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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 ４ 日） 

平成３１年３月８日（金曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第 ９号 平成３１年度上山市公共下水道事業特別会計予算 

 議第１０号 平成３１年度上山市農業集落排水事業特別会計予算 

 議第１１号 平成３１年度上山市介護保険特別会計予算 

 議第１２号 平成３１年度上山市浄化槽事業特別会計予算 

 議第１３号 平成３１年度上山市後期高齢者医療特別会計予算 

 議第１４号 平成３１年度上山市産業団地整備事業特別会計予算 

 議第１５号 平成３１年度上山市水道事業会計予算 
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出 欠 席 委 員 氏 名 

出席委員（１５人） 

       守  岡     等  委員         井  上     学  委員 

       中  川  と み 子  委員         髙  橋  恒  男  委員 

       谷  江  正  照  委員         佐  藤  光  義  委員 

       枝  松  直  樹  委員         浦  山  文  一  委員 

       坂  本  幸  一  委員         大  沢  芳  朋  委員 

       川  崎  朋  巳  委員         棚  井  裕  一  委員 

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

       髙  橋  義  明  委員 

 

欠席委員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者 

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 
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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 

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 

 

○中川とみ子委員長 出席委員は定足数に達し

ておりますので、これより予算特別委員会を開

会いたします。 

 本日は、特別会計予算及び水道事業会計予算

の審査を行います。 

 

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

 議第９号 平成３１年度上山市公共 

      下水道事業特別会計予算 

 

○中川とみ子委員長 それでは、議第９号平成

３１年度上山市公共下水道事業特別会計予算に

ついて当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議
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第９号平成３１年度上山市公共下水道事業特別

会計予算について御説明申し上げます。 

 １５４ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市の公共下水道事業特別会

計の予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１５億１，０００万円と

定めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４

条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債

務負担行為」によるものであります。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第３表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は８億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明であります

が、重複説明を避けるため、事項別明細書の歳

出から御説明申し上げますので、１６６ページ、

１６７ページをお開き願います。 

 １款公共下水道費１項１目公共下水道管理費

５，４６８万７，０００円は、前年度対比６６

４万３，０００円の増でありますが、一般管理

費の増などによるものであります。 

 一般管理費では、下水道台帳作成業務などの

委託料、子育て世帯に対する補助金、消費税な

どを措置するものであります。 

 公共下水道普及促進費では、排水設備等設置

の補助金や利子補給の経費などを措置したほか、

職員人件費であります。 

 ２目公共下水道事業費７億９，６２８万５，

０００円は、前年度対比１，０８７万１，００

０円の増でありますが、公共下水道事業費（単

独）の増などによるものであります。 

 公共下水道維持保全費では、ポンプなどの機

器の維持管理費用や修繕料、管路の清掃や管理

に係る委託料、マンホールなど施設の補修工事

費などを措置し、公共下水道事業費（補助）で

は、設計や浄水センター設備更新に係る委託料、

かみのやま温泉インター産業団地や久保手など

の汚水管渠整備や南町の雨水貯留施設整備等の

工事費などを措置し、公共下水道事業費（単

独）では、管渠などの設計に係る委託料、汚水

ます設置やマンホール蓋改築、浄水センター施

設更新等の工事費、産業団地整備事業特別会計

繰出金などを措置したほか、職員人件費であり

ます。 

 次のページをお開き願います。 

 ３目浄水センター費１億９，６５６万４，０

００円は、前年度対比３００万２，０００円の

増でありますが、浄水センター管理費で施設の

指定管理料を措置するものであります。 

 ２款公債費１項１目元金３億７，２４６万４，

０００円は、前年度対比９１７万５，０００円

の増でありますが、市債の償還元金であります。 

 ２目利子８，８７８万９，０００円は、前年

度対比４９７万７，０００円の減でありますが、

市債及び一時借入金の利子を措置するものであ

ります。 

 ３款予備費１項１目予備費１２１万１，００

０円は、前年度対比２８万６，０００円の増額

を措置したものであります。 
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 次に、歳入について御説明申し上げますので、

１６２ページ、１６３ページにお戻りください。 

 １款分担金及び負担金１項１目受益者負担金

７５１万円は、前年度対比２０万円の減であり

ますが、下水道受益者負担金の見込みを計上す

るものであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目下水道使用料

５億８５０万円は、前年度対比２５０万円の増

でありますが、消費税率改正などを見込んだ下

水道使用料を計上するものであります。 

 ２項１目督促手数料５，０００円は、前年度

と同額を計上するものであります。 

 ３款国庫支出金１項１目下水道事業費国庫補

助金２億８，９００万円は、前年度対比１，４

５０万円の減でありますが、社会資本整備総合

交付金を計上するものであります。 

 ４款繰入金１項１目繰入金２億４，２４６万

９，０００円は、前年度対比１，８９０万円の

増でありますが、一般会計繰入金を計上するも

のであります。 

 ５款繰越金１項１目繰越金１万円、６款諸収

入１項１目市預金利子１，０００円、２項１目

延滞金１，０００円は、それぞれ存目程度を計

上するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目雑入４，０００円は、前年度と同額

でありますが、土地占用料を計上するものであ

ります。 

 ７款市債１項１目下水道事業債４億６，２５

０万円は、前年度対比１，８３０万円の増であ

りますが、公共下水道事業債を計上するもので

あります。 

 次に、第２表債務負担行為について御説明申

し上げますので、１５７ページにお戻りくださ

い。 

 下水道事業子育て世帯補助金につきましては、

平成３２年度から平成３６年度の期間で平成３

２年１月から補助終了月までの間に支払う下水

道使用料の２分の１相当額の累計額を限度額と

するものであります。 

 排水設備等設置改造資金利子補給につきまし

ては、平成３２年度から平成３６年度の期間で、

融資総額１，０００万円の融資残高に対し、基

準日における長期プライムレートに０．２％を

加えた利率以内の割合で計算した額を限度額と

するものであります。 

 上山市浄水センター水処理施設更新工事につ

きましては、期間は平成３２年度で、１億４，

０００万円を限度額とするものであります。 

 次に、第３表地方債について御説明申し上げ

ます。 

 起債の目的は公共下水道事業で、限度額は４

億６，２５０万円。起債の方法は普通貸借又は

証券発行とし、利率は借入先との協定によるも

のであります。ただし、利率見直し方式で借り

入れる資金について、利率の見直しを行った後

においては、当該見直し後の利率とするもので

あります。償還の方法は、借入先の融資条件に

よるものであります。ただし、財政上の都合に

より据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上

償還もしくは低利に借換えすることができるも

のとします。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、債務負担行為、地方債及

び一時借入金を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。井上委員。 

○井上 学委員 説明の中で、消費税の値上げ

分も見込まれた予算になっているというふうな
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ことをお聞きしました。一般会計の部分でも、

その点において反対を表明させていただいたわ

けですけれども、同じ理由で、やはりこの予算

にはちょっと承服しかねるということを申し上

げ、質疑を終わりたいと思います。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第９号議案に対する質疑を終結い

たします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第９号平成３１年度上山市公共下水道事業

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

と決することに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議がありますので、

起立により採決いたします。 

 議第９号平成３１年度上山市公共下水道事業

特別会計予算について、原案のとおり可決すべ

きものに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○中川とみ子委員長 起立多数。 

 よって、議第９号平成３１年度上山市公共下

水道事業特別会計予算は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第１０号 平成３１年度上山市農 

       業集落排水事業特別会 

       計予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１０号平成３

１年度上山市農業集落排水事業特別会計予算を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１０号平成３１年度上山市農業集落排水事業

特別会計予算について御説明申し上げます。 

 １７０ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市の農業集落排水事業特別

会計の予算は、次に定めるところによるもので

あります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１億４，８００万円と定

めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４

条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債

務負担行為」によるものであります。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第３表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、１億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明であります

が、重複説明を避けるため、事項別明細書の歳

出から御説明申し上げますので、１８０ページ、
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１８１ページをお開き願います。 

 １款農業集落排水事業費１項１目農業集落排

水施設管理費４，２７０万４，０００円は、前

年度対比２５６万円の減でありますが、分析調

査等委託料の減などによるものであります。 

 ２款公債費１項１目元金８，５３４万６，０

００円は、前年度対比３８７万３，０００円の

増でありますが、市債の償還元金を措置するも

のであります。 

 ２目利子１，９５４万７，０００円は、前年

度対比２１２万９，０００円の減でありますが、

市債及び一時借入金の利子を措置するものであ

ります。 

 ３款予備費１項１目予備費４０万３，０００

円は、前年度対比１８万４，０００円の減額を

措置したものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

１７８ページ、１７９ページにお戻りください。 

 １款使用料及び手数料１項１目使用料３，３

３７万３，０００円は、前年度対比１１１万３，

０００円の減でありますが、消費税率改正を見

込んだ各施設の使用料であります。 

 ２款繰入金１項１目繰入金８，０６２万６，

０００円は、前年度対比７０１万３，０００円

の増でありますが、一般会計からの繰入金を計

上するものであります。 

 ３款繰越金１項１目繰越金１０万円は、前年

度同額で前年度繰越金を計上するものでありま

す。 

 ４款諸収入１項１目市預金利子１，０００円

は、前年度同額で預金利子を計上するものであ

ります。 

 ５款市債１項１目農業集落排水事業債３，３

９０万円は、前年度対比９０万円の減でありま

すが、資本費平準化債を計上するものでありま

す。 

 次に、第２表債務負担行為について御説明申

し上げますので、１７３ページにお戻りくださ

い。 

 農業集落排水事業子育て世帯補助金につきま

しては、平成３２年度から平成３６年度の期間

で、平成３２年１月から補助終了月までの間に

支払う農業集落排水処理施設使用料の２分の１

相当額の累計額を限度額とするものであります。 

 次に、第３表地方債について御説明申し上げ

ます。 

 起債の目的は農業集落排水事業で、限度額は

３，３９０万円、起債の方法は普通貸借又は証

券発行とし、利率は借入先との協定によるもの

であります。ただし、利率見直し方式で借り入

れる資金について、利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利率とするものであ

ります。償還の方法は、借入先の融資条件によ

るものであります。ただし、財政上の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償

還もしくは低利に借換えすることができるもの

とします。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、債務負担行為、地方債及

び一時借入金を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。井上委員。 

○井上 学委員 この農業集落排水特別会計に

おいても消費税の値上げが示されたわけですけ

れども、他会計同様の思いだということを申し

上げ、質疑を終わります。 

○中川とみ子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



－２２９－ 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１０号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１０号平成３１年度上山市農業集落排水

事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議がありますので、

起立により採決いたします。 

 議第１０号平成３１年度上山市農業集落排水

事業特別会計予算について、原案のとおり可決

すべきものに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○中川とみ子委員長 起立多数。 

 よって、議第１０号平成３１年度上山市農業

集落排水事業特別会計予算は原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 

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

 議第１１号 平成３１年度上山市介 

       護保険特別会計予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１１号平成３

１年度上山市介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔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、議

第１１号平成３１年度上山市介護保険特別会計

予算について御説明申し上げます。 

 予算書の１８２ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市の介護保険特別会計の予

算は、次に定めるところによるものであります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ４１億２，６００万円と

定めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は５億円と定めるものであります。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２

０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合

は、次のとおりと定めるものであります。 

 第１号、各項に計上した保険給付費に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用とするもので

あります。 

 次に、第１表「歳入歳出予算」の説明でござ

いますが、重複説明を避けるため、事項別明細

書により御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、１９７ペー

ジ、１９８ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費５，１５９万

９，０００円は、前年度対比４１９万６，００

０円の増でありますが、一般管理費では、電算

システムの処理業務委託料などを計上したもの

であります。そのほか、職員人件費であります。 

 ２項１目賦課徴収費２８２万５，０００円は

前年度対比３万９，０００円の増でありますが、

介護保険料の賦課徴収を行うための所要額を計

上したものであります。 
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 ３項１目介護認定審査会費５０１万７，００

０円は、前年度対比３，０００円の増でありま

すが、介護認定審査会の運営経費を計上したも

のであります。 

 ２目認定調査等費２，５５６万２，０００円

は、前年度対比６万８，０００円の増でありま

すが、介護認定調査員の報酬、介護認定に係る

主治医意見書の手数料、介護認定調査業務の委

託料などを計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目趣旨普及費３万６，０００円は、前

年度と同額でありますが、介護保険事業のパン

フレットなどを作成する費用であります。 

 ５項１目運営協議会費２９万７，０００円は、

前年度と同額でありますが、介護保険事業運営

協議会の開催費用であります。 

 ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給

付費１４億３，１９６万８，０００円は、前年

度対比６，０８１万円の増でありますが、在宅

において介護サービスを利用した場合に給付す

るもので、通所介護サービスなどの各種サービ

スの利用者見込みにより計上したものでありま

す。 

 ２目特例居宅介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、緊急やむを得ない

理由で、要介護認定前に居宅介護サービスを利

用した場合の給付費であります。 

 ３目地域密着型介護サービス給付費７億１３

９万１，０００円は、前年度対比２，３０１万

５，０００円の増でありますが、地域密着型特

別養護老人ホームなどの各種サービス見込みに

より計上したものであります。 

 ４目特例地域密着型介護サービス給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に地域密着型介護サービスを利用した場合

の給付費であります。 

 ５目施設介護サービス給付費１２億３，９３

６万８，０００円は、前年度対比３，１５２万

９，０００円の増でありますが、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設などの施設の給付費を

計上したものであります。 

 ６目特例施設介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設介護サービスを利用した場合の給付費であり

ます。 

 ７目居宅介護福祉用具購入費３７４万６，０

００円は、前年度対比２万３，０００円の増で

ありますが、入浴補助用具等の福祉用具の購入

に係る給付費を計上したものであります。 

 ８目居宅介護住宅改修費１,３２７万８，０

００円は、前年度対比１３万円の増であります

が、手すりなどの住宅改修に係る給付費を計上

したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ９目居宅介護サービス計画給付費１億８，２

４０万４，０００円は、前年度対比４６１万５，

０００円の増でありますが、居宅介護支援事業

所の介護サービス計画作成費用に係る給付費を

計上したものであります。 

 １０目特例居宅介護サービス計画給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に居宅介護サービス計画を利用した場合の

給付費であります。 

 ２項１目介護予防サービス給付費４，３７５

万４，０００円は、前年度対比１３３万４，０

００円の増でありますが、在宅において利用す

る介護予防通所リハビリテーションなどの介護

予防サービス給付費を計上したものであります。 

 ２目特例介護予防サービス給付費１０万円は、

前年度と同額でありますが、要支援認定前に介
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護予防サービスを利用した場合の給付費であり

ます。 

 ３目地域密着型介護予防サービス給付費１，

２０５万３，０００円は、前年度対比１３万５，

０００円の増でありますが、介護予防小規模多

機能型居宅介護などの給付費を計上したもので

あります。 

 ４目特例地域密着型介護予防サービス給付費

１０万円は、前年度と同額でありますが、要支

援認定前に地域密着型介護予防サービスを利用

した場合の給付費であります。 

 ５目介護予防福祉用具購入費８１万３，００

０円は、前年度と同額でありますが、入浴補助

用具等の福祉用具の購入に係る給付費を計上し

たものであります。 

 ６目介護予防住宅改修費５３５万８，０００

円は、前年度対比４万３，０００円の増であり

ますが、手すりなどの住宅改修に係る給付費を

計上したものであります。 

 ７目介護予防サービス計画給付費８８５万６，

０００円は、前年度対比４１万９，０００円の

増でありますが、介護予防支援事業所の介護予

防サービス計画作成費用に係る給付費を計上し

たものであります。 

 ８目特例介護予防サービス計画給付費１０万

円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に介護予防サービス計画を利用した場合の給

付費であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目審査支払手数料３９２万円は、前年

度対比１４万円の増でありますが、保険給付費

の請求審査手数料を計上したものであります。 

 ４項１目高額介護サービス費６，２４７万２，

０００円は、前年度対比２１９万２，０００円

の増でありますが、利用者負担額が高額になっ

た場合に支給するサービス費を計上したもので

あります。 

 ２目高額介護予防サービス費２２万円は、前

年度と同額でありますが、要支援の方を対象に

支給する高額サービス費を計上したものであり

ます。 

 ５項１目高額医療合算介護サービス費１，２

４１万円は、前年度対比６３万円の増でありま

すが、医療と介護の利用者負担額が高額になっ

た場合に支給するサービス費を計上したもので

あります。 

 ２目高額医療合算介護予防サービス費２２万

円は、前年度と同額でありますが、要支援の方

を対象に支給する高額医療合算サービス費を計

上したものであります。 

 ６項１目市町村特別給付費１，４３０万円は、

前年度と同額でありますが、紙おむつ支給に係

る経費を計上したものであります。 

 ７項１目特定入所者介護サービス費１億５，

３９３万１，０００円は、前年度対比３７８万

１，０００円の増でありますが、介護老人福祉

施設などを利用した場合の食費及び居住費につ

いて、低所得者の負担軽減を図るため支給する

サービス費を計上したものであります。 

 ２目特例特定入所者介護サービス費５万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設などの食費及び居住費のサービスを利用した

場合に支給するものであります。 

 ３目特定入所者介護予防サービス費２５万円

は、前年度と同額でありますが、要支援の方が

短期入所生活介護などを利用した場合の食費等

について、低所得者の負担軽減を図るため支給

するサービス費を計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４目特例特定入所者介護予防サービス費５万
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円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に短期入所生活介護などを利用した場合の食

費等について支給するものであります。 

 ３款基金積立金１項１目介護給付費準備基金

積立金５０万円は、前年度と同額でありますが、

預金利子などを介護給付費準備基金に積み立て

るため計上したものであります。 

 ４款地域支援事業費１項１目介護予防・生活

支援サービス事業費（１号訪問、通所、生活支

援）７，１３１万７，０００円は、前年度対比

８３万１，０００円の増でありますが、介護予

防・日常生活支援総合事業に係る要支援者及び

事業対象者を対象に、訪問型、通所型サービス

などを実施するため、給付費などの事業費を計

上したものであります。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費１，０

０９万２，０００円は、前年度対比２８万１，

０００円の減でありますが、介護予防・日常生

活支援総合事業に係る介護予防ケアプラン作成

相談業務などを地域包括支援センターに委託す

るための委託料として計上したものであります。 

 ２項１目一般介護予防事業費２，１２４万３，

０００円は、前年度対比２０万７，０００円の

増でありますが、一般高齢者を対象とした転倒

予防教室などのほか、水中ストレッチ運動教室

などを実施するための委託料などの事業費を計

上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目総合相談事業費１，１３８万３，０

００円は、前年度対比４８万円の増であります

が、高齢者の総合的な相談業務に関する事業を

地域包括支援センターに委託する委託料及びコ

ンピューターの借り上げ料を計上したものであ

ります。 

 ２目権利擁護事業費４４２万４，０００円は、

前年度対比３２万８，０００円の増であります

が、高齢者の権利擁護に関する事業を地域包括

支援センターに委託する委託料を計上したもの

であります。 

 ３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業費１，０４５万２，０００円は、前年度対比

４７万８，０００円の増でありますが、介護支

援専門員などに対する個別相談や関係機関との

協力支援体制を確立するための事業を地域包括

支援センターに委託する委託料及び電算システ

ム保守管理委託料を計上したものであります。 

 ４目任意事業費６５２万７，０００円は、前

年度対比１１４万６，０００円の減であります

が、認知症高齢者等見守り事業、配食サービス

事業などの委託料などを計上したものでありま

す。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費４２万１，

０００円は、前年度対比１，０００円の増であ

りますが、在宅医療と介護の連携を推進するた

め、関係機関による研修会や市民公開講座など

を開催する費用を計上したものであります。 

 ６目生活支援体制整備事業費２８３万１，０

００円は、前年度と同額でありますが、高齢者

の生活支援の体制整備に向け生活支援コーディ

ネーターを配置するため社会福祉協議会に支払

う委託料などの経費を計上したものであります。 

 ７目認知症総合支援事業費６６２万４，００

０円は、前年度対比４２万４，０００円の増で

ありますが、認知症地域支援推進員や認知症初

期集中支援チームを設置するための委託料等を

計上したものであります。 

 ８目地域ケア会議事業費２６万１，０００円

は、前年度対比１，０００円の増でありますが、

サービス利用者の自立に向け、多職種協働でケ

アプランの点検・検討を行う自立型地域ケア会
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議の開催に係る経費を計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目審査支払手数料４０万円は、前年度

と同額でありますが、地域支援事業費の請求審

査手数料を計上したものであります。 

 ５款公債費１項１目利子２５万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子であり

ます。 

 ６款諸支出金１項１目第１号被保険者保険料

還付金１１０万円は、前年度と同額であります

が、被保険者の資格喪失などに伴う保険料の還

付金であります。 

 ２目第１号被保険者還付加算金１万円は、前

年度と同額でありますが、還付に伴う加算金で

あります。 

 ３目償還金１万円は、前年度と同額でありま

すが、国庫支出金精算返還金であります。 

 ７款予備費１項１目予備費５０万７，０００

円は、前年度対比４２万５，０００円の減であ

りますが、予備費として計上したものでありま

す。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 １９１ページ、１９２ページをお開き願いま

す。 

 １款保険料１項１目第１号被保険者保険料８

億９７２万６，０００円は、前年度対比１，５

３８万円の増でありますが、第１号被保険者の

保険料所得段階区分見込みにより計上したもの

であります。 

 １節現年度分特別徴収保険料７億５，７８６

万円は第１号被保険者の年金から特別徴収する

見込み額を計上し、２節現年度分普通徴収保険

料５，０３６万６，０００円は市が直接徴収す

る見込み額を、３節滞納繰越分普通徴収保険料

１５０万円は過年度における滞納繰越介護保険

料の徴収見込み額を計上したものであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、介護保険

料徴収に係る督促手数料であります。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金７

億７１５万５，０００円は、前年度対比２，９

２７万２，０００円の増でありますが、１節現

年度分７億７１４万５，０００円は保険給付費

に国の負担割合を乗じた額を計上し、２節過年

度分１万円は過年度精算分を存目程度計上した

ものであります。 

 ２項１目調整交付金２億６，３７５万３，０

００円は、前年度対比７３４万７，０００円の

減でありますが、１節現年度分２億６，３７４

万３，０００円は保険給付費の実績見込みによ

り計上し、２節過年度分１万円は過年度精算分

を存目程度計上したものであります。 

 ２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生

活支援総合事業２，５７６万３，０００円は、

前年度対比１９万円の増でありますが、１節現

年度分２，５７５万３，０００円は介護予防・

生活支援サービス事業費及び一般介護予防事業

費に国の負担割合を乗じた額を計上し、２節過

年度分１万円は過年度精算分を存目程度計上し

たものであります。 

 ３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援１，６５２万５，００

０円は、前年度対比２２万円の増でありますが、

１節現年度分１，６５１万５，０００円は包括

的支援事業・任意事業に国の負担割合を乗じた

額を計上し、２節過年度分１万円は過年度精算

分を存目程度を計上したものであります。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付

金１０億４，７０６万３，０００円は、前年度

対比３，４７７万５，０００円の増であります
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が、１節現年度分１０億４，７０５万３，００

０円は保険給付費に第２号被保険者の負担割合

を乗じた額を計上し、２節過年度分１万円は過

年度精算分を存目程度を計上したものでありま

す。 

 ２目地域支援事業支援交付金２,７８２万４，

０００円は、前年度対比２０万５，０００円の

増でありますが、１節現年度分２,７８１万４，

０００円は介護予防・生活支援サービス事業費

及び一般介護予防事業費に第２号被保険者の負

担割合を乗じた額を計上し、２節過年度分１万

円は過年度精算分を存目程度計上したものであ

ります。 

 次のページをお開き願います。 

 ５款県支出金１項１目介護給付費負担金５億

５，３１９万８，０００円は、前年度対比１,

２５８万７，０００円の増でありますが、１節

現年度分５億５，３１８万８，０００円は保険

給付費に県の負担割合を乗じた額を計上し、２

節過年度分１万円は過年度精算分を存目程度計

上したものであります。 

 ２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日

常生活支援総合事業１,２８８万１，０００円

は、前年度対比９万５，０００円の増でありま

すが、介護予防・生活支援サービス事業費及び

一般介護予防事業費に県の負担割合を乗じた額

を計上したものであります。 

 ２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援８２６万２，０００円

は、前年度対比１１万円の増でありますが、包

括的支援事業・任意事業費に県の負担割合を乗

じた額を計上したものであります。 

 ６款財産収入１項１目利子及び配当金５０万

円は、前年度と同額でありますが、介護給付費

準備基金の利子であります。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金４億８，

６０５万１，０００円は、前年度対比１,６０

９万９，０００円の増でありますが、１節現年

度分４億８，６０４万１，０００円は保険給付

費に市の負担割合を乗じた額を計上し、２節過

年度分１万円は過年度精算分を存目程度計上し

たものであります。 

 ２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生

活支援総合事業１,２８８万１，０００円は、

前年度対比９万５，０００円の増でありますが、

介護予防・生活支援サービス事業費及び一般介

護予防事業費に市の負担割合を乗じた額を計上

したものであります。 

 ３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援８２６万２，０００円

は、前年度対比１１万円の増でありますが、包

括的支援事業・任意事業費に市の負担割合を乗

じた額を計上したものであります。 

 ４目低所得者保険料軽減繰入金４９２万４，

０００円は、前年度と同額でありますが、低所

得者保険料軽減に係る繰入金を計上したもので

あります。 

 ５目その他の一般会計繰入金８,５５３万６，

０００円は、前年度対比４３０万１，０００円

の増でありますが、職員人件費を含む事務費繰

入金を計上したものであります。 

 ２項１目介護給付費準備基金繰入金５，５５

９万６，０００円は、前年度対比２，７９０万

８，０００円の増でありますが、介護給付費準

備基金から繰入金を計上したものであります。 

 ８款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ９款諸収入１項１目第１号被保険者延滞金１

万円は、前年度と同額でありますが、保険料に
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係る延滞金を存目程度計上したものであります。 

 ２項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 ３項１目第三者納付金１万円は、前年度と同

額でありますが、交通事故等の第三者の行為に

よって生じる納付金を存目程度計上したもので

あります。 

 ２目雑入１万円は、前年度と同額であります

が、他市町村からの介護保険認定調査料などを

存目程度計上したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、一時借入金及び歳出予算

の流用を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 市民が介護保険を利用して住

宅を改修したり、それから福祉用具を購入した

りする場合の支払い方法についてですけれども、

これを現在の方法から受領委託払い方式に変え

ることはできないかという質疑をいたします。

いわゆる上山市においては、利用者がまず業者、

それからケアマネジャーを通して市役所に申請

するわけであります。そして、支払いにおきま

しては、利用者が一旦全額支払いをして、領収

書を市に提示して後に市から補助金が出るとい

うことであります。この方法、もともと例えば

介護の認定度合いによって負担割合は異なるわ

けですが、例えば１割負担であれば１割を準備

しておけば事業の認定を受けられると。まず１

０割支払ってからの後に申請をして９割を戻し

ていただくという方法よりは非常に効率がよく

なって利用度がふえるんではないかというふう

に考えます。これについて、見解をお願いしま

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 委員がおっしゃると

おり、今本市のやり方は償還払いというやり方

で実施をしておりますが、近隣の自治体では確

かに受領委任払い方式と償還払いの選択制でし

ているところもありますので、本市におきまし

ても、その方法が可能か調査しながら調整して

まいりたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 今説明あったとおり、近隣の

市町において既に行われている方法であるとい

うことから、十分にできるものではないかなと

いうふうに私も考えるところでありますので、

できるだけ早くそういう方向になっていただき

たいなというふうに思うわけですが、この調査

研究にどのぐらいの期間を要するかお尋ねいた

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 できるものから、で

きれば平成３１年度中から可能なように調整し

ていきたいと考えております。 

○中川とみ子委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 それでは、今の答弁、大変結

構でありましたので、これによって利便性が非

常によくなって利用度も高まるんではないかな

というふうに思うところです。市民のほうから

すれば、積極的に介護に取り組めるようになる

ということを期待しておりますので、よろしく

お願いするところです。 

○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 保険料と保険給付費にまたが

って質問したいと思います。現在、本市の介護

保険料、基準段階で月額６，０８０円というこ
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とで、非常にやっぱり６，０００円を超えて高

い額で、１３市の中でも５番目ぐらいになって

います。これ基準額ですので、市民税非課税世

帯等で、それよりも上の世帯、例えば市民税払

っていて総所得３０万円だと月額１万円を超え

て年額もう１２万円以上になってしまうという

非常に保険料負担が大きくなっているところで、

大変な思いをしている市民がふえているようで

す。それに対して、じゃサービスはどうかとい

うと、特養ホームもそう簡単には入れないと。

だから、もう３カ所も４カ所も申し込んでいる

人がいるというふうな話も聞いています。 

 そこで、ちょっとお尋ねしたいのは、低所得

者への軽減制度ということで、保険料は区分段

階をちょっとふやしたり、あるいはそういう軽

減措置があるようですけれども、利用料の部分

で、そうした低所得者減免というものがあるの

かどうか、それは可能なのかどうか、ちょっと

教えてください。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 現時点では、利用料

のほうでは特にそういった制度はないと認識し

ております。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 介護保険制度の中では厳しい

のかなと思いますけれども、やはりほかの市で

は一般会計から繰り入れてその利用料の軽減措

置を講じているところもあるようなんですが、

ただ国のほうではそういう一般会計からの繰り

入れは禁止しているというような情報もあった

りして、そこのところ、実際やっているところ

もあるということで、その辺の可能性という点

ではどうなんでしょうか。 

○中川とみ子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 一般会計からの繰り

入れにつきましても、これまでも考えを示させ

ていただいているとおり、あくまで法定内の繰

り入れというもので賄っていきたいと考えてお

ります。 

○中川とみ子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 保険料とか利用料を引き下げ

るために国保と同じような予防の考えがやっぱ

り必要になってくると思います。ただ、介護の

場合、一生懸命ケアを行って介護度が低くなる

と、その事業所に入ってくる収入が減ってしま

うということで、なかなか職員の間、事業所の

方針としてもそういう予防的な観点というのは

やっぱり薄れてしまうような状況がありますけ

れども、そうした中で、この要介護度を改善し

た場合の成功報酬を支給する自治体がふえてい

まして、例えば福井県の敦賀市なんかでは、こ

の介護度が改善するとその事業所に一定の成功

報酬を与えると。そのことによって職員のモチ

ベーションも上がって、そういう介護度を下げ

るためのいろんな予防的な介護が行われるよう

になったというような報告もあります。本市、

こういう成功報酬というかそういう介護予防に

向けた見通しというのをどのように考えていま

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 まだ現時点ではそう

いう方向性はありませんが、今後の全体の予防

の改善に向けましても効果があるもの、つなが

るものとは考えておりますので、今後調査して

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。 

〔「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。 
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 以上で、議第１１号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１１号平成３１年度上山市介護保険特別

会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決

することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１１号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１０時５５分 休 憩 

                  

    午前１１時０５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。 

 

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

 議第１２号 平成３１年度上山市浄 

       化槽事業特別会計予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１２号平成３

１年度上山市浄化槽事業特別会計予算を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１２号平成３１年度上山市浄化槽事業特別会

計予算について御説明申し上げます。 

 ２１１ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市の浄化槽事業特別会計の

予算は、次に定めるところによるものでありま

す。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１，７２０万円と定める

ものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 次に、「第１表歳入歳出予算」の説明であり

ますが、重複説明を避けるため、事項別明細書

の歳出から御説明申し上げますので、２２０ペ

ージ、２２１ページをお開き願います。 

 １款浄化槽事業費１項１目浄化槽管理費１，

１５２万２，０００円は、前年度対比１２５万

５，０００円の増でありますが、市管理浄化槽

の修繕費、保守点検や清掃に係る委託料などを

計上するものであります。 

 ２款公債費１項１目元金３７９万円は、前年

度対比８万円の増でありますが、市債の償還元

金を計上するものであります。 

 ２目利子１６７万円は、前年度対比８万円の

減でありますが、市債の利子を計上するもので

あります。 

 ３款予備費１項１目予備費２１万８，０００

円は、前年度対比４万５，０００円の増を計上

するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

２１８ページ、２１９ページにお戻りください。 

 １款使用料及び手数料１項１目浄化槽使用料

９２１万円は、前年度と同額でありますが、消

費税率改正などを見込んだ浄化槽使用料を計上

するものであります。 

 ２項１目督促手数料１万円は、前年度と同額

で、存目程度を計上するものであります。 

 ２款繰入金１項１目繰入金７９６万円は、前
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年度対比１３０万円の増でありますが、一般会

計繰入金を計上するものであります。 

 ３款繰越金１項１目繰越金１万円、４款諸収

入１項１目市預金利子１万円は、前年度と同額

で、存目程度を計上するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。井上委員。 

○井上 学委員 当特別会計予算にも消費税の

値上げというものが見込まれているというふう

なことでありますので、他会計同様の対応をと

らせていただくということを申し上げ、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。 

 以上で、議第１２号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１２号平成３１年度上山市浄化槽事業特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

決することに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議がありますので、

起立により採決いたします。 

 議第１２号平成３１年度上山市浄化槽事業特

別会計予算について、原案のとおり可決すべき

ものに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○中川とみ子委員長 起立多数。 

 よって、議第１２号平成３１年度上山市浄化

槽事業特別会計予算は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

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

 議第１３号 平成３１年度上山市後 

       期高齢者医療特別会計 

       予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１３号平成３

１年度上山市後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔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、議

第１３号平成３１年度上山市後期高齢者医療特

別会計予算について御説明申し上げます。 

 予算書の２２２ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市の後期高齢者医療特別会

計の予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ４億３，２００万円と定

めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、１億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明でございま

すが、重複説明を避けるため、事項別明細書に
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より御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、２３３ペー

ジ、２３４ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費３１６万３，

０００円は、前年度対比２万２，０００円の増

でありますが、被保険者証の郵送料、コンピュ

ーターシステムの保守業務委託料などの管理経

費を計上したものであります。 

 ２項１目徴収費１９１万６，０００円は、前

年度対比１万９，０００円の増でありますが、

保険料通知書の郵送料、使用料及び賃借料を計

上したものであります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金４億２，３４７

万９，０００円は、前年度対比５６５万８，０

００円の減でありますが、保険料等負担金など

の納付金を計上したものであります。 

 ３款公債費１項１目利子１０万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子を計上

したものであります。 

 ４款諸支出金１項１目還付加算金１万円は、

前年度と同額でありますが、保険料の還付加算

金を計上したものであります。 

 ２目過誤納還付金１００万円は、前年度と同

額でありますが、過年度に納付された保険料の

還付金を計上したものであります。 

 ５款予備費１項１目予備費２３３万２，００

０円は、前年度対比６１万７，０００円の増で

ありますが、予備費として計上したものであり

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ２２９ページ、２３０ページをお開き願いま

す。 

 １款後期高齢者医療保険料１項１目特別徴収

保険料２億５，１０４万８，０００円は、前年

度対比４７５万７，０００円の増でありますが、

被保険者数及び軽減措置等を勘案して計上した

ものであります。 

 ２目普通徴収保険料６，１１０万５，０００

円は、前年度対比１１３万円の増でありますが、

１節現年度分６，０７９万６，０００円は普通

徴収者の軽減措置等を勘案して計上し、２節滞

納繰越分３０万９，０００円は収納見込み額を

計上したものであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、後期高齢

者医療保険料の徴収に係る督促手数料でありま

す。 

 ３款繰入金１項１目事務費繰入金１，８０４

万３，０００円は、前年度対比１０１万１，０

００円の減でありますが、広域連合の事務費負

担に係る繰入金を計上したものであります。 

 ２目保険基盤安定繰入金９，３２７万３，０

００円は、前年度対比１，０５３万４，０００

円の減でありますが、保険料の軽減措置に対す

る繰入金として計上したものであります。 

 ３目その他繰入金７９２万１，０００円は、

前年度対比６５万８，０００円の増であります

が、一般管理費及び徴収費等の経費に対する繰

入金として計上したものであります。 

 ４款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金を計上した

ものであります。 

 ５款諸収入１項１目延滞金１万円は、前年度

と同額でありますが、保険料に係る延滞金を存

目程度計上したものであります。 

 ２項１目還付加算金１万円は、前年度と同額

でありますが、広域連合からの還付加算金を計

上したものであります。 

 ２目保険料還付金５０万円は、前年度と同額
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でありますが、広域連合からの保険料還付金を

計上したものであります。 

 ３項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目雑入２万円は、前年度と同額であり

ますが、広域連合の事務費負担金に係る決算剰

余金等を計上したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出及び一時借入金を一括して

行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１３号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１３号平成３１年度上山市後期高齢者医

療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１３号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第１４号 平成３１年度上山市産 

       業団地整備事業特別会 

       計予算 

 

○中川とみ子委員長 次に、議第１４号平成３

１年度上山市産業団地整備事業特別会計予算を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。商工課長。 

〔鈴木英夫商工課長 登壇〕 

○鈴木英夫商工課長 命によりまして、議第１

４号平成３１年度上山市産業団地整備事業特別

会計予算について御説明申し上げますので、予

算書の２３７ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市の産業団地整備事業特別

会計の予算は、次に定めるところによるもので

あります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ４億７，０００万円と定

めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第２表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、４億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明であります

が、重複説明を避けるため、事項別明細書で御

説明申し上げます。 

 歳出から御説明申し上げますので、２４７ペ

ージ、２４８ページをお開き願います。 

 １款１項１目産業団地整備事業費は４億６，
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２２５万円で、前年度対比１億１，７９１万円

の減でありますが、かみのやま温泉インター産

業団地における平成３１年度着工予定の団地南

側約３．１ヘクタールに係る整備事業費として、

開発許可申請時に必要な県証紙代、工事監督支

援業務委託料、造成等に係る工事費、整備エリ

アの土地購入費、水道布設等工事負担金、農業

用水パイプライン等の移設のための工事負担金

などを計上するものであります。 

 ２款１項公債費１目利子は１９５万円で、前

年度対比５０万円の増でありますが、市債利子

及び一時借入金利子であります。 

 ３款１項１目予備費は５８０万円で、前年度

対比２４１万円の増とするものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻りまして、２４５ページ、２４６ページ

をお開き願います。 

 １款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰

入金は３，７３０万円で、前年度対比皆増であ

りますが、起債対象外経費などに充てる財源を

計上するものであります。 

 ２目公共下水道事業特別会計繰入金は３，１

７０万円で、前年度対比皆増でありますが、円

滑な工事の実施を図る観点から、産業団地整備

事業特別会計で実施することとした公共下水道

整備工事費に充てる財源として計上するもので

あります。 

 ２款１項市債１目産業団地整備事業債は４億

１００万円で、前年度対比１億７，４２０万円

の減でありますが、起債対象外経費及び他会計

繰入金を充てることとなる経費を除き１００％

充当することとして計上するものであります。 

 最後に、第２表地方債について御説明申し上

げますので、前に戻りまして２４０ページをお

開き願います。 

 第２表地方債でありますが、起債の目的は産

業団地整備事業で、限度額は４億１００万円と

するものであります。 

 起債の方法につきましては、普通貸借又は証

券発行によるものとし、利率につきましては、

借入先との協定によるものであります。ただし、

利率見直し方式で借り入れる資金について、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し

後の利率とするものであります。 

 償還の方法につきましては、借入先の融資条

件によるものとし、ただし、財政上の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償

還もしくは低利に借換えすることができるとす

るものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、地方債及び一時借入金を

一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１４号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１４号平成３１年度上山市産業団地整備

事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 
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 よって、議第１４号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第１５号 平成３１年度上山市水 

       道事業会計予算 

 

○中川とみ子委員長 最後に、議第１５号平成

３１年度上山市水道事業会計予算を議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１５号平成３１年度上山市水道事業会計予算

について御説明申し上げますので、予算書の１

ページをお開き願います。 

 総則、第１条、平成３１年度上山市水道事業

会計の予算は、次に定めるところによるもので

あります。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次

のとおりとするものであります。（１）給水戸

数１万６００戸、（２）年間給水量３６６万立

方メートル、（３）１日平均給水量１万立方メ

ートル、（４）主な建設改良事業、配水管布設

替工事等。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 

 収入、第１款水道事業収益を８億２，３００

万円とするものであります。内訳は、第１項営

業収益７億６，０２２万円、第２項営業外収益

６，２７５万円などであります。 

 支出、第１款水道事業費用を８億４００万円

とするものであります。内訳は、第１項営業費

用７億６，６２０万円、第２項営業外費用３，

７４０万円などであります。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２億６，３００万円は、過年度分損益

勘定留保資金１億５，１４２万５，０００円、

当年度分損益勘定留保資金８，１５７万５，０

００円、減債積立金３，０００万円で補塡する

ものであります。 

 収入、第１款資本的収入は１億３，５００万

円とするものであります。内訳は、第１項企業

債６，０００万円、第３項他会計負担金１，５

８５万７，０００円、第４項工事負担金４，７

００万円などであります。 

 ２ページをごらん願います。 

 支出、第１款資本的支出は３億９，８００万

円とするものであります。内訳は、第１項建設

改良費３億３，３３１万４，０００円、第２項

企業債償還金６，４６８万６，０００円であり

ます。 

 債務負担行為、第５条、債務負担行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定めるものであります。 

 事項は、水道事業子育て世帯補助金で、平成

３２年度から平成３６年度の期間で、平成３２

年１月から補助終了月までの間に支払う水道料

金の２分の１相当額の累計額を限度額とするも

のであります。 

 企業債、第６条、起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定めるものであります。 

 起債の目的は上水道事業で、限度額を６，０

００万円とし、起債の方法につきましては普通

貸借又は証券発行で、利率につきましては借入
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先との協定によるものであります。ただし、利

率見直し方式で借り入れる資金について、利率

の見直しを行った後においては当該見直し後の

利率とするものであります。 

 償還の方法につきましては、借入先の融資条

件によるものであります。ただし、財政上の都

合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は

繰上償還もしくは低利に借換えすることができ

るものとするものであります。 

 一時借入金、第７条、一時借入金の限度額は、

２億円と定めるものであります。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、第８条、

予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定めるものであり

ます。 

 （１）営業費用と営業外費用の間、（２）建

設改良費と企業債償還金の間。 

 議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費、第９条、次に掲げる経費については、

その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ないとするものであります。 

 （１）職員給与費７，０５４万１，０００円、

（２）交際費２万円。 

 たな卸資産購入限度額、第１０条、たな卸資

産の購入限度額は１，０００万円と定めるもの

であります。 

 次は実施計画でありますが、重複説明を避け

るため実施計画明細書で御説明申し上げますの

で、１６ページ、１７ページをお開き願います。 

 初めに、収益的収入及び支出の収入について

御説明申し上げます。 

 １款水道事業収益８億２，３００万円は、前

年度対比４００万円の増を予定するものであり

ます。 

 １項営業収益７億６，０２２万円は、前年度

対比３０５万円の増を予定するものであります。 

 １目給水収益７億２，８０６万円は、前年度

対比２３７万２，０００円の増でありますが、

消費税率改正などを見込む水道料金を計上する

ものであります。 

 ２目一般会計負担金１，４２８万１，０００

円は、前年度対比３８万１，０００円の増であ

りますが、小倉簡水減価償却費相当額などの負

担金を計上するものであります。 

 ３目受託工事収益１万円は、存目程度を計上

するものであります。 

 ４目その他営業収益３２６万９，０００円は、

前年度対比１５万８，０００円の減であります

が、給水装置工事に係る検査や開閉栓などの手

数料を計上するものであります。 

 ５目受託金１，４６０万円は、前年度対比４

５万５，０００円の増でありますが、下水道使

用料徴収事務受託金を計上するものであります。 

 ２項営業外収益６，２７５万円は、前年度対

比９５万円の増を予定するものであります。１

目受取利息及び配当金３０万円は預金利息を計

上するもので、２目長期前受金戻入６，２３４

万円は、前年度対比９５万円の増でありますが、

固定資産の減価償却費に対する戻入額を計上す

るものであります。 

 ３目雑収益１１万円は、存目程度を計上する

ものであります。 

 ３項特別利益３万円は、前年度と同額を予定

するものであります。１目固定資産売却益１万

円、２目過年度損益修正益１万円、３目その他

特別利益１万円は、存目程度を計上するもので

あります。 

 １８ページをお開き願います。 
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 支出について御説明申し上げます。 

 １款水道事業費用８億４００万円は、前年度

対比４００万円の減を予定するものであります。 

 １項営業費用７億６，６２０万円は、前年度

対比２３０万円の増を予定するものであります。 

 １目原水及び浄水費３億４，９４８万６，０

００円は、前年度対比５１３万６，０００円の

増でありますが、各施設の修繕費、ポンプなど

の動力費、電気計装設備管理などの委託料、受

水費などのほか、職員人件費を計上するもので

あります。 

 ２目配水及び給水費８，４０２万５，０００

円は、前年度対比３６０万８，０００円の増を

予定するものでありますが、漏水の修繕費、補

修用の材料費、漏水調査業務委託料などのほか、

職員人件費を計上するものであります。 

 ２０ページをお開き願います。 

 ３目受託工事費１３万円は、前年度と同額を

予定するものであります。 

 ４目総係費６，４６２万３，０００円は、前

年度対比４３万８，０００円の増を予定するも

のでありますが、通信運搬費、金融機関取扱手

数料、貸倒引当金繰入額、検針業務委託料、子

育て世帯の補助金などのほか、職員人件費を計

上するものであります。 

 ２２ページをお開き願います。 

 ５目減価償却費２億６，１２５万円は、前年

度対比５１１万５，０００円の減を予定するも

のでありますが、建物などの減価償却費の計上

であります。 

 ６目資産減耗費６３０万円は、前年度対比１

８０万円の減を予定するものでありますが、固

定資産除却費などを計上するものであります。 

 ７目その他営業費用３８万６，０００円は、

前年度対比３万３，０００円の増を予定するも

のでありますが、材料売却原価などを計上する

ものであります。 

 ２項営業外費用３，７４０万円は、前年度対

比６３０万円の減を予定するものであります。 

 １目支払利息２，６９９万７，０００円は、

前年度対比４４万２，０００円の減を予定する

ものでありますが、企業債利息などを計上する

ものであります。 

 ２目消費税１，０００万円は、前年度と同額

を予定するものであります。 

 ３目雑支出４０万３，０００円は、前年度対

比１０万４，０００円の増を予定するものであ

ります。 

 ３項特別損失１目貸倒損失１万円は、前年度

と同額を予定するものであります。 

 ４項１目予備費３９万円は、前年度と同額を

予定するものであります。 

 ２４ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。 

 初めに、収入について御説明申し上げます。 

 １款資本的収入１億３，５００万円は、前年

度対比４，１００万円の減を予定するものであ

ります。 

 １項１目企業債６，０００万円は、前年度と

同額を予定するものでありますが、建設改良に

充てる借入金を計上するものであります。 

 ２項１目加入金２１３万３，０００円は、前

年度対比７万４，０００円の増を予定するもの

でありますが、給水装置新設等加入金を計上す

るものであります。 

 ３項１目他会計負担金１，５８５万７，００

０円は、前年度対比５３７万６，０００円の増

を予定するものでありますが、消火栓更新など

の負担金を計上するものであります。 
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 ４項１目工事負担金４，７００万円は、前年

度対比３，８２５万円の減を予定するものであ

りますが、かみのやま温泉インター産業団地な

どに関連する工事負担金を計上するものであり

ます。 

 ５項１目固定資産売却代金１万円は、前年度

同額で、存目程度を計上するものであります。 

 ６項１目国庫補助金１，０００万円は、前年

度対比８２０万円の減を予定するものでありま

すが、生活基盤施設耐震化等交付金を計上する

ものであります。 

 支出について御説明申し上げます。 

 １款資本的支出３億９，８００万円は、前年

度対比３，２００万円の減を予定するものであ

ります。 

 １項建設改良費３億３，３３１万４，０００

円は、前年度対比４，６０４万７，０００円の

減を予定するものであります。 

 １目配水管布設費３億３，００６万円は、前

年度対比４，４１４万円の減を予定するもので

ありますが、設計業務委託料、配水管布設替え

工事費などを計上するものであります。 

 ２目固定資産購入費８５万４，０００円は、

前年度対比７０万１，０００円の減を予定する

ものでありますが、給水タンク購入費を計上す

るものであります。 

 ３目リース債務支払額２４０万円は、前年度

対比１２０万６，０００円の減を予定するもの

でありますが、リース料元本支払い額を計上す

るものであります。 

 ２項１目企業債償還金６，４６８万６，００

０円は、前年度対比１，４０４万７，０００円

の増を予定するものでありますが、企業債元金

の償還額を計上するものであります。 

 次に、５ページにお戻り願います。 

 平成３１年度上山市水道事業会計予定キャッ

シュ・フロー計算書について御説明申し上げま

す。 

 １、業務活動によるキャッシュ・フローは、

当年度純利益からその他流動負債の増減額まで

の小計２億３，９４０万５，０００円に、利息

及び配当金の受取額、利息の支払い額を増減し、

２億１，２９７万８，０００円と予定するもの

であります。 

 ２、投資活動によるキャッシュ・フローは、

有形固定資産の取得による支出に国庫補助金等

による収入を加え、マイナス２億９７２万円と

予定するものであります。 

 ３、財務活動によるキャッシュ・フローは、

一時借入による収入からリース料の元本支払い

額までの小計マイナス６８６万８，０００円か

らリース料利息の支払い額を差し引き、マイナ

ス７１０万４，０００円と予定するものであり

ます。 

 結果、資金の減少額が３８４万６，０００円

となり、資金の期首残高４億８，９４８万９，

０００円を加え、資金の期末残高を４億８，５

６４万３，０００円と予定するものであります。 

 次に、１０ページをお開き願います。 

 平成３１年度上山市水道事業予定貸借対照表

について御説明申し上げます。 

 資産の部でありますが、１固定資産について

は、（１）有形固定資産のイ土地からヌ建設仮

勘定までの合計４９億５，０４１万１，０００

円に、（２）無形固定資産の合計１１８万２，

０００円を加え、固定資産合計を４９億５，１

５９万３，０００円と予定するものであります。 

 ２流動資産は、（１）現金預金から（３）貯

蔵品までを合計し、流動資産合計を６億６９１

万１，０００円と予定するものであります。 
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 ３繰延勘定はありませんので、資産合計を５

５億５，８５０万４，０００円と予定するもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 負債の部でありますが、４固定負債は、

（１）企業債と（２）リース債務を合計し、１

６億５，５４７万２，０００円と予定するもの

であります。 

 ５流動負債は、（１）企業債から（５）預り

金までを合計し、２億１，９４１万９，０００

円と予定するものであります。 

 ６繰延収益は、（１）長期前受金と（２）長

期前受金収益化累計額を合計し、１０億５，７

６４万円と予定し、負債合計は２９億３，２５

３万１，０００円と予定するものであります。 

 次に、資本の部でありますが、７資本金は、

（１）自己資本金で合計を２１億９，３１９万

６，０００円と予定するものであります。 

 ８剰余金は、（１）資本剰余金は、イ受贈財

産評価額からハ国庫補助金までを合計し、５９

５万３，０００円と予定するものであります。

（２）利益剰余金は、イ減債積立金からハ当年

度未処分利益剰余金までを合計し、４億２，６

８２万４，０００円と予定し、剰余金合計を４

億３，２７７万７，０００円と予定するもので

あります。 

 その結果、資本合計は２６億２，５９７万３，

０００円となり、負債・資本の合計は５５億５，

８５０万４，０００円と予定するものでありま

す。 

 なお、６ページからの給与費明細書、その他

の説明書等につきましては説明を省略させてい

ただきますので、御参照いただきたいと存じま

す。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○中川とみ子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、全部を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。井上委員。 

○井上 学委員 今、当水道事業会計予算にお

いても、消費税の値上げが見込まれているとい

うことで、他会計同様の態度を表明させてもら

い、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。枝松委員。 

○枝松直樹委員 １ページのところに給水戸数、

年間給水量、１日平均給水量ありますが、平成

３０年度と比べてこれはどういうふうに動いて

いますか。新湯の旅館も休業に入っているとい

うような影響もあって給水量が下がっていて、

その結果単年度の売り上げも下がっていると思

っておりますが、ちょっと対前年比の数字がわ

かれば教えてください。 

○中川とみ子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 給水戸数の平成３０

年度との比較でございますけれども、戸数につ

きましては同数となっております。これは、計

画給水量をもとにして予定していることから、

同じ数量となっているものでございます。 

○中川とみ子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 給水量は下がっているのでは

ないかということで、戸数は別にして、まず年

間給水量が平成３０年と比べてどうなっている

のか伺います。 

○中川とみ子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 給水量につきまして

は、委員御指摘のとおり、全体としては減少し

ている傾向になっております。平成３０年度の

給水量の現時点での状況でございますけれども、

若干減少しているような状況でございます。 



－２４７－ 

○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。 

 以上で、議第１５号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１５号平成３１年度上山市水道事業会計

予算は、原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議がありますので、

起立により採決いたします。 

 議第１５号平成３１年度上山市水道事業会計

予算について、原案のとおり可決すべきものに

賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○中川とみ子委員長 起立多数。 

 よって、議第１５号平成３１年度上山市水道

事業会計予算は原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上で、当委員会に付託された議案の審査は

全て終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員長報告の取りまとめは、正副委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中川とみ子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告の取りまとめは、正副委

員長に一任することに決しました。 

 

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

閉  会 

 

○中川とみ子委員長 これにて予算特別委員会

を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午前１１時４８分 閉 会 

 


