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上山市議会第４８８回定例会 

〔平成３１年３月予算特別委員会会議録〕 

（第 ２ 日） 

平成３１年３月６日（水曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第７号 平成３１年度上山市一般会計予算 

 

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

出 欠 席 委 員 氏 名 

出席委員（１５人） 

       守  岡     等  委員         井  上     学  委員 

       中  川  と み 子  委員         髙  橋  恒  男  委員 

       谷  江  正  照  委員         佐  藤  光  義  委員 

       枝  松  直  樹  委員         浦  山  文  一  委員 

       坂  本  幸  一  委員         大  沢  芳  朋  委員 

       川  崎  朋  巳  委員         棚  井  裕  一  委員 

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

       髙  橋  義  明  委員 

 

欠席委員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者  

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 

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 

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 
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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 

 

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

 

午前１０時００分 開 議 

 

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

開  議 

 

○中川とみ子委員長 出席委員は定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きま

す。 

 直ちに平成３１年度各会計予算９件の審査に

入ります。 

 

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

 議第７号 平成３１年度上山市一般 

      会計予算 

 

○中川とみ子委員長 初めに、一般会計予算の

審査方法についてお諮りいたします。 

 最初に当局の説明を受けた後、平成３１年度

一般会計予算の説明と質疑について、さきに各

委員に配付いたしております審査予定表のとお

り進めたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、審査予定表のとおり進めることに決

しました。 

 なお、その他の予算については、従来の審査

方法のとおり、一括しての審査方法をもって進

めたいと考えておりますので、御協力をお願い

いたします。 

 それでは、議第７号平成３１年度上山市一般

会計予算の審査を行います。 

 当局の説明を求めます。財政課長。 

〔平吹義浩財政課長 登壇〕 
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○平吹義浩財政課長 命によりまして、議第７

号平成３１年度上山市一般会計予算について御

説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市の一般会計の予算は、次

に定めるところによるものであります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１４１億円と定めるもの

であります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４

条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債

務負担行為」によるものであります。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第３表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、２３億円と定めるものであります。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２

０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定めるものであります。 

 第１号、各項に計上した給料、職員手当等及

び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用とするもの

であります。 

 それでは、第１表歳入歳出予算について、歳

入から御説明申し上げますので、２ページ、３

ページをお開き願います。 

 １款市税につきましては３６億２,２２０万

円を計上するものでありますが、１項市民税に

１３億２，７３０万円を、２項固定資産税に１

７億６，６７０万円を、３項軽自動車税に９，

０４０万円を、４項市たばこ税に１億６，９１

０万円を、５項入湯税に３，９５０万円を、６

項都市計画税に２億２，９２０万円をそれぞれ

計上するものであります。 

 ２款地方譲与税につきましては１億１，８１

６万円を計上するものでありますが、１項地方

揮発油譲与税に３，２００万円を、２項自動車

重量譲与税に８，１００万円を、３項森林環境

譲与税に５１６万円をそれぞれ計上するもので

あります。 

 次に、３款利子割交付金に４００万円を、４

款配当割交付金に６００万円を、５款株式等譲

渡所得割交付金に３００万円を、６款地方消費

税交付金に５億６，５００万円を、７款ゴルフ

場利用税交付金に５００万円を、８款自動車取

得税交付金に１，５００万円を、次のページを

ごらんください、９款環境性能割交付金に６０

０万円を、１０款地方特例交付金に５，３２１

万４,０００円を計上するものでありますが、

１項地方特例交付金に２，０００万円、２項子

ども・子育て支援臨時交付金に３，３２１万４，

０００円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、１１款地方交付税に３６億２，０００

万円を、１２款交通安全対策特別交付金に５０

０万円を、１３款分担金及び負担金に１億１８

３万８，０００円を計上するものでありますが、

１項分担金に２７３万２，０００円、２項負担

金に９，９１０万６，０００円をそれぞれ計上

するものであります。 

 次に、１４款使用料及び手数料に１億３，５
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６６万２，０００円を計上するものであります

が、１項使用料に６，８３５万４，０００円を、

２項手数料に２，６６０万８，０００円を、３

項証紙収入に４，０７０万円をそれぞれ計上す

るものであります。 

 次に、１５款国庫支出金に１３億７，６６１

万９，０００円を計上するものでありますが、

１項国庫負担金に１０億６，２９８万４，００

０円を、２項国庫補助金に３億７４９万５，０

００円を、３項委託金に６１４万円をそれぞれ

計上するものであります。 

 次に、１６款県支出金に９億２，４８３万円

を計上するものでありますが、次のページをお

開きください、１項県負担金に５億６００万１，

０００円を、２項県補助金に３億２，７１４万

４，０００円を、３項委託金に９，１６８万５，

０００円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、１７款財産収入に６，８２７万９，０

００円を計上するものでありますが、１項財産

運用収入に２，２９１万８，０００円を、２項

財産売払収入に４，５３６万１，０００円をそ

れぞれ計上するものであります。 

 次に、１８款寄附金に９億１００万円を、１

９款繰入金に４億７，３７０万円を、２０款繰

越金に１億円を計上するものであります。 

 次に、２１款諸収入に１１億２，６８９万８，

０００円を計上するものでありますが、１項延

滞金、加算金及び過料に２００万円を、２項市

預金利子に５０万円を、３項貸付金元利収入に

１０億２９３万円を、４項受託事業収入に１，

１９５万１，０００円を、５項雑入に１億９５

１万７，０００円をそれぞれ計上するものであ

ります。 

 次に、２２款市債に８億６，８６０万円を計

上するものであります。 

 その結果、歳入合計を１４１億円とするもの

であります。 

 次のページをごらんください。 

 歳出について御説明申し上げます。 

 １款議会費については１億５，７９６万３，

０００円を計上するものであります。 

 次に、２款総務費については２１億２８８万

４，０００円を計上するものでありますが、 

１項総務管理費に１７億８２２万７，０００円

を、２項徴税費に１億７，１６８万９，０００

円を、３項戸籍住民基本台帳費に７，０８９万

７，０００円を、４項選挙費に８，２９２万６，

０００円を、５項統計調査費に５，０７５万９，

０００円を、６項監査委員費に１，８３８万６，

０００円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、３款民生費については４５億５，３４

１万２，０００円を計上するものでありますが、

１項社会福祉費に２６億２，６０１万２，００

０円を、２項児童福祉費に１６億８４４万円を、

３項生活保護費に３億１，８９６万円をそれぞ

れ計上するものであります。 

 次に、４款衛生費については９億１，２１７

万５，０００円を計上するものでありますが、

１項保健衛生費に５億５，２７４万４，０００

円を、２項清掃費に３億５，９４３万１，００

０円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、５款労働費については６，２９８万２，

０００円を計上するものであります。 

 次に、６款農林水産業費については５億３，

３４０万４，０００円を計上するものでありま

すが、１項農業費に４億９，３３９万８，００

０円を、２項林業費に４，０００万６，０００

円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、７款商工費については１３億９，８５

５万９，０００円を計上するものであります。 
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 次のページをお開きください。 

 次に、８款土木費については１１億２，７４

４万６，０００円を計上するものでありますが、

１項土木管理費に２，５６３万６，０００円を、

２項道路橋梁費に６億３，８５９万５，０００

円を、３項河川費に２８０万４，０００円を、

４項都市計画費に３億５，９６７万８，０００

円を、５項住宅費に１億７３万３，０００円を

それぞれ計上するものであります。 

 次に、９款消防費については５億９，５４９

万円を計上するものであります。 

 次に、１０款教育費については１３億２，３

０２万円を計上するものでありますが、１項教

育総務費に２億８６万１，０００円を、２項小

学校費に２億４９９万６，０００円を、３項中

学校費に１億２，６９４万１，０００円を、４

項学校給食費に１億９，９９４万１，０００円

を、５項社会教育費に３億６６２万６，０００

円を、６項保健体育費に２億８，３６５万５，

０００円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、１１款災害復旧費については２，６９

６万１，０００円を計上するものでありますが、

１項農林水産業施設災害復旧費に３３０万円を、

２項土木施設災害復旧費に２，３６６万１，０

００円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、１２款公債費については１２億４，０

００万円を計上するものであります。 

 次に、１３款諸支出金については４，５７０

万４，０００円を計上するものであります。 

 次のページをごらんください。 

 次に、１４款予備費については２，０００万

円を計上するものであります。 

 その結果、歳出合計を１４１億円とするもの

であります。 

 次に、事項別明細書について御説明申し上げ

ます。 

 最初に、歳出から御説明申し上げますので、

４２ページ、４３ページをお開き願います。 

 １款議会費から御説明申し上げます。 

 １項議会費１目議会費は１億５，７９６万３，

０００円で、前年度対比６８万８，０００円の

増でありますが、議員改選に要する経費の増な

どによるものであります。 

 議会運営費では、議会だより発刊費、会議録

反訳製本費、議会映像配信委託料、常任委員会

の行政調査費、議会報告会に要する経費などを

措置するものであります。その他、議員報酬等、

職員人件費であります。 

 次に、２款総務費について御説明申し上げま

す。 

 １項総務管理費１目一般管理費は７億１，６

１４万５，０００円で、前年度対比６０２万２，

０００円の減でありますが、職員人件費の減な

どによるものであります。 

 総務一般管理費では、各種委員、地区会長等

の報酬、庁舎の電話交換業務委託料、平和都市

推進事業負担金などを措置し、人事管理費では、

産業医の配置、健康診断、職員採用試験、人事

給与システム保守等の委託料、非常勤・日々雇

用職員の雇用に要する経費を措置するものであ

ります。 

 次に、４５ページの説明の欄をごらんくださ

い。 

 職員研修費では、市町村アカデミー等研修機

関への派遣研修、庁内研修、職員の自主研修グ

ループヘの活動助成金のほか、新たに山形県東

京事務所への職員派遣に必要な経費を措置し、

秘書費では、市長、副市長の活動に要する経費

のほか県市長会負担金などを措置し、財政一般

管理費では、庁内で使用する用紙、トナー等の
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購入費、電子複写機の賃借料などのほか、新た

に市有施設でのＰＣＢ廃棄物処理の効率化を図

るためＰＣＢ分析調査業務委託料を措置し、国

際交流推進費では、ドナウエッシンゲン市への

学生訪問団派遣に係る経費、国際理解を推進す

るための市民講座の開催などに必要な経費を措

置し、自衛官募集費では上山市自衛隊協力会へ

の補助金などを措置するほか、特別職給与等、

次のページをお開きください、職員人件費であ

ります。 

 ２目文書広報費は２，２１９万３，０００円

で、前年度対比１０万７，０００円の減であり

ます。 

 文書管理費では、各種法令の追録に係る経費、

条例等の例規データベースの更新業務委託料な

どを措置し、広報広聴費では、市報の発行、編

集業務の委託、市報を含めた文書の配布に係る

経費のほか、テレビ広報に要する経費、ソーシ

ャルネットワーキングサービスであるＬＩＮＥ

を活用した情報発信に要する経費を措置するも

のであります。 

 ３目財政管理費は１，２７０万５，０００円

で、前年度対比１２０万３，０００円の増であ

りますが、財務会計システムのリース料、シス

テム保守委託料、予算書の印刷経費、統一的な

基準による財務諸表作成業務委託料のほか、新

たに財務会計システム端末のソフトウエア更新

経費を措置するものであります。 

 ４目会計管理費は４７８万８，０００円で、

前年度対比８４万円の増でありますが、出納事

務、決算書作成に要する経費のほかに、新たに

指定金融機関派出手数料を措置するものであり

ます。 

 ５目財産管理費は８，６１３万１，０００円

で、前年度対比１億３，４５９万８，０００円

の減でありますが、庁舎耐震改修工事等の事業

費の皆減などによるものであります。 

 庁舎管理費では、庁舎の維持管理に要する修

繕料、委託料、燃料費、光熱水費などのほか、

新たに現業棟の屋根の修繕、庁舎１階女子トイ

レの洋式化に必要な経費を措置し、財産管理費

では、市有財産管理に要する保険料、施設警備

委託料、土地開発公社への利子補給補助金など

を措置するとともに、施設貸付事業特別会計の

事業を引き継ぎ、ニュートラックいいたて施設

売却に伴う消費税の納税に必要な公課費等を措

置し、次のページをお開きください、車両管理

費では、市有車の点検及び車検費用、リース料

などを措置し、基金積立金では財政調整基金な

どの利子積立金を措置するものであります。 

 ６目企画費は７億１７５万３，０００円で、

前年度対比９，９５９万１，０００円の増であ

りますが、第７次上山市振興計画関連の委託料

と、ふるさと納税返礼品等の経費の増によるも

のであります。 

 企画調整管理費では、第７次上山市振興計画

及び上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の

２つの計画について、これまでの運用・進行管

理経費に加え、新たに平成３２年度から４年間

を計画期間とする後期基本計画作成業務等に要

する委託料を措置するほか、国等への要望活動

に要する経費を措置するものであります。 

 ふるさと納税推進事業費ではふるさと納税の

返礼品やＰＲ経費を含む関係経費を措置し、公

共交通事業費では、市営予約制乗合タクシーと

市中心部循環バスの運行業務委託料、路線バス

維持に係る補助金を措置し、地域おこし協力隊

推進事業費では、観光振興などに携わる隊員に

加え、新たに空き家対策推進事業や小中学校英

語教育推進事業などの事業に携わる隊員を加え、
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地域おこし協力隊７名の活動に要する経費を措

置し、次のページをお開きください、まちづく

り推進事業費では元気なかみのやま創造支援事

業補助のほか、各地区がみずからの課題を解決

していく活動を支援するための講師派遣経費等

を措置し、移住推進事業費では空き家を活用し

たお試し居住施設の運用を引き続き実施すると

ともに、新たに県が県内全市町村と連携して実

施する事業に本市も参画し、本市へ移住する該

当者に対して１人１００万円を支給する移住支

援金を措置し、シティプロモーション推進事業

費では、本市の魅力を積極的に発信していくと

ともに、かみのやまファンクラブ会員の増加を

図るためイベント開催や情報発信に要する経費

を措置し、基金積立金ではふるさと納税基金の

積立金を措置するものであります。 

 ７目情報管理費は１億５９８万４，０００円

で、前年度対比２９６万３，０００円の増であ

りますが、地方税共通納税システム導入に係る

経費などによるものであります。 

 コンピュータシステム運用費では、住民情報

クラウドシステムに要する経費、ホームページ

やメールの運用に要する経費、コンピュータリ

ースやシステム保守委託料、地方公共団体情報

システム機構の中間サーバー・プラットホーム

に係る運用負担金などを措置し、コンピュータ

システム開発費ではシステム開発等業務委託料

などのほか、平成３１年１０月から運用開始予

定の地方税共通納税システムの整備に必要な経

費を措置し、光ケーブル管理費では山元地区の

光ファイバー網の維持管理経費を措置するもの

であります。 

 ８目市民生活対策費は２，５０３万１，００

０円で、前年度対比３，４５７万５，０００円

の減でありますが、防災行政無線のデジタル化

事業が完了したことなどによるものであります。 

 消費者行政費では、消費生活相談員の配置、

研修など相談業務関連経費や全戸配布チラシな

ど啓発に係る経費を措置し、次のページをお開

きください、防犯対策費では防犯灯の電気料、

防犯関係団体への補助金などを措置し、防犯施

設整備事業費では、防犯灯設置工事費や防犯灯

更新への助成金、防犯灯のメンテナンスつきリ

ース料などを措置し、防災対策推進費では、蔵

王山火山防災協議会負担金、防災行政無線負担

金、食糧や生活必需品等の防災用備蓄品を整備

する経費のほか、土砂災害警戒区域で緊急情報

の伝達を強化するため、防災ラジオの貸与と防

災ラジオ拡声受信装置の整備に要する経費を措

置し、市民農園開設費では市民農園開設に要す

る賃金などを措置するものであります。 

 ９目交通安全対策費は３，３４９万７，００

０円で、前年度対比６２万９，０００円の増で

ありますが、交通安全対策費では、交通安全専

門指導員や交通指導員の報酬、道路照明灯の電

気料、駐輪場の土地借り上げ料、免許返納者へ

の支援事業などに要する経費を措置し、交通安

全整備事業費では、道路反射鏡等の修繕費、交

通指導員等の被服費などを措置するほか、職員

人件費であります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、２項徴税費でありますが、１目税務総

務費は１億２，７７１万４，０００円で、前年

度対比１，８９９万５，０００円の減でありま

すが、職員人件費の減などによるものでありま

す。 

 税務総務費では、公図の更新、作成等の業務

委託料、需用費等を措置し、市税還付金では市

税の還付金を措置するほか、職員人件費であり

ます。 
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 ２目賦課徴収費は４，３９７万５，０００円

で、前年度対比１，０２８万円の増であります

が、税の申告支援システム、滞納整理システム

のリース料、保守委託料のほか、新たにｅＬＴ

ＡＸシステム更改に係る作業支援委託及び地方

税共通納税システム初期導入業務委託料、さら

に平成３３年度を基準年度とする固定資産評価

がえ調査業務委託料等、市税の賦課徴収に要す

る経費を措置するものであります。 

 次に、３項戸籍住民基本台帳費でありますが、

１目戸籍住民基本台帳費は７，０８９万７，０

００円で、前年度対比１８５万３，０００円の

減でありますが、職員人件費の減によるもので

あります。 

 戸籍住民基本台帳事務費では、戸籍電算シス

テム機器、住基ネットシステム等のリース料、

保守委託料、窓口での謄本、抄本、諸証明発行

に係る経費、通知カード・個人番号カード関連

事務委任交付金を措置するほか、職員人件費で

あります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、４項選挙費でありますが、１目選挙管

理委員会費は９６３万９，０００円で、前年度

対比４３万５，０００円の増でありますが、委

員会運営費で委員の報酬など委員会運営に要す

る経費に期日前投票システムの新元号に対応す

る改修委託料を加えたほか、職員人件費であり

ます。 

 ２目選挙啓発費は１９万７，０００円で前年

度同額でありますが、選挙啓発活動に要する経

費であります。 

 ３目選挙執行費は７，３０９万円で、前年度

対比６，９２９万円の増でありますが、参議院

議員通常選挙及び山形県議会議員選挙、上山市

長・市議会議員同時選挙、次のページをお開き

ください、上山市土地改良区総代選挙に要する

経費を措置するものであります。 

 次に、５項統計調査費でありますが、１目統

計調査総務費は１，０７７万２，０００円で、

前年度対比１８５万７，０００円の減でありま

すが、職員人件費の減によるものであります。

統計調査総務費で統計調査員確保に要する経費

のほか、職員人件費を措置するものであります。 

 ２目統計調査費は５３８万７，０００円で、

前年度対比２０５万４，０００円の増でありま

すが、工業統計調査、経済センサス、全国消費

実態調査及び農林業センサスの基幹統計に要す

る経費などを措置するものであります。 

 ３目地籍調査費は３，４６０万円で、前年度

対比３０１万８，０００円の減でありますが、

美咲町一丁目及び二丁目、矢来一丁目、二丁目

及び四丁目、南町の地域の一部を新たに調査区

域とするほか、２年目の継続地区の経費を措置

するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、６項監査委員費でありますが、１目監

査委員費は１，８３８万６，０００円で、前年

度対比２２万９，０００円の増でありますが、

監査委員費では監査に要する経費を措置し、監

査委員給与等では監査委員報酬を措置するほか、

職員人件費を措置するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより１款議会費、２

款総務費について質疑、発言を許します。大沢

委員。 

○大沢芳朋委員 ５１ページのシティプロモー

ション推進事業費ということでお聞きいたしま

す。 

 平成３１年度は５４９万５，０００円という
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予算ということですが、本年度、平成３０年度

は１，０００万円をちょっと超えていたという

ことで、１月にキックオフイベントを開催した

ということで、そういったことがないというこ

とでの５００万何がしの予算ということだと思

いますけれども、平成３１年度は新たにプロモ

ーションイベントを開催することにより会員を

ふやすとなっておりますが、どのようなイベン

トを開催予定ということになっているのかお示

し願います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 平成３１年度に関し

ましては、仙台圏等においてファンクラブ会員

との交流などについて計画をしているところで

ございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 キックオフイベントでは２０

０数名のファンの方が来ていただいたというこ

とですけれども、さらにそういった会員をふや

すということで今仙台圏というお話でしたが、

一つ提案なんですけれども、本市で行っている

ツール・ド・ラ・フランス等、要するに市外か

らお越しくださるようなイベント等があります

が、そういった場所でもぜひファンを、会員を

募集するというようなこともしていくべきと思

いますが、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 ファンクラブの組織

については、まず交流人口の拡大を目指してい

くという部分でございますけれども、会員の要

件というところを備えていただく必要があるか

なと思っております。今現在では本市にゆかり

のある東京上山会などのもともと交流のあった

方々とともに、ふるさと納税を複数回以上寄附

をいただいて、さらに返礼品の返礼率の見直し

後も寄附をいただいている方というふうに、交

流がふえる可能性の高い方々を中心にファンク

ラブ会員を組織したいと考えておりますので、

一般的なＰＲという意味でのファンクラブ組織

ではないとの考え方もありますので、その辺の

有効な手だてについてさらに検討を進めたいと

思っております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。尾形委員。 

○尾形みち子委員 ２款総務費、国際交流につ

いて、国際交流推進費についてお尋ねいたしま

す。 

 昨年同様、ことしは学生訪問団ということで、

毎年、実は年々学生訪問団の応募者にも苦慮し

ているという状況があると思っております。そ

れで、この１６２万円で、保護者の負担が増加

傾向というか、そういったこともあるのではな

いかというようなこともありますけれども、そ

んなところも反映していらっしゃるのかどうか。 

 それから、ぜひ、私、友好都市の応援という

ようなことで、そういった組織もつくってほし

いということも申し上げておりました。という

のは、やはりまだまだ、２０周年も迎えており

ます友好都市、そういったところも踏まえてそ

の拡大をしていくべきだと思うんですけれども、

その辺も含めてお答えいただきたいと思います。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 保護者負担の軽減につき

ましては、やはり一定の御負担をいただいて、

全て市で負担するというようなことを考えてご

ざいませんので、一定の負担はお願いするとい

う考え方に基づいた予算でございます。 

 ただ、平成３０年度から市民以外の方もとい

うことで、交流の際に便宜を図っていただいて

おります明新館高校の生徒さんで上山市以外の
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参加者の方につきましても、同様の補助という

か、負担で訪問していただくというような手だ

てはとってございます。 

 あと、応援組織ということにつきましては、

やはり訪問団がいらっしゃったときに、過去に

かかわりをいただいた方々も含めて交流会など

を開いておりまして、こういった部分から広め

ていくということが最も確実な方法かと考えて

おりますので、そのような形で今後も続けてい

きたいと考えてございます。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 今、私も明新館高校をター

ゲットにしたというようなことを申し上げよう

かなと思ったところなので、昨年度から拡大し

ていると、市外でもそういった上山市の高校に

通っている方をこの学生団に入れているという

ようなことで、今回もそういうふうになるのか

と思いますけれども、ということとあわせて、

市民講座を開かれるというようなことです。２

０周年というようなことがたしかあったと思う

んですけれども、これは市民訪問団というよう

なことも含めて今後の計画をお示しください。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 周年記念事業につきまし

ては、今現在のところ特別考えてございません。

やはり両方の考え方もございますし、負担など

もございますので、現在のところそういった声

が大きく日独友好協会等からも上がっておりま

せんので、特に考えてございません。 

 市民講座につきましては、やはり行った方の

報告会というようなことは行いたいと考えてご

ざいます。ただ、皆さん学生さんである場合が

多いので、日程的にどの程度とれるかという部

分につきましては今後詰めていかないと、何日

ぐらいとか、どの程度の規模という部分につき

ましては今現在固まったものはございません。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 以前、市民講座にも参加さ

せていただいて、大変学生の目の輝き、異国に

行ったという、２週間の本当に充実したさまざ

まな発表をいただいたわけですけれども、そう

いったこともやはり市民に広く周知して、友好

都市の部分で多くの方に集まっていただくよう

な周知の仕方、そういったものもますます検討

していただきたいと思います。というのは、次

に控えているポーランドもあるわけでございま

すので、そういったことも含めてぜひお願いし

たいと思うんですけれども、その辺はどうでし

ょうか。 

○中川とみ子委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 産業まつりに出店したり、

そこの部分でさらに周知を図るというようなこ

とで、産業まつりにいらしてくださる市民の方

は大変興味を抱いていただいていますので、そ

ういう方からさらに広めていきたいと考えてご

ざいます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。守岡委員。 

○守岡 等委員 歳出の４９ページ目の公共交

通事業費についてであります。 

 この間、市内循環バスの運行ということで、

その利用状況がどうなっているのか、当初の見

込みから判断して今後の路線変更とかあるいは

停留所の増加とかそういうことが考えられるか

どうか、まずお聞きします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 まず利用状況につい

てですけれども、循環バスにつきましては月々

増加傾向にございます。ただ、利用内容につき

ましては、時間帯によっては全く例えば乗って
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いないような時間帯などもありますので、その

辺、運行時間については見直しを図っていく予

定でございます。 

 バスの停留所等につきましては、まだ利用者

の方々からここら辺がいいというような直接的

な声が聞こえてまいりませんので、現在のとこ

ろはそういった運行時間の見直しを図っていき

たいと考えているところです。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そういうことで、市民の利用

もふえているかと思いますけれども、一方で、

市営バスが循環化になったことによって、みゆ

き会病院の玄関前の今まで利用していた方が非

常に不便をこうむっているということで、多く

の市民から声が寄せられていまして、いろいろ

な機会があるごとに要望してきましたけれども、

民間のバス事業者とのその辺の話し合いですね、

その辺どうなっているかお聞かせください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 これまで御説明申し

上げましたように、北側のバス路線につきまし

ては民間事業者のバス路線と重なるということ

で運行ができないということになりましたので、

その民間事業者とお話をさせていただいて、み

ゆき会病院のできるだけ近くでとまる方法がな

いかということで話し合いをさせていただいて

きた経過がございます。 

 その中で、棚木線につきまして、みゆき会病

院のすぐ近くの側道にバス停留所を設けていた

だいて、乗りおりができるという状況を確保し

ているところでございまして、これまでの市営

バスだった便数と比べて１便ぐらい少ない状態

にはなりますけれども、便数の一定の確保はで

きているのかなと思っております。 

 ただ、残念ながら、山形市方面に向かうバス

につきましては、バス時刻の中での組み込みが

なかなか難しいということで、そちらについて

は「できない」という回答をいただいていると

ころでございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 ５１ページの新たに移住推進

事業費で１人１００万円となっておりますが、

人が住むには移住と定住と両方の言葉があるん

ですけれども、もっと詳しく、移住なのか定住

なのか、あといろいろ詳細に説明をお願いした

いと思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 まず、こちらで予算

化しているのは移住費ということの予算化でご

ざいます。定住につきましては、住宅政策等が

中心になるかと思っておりますので、そちらは

そちらの款で予算措置をさせていただいている

という考え方でございます。 

 こちらの内容につきましては、まず県全体と

して全市町村と連携して事業を展開していくと

いうことで平成３１年度は予定をされておりま

して、国でもそういった支援が準備されており

ますので、東京圏から県内の中小企業に就職し

た方々が上山市に定住した場合に最大１００万

円の補助が出るというような制度になってござ

います。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 そうすると例えば家族で来た

場合、家族の中の両親が上山市内の企業に勤め

て移住したという場合にはどうなるんですか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 １人当たりについて

の１００万円という考え方でございますので、

世帯に対して１００万円という考え方ではござ
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いません。両親が例えばそれぞれ東京圏でお勤

めであって、こちらにいらっしゃった場合につ

いては２００万円になるということでございま

す。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 わかりました。例えば移住と

いいますと、ずっと定住しないということの解

釈になるんですが、例えば３カ月上山にいた場

合とか半年いた場合、また転出したという場合

になればどうなるんですか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 単にこちらに来たと

いう時点でおあげするものではなくて、ある一

定期間を経過した上でおあげするということに

なりますので、あくまでも定住前提の移住であ

ると、要はずっと住み続ける移住ですというこ

との確認がとれて補助金を交付するという形に

なると思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 ４７ページの広報広聴費のこ

とで、ＬＩＮＥを活用した情報発信とありまし

たが、今現在も行っているところなんですけれ

ども、ここの拡充する内容をお示しください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 現在、ＬＩＮＥを活

用したものにつきましては、子育ての情報を発

信するということで発信をさせていただいてお

りますけれども、無料でできる部分を今活用し

ておりますけれども、無料でできる発信の回数

が限られておりますので、現在の登録者数から

考えますと月に３回までしか発信できないとい

うような制限がございます。そちらをもっと発

信したいということの考え方で、制限をもっと

発信できるような件数に移行するために、有料

のものに移行したいと考えております。 

○中川とみ子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 回数を制限なくできるという

ことは、これまで子育て情報でしかＬＩＮＥで

発信してなかったんですけれども、そのほかに

もさまざまな情報を発信するということでよろ

しいでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 子育てのＬＩＮＥと

いうことでの友達申請、登録をしていただいて

いると理解しておりますので、それ以外のもの

については今のところは発信する予定はござい

ません。 

○中川とみ子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 子育てのＬＩＮＥは利用者の

方もふえていっていると、大変好評であると伺

っております。今のところ違うイベントとか違

うものの発信というのは考えていないというこ

とだったんですけれども、例えば今後、婚活支

援とかそういったイベントなどを新しく取り入

れて、そういった発信も兼ねて検討していって

ほしいなと思います。 

 もう一つ、先ほどの髙橋委員の関連なんです

けれども、移住支援金のことなんですけれども、

これの対象というのは東京圏内だけなんでしょ

うか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 まずＬＩＮＥの部分

につきましてですけれども、そちらにつきまし

ては今現状で上山市の発信しているＬＩＮＥ内

容については子育てということの特化されたも

ので登録者がいるという考え方ですので、違う

情報を発信するんであれば違う手段の仕方とい

うことを考える必要があると理解しております。 

 また、移住の部分につきましては、まず国と
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県と市でそれぞれお金を持ち寄って実施すると

いう考え方で、国から示されている基準という

のが東京圏からの移住、しかも県内の中小企業

に対する就職という部分の要件等がございます

ので、そういった内容になってくるということ

でございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 公共交通事業費でちょっ

と伺いたいんですけれども、平成３０年１０月

１日から市営バスが廃止されまして、中川地区

一部に対して市営予約タクシーが導入されたわ

けでございます。それで、半年たったわけでご

ざいますけれども、住民からいろいろな諸問題、

結構出ているような傾向もございます。それで、

住民からの意見収集を今後やっていただけるか、

そういう考えがあるか伺いたいと思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 住民の方から直接こ

ちらにお声をいただくような機会もございます

けれども、随時そういったものは受け付けして

おりますので、そういったお声を反映しながら、

市のできる範囲というのがどこまでなのかとい

うことも勘案しながら運行内容等について見直

しを図っていきたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 聞いていただくのは結構

なんですけれども、その地区に対して出向いて

その意見を収集していただけるか伺ったんです。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 現状の考えでは、最

初の導入の際の地区説明会のような形で地区に

意見を伺う機会というのを設ける予定はござい

ません。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 ある程度はやはりそうい

う住民の意見を出向いて聞くことも必要ではな

いかと私は思うんですよ。最初やるときだけで

はなくてですね。意見はいろいろ聞いていただ

いているとは思うんですが、そういう機会もぜ

ひ必要でないかと私は思うんですが、いかがで

すか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 まず、住民の方の意

見を聞く機会というのは、例えば運転手にお話

をいただくときとか、もしくは例えば地区会長

あたりを通してお話しいただくとかということ

でも機会は設けられるのかなと思っております

ので、住民説明会のような形と同じような形で

意見を求めるということは今のところは考えて

いないということでございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。枝松委員。 

○枝松直樹委員 総務管理費の自衛官募集につ

いてですが、情報提供の件が大分話題になりま

したけれども、本市の情報提供の現況と上山市

個人情報保護条例との整合性について、まず現

況をお知らせいただいて、あと保護条例とどう

いう根拠になるのか伺います。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 自衛官の情報提供に

つきましては、自衛隊から募集、情報提供の依

頼がございまして、市としましては高校卒業め

どの対象者について紙ベースで、氏名、それか

ら住所、生年月日、それから性別と、最低限の

情報提供をしております。 

 それから、これは法定受託で行っております

ので、情報公開の関係では問題ないと考えてお

ります。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 
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○枝松直樹委員 わかりました。 

 そうしたら企画費のところでお伺いいたしま

すが、地域おこし協力隊推進事業費、７人の隊

員ということで、空き家、そして新たに英語教

育、ＡＬＴと同じような仕事だと思いますが、

空き家の隊員というとどういう分野で活躍した

人を想定しているのか。 

 そして英語教育ですが、協力隊員というのは

非常に待遇がよくないということがありますよ

ね、一つ。１６万円程度のお金しか、１カ月。

そしてＡＬＴであればかなりそこは金額的に大

分開きが出てくると思いますが、なぜＡＬＴの

業務に協力隊員を充てることになったのか、日

本人なわけですけれども、そこの経過なども含

めて、メリットが何なのか、わかるように教え

てください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 まず、空き家の部分

につきましては、空き家情報の収集について、

地区会長さんと家を一緒に回っていただくとか

そういったことのサポートをしていただきたい

ということの要件として考えております。 

 空き家対策については、既に採用される方が

決まっておりますけれども、これまで実際は空

き家等に直接携わっていた方ではございません。

前は具体的には大使館等に勤めていた方がそち

らの業務につかれるということの内容でござい

ます。 

○中川とみ子委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 外国人の指導助手を

地域おこし協力隊員に求めるという点について

でございますが、現在３名のＡＬＴ、それから

主事１名と、４名体制で学校の外国語及び中学

校の英語教育にアシスタントとして指導を支援

しているという状況でございますが、８月にＡ

ＬＴが２名帰国する予定でございます。まず４

名体制をしっかりと維持するというところ、さ

らには１名、まずはＪＥＴから派遣をお願いし

ており、今回日本人として１人採用するという

ことでございますが、特に小学校について指導

支援を考えているところであります。 

 具体的に申しますと、なかなか日本語が通じ

なかったというようなところで指導に困難を来

して、あるいは打ち合わせに困難を来したとい

う実態が平成３０年度ございました。次年度、

平成３１年度あるいは平成３２年度から外国語

あるいは外国語活動が本格化してくるというこ

とになりますので、その中で、話す、聞く、読

む、書く、そういった技能の定着というところ

も求められてくるようになります。そういった

ところを、日本語がわかる人が必ず来るとは限

らないので、そこのところをしっかりと指導の

支援をお願いしていくと。そのほかには、学校

教育だけでなくて、例えばイングリッシュキャ

ンプの開催とかそういったところで広く上山市

の英語力の推進ということで考えていきたいと

捉えているところであります。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 ４名体制を堅持するというこ

とのようですが、もしそれがうまくいくんであ

ったら、言い方は悪いですけれども、費用的に

は安いわけですから５名体制でもいけるんじゃ

ないかと思いますけれども、なお推移を見なが

ら御検討ください。 

 そして、同じ移住推進事業費、ここの企画費

の中でお試し居住の利用状況というか、どうだ

ったのかお示しをいただきたいと思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 残念ながら、平成３

０年度については、利用状況、今のところござ
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いません。ツアー等に参加された方にもお試し

居住については見ていただいて紹介等をしてい

るところでございますけれども、なかなか利用

者が出てこないというような現状でございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。棚井委員。 

○棚井裕一委員 企画費の公共交通事業費、市

営バスですけれども、半年たちまして、利用も

増加傾向だということで、今後ダイヤの改正も

含めてさらに利便性が高まることを望んでいる

ところですけれども、定期券は取り扱いしてい

ませんと。定期券を取り扱いしない理由をお聞

かせください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 これまでの市営バス

では運行距離に合わせて料金を定めておりまし

たけれども、今回の市内循環線につきましては

一律の料金、どこまで乗ってもということの料

金にさせていただいておりましたので、その意

味で定期券を発行しないということでございま

す。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 いわゆる免許返納にかかわる

ことになりますけれども、免許返納して、確か

に１回２００円で路線内どこでも乗りおり可能

という利便性は確保されますけれども、そうい

った意味で免許返納特典というのも１回限りで

すので、市営バスの循環線ということで、市営

バスの利便性をさらに高めるためにも、免許返

納者に対して定期券ないしお得な回数券なども

考慮していただきたいんですけれども、その辺

はいかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 免許返納者の方には

タクシー利用券等１万円分を支援しているわけ

ですけれども、そちらにつきましては路線バス

の回数券、市内循環バスも共有した回数券も発

行、交付しておりますので、それで対応してい

るところでございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 特典のことは承知しておりま

す。その上で定期券なり、さらに特典、例えば

市内に営業所があるバス会社では、免許返納者

に対して月１万円の定期券を発行していること

は御存じだと思いますけれども、そういったぐ

あいに民間の事業者でも免許返納特典というの

を１回だけじゃなくずっと使えるような施策を

講じているわけです。ですので、市営バスに関

してもそういった利便性を図っていただきたい

と思いますけれども、その辺は今後検討いただ

ければと思います。 

 次に、総務費について、法人市民税にかかわ

ることかと思います、歳入ではなくて歳出にか

かわることかと思いますけれども。 

 地方税共通納税システムとありますけれども、

これについて、いわゆる納付書、法人市民税の

納付書の様式も今後変わるんでしょうか、お伺

いします。 

○中川とみ子委員長 税務課長。 

○舟越信弘税務課長 地方税共通納税システム

につきましては、全地方団体が加入、運営して

おりますｅＬＴＡＸを活用してシステムを導入

するということになっております。 

 法人につきましては、電子納税が複数の地方

団体で可能になるということで、納付書という

ことではなく、電子納税でするというような形

になると思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。井上委員。 

○井上 学委員 ２款１項６目企画費のふるさ
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と納税のことについて、予算の部分で前年より

ふえる部分も含まれるということで、見通しと

してはふるさと納税がふえていくという考えで

いいのかどうかということと、さまざまなあれ

があって減っているところが多いというふうに、

全国的にはそういう認識なんですけれども、ふ

えていくに当たってこの予算措置の中で何か手

だてをとられているのかお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 現在、ふるさと納税

につきましては国で制度全体の見直しというの

が図られているところでございます。 

 その中で本市の状況は、３月の補正にも計上

いたしましたけれども、１１億円ということで

平成３０年度は予定しているところでございま

す。そうしたことを勘案した上で、平成３１年

度につきましては９億円の寄附を見込んだ上で

の支出を計上しているところでございますので、

特段新しいような手だてというものについては

考えていないところでございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 手だてを講じずとも寄附金が

ふえているということは、ある意味いいことな

のかなと感じます。一般質問等でも議論させて

もらったところですけれども、やはり上山産と

いうところにこだわって事業を進めていただき

たいと申し上げ、質疑を終わります。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 ４９ページ、車両管理費につ

いてお伺いします。 

 車両管理費については、昨年度から比較しま

して減額となっています。リース料等を年度ご

とに平準化されるような車両の更新体制になっ

ていると思うんですが、減額になっている部分

について、あとは、今、公用車の台数は何台ぐ

らいあるかについてお示しください。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 公用車の台数は、今５４

台、バス等を含めて５４台です。 

 予算の増減ですけれども、新規では３台、リ

ースで導入するということで、要はその中での

調整の中で金額が変動したということでござい

ます。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 自動車を更新しなければなら

ないときがあると思うんですけれども、その額

を多く払わなくてはいけない年とそうでない年

が、特に支払いの部分、リース料金等を含めた

維持管理について平準化をぜひ図っていただき

たいなと思います。 

 あと、今５４台ということを課長から回答い

ただいたんですが、ドライブレコーダーを設置

することについて今後検討していただきたいな

と思うんです。周辺の自治体でもドライブレコ

ーダーの設置というのが進んでいる状況であり

ますし、価格が低廉化している、あと市内の交

通安全にも寄与すると考えるんですが、ドライ

ブレコーダーの設置に関してどのようなお考え

をお持ちかお示しください。 

○中川とみ子委員長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 確かに今回の予算ではド

ライブレコーダーの経費は措置しておりません

けれども、ただ委員おっしゃるとおり他自治体

での導入も進められているという情報が入って

おります。あと、一つのやはり時代なのかなと

いう感じもいたしまして、金額的なもの、それ

から有効性あるいは使用上の問題点等ちょっと

整理して、新年度、どこまでやれるかわかりま

せんけれども、トライアル的なものをやれれば
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なと、そんな考えでございます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。谷江委員。 

○谷江正照委員 ４９ページ、ふるさと納税推

進の部分でございますが、前年度から５つのポ

ータルサイトを活用して広めていると思います

が、このポータルサイトを活用した実績等をし

っかり勘案して今年度予算に盛り込んでいるの

かどうか。例えば、余り実績の上がらないよう

なポータルサイトであれば見直すようなことも

検討したのかお示しいただければと思います。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 今現在使っているポ

ータルサイトの利用状況については当然ながら

実績等を勘案して、効果のあるところというこ

とでの考え方で予算を立てさせていただいてお

ります。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 了解しました。 

 もう一つ、５１ページのところで、各地区の

課題解決に向けて講師を派遣するという取り組

みをしていきたいということでありましたが、

この部分に関しては平成３０年度から始まった

地区計画の支援事業と同じものでよろしいでし

ょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 平成３０年度は地区

計画を立てられる地区がないかということでさ

まざま地区に呼びかけ等もいたしてきておりま

すけれども、なかなか地区計画までというとこ

ろのハードルがあるということがございます。

ただ、一方で地区全体の運営の仕方についての

見直しをしたいという考え方を持っておられる

地区も多数あると理解しておりますので、地区

計画を立てる前提ということではなくても、地

区としての課題解決を図る上でそういった専門

の方からのアドバイスを受けたいというところ

について支援をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 ぜひ地区の課題解決に役立て

ていただきたいんですけれども、地区に対して

周知はどのようにしていくのかお示しください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 地区会長会等におい

て周知を図ってまいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 この際、１０分間休憩い

たします。 

    午前１１時０５分 休 憩 

                  

    午前１１時１５分 開 議 

○中川とみ子委員長 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、３款民生費について、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 それでは、３款民生費に

ついて御説明申し上げます。 

 ６０ページ、６１ページをお開き願います。 

 １項社会福祉費につきましては、１目社会福

祉総務費は３億９，９０９万９，０００円で、

前年度対比２，９６０万５，０００円の増であ

りますが、プレミアム付商品券事業などによる

ものであります。 

 社会福祉総務費では、福祉バスの管理運営、

福祉大会の開催、結婚サポーターの養成、低所

得の方の婚姻に伴う引っ越しや家賃等を支援す
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る補助金などの晩婚・未婚対策に係る経費など

を措置し、民生委員・児童委員活動費では民生

事業協力員活動費交付金など民生委員の活動に

要する経費を措置し、次のページをお開きくだ

さい、社会福祉関係団体助成費では、社会福祉

協議会など社会福祉関係団体への補助金、老人

福祉センター寿荘改修工事補助金などを措置し、

人権啓発活動事業費では、人権意識の向上、啓

発を図るため小中学校への花の苗・種子等を配

布する経費を措置するものであります。 

 プレミアム付商品券事業費は、新たな事業で

ありますが、消費税１０％への引き上げの影響

緩和と消費喚起のため、低所得者、子育て世帯

を対象にプレミアム付商品券の販売に要する経

費を措置し、国民健康保険特別会計繰出金では、

保険基盤安定、職員給与、財政安定化支援、出

産育児一時金など繰り出し基準に基づく繰出金

を措置し、ほか職員人件費を措置するものであ

ります。 

 ２目障がい者福祉費は５億４，３３０万８，

０００円で、前年度対比２０７万４，０００円

の増でありますが、生活介護、グループホーム、

就労支援に要する経費の増などを見込んだこと

によるものであります。 

 障がい者福祉事業費では、扶助費として更生

医療給付費、障がい者世帯除雪費助成、福祉タ

クシー利用料、身体障がい者移送介護タクシー

の利用料のほかに、新たにガソリン券配布によ

るガソリン代助成費を措置し、地域生活支援事

業費では、相談窓口の運営委託、訪問入浴サー

ビス、成年後見制度の利用支援、移動支援、日

常生活用具給付などに係る扶助費を措置し、障

がい福祉サービス給付費では、障害支援区分審

査会の経費、生活介護、自立訓練、就労支援、

補装具の交付、修理を支援する障害福祉サービ

ス給付に係る扶助費などを措置するものであり

ます。 

 ３目高齢者福祉費は１３億８，４８４万７，

０００円で、対前年度比１，８６８万５，００

０円の増でありますが、介護保険特別会計繰出

金の増などによるものであります。 

 高齢者福祉事業費では、シルバー人材センタ

ー運営補助金、敬老事業補助金、老人クラブ活

動補助金、養護老人ホーム入所者への扶助費の

ほか、地域就業機会創出・拡大事業補助により

シルバー人材センターが実施する空き家所有者

の依頼による清掃、草刈り等の業務を支援して

まいります。 

 次のページをお開きください。 

 介護保険利用者負担軽減事業費では、社会福

祉法人が実施する低所得者の利用者負担軽減に

対する補助金を措置し、在宅高齢者支援事業費

では、緊急通報システム、移送サービス、生活

管理指導、ごみ出し支援、通路や高齢者世帯の

除雪、紙おむつ支給など、介護保険以外の在宅

福祉サービスに係る委託料や扶助費を措置し、

後期高齢者医療事業費では後期高齢者の療養給

付費に係る山形県後期高齢者医療広域連合への

負担金などを措置し、高齢者福祉施設整備事業

費では特別養護老人ホームみずほの里に係る建

設償還金補助金を措置し、常設高齢者サロン運

営費では介護予防活動や生きがいづくりの拠点

施設である常設高齢者サロンの運営に要する経

費を措置し、介護保険特別会計繰出金及び後期

高齢者医療特別会計繰出金につきましてはそれ

ぞれ繰り出し基準に基づく繰出金を措置し、ほ

か職員人件費を措置するものであります。 

 ４目国民年金費は２，３２３万円で、前年度

対比１８４万７，０００円の増でありますが、

職員人件費の増によるものであります。国民年
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金事務費で国民年金に係る事務経費を措置する

ほか、職員人件費を措置するものであります。 

 ５目医療給付費は２億５，３３２万９，００

０円で、前年度対比２５１万５，０００円の増

でありますが、子育て支援医療給付費の増など

によるものであります。 

 重度心身障がい（児）者医療給付費では重度

心身障がい（児）者への医療給付に係る扶助費

などを措置し、子育て支援医療給付費では中学

３年生までの児童生徒等の医療費の無料化に係

る扶助費などを措置し、次のページをお開きく

ださい、ひとり親家庭等医療給付費では、母子

家庭、父子家庭等における医療費負担に対する

扶助費などを措置するものであります。 

 ６目福祉給付費は２，０４１万１，０００円

で、前年度対比２４万円の増でありますが、身

体障がい者・知的障がい者福祉給付費で、障が

い者の生活支援として、特別障がい者手当、障

がい児福祉手当、重度障がい児手当などの給付

に要する経費を措置するものであります。 

 ７目福祉のまちづくり費は１７８万８，００

０円で、前年度対比１２万９，０００円の減で

ありますが、福祉のまちづくり事業費では、鍼

灸マッサージ利用助成、高齢者見守り愛の一声

運動などに要する経費を措置し、基金積立金は

長寿社会福祉基金の利子積立金を措置するもの

であります。 

 次に、２項児童福祉費でありますが、１目児

童福祉総務費は５億４１０万円で、前年度対比

４，３５３万９，０００円の増でありますが、

病児保育事業への補助金と保育園、児童館の職

員人件費の増などによるものであります。 

 児童福祉総務費では、子ども・子育て会議の

開催、保育料の通知などに要する経費、三世代

同居孫守り奨励事業補助金を措置するとともに、

新たに平成３２年３月の開所を目指している病

児保育施設の整備と運営に対する補助金を措置

するものであります。 

 母子等福祉費では、児童扶養手当、母子家庭、

父子家庭等の自立支援に向けた相談などに要す

る経費、自立支援のための高等職業訓練促進給

付金のほか、児童扶養手当支払いシステムの改

修費用を措置し、家庭児童相談室費では家庭児

童相談員による相談活動などに要する経費を措

置し、次のページをお開きください、青少年指

導センター費では青少年の健全育成のため青少

年指導員活動費などを措置し、総合子どもセン

ター事業費では、総合子どもセンター「めんご

りあ」の指定管理料、二日町プラザの管理運営

経費、ファミリーサポートセンター利用助成費

などを措置し、ゼロから２歳の低年齢の待機児

童を対象に、入園できる保育施設が見つかるま

で預かりを行う「めんごりあ緊急一時預かり事

業」と、放課後児童クラブの待機児童が解消す

るまで「めんごりあ」多目的ルームでの放課後

児童預かりを実施する「めんごりあ放課後児童

居場所確保緊急措置事業」を実施するほか、職

員人件費であります。 

 ２目児童措置費は１０億９，８１８万１，０

００円で、前年度対比３，７１２万３，０００

円の増でありますが、児童手当給付費が減とな

る一方で、幼児教育の無償化に伴う保育所等管

理運営費の増などによるものであります。 

 保育所等管理運営費では、市立２保育園の管

理運営経費、臨時保育士の賃金、チビッコ農場

開設補助金、民間立保育所児童保育事務委託料

などを措置するとともに、幼児教育の無償化に

伴い認定こども園への給付費を増額し、新たに

保護者負担軽減補助金、子ども子育て支援シス

テム改修費を措置するものであります。 
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 保育所等特別保育事業費では、市立保育園で

の延長保育、民間立保育園、認定こども園等で

の一時預かり、延長保育などに要する経費を措

置するほか、新たに保育士確保事業として、人

材派遣を活用することとし、市立保育園にあっ

ては保育士紹介手数料を措置し、民間保育所に

対しては派遣会社へ支払う手数料の助成と保育

士資格を有する方の民間保育所への就労を促進

するため、試用期間中の人件費を助成する「保

育士トライアル雇用支援」を行うものでありま

す。 

 児童館等管理運営費では中川児童センター等

の管理運営に要する経費を措置し、次のページ

をお開きください、放課後児童対策事業費では、

学童保育施設の管理運営、民間学童クラブヘの

運営補助金などを措置し、児童手当給付費では

中学校修了までの児童の養育に対する児童手当

を支給するための経費を措置し、障がい児施設

給付・医療費では、発達障がい児の放課後等デ

イサービス、児童発達支援、障がい児相談支援

等の経費を措置するものであります。 

 ３目児童福祉施設費は６１５万９，０００円

で、前年度対比１４８万８，０００円の増であ

りますが、保育園整備事業費の増によるもので

あります。 

 児童遊園管理費では市内５カ所の児童遊園の

管理経費を措置し、保育園整備事業費では各園

の修繕等のほか、耐震上問題のあるみなみ保育

園プールブロック塀の改修に要する経費を措置

し、児童館等整備事業費では各施設の修繕料等

を措置するものであります。 

 次に、３項生活保護費でありますが、１目生

活保護総務費は４，５９６万円で、前年度対比

４万１，０００円の増であります。 

 生活保護総務費では、嘱託医報酬、生活保護

システムの保守委託料などを措置し、次のペー

ジをお開きください、生活困窮者自立支援費で

は生活保護受給者以外の生活困窮者に対して上

山市生活自立支援センターを通じて包括的な支

援を行う経費を措置するほか、職員人件費であ

ります。 

 ２目扶助費は２億７，３００万円で、前年度

対比３，７５５万７，０００円の増であります

が、生活保護援護事業費で生活保護費の支給に

要する経費を措置するものでありますが、支給

対象者数の増加に対応したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑、発言を許

します。守岡委員。 

○守岡 等委員 まず６１ページ目の社会福祉

総務費ということで福祉灯油の件なんですけれ

ども、非常に大変喜ばれている制度でありまし

て、対象でない人からもいろいろ問い合わせが

あるほど市民の関心が高いと思います。県では、

来年度予算ですか、当初予算で措置していると

いうことで、それに倣ってほかの市町村でも当

初予算の中で福祉灯油を事業化するところがふ

えているようですけれども、本市でのそのよう

な対応というのはどうなっていますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 福祉灯油券の助成に

つきましては、平成３１年度については補正予

算で対応を考えております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 一応、じゃあ１２月になるか、

その補正のところで、市民も期待していると思

いますので、よろしくお願いします。 

 次に、６５ページ目の一番下の子育て支援医

療給付費についてですけれども、これについて
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あらかじめ資料でいただいた説明書の中で、中

学生まで原則として医療費を無料化すると記載

されてありますけれども、原則でない場合とい

うのがあるのかどうか気になったもんでお尋ね

します。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 基本的には全て無料

でございます。ただ、こちらの表現をしている

理由としましては、別の制度、例えば生活保護

であったり、住所地特例で市の制度から外れて

支給になる方もいるというケースがありますの

で、そういったところで原則という表現をして

おります。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 理解しました。 

 あと、同じ子育て支援医療給付費ということ

で、子育て支援策のかなり中心的な政策という

ことで、ほかの市町村でも積極的に受け入れら

れて、今では高校３年生まで対象を拡大すると

いうところが出てきました。本市で高校３年生

まで拡大した場合、どれぐらいの予算措置が必

要かということで、以前１億円というような話

を聞いたような記憶があるんですけれども、そ

の辺の額と本市の高校３年生までの拡大の見通

しについてお尋ねします。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 現時点の高校生の人

数は７５０名程度いらっしゃいます。１人当た

り大体３万７，０００円の医療費で計算します

と大体２，８００万円程度の増加と試算をして

いるところでございます。 

 拡大の見通しでございますが、これまでも市

の方針をお答えさせていただいておりますが、

基本的には国や県で一律の制度化されることが

理想と考えております。今後も国・県に要望す

ることを継続していきまして、現時点で市単独

でこの拡大する考えは持っておりません。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 ２，８００万円ということで、

もしその気になればできないことはない事業だ

と思いますので、「子育てするなら上山」とい

うことをうたっているぐらいなんで、やはりほ

かの市町村よりもスピードを持って取り組んで

いただければと思います。 

 次に、６７ページ目の家庭・児童相談室費に

ついてです。最近、児童虐待というニュースが

連日のように報道されていますけれども、本市

の相談室への相談件数がどれぐらいあって、そ

して実際、山形市に児童相談所があるわけです

けれども、そこで保護するような事例はどれぐ

らいあるのかというのを教えてもらえますか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 家庭・児童相談室に

おける児童虐待の相談ですけれども、市民の方

からの通告ということで、平成３０年度２月末

現在で３件、市民の方から通報いただいており

まして、そのうち１件を虐待ということで、虐

待の疑いがあるということで認定をして児童相

談所に情報を提供しております。その方につい

ては、昨年７月に発生した事案でありますので、

要保護児童地域対策協議会の中で、保育園、民

生委員、警察等関係機関で役割分担をしまして

支援を継続しているところであります。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 すごく心配なのは、児童福祉

士ですか、そういういわゆる専門的な職員が配

置されている中で、どうしても見逃してしまう

というか、そういう事例があって、結局そうい

う悲惨な事例に結びついてしまうんですけれど

も、本市の相談室できちんと判断できるような
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専門的な職種の配置、児童福祉士と、あとやは

り心理士、これが一番重要だと思うんですけれ

ども、その辺の配置状況はどうなっていますか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 福祉事務所において、

児童福祉士、心理士という資格を持っている職

員はございません。そういった関係から、さま

ざまな職種、生活保護のケースワーカーとか保

育士とか保健師等関係団体のそれぞれの職種に

応じた見守り等を実施して、そのお子さんが虐

待のおそれがある場合はいち早く支援をするよ

うに対応しているところです。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 ぜひ、まず疑わしきはそうい

う相談ということで、対応をお願いしたいと思

います。 

 最後に、生活保護の問題なんですけれども、

生活保護費がやはりふえているということで、

特に昨年度決算のところの説明では医療扶助が

ふえていて、長期入院する方がふえているんじ

ゃないかと。確かに私の周りでもそういう生活

保護を受けている方の入院という事例が非常に

目立ってまして、生活保護を受給している方の

健康管理という点でどうなっているかお伺いし

たいんですけれども、健診とかそういう制度的

なものというのはどうなっているでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 生活保護受給者の健

診については、一般の市民の方と同様に健診を

受けることができることになっております。 

 生活保護費の増加ということで、生活保護費

における医療費の割合というのは６割になって

おるんですが、これまでも健康面の支援という

ことで、医療機関に受診しない生活保護受給者

については生活保護のケースワーカーと保健師

等が訪問しまして、医療機関への受診を促した

ケースもあります。今後も、生活習慣病、重病

に発展してしまう疾病のおそれがある受給者に

ついては生活保護のケースワーカーと保健師が

同行訪問して治療を促してまいりたいと考えて

おります。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。尾形委員。 

○尾形みち子委員 社会福祉総務費の結婚支援

事業費のことについてお尋ねいたします、そし

てまたもう１点させていただきますけれども。 

 今回、新たに課を設置するということで、子

ども子育て課を設置するというようなことでご

ざいます。その所管が結婚、妊娠、出産、子育

てのその対応だというようなことなわけですけ

れども、その中身について、結婚支援、要する

にサポーターですけれども、そちらも入ってい

るというようなことでよろしいのかどうかお尋

ねいたします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 結婚支援事業につき

ましては、平成３０年度に引き続きまして結婚

サポーターの育成、結婚相談会の開催、成婚報

奨金について予算を計上しているところであり

ます。 

 新たに結婚支援事業補助金として、婚活イベ

ントを市内で行う団体につきまして補助金を交

付するということと、新生活支援事業というこ

とで、上山に新しく住居を構えて生活される方

に引っ越し費用と住宅費を補塡する考えであり

ます。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 力を入れてくださっている

ということを私は、やはり少子化の部分で本当

に人口減少というようなこと、それから新たな
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少子化というようなところにおいては本当に婚

活サポーター、ただし、なかなか成果が上がら

ないという現状があると認識しております。実

際、サポーターになっていても、そのサポータ

ーがふえなかった現状もありまして、各サポー

ターさん、皆さん優秀な方がおられるわけです

けれども、何人か御自分がサポーターになって

いただくというような声かけをして、５人体制

から８人、９人と、それが多くなってはきてい

るんですけれども、なかなか今言ったように成

婚に結びつかないことが現状だというようなこ

と、多分認識していらっしゃると思うんですけ

れども、その辺のところは、市長、いかがでし

ょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 結婚する、していただくと

いうことは大変大事なことで、当初におきまし

ては青年会議所とかあるいは商工会青年部の婚

活イベントといいましょうか、そういうことに

期待をしておったわけでございますが、なかな

か成婚に至らないということもありまして、そ

ういうことで結婚サポーターという制度を設け

させていただいたところでございます。その

方々ともお話し合いをさせていただいたことが

あるんですが、なかなか現実に結婚までという

のは難しいというお話もありました。 

 しかし、やはりこれは粘り強く続けていくと

いうことが大事だと思いますし、またこういっ

た制度があるということをもう少し知っていた

だくということも大事だと思います。要は、結

婚というのは最終的にはいつも申し上げている

とおり個人的な問題であるかもしれませんけれ

ども、周りの環境とかあるいはそういった制度

があるとか、そういうことがあることによって

少しでも、一歩でも二歩でも進んでいくような

体制にしていただく、またそういった環境づく

りをこれからも引き続きやっていただきたいと

考えております。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 確かに婚活の整備といった

ことも、婚活サポーターのそういったことの応

援も大変ありがたいと思うんですけれども、た

だ実際に職員の対応というようなことで、婚活

サポーター、その中身が、以前２人の議員が婚

活支援の室を庁外につくったほうがいいという

ようなことで、そうやって対応することが、初

めて市内の皆さんにも知っていただくような、

そういう周知の仕方があるんだよというような

ことで質問しているわけですけれども、その辺

の対応がちょっとおくれていると私は思ってい

て、婚活支援のアドバイザー、室長、そういっ

た周りの方たちは、周りの市町村はそういうこ

とまでつくって対応しているというような現状

でありますけれども、私から提案なんですけれ

ども、それに限定して対応できるような配置を

お願いするということはいかがでしょうかね。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 最初は、何でもそうですけ

れども、よかれということで立ち上げをするわ

けです。今回のサポーターについても、サポー

ターの方が働きやすい状況とかそういうものは

自分たちでもある程度考えている部分があると

思うんですね。そういった方々にも担当課に話

をいただくということで、どうすれば効果とい

いましょうか、よりよい活動ができるかという

環境をつくっていくことが大事なわけでござい

まして、最初のスタートが全てですということ

じゃなくて、いろいろな知恵を出していただい

たり、いろいろな意見を出していただいたりい

たしまして、効果が上がるような体制をつくっ
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ていただきたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 そのときになりましたら、

またその支援体制をお願いしたいと、機運が高

まればというようなことでしょうから、お願い

したいと思います。 

 続きまして、保育所等特別保育事業について

の保育士確保事業の新規についてお尋ねいたし

ます。 

 現状、保育士の確保ができないというような、

全国的にも確保ができないというか、大変な状

況だというようなことでありますけれども、例

えば、保育士の資格を持っていて、結婚、子育

てでしばらく保育士を離れているというような

ことも含めて、新たに保育士になられるという

不安感を持っている保育士さんが大分おられる

と、あと大変だというようなこと、そういった

ところで上山市の処遇改善も含めてどんなふう

な対応をしていただけるのかどうか、この辺も

お示しください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 保育士確保事業につ

きましてお答えいたします。 

 まず保育士トライアル雇用支援事業といいま

して、民間の保育所において、保育士の資格を

お持ちだけれどもなかなか職場に復帰できない

方をお試しで民間保育所で雇用した場合、３カ

月において給与の補助を行う事業を平成３１年

度から予定しております。民間保育園４園あり

まして、２名ずつ３カ月で１６１万３，０００

円を予算計上しているところであります。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 保育士の資格を持っている

方、再チャレンジする方、そういった面では大

変いい事業だと思うんですけれども、ただ本市

の場合、周りの、先ほど言ったようにそういっ

たものも含めて処遇改善、要は報酬が少ないと

いうようなことがあるんですけれども、その辺

は認識しているかどうかお尋ねいたします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 市の公立保育園で保

育士をしていただいている臨時の保育士の方に

つきましても、平成３０年度、近隣の市町村の

給与等の調査をいたしまして、平成３１年度か

ら給与を増額して、より多くの方から公立保育

園で保育をしていただけるような体制を整えて

まいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 今お話しいただいたように

平成３１年度からというようなことであります。

私も胸を張ってそれに答えていきたいと思いま

す。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 ５１ページの社会福祉総務費

で民生児童委員活動費についてお尋ねいたしま

す。 

 予算措置なっておりますが、上山市内の民生

委員の話を聞いておりますと、いない地区がか

なりあるということで、また平成３１年度１１

月に改選期を迎える中において、民生委員にな

ってもらえるような今年度の予算措置になって

いるのかどうか一つお尋ねいたします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 民生委員の活動費で

ありますけれども、市内の民生委員の定員は９

２名でございます。そのうち民生委員の方が選

出いただけない地区が５地区ありまして、現在

８７名の方、民生委員から活躍をしていただい

ております。 
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 民生委員がいない５地区につきましては、地

区会長を通じて早急に新たな方を選出していた

だくように働きかけをしているところです。 

 ことし１２月に民生委員３年の任期を終了し

まして、新たな方をお願いするわけなんですが、

今民生委員を務めておられる方については引き

続き御活躍いただけるように働きかけをしてま

いりたいと思っております。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 実際、民生委員をやっている

方のお話を聞きますと「二度としたくない」と

いう返答が来て、やはりいろいろな問題の中で

待遇がとっても悪いというような話も一つあり

ますし、あと民生委員になりますとプライバシ

ーなどのうわさもされるということもあります

し、そして今所長が言ったように、現在してい

る民生児童委員を引き続き、続けてもらいたい

と思いますといっても具体的にどういう政策で

もって続けてもらえるのかどうかお話ししても

らいたいと思います。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 民生委員の業務につ

きましては、確かに、支援が必要な家庭に入っ

ていただいて、それを福祉事務所等に情報提供

いただいて、支援をいただいて進めていくとい

うことで、家庭に入り込むということでプライ

バシーにかかわることということで、責任が重

い業務だと思っております。 

 １２月の改選時期に引き続きの手だてとしま

しては、民生委員の研修会等が年数回あります

ので、その機会を通じて民生委員の職責の大切

さと市での地域福祉の推進のために御協力をい

ただけるように進めてまいりたいと考えており

ます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 今、所長の説明ですと犠牲的

な精神でもって民生委員を続けてもらいたいと

いう返答の言葉に聞こえましたけれども、果た

してそのようなことで引き受けてもらえるのか

どうか。 

 私たちが行政視察に行った千葉県佐倉市では、

民生委員は各自治体で報酬が違うということに

なっていますけれども、１２万５，０００円と

いう報酬をあげてもなり手がいなくて困ってい

るという現状の中で、もっと上山市は、民生委

員の充足率が１００％という自治体を探して、

そういうところに行って研修して、何が原因で

ならないのかという原因究明をしなければ民生

委員の確保というのは難しいのではないかと思

いますが、所長、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 民生委員のなり手の

確保につきましては、今委員おっしゃるように、

県内、民生委員が１００％充足しているところ

の参考事例等を調査しまして、進めてまいりた

いと考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。枝松委員。 

○枝松直樹委員 先ほど婚活事業についてお話

がありましたが、私も市長に考え方をお伺いし

たいんですけれども、本来、これは行政が前面

に出てやるべき事業なのかどうかという疑問が

一つあります。 

 そして、今、性の多様化もありまして、同性

と結婚したいという人の出現率は、左ききと同

じぐらいの率がいるということが言われていま

す。ですから、行政が前のめりになってこれを

進めることは、社会の風潮として、結婚しない

人をある意味で選別、差別をするんじゃないか

という風潮に行かないか私は心配しているんで
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すよね。カミングアウトという言葉が最近出て

おりますけれども、なかなかそういう人は表に

出せないんですが、現実には相当数いるという

ことを考えたときに、広く市民に公平であるべ

き行政が前のめりになっていいのかと。 

 このことについて、先ほど市長は原則的には

本人の自己責任と、そんな感じを私は受けたん

ですけれども、改めて、この婚活事業、どこま

で行政がかかわっていくべきなのか、市長の考

え方を伺います。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 どこまでかかわるかという

ことについては大変難しい議論だと思いますが、

私はこう考えているんです。やはり結婚という

のは基本的には個人のことだということは大前

提だと思います。 

 しかし、ここまで結婚する方が少なくなって

きて、生まれる子どもも少なくなってきている

ということで、人口減少の最たる原因になって

きているということですから、少なくとも、直

接的ではなくても環境整備ということは必要な

んだろうなということを考えております。 

 そういうことで、まず安定的な収入を図ると

いうことが、経済的に安定するということが一

番だと思いますので、働く場所の確保というこ

とで企業誘致をしたりそういうことをやってい

ると、あとはやはり住む場所とか、そういう形

でやっておりますけれども、現実にはなかなか

ふえていないということです。 

 あともう一つは、家庭的にもあると思うんで

すね。昔は、昔と言うと大変失礼に当たります

けれども、お父さん、お母さんも心配して「そ

ろそろじゃないか」とかいろいろなことを多分

言ったと思いますが、最近はそんなになかなか

家庭の中でも子どもの結婚に対する親の威厳と

いいましょうか、そういう力といいましょうか、

そういうことじゃなくて、言ってみれば平等と

いいますか、平和といいましょうか、そういう

考え方が出てきつつあるのではないかと個人的

には考えておりますが、いずれにいたしまして

も、我々は環境づくりといいましょうか、そう

いう形で。 

 ただ、先ほどの質問にありましたように、婚

活に対して一生懸命頑張っておられる方々もお

るわけですし、また我々も期待している部分が

あるわけでございますので、そういう方々に対

してはやはり頑張っていただくことができるよ

うな環境といいましょうか、そういうものをや

っていきたいと考えています。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 少数者に対してもバランスの

とれた感覚で臨んでほしいということだけ申し

添えておきたいと思います。 

 そして、先ほど家庭・児童相談員の話がござ

いましたが、せんだって国会で県の児童相談所

に現職の警察官あるいは警察官ＯＢを配置する

気はないのかという質問が出ました。 

 翻って昔を考えてみますと、福祉事務所に警

察官ＯＢの方がいらした時期がございました。

警察官上がりですから、すぐ情報を警察に行っ

て、昔の職場に行って収集してくると。ただ、

それは余りにもやり過ぎかなという思いもあっ

たんです、捜査機関に対して行政がすぐ行って

情報をとってくるということについては。 

 しかし、昨今の狂暴化している事案は、女性

だとなめられるケースも多々あるように思いま

して、国会での議論なども引き合いに出しなが

ら、私も、警察官ＯＢで温厚な方、適任者を福

祉事務所に置くというのも確かに一考かなとは

思ったりもするわけでございますけれども。 
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 それから、無資格というか、特に資格を持っ

ている方じゃないんですね、今いる家庭・児童

相談員、あるいは母子相談もいるんでしょうか。

そういったところでももう少し相談体制の充実

というのが必要だと私は思っています。かつて

家庭・児童相談員２人、母子相談員１人、それ

から心配事相談員１人ということで４名の配置

をしていた時期もあるわけでありますから、相

談窓口の充実ということについて福祉事務所長

はどうお考えですか。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 現在の家庭・児童相

談員ですが、看護師の資格はお持ちで、こちら

についても要保護児童対策協議会の資格要件に

合致する資格をお持ちの方で、かつ現在活躍の

方は学校の養護教諭も経験されたということで、

学校とのつながりも非常にスムーズにいってい

るということで、あと警察のＯＢということで

すが、警察署等は今情報連係がスムーズになっ

ておりまして、警察官に相談があった場合はす

ぐ福祉事務所に情報をいただけることになって

おりますので、可能性があればそういう資格を

お持ちの方が採用できればと考えておりますけ

れども、現状でも学校、警察との情報を共有し

ながら支援を十分進めていける体制だと考えて

おります。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 福祉事務所の窓口は非常に危

険な側面もあったりして、凶暴、粗暴な方が来

て恫喝をされるというのがしばしば、かつてあ

りました。今現在もそういった粗暴なケースが

あって、訪問自体も単独じゃ行けないと、複数

で行かないとちょっとどうかなというところも

ございますので、今後そういった前線で働く職

員の負担について十分考慮の上、体制を組んで

いただければと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はございませ

んか。井上委員。 

○井上 学委員 ２項２目児童措置費の中で、

保育料の無料化が盛り込まれているという説明

があったんですけれども、これはいつから、対

象というのは全員になるのかお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 保育料の無償化につ

いてお答えいたします。 

 ことし１０月から無償化を国の施策にのっと

って実施する予定でありますが、ゼロ歳から２

歳までについては国の基準のとおり住民税非課

税世帯について無償、３歳から５歳児について

は全員無償化ということで予算を計上している

ところであります。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。 

 それとあわせてなんですけれども、本市では

独自に第３子無償ということをやっているんで

すけれども、それとの整合性というか、かかわ

りについてお示しください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 第３子の無償化につ

いても引き続き実施をしていく考えではありま

すが、これまでも国に要望等、第３子無償化に

ついて要望活動等を行っておりますので、引き

続き国に働きかけをしてまいりたいと考えてお

ります。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。期待されてい

るところだと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 それと、また同じ２項２目の部分で、先ほど

もありました待機児童解消の部分なんですけれ
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ども、市長は保育の質の向上を図りながら数年

での解消を目指し民間支援を含む保育士の確保

に努めるという施政方針でありました。 

 そういった中、重要なことだと思うんですけ

れども、公立の部分に関しまして、数年ではな

く、特に年度の後半の部分に関して定員を超え

るという部分で、保育士もあるんですけれども、

施設の面積的な部分も要因ではないかと私は考

えているところなんですが、その点につきまし

てはこの予算において何か措置されていらっし

ゃるかどうかお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 公立の保育施設の保

育の面積については十分満たしておりまして、

保育士の確保について平成３１年度予算を計上

しているところで、公立保育園については人材

派遣を活用、派遣会社を活用いたしまして、そ

の仲介手数料を人材派遣会社にお支払いして、

新たな保育士の資格をお持ちの方を採用する予

算を計上しているところです。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解したところなんですが、

ちょっと私、１点、気になるところが、定員を

見ると大体両園とも１２０名だったと思うんで

すけれども、現在１２０名を超えているような

状態になっているかと思うんですけれども、そ

の点はどう理解すればいいのかお聞きしたいと

思います。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 しらさぎ保育園、み

なみ保育園とも確かに１２０名の定員でありま

すけれども、定員の柔軟な対応ということで、

それを満たして安全安心に保育できる施設の面

積の基準を満たして保育をしている状況です。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。大沢委員。 

○大沢芳朋委員 先ほど来から結婚支援のお話

が出ておりますが、結婚サポーターの養成とか

組織化ということですけれども、実際サポート

センターを開設して、相談に来られた方、直接

いらっしゃるのかということ、あとサポーター

の養成講座ということで、私、昨年も同じよう

な質問をしていますが、何人から何人になった

のかと、ふえたのかと、仲人さんがですね、そ

れぞれお示しください。 

○中川とみ子委員長 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３０年度の年度当初は６名で

あったんですが、現時点で１０名の方、４名ふ

えまして、１０名の方が活躍をしていただいて

おります。 

 結婚サポーターによる結婚相談会、年６回実

施をしまして、その中で各回数名の相談者をい

ただいて、登録に至っている状況であります。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 庁舎にサポートセンターを開

設しているわけですから、そこに直接御相談が

あったのか、お示しください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 福祉事務所への結婚

を希望される方の相談というのは平成３０年度

についてはございませんでした。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 そうすると今までそういった

方はいらしてないという認識だと思いますけれ

ども、一般質問でも、外、要するに公民館とか

いろいろなところにサポートセンターを移した

ほうがいいんじゃないかというお話も私はさせ

ていただいておりますが、それはそれで聞いて

おりますのでいいんですが。 
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 例えば、東地区でそういった婚活イベントを

して成婚に至っているというような事例を聞い

ておりますが、そういった要するに仲人的なこ

とをなさっていて、サポーターに入っていない

というような人を巻き込んでやるとか、要する

にチーム上山でしっかり、市長が人口減少対策

ということで結婚支援をやりますよと、一生懸

命やりますと、こう言ってくださっているわけ

ですから、そういった取り組みも福祉事務所で

やるべきだと思います。また、人口減少対策と

いうことがあってその出会いの場をつくるんで

あれば、いろいろなパターンが考えられる、先

ほど市長も言いましたけれども。例えばパーマ

屋とか床屋とかそういった組合に依頼してサポ

ーターになっていただけませんかとか、要する

に待っているだけではなく、足を運んで養成も

今後していかなきゃいけないのかなと私は捉え

ておりますが、どういうふうにお考えなのかお

示しください。 

○中川とみ子委員長 福祉事務所長。 

○鏡 裕一福祉事務所長 新たな結婚サポータ

ーの養成につきましては、東地区で活躍されて

いた結婚支援をされていた方は、平成３０年度、

市の結婚サポーターに登録をしていただきまし

た。 

 委員おっしゃるような各種団体への働きかけ

も進めてまいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 開設なって２年目だと思いま

す。ぜひ実績を上げられるようによろしくお願

い申し上げます。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 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。 

    午後 ０時０５分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○中川とみ子委員長 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ３款民生費についての質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認め

ます。 

 次に、４款衛生費について、当局の説明を求

めます。財政課長。 

〔平吹義浩財政課長 登壇〕 

○平吹義浩財政課長 それでは、４款衛生費に

ついて御説明申し上げます。 

 ７２ページ、７３ページをお開き願います。 

 １項保健衛生費でありますが、１目保健衛生

総務費は２億１，６１０万３，０００円で、前

年度対比７１２万８，０００円の増であります

が、水道事業会計負担金の増などによるもので

あります。 

 保健対策推進事業費では、健康づくりなどに

要する経費に加え、医療用ウィッグ扶助費と骨

髄移植ドナー扶助費を措置するほか、職員人件

費であります。 

 母子保健推進費では、乳幼児の各種健康診査、

健康相談、こんにちは赤ちゃん訪問事業、特定

不妊治療費助成事業、未熟児養育医療給付、母

子保健コーディネーター配置、赤ちゃん応援メ

ッセージと記念品に加え、新たに宿泊型産後ケ

ア、育児家事支援、乳房ケア、新生児聴覚検査

への助成に要する経費を措置し、次のページを

お開きください、診療所運営費では山元診療所

の管理運営に要する経費を措置し、救急医療対
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策費では、在宅当番医、平日夜間急病診療など

の経費を措置し、地域精神保健事業費では、医

師による心の健康相談、地域自殺対策として、

弁護士による相談会、地域ゲートキーパー研修

会、若年層対策として小中学生と保護者の相談

会や講演会などに要する経費を措置し、小規模

水道施設管理費では３カ所の飲料水供給施設の

維持管理経費を措置し、水道事業会計負担金で

は旧小倉簡易水道事業から引き継いだ事業で一

般会計で負担する必要がある経費に係る負担金

を措置するほか、職員人件費であります。 

 ２目予防費は７，３２２万３，０００円で、

前年度対比１，６４８万円の増でありますが、

予防事業費で、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌、

ジフテリアなど四種混合、ＢＣＧ、水痘、麻

疹・風疹二種混合、高齢者のインフルエンザや

肺炎球菌ワクチンなどの各種予防接種などのほ

か、新たに３９歳から５６歳の男性を対象とす

る成人風疹抗体検査及び予防接種の無料化並び

に乳幼児インフルエンザ予防接種の一部助成に

要する経費を加えて措置するものであります。 

 ３目保健衛生施設費は１億１，８９９万円で、

前年度対比１億９９１万７，０００円の増であ

りますが、温泉健康施設事業費の増などによる

ものであります。 

 保健センター管理費では管理経費のほか修繕

経費を措置し、次のページをお開きください、

温泉健康施設事業費では民間事業者募集選定ア

ドバイザリー業務委託料と用地取得費などを措

置するものであります。 

 ４目環境衛生費は８，８６５万４，０００円

で、前年度対比２８１万５，０００円の減であ

ります。 

 環境衛生費では、ごみ集積所整備や生ごみ処

理容器購入への補助、地区衛生組合活動支援、

小動物回収業務、犬の登録、自動車騒音常時監

視事業、放射線量測定、快適環境審議会、温暖

化対策地域協議会などの経費を措置し、リサイ

クル推進事業費では、家庭系ごみの有料袋の製

造、保管・配送等の委託料、有料袋の取り扱い

手数料、ごみカレンダー、雑紙袋の作成費など

のほか資源回収の奨励金などを措置し、環境衛

生施設管理費では、公衆便所の維持管理に要す

る経費、共同浴場の利用者増加策に対する補助

金などを措置し、斎場管理費では斎場業務委託

料などの管理経費を措置し、斎場整備事業費で

は火葬炉の修繕に係る経費を措置し、浄化槽設

置整備事業費では浄化槽設置整備事業費補助金

を措置するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 浄化槽事業特別会計繰出金では、所定の繰出

金を措置するものであります。 

 ５目健康増進事業費は４，２２１万２，００

０円で、前年度対比５１８万８，０００円の増

でありますが、新たに上山型温泉クアオルト事

業費を計上することによるものであります。 

 健康増進事業費では、健康意識向上のため、

肝炎ウイルス検診、水中ストレッチ運動事業委

託、健康増進重点地区事業などに要する経費を

措置し、健診推進事業費では検診世帯調査に関

する経費を措置し、がん検診推進事業費では、

各種がん検診に要する経費、子宮頸がん、乳が

んの無料検診に要する経費などを措置し、上山

型温泉クアオルト事業費では、市民の健康増進

施策として毎日ウオーキング関連の事業費を措

置することとし、クアオルトコースの維持管理

に要する経費、クアの道コースの管理等への補

助金のほか、毎日ウオーキング業務をＮＰＯ法

人蔵王テラポイト協会へ委託し、市民は無料と

するための経費を措置するものであります。 
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 ６目特定健康診査等受託事業費は１，３５６

万２，０００円で、前年度対比６７万６，００

０円の増でありますが、山形県後期高齢者医療

広域連合から委託される後期高齢者の特定健康

診査に要する経費を措置するものであります。 

 次に、２項清掃費でありますが、１目清掃総

務費は１億８，５７３万７，０００円で、前年

度対比５，６１３万５，０００円の減でありま

すが、山形広域環境事務組合負担金の減による

もので、事業費としてほかに清掃関係施設の管

理的経費などを措置するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 ２目塵芥処理費は１億７，３６９万４，００

０円で、前年度対比３００万４，０００円の増

でありますが、燃料費の上昇などによるもので

あります。 

 廃棄物処理事業費では、ごみ収集運搬と公共

施設のごみ収集業務の委託料のほか、高齢者世

帯等の粗大ごみのごみ出し支援の経費を措置し、

リサイクルリレーセンター管理費では、施設の

管理運営、埋め立てごみの処理などに要する経

費を措置するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑、発言を

許します。守岡委員。 

○守岡 等委員 まず、７３ページ目の保健対

策推進事業費についてであります。 

 この間、第２期上山市保健事業実施計画、い

わゆるデータヘルス計画が示されまして、その

中でＮＰＯ法人が本市の医療について非常に鋭

い分析を行っているわけです。本市の医療給付

費は１３市の中でも上位に位置しているという

ことで、生活習慣病患者の１人当たり医療費を

見ると特定健診を受けていない人は受けている

人よりも６倍も医療費が高くなっていると、こ

ういうことが示されています。これから特定健

診の受診者をどうふやしていくかということが

一つ重要になるということが示されているわけ

ですけれども、来年度予算の中でどのように特

定健診受診者をふやしていくつもりなのかお示

しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 特定健診受診者をふ

やす取り組みとしましては、平成３１年度新た

に補助事業を活用しまして健診受診の履歴とか

問診票を分析して、対象者をグルーピング化し

ます。そのグループに応じた受診勧奨の仕方を

行って効果的な受診につながるような取り組み

というものを入れておりますが、これは国民健

康保険特別会計予算の事業で計上しております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 それともう一つ、ＮＰＯの分

析の中で臓器別あるいは疾病別に見ると、循環

器、高血圧の医療費が非常に本市の場合、高く

なっているということで、この辺の対策も必要

になると思うんですけれども、米沢市では米沢

栄養大学と連携して中学生の減塩運動に取り組

むということで、中学生の段階から減塩運動に

取り組んで高血圧対策を進めると。これは塩分

の摂取量がふえるほど高血圧だけでなく糖尿病

も非常にふえるということが示されていまして、

こうした医療費抑制効果からもすごく重要なこ

とだと思うんですけれども、高血圧対策、本市

の何か来年度予定している事業がありましたら

お示しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 高血圧対策に特化し

たというわけではございませんが、生活習慣病

の一つと捉えております。新たな対策ではござ
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いませんが、これまでも実施しておりました減

塩等の栄養指導、あと肥満予防、こちらも重要

な要因になっていると思います。そういったこ

とと、あと運動で予防していく健康教室、そう

いった方を対象とするのが、そういう生活習慣

病の予備群を含めたそういう対象者だと思って

おりますので、そういった事業を継続して対策

を進めてまいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 わかりました。 

 続きまして、７７ページ目の温泉健康施設事

業費についてです。 

 この温泉健康施設についてですが、収支計画

がまだ鮮明でない中で事業展開して進めること

に市民が非常に大きな不安を抱いています。他

市の状況を見ても、共同浴場をメーンにした施

設は非常にお客さんもいっぱい入って事業も潤

っているようですけれども、健康施設となると

どうしてもなかなか将来的に行き詰まってしま

う、資金的にもショートしてしまうというよう

な事業がありまして、その辺で本当に、本市で

予定している温泉健康施設が長期的な視野に立

った場合きちんとした収支計画に基づいて安定

的な運営ができるのかどうかというところが非

常に問われているんだと思います。 

 もし、今の段階で基本設計を見直して、共同

浴場、公衆浴場を中心とした、市民のニーズに

合ったような計画変更ができるものなのかどう

かお示しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 まず収支計画につき

ましては、今年度予定しておりますアドバイザ

リー契約の中で、その収支を出す、シミュレー

ションを出す業務も含めておりますので、そち

らで、現時点で収入がなかなか精査できない状

況にありますので、そこを含めて今年度出す作

業をしてまいりたいと考えております。 

 あとは、共同浴場を中心としたという点でご

ざいますが、あくまで今お示ししておりますク

アオルト構想に基づいたコンセプト、その中で

水中運動と日帰り入浴施設というコンセプトに

つきましては、現在の方針でそこは固めており

ますので、その方向で進めてまいりたいと考え

ております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 やはり順番が逆じゃないかと

思っています。きちんとした収支計画を立てた

上で事業者募集も当たって、そうしないとなか

なか事業者も不安があるのではないかと思いま

す。市民にもちゃんとその辺を示した上でのア

ドバイザリー契約というのが本来の順番ではな

いかと思うんですが、市長、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 いろいろ意見はあると思い

ますが、この施設はクアオルト事業という形で

進めていくという基本的な考え方があるわけで

ございまして、その中で一応収支はやったんで

すけれども、ただ料金設定をやっておりません

ので、そこをどのぐらいの料金設定にするか。 

 あと先ほどお話にありましたように、医療費

の削減がなればこれも一つの大きな効果といい

ましょうか、そういうのになるわけでございま

すので、ただここはレジャーとか楽しむ場所と

かそういうことじゃなくて、やはり健康という

ことですから、そういう意味では長い目で見る

あるいは多面的に見るということが必要だと思

いますし、そういう面におきまして本市が考え

ているクアオルト事業というもの、第７次上山

市振興計画もそういうふうにうたっておるわけ

でございますので、それに基づいた事業展開だ
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と考えておるところでございますし、このたび

のアドバイザリー契約の中でそういったことを

きちっと精査をしていただいて、運営がうまく

いくような設計あるいは計画を立ててまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そういった医療費対策という

ことで、健康づくりの上での重要性も理解する

ところですが、もう一つ、医療機関との連携と

いうところで、やはり医者の処方箋、指示書に

基づいて健康づくりを行うということがまた一

つのコンセプトだと思うんですけれども、その

辺の見通しがまだ立たない中で事業者募集とか

もちょっと時期尚早じゃないかという不安を覚

えるんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 現在、市内の医療機

関を中心に協議を進めておりまして、連携の協

力につきましてはいただけるという大枠の話は

させていただいております。ただ、具体的にど

うしていくのかというところをこれから詰めて

いく必要がありますが、実際の事業者選定の公

募までにはその条件につきましてはしっかり詰

めていく予定でございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 きちんとした健康づくりも含

めた施設という点では医療機関が運営にも参加

するというふうにしたほうが望ましいのではな

いかと思います。 

 あともう一つ、７７ページ目の環境衛生施設

管理費のところで、以前は各公衆浴場に補助金

が出されて、それをもとに安定した運営が行わ

れていましたけれども、近年それがカットされ

まして、それぞれの浴場で並々ならない努力で

今細々と運営しているというような状況になっ

ていますけれども、今回の来年度予算でついた

２００万円の予算というのはかつての補助金の

ような性格のものだと理解してよろしいでしょ

うか。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 このたびの補助金に

つきましては、かつてのような運営補助、赤字

補塡のようなものではございませんで、各浴場

の魅力を高める施設改修とかの補助プラス共同

組織、上山市温泉共同連絡協議会での事業、Ｐ

Ｒ事業等への補助でございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 もう一つわからないのは、そ

れぞれの各浴場に一応平等な配分というような

理解でよろしいですか。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 予算の段階で各浴場

の方に来年度どういうことをやりたいかという

ことをお聞きいたしまして、市に上がってきた

事業を計上している内容でございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 今の浴場の件はわかりました。 

 最後に、７９ページ目のがん検診推進事業費

についてです。 

 これまで、以前は死因の中でも、がん、特に

胃がんの死亡率というのが高かったわけですけ

れども、最近ではピロリ菌というのが胃がんに

影響しているということで、これを除去するこ

とによって胃がんがかなり減ってきたというわ

けですが、横須賀市なんかでは子どもたちにピ

ロリ菌検査を実施して、子どものころから胃が

ん対策を行っているようなんですけれども、本

市でのその辺のピロリ菌対策というのは何かあ

りますか。 
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○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 ピロリ菌につきまし

ては、現在、山形検診センターで行う人間ドッ

クの胃がん検診時に希望者についてはピロリ菌

の検査を行うということで実施をしております

が、市内医療機関につきましてはなかなか、前

にもお話ししたとおり、設備で体制的に受け皿

がなかなかないということで、検診センターで

の人間ドック時で希望者に対して実施をしてい

る状況でございます。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 体制の面も含めて、胃の内視

鏡というのが一つのキーワードになると思うん

ですけれども、胃がん検診において胃の内視鏡

を導入するということで、米沢市で、内視鏡は

非常に安全だし確実性もあるということで、こ

としから市内の医療機関の協力を得て実施する

そうなんですけれども、本市における胃がん検

診での胃内視鏡検査の見通しというのはどんな

もんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 胃の内視鏡検査の必

要性については十分理解しているところでござ

いますが、こちらにつきましても現在市内の医

療機関での設備等の体制でなかなか受け入れる

ことができないという状況でございます。 

 今後、医師会と協議をしながら、今後の見通

しについては、進めていけるかどうかも含めて

検討していく必要があると認識しております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。大沢委員。 

○大沢芳朋委員 予防事業ということでお聞き

します。 

 就学前の子どもに対してインフルエンザワク

チンの助成をしてくださると、新規ということ

で、大変ありがたい事業だなと感じております。 

 これに伴いまして、各医院、病院においては

任意ということで接種費用も異なるということ

があると思いますので、そういったことで、行

政として、要するに高い安いということが起き

てくるので、そういったことを医師会に話をし

て、インフルエンザワクチンの接種費用を同率

というようなことを話をなさっているのか、１

点お聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 乳幼児のインフルエ

ンザにつきましては、今、委員からもありまし

たとおり任意接種ということで、市がその価格

を決めるということはなかなか難しいのかなと

いう認識をしておりまして、医師会とは平成３

１年度の価格についてはこれから協議する場が

ございますが、現時点の予算措置の段階では医

師会と特に価格を同一にするという話はしてお

りません。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 医師会の間で価格を一定の同

じものにしてくださいという意味でのお願いで

す。いかがですか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 そういった話も現時

点ではしておりません。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 したほうがいいと思うんです。

といいますのは、普通、行くとすればかかりつ

け医に行くということで、例えば片方が４，０

００円で、かかりつけ医が４，５００円だと。

これに２，０００円助成すると要するに安いほ

うに行く傾向が見られるのではないかと私は懸

念しております。それを行政で助成するわけで

すから、こちらから医師会に依頼をするべきと
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思うんですが、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 平成３１年度の価格

を決める協議の場はこれからありますので、こ

ちらから依頼というよりも、こういう話もある

という形で情報提供させていただければと思い

ます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 そこら辺をよろしくお願いし

ます。 

 あと、本年度から３９歳から５６歳の男性に

対して風疹の抗体検査と接種費用を助成すると。

これは国の補助が入っていると思いますけれど

も、厚生労働省のホームページを見ますと３０

代から５０代となっておるんですが、３９歳か

ら５６歳と区切った理由をお示し願います。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 特に風疹の予防接種

をしていない世代という形で、この年代につい

ても国から来ている区分でございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 単純に３０代から５０代なら

３０から５０までとすればいいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 こちらの年齢、３９

歳から５６歳という年齢の区分についても国か

ら示されている区分でございます。 

○中川とみ子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 最後に、平成３１年度から村

山市におきましてロタウイルスワクチンの助成

が始まるというようなこともございます。今後、

いろいろな面で拡充をできるように、ぜひ行政

で頑張っていただければと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 母子保健推進費についてお伺

いします。ここは本当に新規事業がふえていて、

特に母子保健という部分に関して手厚いところ

なのかなと思ったところです。 

 その中で、新規事業として家事育児支援事業

というのが新たに上げられています。今回の母

子保健推進事業費における家事育児支援事業の

部分の予算内訳についてお示しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 家事育児支援事業に

つきましては６０万円の予算を予定しておりま

す。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 この事業名を拝見したときに、

これまで本市においてママフレンド事業という

のが行われておったと考えています。この新し

い家事育児支援事業はママフレンド事業に取っ

てかわるものなのかという点についてお伺いし

たいと思います。 

 ママフレンド事業については利用実績が余り

上がってなかったのではないのかなと思います

が、やはり家事における、育児をしながら家事

負担の軽減に新規事業として物すごくつながる

ところなのかなと考えておりますので、どこが

どういうふうに変わったのかというところと、

その対象というか、どれぐらいの効果を見込ん

でいるのかについて改めてお示しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 おっしゃるとおり、

今回ママフレンドをなくしまして、育児家事支

援事業を措置したところであります。 

 母子保健の中で育児家事を措置した理由とし

まして、障がいをお持ちの方であったり、あと

産後、心身の不調のある方、あと退院の直後で
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育児の協力が得られない方、そういったリスク

を持っている方を対象とします。その方々につ

きましては、母子保健コーディネーター等が面

談した上で、そのリスクがある方、この支援を

使ったほうがいい方をこちらであっせんして、

いわゆる絞った対象という形で、より強い支援

をしていきたいと考えております。その点では

ママフレンドのような広い方よりも本当に支援

が必要な方という形で支援をしていくために措

置をしております。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 対象者については伺いました。

あともう一つ伺いたいのが、その支援をしてく

ださる方、対象者についてはわかったので、ど

のような方が支援をしてくださるのかについて

改めて御説明をお願いします。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 社会福祉協議会のヘ

ルパーを想定しております。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 先ほどママフレンド事業の利

用実績が上がってなかったという状況があると

申し上げましたので、特に本当に使いやすくて、

あってよかったなと思われるような事業にして

いただけるように申し上げて、終わります。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。谷江委員。 

○谷江正照委員 温泉クアオルト事業で今回市

民の方が無料になるということで、大変いい取

り組みだと思います。 

 蔵王テラポイト協会がアテンドするのかと思

うんですけれども、テラポイト協会に委託とな

っておりますが、どのような事業を委託するの

か、テラポイト協会では事務所もしくは事務局

等を開設して、クアオルトに関して市民に周知、

啓蒙していくのかお知らせください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 蔵王テラポイト協会

に委託する部分につきましては、まず毎日ウオ

ーキングを３６０日ほど実施しておりますけれ

ども、そちらのガイドもしくは集約等全般的な

事業をお願いすることにいたしております。ま

た、コースの維持管理の部分についても、通常

管理の部分についてお願いするということにし

ております。 

 あと、テラポイト協会でも活動拠点というも

のを設けながら事業を実施したいということの

考え方を持っていると理解しております。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 ぜひ、いい取り組みですので、

市民の参加がふえることによりまして、より参

加した方の健康向上のエビデンスをとるような

ことは考えていますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 平成３１年度中にど

ういったデータをとることが有益なのかという

ところあたりを調査をさせていただきまして、

平成３２年度以降でのデータ収集とかそういっ

た対応について検討していきたいと考えており

ます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 前段で聞いたテラポイト協会

の事務局、拠点などでの例えば市民とか来訪者

に対する広報、報知活動、また当地には多くの

市議会からも視察に参っておりますが、視察対

応へのお手伝いなどもできるのかどうかお知ら

せください。 

○中川とみ子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 テラポイト協会に対

する委託の中にそういった視察の対応も含まれ
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ておりますし、また市民参加の増加に向けた取

り組みについてもお願いすることにしておりま

すので、そういった対応がとられるということ

でございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 では、そのように多くの方に

クアオルトに参画していただきまして、これか

らできる弁天の健康温泉施設により多くの人を

呼び込みたいと私も考えております。 

 そのときに、多くの市民参画、老若男女の参

画がなされた場合、現在想定している機能の２

０メートル４コースというプールでは手狭にな

る可能性を私は考えるのですが、この想定して

いる機能に関して２０メートル４コースを見直

して要求水準をよりよいものにしていく取り組

みが必要だと思うのですが、いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 機能としては水中運

動ができるプールということで、恐らく表現的

には２０メートル以上４コースといった表現に

なるかと考えております。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 ぜひ、いただいた資料の自由

意見の中にもやはり本事業の上にはスイミング

スクールの開設を強く要望するような記載もご

ざいますし、そういったことによりまして、よ

り多くの幅広い年齢の方が使いやすい施設にな

るかと思いますので、何とかその要求水準書を

よくするために、そのプールの部分に関しまし

ては、手を挙げる、受注する事業者も手を挙げ

やすいような条件を整えながら、よい要求水準

書をつくり上げていただきたいと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。尾形委員。 

○尾形みち子委員 私も母子保健推進費につい

てお尋ねいたします。 

 今回新規が４つほどあるわけですけれども、

新生児の聴力費用の一部というような助成と宿

泊型産後ケア、これは昨年６月に私も産前産後

ケアを充実してほしいというようなことでなさ

れることだと思うんですけれども、あとそれか

ら乳房のケアということで、この辺の予算の配

分をちょっと金額的に教えていただいて、それ

から質問させていただきます。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 まず新生児の聴覚検

査につきましては４９万５，０００円、宿泊型

産後ケアにつきましては５０万４，０００円、

乳房ケアにつきましては４０万円を措置するも

のでございます。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 多分こちらの聴力検査は国

からなのか、それとも市独自なのか、そういっ

たことも含めて、まずお尋ねいたします。 

 それから、宿泊型産後ケアですけれども、昨

年６月に私は奈良の先進地のことで対応して申

し上げたと思うんですけれども、金額的に例え

ば１泊幾らというようなことで人数とかも既に

ある程度５０万４，０００円という中に入って

いると思うんですけれども、１年間のうちに何

名ほどになるのか、そしてこれも一部助成だと

思うんですけれども、本人がお支払いする部分

というのは、私の示したような金額になるのか

お尋ねいたします。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 １点目の聴力検査に

つきましては、市の単独事業、予算も単独の予

算になります。 

 宿泊型産後ケアにつきましては、予算の積算

としましては３名の６泊分という形で予算を計
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上しております。そのうち自己負担として現時

点では２，０００円ほどを負担していただく試

算をしております。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 新生児の聴力検査費という

ようなことで、これは海外の話で申しわけない

んですけれども、たしかこれに多分補聴器、要

するに赤ちゃんのうちから耳がというところで

補聴器というようなことがあったというふうに

伺っているんですけれども、その辺のところの

助成というのは全くその中には含まれてないわ

けですよね、ということが１点。 

 それから、産後ケア、３名、これは１年間の

中身だと思うんですけれども、６泊分というよ

うなことだったんですけれども、もちろん赤ち

ゃんとママというか、母子というような形をと

っているということでよろしいでしょうね。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 まず補聴器につきま

してはこの予算には入っておりません。 

 宿泊型につきましては、想定は親子、母子と

いう形で想定しております。 

○中川とみ子委員長 尾形委員。 

○尾形みち子委員 やはり今、出産の年齢が上

がっているというようなことで、とにかく不安

定な鬱の方が見受けられるというようなことが

ございます。既に上山市は本当に人口が激減し

ている、少子化ということも含めてなんですけ

れども、そういったことで、やはりこれ３名分、

６泊分というようなことだったんですけれども、

これ３名って、去年たしか９名の方を産後ケア

の、日帰りでしたけれども、していたと思うん

ですけれども、この産後ケアだけ重点的にして

いますけれども、日帰りケアという部分はこの

中に含まれてないということですよね。その辺

もお示しください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 日帰りデイケアにつ

きましては従来どおり予算で見ております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 ７７ページの斎場整備事業費

でお尋ねしますけれども、附属資料を見ますと

火葬炉台車上部とかいろいろ修繕すると書かれ

ているんですけれども、近ごろ日本人の体格も

よくなって、上山の火葬場では窮屈だというよ

うな感じの声も聞こえてきますので、そういう

点も改善なるのかどうか一つお尋ねいたします。 

○中川とみ子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 それは炉の設備等の

改修でありまして、炉自体が大きくなるという

ことはございません。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 やはり、ぜひ、老朽化になっ

ているので、新規に建てかえをして、ゆっくり

とした感じで天国に行けるような設備にしても

らいたいと要望いたします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 母子健康推進費でお伺いしま

す。新年度のブックスタート事業の見込み人数

をお伺いします。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 ブックスタート事業

につきましては、平成１８年度から実施してお

りましたが、ある程度継続してきた事業という

ことで、一旦見直しをしております。 

 今後は、これまでもやってきておりますが、

図書館における読み聞かせとの連携であったり、

赤ちゃん応援ギフトの中で絵本を選べるように
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とかそういった工夫をしながらほかの手法で対

策を推進してまいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 赤ちゃん応援ギフトで選べる

ということで、絵本も選べるかもしれませんけ

れども、「子育てするなら上山」の中核になる、

これは教育委員会にもかかわることかと思いま

すけれども、子ども読書活動推進計画にもかか

わることかもしれませんけれども、絵本、すな

わち一番最初に触れる本、そして読み聞かせ、

ひいては将来読む力、読解力、表現力につなが

ると思います。平成１８年度からやってこの時

点でやめる理由というのが何か、今おっしゃっ

たような理由にはならないと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 今回、このブックス

タートに限らずですが、これまで継続した事業

につきましては発展的な方向で見直す事業とい

うものもかなり数多くあると考えております。

その中の一つとしてこの事業についても見直し

を今回行ったということでございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 これについて、市長、どうお

考えですか、お尋ねします。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 政策というのはいろいろあ

りまして、その時代に必要だという政策もござ

いますし、またその政策がある程度効果があら

われてきたという事業もございます。 

 先ほどから出ておりますように、新規事業が

大分出ておりますねという話がありますが、や

はりそこは限られた職員の数でもありますし、

またそういったことを勘案しますと、やめるべ

き、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドだと

思いますが、そういうこともやっていかないと

新規事業もなかなかできない部分もございます

ので、そういった評価も含めて今回の事業中止

といいましょうか、やめるということになった

と思いますが、それは先ほど申し上げたような

状況といいますか、効果といいますか、そうい

う形でやめたということですから、私はそれは

あり得ることだと、このことに限ってというこ

とじゃなくて、全体的にあり得ることだと理解

しております。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 スクラップ・アンド・ビルド

ないし選択と集中とおっしゃいますけれども、

このことに限って、ですから私は申し上げたい

わけです。読書習慣、いわゆるデジタル世代と

言われるお母さんの中にはスマホを預けて子育

てするようなお母さんもいるとさえ言われてい

る世の中なんですから、最初に本を預けて、ア

ナログな絵本であれ、そういったものに、アナ

ログなものに、文字になれ親しむ、親しんで、

将来読書好きな子どもになれればということで、

ぜひ見直しないし復活を望むものであります。 

 続きまして、お伺いします。 

 働き盛り健診についてですけれども、平成３

０年度の実績、そして平成３１年度の見込み数

などをお伺いします。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 働き盛り健診につき

ましても、平成３１年度から見直しをさせてい

ただくということで、今回の予算の中には計上

しておりません。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 改めてお伺いします。平成３

０年度実績と、そのやめる理由についてお伺い

します。 
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○中川とみ子委員長 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９６名の方が受診をしております。 

 こちらの働き盛り健診につきましては、その

年代対象者を考慮しましても、多くの方がほか

の社保等で健診を受診されている方が非常に多

い年代でございます。これまでもこの受診の実

績が余り多くないということも鑑みまして、今

回は市の事業で単独で行うことは見直しをした

ということでございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 確かに多くの方が社会保険で

やるというので、いわゆる自営業者ないし農業

従事者などが多いと思いますけれども、そうい

った方たちのための働き盛り健診であったので

はないかと。本来の意味合い、意味からすれば

後退しているのではないかと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 ただ、こういった方

も通常の国保の健康診断は受診することが可能

でございますので、そういったところにしっか

り勧奨していくように努めていきたいと考えて

おります。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 ですから、働き盛り健診と銘

打って手厚くしていたわけです。そうした観点

からも、切り捨てとは言いませんけれども、も

ちろん国保加入者、働き盛り健診ではなくても

国保加入者としての健診は受けられるわけです

からいいわけですけれども、幾ら９６名、１０

０名に満たないとはいえ、この辺も、先ほどの

ブックスタートではないですけれども、同様に

見直しないし復活というのを強く望むところで

あります。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。浦山委員。 

○浦山文一委員 それでは、７７ページの環境

衛生施設管理費についてお伺いいたします。 

 事業名として公衆浴場活性化支援事業という

ことで、平成３０年度から２００万円を予算額

として明記されておりますけれども、また平成

３１年度も同じように２００万円ということで、

共同浴場の経営の皆様方は本当に安堵している

ようでございます。 

 ただ、今、大きな問題が出てきております。

それは湯管の中に源泉の成分がたまっちゃって、

そしてお湯の出が悪くなっているというような、

去年、おととしか、おととしあたりから利用協

同組合の方々が各浴場を回って検査したところ、

だんだんだんだんと湯量、１分間ではかる量が

減ってきているということがわかってきた中で、

またことしも同じような検査をした中でまた減

ってきていると。これはちょっと管の中に異物

がたまってきたぞと、これでは人間で言えば動

脈硬化になっているような状況下にあるぞと、

これを早く解消していかないととんでもないこ

とになるということが判明いたしたようでござ

います。 

 そこで、この支援に対する内容が、利用者拡

大を図るための施設整備や広報活動を支援する

という中でこの２００万円が示されているわけ

でございますが、先ほど申したその大きな問題

が、この２００万円、この大きな問題はこの内

容からいきますと該当しないわけですよね、は

っきり言ってね。ですから、私が言いたいのは、

施設整備を拡大、拡大というんですかね、拡大

をしてもらって、施設の中の整備を、その湯管

も同じような整備の考え方をしていただければ

ありがたいなと。そうしますとこの２００万円
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じゃ足りませんので、とにかく、５つある共同

浴場、はっきり言えば４つですけれども、その

共同浴場を一気にやるのではなく、その年度年

度で、じゃことしはどこそこ、来年はどこでと

いうようなことでやっていくようなことになろ

うと思いますけれども、はっきり言って増額を

考えていただければありがたいと思うんですが、

その点、市民生活課長、どうでしょうか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今の件ですが、これは温泉

利用協同組合の問題だと思います。毎年、総会

に私はお呼ばれしておりますが、そういった施

設の中の整備じゃなくて、要するにお湯の管路

の件だと思いますので、それは大きな課題とし

て今話にも出ておるところでございまして、こ

れは旅館あるいは共同浴場と一体となった組織

になっておるわけですから、そこの中で議論し

ていかなければならないんじゃないかなと。た

だ、どこどこの共同浴場が出が悪いとかそうい

う部分的な問題じゃなくて、総体的な問題にな

っていると我々も受けとめているところでござ

いますので、そちらでやはりこれから議論して

いかなければならないんじゃないかなと考えて

いるところでございます。 

○中川とみ子委員長 浦山委員。 

○浦山文一委員 今、市長が申されましたけれ

ども、市長のちょっと認識が違っております。

ということは、利用協同組合も、全て共同浴場

に行っている湯管は協同組合のものではござい

ません。一例を申しますと、新丁に来ている共

同湯管は、利用協同組合の持ち分は関八百屋、

そこまでで、関八百屋から今度新丁共同浴場ま

で来るものは新丁の管轄だということになるん

ですよ。ですから、利用協同組合が全ての責任

を持っているというわけじゃないんです。 

 そこの問題が起きているわけで、今、協同組

合が四苦八苦している状況下の中で、個人的に

協同組合で修復するというような手段、実力は

ないと、金もないし、どうしようもないという

ところまで来ている。だから、今あえてこのよ

うに申し上げているのは、やはり上山温泉の名

物である共同浴場、やはり長く持続していきた

い、こういうことから、とにかく何とかしなく

ちゃなということで。 

 前は共同浴場組合などもございましたけれど

も、余りにも横暴過ぎて、皆様おわかりのとお

り、赤字を補塡していたような、市民の税金を

無駄にしていたからそんなのはだめだというこ

とで組合を解散したわけでございます。 

 今回、協議会を開いていただいたということ

で、私、本当にありがたく思っている、その中

こういうふうな大きな問題が出てきましたので、

どうか、市長もその問題に対しては利用協同組

合との話し合いなどもしながらやっているとい

うことをお聞きしましたので、ただ、そういう

ふうな共同浴場の分と利用協同組合の分は２つ

に分かれているんですよということを認識して

いただきながら、利用協同組合との話し合いを

していただき、また協議会で同じように、どの

ようにしたらいいのかということで協議会など

を開いていただければありがたいなと、このよ

うに思いますので、どうでしょうか、市長。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 その辺は私はわかりません

けれども、ただ総会のときは皆一緒なので、だ

からそういう枠組みだと感じていたところでご

ざいます。 

 そういうそれぞれ５つの共同浴場の諸事情が

あると思いますので、そこはやはり担当課に状

況とかあるいはこれからの計画とか説明してい
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ただいて、我々行政がどういう形で一緒になっ

ていけるかということも模索しなければならな

い部分もあるわけでございますので、担当課と

いろいろ、共同浴場、連絡協議会もつくりまし

たので、そういう形でやっていただきたいと思

っております。 

○中川とみ子委員長 浦山委員。 

○浦山文一委員 どうも前向きのお話をいただ

きまして、ありがとうございます。また、これ

に関して、副市長も関係していらっしゃいます

ので、よろしくお願いいたします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午後 １時５８分 休 憩 

                  

    午後 ２時０８分 開 議 

○中川とみ子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、５款労働費について、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 それでは、５款労働費に

ついて御説明申し上げます。 

 ８０ページ、８１ページをお開き願います。 

 １項労働費でありますが、１目労働諸費は５，

５７８万９，０００円で、前年度対比５９万１，

０００円の減であります。 

 勤労者福祉事業費では、勤労者福祉事業補助

金、労務対策協議会補助金などを措置し、雇用

促進事業費では、市内企業の人材確保と定着を

図る事業に対する雇用促進対策事業負担金、無

料職業紹介事業での日々雇用職員人件費等の経

費を措置し、産業人材確保・育成事業費では、

市内企業の正規職員雇用の促進、産業人材の市

内への居住誘導、県と連携した奨学金返還支援、

そのほか企業内保育や育児休業取得に対する奨

励金等を措置し、勤労者福祉金融対策事業費で

は、勤労者住宅建設資金利子補給補助金、勤労

者生活安定資金原資預託金を措置するものであ

ります。 

 ２目働く婦人の家費は７１９万３，０００円

で、前年度対比２０万５，０００円の増であり

ますが、働く婦人の家管理運営費で、働く婦人

の家の管理運営経費、主催事業の講師謝礼など

を措置するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑、発言を許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、６款農林水産業費について、当局の説

明を求めます。財政課長。 

〔平吹義浩財政課長 登壇〕 

○平吹義浩財政課長 それでは、６款農林水産

業費について御説明申し上げます。 

 ８２ページ、８３ページをお開き願います。 

 １項農業費でありますが、１目農業委員会費

は４，０１３万４，０００円で、前年度対比１

８５万５，０００円の減でありますが、農業委

員の視察研修旅費の減などによるものでありま

す。 

 委員会運営費では、委員、推進委員の報酬を

含む農業委員会の運営、農地台帳システム、水

土里情報システムなどに要する経費を措置し、
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農業者年金事業費では農業者年金委託事務に要

する経費などを措置するほか、職員人件費であ

ります。 

 ２目農業総務費は８，８９３万円で、前年度

対比４２６万円の増でありますが、職員人件費

の増などによるものであります。 

 農業総務費では、農事実行組合長報酬、農業

経営基盤強化として、農業者への利子補給補助

金、山形農業協同組合の営農指導事業に係る補

助金などを措置し、次のページをお開きくださ

い、楢下宿古民家管理費では古民家の管理運営

に要する経費を措置するほか、職員人件費であ

ります。 

 ３目農業振興費は１億２，０６９万３，００

０円で、前年度対比１，８２６万３，０００円

の減でありますが、地域農業振興事業費、かみ

のやまワインによる地域振興事業費の減などに

よるものであります。 

 農業振興対策費では、各種農業関係協議会へ

の負担金、航空防除危被害防止対策事業費補助

金などを措置し、果樹園芸産地形成事業費では、

ハウスの資材更新などに対する農業生産施設整

備等事業費補助金、上山市農業用使用済プラス

チック適正処理推進協議会への負担金などを措

置し、水田農業推進事業費では、とも補償事業

活用により需要に応じた米生産を推進するため

の地域営農調整推進事業費補助金、経営所得安

定対策等推進事業費補助金などを措置し、有害

鳥獣対策事業費では上山市鳥獣害防止対策協議

会補助金を措置し、簡易電気柵の設置、狩猟免

許取得、捕獲おり購入、猟銃購入、捕獲奨励等

の支援を行ってまいりますが、捕獲奨励金につ

きましては成獣と幼獣の支給割合を見直し、幼

獣の捕獲を奨励していくことで将来的な被害軽

減とともに有害鳥獣の捕獲頭数の増加を目指し

てまいります。また、引き続き有害鳥獣対策専

門員の配置と広域的な対応を図るため、南奥羽

鳥獣害防止広域対策協議会への負担金を措置し

てまいります。 

 次に、ブランド化推進事業費では、６次産業

化を進める農産物コーディネーターを配置する

とともにブランド化推進のための補助金を措置

することにより、ラ・フランスセレクションの

開催や大都市圏などでの消費宣伝活動、ラ・フ

ランスと紅柿の地理的表示（ＧＩ）保護制度登

録に向けた研修会経費、ラ・フランスの収穫時

期の最適化を図るため山形大学へ積算温度によ

る調査研究を委託するとともに、紅柿の乾燥技

術確立への支援を行ってまいります。 

 また、果樹販路拡大推進事業費補助金を措置

し、ラ・フランス、ピオーネ、シャインマスカ

ット、紅柿等の販売促進活動に取り組む団体、

農産加工品の開発事業を行う団体を支援し、病

害虫対策として果樹病害木の伐採補助金を措置

してまいります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、食育等推進事業費では、学校等給食で

地場産米使用による完全米飯給食の実施や地場

産トップブランド米使用に対する差額補塡に要

する経費、学校給食、市内旅館等における地産

地消を推進するため、山形農業協同組合にコー

ディネーターの配置を委託するほか、地場産食

材を活用した料理教室や交流会などにより地産

地消、食育を推進するための補助金などを措置

し、担い手等経営確立支援事業費では、認定農

業者、認定新規就農者、集落営農組織への支援

として、農地の賃借料、機械の購入等に対する

補助金を措置し、強い農業・担い手づくり総合

支援事業費では、人・農地プランに位置づけら

れた農業経営体を対象に農業用機械等の取得を
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助成する強い農業・担い手づくり総合支援交付

金を措置し、地域農業振興事業費では、同じく

人・農地プランに基づき、担い手を支援する農

業次世代人材投資資金や、農地集積の円滑化を

図る地域連携推進員の設置に要する経費などを

措置し、農地中間管理事業費では農地中間管理

機構を活用した担い手への農地集積を進める経

費を措置し、かみのやまワインによる地域振興

事業費では、かみのやまワインの郷づくりに向

けてワイン用ブドウの園地拡大、かみのやまワ

インのＰＲなどに対する補助金を措置するもの

であります。 

 ４目畜産業費は２，６５７万１，０００円で、

前年度対比２６５万２，０００円の増でありま

すが、職員人件費の増によるものであります。 

 畜産振興事業費では乳用牛導入資金原資貸付

金のほか畜産関係団体への負担金等を措置し、

芳刈放牧場放牧事業費では芳刈放牧場の維持管

理や放牧事業に要する経費を措置するほか、職

員人件費であります。 

 次のページをお開きください。 

 ５目農地費は１億３，５８６万６，０００円

で、前年度対比１，２４３万５，０００円の増

でありますが、農地整備事業費の増などであり

ます。 

 農地保全事業費では、農地保全のための農業

用施設の管理と整備に要する経費、鉱毒対策施

設の維持管理への補助金などを措置し、農地整

備事業費では、農業水利施設の効率的な機能保

全に取り組むストックマネジメント関連の負担

金、松沢地区農地整備事業に係る負担金を措置

するとともに、新たに大雨による被害を防止す

るため権現堂地区農村地域防災減災事業の負担

金を措置し、中山間直接支払事業費では生産条

件が不利な中山間地域等の農地の保全と多面的

機能を確保するための補助金などを措置し、多

面的機能支払事業費では、地域が主体となった

農村環境の保全、農業用施設の更新補修などの

共同活動を支援する多面的機能支払交付金事業

費補助金などを措置し、基金積立金ではふるさ

と水と土保全対策基金利子の積立金を措置する

ものであります。 

 ６目農村整備費は８，０６２万６，０００円

で、前年度対比７０１万３，０００円の増であ

りますが、県支出金の減額により、農業集落排

水事業特別会計ヘの繰出金を増額するものであ

ります。 

 ７目農業構造政策推進費は５７万８，０００

円で、前年度対比２，０００円の増であります

が、農用地有効活用推進事業費では国・県の事

業に該当しない軽易な事業に対する遊休農地解

消支援事業補助金などを措置し、農地中間管理

事業特例事業費ではやまがた農業支援センター

からの委託を受けて行う農地中間管理機構特例

事業の経費を措置するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 次に、２項林業費でありますが、１目林業総

務費は１，６６８万５，０００円で、前年度対

比６６万６，０００円の減でありますが、林業

総務費では林道の管理などに要する経費のほか

関係団体への負担金を措置し、保安林管理費で

は、西山ふるさと公園、三吉山森林公園の管理

に要する経費を措置するほか、職員人件費であ

ります。 

 ２目林業振興費は２，３３２万１，０００円

で、前年度対比２２１万円の減でありますが、

林業振興事業費の減などによるものあります。 

 林業振興事業費では、生産森林組合、緑の少

年団活動の支援に係る経費、市有林の利用間伐、

保育事業、里山林の景観整備等の委託料、利用
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間伐を促進するための補助金、森林整備地域活

動支援補助金などを措置し、新たに取り組むこ

ととなった森林経営管理事業費では、森林環境

譲与税を活用し、森林の経営状況を把握し森林

資源の適切な管理を行うため、森林専門員の人

件費、森林分析調査委託料等を措置し、森林病

害虫等防除事業費では、松枯れ、ナラ枯れ被害

木の伐倒、駆除等に係る経費を措置し、林道整

備事業費では林道の補修のほか支障木の処分な

どに要する経費を措置し、やまがた緑環境税事

業費では、やまがた緑環境税を活用し、森林環

境学習の推進や西山、三吉山周辺などの森林施

設整備に要する経費などを措置するものであり

ます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑、発言を許

します。長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 農業振興費、有害鳥獣対

策事業費で１，８９１万６，０００円というこ

とで上げられているわけでございますけれども、

平成３１年度当初予算の概要に「有害鳥獣捕獲

奨励金制度をより効果のある支援内容に変更す

る」とあったわけでございますけれども、先ほ

ど説明あったようでございますが、もうちょっ

と詳しく御説明をお願いしたいと思います。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 捕獲奨励金制度

につきましては、平成３０年度から実施してお

りますけれども、鳥獣別、幼獣・成獣別、また

捕獲時期ごとに奨励金の金額を設定していると

ころでございます。 

 先ほども財政課長から申し上げましたが、幼

獣の捕獲をさらに奨励していくということで、

将来的な被害の軽減、また捕獲頭数の増加を目

指すために、イノシシ、猿、熊、ニホンジカの

幼獣につきまして現在１，０００円の奨励金で

あるところを２，０００円増額し３，０００円

といたします。また、イノシシの成獣、こちら

は４月から１０月は夏場の捕獲時期になるんで

すけれども、現在１万８，０００円の奨励金で

ございますが、こちらにつきましては国の助成

が減額されたということもございまして、１，

０００円減額しまして１万７，０００円とする

ものでございます。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 説明をいただきまして、

やはり幼獣捕獲というのは本当に安かったなと

私も思っているところでございます。それに対

して、見直しに対しましては私も妥当ではない

かと思っているところでございます。 

 それで、先月の２月２７日の新聞報道に、県

が平成３０年度の山形・天童、米沢・川西の両

地域で実施したイノシシ捕獲事業が終了いたし

まして、当初の目標数を上回る１６５頭を捕獲

したという成果報告が報じられていたようでご

ざいますが、本市での平成３０年度の捕獲数は

何頭だったか伺いたいと思います。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 ２月１５日現在

でございますけれども、イノシシにつきまして

は１６４頭捕獲しておる状況でございます。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 本市において１６４頭と

いうのは本当に大健闘だと思っておりますけれ

ども、市長、いかがですか。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 有害鳥獣、大変な状況にあ

りまして、特にイノシシが大変だという状況に

あります。そういうことで、電気柵とかいろい
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ろ対応した中で、やはり捕獲することが大事だ

という御意見も頂戴いたしましたので、そこに

集中して力を入れた結果だと思っておりますし、

今後ずっと続けてほしいなと、この成果をもっ

と高めていきたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 今現在も中山間地におい

て、平成３０年度は特に雪が少なかったという

影響もございまして、田んぼを見回すと田んぼ

の畦畔が壊されているような状況でございます

ので、今後とも頑張っていただきたいと思って

いるところでございます。 

 あと、ニホンジカの目撃が、山元、菖蒲あた

りでも確認されたと伺っておりますけれども、

このような目撃があらわれたとなりますと、今

後どのような、ニホンジカに対してお考えがあ

るのか伺いたいと思います。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 委員おっしゃい

ますように、ニホンジカについては平成３０年

度数カ所で目撃情報が入っておるところでござ

います。ただ、今のところ被害の状況について

は確認できていないというような状況でござい

まして、個体数についても現在は不明なんです

が、今後頻繁に目撃情報ですとか被害が発生す

るようなことになりますと、やはりこれまで行

ってまいりました被害対策、もちろん捕獲の強

化、それから防護柵等の強化についても考えて

まいりたいと思っております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 積極的にお願いしたいと

思います。 

 次に、別件なんでございますけれども、平成

２９年度において私がお願いして、小倉生産森

林組合に対して森林経営計画の説明を農林課、

そして山形地方森林組合から受けて、平成３１

年度より森林経営計画を作成することになった

わけでございます。本当にようやく本腰を入れ

てやるということにつきましては、本当に農林

課の御尽力のたまものと感謝するところでござ

います。 

 それで、平成３１年度より本格的に作業が入

るということなんでございますけれども、どの

ような作業が入って、予算的に幾らぐらいつい

ているのか教えていただきたいと思います。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 小倉生産森林組合からは

委員おっしゃったように御要望がありまして、

平成３０年度におきまして利用間伐等入るとこ

ろの境界の明確化事業、補助をいただいて実施

しております。それを受けて、平成３１年度に

森林経営計画を森林組合から指導いただいて計

画を立てて、その計画が認められたらすぐに間

伐等の事業に入ります。 

 その際に、利用間伐に対して、森林振興事業

費の利用間伐の補助事業、市単独でございます

けれども、そのほか国・県の補助事業を活用し

まして、最大いただければ８割補助という有利

な補助事業でありますけれども、そちらを利用

して間伐事業に入りたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 早速実施していただいた

ことに対して本当にお礼申し上げる次第です。 

 あと、やはり他の地区の森林組合等も結構あ

るわけでございますので、そういう組合にもぜ

ひ積極的に働きかけて、一日も早く森林経営計

画を作成していただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 次に、農地費でありますけれども、農地整備

事業費の中に今回権現堂地区の農村地区防災減
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災事業ということで、５年間の事業と伺ってお

りますけれども、平成３１年度の事業について

はどのような事業が図られるのか、わかる範囲

で結構でございますので、よろしくお願いしま

す。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 権現堂地区農村地域防災

減災事業につきましては、平成３１年度から平

成３６年度まで６年間の計画でございます。そ

れで、初年度に当たります平成３１年度につき

ましては測量調査等が中心になりまして、それ

をもとに実際の工事に入るという段階になりま

すので、平成３１年度は測量調査等が中心にな

ると考えております。 

○中川とみ子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 国の予算がついて、早速

測量調査という運びになるというのはすごいも

んだと思っております。長い期間でございます

ので、何とか成功していただいて、いい事業を

していただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 農業委員会総務費で旅費が１

００万円減額になったということで、旅費の中

身を一つ教えてもらいたいのと、それから農業

委員会が平成２９年度から新しい制度に変わり

まして、推進委員というのができまして、その

効果というか、耕作放棄地の解消というか、そ

ういうものにつながったのかどうか、まず一つ

教えてください。 

○中川とみ子委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 農業委員の旅

費の件につきましては、農業委員、推進委員も

任期が３年間でありますけれども、その任期中

に、今２年目になりますけれども、公費で一部

負担しての視察研修が計画されております。そ

の旅費が１人当たり５万円の補助となっており

ますので、農業委員と推進委員合わせて２６名

で１３０万円ほどの旅費の減という形になるか

と思います。 

 もう一つ、推進委員制度が実施されて、耕作

放棄地解消等に効果があるかということであり

ますけれども、推進委員制度というものができ

て耕作放棄地が解消されたという明確な効果と

いうものは数字上も出せるものではございませ

んけれども、推進委員の連絡会等も３カ月に１

回程度とか総会に来てもらったりとかしており

ますけれども、実際お話をしてみると非常に前

向きな方が多くて、地域の中でかなり一生懸命、

「ここは耕作放棄地じゃないか、どうなんだ」

とかというようなことで事務局に問い合わせな

んかもあったり、「見に来てくれ、これはどう

判断すればいいんだ」とか、そういうことで非

常に前向きに動いていただいておりますので、

いずれ目に見えた効果が出てくるのではないか

と期待しているところでございます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 先ほど有害鳥獣の話もあった

んですけれども、農業というのは一つ一つの部

門部門で解決できる問題ではないと思います。

有害鳥獣、耕作放棄地、山林が荒れれば有害鳥

獣のすみかになって、すみかになれば耕作放棄

地になって中山間の人がいなくなるということ

で、連携したチーム対策とかそういうものをし

ないとなかなか結果に結びつかないのではない

かと思います。また、有害鳥獣は、「被害」で

はなくて、私は「災害」だと思いますけれども、

人よりも多く有害鳥獣の数がいるという現状の

中で、もう少し本腰になって取り組んでもらわ
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ないと、やがて中山間地帯には人がいなくなる

のではないかと思います。その点どうお考えで

すか、教えてください。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 有害鳥獣、先ほどから出て

いるわけでございますが、農業にとって大変な

状況だと思います。ただ、我々が今進めている

ことは、農家の方は被害者であるわけでござい

ますが、当事者として協力をしていただいて、

行政あるいは猟友会とかいろいろな形が一緒に

なってやっていかないとなかなか難しいという

状況に来ておるわけでございます。そういう意

味で、モデル地区も２カ所つくらせていただい

ているところでございますが、そういった形で

まさに総ぐるみでこれに対応していくというこ

とが大事だと思っておりますので、今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 災害といえば、自然災害でや

っている自衛隊要請、県あたりでしているんで

すが、そのくらい強力な政策をとらなければ解

決しないのではないかと思います。 

 それから、もう一つですが、本市の農家人口

が減少している中において、中心的な担い手に

対する補助制度で地域人材育成支援資金とかと

いうことになっておりますが、経験と就農と２

つのタイプがあるんですが、今どういう状況に

なっているか教えてください。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 確かに就農する前の研修

時にもらえる準備型と経営開始してからの経営

開始型と２つございますけれども、準備型につ

きましては県から真っすぐ対象者に交付される

ものでございますので、現在上山市在住もしく

は上山市で営農したいという方が２人３人いた

だいているようですけれども、市を通して交付

しております経営開始型につきましては、平成

３０年度終了した人もおりますので、継続で平

成３１年度以降もいただく方は１５名で、あと

平成３１年度早々に新たにもらう予定の方が２

人ほどいらっしゃいます。あと平成３１年度の

途中からという方も相談を受けておりますので、

平成３１年度新規で３名はいけるんじゃないか

という想定をしているところでございます。 

○中川とみ子委員長 髙橋恒男委員。 

○髙橋恒男委員 念のためですけれども、就農

資金とかそういうのをもらって、もらった途端

にやめたという方はいないのかどうか教えてく

ださい。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 交付が終わった途端にや

めたという方はいらっしゃいません。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。井上委員。 

○井上 学委員 １項３目水田事業費のとも補

償ということでお聞きしたいと思います。 

 これは生産調整にかかわる部分かと思うんで

すけれども、国で減反政策をやめたという中で

これが唯一稲作に関して生産調整の部分に寄与

してくるのかなと思うんですけれども、これに

よって、平成３０年度、平成３１年度、今まで

どおり生産調整というのがうまく機能していた

かどうか、するのかどうかお聞きいたします。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 平成３０年度から国によ

る生産数量目標という義務化されたものがなく

なりまして、需要に応じた米を生産するという

ことで、生産の目安が県から示される形になり

ましたけれども、制度が変わったことによって

混乱が生じるのではないかと考えておりました
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けれども、これは実は思った以上に何の問題も

なく、生産数量につきましても悠々と達成して

きている状況でございまして、平成３１年度に

ついてもそういう生産の目安を達成することに

関しては特に問題はないと考えております。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 大変いいことだと思います。

報道によっては「山形県は少し米増産の方向

だ」なんていうのも聞いていた中でのあれです

けれども。 

 とも補償について、市はどういったかかわり

になっているのかお聞きしたいと思います。 

○中川とみ子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 とも補償に関しましては、

市ではとも補償制度を維持するための補助金を

上山市農業再生協議会に出して、再生協議会は

事務局を農協と市で持っておりますけれども、

農林課で持っておりますけれども、そちらでと

も補償制度を運営しているというような状況で

ございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 とも補償を直接市でやってい

るわけじゃないので、いつまでなんていう話は

控えておきたいと思いますけれども、農家の人、

水田の維持というのは重要だと思いますので、

食糧の確保、景観の維持の観点からも引き続き

支援をお願いしたいと思います。 

 続いて、同じ項目で有害鳥獣対策の中に含ま

れるかと思うんですけれども、モデル地区を設

定して行っている、たしか平成３０年度は久保

手と久保川・小笹でしたか、と思うんですけれ

ども、平成３１年度はどういった地区を選定な

さるのかお示しください。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 現在、モデル地

区は山元の菅地区と東、久保川地区ということ

で進めております。 

 こちらの状況につきましては、まず山元の菅

地区ですけれども、こちらは捕獲を中心としま

した事業をしておりまして、箱わなを購入して

対策をしております。今年度、平成３０年度に

つきましては１０頭のイノシシを捕獲したとい

う実績がございます。さらに、平成３１年度に

つきましては、県のモデル事業としましてＩＣ

Ｔを活用した大型の捕獲おり、わなを設置して、

モデルとしての実証をしていきたいと計画をし

ております。 

 東、久保川地区につきましては、環境整備を

中心としておりまして、東地区会長会を中心と

しまして、平成３０年度につきましては広域の

電気柵、防護柵を設置する動きを進めてきたと

ころでございます。呑岡山の山麓周辺に小笹か

ら菖蒲まで約２．７キロの広域の防護柵を設置

したいということで進めておりますけれども、

こちらは平成３１年度、国の交付金の申請をし

まして今後進めていきたいという計画でござい

ます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 じゃ特に新たにモデル地区を

拡大するとか、平成３０年度までのところがモ

デル地区から外れたことではないという認識で

いいのかが１点。 

 あとあわせまして、先ほど言った箱わなと電

柵の部分の金額的な予算がここの予算に反映さ

れているのか、あわせてお聞きします。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 モデル地区につ

きましては、現在２カ所で行っております事業

を継続していくとともに、さらに平成３１年度

の対策を進めていくということとあわせまして、
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それを市内全域に横展開していくというような

ことで考えておるところです。 

 予算につきましては、平成３１年度の補助事

業になるものですから、まだ決定をしていない

ので、今回の予算には反映されていない状況で

ございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 了解しました。ぜひ地元の人

も期待していますし、ここだけにとどまらず、

市内全域に波及していっていただきたいなとい

うところです。 

 あと次に、これも同じ項目になるのかな、か

みのやまワインによる地域振興事業ですけれど

も、実際に平成３１年度、この事業においてワ

イナリー設置というところがあるのかないのか

お聞きしたいと思います。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 現在１名の方が

ワイナリーの設立に向けて動いておる状況にな

っております。平成３１年度中に建設できるよ

うな形で今進めておるところですけれども、そ

うなりますと平成３２年には操業を開始できる

のかなということで、今進めている方がいらっ

しゃるという状況でございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかりました。具体的にはど

ういった補助、例えば過去にはタンクを買う補

助とかもあったかと思うんですけれども、具体

的にワイナリー創設に向けてそういったものを

お示しできればお聞きしたいんですけれども。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 まだ決定ではな

いんですけれども、今考えているのは、６次産

業化の施設整備支援事業というのがあるんです

けれども、そちらでできればということで取り

組んでいきたいという状況でございます。 

○中川とみ子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 わかりました。６次化という

のはわかりましたけれども、ぜひ魅力あるとい

うか、もっとワイナリーを興したいという人が

出るように、市単独でも何か示せるものを準備

していただきたいと要望して、質疑を終わりま

す。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。守岡委員。 

○守岡 等委員 私も有害鳥獣対策についてお

聞きします。 

 捕獲とか駆除というのが進んで、それはそれ

で結構だと思うんですけれども、ただやはり生

物学的に言うとホメオスタシスが働いて、どう

しても個体数を一定維持するような力が働くと

いうことで、一定の生体密度を保とうとする働

きで、やはりイタチごっこというような側面も

あるかと思います。 

 そうした別の視点からの有害鳥獣対策という

ことで、岐阜県の美濃加茂市というところでは

ドローンを使って、ドローンから何か音楽を鳴

らして、具体的には市の歌ですね、市歌を鳴ら

して、そのとき同時に鉄砲をバンと撃って火花

でおどしたりして、これは猿対策なんですけれ

ども、猿はそういう学習効果で歌が流れるとこ

れはやばいということで逃げていくような、そ

ういう仕組みだとか、あるいはお隣の山形市だ

とカラス対策ということで、これもドローンを

使って、カラスの言語を分析というか、そうい

う危険だということを知らせるカラス言語なる

ものを何か開発して一定成果をおさめたという

ような報道もありましたけれども、そういう何

といいますか、最先端の技術を使った有害鳥獣

対策、あともう一つ、最近だと豚コレラがはや
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って、イノシシもそれにかかって結構死んだと

いうような事例もありましたけれども、それも

ひょっとしたら遺伝子操作によって豚は大丈夫

だけれどもイノシシだけに通用する豚コレラの

開発とか、そうした大学の研究機関と連携した

ような有害鳥獣対策というものが考えられない

かどうかお示しください。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 現在進めている

有害鳥獣対策、こちらは捕獲と防護と環境整備

ということで、全てを進めていかなければいけ

ないということで対策をとっております。さら

に地域ぐるみで行っていかないと効果がないと

いうことで進めておるわけなんですけれども、

最先端の技術を使ったものということで、今後

研究してまいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 かみのやまワインによる地域

振興事業についてお伺いします。 

 国の支援終了により平成３０年度２，３２４

万円が平成３１年度１，１００万円に減ったわ

けですけれども、この半減された予算をどのよ

うな配分というんですか、どのようなところを

現状維持もしくは拡大して、どのようなところ

を削減するという予算配分を予定していますで

しょうか。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 平成３０年度に

つきましては、国の交付金もございまして２，

３２４万円ということで予算措置をしておりま

す。平成３１年度につきましては１，１００万

円ということで、こちらは市の単独ということ

での予算になっておりますけれども、中身につ

きましては生産振興ということで、苗木や施設

の整備補助、それから消費拡大ということで、

かみのやまワインの郷プロジェクト協議会を進

めておりますけれども、そちらでの活動の内容

でございます。 

 減額になった部分につきましては、醸造施設

整備という部分で、こちらには入っていないと

いう部分でございますけれども、先ほど申し上

げましたワイナリー建設予定ということでの６

次産業化の補助事業を活用して進めていく予定

の方もいらっしゃいますので、そちらはこちら

に入っていないというような状況でございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 そうするとワイナリー創業に

向けた支援、６次産業化の予算ですか、助成金

を活用するという意味で、ワイナリー創業に向

けた支援についての補助ですか、交付金、補助

金については手厚くなくなったという心配はな

いということでよろしいでしょうか。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 平成３０年度と

比べまして予算は減額になっておりますが、各

種補助事業等を今後活用しながら進めてまいり

たいと考えておりますので、事業の内容が悪く

なったというようなことではないものと考えて

おります。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 ぜひ、かみのやまワインとい

うのも目玉事業だと思いますので、消費拡大プ

ロジェクトも含めてぜひ推進していただきたい

と思います。 

 平成３０年度の予算特別委員会のときに、ワ

イナリー設立予定者３名申し出があったと記憶

しておりますけれども、先ほどの答弁で１名と

お伺いしましたけれども、その辺どうなってい

るんでしょうか、お伺いします。 
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○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 １名というのは

現在ワイナリーの設立が実際に動き出している

というような方でございまして、創業の予定と

いう形で３名ということでお話をさせていただ

いておりますが、そのうちの１名になりますけ

れども、今現在ではその予定している、創業を

希望しているという方は７名いらっしゃるよう

な状況でございます。 

○中川とみ子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 さらに設立予定者がふえるよ

うに、ぜひ振興を進めていただきたいと思いま

す。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 芳刈放牧場放牧事業費につい

てお尋ねします。 

 平成３０年度とほぼ同額程度の５７２万円が

計上されています。それで、近隣の自治体にお

ける公営の放牧場の廃止というのが相次いでい

る中で、本市、酪農に携わる方と話し合いをさ

れたと伺っておりますけれども、平成３１年度

以降の本市の芳刈放牧場の運営の展望というか、

将来的な見通しについてお伺いします。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 芳刈放牧場でございますが、

頭数はある程度確保されているということであ

りますが、ただ受託される方が２名ということ

でございました。そういうことで、やはり酪農

の振興という点ではもう少し多くの方々といい

ましょうか、そういう方々が利用して、そして

健全な酪農経営をやっていただくということが

我々としては望ましいということで話し合いを

させていただきました。 

 その結果、平成３１年度も若干ふえると思い

ますが、その後数年間においてふえてくるとい

うような見通しもございましたし、また今いわ

ゆる未経産牛が１００万円もすると、北海道か

ら買う場合ですね、それで経営を圧迫している

というようなこともありましたし、また芳刈放

牧場を利活用した方が市内の酪農家に分譲とい

いましょうか、販売もして格安でというような

お話も承りました。そういうことで、人数は少

ないんですけれども、寄与している部分が非常

に大きいので継続ということとあわせて、これ

から市内の酪農家の方々も放牧していただいて、

健全経営にしていただくというような見通しが

つきましたので、平成３１年度も継続というこ

とで決めさせていただきました。 

○中川とみ子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 そのような話し合いがされた

というのは非常に喜ばしいことなのかなと思い

ますし、現状、芳刈がなくなってしまうと直接

廃業に結びついてしまうような状況であったと

も伺っております。 

 意欲のある経営者と今後酪農に携わっていか

れるという意思を示されたのかなとも思います

し、一方で新規創業が重要だとも思いますけれ

ども、今ある産業をなくしていかないような方

向というのも同時に重要なのかなと思う中で、

今後、本市の酪農の方向性として、経営者感覚

を持った農業に携わる人を育てていきたいとい

うのと、あとは集積化といいますか、事、酪農

に関しては例えば経営を集積すると申しますか、

は簡単だと思いますけれども、放牧地だったり

牛舎というんですかね、を集積するというのは

なかなか難しい状況がある中で、今後の畜産に

関して意見交換を重ねていって、より発展的な

酪農業のあり方を探っていっていただきたいと

思うんですが、これについて改めて御答弁をお
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願いします。 

○中川とみ子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 酪農は、御案内のとおり５

０頭、１００頭以上ということで、まさに経営

ですね。言ってみればミルク工場みたいなもん

ですよ。以前とは全然違ってきているわけです

ね。そうしますとやはり当然経営感覚を持たな

ければできないという状況なわけです。ですか

ら逆に言えば芳刈放牧場が欲しいという結論に

なったんだと思います。そういうことでござい

ます。 

 ただ、やはり団地化となると非常に難しい面

があると思います。例えば、牛で言うなら口蹄

疫がありますけれども、豚で言えば豚コレラが

ありますけれども、そういう病気からの集団的

な病気を防ぐとかそういうことからすれば、現

在のそれぞれ地域のところで営農していただい

ても結構じゃないかなと思っているところでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、本市の農業の中で

動物を扱う畜産業においても酪農しかないわけ

でございますので、この酪農がさらに発展でき

るようなことについて、我々行政としても環境

整備をしてまいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。谷江委員。 

○谷江正照委員 本市はこれからＧＩに取り組

んでいくわけでございますが、農産物コーディ

ネーター、あとブランド化推進事業のところで

ございます。平成３０年度は山形大学と気象デ

ータを測定しながらブランド化につなげる取り

組みをしてまいりましたが、ＧＩにおいてはそ

ういった気象データとか地形の管理が非常に大

切なものと思っております。今回の山形大学と

のブランド化の取り組みなどもこういったもの

になっているのでしょうか。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 山形大学との連

携の研究は、直接ＧＩとは全く関係のないとこ

ろでございますけれども、現在進めている積算

温度のデータを収集しまして、それによりまし

て園地ごとの温度の変化などを今検証している

ところでございます。 

 平成３１年度につきましては、さらにそれを

継続するとともに、今後農家の方に目に見える

形でその収穫適期ですとかそういったものがお

示しできるようなシステムなどを開発してまい

りたいということでの内容でございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 平成３０年度ですとラ・フラ

ンスのほかワイン用ブドウの園地のデータとい

うことでありましたが、ぜひ紅柿の園地のデー

タなども付加していただきまして、ＧＩに取り

組みやすくなるような形でお願いしたいと思い

ます。 

 農産物コーディネーターは、平成２９年度は

アンズのシロップ漬けとか有機米の米粉利用で

ございましたが、平成３０年度はどのようなと

ころを目指していますでしょうか。 

○中川とみ子委員長 農業夢づくり課長。 

○漆山 徹農業夢づくり課長 平成３０年度に

つきましては、６次産業化ということで、紅柿

の新商品を開発したいということで取り組んで

きたところでございます。１件、新しく商品化

できるものができましたので、まだ販売はして

いないんですけれども、平成３１年度には販売

できる予定になっておる状況でございます。 

○中川とみ子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 紅柿に関しましては、市内の

授産施設などでも皮を使ってクッキーをつくる
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等、いい動きがございますので、ぜひそういっ

た方々の支援にもつながるようなよい取り組み

にしていただければと思います。以上で、結構

です。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 

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

散  会 

 

○中川とみ子委員長 本日はこの程度にとどめ、

あすは午前１０時から会議を開くこととし、本

日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 ３時０８分 散 会 

 


