

作業用事務所としての土地建物貸付料を減額し

て計上したものであります。 

 ２目利子及び配当金は４０万円で、前年度対

比１０万円の減でありますが、施設貸付事業施

設整備等基金の利子を計上したものであります。 

 ２款繰入金１項１目基金繰入金は３，２００

万円で、前年度対比３００万円の減であります

が、施設整備等基金からの取りくずしを措置す

るものであります。 

 ３款１項１目繰越金は１３０万円で、前年度

対比２０万円の減でありますが、前年度繰越金

を計上したものであります。 

 ４款諸収入１項１目市預金利子は１万円で、

前年度と同額でありますが、歳計現金預金利子

を計上したものであります。 

 ２項貸付金元利収入１目勝馬投票券払戻資金

貸付金元利収入は２，０００万８，０００円で、

前年度対比１，０００万４，０００円の減であ

りますが、勝馬投票券払戻資金貸付金の返還金

とその利子を計上したものであります。 

 ３項１目雑入は８，０００円で、前年度と同

額でありますが、拾得物満期分を計上したもの

であります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出及び一時借入金を一括して

行います。 

 質疑、発言を許します。谷江委員。 

○谷江正照委員 ニュートラックいいたての公

売についてお伺いします。 

 除染作業の基地として使われている部分であ

りますが、この公売に当たりまして、その後東

電からの補償などはどのような形になるのでし

ょうか。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○金沢直之財政課長 ただいま、けさほどの新

聞にも載っていたかと思いますが、福島県内で

の補償の交渉についてようやく少し進んでいる

ような状況で、本市のニュートラックいいたて

に対する補償交渉につきましては、平成２９年

末ぐらいにあと２年分の営業補償で営業補償を

終わらせてもらいたい、財物についてはまだ交

渉のめどが立たないというようなことで話があ

りまして、上山市としては建物の資産分も合わ

せた形で、総額での補償でなければ２年分でオ

ーケーという返事はできないというような回答

をしている状況で、今後どのようになるかまだ

時期等、あと金額等についてめどが立っていな

い状況ではございますが、ニュートラックいい

たての起債の償還が終わった時点で、これ以上

維持管理経費を市で負担することは避けたいと

いうような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 この現在福島で大変なことが

起こっておる中、除染の作業に携わる方々も大

変な苦労をしていらっしゃいますが、その基地

となるところを今回貸し出さなければいけなく

なるということではございますが、その現場の

方に、直接の関係ではないのではございますが、

現場の方にふぐあい、不便ということは、この

土地に関しましては起きることはないでしょう

か。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○金沢直之財政課長 実は、除染の建物の貸し

付けにつきましては、例年１月、２月ぐらいま

で、次の年の借り入れを、建物を借りるかどう

か、国のほうの予算とか除染計画がわからない

うちは申し込みできないというふうに言われて
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しまうものですから、今回につきましても２月

ぐらいからようやく新年度、平成３０年度も貸

してもらいたいというような話が来ている状況

です。 

 私どもといたしましては、まず一番大きな面

積の部分については公売を目指したい。余り面

積が大きくないほうの駐車場については公売が

難しい可能性もあるということで、こちらにつ

いては飯舘村などとも協議をしたいというよう

なことで考えておりますので、そちらを貸すこ

とは可能であるというような形でお話をしてお

りまして、全くＪＶ業者のほうに不便がないと

いうことではないと思いますが、可能な限り便

宜を図りたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 よろしくお願いいたします。 

 約１２億円ぐらいかかって設置したもので、

１０年営業したところかとは思いますが、市民

の財産でもありましたが、ぜひよい形で決着が

できるように鋭意努力をお願いいたします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１２号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１２号平成３０年度上山市施設貸付事業

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

と決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１２号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 
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 議第１３号 平成３０年度上山市 

       後期高齢者医療特別 

       会計予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１３号平成３

０年度上山市後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔尾形俊幸健康推進課長 登壇〕 

○尾形俊幸健康推進課長 命によりまして、議

第１３号平成３０年度上山市後期高齢者医療特

別会計予算について御説明申し上げます。 

 予算書の２３５ページをお開き願います。 

 平成３０年度上山市の後期高齢者医療特別会

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４億３，７００万円と定

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。 

 一時借入金、第２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、１億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明でございま

すが、重複説明を避けるため、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、２４６ペー
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ジ、２４７ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費３１４万１，

０００円は、前年度対比３万７，０００円の増

でありますが、被保険者証の郵送料、コンピュ

ーターシステムの保守業務委託料などの管理経

費を計上したものであります。 

 ２項１目徴収費１８９万７，０００円は、前

年度対比１７万６，０００円の減でありますが、

保険料通知書の郵送料、使用料及び賃借料を計

上したものであります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金４億２，９１３

万７，０００円は、前年度対比３，７７５万６，

０００円の増でありますが、保険料等負担金な

どの納付金を計上したものであります。 

 ３款公債費１項１目利子１０万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子を計上

したものであります。 

 ４款諸支出金１項１目還付加算金１万円は、

前年度と同額でありますが、保険料の還付加算

金を計上したものであります。 

 ２目過誤納還付金１００万円は、前年度と同

額でありますが、過年度に納付された保険料の

還付金を計上したものであります。 

 ５款予備費１項１目予備費１７１万５，００

０円は、前年度対比６１万７，０００円の減で

ありますが、予備費として計上したものであり

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ２４２ページ、２４３ページをお開き願いま

す。 

 １款後期高齢者医療保険料１項１目特別徴収

保険料２億４，６２９万１，０００円は、前年

度対比３，１３５万６，０００円の増でありま

すが、被保険者数及び軽減措置等を勘案して計

上したものであります。 

 ２目普通徴収保険料５，９９７万５，０００

円は、前年度対比７４４万７，０００円の増で

ありますが、１節現年度分５，９６６万６，０

００円は、普通徴収者の軽減措置等を勘案して

計上し、２節滞納繰越分３０万９，０００円は

収納見込み額を計上したものであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、後期高齢

者医療保険料の徴収に係る督促手数料でありま

す。 

 ３款繰入金１項１目事務費繰入金１，９０５

万４，０００円は、前年度対比２０５万３，０

００円の増でありますが、広域連合の事務費負

担に係る繰入金を計上したものであります。 

 ２目保険基盤安定繰入金１億３８０万７，０

００円は、前年度対比３１０万円の減でありま

すが、保険料の軽減措置に対する繰入金として

計上したものであります。 

 ３目その他繰入金７２６万３，０００円は、

前年度対比７５万６，０００円の減であります

が、一般管理費及び徴収費等の経費に対する繰

入金として計上したものであります。 

 ４款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金を計上した

ものであります。 

 ５款諸収入１項１目延滞金１万円は、前年度

と同額でありますが、保険料に係る延滞金を存

目程度計上したものであります。 

 ２項１目還付加算金１万円は、前年度と同額

でありますが、保険料の還付加算金として広域

連合からの歳入を計上したものであります。 

 ２目保険料還付金５０万円は、前年度と同額

でありますが、広域連合からの保険料還付金を

計上したものであります。 



－２５２－ 

 ３項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目雑入２万円は、前年度と同額であり

ますが、広域連合の事務費負担金に係る決算剰

余金等を計上したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出及び一時借入金を一括して

行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１３号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１３号平成３０年度上山市後期高齢者医

療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議第１３号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 
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       産業団地整備事業特別 

       会計予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１４号平成３

０年度上山市産業団地整備事業特別会計予算を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。商工課長。 

〔冨士英樹商工課長 登壇〕 

○冨士英樹商工課長 命によりまして、議第１

４号平成３０年度上山市産業団地整備事業特別

会計予算について御説明申し上げます。 

 予算書の２５０ページをお開き願います。 

 平成３０年度上山市の産業団地整備事業特別

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５億８,５００万円と定

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。 

 地方債、第２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２表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第３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、５億８,５００万円と定めるものであ

ります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明であります

が、重複説明を避けるため、事項別明細書で御

説明申し上げます。 

 最初に歳出から御説明申し上げますので、２

６０ページ、２６１ページをお開きください。 

 １款１項１目産業団地整備事業費は５億８,

０１６万円で、前年度対比５億１６万円の増で
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ありますが、産業団地の全体面積約９．２ヘク

タールのうち、ＮＥＸＣＯ東日本がアスファル

トプラント用地として使用している土地を除い

た約４．２ヘクタールに係る経費として、開発

許可申請時に必要な県証紙代、工事監督支援業

務委託料、造成に係る工事費、整備エリアの土

地購入費、水道布設等工事負担金などを計上し、

農業用水パイプライン等の移設のための工事負

担金は、全体計画に係る必要額を計上するもの

であります。 

 ２款１項公債費１目利子は１４５万円で、前

年度対比１３５万円の増でありますが、市債利

子及び一時借入金利子を計上するものでありま

す。 

 ３款１項１目予備費は３３９万円で、前年度

対比２４９万円の増を計上するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻りまして、２５８ページ、２５９ページ

をお開きください。 

 １款財産収入１項財産売払収入１目不動産売

払収入は９８０万円で、前年度対比１２０万円

の減でありますが、産業団地分譲による土地売

払収入を計上するものであります。 

 ２款１項市債１目産業団地整備事業債は５億

７,５２０万円で、前年度対比５億５２０万円

の増でありますが、起債対象外経費を除き１０

０％充当することとし、計上するものでありま

す。 

 次に、第２表地方債について御説明申し上げ

ますので、２５３ページをお開きください。 

 第２表地方債でありますが、起債の目的は産

業団地整備事業で、限度額は５億７,５２０万

円とするものであります。 

 起債の方法につきましては、普通貸借又は証

券発行によるものとし、利率につきましては、

借入先との協定によるものであります。ただし、

利率見直し方式で借り入れる資金について、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し

後の利率とするものであります。 

 償還の方法につきましては、借入先の融資条

件によるものとし、ただし、財政上の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償

還もしくは低利に借換えすることができるとす

るものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、地方債及び一時借入金を

一括して行います。 

 質疑、発言を許します。大沢委員。 

○大沢芳朋委員 新産業団地整備事業というこ

とですけれども、２日前も企業誘致に関しまし

てお話をさせていただきました。山形銀行と企

業誘致に関して連携していくと、締結したとい

うことでした。 

 ちょっと私、漠然として、その中身を、どう

いった協力体制をしていくのか、お話しできる

範囲で構いませんので、ぜひ企業誘致推進室長

の副市長のほうから御答弁を願いたいと思いま

す。 

○中川とみ子委員長 副市長。 

○塚田哲也副市長 平成３０年１月２３日に連

携協定ということで追加変更協定を締結させて

いただきました。 

 協定の目的は企業誘致に関することというこ

とでございまして、じゃあ具体的に何をやるの

かというのをお尋ねかと思います。 

 私どもが今銀行とお話をさせていただいてい

る中では、銀行のネットワークを活用させてい

ただきまして、まず企業の投資情報をいただく
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ということ。 

 それから、我々のほう、当然その産業団地を

整備するということを、銀行のネットワークを

活用させていただいて発信いただくということ

を想定しております。 

 もう一点は、これは１２月に先生からも御指

摘いただきましたけれども、代行方式、そうい

った産業団地の整備手法については、これも少

し、金融機関ですので、これは市長からもあっ

たかと思いますけれども、直接のデベロッパー

とかに出向されている方もいらっしゃるという

こともありまして、そういった開発手法につい

てもちょっと勉強させていただくというような

連携の中身で今現在進んでいるというところで

ございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 市長、一生懸命今総合的に、

上山市のためにいろいろな政策をしていただい

ているところでございます。大変ありがたいと

思っております。 

 また、この産業団地、やはりうまくいくと、

市民の方も今どうなるんだろうというふうに思

っているところが多分にございます。ぜひ成功

できるように御期待申し上げますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○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。 

 以上で、議第１４号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１４号平成３０年度上山市産業団地整備

事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１４号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第１５号 平成３０年度上山市 

       水道事業会計予算 

 

○中川とみ子委員長 最後に、議第１５号平成

３０年度上山市水道事業会計予算を議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１５号平成３０年度上山市水道事業会計予算

について御説明申し上げますので、予算書の１

ページをお開き願います。 

 総則、第１条、平成３０年度上山市水道事業

会計の予算は、次に定めるところによるもので

あります。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次

のとおりとするものであります。（１）給水戸

数１万６００戸、（２）年間給水量３６５万立

方メートル、（３）１日平均給水量１万立方メ

ートル、（４）主な建設改良事業、配水管布設

替工事等。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 
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 収入、第１款水道事業収益を８億１，９００

万円とするものであります。内訳は、第１項営

業収益７億５，７１７万円、第２項営業外収益

６，１８０万円などであります。 

 支出、第１款水道事業費用を８億８００万円

とするものであります。内訳は、第１項営業費

用７億６，３９０万円、第２項営業外費用４，

３７０万円などであります。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２億５，４００万円は、過年度分損益

勘定留保資金６，０７４万４，０００円、当年

度分損益勘定留保資金１億６，３２５万６，０

００円、減債積立金３，０００万円で補塡する

ものであります。 

 収入、第１款資本的収入は１億７，６００万

円とするものであります。内訳は、第１項企業

債６，０００万円、第４項工事負担金８，５２

５万円、第６項国庫補助金１，８２０万円など

であります。 

 ２ページをごらん願います。 

 支出、第１款資本的支出は４億３，０００万

円とするものであります。内訳は、第１項建設

改良費３億７，９３６万１，０００円、第２項

企業債償還金５，０６３万９，０００円であり

ます。 

 債務負担行為、第５条、債務負担行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定めるものであります。 

 事項は、水道事業子育て世帯補助金で、平成

３１年度から平成３５年度の期間で、平成３１

年１月から補助終了月までの間に支払う水道料

金の２分の１相当額の累計額を限度額とするも

のであります。 

 企業債、第６条、起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定めるものであります。 

 起債の目的は上水道事業で、限度額を６，０

００万円とし、起債の方法につきましては普通

貸借又は証券発行で、利率につきましては借入

先との協定によるものであります。ただし、利

率見直し方式で借り入れる資金について、利率

の見直しを行った後においては、当該見直し後

の利率とするものであります。 

 償還の方法につきましては、借入先の融資条

件によるものであります。ただし、財政上の都

合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は

繰上償還もしくは低利に借換えすることができ

るものとするものであります。 

 一時借入金、第７条、一時借入金の限度額は、

２億円と定めるものであります。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、第８条、

予定支出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。 

 （１）営業費用と営業外費用の間、（２）建

設改良費と企業債償還金の間。 

 議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費、第９条、次に掲げる経費については、

その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならな

いとするものであります。 

 （１）職員給与費７，３５５万７，０００円、

（２）交際費２万円。 

 たな卸資産購入限度額、第１０条、たな卸資

産の購入限度額は１，０００万円と定めるもの

であります。 
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 次は実施計画でありますが、重複説明を避け

るため実施計画明細書で御説明申し上げますの

で、１６ページ、１７ページをお開き願います。 

 初めに、収益的収入及び支出の収入について

御説明申し上げます。 

 １款水道事業収益８億１，９００万円は、前

年度対比１，２００万円の減を予定するもので

あります 

 １項営業収益７億５，７１７万円は、前年度

対比４３８万６，０００円の減を予定するもの

であります。 

 １目給水収益７億２，５６８万８，０００円

は、前年度対比４５０万円の減でありますが、

水道料金を見込み計上するものであります。 

 ２目一般会計負担金１，３９０万円は、前年

度対比７７万６，０００円の増でありますが、

小倉簡水減価償却費相当額などの負担金を計上

するものであります。 

 ３目受託工事収益１万円は、存目程度を計上

するものであります。 

 ４目その他営業収益３４２万７，０００円は、

前年度対比８万７，０００円の減でありますが、

給水装置工事に係る検査や開閉栓などの手数料

を計上するものであります。 

 ５目受託金１，４１４万５，０００円は、前

年度対比５７万５，０００円の減でありますが、 

下水道使用料徴収事務受託金を計上するもので

あります。 

 ２項営業外収益６，１８０万円は、前年度対

比７６１万４，０００円の減でありますが、１

目受取利息及び配当金３０万円は預金利息を計

上するもので、２目長期前受金戻入６，１３９

万円は、固定資産の減価償却費に対する戻入額

を計上するものであります。 

 ３目雑収益１１万円は、存目程度を計上する

ものであります。 

 ３項特別利益３万円は、前年度対比同額であ

りますが、１目固定資産売却益１万円、２目過

年度損益修正益１万円、３目その他特別利益１

万円は、存目程度を計上するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 支出の１款水道事業費用８億８００万円は、

前年度対比２，０００万円の減を予定するもの

であります。 

 １項営業費用７億６，３９０万円は、前年度

対比１，７０８万７，０００円の減を予定する

ものであります。 

 １目原水及び浄水費３億４，４３５万円は、

前年度対比３，８１４万９，０００円の減であ

りますが、各施設の修繕費、ポンプなどの動力

費、電気計装設備管理などの委託料、受水費の

ほか、職員人件費などを計上するものでありま

す。 

 ２目配水及び給水費８，０４１万７，０００

円は、前年度対比４１１万２，０００円の増を

予定するものでありますが、漏水修理などの修

繕費、補修用材料費、漏水調査などの委託料の

ほか、職員人件費などを計上するものでありま

す。 

 ３目受託工事費は、前年度対比同額の１３万

円を予定するものであります。 

 ４目総係費６，４１８万５，０００円は、前

年度対比１，２１８万５，０００円の増を予定

するものでありますが、金融機関などの取扱手

数料、貸倒引当金繰入額、検針業務などの委託

料、子育て世帯の補助金のほか、職員人件費な

どを計上するものであります。 

 ５目減価償却費２億６，６３６万５，０００

円は、前年度対比４８１万２，０００円の増を

予定するものでありますが、建物などの有形固
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定資産減価償却費の計上であります。 

 ６目資産減耗費８１０万円は、前年度対比同

額で、固定資産除却費などを計上するものであ

ります。 

 ７目その他営業費用３５万３，０００円は、

前年度対比４万７，０００円の減を予定するも

のでありますが、材料売却原価などを計上する

ものであります。 

 ２項営業外費用４，３７０万円は、前年度対

比２９２万３，０００円の減を予定するもので

あります。 

 １目支払利息２，７４３万９，０００円は、

前年度対比６７万４，０００円の減であります

が、企業債などの利息を計上するものでありま

す。 

 ２目繰延勘定償却５９６万２，０００円は、

前年度対比２２４万円の減を予定するものであ

りますが、開発費償却を計上するものでありま

す。 

 ３目消費税は、前年度対比同額の１，０００

万円を予定するものであります。 

 ４目雑支出２９万９，０００円は、前年度対

比９，０００円の減を予定するものであります。 

 ３項特別損失１目貸倒損失は、前年度対比同

額の１万円を予定するものであります。 

 ４項１目予備費３９万円は、前年度対比１万

円の増を予定するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。 

 収入の１款資本的収入１億７，６００万円は、

前年度対比８，４００万円の増を予定するもの

であります。 

 １項１目企業債６，０００万円は、前年度対

比１，０００万円の増を予定するものでありま

すが、建設改良に充てる借入金を計上するもの

であります。 

 ２項１目加入金２０５万９，０００円は、前

年度対比６１万９，０００円の減を予定するも

のでありますが、給水装置新設等加入金を計上

するものであります。 

 ３項１目他会計負担金１，０４８万１，００

０円は、前年度対比１０６万９，０００円の増

を予定するものでありますが、消火栓更新など

の負担金を計上するものであります。 

 ４項１目工事負担金８，５２５万円は、前年

度対比７，０７５万円の増を予定するものであ

りますが、産業団地などの工事負担金を計上す

るものであります。 

 ５項１目固定資産売却代金１万円は、前年度

対比同額で、存目程度を計上するものでありま

す。 

 ６項１目国庫補助金１，８２０万円は、前年

度対比２８０万円の増を予定するものでありま

すが、生活基盤施設耐震化交付金を計上するも

のであります。 

 支出の１款資本的支出４億３，０００万円は、

前年度対比７，１００万円の増を予定するもの

であります。 

 １項建設改良費３億７，９３６万１，０００

円は、前年度対比６，３１４万２，０００円の

増を予定するものであります。 

 １目配水管布設費３億７，４２０万円は、前

年度対比６，４４５万円の増を予定するもので

ありますが、実施設計の委託料、配水管布設替

工事費などを計上するものであります。 

 ２目固定資産購入費１５５万５，０００円は、

前年度対比１７万３，０００円の減を予定する

ものでありますが、金属探知機などの購入費を

計上するものであります。 
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 ３目リース債務支払額３６０万６，０００円

は、前年度対比１１３万５，０００円の減を予

定するものでありますが、リース料元本分の支

払い額を計上するものであります。 

 ２項１目企業債償還金５，０６３万９，００

０円は、前年度対比７８５万８，０００円の増

を予定するものでありますが、企業債元金の償

還金を計上するものであります。 

 次に、５ページにお戻り願います。 

 平成３０年度上山市水道事業会計予定キャッ

シュ・フロー計算書について御説明申し上げま

す。 

 １、業務活動によるキャッシュ・フローは、

当年度純利益からその他流動負債の増減額まで

の小計２億５，０６１万４，０００円に、利息

及び配当金の受取額、利息の支払い額を増減し、

合計を２億２，３５４万５，０００円と予定す

るものであります。 

 ２、投資活動によるキャッシュ・フローは、

有形固定資産の取得による支出から、一般会計

または他の特別会計からの繰入金による収入を

増減し、合計をマイナス２億１，０１２万１，

０００円と予定するものであります。 

 ３、財務活動によるキャッシュ・フローは、

一時借入による収入からリース料の元本支払い

額までの小計５７５万５，０００円からリース

料利息の支払い額を差し引き、合計を５７２万

２，０００円と予定するものであります。 

 結果、資金の増加額が１，９１４万６，００

０円となり、資金の期首残高４億５，３１４万

８，０００円を加え、資金の期末残高を４億７，

２２９万４，０００円と予定するものでありま

す。 

 次に、１０ページをお開き願います。 

 平成３０年度上山市水道事業予定貸借対照表

について御説明申し上げます。 

 資産の部でありますが、１固定資産、（１）

有形固定資産は、イ土地からヌ建設仮勘定まで

を合計した４９億４，４１４万６，０００円に、

（２）無形固定資産の合計１１８万２，０００

円を加え、固定資産合計を４９億４，５３２万

８，０００円と予定するものであります。 

 ２流動資産は、（１）現金預金から（３）貯

蔵品までを合計し、５億９，３１１万７，００

０円と予定するものであります。 

 ３繰延勘定はありませんので、資産合計を５

５億３，８４４万５，０００円と予定するもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 負債の部でありますが、４固定負債は、

（１）企業債と（２）リース債務を合計し、１

６億３，４０４万１，０００円と予定するもの

であります。 

 ５流動負債は、（１）企業債から（５）預り

金までを合計し、１億７，９１２万８，０００

円と予定するものであります。 

 ６繰延収益は、（１）長期前受金と（２）長

期前受金収益化累計額を合計し、１１億９０５

万４，０００円と予定し、負債合計を２９億２，

２２２万３，０００円と予定するものでありま

す。 

 資本の部でありますが、７資本金は、（１）

自己資本金で合計を２１億９，３１９万６，０

００円と予定するものであります。 

 ８剰余金は、（１）資本剰余金は、イ受贈財

産評価額からハ国庫補助金までを合計した５９

５万３，０００円と予定し、（２）利益剰余金

は、イ減債積立金からハ当年度未処分利益剰余

金までを合計した４億１，７０７万３，０００

円と予定し、剰余金合計を４億２，３０２万６，
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０００円と予定するものであります。 

 その結果、資本合計は２６億１，６２２万２，

０００円となり、負債・資本の合計を５５億３，

８４４万５，０００円と予定するものでありま

す。 

 なお、６ページからの給与費明細書、その他

の説明書等につきましては説明を省略させてい

ただきますので、御参照いただきたいと存じま

す。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、全部を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 受水費についてであります。 

 報道によると、県企業局のほうで４広域水道

がそれぞれの自治体下の受水費の値下げを発表

したということでございます。村山広域水道を

利用している本市にとっても非常にいい話だと

思いますし、その契約の更新時期に合わせて粘

り強く交渉していただいた結果だと考えて、非

常に感謝申し上げるところです。 

 今回、受水費の値下げに伴って、一番やはり

気になるところというのは、本市の市民の水道

利用料金に転化されていくのかどうかというと

ころについて、方向性をお示しいただきたいと

思います。 

○中川とみ子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 受水料金の金額の変

更に伴う料金の関係でございますが、まず金額

としまして、今回の予算書の中では約３，７０

０万円程度の減を見込んでおるところでござい

ますが、水道事業全体としては、これから配水

管の更新という重要な事業が控えている時期で

あります。 

 そういったことで、本来であれば、そういっ

た事業が増加していく見込みになりますと逆に

値上げとかそういった課題も出てくるのではな

いかと思っておりますが、今回につきましては

そういった部分をこちらの差額をもって充当し、

できるだけそういったことに至らないように努

めていきたいと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 本来であれば水道料金を値下

げという形で市民に提示できるのが一番かと思

いますが、やはり一方でこの老朽管の問題とい

うか、安全安心な水を供給しなければならない

立場として、現在老朽管を多数抱えている中で、

計画的に更新していかなければならないという

事情は理解するところであります。 

 その中で、今回の計画が、今後１０年間企業

局のほうであったわけでございます。本市がこ

れまで考えていた今後１０年間の老朽管の更新

に係る計画に対して、今回の受水費の値下げっ

ていうものによってその計画が前倒しになるの

かどうかとか、そういう部分について改めてお

示しください。 

○中川とみ子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 考え方の前倒しとい

うことの御質問だと思いますけれども、計画の

中では、前倒しというよりもまず計画どおりに

やっていくということで考えております。 

 と申しますのが、やはり事業費が将来的に多

くなってきますと、当然その分借り入れとかそ

ういった部分が生じると見込んでおります。そ

ういった部分を抑えながら、安定的に経営しな

がらしていくためには、今回の分を前倒しとい

うよりもむしろ平準化させるということで、で

きるだけ支出が増加する時期が来ることを抑え

ながら、計画に合わせながら更新を進めていき
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たいという考え方でございます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 水道料金の値下げでもなくて、

老朽管の更新の前倒しでもなくて、いわゆるこ

の借入額を減らすことによって水道会計事業を

よりよい形に持っていこうという考え方の理解

でよろしかったでしょうか。 

○中川とみ子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 委員おっしゃるとお

り、やはり水道事業に関しましては健全に経営

していくということが一方で求められておりま

すので、やはり収支ということを考えながら事

業を進めなければなりません。 

 そういったことから、委員おっしゃるとおり

安定的な経営を目指す考え方によるものでござ

います。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 本来であれば、今回の受水費

引き下げがもたらすメリットというものは大き

かったのかと思います。やはり、この水道事業

会計の適正化というか、そのように使われると

いうことで、本来、平素から健全会計というか、

健全会計であったと思うんですが、今回のメリ

ットが享受できなかったということは非常に残

念なのかというふうに思います。 

 その会計の適正化と、要望になりますが、ぜ

ひ今後会計の適正化を図る中で、水道料金であ

るとか老朽管更新のほうにぜひ進めていってい

ただきたいのと、要望申し上げます。 

○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 人口減少という中でこの水道

の需要も減ってきて、一方では今あったとおり

の施設設備の老朽化ということで、この水道事

業、大変な困難を抱えているかとは思います。 

 そうした中で、国のほうではコンセッション

方式という、所有と経営の分離といいますか、

水道事業者は市のままで事業を行うのは民間会

社に任せると、いわば民営、民間活力の活用と

いうことが法改正とともに予定されているよう

で、早々とそういう方向を決めた近隣の自治体

もあるようなんですけれども、そこでお尋ねし

たいのは、このコンセッション方式というもの

を本市としてどのように評価しているか、本市

としてはこれを導入する予定があるのかどうか、

この方式によって水道事業が好転する要素があ

るのかどうかということを教えてください。 

○中川とみ子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 コンセッション事業

についての評価ということの御質問だと思いま

すけれども、コンセッションにつきましてはや

はり民間事業者がやっていくということの中で、

料金関係なども携わっていく事業でございます。 

 そういったことから、導入に際しては当然料

金の関係、いわゆる値上げであったり料金の設

定なんかの課題、あるいはただいま申し上げま

したが老朽管の更新工事や改修工事などがござ

いますので、そういった技術力などの確保の課

題。あと、安全な水道水を継続的に、安定的に

供給しなければならないという課題。あとは、

また民間事業者でございますので、事業者が万

が一撤退になったということがあってはいけな

いということでの事業の継続性の課題。そうい

った課題があろうかと思っております。そうい

った課題の整理が導入については必要であると

いうふうに考えておりまして、当面本市におき

ましてはコンセッションの導入ということは考

えてはおりません。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そうすると、今この水道事業



－２６１－ 

というのが広域化の中で行われている中で、ほ

かの市がそういったコンセッションを取り入れ

ても、本市としての方向には何ら影響はないと

いう、こういう理解でよろしいでしょうか。 

○中川とみ子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 本市に対しての影響

ということですが、現時点での話になりますが、

ただいま申し上げました課題などの整理という

ことがまず先に必要でありまして、現時点で影

響というのは少ないだろうと考えております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 既にこの方式を取り入れてい

るところでは、自治体が結局出資して、職員も

派遣するというような形をとっていると思われ

るんですけれども、これが果たして第三セクタ

ーとどう違うのかということを総務省に問いた

だしても明確な答えはないと思うので、なかな

か、余り未来性のある方向性とは思えないよう

な事例も示されていますので、その辺をぜひお

聞き取りいただいて今後の対応をお願いしたい

と思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１５号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１５号平成３０年度上山市水道事業会計

予算は、原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１５号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案の審

査は全て終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員長報告の取りまとめは、正副委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告の取りまとめは、正副委

員長に一任することに決しました。 

 

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

閉  会 

 

○中川とみ子委員長 これにて予算特別委員会

を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後０時００分 閉 会 

 

 


