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  平成３０年９月１４日（金曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第４１号 平成２９年度上山市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 
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庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
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平  吹  義  浩 財 政 課 長  舟  越  信  弘 税 務 課 長 
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農 林 課 長 
（併）農業委員会 
事 務 局 長 

漆  山     徹 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  武  田     浩 
会 計 管 理 者 
( 兼 ) 会 計 課 長 
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佐  藤  浩  章 消 防 長  古  山  茂  満 
教 育 委 員 会 
教 育 長 
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管 理 課 長  遠  藤     靖 

教 育 委 員 会 
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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  鈴  木  淳  一 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 査  後  藤  彩  夏 主 任 
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午前１０時００分 開 会 
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開  議 

 

○坂本幸一委員長 出席委員は定足数に達して

おりますので、これより本日の会議を開きます。 

 今期定例会において、当決算特別委員会に付

託されました案件は、議第４１号平成２９年度

上山市一般会計歳入歳出決算の認定について外

９件であります。 

 初めに、一般会計歳入歳出決算の審査方法に

ついてお諮りいたします。 

 平成２９年度上山市一般会計歳入歳出決算の

説明と質疑について、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〕 

○坂本幸一委員長 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、その他の決算については、一括しての

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。 

 

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

 議第４１号 平成２９年度上山市 

       一般会計歳入歳出決算 

       の認定について 

 

○坂本幸一委員長 それでは、議第４１号平成

２９年度上山市一般会計歳入歳出決算について

の審査を行います。 

 初めに、歳入について当局の説明を求めます。

会計課長。 

〔武田 浩会計課長 登壇〕 

○武田 浩会計課長 おはようございます。 

 命によりまして、平成２９年度上山市一般会
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計歳入歳出決算について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の３ペー

ジ、４ページをお開き願います。 

 初めに、１款市税について申し上げます。収

入済額は３７億１，０８８万１，７６７円で、

前年度に比べ８，４４１万円の増、率にして２．

３％の増でありました。市民税、固定資産税、

軽自動車税などが増加したことによるものであ

ります。 

 不納欠損額は１，４４５万７，７２６円、収

入未済額は２億７，５１４万３，３１２円とな

っております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項市民税

が１３億９，５９８万３，８０７円、２項固定

資産税が１７億９，４０１万５，２２８円、３

項軽自動車税が９，２０１万４，０７１円、４

項市たばこ税が１億７，４４４万１，０８１円、

５項入湯税が４，３３８万５２５円、６項都市

計画税が２億１，１０４万７，０５５円となっ

ております。 

 ２款地方譲与税について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１億１，７００万５，０

００円で、前年度に比べ３３万２，０００円の

減、率にして０．３％の減でありました。 

 収入済額の内訳につきましては、１項地方揮

発油譲与税が３，３９０万３，０００円、２項

自動車重量譲与税が８，３１０万２，０００円

となっております。 

 ３款１項利子割交付金について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の６４２万３，０００

円で、前年度に比べ２２８万９，０００円の増、

率にして５５．４％の増でありました。 

 ４款１項配当割交付金について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の８４０万６，０００

円で、前年度に比べ１８４万６，０００円の増、

率にして２８．１％の増でありました。 

 ５款１項株式等譲渡所得割交付金について申

し上げます。収入済額は調定額と同額の８５５

万２，０００円で、前年度に比べ５１８万円の

増、率にして１５３．６％の増でありました。 

 ６款１項地方消費税交付金について申し上げ

ます。収入済額は調定額と同額の５億４，００

２万７，０００円で、前年度に比べ２，２９０

万５，０００円の増、率にして４．４％の増で

ありました。 

 ７款１項ゴルフ場利用税交付金について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の５８０万

５１２円で、前年度に比べ９万５，０００円の

減、率にして１．６％の減でありました。 

 ８款１項自動車取得税交付金について申し上

げます。収入済額は調定額と同額の３，３２８

万９，０００円で、前年度に比べ８５８万５，

０００円の増、率にして３４．８％の増であり

ました。 

 ９款１項地方特例交付金について申し上げま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 収入済額は調定額と同額の１，３９２万９，

０００円で、前年度に比べ１７９万３，０００

円の増、率にして１４．８％の増でありました。 

 １０款１項地方交付税について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の３８億６，２６２万

８，０００円で、前年度に比べ８，５０８万１，

０００円の減、率にして２．２％の減でありま

した。普通交付税が１億４０１万５，０００円

減少し、特別交付税が１，８９３万４，０００
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円増加したことによるものであります。 

 １１款１項交通安全対策特別交付金について

申し上げます。収入済額は調定額と同額の５１

２万円で、前年度に比べ５２万円の減、率にし

て９．２％の減でありました。 

 １２款分担金及び負担金について申し上げま

す。収入済額は１億３，１８２万９，７２６円

で、前年度に比べ５３４万７，０００円の減、

率にして３．９％の減でありました。防犯灯Ｌ

ＥＤ化整備事業分担金の増により分担金が増加

したものの、保育施設入所負担金などの減によ

り負担金が減少したことによるものであります。

収入未済額は２９３万８，２６０円となってお

ります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項分担金

の収入済額は２７６万３，１５３円、２項負担

金の収入済額は１億２，９０６万６，５７３円

となっております。 

 １３款使用料及び手数料について申し上げま

す。収入済額は１億３，９９２万９，１７０円

で、前年度に比べ２５０万円の増、率にして１．

８％の増でありました。主に道路占用料、児童

館等使用料などの使用料が増加したことによる

ものであります。収入未済額は３９９万２，３

１７円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項使用料

が７，０６２万７，５９０円、２項手数料が２，

８５４万８，０２０円、３項証紙収入が４，０

７５万３，５６０円となっております。 

 １４款国庫支出金について申し上げます。収

入済額は調定額と同額の１４億４，１６６万８，

２５７円で、前年度に比べ１億７，３９８万９，

０００円の減、率にして１０．８％の減であり

ました。地方創生拠点整備交付金で皆増などし

たものの、年金生活者等支援臨時福祉給付金

（高齢者）事業費補助金、地方創生加速化交付

金、小学校費学校施設環境改善交付金の皆減な

どにより、主に国庫補助金が減少したことによ

るものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

担金が９億８，４７７万３，５３４円、２項国

庫補助金が４億５，０５１万８０８円、３項委

託金が６３８万３，９１５円となっております。 

 １５款県支出金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の９億５，１５９万４，３

３２円で、前年度に比べ３，００３万７，００

０円の増、率にして３．３％の増でありました。

子どものための教育・保育給付費県費負担金、

地籍調査事業負担金などの増により県負担金が

増加するとともに、介護施設等開設準備交付金

が皆減などしたものの、森林・林業再生基盤づ

くり交付金の皆増などにより、県補助金が増加

したことによるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項県負担

金が５億３４８万６，９４５円、２項県補助金

が３億７，５５５万６，９８２円、３項委託金

が７，２５５万４０５円となっております。 

 １６款財産収入について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１億１，２６３万９，４

５３円で、前年度に比べ３，７９９万１，００

０円の減、率にして２５．２％の減でありまし

た。蔵王みはらしの丘市有地処分による土地売

払収入などの減により、財産売払収入が減少し

たことによるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項財産運

用収入が６，０４１万３，９８３円、２項財産

売払収入が５，２２２万５，４７０円となって

おります。 

 次のページをお開き願います。 

 １７款１項寄附金について申し上げます。収
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入済額は調定額と同額の１３億６，５７６万４，

７１７円で、前年度に比べ１億４４１万５，０

００円の減、率にして７．１％の減でありまし

た。一般寄附金、指定寄附金で増加したものの、

ふるさと納税寄附金が減少したことによるもの

であります。 

 １８款繰入金１項基金繰入金について申し上

げます。収入済額は調定額と同額の５億９，０

５０万円で、前年度に比べ３億５０万円の増、

率にして１０３．６％の増でありました。主に

財政調整基金、ふるさと納税基金繰入金が皆増

したことによるものであります。 

 １９款１項繰越金について申し上げます。収

入済額は調定額と同額の３億２，４６１万１，

０９７円で、前年度に比べ１億１，６４１万２，

０００円の減、率にして２６．４％の減であり

ました。 

 ２０款諸収入について申し上げます。収入済

額は９億８，２１３万３，０２４円で、前年度

に比べ１億１，６２４万３，０００円の減、率

にして１０．６％の減でありました。主に、産

業立地促進資金預託金返還金、勤労者生活安定

資金預託金返還金などの減により貸付金元利収

入が減少するとともに、エネルギー回収施設関

連地域振興策負担金、山形県後期高齢者医療広

域連合療養給付費負担金精算金などの減により

雑入が減少したことによるものであります。不

納欠損額は６６万８，７５０円、収入未済額は

４７万３，０１８円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、

加算金及び過料が１２３万３，８１９円、２項

市預金利子が７万９４６円、３項貸付金元利収

入が８億１，６２５万９，０００円、４項受託

事業収入が９１２万７，５７４円、５項雑入が

１億５，５４４万１，６８５円となっておりま

す。 

 ２１款１項市債について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の２６億７，１７０万円で、

前年度に比べ６億５，３７０万円の増、率にし

て３２．４％の増でありました。小学校施設整

備事業などで減少したものの、庁舎整備事業、

観光施設整備事業、市単独消防施設・設備整備

事業の増、子育て支援施設整備事業、再開発ビ

ル再生整備貸付金事業の皆増などで増加したこ

とによるものであります。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１８３

億４，６９９万５，０００円に対し、調定額１

７３億２，２１０万４，４３８円、収入済額１

７０億２，４４３万１，０５５円、不納欠損額

１，５１２万６，４７６円、収入未済額２億８，

２５４万６，９０７円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ４億７，３３２万

１，０００円の増、率にして２．９％の増であ

りました。 

 以上で一般会計の歳入についての説明を終わ

りますが、よろしくお願い申し上げます。 

○坂本幸一委員長 これより質疑に入りますが、

質疑は一括して行います。 

 質疑、発言を許します。棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 市税の年度別の収入について

お伺いします。 

 平成２８年度以降、市税の収入率が下がって

いるんですけれども、この辺はどのように分析

なさっているんでしょうか。お伺いします。 

○坂本幸一委員長 税務課長。 

○舟越信弘税務課長 固定資産税のほうで平成

２８年度から大口の滞納案件が出ているためで

す。個別については申し上げることはできませ

んが、そういう事情であります。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 
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○棚井裕一委員 わかりました。平成２８年度

からコンビニ収納などを始めて、平成３０年度

からスマホでの収納を始めているわけですけれ

ども、その大口の滞納のほかのいわゆる個別の

市税についての収納率というのは上がっている

んでしょうか。お伺いします。 

○坂本幸一委員長 税務課長。 

○舟越信弘税務課長 大口案件以外の部分では

ほぼ横ばいとなっております。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 引き続き税収の確保に努めて

いただきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で歳入についての質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出について当局の説明を求めます。

会計課長。 

〔武田 浩会計課長 登壇〕 

○武田 浩会計課長 それでは、一般会計の歳

出について申し上げますので、９ページ、１０

ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項議会費について申し上げま

す。支出済額は１億５，６３８万３，３１２円

で、前年度に比べ１８４万６，０００円の増、

率にして１．２％の増でありました。不用額は

１２６万６８８円となっております。 

 ２款総務費について申し上げます。支出済額

は３５億４，２３９万８，１９３円で、前年度

に比べ１億８，４８１万３，０００円の増、率

にして５．５％の増でありました。ふるさと納

税業務委託料などで減少したものの、本庁舎耐

震化等に係る工事請負費などの増により、主に

総務管理費が増加したことによるものでありま

す。不用額は１億８，６４７万８，８０７円と

なっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項総務管

理費３２億１，４１９万９，１５９円、２項徴

税費が１億６，２６８万８，１６８円、３項戸

籍住民基本台帳費が６，９００万８，２８１円、

４項選挙費が２，５５６万２，３８１円、５項

統計調査費が５，３４８万９，５１７円、６項

監査委員費が１，７４５万６８７円となってお

ります。 

 ３款民生費について申し上げます。支出済額

は４５億３，９７９万６，２３４円で、前年度

に比べ１億９，１４３万１，０００円の増、率

にして４．４％の増でありました。臨時福祉給

付費で年金生活者等支援分の減などにより、主

に社会福祉費が減少したものの、子育て支援施

設整備事業費の皆増により児童福祉費が増加し

たことによるものであります。不用額は２億２，

５７２万４，７６６円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項社会福

祉費が２５億５，９８８万９，０９２円、２項

児童福祉費が１７億１，１８４万９，８８８円、

３項生活保護費が２億６，８０５万７，２５４

円となっております。 

 ４款衛生費について申し上げます。支出済額

は８億５，６１７万２２９円で、前年度に比べ

１億１，３０３万７，０００円の増、率にして

１５．２％の増でありました。温泉健康施設事

業費温泉掘削工事請負費の皆増などにより、保

健衛生費が増加したことによるものであります。

翌年度繰越額は７億５，１４６万４，０００円、

不用額は５，１２９万４，７７１円となってお

ります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項保健衛

生費が５億６４１万９，２４１円、２項清掃費

が３億４，９７５万９８８円となっております。 
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 ５款１項労働費について申し上げます。支出

済額は５，４８１万３２０円で、前年度に比べ

１，８８８万２，０００円の減、率にして２５．

６％の減でありました。勤労者福祉金融対策事

業費で勤労者生活安定資金原資預託金の貸付金

が減少したことなどによるものであります。不

用額は７５１万２，６８０円となっております。 

 ６款農林水産業費について申し上げます。支

出済額は５億８，３２１万８２２円で、前年度

に比べ９，６２９万３，０００円の増、率にし

て１９．８％の増でありました。主に林業振興

事業費で森林・林業再生基盤づくり交付金が皆

増し、林業費が増加したことなどによるもので

あります。不用額は２，２５３万１，１７８円

となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項農業費

が４億６，９７２万９，９３３円、２項林業費

が１億１，３４８万８８９円となっております。 

 ７款１項商工費について申し上げます。支出

済額は１６億１，８３１万６，０５０円で、前

年度に比べ２億２，５７１万４，０００円の増、

率にして１６．２％の増でありました。商業活

性化推進事業費で上山二日町再開発株式会社へ

の貸付金、訪日外国人旅行者受入基盤整備事業

費で、かみのやま温泉観光案内所工事請負費、

観光施設管理費で上山城屋根瓦等改修工事請負

費の皆増などにより増加したことによるもので

あります。翌年度繰越額は１億５，６１３万４，

０００円、不用額は３億６，７３６万１，９５

０円となっております。 

 ８款土木費について申し上げます。支出済額

は１１億５，３８５万７，９４４円で、前年度

に比べ５，０９９万５，０００円の増、率にし

て４．６％の増でありました。道路事業費など

で減少したものの、除雪対策費、市単独道路整

備事業費などの増により、主に道路橋梁費が増

加したことによるものであります。翌年度繰越

額は５，１００万円、不用額は４，２７４万５，

０５６円となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 支出済額の内訳につきましては、１項土木管

理費が２，５１１万８，６９１円、２項道路橋

梁費が６億４，２２９万５，８６２円、３項河

川費が４５４万３，１９０円、４項都市計画費

が３億３，４６７万９，１４８円、５項住宅費

が１億４，７２２万１，０５３円となっており

ます。 

 ９款１項消防費について申し上げます。支出

済額は６億９，１５９万６，４９０円で、前年

度に比べ１億７，０２８万３，０００円の増、

率にして３２．７％の増でありました。市単独

消防施設整備事業費で高機能消防指令センター

更新工事請負費の皆増などにより増加したこと

によるものであります。不用額は１，１９３万

５１０円となっております。 

 １０款教育費について申し上げます。支出済

額は１５億３，１６５万４，４５３円で、前年

度に比べ４億６，２０８万７，０００円の減、

率にして２３．２％の減でありました。主に上

山小学校建設事業費の減、西郷地区公民館建設

事業費の皆減により、小学校費及び社会教育費

などが減少したことによるものであります。翌

年度繰越額は５，５３３万８，０００円、不用

額は６，６１７万８，５４７円となっておりま

す。 

 支出済額の内訳につきましては、１項教育総

務費が１億９，４５８万８，８１９円、２項小

学校費が３億６，０４５万５，８６１円、３項

中学校費が１億３，８６８万２，０１９円、４

項学校給食費が１億８，３１２万６，６８４円、
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５項社会教育費が５億１２３万７６９円、６項

保健体育費が１億５，３５７万３０１円となっ

ております。 

 １１款災害復旧費について申し上げます。支

出済額は２０６万６，７７８円で、前年度に比

べ４９４万８，０００円の減、率にして７０．

５％の減でありました。単独土木施設災害復旧

事業費などの減により、主に土木施設災害復旧

費が減少したことによるものであります。不用

額は５２０万４，２２２円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項農林水

産業施設災害復旧費が２０万３，０８４円、２

項土木施設災害復旧費が１８６万３，６９４円

となっております。 

 １２款１項公債費について申し上げます。支

出済額は１５億１，０４５万８，２２４円で、

前年度に比べ２億４，４１０万３，０００円の

減、率にして１３．９％の減でありました。主

に市債償還元金及び市債償還利子が減少したこ

とによるものであります。不用額は２，４０２

万９，７７６円となっております。 

 １３款諸支出金１項普通財産取得費について

申し上げます。支出済額は７，６１７万２，４

３３円で、前年度に比べ４円の減でありました。

蔵王みはらしの丘宅地分譲用地の土地取得費が

前年度とほぼ同額であったことによるものであ

ります。不用額は５６７円となっております。 

 １４款１項予備費について申し上げます。当

初予算額は２，０００万円でありましたが、２

款総務費と３款民生費に１，６０８万６，００

０円を充用したため、不用額は３９１万４，０

００円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額１８３

億４，６９９万５，０００円に対し、支出済額

は１６３億１，６８９万１，４８２円、翌年度

繰越額は１０億１，３９３万６，０００円、不

用額は１０億１，６１６万７，５１８円となっ

たものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ３億４３９万３，

０００円の増、率にして１．９％の増でありま

した。 

 次のページをお開き願います。 

 歳入歳出差引残額は７億７５３万９，５７３

円となり、うち５，０００万円を財政調整基金

に、２億５，３００万円を減債基金に、合わせ

て３億３００万円を基金に繰り入れたものであ

ります。 

 以上で平成２９年度上山市一般会計歳入歳出

決算について補足説明を終わりますが、よろし

くお願い申し上げます。 

○坂本幸一委員長 これより質疑に入りますが、

質疑は区分して行います。 

 初めに、１款議会費、２款総務費について質

疑、発言を許します。谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ２款総務費の広報広聴の部分

でお尋ねいたします。 

 平成２８年度の決算委員会でホームページの

外国語表記について質問が出ましたが、その際

の答えのほうで、「研究してまいる」というこ

とであったんですけれども、この１年どのよう

な外国語表記について研究しておったかお示し

ください。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 外国語表記につきま

しては、基本的にはネット上の変換ということ

をさせていただいておりましたけれども、その

あたりの中でふぐあいがあったもの等について

どのようなふぐあいがあるのかという部分を検

証いたしまして、どのような形にするのか適正

であるのかというところを検証しているところ
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でございます。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 外国語の表記はこれからます

ます大事なものとなってくると思います。それ

につきまして、本市のほうではＡＬＴの方の増

員もありますし、また外国語に非常に堪能な地

域おこし協力隊の方の採用もございました。そ

ういった方の人的な活用などを含めてバックア

ップしていくようなことは検討なされましたで

しょうか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 ホームページの内容

の変更等については、リアルタイムでかなり各

課から変更が出てきておりますので、それら全

体に対して適切に対応できるかと、人的な対応

が、というところについてはかなり厳しいもの

があると感じておりますので、重点的にどの辺

の部分に活用したらいいかというところも含め

て検討中でございます。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ぜひ人的に大変有能な方が集

まっていることでございますので、活用も視野

に入れ、またボイストラという非常に高度な翻

訳機も市のほうに入っております。こういった

ツールと人的なものを加味して、ぜひ前向きな

検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、やはり広報広聴の部分でございますが、

移住定住コンシェルジュのホームページであり

ますが、大変いいのではありますが、更新が２

０１７年の２月でとまっております。また、駅

前のほうに出張所もできたところでありますが、

こういった御案内もなっていないようでありま

すので、こういったところでの広報広聴もしっ

かりしていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 そちらのほうは早急

に対策をとっていきたいと思っております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

井上学委員。 

○井上 学委員 ２款１項６目企画費の部分、

ふるさと納税のことです。歳入では１億円ほど

減ったという報告だったと思うんですけれども、

取り組みとして、特徴的な平成２９年度におい

て取り組み、事柄ありましたらお示し願います。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 平成２９年度におき

ましては、返礼率の見直しが総務省のほうから

通達があった関係で、我が市のほうでもそれに

従うということで５割から３割に１０月から落

としている関係がございます。その関係で１０

月以降の納税額がかなり減っているという現状

でございます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 その点でなんですけれども、

返礼率を落としたというところで、歳出と歳入

の兼ね合い、たしか前聞いたところでは大体３

割ぐらいがこの実入りというか、というふうな

ところを聞いたんですが、その点に関しては、

その返礼率の見直し若干残る部分が多くなった

のかどうなのかお聞きします。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 ４割程度が一般財源

として使える状況になってございます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 最近も報道でいろいろなされていると思うん

ですけれども、ルールは守って、やはり地域経

済にも大きくいい影響があるものなので、進め

ていっていただきたいと思います。 
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 あと、平成２９年度において観光物産協会に

委託した評価というか、その点をお聞かせ願い

ます。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 都内の業者のほうか

ら観光物産協会のほうに返礼品の取りまとめ等

についての委託を観光物産協会にしたわけです

けれども、そういった形では市内の業者と顔の

見える形でのおつき合いができるのかなという

ふうに判断しておりますので、一層返礼品を取

り扱う事業者の方との連携を推進していきたい

と思っております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 ぜひ観光物産協会に委託とい

うのは、地域の中で経済が回る一つだと思いま

すので、その点強化に努めていただきたいと思

います。 

 次に、地域おこし協力隊についてであります。

毎回聞いているところなんですけれども、地域

おこし協力隊が定住につながったというような

取り組み、事柄、平成２９年度においてどうだ

ったのかお聞かせ願います。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 平成２９年度は地域

おこし協力隊の方の退任される方がいらっしゃ

らない関係でそういった形で残った方はいらっ

しゃらないということになります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 ふるさと納税の確認でござい

ますが、寄附金額は８６ページを見ると、１３

億５，０００万円ですよね。必要経費について

は、１０６ページを見ると７億９，３００万円、

差し引きますと５億５，７００万円、大体これ

は寄附額の先ほど４割が市のほうに入るという

ことだったんですが、一般会計に、やっぱりそ

れと見合うんですけれども、寄附額、単純に差

し引き、残ったのが私が言った５億５，７００

万円が歳入として一般会計で使える金だという

理解でまずよろしいんですかね。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 そのとおりでござい

ます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 それで、今後も厳しいふるさ

と納税の金額になるかと思うんですが、そうな

りますと、経費は余り変わらず寄附金額が下が

るとなると、先ほどの４割という水準はどうな

んですか。少し下がってくるということになり

ますか。いわゆる返礼品の額は、金額は下がる

んですけれども、最初の固定経費というか、そ

れは動かないと思いますから、効率がよくなく

なるというようなことになるんでしょうか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 歳出のほうにつきま

しても寄附額の何割という形でのパーセントの

支出になるわけですので、寄附額が減れば歳出

のほうも減っていくという形で、一般会計のほ

うの財源となる部分についての変動はさほどな

いと考えております。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 サイトに載せておく、そうい

ったいろんな経費がかかるでしょうから、効率

はよくないだろうと私は思ったわけですが、そ

れで、弁天の温泉健康施設に対して８億円ぐら

いをふるさと納税で充てたいという当初の話が

あったんですけれども、毎年１億円ずつ積むこ

とが今後の見通しとして大丈夫でしょうか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 まず、平成２９年度
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は２億円積んでおりまして、これまで４億円程

度積み上げをしておりますので、今後残った４

億円についての歳出という形になってくると思

いますけれども、その部分についてはできると

いうふうに感じております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 庁舎耐震工事の部分でお聞き

いたします。このたび防災拠点として庁舎の耐

震が終わりまして、大変安心・安全に大いに寄

与していると思いますが、このところで非常用

電源設備のほうが新規改修となりました。こち

らについてお示しいただければと思います。 

○坂本幸一委員長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 このたび耐震工事にあわ

せまして非常用電源ということでガスタービン

による非常用発電装置を設置いたしました。こ

れは連続運転時間が７２時間に耐えられるもの

ということです。ただ、それで給電する部分が

２階のみということで、あるいは暖・冷房等に

は使えないということでありますけれども、２

階に災害対策本部等を設置されるでしょうから、

そこに向けての給電と、そういった内容でござ

います。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ７２時間連続運転可能とのこ

とで安心いたしました。２階のみの給電という

ことでございますが、このたびのいろんな災害

の現場を見ますと、市のほうでスマートフォン

とか、携帯電話の充電の対応をしている自治体

もございます。その際２階ですと、現場混乱す

るかと思いますので、ぜひそういったスマート

フォンとか、携帯の充電というのは電圧容量は

それほど食いませんので、何口でも口数さえあ

れば対応できますので、ぜひ１階等でスマート

フォンとか携帯の充電に対応できるような備え

も検討していただきたいと思うのですが、いか

がでしょうか。 

○坂本幸一委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 今回の北海道の災害に際

して自治体等の庁舎にスマートフォンの充電に

来る方が多いというようなことについては把握

しております。ただ、あくまで災害対策本部が

主でございますので、１階のほうにドラムで引

いて、一定の数、一定の時間のみというような

ルールを策定して、それでオーケーな方につい

てスマートフォンの充電をするというようなこ

とについては今後考えていきたいと考えており

ます。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ぜひ今スマートフォンは個人

のライフラインとして非常に欠かせないものと

なっておりますので、今課長おっしゃったよう

な対応をしっかりと進めていただきますようお

願い申し上げます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

守岡等委員。 

○守岡 等委員 総務費の企画費の公共交通事

業費になるかと思いますけれども、免許の返納

の問題で今交通安全協会の方とか、今度民生児

童委員の方もこれに携わるようになったという

ことで、かなり現場でトラブルが起きていると

いう声を聞きますが、実際、免許返納した返納

者数は何人ぐらいだったんでしょうか。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 平成２９年度の免許

証の自主返納者は１２７名となっております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 予想したよりもちょっと多い

数字かと思いました。ただ、いろいろ関係者の
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話を聞くとなかなか二次交通が整備されていな

くて、返納したくてもできないんだという、こ

ういう声を聞きますけれども、その辺の対策と

いいますか、二次交通の整備、あるいは補助金

の増額とかその辺は考えていらっしゃいますで

しょうか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 二次交通というか、

公共交通のあり方という部分でだと思いますけ

れども、まず、公共交通のあり方については、

今回１０月１日から新たに市営バスとデマンド

タクシーのほうの考え方を変えて施行するとい

うふうにしていますけれども、現在のところは

まずその変更点についてどのような結果が出る

かということを注視して今後の対応を決めてい

きたいと思っております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１０時４９分 休 憩 

                  

    午前１０時５９分 開 議 

○坂本幸一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次に、３款民生費について質疑、発言を許し

ます。枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 緊急通報システムというもの

があるんですが、これの今現在の設置件数、緊

急通報システムの設置件数とここ数年、３年ぐ

らいでいいと思いますが、実報という実際に通

報がされたケース、誤報が結構あったりするん

ですけれども、猫が上がったとかなんとかと、

実報の件数も合わせてお示しください。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 緊急通報システムに

つきましては、平成２９年度の実績でございま

すが、設置者は５３名、延べ５６６件の方に利

用をいただいております。実際通報等があった

かという点でございますが、把握しているとこ

ろではないと把握しております。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 このシステムはいいようで余

り意味がないという観点でちょっと問題提起を

したいんですけれども、首から提げるタイプ、

ペンダント型、あるいは直接ワンタッチでボタ

ンを押すというタイプなどがあるようですけれ

ども、本人が気分が悪くて、心臓がぐあい悪く

て倒れたときに常に首から提げていればこうい

けるかというと、そういうものではなくて、意

識がなくなったりすると余り有効性がないのか

なと。ですから、トイレに出入りを２４時間全

然しないとそこに近隣の人がどうしたのという

ふうに聞きに行く、そういうセンサーのほうが

かえって有効ではないかと、緊急通報システム、

１カ月３，０００円ぐらいかと思いますけれど

も、そういう意味で有効性がどうなのかなとい

う観点で、これだけで済むものではなくて、い

いときもあるでしょうけれども、プラスもう一

段何か仕掛けがないと実際のひとり暮らしの高

齢者の安全というのは確保できないのではない

かと思っているものですから伺います。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 委員おっしゃるとお

り、これだけで完全に安全確保が可能かという

と、そこはまだ難しいところがあると思います

が、近隣の事例等も調べまして、ペンダント型

が必ずしもベストな方法なのかという点につい

ては、今後検討してまいりたいと思います。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 
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○枝松直樹委員 別にペンダント型が有効でな

いと言っているわけではなくて、プラスアルフ

ァの仕掛けがないとまずいのではないかと、こ

ういう意味でございます。 

 昔、今やっているのかどうかわかりませんが、

私は元気ですよというので、玄関先に旗を立て

るという極めて原始的なやり方でわかりやすい

やり方をとっている自治体もあったわけであり

ますが、そういった今の時代に合った共助の仕

組みがもう少しないとせっかくのお金を使って

も有効性が乏しいのではないか、そういう意味

でございますので、答弁は要りませんから、ぜ

ひ御検討してみてください。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 結婚サポーター制度について

お聞きいたします。 

 現状、私伺っているところでは登録者数が６

名だということですけれども、まず平成２９年

度、多分ふえていないという実績だと思います

が、これに関してどのような見解をお持ちなの

か、１点まずお聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 結婚サポーターにつ

きましては、平成２９年度は議員おっしゃると

おり６名でありますが、平成３０年度におきま

して２名新しい方が追加になりまして８名とい

うことになっております。 

 平成３０年度の事業になりますけれども、結

婚サポーターによる結婚相談会という事業も新

たに実施をしておりまして、サポーターの実践

とステップアップも含めて結婚の支援の雰囲気

づくりを進めているところであります。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 私的にはなかなかふえていな

いなというように感じます。まして市長のほう

が子育て支援する前にまず結婚させなければだ

めだろうというふうにお話もなさっているとこ

ろですので、最重点課題として今後とも取り組

んでいただければと思います。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 平成３０年度につき

ましても平成２９年度に引き続いて交流会の実

施を予定しておりますし、先ほども申し上げま

したが、結婚相談会、２カ月に１回実施して、

結婚を望んでいる方の悩み等、これからの計画

等を聞き取りをしているところですので、今後

とも進めてまいりたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 元気な高齢者というような

ことを今後とも２０２５年は本当に退職者の増

でかなりの高齢者の割合が本市も３７．数％と

いうことでございます。間もなく４０％という

ようなことなので、ちょっとお尋ねいたします。 

 元気な高齢者の就労というようなことになる

と、上山市シルバー人材センターの会員数を、

たしか第７次上山市振興計画の目標値というよ

うなことで２５０人というようなことになって

いたと思うんですけれども、現在どのような人

数になっているかお尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 上山市シルバー人材

センターの会員数につきましては、２６１名で

ありまして、少しずつふえているところで、平

成３０年度につきましても空き家等の維持管理

について業務をふやして働く場の新しい確保に

努めているところです。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 第７次上山市振興計画では
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２５０人、今現在２６１人という、私がちょっ

とシルバー人材センターのほうに問い合わせた

ら２７５人というようなことが現在だというよ

うなことで、大変いい状況であります。就労の

環境が整えばそれだけ需要が多いわけで、働き

口もあるということですけれども、今後ともそ

ういう元気なお年寄りというか、高齢者の就労

口をふやすためにも先ほど言った空き家の維持

管理も新しい取り組みということでございます

けれども、今現状どの程度の件数が入っている

のかお尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 シルバー人材センターに

つきましては、空き家関係で約１００件の申し

込みがあるというふうにお伺いしております。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 県内でもこの取り組みとい

いうのは、多分初めての取り組みというような

ことだと思います。なので、先進地という言い

方はオーバーでしょうけれども、そんなところ

であるというふうに伺っております。実際にそ

れに携わった会員の皆さんにちょっとお尋ねす

ると、やはり今まで以上にそういう就労がある

と私たちも元気になるんだというようなことお

伺いしましたので、ぜひ今後ともその取り組み

をお願いしたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

井上学委員。 

○井上 学委員 平成２９年度からだと思うん

ですけれども、おなかの中にいるときから子育

て支援というネウボラという精神を盛り込んだ

施策を展開されていると思います。その点の初

年度だと思うんですけれども、評価というか、

あと受けた方の感想とか、そういった点、お聞

かせ願います。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 平成２９年４月から

子育て世代包括支援センターを設置しまして、

切れ目のない支援を行っております。実績等に

つきましては、例えば、相談の支援であれば６

７６名の方の相談を受けたとか、支援やケアが

必要な方に対してきめ細かな相談支援を提供で

きる体制が整ったと考えております。特に相談

や支援を受けた方についても非常に安心されて

いる方が多かったと認識をしております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。ギフトを贈る

などの支援もあったと思うんですけれども、そ

の点の市民からの意見とか、もらってよかった

とか、そういった部分はどうだったのかお聞か

せ願います。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 赤ちゃん応援メッセ

ージギフトのことかと思いますが、こちらにつ

きましても上山ならではのギフト３種類から選

んでいただくという形でプレゼントをしており

ます。 

 特によかったというような声は、特には今の

ところありませんが、上山ならではのもので子

育てに使っていただくという点では、今後も引

き続き継続していきたいと思っております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 引き続き継続という点で了解

なんですけれども、ぜひせっかくやるのであれ

ば、私はこれ子育て支援、ひいては人口減少の

解消につながってくるものなのかなと思ってい

ますので、ぜひ進めていっていただきたいと思

います。 

 あと、３款２項２目の児童措置費の部分で、

待機児童のことについてです。 
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 まずは、平成２９年度の待機児童の状況と、

近年ふえているとか、横ばいなのかとかいう状

況わかりましたらお示しお願いします。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 平成２９年度末の待

機児童については、１９名の待機児童が年度末

で発生しております。現在の待機児童数につき

ましては、９月１日時点で３名の待機児童が発

生しております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。ちょっともう

一歩踏み込んで、この近年のふえているとか、

減っているとかというところもつかめればよか

ったと思うんですけれども、この第７次上山市

振興計画の検証結果の中にも待機児童が出てい

るので、余裕を持って用意しておくべき、市と

してゼロ歳児に対する今後の対応の方向性を出

していくべきということがあります。平成２９

年度においてもそういった対応はなされている

かと思うんですが、今後やはり根本的な部分は

保育士の確保と、あと場所的なこともあるのか

なと思うんですけれども、その点についてどう

お考えかお示しお願いします。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 保育につきましては、

保育の質を向上するということの目標に立ちま

して、保育士を確保する施策を現在検討中でご

ざいます。 

 保育所の場所につきましても平成３０年度か

ら見直しをします。第２次子ども・子育て支援

事業計画の中で検証しながら、今後の幼児教育、

保育のあり方について検討してまいりたいと考

えております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 ぜひ施設的な部分を、場所と

いうことはおっしゃったのかなと思うんですけ

れども、やはり面積的な部分で報告などを見れ

ば定員を超えている公立保育園がありますので、

施設的な部分の改善も今後求めたいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 総合子どもセンターの部分と

事業の成果説明の中でファミリーサポートセン

ターの認知度がかなり低い状態で、あと子育て

や教育について相談できるという人の割合もか

なり低い。これは目標設定が高過ぎたとはいえ、

それを勘案してもやはりちょっと低い数字であ

ると言わざるを得ないと思います。 

 その中で、利用者はかなりふえている状態で

ありますので、子育て情報誌のハッピースマイ

ルは会員の減少により未発行となっているとい

う状態であります。今後このハッピースマイル、

利用者がふえている状況でどのように会員を獲

得してふやしていくか、何か手だてを考えてい

るかお示しください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 めんごりあにおきま

しては、多くの方から利用をいただいておりま

す。 

 ファミリーサポート事業につきましては、子

育ての支援の施策の中でも重要な事業でありま

すので、めんごりあ通信などを活用して多くの

方々に御利用いただけるように進めてまいりた

いと思っております。 

 ハッピースマイルにつきましては、会員が減

少いたしまして、発行は１年前から中止の状態

になっております。ハッピースマイルではなく

て、めんごりあからの通信等で、あとＬＩＮＥ

等から情報を提供して子育て世代の方に支援を

するためのサービス、情報提供を進めてまいり
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たいと考えております。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ぜひ努めていただきたいと思

います。そのときにＬＩＮＥでこのような情報

提供をしているということでございました。ス

マートフォンでのＰＲは大変有効であります。

今回めんごりあのホームページが新設になりま

した。そのめんごりあのホームページの中にお

きましてファミリーサポート事業ですとか、い

ろんな事業の告知はしてあるんですけれども、

それに関するリンクが張っていない、詳しいこ

とはお聞きくださいということですと、そこで

一手間かかってしまいますので、めんごりあの

ホームページからじかに市のＰＤＦのほうに行

くようにですとか、スマートフォンでそれがす

っきりと見られるような取り組みをしていただ

いて、スマートフォンを使う親子世代の方への

ＰＲをしっかりしていただきたいと思うのです

がいかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 指定管理者の東京ド

ームとも協議をいたしまして、早急に対応を検

討してまいりたいと思います。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 続きまして、１２０ページの

扶助費の部分で２０節、主に灯油の助成だと思

うんですけれども、９００万円の部分に関しま

して７５４万円、不用額１４６万円ということ

でございましたが、この灯油の購入助成等に関

する報知ですとか、達成率はどのようになって

いますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 灯油の申請率であり

ますけれども、対象世帯が１，７５４世帯で、

申請者が１，５０９世帯でありました。申請率

につきましては、８７．２％であります。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 例年８０、９０％手前ぐらい

の感じかと思うんですが、ぜひとてもいい制度

でございますので、聞くところによりますと、

御近所の方が申請に出向いても受けていただけ

るということでございますので、こういったこ

ともしっかりと報知していただきまして、達成

率を上げていただきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

守岡等委員。 

○守岡 等委員 生活困窮者自立支援費という

ことで９００万円支出されていますけれども、

成果説明書では実際、生活保護から自立した人

は１世帯ということで、なかなか自立できるま

での十分な収入が得られないということなんで

すけれども、もう少し詳細を、例えば受給者が

障害者の方とか、高齢者が多いためにこういう

実情になっているのかどうか、詳しいところお

聞かせください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 生活困窮者自立支援

の事業につきましては、社会福祉協議会に委託

をしている事業です。そこで自立ということで

はなくて、生活保護を利用されない、利用する

前の段階の相談ということで、ひきこもりであ

ったり、就職がなかなかできない方の相談を主

に受け付けております。一緒に公共職業安定所

に行ったり、あと病院の受診等を助言したりす

る支援を行っているところです。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 実際生活保護になる前の段階

での予防措置だということですが、実際生活保

護受給者のうち、自立、生活保護から脱却する

割合というのはどのぐらいなんでしょうか。 
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○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 生活保護から就労し

て自立をするというのはなかなか難しい状況で

ありますけれども、まずは就労するための準備

として病気を治すとか、生活の環境を整えると

いうことを優先して進めている状況です。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 そうすると、まず働けるのに

働かない、いわゆる不正受給はないという、こ

ういう理解でよろしいですか。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 働ける能力があるの

に働いていないという方は生活保護の受給者の

方にはいらっしゃいません。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 社会福祉費、福祉のまちづく

り費の愛の一声運動事業について、２５名が今

利用しているということなんですけれども、ひ

とり暮らしの方の数から見ると非常に少ない数

ではないかと思いまして、非常にこの事業を利

用している方が地域によってばらつきがあるの

か、それとも民生委員の方のいろいろな働きか

けとかによってばらつきがあるのか、その辺ち

ょっとお知らせください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 愛の一声運動ですが、

民生委員が月２回乳酸飲料のヤクルトをお届け

して、生活の状況を確認するという事業であり

ますので、民生委員とその対象者の関係性が重

要であると思いますので、地域的なものはない

と思いますけれども、民生委員とその対象者の

方の関係によって事業を利用する、しないとい

うことが出てきている状況であります。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 ぜひ重要な事業だと思います

ので、利用する人がふえるようにお願いしたい

と思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 高齢者サロンまじゃれについ

てです。 

 平成２９年度の目標値と実績が大分離れてい

ます。これに向けて平成３０年度どういったこ

とを計画しているのか。 

 あと、その目標達成するための計画と平成２

９年度の評価というものをお示しください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 常設高齢者サロンま

じゃれにつきましては、平成２９年度におきま

して、旧カミンの大会議室を利用ということで、

なかなかこれまで利用した方が利用しづらいと

いう状況がありました。平成３０年４月からは

二日町プラザに移ったわけで、利用者の方も多

くいらっしゃって、新規で利用する方も多くい

らっしゃいますので、引き続き毎日催し物等を

実施して、多くの方から利用できるように進め

てまいりたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 前回までは、旧カミンのころ

だと利用しづらかったというふうになりまして、

二日町プラザになって利用しやすくなったとい

う、その理由というのが私にはよくわからない

んですけれども、大会議室も２階にあったと、

二日町プラザになっても２階にあるというとこ

ろで、どの辺が利用しやすくなったというのか

もう少し詳しくお示しください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 同じ２階であるんで

すけれども、旧カミンの大会議室のほうですと、

扉等もあってこれまで平成２８年度まで利用さ
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れていた方がなかなか利用をしづらい状況であ

ったかなと感じております。今回、二日町プラ

ザになりまして、場所も変わりまして明るいと

ころに移りまして、利用者の方も利用しやすい

という状況の声がありますので、その辺の違い

だと思います。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 そうすると、平成３０年度の

目標値が１万７，９５０人、こちらは、だとす

ると、しっかりと達成できるという目標値にな

っているんでしょうか。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 達成できるように催

事等、イベント等を工夫してこれから進めてま

いりたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 先ほど待機児童の件について

は質問の中で了解したところであります。その

中で、特にゼロ歳児からやっぱり２歳児までの

預かりという部分で非常に大変なところがある

のかなと思います。事業として三世代同居孫守

り事業と、これは地域の実情に合ったとてもい

い事業ではないのかなと思いますけれども、そ

の利用状況についてお示しください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 孫守り事業につきま

しては、平成２９年度１７人の方から御利用い

ただいて、前年よりも２名ほど減っております

けれども、おじいちゃん、おばあちゃんからの

子育ての支援をいただいております。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 ２名減少しているという状況

は理解しました。ちなみに予算分の準備状況と

して何人を想定しているのかについて、改めて

お示しください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 予算については十分

対応できるものを措置しておるんですが、なか

なか制度の周知とおじいさん、おばあさんが育

ててというところが進んでいないようで、孫守

りの事業を進められるような広報を進めてまい

りたいと思います。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 特に保育園なり、幼稚園なり

に預けるメリットはもちろんある一方で、家庭

で子どもを育てる、じいちゃんとかばあちゃん

に見てもらうメリットというのも同時にあると

考えています。特に予算が十分に準備されてお

って、現状、その利用がもっと進んでもいいと

いう考えであれば、ぜひ、この三世代同居孫守

りに対する補助の事業の周知を図っていただき

たいなと思います。 

 あと、もう一点なんですが、本市における出

生率、目標値として掲げられていたと思います

けれども、出生率の推移についてお示しいただ

ければと思います。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 出生率につきまして

は、平成２６年度が１．２３、平成２７年度が

１．１８、平成２８年度が１．０６というふう

に下がってきております。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 先ほど待機児童の話がありま

したけれども、その根幹にあるものというか、

それはやはり出生率という部分と大きく関係し

てくるものではないかなと考えています。 

 先ほど婚活の話がありました。まず出生率の

上昇というものが目標値に掲げられているので

あれば、何段階も踏んだ上でようやく出生率の
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上昇というものにつながっていくのかなと思い

ます。まず結婚していない方に対して婚活の事

業を進める。サポーターを創設して、結婚して

いただく、その後、結婚後、出産していただく

という必要があって、何段階も段階を踏まえた

上での出生率という数字につながっていく、つ

まり大分出生率の向上という部分については時

間がかかるものでありますし、結婚から出産に

至るまでの社会的状況というか、以前と違うん

だよ、状況が違っているんだよという部分は理

解しながらも、まず間口を広げるために現在婚

活であったり、婚活のパーティーの開催だった

り、支援をしているというふうに思っているん

ですが、その中で、現状、先ほど大沢委員の質

問にもありましたけれども、結婚サポーターの

数が６名が８名になった、これから研修会等を

行っていくということで、長期的に考えて出生

率の改善という部分につながるものになるのか

どうか。どういうふうにして取り組んでいくの

かという部分について、改めてお考えをお示し

いただければと思います。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 まず、結婚の支援で

ございますけれども、結婚を進める雰囲気づく

り、あと、出会いの場の創出ということで、結

婚サポーターの方を中心に、あと市民の方から

も結婚について事業を知っていただいて交流会

等を実施して、その中に多くの方から参加をい

ただいて、そこで出会っていただいたときにさ

らに結婚サポーターの方から先に進むような支

援を進めていきたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 事業が出生率の向上につなが

るまで非常に長いスパンを要するのかなと、結

果があらわれるまで時間がかかるものなのかな

と思いますけれども、非常に重要な、最重要事

項とも言えることではないのかなと思いますの

で、引き続き取り組んでいただきますようお願

いいたします。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、４款衛生費について質疑、発言を許し

ます。井上学委員。 

○井上 学委員 まず１項３目温泉健康施設事

業費についてお聞きいたします。 

 平成２９年度温泉掘削を進め、平成３０年に

なってからお湯が出てきたわけですけれども、

それを進めるに当たって市長は常々市民には十

分な説明をしていくというふうなことでありま

した。それが図られているかとは思うんですが、

現状、市長の認識としてどうでしょうか。市民

からは大分理解が深まったということを感じら

れているかどうか、まずお聞きしたいと思いま

す。 

○坂本幸一委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 温泉健康施設でございます

が、温泉の掘削が終わったという時点でござい

ます。これも、いろいろうわさがありまして、

先般近くのラーメン屋に行きましたら、「大変

な状況だね」と言われて、なぜ大変なんだと、

何か温泉が出ないんじゃないかという専らの評

判だというような意見も承りました。これは裏

を返せば市民の皆さんが大変心配しておられる

んだなという裏返しかなと思いましたけれども、

温泉も確実に出たことは間違いないわけでござ

いますし、今いろんなＰＦＩの問題とか、ある

いは運営主体をどこにするとか、あるいは市民

の皆さんからの理解を得ると、そのためにはや

はり一つ出てきているのが足の問題どうするの
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かとか、そういういろんな意見が出てきており

ます。それに対して我々も循環バスを設けると

か、いろんな取り組みをしているところでござ

います。そういったある程度の計画というか、

ある程度の枠組みが出たときにまた市民の皆さ

んに報告というんでしょうか。示させていただ

いて、そしてまたその中で当然議会が一番ある

わけでございますが、市民の皆さんにもそうい

ったものも含めて説明をさせていただいて、そ

してこれでよしと大方の皆さんの理解を得られ

たというときにはゴーサインが出ると思います

し、それまでいろんなことも考えながら、また

ほかの施設、いわゆる日帰り温泉の部分なんか

はほかの施設があるわけでございますが、そう

いったところの調査研究とか、もろもろのもの

をきちっとした上でさらに市民の皆さんの理解

を得ていきたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。まだこれから

十分理解を図っていくということで承ります。 

 あと、私の要望としては、全部決まる前でも

本当に市長も指摘してお湯が出るのか出ないの

かという問題もあったかと思いますけれども、

もう出たんですから、その件に関しては十分出

たというところを示していただいて、その件だ

けでもまず理解を示していっていただきたいと

思います。 

 続きまして、１項４目のバイオマス発電事業

のことについてお聞きします。 

 委員会の報告では、稼働がまだちょっと先に

なるという報告も受けているところであります

が、私がやはり望むところは剪定枝をできるか

どうかというところなんですが、その点につい

て平成２９年度も含め、今後どういったことに

なっているのか、なっていくのかについてお示

しお願いします。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 剪定枝の受け入れの関係

につきましては、前の議会のときもお答えしま

したとおり、現在の施設では取り扱いはできな

い状況ではございます。ただ、先ほど委員のお

話にもありましたとおり、現在のバイオマス発

電所の本体の工事がおくれていて、その本体の

ほうの稼働がおくれているという状況でござい

ますので、その後、剪定枝とかも燃やせるよう

な施設とか、そういったものを検討していきま

しょうという話は以前してはいるんですが、そ

の後、本体のほうの稼働がおくれているという

こともありまして、その後話のほうは進展して

いない状況でございます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。可能性につい

ては、ちょっと示されなかったわけですけれど

も、ぜひ本体のほうでは多分私も難しいのかな

と思うんですけれども、そのほかの部分でやは

り進めていっていただきたいというところです。 

 あと、１点、参考までに聞いておきたいんで

すけれども、農家の方からは私は十分そういっ

た剪定枝の処理ということに関して期待されて

いるという部分があるので、その点の現在の認

識と、あと、今現在、剪定枝がどのように処理

されているか、どのように処理すべきなのかに

ついて、お聞きしたいと思います。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 剪定枝のバイオマス利用

については、今後協議をしていきたいと思いま

す。現在、剪定枝の処理につきましては、例え

ば原則野焼きというのは禁止になっております

けれども、農業経営に資するものであれば年１

回程度燃やすことは可能ということで、特例的
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に認められております。そのほか農家の方が剪

定枝を砕いて細かいチップにするような機械を

持っている方なんかもいらっしゃいますので、

そういった方についてはもうチップにして園地

にまくとか、そういったような形で処理してい

るということは聞いております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。やはりそうい

った点で剪定枝の処理についても農家の方苦慮

しているのかなと思いますので、ぜひ進めてバ

イオマス発電における剪定枝の利用ということ

を進めていっていただきたいと要望して質疑を

終わります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 温泉健康施設の話になりまし

たから少し聞きますけれども、実際に私も市民

から出なかったんでないかとかなんとか、いろ

んな批判の声を聞くわけでありますけれども、

そして今度は実際に出たということを市のほう

から報告受けましたけれども、その温泉健康施

設が完成するのが平成３３年という話になって

おりますけれども、その間ちょっとしたあずま

やみたいなものを建てて試し湯でもさせて評判

人気取りに使ったほうが今後の温泉健康施設の

繁盛というか、そういうものにも寄与すると思

うんですが、いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 それが宣伝になるというか、

それは宣伝になるかもしれませんけれども、で

もやっぱり出たことは間違いないわけでござい

ますので、それも結構な経費がかかると思いま

すので、ドラム缶置いてやるなんていうことは

市なわけですからできないわけですね。ですか

らやっぱりある程度のきちっとしたもの、例え

ばやるとすればしなければならないわけでござ

いますし、そこに労力と資金力を注入するより

はきちっと説明責任を果たさせていただいて、

そして本来の施設の建設に向かっていきたいと

考えています。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 環境衛生費についてでござい

ますが、犬とカラスのふんの処理についてです。 

 まず、犬ですが、毎年春先になるともう大変

ですよね。私もよく歩きますけれども、本当に

マナーの悪さというか、これについては看板も

あちこちに立ってはいるんですけれども、一向

に改善される気配がない。最近は大型犬より小

型犬、小さいのが何か随分飼育されているよう

ですけれども、これについてさらに一段の効果

的な取り組み、あるかないかわかりませんが、

ちょっとクアオルトかみのやまにふさわしくな

い景観をよく目にしますので、ちょっと伺って

おきます。 

 それから、カラスですが、これもたしか眉川

橋あたりの周辺に電線にコイルを巻いて効果が

あったかなと思ったんですけれども、十日町の

羽州街道沿いですね、あそこら辺も大変な被害

でありまして、これについて、山形市の事例な

どもその後全く宣伝されておりませんし、この

対策、犬とカラスのふん害について対策をお願

いします。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 犬のふんにつきまし

ては、やはり飼い主の方が責任を持って処理す

べきものと考えておりますので、飼い主の責任

につきまして狂犬病予防の注射も毎年あるわけ

ですので、そのときとか、機会を捉えまして、

一層マナーの向上について啓発していきたいと
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考えております。 

 あと、カラスでありますが、カラスにつきま

しても平成２９年、委員がおっしゃったように、

石崎とか、駅前も含めまして東北電力から電線

に透明のワイヤーを張っていただきまして、一

定の効果はあらわれておりましたが、ちょっと

そのワイヤーから外れたところにまたとまって

いるということで、なかなかカラスがまた寄っ

てきているという状況は確認しているところで

ございます。 

 また、ふん害につきましても随時市民生活課

のほうでもレーザーポインターなどで追い払い

などもやったりしておりますが、なかなか決め

手がないといいますか、山形市のタカの声とい

うことでも余り大きな効果があるとは聞いてお

りませんので、一時的なものであり、追い払い

でなってしまっているということもありますの

で、今後有効な手だてがないか研究してまいり

たいと思っております。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 散歩をする方、たくさんいま

す。犬連れて。手ぶらの人はもう１００％まず

いですよね。こういう人は。だからもう本当に

何とかこの広報をぜひ、罰則規定でも設けたい

ような気もするわけですけれども、本当にぜひ

広報をお願いします。 

 カラスについては、体文なんかにもやたらば

あっといたりして、電線がだめだったら次とや

っぱりもうこれはイタチごっこだと思うんです

けれども、街の中はせめてやっぱりきれいにや

ってほしいなと思っておりますので、対策をぜ

ひひとつ強化していただけるよう要望しておき

ます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 １４８ページのリサイクルリ

レーセンターのことに関してなんですけれども、

ここ最近いろいろ空き家とか処理をするとか、

そういったことがございまして、要するに需要

がふえていらっしゃるのか、年々廃棄物を持っ

てくる人がふえているのかという点で１つお聞

きをします。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 確かに最近空き家の

処理とか、それからおひとり暮らしの方の終活

といいますか、そういうことでの処理について

粗大ごみ等についてふえている状況がございま

す。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 私もよく使わせていただいて

いるんですけれども、あそこ結構手狭になって

いるような気もするんですが、今後建てかえと

か、そういったことは考えていらっしゃるのか

ということで１つお聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 今の施設を建てかえ

という考えは現在のところ持っておりません。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、５款労働費について質疑、発言を許し

ます。棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 山形県若者定着奨学金返還支

援事業についてお伺いします。 

 平成２９年度の申請者数及び交付支援者数の

詳細を教えていただければと思います。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 平成２９年度の地方創生

枠の応募者数につきましては４名、うち認定者

数が２名でございます。市町村連携枠につきま
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しては応募者数が８名、認定者数が４名という

ことでございます。ただこれは平成２８年度の

末に認定したものでございまして、それが平成

２９年度に申請を受けるということになります

のでよろしくお願いします。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 それぞれ４名のうち認定が２

名、８名のうち４名ということで、この人たち

というのは実際定着、いわゆる上山市に定着と

いうのは実現なさっているのかというのはわか

りますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 この制度につきましては、

大学等を卒業した後に６カ月以内に市内に居住

かつ県内企業に就職しという条件があって、さ

らに３年間を経過した後に支援するというふう

になっておりますので、今平成３０年度現在で

１名が卒業されているという状況ですので、そ

の先まだ定住して３年というのはこれからでご

ざいます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 これはいわゆる県と市で何％

かずつの案分で支援するという制度だったと思

いますけれども、定着をより高くするためにそ

の枠とは別に本市独自の枠というものを、支援

率を本来の本市の支援率に、いわゆる支援率を

低めてもそういった独自のものをつくるという

予定はありませんか。お伺いします。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 委員おっしゃるように、

この制度につきましては山形県と上山市がそれ

ぞれ２分の１ずつ負担しまして、基金を造成し

てやっている事業でございますが、上山市の場

合については、市町村連携枠ということで日本

学生支援機構の第二種奨学金に対して実施をし

てございますけれども、現時点ではこれに上乗

せをして市が独自に助成するという考え方は持

ってございません。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 上乗せというのは、選考に漏

れた人に対してのということで捉えてよろしい

んでしょうか。お伺いします。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 選考に漏れた方に対して

市が独自で助成をするということは考えてはお

りません。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 奨学金返還支援事業が全てで

はないですけれども、定着に向けてのいろんな

支援というのをさらに考えていただければと思

います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

守岡等委員。 

○守岡 等委員 今の同じ産業人材確保育成事

業費という８８０万円支出されて、今の奨学金

返還事業ともう一つ、産業人材市内誘導奨励金

という５００万円支出されていますけれども、

これの具体的な成果について御説明お願いしま

す。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 この奨励金につきまして

は、いわゆる市内企業の市民の採用の促進及び

市外採用者の市内移転を推進するという目的で

行っているものでございます。 

 やはりこちらのほうも市民を正社員として採

用し、６カ月以上経過したという条件がござい

ますが、平成２９年度におきましては、企業数

が１１社で、正社員の雇用人数は２０人という

ことでの５００万円の実績でございます。 

 市内の定住ということを今後図っていく意味
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では有用な制度だと思っておりまして、今後も

制度の内容の見直しについてもいろいろ考えて

いく必要がございますけれども、引き続いて考

え方としては続けていきたいと思ってございま

す。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 １１社、２０人ということで、

大変な成果だと思いますけれども、この予算の

枠でお断りしたという事例もあるんでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 予算上は７５０万円の予

算をとってございましたので、これは満額助成

をさせていただいております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 この際、正午にもなりますので、昼食のため

休憩いたします。 

 午後は１時から会議を開きます。 

    午前１１時５３分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○坂本幸一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次に、６款農林水産業費について質疑、発言

を許します。中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 １５６ページの部分の有害

鳥獣対策事業費について伺います。 

 イノシシの電柵についてなんですが、平成２

９年は５６件というような説明をいただいてお

りますが、この１件というところで、申請をす

るときに３人が集まらないと申請できないとい

うふうに聞いておりますけれども、その３人が

集まっての５６件という解釈でよろしいのかど

うか伺います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 委員おっしゃる

ように、３人が合わさって１件というふうに数

えております。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 申請はしたけれども、３人

が集まらなくて、そういう補助を受けられなか

ったという方はどのぐらいいらっしゃるでしょ

うか。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 ３人集まらずに

申請できなかったという件数はないものと捉え

ております。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 実は、きのう電柵をしてい

る方が田んぼにいらしたので、ちょっとどんな

仕組みになっているかというのを太陽光パネル

もあって、その下に充電器があると説明をして

いただいてきたところでした。その方は３人が

集まらず、自分単独で全額を出してやったとい

う話だったので、そういう方に対する市単独の

補助というか、助成を考えているかどうか伺い

たいと思います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 今の仕組みの中

では３名で１グループということで、電気柵を

設置する組合をつくっていただいて、やってい

る制度になっておりますので、現状のとおり進

めてまいりたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 組合をつくるというときに

やっぱり近隣でないとだめなのか、例えばその

方は大平というところの方だったんですが、例

えば久保手に２人がいて、一緒に組む、極端な

話ですけれども、そういうことができないのか



－１３１－ 

と、そういうことをしていかないと耕作放棄地

がふえるのではないかという心配もされますの

で、その辺について伺いたいと思います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 必ずしも近隣の

住民の方が３人集まって１件ということではな

く、離れた場所にいらっしゃる方でも３人まと

まれば電柵の設置について補助をしておるよう

な状況でございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 有害鳥獣対策事業というのは、

いろんな委託料であるとか、負担金であるとか、

補助金であるとかによって成り立っているわけ

ですけれども、それぞれ有害鳥獣対策全体を把

握する意味でも説明をお願いしたいと思います。

まずは有害鳥獣対策専門員設置事業委託料、そ

して南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会負担金、

まずそこ２つお願いしたいと思います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 まずは有害鳥獣

対策専門員設置事業委託料でございますけれど

も、有害鳥獣の対策専門員として１名を委託を

しておりまして、１名についての人件費がこち

らになっております。 

 次に、南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会の負

担金でございますけれども、こちらは南奥羽の

地域、山形県と宮城県、福島県の３県で構成さ

れておりますけれども、こちらの３県によって

協議会が構成されておりまして、主に猿の追い

払いですとか、パトロールですとか、そういっ

た部分での負担金となっておる状況でございま

す。 

○坂本幸一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 まずは有害鳥獣専門員の設置

業務を委託というふうなところで、１名の方を

委託するための業務を委託しているわけでしょ

うか。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 こちらにつきま

しては、専門員として１名を配置する上で有限

会社ワイルドライフワークショップというとこ

ろに１名の派遣を委託しております。 

○坂本幸一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 今、有限会社の名前をお出し

になりましたけれども、そこの代表取締役の方

を委託するのか、あるいは委託業務そのものを

その方に委託して別の人を委託しているのか、

そこが聞きたかったのです。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 そちらの会社に

所属しております職員の方で１名を専門員とし

て委託をしている状況でございます。 

○坂本幸一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 ということは、ここに書いて

ある金額そのものが委託料込みのいわゆる人件

費と、その方の人件費ということになりますか。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 こちらはその専

門員の方の報酬とそれから車やガソリン代など

車のリース料やガソリン代、保険代等が含まれ

ておる金額でございます。 

○坂本幸一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 わかりました。 

 それから、南奥羽関係、そしてその下のほう

に書いてある有害鳥獣対策事業費の補助金、こ

れは耳なじみがあるわけですけれども、それか

ら有害鳥獣捕獲奨励事業費の補助金、これは大

体わかるわけですけれども、その関連というか、

南奥羽のほうが前からある猿の防除対策であり
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ますけれども、どのような金の動きになってい

るのかということを大まかに説明をお願いした

いと思います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 こちら南奥羽の

協議会の負担金につきましては、ほぼ１００％

に近い額が国庫補助で補塡されている金額にな

っております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

長澤長右衛門委員。 

○長澤長右衛門委員 私は有害鳥獣対策事業費

について伺いたいと思います。 

 平成２９年度、狩猟免許取得に対しましては

全額、また猟銃購入費に１０万円という補助を

いただいております。それに対しましては敬意

を表するところでございます。 

 そこで、狩猟及び猟銃免許の取得後の猟友会

費、あとは保険料、そしてまた毎年射撃訓練等

が必要だと伺っておりますが、年間どのぐらい

の会費、また金額が必要なのかお聞きしたいと

思います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 猟友会への入会

等の手続についてでございますけれども、まず

入会の手続といたしまして年会費と入会金など

がございます。それからハンター保険等の保険

の金額、あと狩猟登録税ということで、県税に

なりますけれども、こちらの３つが必要となっ

てくることになります。 

 まず、１年目につきましては、こちらの３つ

の手続が必要でございまして、まず銃の免許に

ついての猟友会の入会の手続になりますけれど

も、合計約４万８，０００円の金額がかかるこ

とになります。銃とわな合わせて加入しますと

約５万９，０００円の金額となります。最後に、

わなだけの場合ですけれども、３万２，０００

円ほどかかるということになります。 

 ただ、こちら狩猟税につきましては、有害捕

獲者は２年目から２分の１軽減、それから実施

隊員については４年目以降免除というような軽

減措置もございますので、１年目が一番金額的

には経費がかかります。 

○坂本幸一委員長 長澤長右衛門委員。 

○長澤長右衛門委員 本当に今聞いてちょっと

驚いたわけでございますけれども、大分高額な

経費がかかると、今感じた次第でございます。

それに対して今これを我々、ぜひ狩猟免許取っ

てくれとか若い人にいろいろ協力を願っている

んですが、やっぱりこのように高く個人負担が

大きいとなると、ちょっと依頼することやら協

力していただくことはちょっと不可能な気もす

るんですよ。 

 それで、それに対しての補助なんかは考えて

いるのか、いないのか、ちょっとその点伺いま

す。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 県内での猟友会

への入会に関する補助については、今のところ

どこもやっていないというような状況でござい

ますので、現時点では上山市としても検討して

いない状況でございます。 

○坂本幸一委員長 長澤長右衛門委員。 

○長澤長右衛門委員 していないというのでは

あと何も言うことないんだけれども、本当に真

剣に考えて、有害鳥獣対策を考えているのであ

ったら、やっぱりそういう補助もちょっと考え

ていただきたいと、まず要望だけしておきます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 まずは、上山市でも芳刈放牧
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場運営、大変な税金突っ込んで運営しているわ

けなんですけれども、今回の北海道の地震によ

って農業、特に畜産業、酪農というのが物すご

く電気の停電でもって乳房炎とか死、廃用牛が

どんどん出まして、そして大変な被害を受けて

いる中において、初妊牛の価格が２０％値上が

りしたということで、本当に市内の酪農家にと

っては芳刈放牧場の運営に関しましては本当に

感謝の言葉をいただいております。どうもあり

がとうございます。 

 それから、農業振興費のことで聞きたいんで

すけれども、予算では４，０００万円とあるん

だけれども、実際に使っているお金は３，００

０万円ということで、その１，０００万円が不

用額というふうになっているんですけれども、

どういう理由で不用となったのかお示しくださ

い。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 この残額につきましては、

補助事業等の実施した実績による差額分と考え

ていただければと思います。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 補助事業の残額という説明で

したけれども、こういう補助事業というのは、

本当に農家にとってはありがたい制度でありま

して、その周知徹底というものが完全に徹底し

ていないからこういうふうに残金が出るのでは

ないかと思うんですが、その点いかがでしょう

か。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 予算を組む際に、ある程

度のニーズを把握して少々大目に予算のほうは

盛っておりますが、実際、例えば機械を購入す

るとか、実際に工事をする際に農家の方にも入

札なり見積もり合わせをしていただきます。そ

のときの入札差金等がございますので、その分

が残金として残るということになります。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 ぜひ来年度には残金が出ない

ように徹底してもらいたいと思います。 

 それから、次世代人材投資資金と昔の青年就

農給付金ですか、そういう金なんですが、これ

が２，２００万円近くあるんですが、準備型と

就農型を合わせた事業費なのかどうかお示しく

ださい。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 農業次世代人材投資資金

につきましては、以前に青年就農給付金と言っ

ていたものでございまして、こちらの実績につ

きましては、準備型につきましては、県で直接

支給になっておりますので、開始型のほう、市

で支給する開始型のみでございます。 

 経営を開始した時点から給付になる部分につ

いては市で支給という形になります。準備型に

ついては県のほうで直接本人に支給という形に

なりますので、今回の決算に出てきている実績

は市で支給した経営開始型の次世代投資資金の

みの実績となります。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 それから、森林のほうでちょ

っとお尋ねしますけれども、森林の予算が大幅

に１８％か何だか２割近くふえたという説明な

んですけれども、その中において、この決算の

ほうを見るとやまがた緑環境税事業費というの

が１７０万円ぐらいしか事業費がなっていない

んですけれども、こういうのはどういうふうな

内容によってこうなっているのかお示しくださ

い。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 やまがた緑環境税事業費
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の部分につきましては、主にソフト関係の事業

になりますけれども、平成２９年度の実績とし

ましては、まず西山とか三吉山の遊歩道の補修

なりチップ舗装、あとは保育園児を対象とした

森の教室、その木工クラフトの材料であるとか、

平成２９年度から新規に取り組んだものとしま

して、宮川中学校の技術の学習で、市産材を使

った生徒の昇降口にすのこ板を授業でつくって

いただいたり、あとは間伐材でつくった物置を

宮川小学校のほうに設置したりといった、そう

いった授業を緑環境税のほうで実施しておりま

す。農林課所管分ではございますが。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 まず、緑環境税の本来の目的

は民有林の手入れ整備ということに使われるは

ずなんですけれども、山形県では年間大体６億

円近くの緑環境税の税収があるわけなんですが、

ただ単純に計算しますと、山形県内に３０市町

村あると１市町村当たり２，０００万円ぐらい

な金額になるんですけれども、この１７０万円

近くのお金って随分少ないのではないかと、そ

してまた使途については、今回の大雨によって

も災害による流木とか、そういうものの被害に

よって災害を大きくしている要因になっている

中において、民有林の手入れ、そういうものに

もっとお金を使うべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 決算書のほうのやまがた

緑環境税事業費以外のところで里山林整備事業

ということで平成２９年度フルーツラインの沿

線の森林を景観形成ということで抜き伐りをし

ておりますけれども、そちらのほうに緑環境税

を財源として事業を行っております。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 森林・林業再生基盤づくり交

付金ということで８，０００万円近く引き当て

になっているわけなんですが、私から考えると

前回の補正予算にもあったように、バイオマス

発電所の貯留場とか、計量機とか、そういうも

のに、目的以外のほうに金を使っているような

気がするんですが、その点いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 緑環境税関係のまず歳入

につきましては、３４４万７，０００円ほどに

なっております。先ほどの里山林整備のほうに

つきましては、１６５万４，０００円ほどの事

業の実施となっております。そのほかやまがた

緑環境税事業ということで、先ほど御紹介いた

しましたソフト事業関係も含めた部分について

は１７０万円弱というような使い方になってお

ります。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 ですから、先ほども説明した

ように、６億円の山形県内では緑環境税の税収

があるわけなんですけれども、まず単純に３０

市町村で割ると２，０００万円ぐらいに当たる

わけなんですが、上山に配分になっているお金

が大分少ないのではないかと私は思います。そ

の点いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 まず、緑環境税につきま

しては、要するに市町村の数で頭割りする資金

ではございません。緑環境税の中に県営事業と

して荒廃林の整備であるとか、そういった森林

関係の事業に使う分というのがございますので、

それ以外で市町村が活用する分ということで毎

年要望調査をしてやっておりまして、市のほう

ではそのほかにクアオルト関係で使う分とか、

そういうのもありますけれども、やはり単純に
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２，０００万円を全てもらえるのかというと、

そういうわけではなく、具体的な事業を出して、

それで県のほうで認定した事業について市のほ

うで実施するという形になっております。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 上山市の面積の約７割が山林

ですので、まずクアオルトコースばかり歩くと

そんなに歩けるような状況に見えないかもしれ

ませんが、ひとつ課長も休日あたり山の中に入

ってやっぱりこういうものが必要だなというこ

とを考えて県にも要望してもらうようにお願い

します。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

井上学委員。 

○井上 学委員 平成２９年度の予算審査のと

きなんですけれども、私やっぱり農業経営の安

定化ということが必要だということで、その点

お聞きしたんですが、その中で平成２９年度か

らというわけでもないですけれども、農業機械

等の購入について認定農業者や新規の部分も含

めて、あと集落営農組織にということが示され

たわけですが、これ平成２９年度においてどう

だったかということと、ここ近年の利用状況と

比較して平成２９年度はどうだったかというこ

ともあわせてよろしくお願いします。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 担い手等経営確立支援事

業、市単独の事業で実施しておりますけれども、

こちらのほうにつきましては、認定新規就農者

につきましては、農地賃借料の補助が３件、あ

と機械購入等補助が６件ございます。認定農業

者につきましては、機械購入等の補助が１７件、

このうち集落営農組織が２件ということでござ

います。合計２６件の申請となっておりまして、

こちらのほうは非常に人気が高くて、平成２９

年度も補正で増額させていただいた部分あるん

ですけれども、平成３０年度につきましてもも

う既に満杯状態になっているような状況でござ

います。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 利用状況、本当に人気がある

ということは、やはり農家にとっては助かって

いると、経営安定化につながっていると認識し

ましたので、ぜひ平成２９年度も補正を組んで

いただいたということですが、今後とも現状に

合わせた対応をお願いしたいと思います。 

 また同じ平成２９年度の審査の中で、農家の

安定化に対してどういうニーズがあるかという

ことを図りながら進めていくということも示さ

れたわけですけれども、先ほどの答弁のとおり、

ここはニーズあったのかなと思いますが、ほか

にもし新たにこういうニーズが農家の安定化に

資する部分でということがありましたらお示し

お願いします。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 やはり経営を安定させる、

そして次年度の再生産費を確保するというよう

な形で、そして担い手に農地を集積して上山市

の農業というものを振興していくという方向性

ではございますけれども、やはり例えば水田に

関して申し上げますと、大分担い手に集積して

きているということで、機械もやっぱり大型化

を目指す傾向がございます。大型機械はやはり

かなり高価でございますので、これについては

とにかく補助に採択になるようにということで、

国の補助、県の補助も含めて有利な補助、そし

て有利な無利子資金とか借入れ等も含めていろ

いろ相談に乗っている状況でございまして、こ

れについてはそのほかの果樹等の部門について

も同じ傾向にあるかなと考えてございます。 
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○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 了解しました。やはり最初の

質疑の中の部分が大きいのかなと理解しました

が、さまざまなニーズがあるかと思いますが、

引き続き探っていただきたいなと思います。 

 あと、ワインブドウの園地のことであります

が、平成２９年度もだったと思うんですけれど

も、苗木がなかなか確保が難しいというような

状況がありました。そういった中で、苗木のこ

とと、あと目標、栽培面積の点についてどうだ

ったのかお聞かせください。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 まず、栽培面積

につきましては、平成２９年度目標を達成して

おりまして、順調にこれからも進んでいくとい

うふうに認識しております。 

 それから、苗木の問題なんですが、前々から

全国的にも苗木不足だということで話はなって

おりますけれども、こちらにつきましては、や

はり山形県のほうで６から７割の苗木を生産し

ているというような状況もございます。ただ全

国的にニーズが高いので、県内、市内だけでは

ちょっと難しいというような状況ではあります

が、なるべく市内の生産者、栽培者には優先的

にお願いできるような、市内の苗木の業者につ

いてですけれども、そのような話を聞いており

ます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 目標面積のほうについては順

調だということで安心したところですが、やは

り苗木の問題も引き続きあるということなので、

その点も十分、苗木がないからつくりたいもの

がつくれなかったというような状況が極力ない

ように要望して終わります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 １５６ページのブランド化推

進事業についてお尋ねいたします。 

 平成２９年度、仙台圏域のほうにシャインマ

スカットのフェアなど仕掛けていくということ

でありましたが、これに関する成果等をお示し

ください。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 平成２９年度の

ブランド化推進事業につきましては、まず消費

宣伝活動ということで、上山産農産物のプロモ

ーション活動を行っております。具体的には１

０月に東京、１１月に名古屋及び仙台のほうへ

の活動を行っておりまして、上山産の農産物の

消費拡大や知名度向上を図っております。 

 また、品質向上対策というようなことで、

ラ・フランスセレクションの実施ですとか、あ

と山形大学との連携によりまして果樹園の気象

データの調査研究も行っております。 

 また、高品質化対策ということで、リーガル

レッドコミス、シャインマスカット、紅柿等の

高品質化に向けた支援等も行っております。 

 さらには、研修会、こちらのほうを開催いた

しまして、農業の担い手に対しまして青年、女

性農業者を中心としてこれからの農業経営につ

いて研修を行っておる状況です。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ぜひ強く推し進めていただい

て、リーガルレッドコミス、赤いラ・フランス

でありますけれども、こういったところはまだ

まだ知名度の部分でない、逆に言うと、これを

知名度を上げることによってオンリーワンの上

山の一つの産品になり得ると思いますし、シャ

インマスカットに関しては非常に収益率等の面

で農家に関していい部分があるというふうに聞
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き及んでおります。ぜひ拡販に努めていただき

ますようお願い申し上げます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 １５６ページの元気な６次産

業化ステップアップ支援事業費補助金３８７万

円ほど出ておりますが、これは想定内、予定よ

り補助金が多かったのか、少なかったのかとあ

わせまして、事業費ですので、どのような事業

内容だったのかということをお示し願いたいと

思います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 こちら元気な６

次産業化ステップアップ支援事業でございます

が、１件の申し込みがございまして、補助率３

分の１ということで、３８７万円の補助をして

おります。具体的な事業内容につきましては、

ＪＲ山形駅のほうに隣接します店舗にテナント

を出店をしまして、具体的には高橋フルーツラ

ンドになるんですけれども、こちら上山産果物

の活用とヨーグルトを使用した商品販売という

ことで新たな顧客の獲得を目指しているという

ことでの支援でございます。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 １件ということですけれども、

やっぱりこれ数件出てきてくださったほうが市

としても大変ありがたい話だと思いますので、

そういったことで啓発等はどのようになさって

いるのかということで伺います。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 啓発につきまし

ては、各種農業関係の団体、農協ですとか、南

果連等を通しまして、県のほうから文書が来た

段階ですぐさま周知を図っているような状況で

ございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 農業者年金事業についてお伺

いします。 

 平成２９年度実績として１件１名とあります

けれども、予算では５件となっていました。こ

れについて詳細をお伺いします。 

○坂本幸一委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 農業者年金に

つきましては、新規加入を農業委員の皆さんと

新規加入促進活動をやっております。目標とし

ては５人の新規加入者を目指しておりましたが、

実績として１名ということでございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 基金からの事務委託を受けて

行っていると思いますけれども、新規就農者へ

の戸別訪問、訪問と加入はイコールではないと

思いますけれども、新規就農者、いわゆる該当

する人というのはどのぐらいいたんでしょうか。

お伺いします。 

○坂本幸一委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 新規就農者に

つきましては、平成２９年度、農業委員会のほ

うに名前が専業でやりますという形で上がって

きた方は６名程度でございますが、その方には

事前に誘いかけは必ず新規就農者の激励会等で

も行っております。そのほかに農業委員と事務

局職員が一緒になって、その新規就農者のとこ

ろに訪問して農業者年金の事業内容を御説明し

て、加入を促進するという活動でございます。

そのほか新規就農のみならず、前年度とか前々

年度で興味を示した方なんかを中心にその辺の

ところを訪問したり、御連絡を差し上げたりと

いうことをしております。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 
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○棚井裕一委員 今の御説明ですと、いわゆる

ほかの年金、他年金に加入済みの方など、あと

さまざまな先方の都合等ありますけれども、い

わゆる誘いかけて実績として上がるのが販売促

進というんですか、促進して、この人に入って

もらいたいというふうな加入促進をしての実績

として結果的に１人だと、それ以外は営業不足

だったということではないということでよろし

いんでしょうか。お伺いします。 

○坂本幸一委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 訪問したり、

いろいろ御連絡差し上げたりして加入促進には

努めておりますが、やはりもう既に年金に加入

しているからもう掛金出したくないとかいうこ

ともありますし、あと、若い方は特に今の段階

で必要性を感じていないということなんかもご

ざいまして、なかなか人数の実績が上がらない

状況ではございますけれども、ただやっぱり農

業者年金というのは非常に有利な年金でござい

ます。積み立て型でもありますし、積み立てた

分は必ず戻ってくる。年金をもらうとき国から

の分も上乗せになってくるというようないろん

なメリットをお話をして、加入促進をしてはい

るんですけれども、その辺のところもう少し今

後とも有利性を強調しながら加入促進に努めて

まいるようにしていきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、７款商工費について質疑、発言を許し

ます。井上学委員。 

○井上 学委員 かかし祭についてお聞きした

いと思います。平成２８年度、平成２９年度と

庁舎耐震工事の関係があって上山城月岡公園の

ほうでやったわけですが、多分観光物産協会等

の話もあって平成３０年度は戻ると、市役所の

公園でということだと思うんですが、その評価、

月岡公園でやったということに関してお聞きし

たいと思います。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 まず、月岡公園で行った

というところの評価という点でございますが、

過去においてそちらのほうで開催していたとい

うことで、上山城の入館等にもプラスの影響が

あったのかなと判断しております。ただ、やは

り階段等が多いということもありまして、福祉

関係の施設等の方の入場というのはある程度制

限されてしまったのかなというふうには評価を

しているところでございます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 私もいい点、悪い点あったかと思うんですが、

行政としては一番は多分観光物産協会の意向と

はなると思うんですが、今後についてその検討

に平成２８、２９年度久しぶりに月岡公園でや

ったわけですが、何か特段方針というか、そう

いった点があればお示し願いたいと思います。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 平成３０年度市民公園の

ほうというふうに決まった経過からしますと、

やはりまだお城のほうの屋根瓦等の改修で、そ

の手前の会場が狭いということが一番の要因だ

という中で決定されたと理解しておりまして、

来年度以降、当然中心市街地の街なかの部分で

もありますので、その辺も踏まえた上で検討さ

れていくということで考えておりまして、やは

りお祭りを実施する側のほうでどこが一番いい

のかというところを協議していただいた上で実

施されるのが一番よろしいと考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。



－１３９－ 

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 成果表のほうで、コワーキン

グスペースの予定があったわけですけれども、

これのことに関しましてはカミン再生後の施設

活用というふうに表記されてございます。実績

はゼロでございますが、このコワーキングスペ

ースに関して来年１０人の利用を目指すわけで

すが、どのように考えていますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 コワーキングスペースの

設置につきましては、まず創業を促すための取

り組みということで進めていきたいと考えてご

ざいますけれども、実は県内にも何カ所か設置

している自治体がございます。ただ、やはりな

かなか運営形態がうまくいっていないというよ

うな実情もございますので、設置に当たりまし

ては、慎重に考えていく必要があるなというふ

うには思っておりますけれども、基本的に２階、

二日町プラザの２階のほうもスペースがござい

ますので、その辺の設置の可否等についてもあ

わせて検討していきたいと思っております。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ぜひ進めていただきたいと思

いますが、このコワーキングスペースというも

のですと、ファクスですとか、コピー機械等が

必要になるのかなと思うところです。Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境とトイレの部分に関しては二日町プラザ

の２階であれば問題ないかと思いますが、こう

いったものの設備の附帯はどのように考えてい

ますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 今、御答弁申し上げまし

たように、さまざまな面で課題もあるなという

ふうに捉えておりますので、具体的な施設の、

あるいは設備の導入の中身については今後の検

討ということでございます。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 昨今、女性起業家のほうも注

目を受けております。女性の起業家がめんごり

あの施設を利用しながらコワーキングをしてい

くなんていうことはすごく明るいニュースにな

ると思いますので、ぜひ１０人の利用に向けて

しっかりと進めていただければと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 １７２ページですが、三市連

携観光、ＤＭＯのことでしょうかね。これ１，

２５０万円の負担金ありますが、ちょっと見え

ないところが、この三市連携の成果というか、

１，２５０万円出していて、結果的にそれに見

合うような成果が指標として出てきているのか

というところになるとちょっと見えないもので

すから、そこの評価を教えていただきたいのと、

その下にありますまつり行事補助金、これはか

かし祭なのか、どの祭りに幾らということをお

示しください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 まず、ＤＭＯの成果とい

うことでございますが、ＤＭＯにつきましては、

平成２９年度の取り組みとしまして、どちらか

というと本来旅行商品とか地域内での経済活動

を活発にするという目的で広域に対応するとい

うことで準備が進められてきているところでご

ざいますけれども、現在のところですと、やは

り受け入れ環境の整備というところに今重点的

に平成２９年度等は実施されたということで、

観光地の魅力向上につけた満足度調査、これは

毎年やっておりますし、また受け入れ態勢の構

築という部分では各山形だったり、上山、天童、

それぞれの部会において受け入れ態勢の整備を
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進めていると、上山市の場合につきましては、

旅館等での会議、国際会議、ＭＩＣＥも含めた

会議開催を進めるに当たって各旅館のスペック

等の販促用の営業ツールを統一した様式で作成

して、営業に向けた態勢を整えるということを

やっております。 

 また、平成３０年度につきましては、ホーム

ページの多言語化ということで、旅館、ペンシ

ョン等のまだなっていないところに対して声が

けをして態勢を整備しようということで、どち

らかというとそういったものを中心に今進めて

いるというふうなところでございます。 

 あと、祭りの部分ですけれども、こちらにつ

きましては、かかし祭だけではなく、その他の

例えば踊り山車とか、加勢鳥とか、そういった

お祭りも含めてのものとなっております。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 そうしますと、ＤＭＯについ

ては、態勢づくりという、本市の観光客の増加

とか、そっちにはまだこれからだということで

道半ばもいいところだという、そういう評価で

ございますかね。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 やはりまだまだ観光客の

増加というところについてはまだ受け入れ態勢

の整備という形だと思いますが、今般、観光物

産協会のほうで旅行業の取得に向けて、現在も

う申請をしておりますので、そこが機能するよ

うになれば着地型の旅行商品等も自分たちで考

えて販売とかということで、直接的にやれると、

またＤＭＯのスケールメリットを生かして、例

えば上山だけではなくて蔵王とか山寺、あとは

天童温泉とか、周遊型のツアーなんかも旅行業

を取ることによって組むことが可能になれば宿

泊者数の増にもつながっていくのではないかと

現段階で考えているところでございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

守岡等委員。 

○守岡 等委員 私も今のＤＭＯについてちょ

っとお尋ねしたいんですけれども、この間、三

市連携ＤＭＯによって旅行商品が１件実施され

たということですね。ところが本市がその行程

に入っていない商品だったということで、これ

はどういう経過でそういうふうになったのか。

やっぱりまだ本市の場合、ＤＭＯというものが

まだつくられていないということがそれに起因

するのかどうか教えてください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 まず、ＤＭＯ全体の中で、

この１件の旅行ツアーというのが東の奥参りと

いう全国的には伊勢神宮と出羽三山への詣でと

いう部分を平成３１年以降の庄内ＤＣ等に向け

て村山地域の中でまず試験的な旅行商品という

ことで造成したという形であったということで

ございまして、今後先ほど申したように、観光

物産協会のほうで旅行業を取得したときには当

然上山の魅力を発信するような旅行商品の造成、

販売という形でつなげていくことになると考え

ております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 私が心配するのは、ＤＭＣと

いう株式会社、非常にやっぱり営利追求が目的

ということで、大胆な世界戦略というか、非常

に大きなことを考えている組織のようでして、

本市のようにもっと純粋な、素朴な魅力を発信

するというのとはちょっとギャップ、乖離があ

るかなと思っていて、そこと本市の例えば観光

物産協会が今後旅行業取得してどういうふうに

マッチングしていくのか、三市連携という形で

やっていけるのかどうかというのはちょっと不
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安なんですけれども、どうでしょうか。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 ＤＭＯという中では三市

で今連携をしているわけでございますけれども、

先ほども申したとおり、上山市としての魅力と

いうことは観光物産協会のほうで魅力ある旅行

商品を展開するというふうな中において、その

広域連携の中で上山だけではなくてやはり２泊、

３泊ということで回っていくような中では、上

山が旅館等もあるわけですので、宿泊のキーに

なれるように、そこの中での連携を図りながら

進めていくということで、確かに大きいＤＭＣ

という部分はあるかと思いますけれども、枠組

みの中で上山の部門については観光物産協会の

ほうがその役目を担っていただけるように支援

していく必要があると考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 産業アドバイザーの部分に関

してお聞きいたします。 

 件数的には目標を超えて１件のところ４件と

なってありますが、でき上った成果物の販売に

若干弱みがあるのではないかと、というのは、

予算に対して、１，１００万円に対して実績の

ほうでは５５０万円と、せっかく産業アドバイ

ザーの指導のもとでつくった製品をやはり売れ

てこそ製品化というところを感じるのでありま

すが、この拡販に向けた取り組み等はどのよう

なものがありますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 この産業振興アドバイザ

ー事業の狙いが２つございまして、１つは自社

製品の開発と開発後の販路拡大というところが

１つございます。あともう一つは、企業が持つ

高い技術力というものを異業種、ほかの業種に

も認知をいただいて、新たな発注をいただくと

いう２つの狙いがございます。自社製品を開発

して販売するまでというのは、簡単そうでなか

なか難しいというのが実情でありまして、平成

２９年度につきましては、４社が試作品を開発

してございます。片桐製作所、カネト製作所、

大東精密、田島製作所でございますけれども、

その中で大東精密で製作したサクランボの種取

り器、チェリー・スターという名称ですけれど

も、こちらのほうが今販売を行っておりまして、

山形県の山形エクセレントデザイン２０１７と

いうのにも入賞されておりまして、そちらのほ

うは販売までつながっているということでござ

います。 

 今後につきましてもそういったさまざまな開

発を進めていきながら、きのう、きょうも先生

来ておられますけれども、将来につなげていき

たいと思っております。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 チェリー・スター、大変私も

デザインがかわいらしくていいなと思ったとこ

ろでございました。ぜひ進めていただいて、そ

れで連携して企業採用情報サイトカミリクなん

ですが、このサイトも非常にデザインがすばら

しくて、私いいものだと思っております。この

カミリクにその成果品をリンクするとか、ぜひ

ＰＲの場、これからはやっぱりＩＣＴを使わな

いとＰＲもおぼつかないところもありますので、

カミリクのほうの運用をもっとよくしていただ

きたいと。 

 あと、カミリクに関しましては、載っている

企業が若干少ないなと感じるんです。内容的に

はすばらしい、動画などもありまして、県外の

方を取り込むいいサイトであります。また、そ

の県外の人が実際上山に訪れるとか、自分が住
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むことなんかをイメージ、想起するときにはや

はり移住サイトとの連携も密にするべきだと思

います。そういった点で、カミリクの運営を強

化していくべきと考えますがいかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 委員おっしゃるように、

カミリクについては、平成２９年度、平成３０

年度におきましてもさまざまな情報を入れなが

ら、より刷新をしていくということで取り組ん

ではおりますけれども、おっしゃるように、さ

まざまな面でまだまだ足りない部分もあるかと

思いますので、工夫をしながら情報の発信に努

めてまいりたいと思っております。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ぜひコワーキングスペースも

含めて上山で働く人が市外からたくさん来ると

きに役立つような取り組みをしっかりとお願い

したいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

浦山文一委員。 

○浦山文一委員 １６６ページの商工業金融対

策事業費のことについてちょっとお聞きいたし

ます。 

 ここで一番目についたのが、貸付金ですね。

約７億６，０００万円ほどございますけれども、

この貸付金の経過というんですか、平成２９年

度だけでこんなになるわけではなくて、累計の

金額でしょうか。ちょっと教えてください。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 この貸付金の中身でござ

いますけれども、これは預託金でございます。

７億６，７００万円というのは預託金でござい

ます。これは上山市が独自に設置運営している

融資制度の原資を金融機関に預託して、市内企

業及び事業者等に対する金融面での支援対策を

行っているものでありまして、この額を預託し

て年度当初に預託して、年度末にまた銀行から

帰ってくると、そういうものでございますので、

残高ではございません。 

○坂本幸一委員長 浦山文一委員。 

○浦山文一委員 ちょっと気にかかったもので

すから、ちょっとお聞きしましたけれども、そ

れでは、信用保証協会のほうから１，１００万

円ばかり助成金として上がっているわけでござ

いますが、これについて工業関係、または商業

関係の数をちょっと知りたいなと思ったんです

よ。ちょっとお願いいたします。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 山形県の信用協会の保証

協会の利用状況でございますが、平成２９年度

でございます。市の中小企業長期安定資金保証、

これが１０件ほどございます。あとは少額融資

保証が５件、あと多いのが小口零細企業の保証

制度が３０件、それからその他いろいろ合わせ

ましてトータルでは５７件ということで、市の

融資制度のほかに県の融資制度もございますの

で、それらの融資制度に対します保証料の補給

ということでございます。 

○坂本幸一委員長 浦山文一委員。 

○浦山文一委員 実は、今の数全て合計します

と５７件ほどございますが、この借りたお金を

回収されている、その回収率というのは、また

は滞納されている、その比率をちょっと知りた

いんですけれども。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 これにつきましては、い

わゆる保証料を市のほうで補給しているという

ことでございますので、それぞれの企業の滞納

状況までに詳しくは私は承知してございません。 

○坂本幸一委員長 浦山文一委員。 
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○浦山文一委員 実は、やはり今現在の商業に

関する景気が芳しくございません。いろんな商

店のほうも倒産したとか、破産したとか、そう

いう状況下にある中で、本当にこういうふうな

金融のほうから借入れをするのを渋っていると

いうよりも返済能力がないために借りることが

できないでいるやっぱり商店もたくさん見受け

られております。ですから、こういうふうなこ

とで、これからその商業をどのようにして町並

みを活性化していくのかということにやっぱり

一番重点を置いていかなければいけない点なの

かなというふうに思っております。そのために

はやっぱり今現在、いろは市とか、商業祭とか

いろいろやられておりますけれども、やっぱり

まちの中、公園ではなくてまちの中をやっぱり

にぎわい創出していかなければいけない、その

ためには私はやっぱり商業者の方々の団結はも

ちろんなんですけれども、子ども、子どもを特

にまちの中にあふれさせるような創出計画をし

ていかなければいけないのではないだろうかと

考えております。このようなことで、そういう

ふうになればやっぱり金融業者に対しましても

まだまだやれるな、じゃあもっともっとちょっ

とこのお金を借りてもっと一生懸命まだやって

みようかというような、そういう意欲が出てく

るのではないのかな、このようなことを考えま

したので、今、その数値をちょっと聞かせてい

ただきながら、これからどのようにしたらいい

のかなということでまた考えていきたいなと思

っていますので、課長よろしくまずお願いしま

す。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 １６８ページですけれども、

今度できる産業団地の参考にもしたいと思いま

すのでお尋ねしますけれども、蔵王フロンティ

ア工業団地用地取得奨励金で１，８００万円、

それから蔵王みはらしの丘企業立地奨励金で約

４，０００万円ぐらいあるんですけれども、こ

の蔵王フロンティアの工業用地の取得というの

は１社なんですか。それとも何社なんですか。

そして、この奨励金というのは、どういう事業

をしている奨励金なのか教えてください。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 まず、蔵王フロンティア

工業団地用地取得奨励金１，８２０万円であり

ますけれども、ここは１社、東和薬品１社でご

ざいます。これにつきましては、当初９億円ほ

どの用地取得ということでございますけれども、

この２割を補助するということで、１０年で助

成するというような中身で１社でございます。 

 あと、もう一つが蔵王みはらしの丘の企業立

地奨励金というのがございますけれども、これ

につきましては、コストコとミクロン精密であ

ります。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 その企業立地奨励金の内容を

教えてください。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 みはらしの丘の企業立地

奨励金につきましては、まずコストコにつきま

しては、固定資産税、都市計画税の半額を１０

年間助成するというものでございます。あわせ

て用地取得費の２５％を１０年間、それから市

民正社員の採用を２５万円１人、これを全部合

わせまして上限３億円ということでコストコに

ついては予定しているものでございます。１０

年というのは平成３７年まででございます。 

 あと、ミクロン精密は、用地取得費の８％を

５年間、これは平成３２年まででございます。
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そうした助成内容であります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 まず最初に、成果説明書につ

いてですけれども、中心市街地の活性化を推進

するというところで、歩行者通行量が平成２９

年度の目標２，１００人、実績２，４２８人で、

ふえたかと思ってみたところ、「調査曜日や地

点を一部変更した影響と考えられます」とあり

ますけれども、これは比較できない数字ですよ

ね。ですから、比較にならないですので、平成

３０年度目標及び平成３１年度目標を変更する

とかということはお考えですか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 第７次上山市振興計画に

掲載されております歩行者通行量の数について

でありますけれども、当初計画した第７次上山

市振興計画をつくったときの計画と比べまして、

いわゆる第２期の中心市街地活性化基本計画を

つくったときとまず場所が１カ所違いますし、

それから曜日、これまでですと月曜日、日曜日

をとっていたものを金曜日、土曜日をとるとい

うようないろいろな変更をしたわけですよね。

この中で、第７次上山市振興計画につきまして

は、回遊ルートにつきましては３地点、商店街

につきましては４地点ということで設定してご

ざいました。それで、平成２９年度は２，４２

８人という数字が出ております。これを中心市

街地活性化基本計画の場所に変えて、曜日も変

えてという作業をいつするかというタイミング

で、市政戦略課とも調整しておりますけれども、

要するに後期基本計画をつくる段階でその数値

は直したほうがいいんじゃないかという庁内の

意見となりましたので、後期基本計画から直す

ということで考えてございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 説明わかりました。 

 次に、企業誘致についてですけれども、企業

誘致事業費について、立地意向調査の企業数が

平成２９年度当初予算では１万社、それを可能

性が高い企業に絞ったということで、３，１２

５社ということでありました。それに引きかえ

て、新規で訪問件数が１０７件とありました。

これについての現在の見込み等お知らせいただ

ければと思います。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 当初の目標が１万社とい

うことでございます。これはアンケート調査に

なりますけれども、実際３，１２５社を調査し

たという内容につきましては、大阪、兵庫、京

都、愛知、静岡、新潟の製造業を選びました。

そして直近の売上高が１０億から５０億円、し

かも直近の３期連続黒字ということで、条件を

つけまして、できるだけ投資意欲のある企業を

絞った形で意向調査を行ってございます。そう

したことで、実際１４２社からの回答を得まし

たけれども、そのうち増築、あるいは移転計画

がある会社というのが１７社ございました。こ

のアンケート調査につきましては、平成２９年

度末に行っておりますので、それ以降にその１

７社を中心に誘致活動を行っているという状況

でございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 先ほど髙橋委員の話の中にも

ありましたけれども、いわゆる雇用の受け皿の

拡大とか、市外に流出した人材が回帰できる労

働環境を生み出すという目的があると伺ってい

ます。ですから、ここは多くの市町村で企業誘

致というのは今行われていると思います。です

から、実際に大変だという苦労なさっていると
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いうのは十分わかっているつもりですけれども、

それゆえに固定資産税等の地方税の一定期間の

免除とか、土地の取得費の補助などを行ってい

ると思いますけれども、やはりある企業が本市

に進出しようとしたときに実際に土地取得費が

高いというふうなことも伺っています。ですの

で、いわゆる契約社員ではなく正社員の採用の

枠等を設けたり、確約とか、そういった形で設

けたりしながら、さらに土地の取得費などを大

幅にカットするなんていう施策が必要だと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 昨日の常任委員会でも御

説明申し上げたとおりでございますけれども、

現在産業団地の整備事業につきましては、順調

に進んでいるという状況の中で、いわゆる優遇

措置、固定資産税、都市計画税になるか、ある

いはその価格を割引するかという部分あります

けれども、現時点では価格の割引率についてど

ういったものについて何％にするかというとこ

ろを今まさにもんでいるところでございまして、

県内の産業団地がございますし、それらとの比

較もございますし、負けないようなこともしな

ければなりませんので、財源の問題もあります

けれども、それも合わせまして今検討している

ところでございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 いたずらに本市の土地をダン

ピングして安売りするというのは、もちろん変

な話ではありますけれども、ぜひ雇用の確保、

人材の回帰などを目指した思い切った政策を望

みます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午後 ２時１１分 休 憩 

                  

    午後 ２時２１分 開 議 

○坂本幸一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次に、８款土木費について質疑、発言を許し

ます。井上学委員。 

○井上 学委員 ５項２目住宅リフォーム制度

の支援事業のことについてお聞きします。 

 平成２９年度からだったかあれですけれども 

予算内におさまるようになったという認識です

が、やはりせっかくとっている予算なので、要

件をもう少し手厚い支援という考えができない

のかお聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 今も県の補助、あとは市

の補助もありますので、今のままで進めていき

たいと考えております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 県の補助あって、市の部分は

単独でと、何でもという部分だと思うんですけ

れども、やはりもう市民の方からは認知されて

大体使いたい人は使ってあとはこの事業の目新

しさにというふうなのではなくて、ずっとある

事業なのかなと思って使っている方が多いのか

なという、だから予算まで満たさなくても間に

合っているのかなという状態だと思いますけれ

ども、やはりこの事業本当にこれで市内の業界

も多分に潤っている部分がありますので、ぜひ

その点をぜひ現状ではそうかもしれませんけれ

ども、今後の課題としていただきたいと要望に

しておきます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

守岡等委員。 
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○守岡 等委員 道路維持費、地域のみちづく

りサポート事業費についてお尋ねします。 

 この事業費として５５８万円支出されていま

すけれども、申し込み数が１６地区、実施した

のが１１地区ということですけれども、やはり

予算を増額する必要があるのではないかなとい

うことです。この実施地区の選定方法、抽せん

なのか、早い者順なのかとあわせてお答えいた

だけますか。 

○坂本幸一委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 総額について私のほうから

具体的なものについては担当課長から。 

 総額については、これ以上ふやすつもりはご

ざいません。理由は、やはり建設業界というも

のがありまして、いわゆる業者がおります。や

はり業者でやってもらう部分もございますし、

また、みちづくりサポート事業のように地域の

皆さんが労力を出し合ってやるという事業があ

るわけですが、そのすみわけをはっきりしてい

かないと業者の部分まで食い込んでいくという

ことは、この事業の性質からして合わないわけ

でございますので、これ以上の増額は考えてお

りません。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 採択・不採択の部分でご

ざいますが、不採択につきましては、基本的に

不特定多数の方が利用するような道路でなかっ

たもの、また同地区から２カ所出ているものに

つきましては、１カ所にさせていただいており

ます。また、一応この事業は３年をめどとして

おりますので、３年を経過するものにつきまし

ては一度休んでいただくという形で不採用にさ

せていただいているものでございます。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 確かに事業者の利益を守るこ

とも重要だと思います。その際もやっぱりスピ

ーディーさという点でこれまでどおりというこ

とでお願いしたいと思います。 

 あと、もう一つ、空き家対策事業ということ

で、空き家の利活用ということで、公共的な利

活用ということも今後の課題になると考えます

けれども、空き家を市に寄附したいという意向

はどれぐらい寄せられているか、あるいは実際

に寄附を受け入れた事例があるのかどうか教え

ていただけますか。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 今現在、空き家を寄附し

たいというのは１件ございます。 

 寄附は今まで実績はございません。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 そういう意向があるのは１件

だけということですけれども、やはり寄附者の

意向としてはもし寄附した際にはそれを公共的

なものに活用してほしいという、こういう考え

が強いかと思います。実際公民館利用だとかに

ついて、そういう寄附ということも今後あり得

るかと思いますけれども、そういう活用の仕方

はいかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 今お話ししている１件が

公民館として使いたいという地元のほうからも

話がありますので進めていきたいと考えており

ます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、９款消防費について質疑、発言を許し

ます。井上学委員。 

○井上 学委員 貯水池のことなんですけれど

も、先日も委員会で違う視察だったんですけれ
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ども見てきたら、水が入らなくなっているよう

な貯水池を見受けました。現在、やっぱりそう

いった貯水池については、平成２９年度におい

ても有蓋化というふうなことで対応なされてい

るのかと思うんですが、そういった現状、水が

入ってこないというような貯水池どのぐらい把

握しているのか、まずお聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 水が入る、入らないの区分

に関しては、現状のところ今回の８月に実は無

蓋防火水槽の調査を行っているんですが、その

データがまだまとまっておりませんが、速報値

といたしましては大体半分半分ぐらいと考えら

れます。ただし、水が入る、入らないよりも非

常に問題になっているところが、落ち葉によっ

て泥が堆積してくるというのがありまして、そ

ういう場所があるということでさまざまな視点

からまとめを考えていきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 毎回計画的に進められている

かとは思うんですが、今後において予算的に少

し今までよりペースを上げるというような考え、

予算措置、施策ということをお考えかどうか、

そうすべきだと思うんですけれども、どうでし

ょうか。 

○坂本幸一委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 平成３０年度におきまして

は、前にお答えいたしましたけれども、耐震性

の場合は３基、有蓋化に関しては４基とふやし

ました。この状況をまず検証いたしまして、今

後の対策を考えていきたいと思います。 

 なお、有蓋化に関しては、恒久的に永遠に無

蓋防火水槽をするものではなく、消防力の基本

により４０トンに満たない防火水槽をまず耐震

化しなければならない現状と、また地域によっ

ては人口の減少が激しいところとか、そういう

ものも全部含めまして、総合的に考えないとこ

の問題に関しては非常に難しい問題であります

ので、消防のほうではそういうことで担当係、

また消防署、現場のほうと協力し合って検討し

ております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 

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

散  会 

 

○坂本幸一委員長 本日はこの程度にとどめ、

１８日は午前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 ２時３１分 散 会 
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