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  平成３０年９月１８日（火曜日） 

 

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 

 議第４２号 平成２９年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４３号 平成２９年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４４号 平成２９年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４５号 平成２９年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４６号 平成２９年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４７号 平成２９年度上山市施設貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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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 

金  沢  直  之 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 冨  士  英  樹 市政戦略課長 

平  吹  義  浩 財 政 課 長  舟  越  信  弘 税 務 課 長 

土  屋  光  博 市民生活課長  鈴  木  直  美 健康推進課長 
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鏡     裕  一 福祉事務所長  鈴  木  英  夫 商 工 課 長 

尾  形  俊  幸 観 光 課 長  前  田  豊  孝 
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 

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

井  上  咲  子 
教 育 委 員 会 
管 理 課 長  遠  藤     靖 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

齋  藤  智  子 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長  高  橋  秀  典 

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  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 議 

 

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

開  議 

 

○坂本幸一委員長 おはようございます。 

 出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより決算特別委員会を開会いたします。 

 

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

 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 本日は、１４日に引き続き

まして、平成２９年度上山市一般会計歳入歳出

決算の審査を行います。 

 それでは、１０款教育費について、質疑、発

言を許します。井上学委員。 

○井上 学委員 教育費の中で、予算のときに

も質疑させていただいたんですけれども、スキ

ー教室に関する補助というか、バスの手当ての

ことについてお聞きします。 

 平成２８年度は、スクールバスを利用したと

いうことはなかったということでしたけれども、

平成２９年度、スクールバスも含めてどういっ

たスキー教室に対する移動の手段ですね、手当

てされたのかお聞きいたします。 
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○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 市内の小学校、それ

から北中学校でスキー教室を開催しているわけ

でありますが、平成２９年度スクールバスを利

用した学校もございます。具体的には大きな学

校になりますと、スキー等の荷物が大変で入ら

ないと、そういったところ、あるいはバスの定

員等もございますので、結果としていわゆる貸

し切りバスを借上げて実施をしたというところ

もございます。特にこちらから補助として出し

ているということはございません。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 いろいろ学校に応じた対応をしていただいて

いるということで、いいことだと思います。 

 また、大型バスというか、貸し切りバスを使

う際に当たって、たしか予算のときの質疑の中

では特段その予算はとらないけれども学校で特

色ある部分に関しては手当てしていくというこ

とだったんですけれども、その点の申請もなか

ったのかどうなのか、まずお聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 平成２９年度当初の

計画の中で、特色ある学校づくり推進事業費の

ほうに計上して行っていたということはありま

したが、追加での申請はないというところでご

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。予算の中では

バスのこの利用料も値上げしているので、そう

いったところの部分で補助もあればということ

で質疑させていただいたと思います。そのとき

の答弁では、この部分で予算は使えるというこ

とだったので、ぜひ実情というか、事柄を把握

しながらスキー教室も含め特色ある教育という

ものにさらに手だてを強めていっていただきた

いと思います。要望です。 

○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 小中学校の就学奨励費の扶助

費についてですけれども、小学校は前年度より

もマイナス約２０万円、中学校はマイナス約１

３０万円ということで、今の経済状況決して好

転しない中で、この就学援助の対象者でありな

がらも受給しない世帯がふえているのではない

かと予想するんですけれども、捕捉率というの

はなかなか計算するのは難しいと思いますけれ

ども、受給率については平成２８年度と比較し

てどのような状況になっていますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 受給率につきまして

は、平成２８年度と同様、平成２９年度につき

ましてもほぼ同じであると捉えております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 あと、もう一つ、就学援助に

ついてですけれども、現在は７月支給かと思い

ますけれども、一番必要とする３月ですね、入

学前に支給する自治体がふえていますけれども、

本市での検討状況はいかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 就学援助費のいわゆ

る前倒しの支給につきましては、近隣市町の対

応につきまして調査を行ったところであります。

何らかの形で前倒し支給を行っているという自

治体がありましたので、保護者の声、あるいは

学校の実態等を踏まえて、実施すべきかどうか

検討するべきものであると認識をしております。

その際は、前回も申し上げているのですが、年

度末の転出に対しての対応をどのようにしてい

くかということについてあわせて考えていかな
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ければいけないと捉えております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 あと、もう一つ、１項４目の私立高等学校就

学奨励補助費ということで、４６万円支出して

いますが、これは平成２８年度よりも１２万円

ふえていまして、成果説明書では、「審査の上、

希望者の６２％に補助金を交付した」とありま

すけれども、これはやっぱり１００％でないと

いう理由はどういうことでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 私立高等学校就学奨

励補助金交付要綱に基づいて支給をしているも

のでありまして、具体的に対象要件となります

のは、生活保護世帯の保護者の方、それから市

民税が所得割、均等割ともに非課税の保護者の

方というふうになっております。 

 これまで、それぞれの御家庭で証明を各自と

っていただいた上での申請ということでござい

ましたが、その負担もなるべく軽減しようとい

うことで、まず希望を出していただくようにし

ております。希望を出していただいたものをこ

ちらでそれに該当するかどうかという形で調べ

まして、平成２９年度は６２％という形の支給

率ということでございます。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 これも非常にふえることが予

想されますので、予算の増額も検討していただ

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。

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 平成２９年度主要施策の成果

説明書の中で、総合文化芸術の振興に対する住

民満足度が１８％であると、掲げる目標は平成

３０年度６０％を目指すというところでござい

ますが、住民の不満に思っていらっしゃるとこ

ろは認識していらっしゃるようですが、この目

標を高めていく施策はどのように考えていらっ

しゃいますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 この住民満足度調査

に基づいて１８％という低い結果になりました

が、この中でも練習会場や活動場所を求める声

というのが多くあったかと思っております。体

育文化センターをより芸術文化活動の拠点とし

ての機能を充実させることが必要と考えており

ます。 

 平成３０年度については、この文化活動の拠

点となれるよう、文化団体協議会の事務局を体

育文化センター内に移設したということもあり、

あとは市民の活動の場、そして交流の場となる

ような方向で考えていきたいと思っております。 

 また、会場の設備に対する要望も出ておりま

すので、可能な限り体育文化センター内の施設

内の整備についてもできることをやってまいり

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

いますが、中でも会場の遮光、照明、展示空間

の設備等に対する要望は以前から聞くところに

及んでおります。なかなか外光が差し込まない

ようにとか、作品にスポットライトが当てられ

るようにとか、そういったところで難しいとこ

ろはあるかと思いますが、ぜひ、より一層の工

夫をしていただいて、最近ですと、スポットラ

イトもＬＥＤのスポットライトが出ております。

これは大変消費電力が少なくて、従来７０ワッ

トぐらいのものが５ワット、６ワットでできま

すので、これですと設備に対する負担も少なく
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照明を効果的に使って文化作品を美しく見せる

ことによって展示、市民の満足度が上がると思

いますので、このような新しいものも取り入れ

ながらぜひ満足度を上げていただきたいと思い

ます。その辺のところいかがお考えでしょうか。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 ただいま委員からあ

りましたように、遮光の状況、特に照明の状況

についての要望も高いというふうに認識してお

りますので、今いただいた御意見などを参考に

してできる限りの整備を図ってまいりたいと思

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。

佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 主要成果説明書の中の１９ペ

ージなんですけれども、これで殊勲賞受賞者数

の目標が１００人、実績が４８人となっている

中で、これについて受賞者数を上げる取り組み

というのはどのようなものを行っているのかお

答えください。 

○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 競技力向上とい

うことで、体育協会のほうに委託しまして、各

種目団体のヒアリングなどを実施しながら強化

策について補助しているという状況でありまし

て、現在８種目団体でそういった取り組みを一

生懸命していただいているということでござい

ます。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 現在８競技団体を上げている

というところで、そのほかにトップアスリート

などが本市の合宿施設等を訪れた際にイベント

として交流を持っていただいたりというふうに

しているんですけれども、合宿に訪れた際にと

いうのではなくて、本市から声がけをして、ト

ップアスリートの方を呼んでイベントを開催し

て、もっと多くの子どもたちがスポーツに取り

組めるような環境を整備すると、そういったお

考えはないかお答えください。 

○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 まず、多くのと

いうことでございますけれども、体育協会の競

技力だけではなく、オリンピック・パラリンピ

ック事業でのオリンピック選手等を呼んでの交

流の機会とかも設けており、平成３０年度につ

きましても水泳のオリンピック選手を招きまし

て、多くの小学生に教えていただいたり、お話

をしていただきました。また、アスリートビレ

ッジの利用団体のほうからは可能な限りという

ことで調整して実施し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 平成３０年度、水泳のほうで

オリンピアンの選手が来て指導いただいたとい

うことなので、平成３１年度以降もそういった

ことをぜひ継続していただいて、子どもたちが

トップアスリートの方に触れる機会を多く持っ

ていただいて、子どもたちが夢をしっかりと持

てるようにしていっていただきたいというふう

に思います。 

 それと、学校にタブレットを整備していると

いう状況ですが、今現在の状況というのと今後

の状況をお示しください。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 市内小中学校へのタブレ

ットの整備事業につきましては、平成２９年度

から事業を開始しております。平成２９年度に

ついては、市内３中学校と宮川小学校の４校に

整備をしております。平成３０年度につきまし

ては、残りの小学校４つに８月末をもって整備

を完了しております。１校当たり児童生徒の数
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にもよりますけれども、６台から１１台を、グ

ループで活用できる台数を整備したところです。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 平成２９年度から実施してい

るということで、実際に活用した現場での反応、

先生方の反応、子どもたちの反応というのはい

かがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 活用状況でございま

すが、例えば体育の実技などで自分の動きを動

画で撮影して、それをもとに学び合いを進める、

あるいは理科の観察の際、実際に写真を撮って

きて、それをもとに詳しいところまで観察をす

る。あとは、社会科等で調べ学習の際に利用を

しているというような報告を受けております。

いずれにしても大変活用のしがいがあるといい

ますか、大変重宝なものであるということで、

そういったものを平成３０年度、情報研究委員

会のほうで事例を集めまして、各学校のほうに

またそれを広げて共有してまいりたいと思って

いるところであります。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 私も体育の授業などに取り入

れる動画などは実際に自分のフォームなど第三

者の目から見て自分のイメージと違ったという

ので、すごく修正がしやすくなって、子どもの

競技力というか、体育力の向上にはすごくつな

がると思います。 

 また、今、課長がおっしゃった調べもの学習

というところで、大分タブレットというか、Ｉ

ＣＴが進んでいまして、調べもの、私が子ども

のころなんかは調べものというと辞書を引いた

りとか、あとは図書館に行って本をめくって調

べたりと、ＩＣＴが進んでいって、タブレット

がすごく使いやすくなって、子どもたちも楽し

いというところではあると思うんですが、やは

り実際にその紙をめくって、紙のにおいを感じ

てというふうなところで五感をしっかりと使っ

て調べものをするということは子どもの学力向

上に必ずつながるというふうに思いますので、

その辺についてもお伺いいたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 あくまでもやはりＩ

ＣＴ機器といいますのは道具であります。そし

て、これから求められる教育としてプログラミ

ング的な思考を育むとありますが、例えば用語

を覚えるとか、あるいは技能を習得することで

はなくて、論理的な思考力を養うということが

大切であります。委員がおっしゃったように、

各学校におきまして、それに全て頼るというこ

とではありません。例えば国語の辞書を使った

り、あるいは図書館にある本を活用して調べ学

習ということがやはり必要ではあると私も認識

をしております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 主要施策の成果説明書からお

伺いします。 

 「生きる力を育む学校教育を充実します」と

いうところで、「学校に行くのが楽しいと思

う」と回答する児童生徒の割合が目標値よりも

下回ってしまったと、この理由として「児童生

徒が求めている授業内容と教員が考える授業運

営にずれが生じているためと考えられます」と

ありますけれども、この辺、どのようなずれで、

どのように分析なさって、平成３０年度はどの

ように修正なさっているのかお伺いします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 まず、この数値でご

ざいますが、「学校に行くのが楽しい」と捉え



－１５５－ 

るその捉え方につきましては、子どもたちさま

ざまあるのではないかというふうに考えている

ところであります。 

 本来、学校というものは、やはり楽しいもの

でなければならないと感じておりますし、一番

は授業において、わかる授業、あるいはできる

ようになるというようなところが必要なのかな

と感じているところであります。 

 平成３０年度、各学校への要請訪問等を行っ

ておりますが、その中でやはり子どもたちが学

びたいこと、それから教師が教えるべきこと、

そこの部分にずれがあったり、あるいはどうし

ても教員が引っ張ってしまうというような形で

授業が進められているというところがあります

ので、やはり子どもたちが主体的で、そして友

達とかかわり合ってしっかりとした学びを実現

できるようにこれからも指導が必要だというと

ころについては確認をしているところでありま

す。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 それをもとに「若手教員の育

成を図る」というふうにありますけれども、こ

れはＱ－Ｕアンケートなどをもとに分析なさっ

ていると思うんですけれども、いわゆるちょっ

と突っ込んだ話になるかもしれませんけれども、

この「楽しいと思う」と思わない生徒ですか、

というのが多いのは、いわゆる若手の先生に偏

っているというふうにアンケートの結果なって

いるんでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 特に若手の教員の担

任している子どもたちがそのように思っている

というところではないとは捉えております。 

 平成２９年度、若手教員研修会につきまして

は、こちらからの指導と合わせて授業実践とい

うことで、５回シリーズで行わせていただきま

した。その中でやはり授業を磨くというような

ところを大切にしたわけですが、必ずしも若い

先生が子どもをしっかり理解して授業ができな

いということではなくて、やはり子どもに寄り

添う、そして向き合うというところがしっかり

できている学級につきましては、この満足度と

いいますか、それは高いものであるというふう

に捉えているところであります。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 若手の先生というのは、やは

り学習指導も含めて校務などでかなり多忙を極

めていると思います。そういった意味からいわ

ゆるかなりの残業時間ですか、仕事の時間とい

うのを割いているのかなと思います。 

 もう一点お伺いします。 

 先ほど佐藤委員のほうからもありましたけれ

ども、ＩＣＴについてなんですけれども、いわ

ゆるデジタル教科書に伴う事業費が８００万円

の予算に対して５７０万円ほどしか使われてい

ないというのは、これはうまく活用できていな

いのではないかというふうに推察しますけれど

もいかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 タブレット導入しま

したところにあわせてデジタル教科書というも

のを入れております。こちらのライセンスの問

題で、学習指導要領等が改正になる、あるいは

教科書改訂になるということで、当初は複数年

のライセンスを取得してということを考えてい

たのですが、教科書も変わるということから単

年度のライセンス契約ということで、その分で

実績が低くなっている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 よくわかりました。 



－１５６－ 

 先生方もタブレットなり、ＩＣＴ、デジタル

教科書に伴う研修なり、自分で使いこなせなけ

れば指導もできないわけですので、そういった

意味で繰り返しになりますけれども、先生方の

負担がより多くのしかかっていないのかという

ことについて、残業時間、働き方改革とかとい

うふうにもうたわれていますけれども、残業時

間、平成２９年度、その前年度と比べてどのぐ

らい減っているのか、またはふえているのかお

伺いします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 平成２９年度のいわ

ゆる時間外勤務状況ということでございますが、

そちらの具体的な数字につきましては、各学校

で個人の申請によりますが、それで把握をして

いると、１００時間以上時間外勤務があった場

合にはこちらのほうで面接を、産業医の面接と

いうことで実施をしているところでありますが、

平成２９年度につきましては、１名いたという

ことで捉えているところであります。その方に

は一応面接ということで進めさせていただいた

というふうに捉えているところであります。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 これは自己申告というのに頼

るしかないわけですけれども、１００時間を超

過する教員が１名というふうにお伺いしました。 

 なるべく、もちろん多くの先生方は持ち帰っ

てのお仕事もなされているかもしれません。負

担を軽減できるような施策もしていただけると

ありがたいと思います。 

 最後になりますけれども、これも事業費の予

算との兼ね合いでお伺いします。 

 小学校就学奨励費の中で、「遠隔地通学の安

全及び家庭の経済的な課題を解決し、魅力ある

学校づくりを推進するため」ということで、準

要保護認定人数はふえているにもかかわらず、

事業費が減っていると、これはどういった影響

からなのかお伺いします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 実際に平成２９年度、

こちらのほうにつきましても申請という形にな

って、それに対する支給という形になりますの

で、申請についてはそれぞれ各家庭の御事情に

合わせて申請をしていただくと、そしてそれを

経済状況等、こちらのほうで数式がありますの

で、それに当てはめて算定をすると、実際に準

要保護の御家庭については支給対象が決まって

おりますので、そちらに合わせて支給をしてい

ったという形であるというふうに捉えています。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 いわゆる行き届かないという

ものではないというふうに捉えてよろしいんで

すね。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 そうであります。 

 基本的には周知等も年間数回ほど行っており

ますし、学校を通して各担任、あるいは事務の

先生からどうですかというところもお話が行っ

ておりますので、漏れているということはない

と捉えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 西郷第一小学校の件について

伺いますが、平成２９年度は複式学級１つなの

で検討しませんでしたと、今後のあり方につい

て検討しなかったというふうに書いてございま

すが、平成３０年度は現実に複数になったとい

うことで、今後、教育長からたしか私が聞いた

のは、そういった今までの計画案がありますが、

それに捉われず地域の実情を十分尊重してこれ
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から進めていきたいというふうなことを聞いた

ような気がするんですけれども、そうすると、

平成３１年度から具体的に今後どうするかとい

うことについて一歩踏み出す必要があるんだと

思いますが、有識者の評価検討委員会の中でも

地域の意見を十分聞いてくれという話がここに

記載されておりますけれども、どのように進め

ていくのか、そのことを伺いたいんです。こと

しの夏の議会報告会、西郷地区で行われた際も、

特認校も考えているとか、何か地域は地域でい

ろいろ考えているんだと、今後の対応について

ということなんですけれども、聞き及ぶについ

て保護者の気持ちと地域の住民の気持ちが若干

乖離もあるようだということもありますので、

今後具体的な話し合いを進めていくのにどうい

うふうにしていくのかということが大変気にな

るところですが、お願いいたします。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 西郷第一小学校の統廃合

問題につきましては、今、委員からございまし

たように、平成３０年度に複式学級が複数にな

ったことで検討を再度開始するという方向で進

んでおります。具体的には年度が明けた４月に、

学校のほうに複式学級が複数になったことで地

域のほうで検討を進めていただきたいというこ

とでお話をさせていただいております。その後

地域のほう、後援会やＰＴＡのほうが話し合い

を行いまして、まずは地域全体、全ての世帯を

対象にして全体会を行いたいという希望がござ

いました。これまでの経過、あと今後地域で何

をしなければならないのかということを全世帯

が認識した上で、その後検討会というものを組

織して、西郷第一小学校の今後のあり方を地域

で決めていきたいという御意向がございました

ので、７月にその地域全世帯を対象にした全体

会を行っております。その中で、今後は関係団

体からなる検討委員会を組織して、その検討委

員会の中で地域の意向をまとめていくというこ

とを決定しております。それを受けて第１回目

の統廃合に係る検討委員会が過日行われており

ます。構成メンバーとしては、教育後援会、Ｐ

ＴＡ、あとは地域の代表、未就学児の保護者代

表、学校のほうが事務局になって今現在検討を

進めているという状況です。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 地域の人たちは学校がなくな

ることによって、地域の活力というか、これが

大きく下がるのではないかという懸念は全国ど

こを見てもある。しかし、教育の主体、主役は

子どもたちでありますから、子どもの育ちを考

えるとどっちを優先すべきかというところでや

っぱり調整が難航するんだと思いますが、今の

課長の話ですと、これからいろいろとまた聞い

ていくと、全体会が終わってということなので、

何年かかる話なんでしょうかね。単年度で終わ

るようなものではないと思いますが、これは複

数年にわたるという考え方でよろしいですか。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 いつまでという期限につ

きましても地域で十分にいろんな協議を行って、

地域が納得する形で結論をいただきたいという

ことでお話をさせていただいておりますので、

それに沿って検討のほうは進めていただいてお

りますが、第１回目の委員会でおおむね平成３

０年度末を目標に検討のほうを進めていきたい

ということで話し合いのほうはまとまっている

ようです。 

 学校というものは、地域の拠点という性格も

持っているんですけれども、今、委員おっしゃ

ったように、本来は教育を受ける子どもたちの



－１５８－ 

教育の場ということでありますので、検討委員

会の中では保護者と未就学児の保護者の考えを

中心に結論のほうは出していきたいというよう

な話し合いになっているようです。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 わかりました。 

 中心はあくまで子どもだということをまず念

頭に置きつつも、これ何年かけても解決する問

題ではないと思うんですよね。ですから、その

辺急がずに、しかし、慎重にということで、平

成３１年度は現状のままでいくしかないと思い

ますけれども、教育長としてこの間再任もされ

たわけですし、あと何年かいらっしゃるんでし

ょうから、ぜひ教育長のお言葉もいただきたい

ところです。 

○坂本幸一委員長 教育長。 

○古山茂満教育長 一番最初の地域の方々、そ

れから子どもの保護者、未就学児の保護者全体

で会を持ったときに教育委員会も参加しました。

それで、その中で、やはり今委員がおっしゃっ

たように、一番大事なのはその西郷地区の子ど

もをどういう子どもに育てたいのか、育ってい

くといいのかという子どもを中心に話し合いを

してもらいたいんだということを冒頭に話をし

たところでございます。 

 感じとしては、どちらかというと、自分たち

の子どもをどういうふうに育てていきたいのか

というのが余りちょっと見えなくて、残す、そ

れから統廃合するというそっちのほうだけが中

心に話し合いをなされているかなという感じが

するのです。ですから、今後、例えば地域の

方々から、統合する場合は南小学校ですけれど

も、南小学校の、そのぐらいの多い人数の中で

の授業なんかを見ていただいて、いろいろと見

ていただいて考えてもらえばいいなということ

を思っているところです。 

○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 私も主要成果説明書を今見

ているところなんですけれども、本市は特色あ

る学習の時間ということで、短歌学習を推進し

ているというようなことであります。 

 もう一点は、上山市の子ども読書推進計画に

基づいた小中学校の図書室というような本のこ

とも含めて２点お尋ねしたいと思います。 

 実は、本市の短歌に対する全国ジュニア短歌

大会もございます。大変優秀な成績をおさめて

いるというような状況でもあります。また、中

学校においては卒業短歌ということで、大変、

文化のレベルが高いというように思っていると

ころでございます。その中で、この金額、短歌

教室の事業費、これ全部使われているんだと思

うんですけれども、たしか平成２８年度は小島

ゆかりさんという中央の方でも有名な方をお呼

びしたと思います。しかし、平成２９年度はど

ういうわけか、そちらではなくなったというよ

うなことを聞いておりまして、大変上手な御指

導をしていただいているというようなこともあ

ったので、その辺のところにもう少し重点的に

していただきたいというような考えがあって、

平成３０年度どういうふうな進捗をしているの

かお伺いいたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 短歌教室につきまし

ては、委員先ほどおっしゃったように、小島ゆ

かり先生を前は招聘しまして行っていたのです

が、平成２９年度から小島ゆかり先生の娘であ

ります小島なお先生、こちらの先生をお呼びし

まして、小学校４年生対象に短歌教室をまず行

っていると、平成２９年度は茂吉記念館の館長
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の秋葉先生から中学校の短歌指導を行っていた

だいております。平成３０年度同じようにお願

いをしたのですが、秋葉館長のほうから高齢だ

というところで一度断られまして、小学校のほ

うにつきましては小島なお先生、それから中学

校につきましては山川ひろみ先生、そちらをお

呼びして平成３０年度行っております。 

 平成３０年度から学校教育課主管事業になっ

ているということで、特色ある授業の中に組み

込んで行っているところであります。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 確かに本市の小中学校の短

歌のレベル、全国的にも大変高い水準だという

ふうに思っております。引き続き本市にも短歌

を愛するレベルの高い講師としても県内でもや

はりその水準を保つ方も多いというふうに思っ

ております。こういったことをぜひ活用してい

ただくということもあるんですけれども、その

辺のところは中央だけではないと思っておりま

すけれども、これをもう少し平成３１年度に考

える意向はないのかお伺いします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 具体的に子どもたち

への指導ということになりますので、例えばこ

れまで実績のある方、そういった方々をこれか

ら探して、適任な方がいらっしゃれば、それは

もちろんお願いしていくということになります。

ただ、山川ひろみ先生につきましては、元学校

の先生でもあると、小島先生につきましても大

変子どもと近い感性で指導をしていただいてい

るというふうに認識しております。 

 一応、平成３０年度、あるいは平成２９年度

受けて、さらには平成３１年度に向けても同じ

ような形で進めさせていただこうかなというふ

うには考えているところであります。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 引き続き、やはり上山の文

化の水準を高めていくというような方向でお願

いしたいと思っております。 

 実は、文化芸術ということで芸能についてち

ょっと図書の前にお話を伺います。 

 平成２９年度、多分これは山形ふるさと塾形

成事業補助金なんでしょうかね。ちょっとその

辺のところもお聞きしたいと思うんですけれど

も、芸能といいますと、やはり本市には田植え

踊り、それからとっくり踊り、何点か地区に残

っている芸能があるということです。芸能をし

ている地域に近い小学校もあるやに聞いており

ます。そうすると、その芸能を今さまざまな点

で本市の小学校、中学校で継続して体験する、

そういった制度があるのかどうか、それとも平

成２９年度から始めたのかというようなことを

お尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 ただいま委員から御

質問のあったのは、ちょうど決算書でいいます

と２１４ページになるんですけれども、山形ふ

るさと塾形成事業補助金ということで、この３

０万円の支出がこの文化芸能を支援する形での

補助金となったものでございます。 

 この内容につきましては、山形県市町村総合

交付金制度の中の補助金を利用しまして、郷土

芸能の伝承事業に対する補助ということで、こ

のたび平成２９年度については、金生の田植え

踊り保存会への補助を行ったものでございます。

この保存会活動につきましては、金生田植え踊

りが当市の無形文化財になっているということ

もあり、以前から保存会の活動に対しても補助

を出していたものでございますが、南小学校区

の放課後子ども教室けやきっずなどでもこの保
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存会の皆さんからの支援を受けてけやきっずの

子どもたちに教えていただいているということ

もあり、そのときの衣装や備品などをそろえる

ために利用させていただいたものでございます。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 ２１４ページの山形ふるさ

と塾形成補助金の３０万円の内容はわかりまし

た。そこの中で、南小学校区の放課後子ども教

室けやきっずにそれを伝承の形で教えていると

いうような状況だと思うんですけれども、これ

やはり平成２９年度はそういった備品等々で終

わったのかもしれませんけれども、平成３０年

度、これも継続することがやはり何より文化芸

術の伝承というような形では必要かと思うんで

すけれども、その辺の傾向はどういうふうにな

っているかお伺いいたします。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 やはりこの文化芸能

を後世に伝えていくためには、ある程度こうい

った支援も必要かと考えております。放課後子

ども教室のための事業費の中でこういった指導

に使える事業費も持っておりますので、どちら

側で負担するかということもありますが、極力

国、県の補助金などで使えるものがありました

らそれを活用して環境整備に努めてまいりたい

と考えております。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 大変これも本市にとっては

残す、継承していくというようなことの大事な

ところだというふうに思っておりますので、ぜ

ひバックアップというんでしょうか、継続でき

るような形態をお願いしたいと思います。 

 先ほどの学校図書です。 

 「読書の好きな児童生徒の割合」というのが、

本市は上山市子ども読書活動推進計画も立てて

おりまして、この平成２９年度４５％というよ

うな目標値がやはりかなり低いのではないかと

いうふうに思っておりますけれども、この点い

かがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 この数字につきましては、

他市と比較しているものではございませんので、

当市内で年々この「読書が好きな児童生徒の割

合」を伸ばしていければいいなということで、

目標のほうを設定しております。 

 学校図書の充実につきましては、図書購入費

の予算額を年々１クラス当たりの予算額を増額

し、図書の充実を図ることによって本に興味を

持つ子どもたちをふやし、またそこから読書が

好きな児童生徒の割合をふやしたいというふう

に考えているところです。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 本を好きになる子どもを育

てるためというようなことで、蔵書の充実、そ

れから環境整備というようなことであります。 

 ちょっと１点、学校図書室の蔵書は大変わか

るんですけれども、教室にもクラス図書という

んでしょうか、そういったものも整備されてい

るはずです。そういったことの充実についての

予算は平成２９年度も充実されたのでしょうか。

お尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 クラスに配備をしており

ます図書につきましても同じく学校図書の予算

の中で計画的に整備をしていただいております。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 やはりこういったことが相

乗いたしまして、もちろん図書館も充実、それ

から学校図書室というか、そちらも充実、それ

からクラスの中の本も充実というようなことで、
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そういった整備にはやはりお金もかかります。

確かに。だけど、大事なところだなと思ってい

ますので、本市の子どもたちのためには充実を

図っていただきたいと思っております。 

 それから、支障木伐採等業務委託料１６万２，

０００円、こちらのほうの決算の金額が出てお

りますけれども、これはたしか旧宮生小学校で

すね、そちらのほうの伐採はかなり手当てをし

ないと、もう放置状態と聞いておりますけれど

も、この辺のところの支障木の伐採に当たって

いるのかお尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 各小中学校の支障木の伐

採につきましては、学校現場のほうとも十分に

協議いたしまして、危険性の高い部分等から順

次計画的に伐採、あるいは枝払い等を行ってい

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 １６万２，０００円という

金額であって、かなり太い木ですと１本３０万

円とかするとお伺いしたので、この辺のところ

の結局学校敷地内の多分支障木なのかなと思っ

ております。学校林に対しての管理というよう

なことに関して、平成２９年度はどういうふう

になっているかお尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 学校林の整備等につきま

しては、なかなか今、児童生徒がその学校林の

整備にかかわるということは学校の授業時間の

制約があったりということで、できないところ

ではありますけれども、学校職員、あるいは教

育後援会、ＰＴＡなどでできる範囲で学校林へ

のかかわり、整備のほうを行っているような状

況です。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 今の現状というのは、学校

林の使用をして、昔だと薪を集めたりして、そ

れを学校で使えるお金にした経緯もあるという

ふうには伺っておりますけれども、現在そうい

うことではないわけでありますので、もう無造

作に学校林は大木になったり、かなり蔦も生え

たり、いろいろな状況になっていると思ってお

ります。そういう状況をやはり管理課でしょう

ね、それをするというようなことになるはずだ

と思うんですけれども、現状がそういうことだ

というわけですけれども、その学校林に対して

はもう少し手当てをしていただくというような

ことはできないのかどうか。もう一度伺います。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 学校林の管理につきまし

ては、本来学校で森林に関する学習の一場面と

したり、あるいは学校林で育った材木を使って

学校整備に充てるという目的で事業を実施して

きたわけなんですけれども、なかなか昨今のい

ろいろな教育現場の実情などから本来の目的で

学校林を整備するということが難しくなってい

る状況にあります。先ほど申しましたような学

校を支えてくださっている皆様方から最低限の

整備、境界線の確認だったりということで対応

ができる学校については、そういった協力をい

ただきながら整備を行っているというところが

現状であります。なかなかそこからもう一歩進

んだ活用というところになってきますと、例え

ば間伐したものを運び出して活用するというこ

とにつきましても現場まで行く作業道の整備だ

ったりというところで難しい状況にあるのかな

と思っているところです。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 現状がそういった上山市内

で学校林を持っている廃校になっている小学校
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もあるわけでございますので、そういったこと

も含めて、やはりこういう場合、管理が行き届

かなくなるとどうなるかと、山の崩壊というか、

そういうさまざまな今森林計画もなされるとい

うことなので、そちらのほうにもやっぱり気配

りというか、必要性があるというふうに思って

おりますので、そんなことも考えてちょっと御

意見を申し上げました。 

○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 先ほど西郷第一小学校のお話

が出ましたので、確認ですけれども、前回西郷

第一小学校の後援会のときに教育長が言ったよ

うに、市のほうから統合だということは言わな

いと、地域の人と後援会、あるいは入学してい

る人、それから未就学児の保護者の意見を聞い

て、そして了解したなら統合するという話だっ

たんですけれども、その考えでよろしいのかど

うか確認したいと思います。 

○坂本幸一委員長 教育長。 

○古山茂満教育長 そのとおりです。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 わかりました。 

 まず、西郷地区は上山市の中でもこれからは

ますます発展する要素がいっぱいある地区であ

りますので、まず情勢を眺めながら年数をかけ

ていろいろ納得いくような考え方で学校のこと

も考えてもらいたいと思います。 

○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 成果説明書の５ページ、６ペ

ージについてお伺いいたします。 

 公民館事業への参加者数、目標２万２，１０

０人に対して１万９，１３２人、指導者登録者

数は４４人を目標にしたところが２１名、参加

者数はおよそ３，０００人足りず、指導者のほ

うは半分ぐらいに目標が届いていないというと

ころでございますが、まずこれに関して、どの

ような現状かお示しください。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 公民館事業への参加

者数の減につきましては、目標には達しなかっ

たものの、平成２８年度よりもふえているとい

うこともあり、地域の周辺地区での高齢者がふ

えてきているということもあって、なかなか参

加しにくい環境も出てきているというふうに認

識しております。現状に合った数値の変更につ

いては、後期の計画の際に考えていきたいと思

っておるところです。ただ、高きを目指して参

加しやすい環境づくり、そして参加しやすいメ

ニューづくりということも公民館とともに考え

ていきたいと思っております。 

 ２つ目の指導者登録者数についてであります

けれども、こちらの大分目標より減少したよう

な形ですが、平成２９年度につきましては、今

までの要項を整理した結果、高齢による登録抹

消や非公開希望者もあったことから減少したと

考えております。ただ、この数値につきまして

は、数値自体が目標ではないと考えております

ので、実はこの登録された指導者の方を活用し

て学習活動を推進していくということが本来の

目標であると考えておりますので、人数ではな

くて、指導者の活動が充実して、その地域に貢

献できるような形をつくってまいりたいと考え

ておりますし、一方ではその指導者という方が

地域で学んだことを通して自分の後継者、新し

い指導者をまたその地域につくるということも

大切と思っておりますので、一方ではその数値

も上がるように目指していきたいと考えており

ます。 
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○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 数よりも質、これはもちろん

大事なことでございます。この生涯学習指導者

ということについて、まずどういったものか。 

 あと、このたびの実績の中に新たな要項をこ

の人材登録に対して制定したというところで、

現状とその新たな要項はどのようなものかお示

しください。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 新たな要項といいま

すのは、平成２９年８月１日から施行したもの

でありますけれども上山市生涯学習指導者登録

制度要項というものでございます。この要項に

つきましては、ちょっと読み上げさせていただ

きますが、「豊かな経験や知識、技能を有する

市民を上山市生涯学習指導者として登録し、こ

れまでの学習成果を人や地域づくりに生かすこ

とで豊かな人生につながる学習活動を支援する

とともに、新たな指導者の発掘や市民のニーズ

に応じた情報提供活動を行うことにより、地域

の団体やグループ及び学校等が企画実施する生

涯学習活動のさらなる推進を図ることを目的と

する」ということで、これに沿って登録をして

いただける指導者の方を広く市報などで広報し

て、呼びかけて、登録をしていただいたもので

あります。その結果、平成２９年度の実績が２

１名となったものでございます。 

 市内市外かというところについてお答えいた

します。 

 市内の登録者でございます。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ぜひこの登録を促進するため

のＰＲ、あと登録の以前に指導者の育成という

ことも非常に大事だと思いますので、ここに関

して何かこのようにしていくということ、ＰＲ

などを中心にお答えいただければと思いますが、

市報以外、従前していること以外に新たに取り

組むようなことは考えていますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 この要項の整理を行

った後に、実際にこの指導者の方を要望があっ

て紹介したというときには、その後のアンケー

トなどを実施しております。そのアンケートの

結果などをお伝えすることで、その指導者自身

の方の生きがいづくりなどにも貢献できればな

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 この成果説明の中にあります

「とりわけ講座等に参加できない方や働き盛り

の年齢層には、新たな学習方法や学習プログラ

ムにより参加を促進します」ということでござ

いますが、これは大変大事なことだと思います。

これができることによりまして、参加しづらい

方の参加の促進につながると考えますが、どの

ようなことをなさったかお示しください。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○齋藤智子生涯学習課長 講座等に参加できな

い方というのは、主に移動手段の足りない方、

あとは子育て中の方というふうに認識しており

ます。それで、移動公民館、出前公民館という

ような事業を充実したり、子育て中の方にはＬ

ＩＮＥなどで情報を提供するような、そういう

形、求める人が探しやすいようなホームページ

の充実とか、そのような形で実施してまいりま

した。 

○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１１時０４分 休 憩 
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    午前１１時１４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、１１款災害復旧費、１２款公債費、１

３款諸支出金、１４款予備費について質疑、発

言を許します。 

〔「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、議第４１号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 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は、原案のとおり認定

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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４１号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第４２号 平成２９年度上山市 

       国民健康保険特別会計 

       歳入歳出決算の認定に 

       ついて 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４２号平成２９

年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について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。 

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕 

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、平

成２９年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳

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１５ペ

ージ、１６ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項国民健康保険税について申

し上げます。収入済額は７億５，５０９万１，

２６９円で、前年度に比べ１，８３４万７，０

００円の減、率にして２．４％の減でありまし

た。これは国民健康保険被保険者の減少による

ものであります。不納欠損額は２，０７６万５，

４２７円、収入未済額は１億２，３５２万５，

０１７円となっております。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料について申

し上げます。収入済額は調定額と同額の２６万

８，００８円で、前年度に比べ２，０００円の

減、率にして０．６％の減でありました。これ

は督促手数料の減少によるものであります。 

 ３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８億１，１０６万８，８

７４円で、前年度に比べ１億１，００４万７，

０００円の減、率にして１１．９％の減であり

ました。これは一般被保険者の医療給付費の減

少が主な要因となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

担金が５億８，８０１万６，８７４円、２項国

庫補助金が２億２，３０５万２，０００円とな

っております。 

 ４款１項療養給付費等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５，６２６

万８，１１９円で、前年度に比べ１億８７万３，
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０００円の減、率にして６４．２％の減であり

ました。これは退職被保険者の医療給付費の減

少によるものであります。 

 ５款１項前期高齢者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１０億７，６

１２万１，９１３円で、前年度に比べ１億４，

５５８万５，０００円の増、率にして１５．

６％の増となっております。これは前期高齢者

の医療給付費の増加によるものであります。 

 ６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１億６，２６８万９，６４

５円で、前年度に比べ３，８７４万３，０００

円の減、率にして１９．２％の減となっており

ます。これは一般被保険者の医療給付費の減少

が主な要因となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項県負担

金が２，３３４万１，６４５円、２項県補助金

が１億３，９３４万８，０００円となっており

ます。 

 ７款１項共同事業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８億６，８６７

万８，４７０円で、前年度に比べ１億３，８８

０万５，０００円の減、率にして１３．８％の

減となっております。これは対象となる高額な

医療費の減少によるものであります。 

 ８款財産収入１項財産運用収入について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の１２３万

５５９円で、前年度に比べ２２万５，０００円

の減、率にして１５．５％の減となっておりま

す。これは国民健康保険給付基金の運用利子の

減少によるものであります。 

 ９款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２億８，１１２万３，６６７

円で、前年度に比べ１，２７４万４，０００円

の減、率にして４．３％の減となっております。

これは保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入

金などの一般会計からの繰入額の減少によるも

のであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項他会計

繰入金が２億７，９８９万３，６６７円、２項

基金繰入金が１２３万円となっております。 

 １０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３億１，７７４万１，

３０８円で、前年度に比べ１億２，１４６万９，

０００円の増、率にして６１．９％の増となっ

ております。 

 １１款諸収入について申し上げます。収入済

額は調定額と同額の５７９万４６３円で、前年

度に比べ１，３４０万２，０００円の減、率に

して６９．８％の減となっております。これは

平成２８年度にあった山形県国民健康保険団体

連合会からの診療報酬支払基金預託金の返還金

分の皆減によるものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 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９４万６，２４９円、２項預

金利子がゼロ円、３項雑入が４８４万４，２１

４円となっております。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額４５億

４，５００万円に対し、調定額４４億８，０３

６万２，７３９円、収入済額４３億３，６０７

万２，２９５円、不納欠損額２，０７６万５，

４２７円、収入未済額１億２，３５２万５，０

１７円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ１億６，６１３万

４，０００円の減、率にして３．７％の減であ

りました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款総務費について申し上げます。
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支出済額は６，４２４万４，３９１円で、前年

度に比べ６５１万７，０００円の減、率にして

９．２％の減でありました。これは職員人件費

等の減によるものであります。不用額は１，４

２５万１，６０９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

理費が６，０２０万５，１５２円、２項徴税費

が３４３万９，５８７円、３項運営協議会費が

１８万５，５８０円、４項趣旨普及費が４１万

４，０７２円となっております。 

 ２款保険給付費について申し上げます。支出

済額は２４億８８９万１，２７４円で、前年度

に比べ１億６，４３２万５，０００円の減、率

にして６．４％の減となっております。一般被

保険者療養給付費、退職被保険者等療養給付費

等の減により療養諸費が減少したことと一般被

保険者高額療養費、退職被保険者等高額療養費

等の減により高額療養費が減少したことによる

ものであります。不用額は３億１，６８７万５，

７２６円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項療養諸

費が２１億５４０万２，０５４円、２項高額療

養費が２億９，４５９万９，２２０円、３項移

送費がゼロ円、４項出産育児諸費が７１４万円、

５項葬祭諸費が１７５万円となっております。 

 ３款１項後期高齢者支援金等について申し上

げます。支出済額は４億９８９万７，０３０円

で、前年度に比べ４８０万８，０００円の減、

率にして１．２％の減となっております。これ

は国民健康保険被保険者数の減少によるもので

あります。不用額は４，４２４万９，９７０円

となっております。 

 ４款１項前期高齢者納付金等について申し上

げます。支出済額は１５０万４，４４１円で、

前年度に比べ１２０万８，０００円の増、率に

して４０７．５％の増となっております。これ

は国民健康保険被保険者１人当たりの負担調整

対象額の増加によるものであります。不用額は

３万５，５５９円となっております。 

 ５款１項老人保健拠出金について申し上げま

す。支出済額は９，６２２円で、前年度に比べ

５，０００円の減、率にして３６．４％の減と

なっております。これは過年度分の事務費の拠

出の減少によるものであります。不用額は１万

９，３７８円となっております。 

 ６款１項介護納付金について申し上げます。

支出済額は１億５，６４２万９３３円で、前年

度に比べ１，２３３万５，０００円の減、率に

して７．３％の減となっております。これは国

民健康保険被保険者数の減少によるものであり

ます。不用額は５，６２７万９，０６７円とな

っております。 

 ７款１項共同事業拠出金について申し上げま

す。支出済額は８億６，８２４万６８５円で、

前年度に比べ４，０７４万６，０００円の減、

率にして４．５％の減となっております。これ

は県内の高額医療費共同事業基準拠出対象額の

合計額の減による拠出金の減少によるものであ

ります。不用額は１９７万９，３１５円となっ

ております。 

 ８款保健事業費について申し上げます。支出

済額は４，５５０万６，８７５円で、前年度に

比べ１４１万４，０００円の増、率にして３．

２％の増となっております。これは健康づくり

推進事業費の増により保健事業費が増加したこ

とによるものです。不用額は１，６０９万９，

１２５円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項特定健

康診査等事業費が４，００７万９，７８１円、

２項保健事業費が５４２万７，０９４円となっ
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ております。 

 次のページをお開き願います。 

 ９款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額は１２３万５５９円で、前年度に比べ

２２万５，０００円の減、率にして１５．５％

の減となっております。これは国民健康保険給

付基金の運用利子の減により積立金が減少した

ことによるものであります。不用額は４４１円

となっております。 

 １０款１項公債費について申し上げます。当

初予算額は６０万円でありましたが、支出がな

かったため全額が不用額となったものでありま

す。 

 １１款諸支出金について申し上げます。支出

済額は４，９３２万４，４０３円で、前年度に

比べ４，７１６万円の増、率にして２，１７９．

３％の増となっております。これは国庫支出金

精算返還金が増加したことによるものでありま

す。不用額は６４２万６，５９７円となってお

ります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項償還金

及び還付加算金が４，９３２万４，４０３円、

２項貸付金がゼロ円となっております。 

 １２款１項予備費について申し上げます。当

初予算額は８，２９１万３，０００円でありま

したが、支出がなかったため全額が不用額とな

ったものであります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額４５億

４，５００万円に対し、支出済額は４０億５２

７万２１３円、翌年度繰越額はゼロ円、不用額

は５億３，９７２万９，７８７円となったもの

であります。 

 歳出決算額は前年度に比べ１億７，９１９万

４，０００円の減、率にして４．３％の減であ

りました。 

 歳入歳出差引残額は３億３，０８０万２，０

８２円となり、全額を平成３０年度に繰り越し

たものであります。 

 以上で平成２９年度上山市国民健康保険特別

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。 

 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。守岡等委員。 

○守岡 等委員 医療給付費がマイナス６．

４％ということで、本当に医療費を引き下げる

ためのさまざまな取り組みによってこういう数

字が生まれたと思います。特に８款の保健事業

費が前年度に比べ１４０万円ふえたということ

で、積極的な保健事業が行われた成果かなと思

います。 

 そして、もう一つ、１款の総務費の医療費適

正化推進費約６００万円、大体横ばいで推移し

ていますけれども、特にレセプト点検事業とい

うことで、データヘルス計画なんかもつくられ

て非常に有効な医療費を下げる対策が出されて

いると思いますけれども、このレセプト点検事

業ということで、さまざまな効果が出ると思う

んですけれども、今後もこのレセプト分析、あ

るいは検診とか、あと介護保険なんかの分析と

あわせて、データヘルス計画出ましたけれども、

こういうことを継続して分析して問題提起して

いくのかどうか教えてください。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 ただいま委員からあ

りましたとおり、今後もレセプト点検のデータ

であったり、介護関係のデータ分析、あわせて

これらの統計等を分析した上で必要な対策をし

ていくことが有効だと思っております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 
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○守岡 等委員 特にデータヘルス計画でやっ

ぱり本市の医療費分析で外来医療、特に高血圧

なんかがちょっと多いというようなこともこの

分析で初めて知りました。このデータヘルス計

画は、ＮＰＯの団体に委託して実施したと思う

んですけれども、今後もそういう専門機関に委

託するようなことは考えていらっしゃいますで

しょうか。 

○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３０年度につき

ましては、特に民間に委託する予算等はとって

おりませんが、今後周辺自治体の状況等も調査

しながら必要な調査というものを、有効な結果

を分析できるような団体があれば積極的に考え

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。

井上学委員。 

○井上 学委員 平成２９年度で市単独という

ことが終わったのかなと思います。その点で県

一本化になるに当たって、課題というか、運営

に当たって課題等、あと改善が見込まれる点が

ありましたらお示し願いたいのと、あわせて私

はより基金というものの活用の仕方が重要にな

ってくると思います。その点でぜひ負担増にな

らないような手当て、あともっと進めば負担軽

減になるようなことで基金を活用していかなけ

ればと思うんですが、その点についてお聞かせ

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 平成３０年４月から

県単位化という形でスタートしております。現

在半年過ぎたところでございますが、財政的な

責任は県が持つということが基本になっており

ます。現時点で特段な不都合等についてはまだ

出てきておりませんが、特に平成３１年度のま

た事業費の算出、予算編成についていわゆる納

付金の金額の確定時期とか、ここら辺がまだ見

込みが出ていない状況でございますので、そう

いった将来的な推計をしていく上でしっかりと

市のほうでもシミュレーションしながら考えて

いく必要があると思っております。 

 あと、基金の残高につきましては、県内の中

でも本市については１人当たりの残額は非常に

トップクラスかとは認識しております。県の納

付金が確定した段階で、その不足分等を、不足

が出た場合にこの基金を活用していくというこ

とが原則と思っております。現在の保険料がで

きるだけこれ以上市民の負担がふえないような

形にするためにもこの基金残高はしっかりと維

持し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。

髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 歳入のほうですけれども、国

民健康保険税の調定額に対して収入未済額が約

１億２，０００万円と、率で言うと１２％ぐら

いの徴税漏れがあるというふうに考えるわけな

んですけれども、歳出の面になりますと、今度

は徴税費というのがまず不用額が１０４万、１

０５万円近く使っていないというふうに、その

徴税額の使い方とこの収入未済額の関係性があ

るのかどうか教えてください。 

○坂本幸一委員長 税務課長。 

○舟越信弘税務課長 徴税費のほうの残額につ

きましては、印刷等で残った額となっておりま

す。収入率につきましては、大体平成２８年度

と同等になっておりますので、その因果関係は

ないかというふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 保険税のうち１２％が徴税漏

れということになると、真面目に納めている人
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がばかを見るような気がしますので、そういう

ことのなるべく徴税漏れのないような方法を考

えてもらいたいと思います。要望です。 

○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、議第４２号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４２号平成２９年度上山市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４２号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。  
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 議第４３号 平成２９年度上山市 

       公共下水道事業特別 

       会計歳入歳出決算の 

       認定について 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４３号平成２９

年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について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、平

成２９年度上山市公共下水道事業特別会計歳入

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２３ペ

ージ、２４ページをお開き願います。 

 初めに、１款分担金及び負担金１項負担金に

ついて申し上げます。収入済額は１，９４６万

８４０円で、前年度に比べ８９１万３，０００

円の増、率にして８４．５％の増でありました。

受益者負担金が一括納付されたことなどにより、

負担金が増加したものであります。収入未済額

は２７７万５，７８０円となっております。 

 ２款使用料及び手数料について申し上げます。

収入済額は５億７２４万５，６４０円で、不納

欠損額は７１万３，０９０円、収入未済額は４，

６１９万８３５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５億７２３万７，１４０円、２項手数料が８，

５００円となっております。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の２億８，

１２０万円となっております。前年度に比べ１，

６６０万円の増、率にして６．３％の増であり

ました。社会資本整備総合交付金が増加したこ

とによるものであります。 

 ４款１項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２億３，０００万円とな

っております。 

 ５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１，１１６万２，９８９

円となっております。 

 ６款諸収入について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の５１４万１，８３０円となっ
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ております。前年度に比べ２，１４４万４，０

００円の減、率にして８０．７％の減でありま

した。東北中央自動車道建設に伴う移転補償の

減などにより、雑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項市預金

利子、２項延滞金、加算金及び過料がなく、３

項雑入が５１４万１，８３０円となっておりま

す。 

 ７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３億８，５６０万円となっ

ております。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１４億

８，３８０万円、調定額１４億８，９４９万１，

００４円、収入済額１４億３，９８１万１，２

９９円、不納欠損額７１万３，０９０円、収入

未済額４，８９６万６，６１５円となったもの

であります。 

 歳入決算額は前年度に比べ５，０７９万９，

０００円の増、率にして３．７％の増でありま

した。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項公共下水道費について申し

上げます。支出済額は９億７，６９９万４，７

９１円で、前年度に比べ８，１７１万６，００

０円の増、率にして９．１％の増でありました。

工事請負費の増加などによるものであります。

翌年度繰越額は２，８００万円、不用額は２，

３０８万４，２０９円となっております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は４億５，０３１万４，６８４円で、不用

額は４５４万６，３１６円となっております。

前年度に比べ３，２２５万６，０００円の減、

率にして６．７％の減でありました。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はなく、不用額は８６万円となっておりま

す。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

支出済額は１４億２，７３０万９，４７５円、

翌年度繰越額は２，８００万円、不用額は２，

８４９万５２５円となったものであります。歳

出決算額は前年度に比べ４，９４６万円の増、

率にして３．６％の増でありました。 

 歳入歳出差引残額は１，２５０万１，８２４

円となり、全額を平成３０年度に繰り越しした

ものであります。 

 以上で平成２９年度上山市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算についての補足説明を終わ

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。 

 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。守岡等委員。 

○守岡 等委員 １款１項１目の子育て世帯の

下水道料金補助金についてですけれども、今期

７７万７，０００円ほど支出しておりまして、

これは平成２８年度よりも約５２万円もふえて

おります。成果説明書でも予算の４０件を大幅

に上回る５４件の申請があったというふうに聞

いておりますけれども、この要因と、あと今後

の予算増額の必要性についてお尋ねします。 

○坂本幸一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 １つ目は要因という

ことでございますが、子育て世帯の上下水道の

補助につきましては、持家住宅建設等補助金の

対象者が対象となっていることから、持家住宅

建設等補助金の制度の利用者がふえたことによ

ることと、その対象者の中での子育て世帯が多

かったという結果になったことからというふう

に判断しております。 
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 予算の考え方につきましては、平成３０年度

の持ち家住宅の状況、あるいはその中の子育て

世帯の対象者などを視野に入れながら予算の確

保に努めてまいりたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 子育て対策からも非常に重要

な事業だと思いますので、よろしくお願いした

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。 

〔「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、議第４３号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４３号平成２９年度上山市公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４３号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 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５０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。 
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 議第４４号 平成２９年度上山市 

       農業集落排水事業特別 

       会計歳入歳出決算の 

       認定について 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４４号平成２９

年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について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、平

成２９年度上山市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算について補足説明を申し上げます。 

 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２７ペ

ージ、２８ページをお開き願います。 

 初めに、１款使用料及び手数料について申し

上げます。収入済額は３，５０１万９，５４０

円で、前年度に比べ５９万６，０００円の減、

率にして１．７％の減でありました。収入未済

額は５万３，１００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３，

５０１万８，７４０円、２項手数料が８００円

となっております。 

 ２款１項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７，４００万円となって

おります。前年度に比べ８００万円の増、率に

して１２．１％の増でありました。 

 ３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６６万９，５１４円とな

っております。前年度に比べ５９万６，０００
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円の減、率にして４７．１％の減でありました。 

 ４款諸収入１項市預金利子について申し上げ

ます。収入済額はありませんでした。 

 ５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３，１４０万円となってお

ります。前年度に比べ１９０万円の減、率にし

て５．７％の減でありました。 

 ６款県支出金１項県補助金について申し上げ

ます。収入済額は調定額と同額の７２９万円で

皆増となっております。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１億５，

０００万円、調定額１億４，８４３万２，１５

４円、収入済額１億４，８３７万９，０５４円、

収入未済額５万３，１００円となったものであ

ります。 

 歳入決算額は前年度に比べ１，０８２万９，

０００円の増、率にして７．９％の増でありま

した。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款農業集落排水事業費１項農業集

落排水施設管理費について申し上げます。支出

済額は４，４６３万７，７７７円で、前年度に

比べ９９３万６，０００円の増、率にして２８．

６％の増でありました。分析調査等の委託料な

どが増加したことによるものであります。不用

額は１３０万７，２２３円となっております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は１億２６４万７，２７５円で、不用額は

５４万３，７２５円となっております。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はありませんでした。不用額は８６万４，

０００円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

支出済額は１億４，７２８万５，０５２円、不

用額は２７１万４，９４８円となったものであ

ります。歳出決算額は前年度に比べ１，０４０

万５，０００円の増、率にして７．６％の増で

ありました。 

 歳入歳出差引残額は１０９万４，００２円と

なり、全額を平成３０年度に繰り越ししたもの

であります。 

 以上で平成２９年度上山市農業集落排水事業

特別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。 

 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。井上学委員。 

○井上 学委員 この農業集落排水事業特別会

計なんですけれども、今度所管が上下水道課に

移ったということで、それだけなのかなと思う

ところなんですけれども、今後、公共下水道に

合わせた料金設定とか、そういうふうなところ

まで考えているのかどうかお聞かせ願います。 

○坂本幸一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 料金設定についてで

ございますが、現時点におきましては、農業集

落排水は独自の事業ということで考えておりま

すので、今後何らかの変更が生じた場合につい

てはそういう料金設定についても検討がなされ

るべき事項と考えております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 了解しました。この農業集落

排水事業、使用料についても不納欠損がほとん

ど出たことを見たことがない優秀な事業であり、

また利用している地域においては本当に使用料

からこの水洗化というんですかね。環境のとこ

ろまで非常に使用している方も満足している事

業だと思いますので、ぜひその点を引き続き維

持していっていただきたいと要望して終わりま
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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、議第４４号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４４号平成２９年度上山市農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４４号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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 議第４５号 平成２９年度上山市 

       介護保険特別会計歳入 

       歳出決算の認定につい 

       て 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４５号平成２９

年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について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。 

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕 

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、平

成２９年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決

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。 

 それでは、歳入から申し上げますので、決算

書の３１ページ、３２ページをお開き願います。 

 初めに、１款保険料１項介護保険料について

申し上げます。収入済額は７億２，９０２万６，

５８８円で、前年度に比べ１，１９９万４，０

００円の増、率にして１．７％の増でありまし

た。これは第１号被保険者数の増によるもので

あります。不納欠損額は３７３万５，２４１円、

収入未済額は１，２２７万２１１円となってお

ります。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料について申

し上げます。収入済額は８万２，１００円で、

前年度に比べ８，０００円の増、率にして１０．

６％の増でありました。これは督促手数料の増

によるものであります。 

 ３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９億１，７９２万３，３

５０円で、前年度に比べ１，６６０万５，００

０円の増、率にして１．８％の増でありました。

これは介護給付費負担金の増による国庫負担金

の増加、地域支援事業交付金等の増による国庫

補助金の増加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６億４，０９１万９，６００円、２項国

庫補助金が２億７，７００万３，７５０円とな

っております。 

 ４款１項支払基金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９億８，５５４

万５，０００円で、前年度に比べ３，８２６万

５，０００円の増、率にして４．０％の増であ

りました。これは介護給付費交付金、地域支援

事業支援交付金の増加によるものであります。 
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 ５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５億１，８７０万４，３３

３円で、前年度に比べ２，９３２万５，０００

円の増、率にして６．０％の増となっておりま

す。これは介護給付費負担金の増による県負担

金の増加、地域支援事業交付金の増による県補

助金の増加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４億９，６８５万３，８２１円、２項県補

助金が２，１８５万５１２円となっております。 

 ６款財産収入１項財産運用収入について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の２３万５，

６４４円で、前年度に比べ４万２，０００円の

増、率にして２１．７％の増となっております。

これは介護給付費準備基金の運用利子の増加に

よるものであります。 

 ７款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５億３，１１９万４，１６７

円で、前年度に比べ１，９０４万４，０００円

の増、率にして３．７％の増となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項一般会

計繰入金が５億３，１１９万４，１６７円、２

項基金繰入金がゼロ円となっております。 

 ８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１億３，１１５万６６５

円で、前年度に比べ６，７５０万３，０００円

の増、率にして１０６．１％の増となっており

ます。 

 ９款諸収入について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の３万６，９００円で、前年度

に比べ２万８，２２６円の増、率にして３２５．

４％の増となっております。これは第１号被保

険者延滞金の増加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項延滞金、

加算金及び過料が３万６，９００円、２項預金

利子がゼロ円、３項雑入がゼロ円となっており

ます。 

 次のページをお開き願います。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額３８億

９，５００万円に対し、調定額３８億２，９９

０万４，１９９円、収入済額３８億１，３８９

万８，７４７円、不納欠損額３７３万５，２４

１円、収入未済額１，２２７万２１１円となっ

たものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ１億８，２８１万

４，０００円の増、率にして５．０％の増であ

りました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款総務費について申し上げます。

支出済額は７，５２２万２，５９１円で、前年

度に比べ５２１万９，０００円の減、率にして

６．５％の減でありました。これは第７期介護

保険事業計画策定費が皆増となったものの、職

員人件費などの減により総務管理費が減少した

ことによるものであります。不用額は８５２万

１，４０９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

理費が４，４５４万１，８２３円、２項徴収費

が１９６万９，９６４円、３項介護認定審査会

費が２，８１４万７，６１０円、４項趣旨普及

費が１万７，２８０円、５項運営協議会費が２

４万６，６２８円、６項計画策定費が２９万９，

２８６円となっております。 

 ２款保険給付費について申し上げます。支出

済額は３４億５，７７３万５，０９９円で、前

年度に比べ１億６，８０６万９，０００円の増、

率にして５．１％の増となっております。これ

は介護予防サービス給付費などの減により介護

予防サービス等諸費等が減少したものの、施設
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介護サービス給付費、居宅介護サービス給付費、

地域密着型介護サービス給付費等の増により介

護サービス等諸費等が増加したことによるもの

であります。不用額は１億２２６万４，９０１

円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項介護サ

ービス等諸費が３１億７，７６４万１，９１７

円、２項介護予防サービス等諸費が６，３０５

万４，４７０円、３項その他諸費が３２７万２，

６８０円、４項高額介護サービス等費が６，１

６９万９，９６１円、５項高額医療合算介護サ

ービス等費が９３６万６，６７１円、６項特定

入所者介護サービス等費が１億４，２６９万９，

４００円となっております。 

 ３款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額は３，６８５万６４４円で、前年度に

比べ３，６６５万７，０００円の増、率にして

１万８，９２４．７％の増となっております。

これは剰余金から新たに介護給付費準備基金に

積み立てを行ったことによるものであります。

不用額は３５６円となっております。 

 ４款地域支援事業費について申し上げます。

支出済額は１億４，６６６万９，９８０円で、

前年度に比べ４，４１２万９，０００円の増、

率にして４３．０％の増となっております。こ

れは平成２８年度から要支援者に対する訪問介

護、通所介護が介護予防・日常生活支援総合事

業に順次移行したことにより、介護予防・生活

支援サービス事業費等が増加したことによるも

のであります。不用額は２，０７８万８，０２

０円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項介護予

防・生活支援サービス事業費が８，０５３万５，

２９３円、２項一般介護予防事業費が１，５６

５万５，４７２円、３項包括的支援事業・任意

事業費が５，０１６万７，９９５円、４項その

他諸費が３１万１，２２０円となっております。 

 ５款１項公債費について申し上げます。支出

済額は２１万５，９２２円で、前年度に比べ１

３万４，０００円の増、率にして１６３．７％

の増となっております。不用額は３万４，０７

８円となっております。これは一時借入金利子

が増加したことによるものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ６款諸支出金１項償還金及び還付加算金につ

いて申し上げます。支出済額は４，３０４万８，

３６３円で、前年度に比べ１，６０３万８，０

００円の増、率にして５９．４％の増となって

おります。これは過年度の国・県の給付費負担

金等の返還金の増によるものであります。不用

額は１０７万１，６３７円となっております。 

 ７款１項予備費について申し上げます。当初

予算額は２５７万７，０００円でありましたが、

支出がなかったため全額が不用額となったもの

であります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額３８億

９，５００万円に対し、支出済額は３７億５，

９７４万２，５９９円、翌年度繰越額はゼロ円、

不用額は１億３，５２５万７，４０１円となっ

たものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ２億５，９８０万

８，０００円の増、率にして７．４％の増であ

りました。 

 歳入歳出差引残額は５，４１５万６，１４８

円となり、全額を平成３０年度に繰り越したも

のであります。 

 以上で、平成２９年度上山市介護保険特別会

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。 
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 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。棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 介護予防・生活支援サービス

事業についてお伺いします。 

 要介護状態に進まないよう該当になった方が

予防事業に参加した数のうち、栄養改善教室と

か、口腔機能の向上教室の参加者数が伸びなか

ったわけなんですけれども、これは該当する人

というのはどのぐらいいるんですか。お伺いし

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 今、正確な数は把握

しておりませんが、主にチェックリストによっ

て事業該当者数を割り出しまして、その中から

この教室に参加していただく必要がある方につ

いて参加していただいているということで、必

要な方がこれから多く漏れているという認識は

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 チェックリストというのは、

いわゆる行政側からチェックリスト表を郵送し

て、いわゆるアンケート形式なわけですか。お

伺いします。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 質問票という形で書

いていただいております。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 把握できているという認識で

あるということであったらいいんですけれども、

いわゆる予防というのが最大の介護に対する考

え、大きな割合を占めると思いますけれども、

そのほかにいわゆるアンケートですか、調査票

のほかにも一歩踏み込んだ調査というのを今後

する予定はないんでしょうか。お伺いします。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 現時点ではそのチェ

ックリストに記載していただくことで支援が必

要な方等を把握していく予定でございます。そ

れによって現時点では網羅することは可能かと

考えております。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 この事業に関していわゆる約

７，０００万円という多額の、このチェックリ

スト作業のみならずの全体の事業だとは思いま

すけれども、やはり効果を出すためにはしっか

り把握できるように今後も努力していただきた

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 私も介護予防の件について御

質問します。 

 ２款２項の介護予防サービス等諸費について

は、支出済額が約６，３００万円ということで、

平成２８年度よりも約３，６００万円減少して

いると、これに対して４款１項１目の介護予

防・生活支援サービス事業費は支出額が約７，

４００万円ということで、平成２８年度よりも

約４，６００万円今度はふえているという、こ

ういうことになっていますけれども、これは介

護保険法の改正のもとで市町村が介護予防給付

かあるいは介護予防・日常生活支援総合事業の

いずれかを対応するかを選択するようになった

わけですけれども、本市では介護予防・日常生

活支援事業の比率が高まってきたということで、

こういう数字になっていると思いますけれども、

この日常生活支援事業がどういうメリットがあ

るかというのをお示しいただきたいんです。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 日常生活総合事業に

つきましても地域包括支援センターのほうでし
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っかりケアプランをつくりながらこの事業を受

けることができるというところではしっかりと

必要なサービスを受けていただくことにつなが

っていると思っております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 だから、その介護予防サービ

スからこっちに移行したということで、どうい

う変化があったのか、利用者にしてみれば、ど

ういうメリットがあったからそっちに移行した

んだと思いますけれども、この辺どうでしょう

か。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 新たな事業に移行し

たことによりまして、事業の対象者について要

支援者のみではなく、その対象者を広げている

という意味で拡充されていると思っております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 それで、ほかの市町村だとな

かなかサービスを供給する事業所が少なくて、

対応に苦慮しているということもありますけれ

ども、本市ではそういう心配はないという理解

でよろしいでしょうか。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 現時点では特に不足

しているとは思っておりませんが、今後さまざ

まなサービスが提供できる事業者について、よ

りふやしていければ、それはそれで拡充につな

がると思っております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 あと、もう一つ、２９４ペー

ジの４款３項４目の家族介護者交流激励支援事

業ということで、毎年１００万円ほど支出され

ておりまして、これについては平成２８年度よ

りも若干減少しているようですけれども、もと

もとこれ介護者激励金制度ということで年額３

万円介護している人に支給するという制度が今

度リフレッシュ事業ということで介護者がどこ

か泊まりでゆっくりして研修を受けるという制

度になりましたけれども、やはりこの制度減少

しているということで、介護者のニーズに合っ

ていないんじゃないかと考えるんですけれども、

いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 この事業につきまし

ても今後もニーズをしっかり把握しながら見直

し可能なところは見直していく必要があると思

っております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 これは介護者からは前の制度

のほうが非常によかったという声結構聞くもの

ですから、その辺も検討し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。 

〔「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、議第４５号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４５号平成２９年度上山市介護保険特別

会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４５号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 



－１７８－ 
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○坂本幸一委員長 次に、議第４６号平成２９

年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の

認定について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、平

成２９年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出

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３９ペ

ージ、４０ページをお開き願います。 

 初めに、１款使用料及び手数料について申し

上げます。収入済額は９３４万５，５４０円で、

前年度に比べ４万３，０００円の増、率にして

０．５％の増でありました。収入未済額は３万

９，０００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９３４万４４０円、２項手数料が５，１００

円となっております。 

 ２款１項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４８０万円となっており

ます。前年度に比べ５０万円の増、率にして１

１．６％の増でありました。 

 ３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１６７万５，６６６円と

なっております。前年度に比べ５万８，０００

円の増、率にして３．６％の増でありました。 

 ４款諸収入１項市預金利子について申し上げ

ます。収入済額はありませんでした。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１，５

３０万円、調定額１，５８６万２０６円、収入

済額１，５８２万１，２０６円、収入未済額３

万９，０００円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ６０万１，０００

円の増、率にして３．９％の増でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款浄化槽事業費１項浄化槽管理費

について申し上げます。支出済額は８６４万６，

５４５円で、前年度に比べ５６万円の増、率に

して６．９％の増でありました。管理委託料な

どが増加したことによるものであります。不用

額は９６万９，４５５円となっております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は５４５万８，４１４円で、不用額は５８

６円となっております。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はありませんでした。不用額は２２万５，

０００円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

支出済額は１，４１０万４，９５９円、不用額

１１９万５，０４１円となったものであります。

歳出決算額は前年度に比べ５６万円の増、率に

して４．１％の増でありました。 

 歳入歳出差引残額は１７１万６，２４７円と

なり、全額を平成３０年度に繰り越ししたもの

であります。 

 以上で平成２９年度上山市浄化槽事業特別会

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。 



－１７９－ 

○坂本幸一委員長 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〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第４６号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４６号平成２９年度上山市浄化槽事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４６号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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○坂本幸一委員長 次に、議第４７号平成２９

年度上山市施設貸付事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。当局の説

明を求めます。財政課長。 

〔平吹義浩財政課長 登壇〕 

○平吹義浩財政課長 命によりまして、平成２

９年度上山市施設貸付事業特別会計歳入歳出決

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４３ペ

ージ、４４ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項財産運用収入について申し

上げます。市有土地建物の貸付料と基金の運用

利子を内容とするものでありますが、収入済額

は調定額と同額の１，９４５万２，８９４円で、

前年度に比べ４８万４，０００円の減、率にし

て２．４％の減でありました。 

 ２款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３，３００万円で、

前年度に比べ９００万円の増、率にして３７．

５％の増でありました。これは前年度である平

成２８年度は約７２８万円の消費税還付金によ

る一時的な収入があり、平成２９年度は皆減と

なったことから、繰入金の増につながったもの

であります。 

 ３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４２万８，５４７円で、

前年度に比べ４６万４，０００円の減、率にし

て５２．０％の減でありました。 

 ４款諸収入について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の３，００１万１，７６９円で、

前年度に比べ１，７２８万１，０００円の減、

率にして３６．５％の減でありました。これは

ニュートラックかみのやまに対する貸付金返還

金の減及び消費税還付金の皆減によるものであ

ります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項市預金

利子がゼロ円、２項貸付金元利収入が３，００

１万１，７６９円、３項雑入がゼロ円となって

おります。 



－１８０－ 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額８，５

００万円に対し、調定額、収入済額ともに８，

２８９万３，２１０円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ９２２万９，００

０円の減、率にして１０．０％の減でありまし

た。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページ、４５、４６ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項施設貸付事業費について申

し上げます。支出済額は３，３７１万２，５７

３円で、前年度に比べ９９０万８，０００円の

減、率にして２２．７％の減でありました。こ

れはニュートラックかみのやまに対する貸付金

の減少によるものであります。不用額は１６３

万７，４２７円となっております。 

 ２款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額は３２万１，０６４円で、前年度に比

べ１万１，０００円の減、率にして３．２％の

減でありました。不用額は１７万８，９３６円

となっております。 

 ３款１項公債費について申し上げます。支出

済額は４，７７４万１，０５６円で、前年度同

額でありました。不用額は２０万１，９４４円

となっております。 

 ４款１項予備費について申し上げます。支出

がなかったことから当初予算額１２０万７，０

００円全額が不用額となったものであります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

支出済額は８，１７７万４，６９３円、不用額

は３２２万５，３０７円となったものでありま

す。 

 歳出決算額は前年度に比べ９９１万９，００

０円の減、率にして１０．８％の減でありまし

た。 

 歳入歳出差引残額は１１１万８，５１７円と

なっており、全額を平成３０年度に繰り越しし

たものであります。 

 以上で平成２９年度上山市施設貸付事業特別

会計歳入歳出決算について補足説明を終わりま

すが、よろしくお願いいたします。 

○坂本幸一委員長 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〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第４７号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４７号平成２９年度上山市施設貸付事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４７号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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散  会 

 

○坂本幸一委員長 本日はこの程度にとどめ、

明日は午前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 １時４４分 散 会 


