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  令和元年９月４日（水曜日）  午前１０時 開会 

 

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

議事日程第１号 

    令和元年９月４日（水曜日）午前１０時 開議 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期決定 

日程第 ４ 上山市選挙管理委員及び補充員の選挙 

日程第 ５ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ６ 議第４１号 平成３０年度上山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議第４２号 平成３０年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議第４３号 平成３０年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

            て 

日程第 ９ 議第４４号 平成３０年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

            いて 

日程第１０ 議第４５号 平成３０年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議第４６号 平成３０年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議第４７号 平成３０年度上山市施設貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１３ 議第４８号 平成３０年度上山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい 

            て 

日程第１４ 議第４９号 平成３０年度上山市産業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

            いて 

日程第１５ 議第５０号 平成３０年度上山市水道事業会計決算の認定について 

日程第１６ 議第５１号 令和元年度上山市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１７ 議第５２号 令和元年度上山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議第５３号 上山市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１９ 議第５４号 上山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい 

            て 

日程第２０ 議第５５号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 

            例の整備に関する条例の制定について 

日程第２１ 議第５６号 上山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条 
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            例の制定について 

日程第２２ 議第５７号 上山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２３ 議第５８号 上山市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例 

            の一部を改正する条例の制定について 

日程第２４ 議第５９号 上山市児童センター条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２５ 議第６０号 上山市医療給付条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２６ 特別委員会（予算・決算）の設置及び議案の付託 

日程第２７ 議第６１号 上山市学校給食センター建設・維持管理等事業に係る契約の一部変更に 

            ついて 

日程第２８ 議第６２号 上山市浄水センター自家発電設備更新工事の委託に関する協定の締結に 

            ついて 

日程第２９ 議第６３号 損害賠償の額の決定について 

日程第３０ 報告第６号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

    （散  会） 

 

                                             

本日の会議に付した事件 

 議事日程第１号に同じ 

 

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

出 欠 席 議 員 氏 名 

出席議員（１５人） 

  １番   谷  江  正  照  議員    ２番   石  山  正  明  議員 

  ３番   佐  藤  光  義  議員    ４番   守  岡     等  議員 

  ５番   髙  橋  要  市  議員    ６番   棚  井  裕  一  議員 

  ７番   尾  形  み ち 子  議員    ８番   長  澤  長右衛門  議員 

  ９番   川  口     豊  議員   １０番   中  川  と み 子  議員 

 １１番   神  保  光  一  議員   １２番   枝  松  直  樹  議員 

 １３番   川  崎  朋  巳  議員   １４番   髙  橋  義  明  議員 

 １５番   大  沢  芳  朋  議員 

 

欠席議員（０人） 
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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  前  田  豊  孝 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 課 長  齋  藤  智  子 子ども子育て課長  

鈴  木  英  夫 商 工 課 長  尾  形  俊  幸 観 光 課 長 

漆  山     徹 
農林夢づくり課長 
（併）農業委員会 
事 務 局 長 

 須  貝  信  亮 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 

渡  辺  る  み 
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 

板  垣  郁  子 
選挙管理委員会 
委 員 長  花  谷  和  男 

農 業 委 員 会 
会 長 

大  和     啓 監 査 委 員  舟  越  信  弘 
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  小  口  彩  夏 主 任 

 

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

 

開  会 

 

○大沢芳朋議長 去る８月２３日告示になりま

した第４９３回定例会をただいまから開会いた

します。 

 

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

開  議 

 

○大沢芳朋議長 出席議員は定足数に達してお
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りますので、これより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第１号によって進めます。 

 初めに、今期定例会の運営について議会運営

委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長川崎朋巳議員。 

〔川崎朋巳議会運営委員長 登壇〕 

○川崎朋巳議会運営委員長 おはようございま

す。 

 去る８月２７日、今期定例会の日程について

協議するため、議会運営委員会を開きました。

その結果について御報告申し上げます。 

 初めに、会期でありますが、提出議案等を勘

案した結果、本日から２４日までの２１日間と

することにいたしました。 

 次に、会期日程について申し上げます。 

 本日は本会議を開会し、明５日及び６日は休

会とすることにいたしました。 

 ８日は本会議を開き、サンデー議会として一

般質問を行うことにいたしました。 

 ９日から２３日は休会とし、この間、１０日

は予算特別委員会、１１日及び１２日は各常任

委員会、１３日及び１７日は決算特別委員会、

１９日に議会運営委員会を予定しております。 

 ２４日は最終日でありますが、本会議におい

て付託事件の審査結果について各委員長から報

告を受けた後、それぞれ議決して、第４９３回

定例会を閉会することにいたしました。 

 次に、議事日程第１号について申し上げます。 

 最初に、上山市選挙管理委員及び補充員の選

挙でありますが、議長による指名推選によるこ

とにいたしました。 

 次に、人事案１件についてでありますが、提

案理由の説明の後、委員会付託及び質疑、討論

を省略して議決することにいたしました。 

 次に、市長提案の議案２０件を一括議題とし、

提案理由の説明を受けることにいたし、そのう

ち１０件の決算議案については、監査委員から

審査意見を求めることにいたしました。 

 その後、予算及び決算議案について、それぞ

れ特別委員会を設置してこれに付託し、その他

の議案については、関係常任委員会に付託する

ことにいたました。 

 次に、契約議案２件について、それぞれ提案

理由の説明の後、委員会付託を省略して議決す

ることにいたしました。 

 次に、損害賠償の額の決定について、提案理

由の説明の後、委員会付託を省略して議決する

ことにいたし、最後に専決処分の報告を受け、

本日は以上をもって散会することにいたしまし

た。 

 次に、８日の議事日程第２号について申し上

げます。 

 当日の本会議は一般質問でありますが、１１

人の議員が順次質問を行うものであります。質

問終了後は、散会することにいたしました。 

 なお、会期日程及び議事日程の詳細は、各位

のお手元に配付のとおりであります。 

 議員各位の御協力をお願い申し上げ、以上で

報告を終わります。 

 

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

日程第１ 諸般の報告 

 

○大沢芳朋議長 日程第１、諸般の報告であり

ますが、事務局長をもって報告いたします。 

 事務局長。 

〔佐藤 毅事務局長 登壇〕 

○佐藤 毅事務局長 諸般の報告を申し上げま

す。 
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 第１、招集告示について 

 去る８月２３日、上山市告示第６７号によっ

て、令和元年９月４日、上山市議会第４９３回

定例会を招集する旨、告示されました。 

 第２、出席要求について 

 令和元年８月２３日、議第１８１号をもって

地方自治法第１２１条の規定により、市長ほか

各関係機関に第４９３回定例会に出席するよう

要求いたしました。 

 これに対し、各関係機関より回報を受理して

おります。 

 第３、監査報告について 

 令和元年５月２７日から８月２０日までの定

期監査及び例月出納検査の結果報告が参ってお

りますので、お手元に配付しております。 

 第４、健全化判断比率等の報告について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項及び第２２条第１項の規定により、

健全化判断比率及び資金不足比率の報告が参っ

ております。 

 第５、教育委員会事務の点検及び評価報告書

について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２６条第１項の規定により、教育委員会事務の

点検及び評価報告書が参っておりますので、お

手元に配付しております。 

 第６、上山市議会報告について 

 令和元年６月１日から８月３１日までの議会

庶務事項及び要望書をお手元に配付しておりま

す。 

 第７、会議出欠議員数について 

    議 員 定 数   １５人 

    現在出席議員数   １５人 

 以上で報告を終わります。 

 

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

日程第２ 会議録署名議員の指名 

 

○大沢芳朋議長 日程第２、会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において 

   １番 谷 江 正 照   議員 

  １１番 神 保 光 一   議員 

  １４番 髙 橋 義 明   議員 

を指名いたします。 

 

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

日程第３ 会期決定 

 

○大沢芳朋議長 日程第３、会期決定の件を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、先ほどの議会運営委員

長報告のとおり、本日から２４日までの２１日

間としたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から２４日までの２１日

間と決しました。 

 なお、会期中における諸会議の予定につきま

しては、お手元に配付いたしました会期日程表

のとおりでありますので、御了承願います。 

 重ねてお諮りいたします。 

 委員会審査等のため、本日から２４日までの

２１日間のうち、会議規則第１０条第１項の規

定による休会の日を除く５日及び６日、９日か

ら１３日まで、１７日から２０日までの１１日

間を休会といたしたいと思いますが、これに御
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異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、１１日間を休会とすることに決しま

した。 

 

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

 日程第４ 上山市選挙管理委員及び 

      補充員の選挙 

 

○大沢芳朋議長 日程第４、上山市選挙管理委

員及び補充員の選挙を議題といたします。 

 地方自治法第１８２条第８項の規定により、

選挙管理委員会委員長より、委員及び補充員の

任期が令和元年９月３０日をもって満了となる

旨の通知がありました。 

 よって、地方自治法第１８２条第１項の規定

により、ただいまから選挙を行います。 

 １番谷江正照議員。 

○１番 谷江正照議員 この際、動議を提出い

たします。 

 ただいま行われる上山市選挙管理委員及び補

充員の選挙方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項の規定により指名推選によるこ

と、また、指名の方法については議長の指名に

よることを望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 ただいま１番谷江正照議員か

ら、選挙の方法については指名推選とすること、

また指名の方法は議長において指名されたいと

の動議が提出され、所定の賛成者がありますの

で、動議は成立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙方法については指名推選とする

こと、また指名の方法は議長において指名され

たいとの動議は可決されました。 

 直ちに指名いたします。 

 上山市選挙管理委員に板垣郁子氏、山口忠右

エ門氏、渡邉修三氏、渡邉昇氏、以上４名を指

名いたします。 

 次に、補充員について、その順位と氏名を申

し上げます。 

 １番岩瀬守氏、２番吉川佳和氏、３番小玉清

子氏、４番髙橋より子氏、以上４名を指名いた

します。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました８名

を、上山市選挙管理委員及び補充員の当選人と

することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました８名は、

上山市選挙管理委員及び補充員に当選いたしま

した。 

 

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

 日程第５ 諮問第２号 人権擁護委 

      員候補者の推薦について 

 

○大沢芳朋議長 日程第５、諮問第２号人権擁

護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ただいま議題となりました
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議案について御説明申し上げます。 

 諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につい

てでありますが、来る１２月３１日をもちまし

て任期満了となります委員２名につきまして、

上山市久保川１番地粟野信善氏、及び上山市旭

町一丁目６番４８号伊藤妙子氏を再び推薦いた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるものであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○大沢芳朋議長 ６番棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 この際、動議を提出い

たします。 

 ただいま議題となっております諮問第２号議

案につきましては、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会の付託を省略されることを望

みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 ただいま６番棚井裕一議員か

ら、委員会の付託を省略されたいとの動議が提

出され、所定の賛成者がありますので、動議は

成立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、諮問第２号議案については、委員会

の付託を省略されたいとの動議は可決されまし

た。 

 これより質疑に入ります。 

 ２番石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 この際、動議を提出い

たします。 

 ただいま議題となっております諮問第２号議

案につきましては、質疑及び討論を省略される

ことを望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 ただいま２番石山正明議員か

ら、質疑及び討論を省略されたいとの動議が提

出され、所定の賛成者がありますので、動議は

成立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、質疑及び討論を省略されたいとの動

議は可決されました。 

 直ちに採決いたします。 

 諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につい

ては、これに同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、諮問第２号については、これに同意

することに決しました。 

 

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

 日程第６ 議第４１号 平成３０年 

      度上山市一般会計歳入歳 

      出決算の認定について外 

      １９件 

 

○大沢芳朋議長 日程第６、議第４１号平成３

０年度上山市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてから日程第２５、議第６０号上山市医療給

付条例の一部を改正する条例の制定についてま

で、計２０件を一括議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ただいま議題となりました

議案について御説明申し上げます。 

 最初に、議第４１号から議第４９号までの平

成３０年度上山市一般会計及び各特別会計歳入

歳出決算の認定について御説明申し上げます。 

 各会計の決算の認定につきましては、決算書

とあわせて監査委員の決算審査意見書並びに平

成３０年度主要施策の成果説明書を提出してお

りますが、決算の大要につきましては会計管理

者から説明申し上げますので、よろしく御審議

の上、認定くださるようお願いいたします。 

 次に、議第５０号平成３０年度上山市水道事

業会計決算の認定についてでありますが、同様

に、決算書とあわせて監査委員の決算審査意見

書並びに平成３０年度主要施策の成果説明書を

提出しております。その概要は、経営活動に関

する収支においては、水の安定供給と健全経営

に努め、３，８７６万５，８０１円の純利益を

上げております。 

 また、水道施設の建設改良などに関する資本

的収支においては、収支差引２億３６５万８，

０４８円の不足額を生じましたが、過年度分及

び当年度分損益勘定留保資金で補塡したところ

であります。 

 以上、決算の概要について申し上げましたが、

よろしく御審議の上、認定くださるようお願い

いたします。 

 次に、議第５１号令和元年度上山市一般会計

補正予算（第３号）についてでありますが、今

回の補正は、市債の繰上償還に係る経費や、１

０月から実施される幼児教育・保育の無償化に

係る経費など、早急に予算措置を必要とするも

のについて計上し、編成いたしました。 

 その結果、歳入歳出それぞれ２億３，５００

万円を追加し、予算の総額を１４８億８，５０

０万円とするものであります。 

 地方債につきましては、農業施設整備事業の

限度額を変更するものであります。 

 歳入につきましては、国庫支出金、県支出金、

寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、市債をそれ

ぞれ増額し、使用料及び手数料を減額するもの

であります。 

 歳出の主なものを申し上げますと、２款総務

費では、令和２年４月１日から実施される地方

自治法施行規則の改正に伴い、財務会計システ

ムの改修経費を計上するものであります。 

 ３款民生費では、１０月から実施される幼児

教育・保育の無償化に向けて、準備に要する経

費を計上するほか、佐藤フジエ氏からの寄附を

受けて、総合子どもセンターめんごりあの整備

に係る経費を新たに計上するものであります。

さらに、生活保護法等の改正に伴い、生活保護

システムの改修経費など計上するものでありま

す。 

 ４款衛生費では、母子保健法等の改正に伴い、

母子保健情報連携システムの改修経費を計上す

るものであります。 

 ６款農林水産業費では、特別養護老人ホーム

の金谷地内の移転に伴い、上山市土地改良区が

実施する水路改修工事に対する負担金を計上す

るほか、鳥獣被害対策用の簡易電気柵設置申し

込み数が当初の見込みを上回ることから、鳥獣

害防止対策協議会への補助金を増額するもので

あります。 

 １０款教育費では、中川小学校及び北中学校

へ通学する児童生徒のためのスクールバスの購

入経費を計上するほか、藤吾公民館の施設改修

工事に対して助成するものであります。さらに、
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県の補助事業を活用し、国史跡金山越羽州街道

のルート図デザインを作成する経費を計上する

ものであります。 

 １２款公債費では、市債の繰上償還に要する

経費を計上するものであります。 

 次に、議第５２号令和元年度上山市介護保険

特別会計補正予算（第２号）についてでありま

すが、国庫支出金等の精算返還金を計上するも

ので、歳入歳出それぞれ４，８００万円を追加

し、予算の総額を４１億７，４００万円とする

ものであります。 

 次に、条例等の議案について御説明申し上げ

ます。 

 初めに、議第５３号上山市印鑑条例の一部を

改正する条例の制定についてでありますが、住

民基本台帳法施行令等及び印鑑登録証明事務処

理要領の一部改正に伴い、必要な改正を行うた

め提案するものであります。 

 次に、議第５４号上山市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定について

でありますが、地方公務員法及び地方自治法の

一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び

費用弁償について定めるため提案するものであ

ります。 

 次に、議第５５号地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定についてであります

が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴い、会計年度任用職員に関

する関係条例を整備するため提案するものであ

ります。 

 次に、議第５６号上山市公益的法人等への職

員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてでありますが、地方公務員法の

一部改正に伴い、必要な改正を行うため提案す

るものであります。 

 次に、議第５７号上山市手数料条例の一部を

改正する条例の制定についてでありますが、地

方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一

部改正に伴い、必要な改正を行うため提案する

ものであります。 

 次に、議第５８号上山市子どものための教

育・保育に関する利用者負担額等を定める条例

の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、子ども・子育て支援法等の一部改正に伴

い、必要な改正を行うため提案するものであり

ます。 

 次に、議第５９号上山市児童センター条例の

一部を改正する条例の制定についてであります

が、幼児教育・保育の無償化に伴い、必要な改

正を行うため提案するものであります。 

 次に、議第６０号上山市医療給付条例の一部

を改正する条例の制定についてでありますが、

山形県医療給付事業補助金交付規程の一部改正

に伴い、必要な改正を行うため提案するもので

あります。 

 以上、提案理由の大要について御説明申し上

げましたが、各議案の詳細につきましては、関

係課長から説明申し上げますので、よろしく御

審議の上、御可決くださいますようお願いいた

します。 

○大沢芳朋議長 会計管理者。 

〔武田 浩会計管理者 登壇〕 

○武田 浩会計管理者 おはようございます。 

 命によりまして、平成３０年度上山市一般会

計及び各特別会計における歳入歳出決算の大要

について御説明申し上げます。 

 説明に当たりましては、各会計ごとに主な内

容について申し上げます。 

 初めに、一般会計の歳入について申し上げま
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すので、決算書の７ページ、８ページをお開き

願います。 

 歳入合計におきましては、調定額１７７億８，

４６８万９，０４８円に対し、収入済額は１７

４億８，１４３万４，９２８円で、不納欠損額

は１，１７０万６，６９２円、収入未済額は２

億９，１５４万７，４２８円となっております

が、不納欠損額は１款市税、１２款負担金及び

分担金などによるものであります。収入未済額

は１款市税、１２款分担金及び負担金、１３款

使用料及び手数料などによるものであります。 

 次に、一般会計の歳出について申し上げます

ので、１１ページ、１２ページをお開き願いま

す。 

 歳出合計では、支出済額は１６６億８，８０

８万１，６３８円、翌年度繰越額は２億８，９

８９万５，０００円となっておりますが、これ

は２款総務費、３款民生費、８款土木費、１０

款教育費であり、年度内完了ができない事業に

ついて、令和元年度に繰り越したことによるも

のであります。 

 不用額は７億９，０９５万９，３６２円とな

っております。その主なものは、２款総務費、

３款民生費、４款衛生費、７款商工費、８款土

木費、１０款教育費などであります。 

 次のページをお開き願います。 

 この結果、歳入歳出差引残額は７億９，３３

５万３，２９０円となりましたが、うち３億７，

４００万円を基金に繰り入れ、残額を令和元年

度に繰り越したものであります。 

 次に、一般会計の実質収支について御説明申

し上げますので、３２０ページをお開き願いま

す。 

 実質収支に関する調書でありますが、こちら

は千円単位となっております。 

 歳入歳出差引額７億９，３３５万３，０００

円から翌年度へ繰り越すべき財源である繰越明

許費繰越額４，６５１万円を差し引き、７億４，

６８４万３，０００円が実質収支額となってお

ります。 

 なお、各特別会計の実質収支に関する調書を

次のページから記載しております。翌年度へ繰

り越すべき財源がある特別会計につきましては

後ほど御説明いたしますが、そのほかの特別会

計の説明につきましては省略させていただきま

すので、御了解くださるようお願いいたします。 

 次に、特別会計の決算について御説明申し上

げますので、決算書にお戻りいただき、１５ペ

ージ、１６ページをお開き願います。 

 国民健康保険特別会計について申し上げます。 

 歳入合計では、調定額３８億８，７７３万３，

０９５円に対し、収入済額は３７億５，７６９

万７，９６９円で、不納欠損額は２，０８７万

８９０円、収入未済額は１億９１６万４，２３

６円となっておりますが、これは１款国民健康

保険税によるものであります。 

 なお、収入未済額につきましては、２款使用

料及び手数料の還付未済額を引いた額となって

おります。 

 １９ページ、２０ページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は３６億３，８２３

万６，７２０円で、不用額は１億１，７７６万

３，２８０円となっておりますが、これは２款

保険給付費、５款保健事業費などによるもので

あります。 

 この結果、歳入歳出差引残額は１億１，９４

６万１，２４９円となり、全額を令和元年度に

繰り越したものであります。翌年度に繰り越す

べき財源はございませんので、実質収支も同額

でございます。 
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 次に、公共下水道事業特別会計について申し

上げますので、次のページをお開き願います。 

 歳入合計では、調定額１４億６，２２２万６，

７７１円に対し、収入済額は１４億１，０９８

万６，７５６円で、不納欠損額は９６万７，６

２５円、収入未済額は５，０２７万２，３９０

円となっておりますが、不納欠損額は２款使用

料及び手数料、収入未済額は１款分担金及び負

担金、２款使用料及び手数料によるものであり

ます。 

 次のページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は１４億３３９万３，

２８１円、翌年度繰越額は８，４６９万８，０

００円となっておりますが、これは１款公共下

水道費で、年度内完了ができない事業について

令和元年度に繰り越したことによるものであり

ます。不用額は３，５９０万８，７１９円とな

っておりますが、これは１款公共下水道費など

によるものであります。 

 この結果、歳入歳出差引残額は７５９万３，

４７５円となり、全額を令和元年度に繰り越し

たものであります。 

 次に、公共下水道事業特別会計の実質収支に

ついて御説明申し上げますので、３２２ページ

をお開き願います。 

 実質収支に関する調書でありますが、こちら

は千円単位となっております。 

 歳入歳出差引額７５９万３，０００円から翌

年度に繰り越すべき財源である繰越明許費繰越

額９万９，０００円を差し引き、７４９万４，

０００円が実質収支額となっております。 

 次に、農業集落排水事業特別会計について申

し上げますので、決算書にお戻りいただき、２

５ページ、２６ページをお開き願います。 

 農業集落排水事業特別会計について申し上げ

ます。歳入合計では、調定額１億４，７３９万

６８２円に対し、収入済額は１億４，７３５万

３，９４２円で、不納欠損額はなく、収入未済

額は３万６，７４０円となっておりますが、こ

れは１款使用料及び手数料によるものでありま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は１億４，６５８万

４，９６８円、不用額は２４１万５，０３２円

となっております。 

 この結果、歳入歳出差引残額は７６万８，９

７４円となり、全額を令和元年度に繰り越した

ものであります。 

 翌年度に繰り越すべき財源はございませんの

で、実質収支も同額でございます。 

 次に、介護保険特別会計について申し上げま

すので、３１ページ、３２ページをお開き願い

ます。 

 歳入合計では、調定額３９億２，６８４万４，

１３２円に対し、収入済額は３９億１，１４３

万４，５９８円で、不納欠損額は４１５万３，

６９９円、収入未済額は１，１２５万５，８３

５円となっておりますが、これは１款保険料に

よるものであります。 

 なお、収入未済額につきましては、２款使用

料及び手数料の還付未済額を引いた額となって

おります。 

 ３５ページ、３６ページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は３７億９，３２８

万６，５００円で、不用額は１億６，１７１万

３，５００円となっておりますが、これは２款

保険給付費、４款地域支援事業費などによるも

のであります。 

 この結果、歳入歳出差引残額は１億１，８１

４万８，０９８円となり、全額を令和元年度に
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繰り越したものであります。 

 翌年度に繰り越すべき財源はございませんの

で、実質収支も同額でございます。 

 次に、浄化槽事業特別会計について申し上げ

ますので、次のページをお開き願います。 

 歳入合計では、調定額１，７３３万９，４６

７円に対し、収入済額は１，７３３万１，０６

７円で、不納欠損額はなく、収入未済額は８，

４００円となっておりますが、これは１款使用

料及び手数料によるものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は１，５６５万８，

８６７円、不用額は２４万１，１３３円となっ

ております。 

 この結果、歳入歳出差引残額は１６７万２，

２００円となり、全額を令和元年度に繰り越し

たものであります。 

 翌年度に繰り越すべき財源はございませんの

で、実質収支も同額でございます。 

 次に、施設貸付事業特別会計について申し上

げますので、次のページをお開き願います。 

 歳入合計では、調定額、収入済額ともに３億

１，３４８万７，５１６円となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は３億１，３４８万

７，５１６円で、不用額は１５１万２，４８４

円となっておりますが、これは１款施設貸付事

業費、２款基金積立金、５款諸支出金などによ

るものであります。 

 この結果、歳入歳出差引残額はゼロ円となり、

平成３０年度で特別会計を廃止したものでござ

います。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について申し

上げますので、次のページをお開き願います。 

 歳入合計では、調定額４億１，５０３万４，

９０３円に対し、収入済額は４億１，３１７万

２，８５３円で、不納欠損額は３０万４９８円、

収入未済額は１５６万１，５５２円となってお

りますが、これは１款後期高齢者医療保険料に

よるものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は４億１，２７９万

３，３２９円、不用額は２，４２０万６，６７

１円となっておりますが。これは２款後期高齢

者医療広域連合納付金、５款予備費などによる

ものであります。 

 この結果、歳入歳出差引残額は３７万９，５

２４円となり、全額を令和元年度に繰り越した

ものであります。 

 翌年度に繰り越すべき財源はございませんの

で、実質収支も同額でございます。 

 次に、産業団地整備事業特別会計について申

し上げますので、次のページをお開き願います。 

 歳入合計では、調定額、収入済額ともに２億

４，４４８万８７５円となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 歳出合計では、支出済額は２億４，４４２万

１，８７５円、翌年度繰越額は５，６７５万９，

０００円となっておりますが、これは１款産業

団地整備事業費で、年度内完了ができない事業

について令和元年度に繰り越したことによるも

のであります。 

 不用額は６２７万２，１２５円となっており

ますが、これは１款産業団地整備事業費、２款

公債費、３款予備費などによるものであります。 

 この結果、歳入歳出差引残額は５万９，００

０円となり、全額を令和元年度に繰り越したも

のであります。 

 次に、産業団地整備事業特別会計の実質収支

について御説明申し上げますので、３２８ペー
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ジをお開き願います。 

 実質収支に関する調書でありますが、こちら

は千円単位となっております。 

 歳入歳出差引額５万９，０００円から翌年度

に繰り越すべき財源である繰越明許費繰越額５

万９，０００円を差し引き、実質収支額はゼロ

円となっております。 

 続きまして、財産に関する調書について御説

明いたしますので、３２９ページ、３３０ペー

ジをお開き願います。 

 初めに、公有財産における土地及び建物につ

いてでありますが、（１）土地及び建物の総括

で申し上げます。 

 土地につきましては、行政財産と普通財産の

合計で、決算年度末現在高は５９８万４，０６

３．２５平方メートルとなっております。 

 建物につきましては、木造と非木造を合わせ

た行政財産と普通財産の合計で、一番右の欄に

ありますように、決算年度末現在高は１５万３

６９．９４平方メートルとなっております。 

 次のページをお開き願います。 

 （２）山林の面積につきましては、決算年度

末現在高は４７８万４，９９７．５８平方メー

トル、立木の推定蓄積量の決算年度末現在高は

１５万２，７３６．６３立方メートルとなって

おります。 

 次に、（３）有価証券の株券につきましては、

決算年度中の増減はなく、決算年度末現在高の

合計は５億４，７６７万６，５００円となって

おります。 

 次に、（４）出資による権利の出資金であり

ますが、決算年度中の増減はなく、決算年度末

現在高の合計は１，８２６万円となっておりま

す。 

 ３３２ページをごらん願います。 

 出捐金に関しては、決算年度中の増減はなく、

決算年度末現在高の合計は１億２，２５６万円

となっております。 

 次に、（５）物権の引湯権につきましては、

決算年度中、老人いこいの家の廃止に伴い６１

万８，０００円の減となり、決算年度末現在高

は６４万２，０００円となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 このページから３３６ページの物品につきま

しては、取得額または評価額が５０万円以上の

重要物品について記載しております。 

 決算年度中における取得件数は１４件、廃棄

等の件数は１８件ございました。決算年度末現

在高は記載のとおりでありますので、御参照い

ただきたいと存じます。 

 ３３７ページ、３３８ページをお開き願いま

す。 

 基金につきましては、主な基金の決算年度中

増減高と決算年度末現在高について申し上げま

す。 

 財政調整基金は、４，９６５万２，０００円

の増で１０億９，１６７万６，０００円に、国

民健康保険基金は、６３万９，０００円の増で

７億３６９万１，０００円に、減債基金は、５

万２，０００円の増で１億２，６０９万１，０

００円に、介護給付費準備基金は、３，６６９

万２，０００円の増で２億２，９２８万４，０

００円に、施設貸付事業施設整備等基金は、２

億６，２３７万６，０００円の減でゼロ円とな

っております。特別会計の廃止に伴い、基金を

廃止したものであります。 

 ３３８ページをごらん願います。 

 奨学金貸付基金は、合計で申し上げますが、

１５７万円の増で、決算年度末現在高は１億７，

３７９万７，０００円となっております。 
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 現金、貸付金、未収金の内訳は記載のとおり

であります。 

 ふるさと納税基金は、１億１５万４，０００

円の増で、決算年度末現在高は５億９０万７，

０００円となっております。 

 その他、記載の基金については御参照いただ

きたいと存じます。 

 以上で、平成３０年度上山市一般会計及び各

特別会計における歳入歳出決算の大要について

説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○大沢芳朋議長 次に、ただいま議題となって

おります議案のうち、平成３０年度上山市一般

会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及

び水道事業会計決算の認定に関し、監査委員の

審査意見を求めます。大和啓監査委員。 

〔大和 啓監査委員 登壇〕 

○大和 啓監査委員 おはようございます。 

 平成３０年度上山市一般会計及び特別会計歳

入歳出決算、基金の運用状況並びに上山市水道

事業会計決算についての審査意見を申し上げま

す。 

 詳細につきましては、皆様にお配りしており

ます資料で詳しく述べておりますので、その概

要について申し上げます。 

 審査結果につきましては、各会計の決算及び

基金の運用状況を示す書類は、関係法令に準拠

して作成されており、歳入歳出その他関係諸帳

票を審査した結果、計数は正確で、予算の執行

についてもおおむね適正であると認められます。 

 一般会計と特別会計を合わせた総計の決算は、

歳入歳出、予算現額２８２億２，８２８万９，

０００円に対し、歳入が２７６億９，７３８万

１，０００円、歳出が２６６億５，５９４万５，

０００円となりました。歳入歳出差引額は１０

億４，１４３万６，０００円で、翌年度に繰り

越すべき財源を控除した実質収支は９億９，４

７６万８，０００円の黒字となりました。 

 初めに、一般会計について申し上げます。 

 歳入決算額は１７４億８，１４３万５，００

０円、歳出決算額は１６６億８，８０８万２，

０００円で、歳入歳出差引７億９，３３５万３，

０００円の決算剰余金は、減債基金、財政調整

基金に積み立てを行うほか、翌年度に繰り越さ

れております。 

 歳入は、前年度より２．７％増加し、主に蔵

王フロンティア工業団地の売却等による財産収

入や、諸収入、繰越金などでふえております。 

 市税は、収入済額が前年度を上回ったものの、

調定額に対する収入率は、県内１２市の平均を

下回っております。ふるさと納税寄附金は、平

成２９年度途中に返礼割合を見直したことから、

前年度より１４．５％減少しております。収入

未済額は、税外収入で減少しておりますが、市

税で増加しております。市民負担の公平性と歳

入確保の観点から、適切な債権管理と未収金の

解消に向けた一層の努力を望むものです。 

 歳出は、前年度より２．３％増加し、主に蔵

王フロンティア工業団地の売却に伴い繰上償還

を実施した公債費、再生可能エネルギー施設整

備事業に係る地域整備総合整備資金貸付金等の

衛生費でふえております。 

 決算年度末における市債現在高は、１７６億

８６６万８，０００円で、繰上償還等により前

年度より５．９％減少しましたが、累積による

財政の硬直化が懸念されるので、長期的な財政

運営に配慮願いたいものです。 

 普通会計における財政指標を見ますと、財政

力指数は６年連続で上昇し、実質公債費比率も

改善傾向が続いておりますが、経常収支比率は
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前年度を上回り、弾力性が低下しております。 

 次に、特別会計について申し上げます。 

 特別会計は８会計で、合計歳入決算額は１０

２億１，５９４万６，０００円、歳出決算額９

９億６，７８６万３，０００円で、前年度と比

較し、歳入は０．８％減少し、歳出は０．８％

増加しております。 

 国民健康保険特別会計においては、平成３０

年度から制度改正により県と共同運営されてお

りますので、歳入歳出ともに減少しています。

本市の１人当たり医療費は増加傾向にあること

から、引き続き医療費抑制のための事業の推進

に努めていただくよう願います。 

 介護保険特別会計においては、要介護等認定

者数の増加に伴い、施設介護サービス等が増加

しており、予防事業の充実に努めていただきた

いものです。 

 施設貸付事業特別会計は、地方債の償還が完

了し、ニュートラックいいたてを売却したこと

により、平成３０年度末をもって廃止し、残っ

た財産は一般会計で管理することになりました。 

 各会計の保険税、使用料、保険料等の収納に

ついては、早期納付の推進と的確な滞納整理を

進め、収入率向上及び未収金の発生抑制に努め

ていただきたいものです。 

 次に、資産及び基金については、適正に管理、

運用されていることを認め、引き続き計画的な

執行と運用をお願いします。 

 なお、積立基金のうち施設貸付事業施設整備

等基金は、施設貸付事業特別会計の廃止に伴い

全額を取り崩し、基金を廃止しております。 

 続きまして、水道事業会計について申し上げ

ます。 

 当年度の水道事業は、前年度と比較し、給水

人口、給水量は減少していますが、有収率は改

善しております。健全な事業運営のため、引き

続き漏水対策の強化に努めていただくよう願い

ます。 

 経常利益は３，８７６万６，０００円で、前

年度より増加し、純利益は同額になっておりま

す。 

 営業収支比率は１０１．２％で、営業収益が

営業費用を上回りました。 

 村山広域水道からの受水費の減少等により、

経営状況に改善が見られましたが、配水量が減

少傾向にあることから、今後も厳しい経営状況

が続くものと見込まれます。現状分析と将来予

測を十分に行い、長期的な視点を持って水道事

業の経営健全化に努めていただきたいものです。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律により算定した平成３０年度健全化判断比

率及び資金不足比率について申し上げます。 

 審査に付された比率並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類は、いずれも法令等に

準拠して作成され、その結果は適正であるもの

と認められました。 

 各比率は該当なし、または基準を下回り、良

好な状態にあるものと認められます。 

 以上、平成３０年度の各会計における決算等

についての審査概要を申し上げました。 

 第７次上山市振興計画に掲げる諸事業を確実

に推進するためには、より効率的で効果的な行

財政運営が求められますが、累積している市債

による財政の硬直化も懸念されることから、長

期的な財政運営の見通しを立てながら、コスト

意識と事業の選択と集中により徹底した財政健

全化に努められるよう要望いたします。 

○大沢芳朋議長 これより総括質疑に入ります。 

 通告がありますので、順次発言を許します。 

 １２番枝松直樹議員。 
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〔１２番 枝松直樹議員 登壇〕 

○１２番 枝松直樹議員 議席番号１２番枝松

直樹でございます。 

 今後の人事政策の方向性について総括質疑を

行います。 

 会計年度任用職員については、来年４月の制

度発足に伴い、この９月議会に議案として条例

が上程されましたことから、細かな労働条件や

待遇についていまだ決まっていない部分はある

でしょうが、制度設計の大枠について総括質問

をいたします。 

 今回の制度改正は、公務員制度の大きな転換

であり、自治体で働く公務員にも大きな影響を

与えるものであります。 

 今回の法改正の契機は、安倍政権が働き方改

革の重要な柱として、同一労働同一賃金の原則

に基づき正規・非正規間の格差を是正するとし、

これを国・地方の公務員でも実行することが求

められたことに端を発しております。このよう

なことから、処遇面での改善が期待されている

ところであります。官製ワーキングプアと言わ

れる臨時・非常勤職員の処遇改善がなされるの

ではないかという期待があります。 

 反対に、懸念する点は、１つには、期待する

点の反対のことですが、劣悪な労働条件が固定

化されるのではないかということ、２つ目には、

会計年度任用職員が正規職員の代替機能を果た

し、正規職員の採用が抑制されることはないか

ということであります。 

 それでは、最初に労働条件等処遇改善につい

て伺います。 

 総務省では、今般の制度改正の趣旨について、

次のように説明をしております。 

 平成２９年６月２８日付で発出された、地方

公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の運用についてという、総務省自治行政局公務

員部長名の通知文書によれば、「地方公務員の

臨時・非常勤職員については、総数が平成２８

年４月現在で約６４万人と増加しており、また、

教育、子育て等さまざまな分野で活用されてい

ることから、現状において地方行政の重要な担

い手となっていること。このような中、臨時・

非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保する

ことが求められており、今般の改正を行うもの

であること」と記されております。 

 勤務時間については、「会計年度任用職員に

ついて、フルタイムでの任用が可能であること

を明確化したところであり、こうした任用は、

柔軟な人事管理や勤務条件の改善による人材確

保にも資するため、職務の内容等に応じて、積

極的な活用を検討すべきであること。なお、単

に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由

として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定

し、現在行っているフルタイムでの任用につい

て抑制を図ることは、適正な任用・勤務条件を

確保するという改正法の趣旨に沿わないもので

あること」と記しているのであります。 

 また、給付については、さきの通知文では

「期末手当については、適正な任用・勤務条件

を確保するという改正法の趣旨や、国の非常勤

職員において期末手当の支給が進んでいること

を踏まえると、適切に支給すべきものであるこ

と」と記されております。 

 以上、総務省の基本的な考え方を紹介しまし

た。本市においては、新しい会計年度任用職員

という制度創設を機に、従来の臨時・非常勤職

員の処遇改善を図るという観点を持っておられ

るのか伺います。正規職員との待遇の格差を是

正するという観点、同じ職場で働く者同士、モ

チベーションを維持し気持ちよく働いてもらう
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という観点は、市民サービスの向上にも資する

と思いますが、市長の御見解を伺います。 

 次に、正規職員を中心とする公務運営につい

て伺います。 

 さきの総務省通知では、「各地方公共団体に

おける公務の運営においては、任期の定めのな

い常勤職員を中心とするという原則を前提とす

べきであること」との記載があります。今回の

制度改正は、いわば臨時・非常勤職員を法的に

明確化するものです。 

 運用の仕方によっては、正規職員を「会計年

度任用職員」に代替させることによって、限り

なく非正規化が進行し、「任期の定めのない常

勤職員、つまり正規職員を中心とする公務運

営」という公務労働の原則から大きく逸脱する、

結果、住民サービスの質が劣化する危険性をは

らんでおります。 

 そこで伺いますが、会計年度任用職員制度を

導入することで正規職員の採用を抑制すること

はないと思いますが、市長の御見解を伺ってお

きます。 

 以上で１問といたします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １２番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、臨時・非常勤職員の処遇改善につい

て申し上げます。 

 会計年度任用職員の給与水準については、職

務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、

技術及び職務経験等の要素を考慮して定めてま

いります。また、新たに期末手当等を支給する

など、臨時・非常勤職員の処遇改善に努めてま

いります。 

 次に、正規職員を中心とする公務運営につい

て申し上げます。 

 会計年度任用職員制度の導入後においても、

公務運営の中心が正規職員であることは変わり

ありませんので、会計年度任用職員制度の導入

により正規職員の採用を抑制することはござい

ません。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 この件については、

昨年６月の定例会において一般質問をしており

まして、その段階ではまだほとんど決まり事が

ないというふうな状況もございまして、満足な

回答は得られなかったわけでありますが、その

当時、対象となる職員は何人ですかという問い

に対して、庶務課長は１３５人程度と思われる

というふうな回答をされましたが、まず現在に

おいてもその程度の水準の人数なのか、まず最

初に伺っておきます。 

 それから、会計年度任用職員は、フルタイム

とパートタイムに区分されるわけでありますが、

待遇面で開きがあります。フルタイムの会計年

度任用職員は、給料、それに旅費及び一定の手

当の支給対象となります。パートタイムについ

ては、給料ではなくて報酬、そして費用弁償及

び期末手当の支給対象ということにされており

ます。この区分、区別はどのように本市におい

てはされるのか、本人の希望によって分けるの

か、それともフルタイムの職員を多くすると総

人件費の向上につながってまいりますので、パ

ートタイムしか募集をしないのか、その制度設

計についても伺っておきたいと思います。 

 もちろん、この件についてはこれから詰めて

いく部分がかなりあるかと思いますので、現時

点での回答で構いませんが、先ほどの市長の答

弁によりますと、給与水準については仕事の内

容とか責任、あるいは職務遂行上必要となる知
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識、技術、職務経験等の要素を考慮してという

ふうに回答されたと思いましたので、それを加

味して考えると、臨時・非常勤職員もそれぞれ

選別をされるというか、長く勤めてきた人はそ

れなりの、市長の言葉で言うと職務経験等の要

素というふうなことにもなってくるのか、その

辺私にはまだ見えませんので、どういうふうな

制度設計を考えておられるのかということで、

これ個別になるので庶務課長からでもお願いを

いたします。 

 また、危惧される点として、あとは雇用につ

いてなんですね。今回の制度、私もびっくりし

たんですが、会計年度ですから１カ年しかない

わけですけれども、翌年また採用を希望して採

用されるとなると、その最初の４月は条件つき

任用期間なんですね。翌年３回目も４回目もず

っと最初の１カ月は条件つき任用期間というこ

とです。それどうしてそうなるのかというと、

要するに１年契約を繰り返すということであっ

て、それ雇用が継続していないというような私

は認識に立っているんですが、途中人事評価も

入りますし、雇いどめという危険、心配は常に

つきまとうということになるかと思います。で

すから、給与水準だけでなくて、その雇用の面

での不安が私は依然残るのかなというふうに思

っておりまして、安心してやっぱり働けるとい

うことは、市にもプラスになるのではないかと

思います。そして、本市の課題でもある出生率

の向上、これについても安定した雇用をベース

にしてこれは消費活動もやっぱり活発になって

くると思いますし、この会計年度任用職員にお

ける雇用の継続、これ総務省では雇用の継続と

いう言葉は一切使わないわけですよね、毎回新

しい雇用ですから。ですが、やっぱり働く側か

ら見れば、上山市役所にずっと勤めていたいと

いう思いがあるでしょうから、その辺の雇用の

継続ということについても一言、どういう考え

を現時点で持っておられるのか伺います。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 最後の点だけ私のほうから。 

 議員おっしゃるとおり、会計年度でございま

すので１年契約と、これは大原則なわけですね。

ただ、そういう中で市役所に勤めたいという方

もおられるだろうし、ただ現状を見ますと、や

はり以前と違いまして、上山市役所で働きたい、

いわゆるパートとかですね、そういう申し込み

が非常に少なくなってきておるんですね。逆に、

こちらのほうからお願いしなければならないよ

うな状況にもなってきておりますし、またやっ

ぱり条件等によりまして、あるいは自分の生活

とかそういう形で選ばれるという状況の中で、

必ずしも本市のいわゆる会計年度職員の希望が

多いということでもないわけでございますので、

そういった面におきましては、継続される方を

優遇といいましょうか、大事にするということ

はありますけれども、ただそれが１年契約とい

うことでございますので、いわゆる保障がない

といいましょうか、むしろこちらからではなく

て相手方のほうが、働き手のほうから選択肢と

いいましょうか、それが非常に多くなっていて、

今まで、去年まで市役所におった方が、今民間

におる方を私も知っておりますけれども、そう

いう状況であるという前提があるということだ

けは御認識をいただきたいというふうに思いま

す。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 私のほうから、まず１番

目、対象となる人数につきまして、時間パート

のような方々も全部今回会計年度任用職員にす

るか、もしくは本当の委託というような形にな
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るかというような形で分けなければなりません

ので、そういった方まで含めると２００人に近

い人数になると考えております。 

 あと、フルとパートの考え方でありますけれ

ども、現在上山市役所では、フルでお願いして

いるという方がいないという現状がございます。

基本的には今の方々の勤務関係について継続す

るような形、場合によっては若干延ばしたり短

くしたりしていただいたりということはあるか

と思いますが、そのような形で考えております。 

 給与水準、こちらのほうにつきましては、や

はりそれぞれお願いしている専門員的な形でお

願いしているような業務等、やはり責任であっ

たり知識であったり必要なものもございます。

こういった部分と、本当に補助的にお願いして

いる、事務補助的にお願いしているもの、こう

いったものもございますので、幾つかの分け方

をする必要があると考えてございます。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 まず、先に市長から

雇用についてお話をいただきましたので、まず

そこからいきたいと思うんですが、来年４月１

日に施行されますパートタイム有期雇用労働法

という法律があって、いわゆるこれも同一労働

同一賃金から端を発しているわけですが、不合

理な待遇の禁止ということが、その法の一番の

趣旨でございます。民間ですと、内閣府の調査

などによれば、正規、非正規がいて、非正規の

１．５倍から２倍ぐらいを正規の方がもらって

いると、給料ですね。公務員の場合は、１．５

倍どころか２倍を超える水準だと思うんですね。

場合によっては３倍ぐらいになることもあるか

もしれません。ということで、民間以上に正規、

非正規の差が激しいのが公務職場だというふう

に認識をしております。ですから、先ほど市役

所が必ずしも選ばれないという場面もあるとい

うふうな感じでちょっと私は受け取ったんです

けれども、やっぱりそこら辺に改善、やっぱり

水準が低いもんだから民間のほうに流れると、

こういう構造になっているのではないかという

ふうに私は思っております。 

 ぜひ、そんなことも踏まえて雇用についても、

やっぱり１年ごとに、来年首になるのかな、人

事評価は必ず入りますから、そうすると突然、

じゃあ来年はありませんと。ただ今回もそうな

んですけれども、これって試験はしないわけで

すよね、基本的に面接。そうなると、やっぱり

嫌われたくないなとか、嫌われたら終わりだな

ということにもなりますので、恐らく期末手当

などが支給されると待遇面もよくなると期待は

するものの、さっきの庶務課長の話ではパート

タイム職員の中にも何かこうランクが出てくる

ような、これフルタイムだと給料表使うようで

すけれども、パートタイムだと使わないんでし

ょうね、恐らくね。それで、ちょっとその辺が

不安でありますので、労働組合ともこの先いろ

いろと話を詰めていただきたいと思います。 

 それから、最初の総務省の通知によりますと、

勤務条件をあらかじめ明示するという観点等か

ら、現に任用されている臨時非常勤職員に対し、

会計年度任用職員に係る任用勤務条件の内容等

について周知を図るべきであることというふう

に書いてあります。そして、対象者、先ほど広

くとったんでしょうけれども、まず２００人と

いうかなりの膨大な職員数になるわけでござい

まして、来年４月の任用に向けて、いつどのよ

うに説明をしていくのかというところも私は気

になるところでございます。そのためには、労

働条件を提示しなければいけませんので、今い

る非常勤の職員に対して、こういう雇用条件で
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こうなんだということを丁寧に説明しながら、

恐らく年明けになって募集を開始と。すると、

一般正職員だと数人あるいは１０人程度の募集

ですからあれですけれども、今回大量の人間を

どうさばいて、希望に沿って採用していくのか

というそのスケジュールも私は見通せなくてお

ります。そして、ここに今いなくとも、現に市

民の中でも私は就職したいというふうに手を挙

げる者もいるかもしれません。どんなふうに対

応するのか、そもそもこの制度について、今働

いている人あるいは市民ももう全然わかってい

ないという状況でありましょうから、ぜひこの

辺の、どのように今後進めていくかについて最

後に聞いて終わりたいと思います。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 最後の、どのように進め

ていくかという部分について、まずお話しさせ

ていただきます。今後、市職員にまずこの制度

についてきちんと説明をして、１２月中ぐらい

に、現在上山市で任用させていただいている

方々に説明をさせていただいて、年明け以降、

その方々から希望をとって、あとは公募の採用

というような形で実施していきたいというふう

に考えてございます。 

 先ほど２００人と言いましたけれども、本当

に単発のものについては会計年度任用職員では

なくて個別の委託というようなこともあり得ま

すので、実際の人数がそこまではならないとい

うふうには認識しているところでございます。 

 パートの方について、職員の給料表を使うか

ということでありますけれども、フルタイムで

勤務していただいた場合、この給料表のここに

位置しますということで、パートタイムの方の

場合は、その人、勤務時間が短いわけですから、

その単価で、時間単価を使って給与を算定しま

すので、基本的には給料表に基づいて支給する

という形になってございます。 

 

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

 日程第２６ 特別委員会（予算・決 

       算）の設置及び議案の 

       付託 

 

○大沢芳朋議長 日程第２６、特別委員会（予

算・決算）の設置及び議案の付託であります。 

 １２番枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 この際、動議を提出

いたします。 

 ただいま議題となっております予算議案２件

は、全議員をもって構成する予算特別委員会を

設置の上、これに付託し、また、決算議案１０

件は、全議員をもって構成する決算特別委員会

を設置の上、これに付託し、それぞれ審査され

ることを望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 ただいま１２番枝松直樹議員

から、予算議案２件は、全議員をもって構成す

る予算特別委員会を設置の上、これに付託し、

また、決算議案１０件は、全議員をもって構成

する決算特別委員会を設置の上、これに付託し、

それぞれ審査されたいとの動議が提出され、所

定の賛成者がありますので、動議は成立いたし

ました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、予算及び決算議案については、それ
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ぞれ予算及び決算特別委員会を設置の上、これ

に付託し、審査されたいとの動議は可決されま

した。 

 正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。 

    午前１１時２１分 休 憩 

                  

    午前１１時２２分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 予算及び決算特別委員会の正副委員長の互選

をお願いいたしました結果、予算特別委員会委

員長に棚井裕一議員、副委員長に神保光一議員、

また、決算特別委員会委員長に尾形みち子議員、

副委員長に髙橋要市議員がそれぞれ互選された

旨の通告がありましたので、御報告申し上げま

す。 

 なお、予算、決算以外の議案については、お

手元に配付いたしました付託表のとおり所管常

任委員会に付託いたします。 
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 日程第２７ 議第６１号 上山市学 

       校給食センター建設・ 

       維持管理等事業に係る 

       契約の一部変更につい 

       て 

 

○大沢芳朋議長 日程第２７、議第６１号上山

市学校給食センター建設・維持管理等事業に係

る契約の一部変更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ただいま議題となりました

議案について御説明申し上げます。 

 議第６１号上山市学校給食センター建設・維

持管理等事業に係る契約の一部変更についてで

ありますが、消費税法の一部改正に伴い、上山

市学校給食センター建設・維持管理等事業に係

る契約の一部を変更して実施する必要があるた

め提案するものであります。 

 議案の詳細につきましては、管理課長から説

明申し上げますので、よろしく御審議の上、御

可決くださいますようお願いいたします。 

○大沢芳朋議長 管理課長。 

〔井上咲子管理課長 登壇〕 

○井上咲子管理課長 命によりまして、議第６

１号議案上山市学校給食センター建設・維持管

理等事業に係る契約の一部変更について、補足

説明を申し上げます。 

 議案書の３４ページをお開き願います。 

 提案理由につきましては、消費税法の一部改

正に伴い、上山市学校給食センター建設・維持

管理等事業に係る契約金額を、変更前の額１４

億４，０１８万６７２円から、変更後の額１４

億４，２９１万２，５５５円に変更して実施す

る必要があるため、提案するものであります。 

 変更内容の詳細について御説明申し上げます

ので、議第６１号議案資料をごらんください。 

 このたびの契約変更は、令和元年１０月１日

からの消費税率引き上げに伴い、１０月１日以

降も事業が実施される学校給食センター維持管

理等業務に対するサービス対価の支払額に、引

き上げ後の新消費税率１０％を適用する必要が

生じたことから、契約金額を変更するものであ

ります。 

 その内容は、平成１６年６月２３日から令和

７年３月３１日までの約２０年間を事業期間と

して、エコランチファクトリー上山株式会社と

契約をしているＰＦＩ事業のうち、１０月１日

以降も実施される資料の１（２）イの（ア）か
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ら（オ）に関する維持管理等業務に対して、新

しい消費税率が適用されるため契約金額を変更

するものであります。 

 なお、１の（２）アの上山市学校給食センタ

ー設計及び建設工事等業務につきましては、業

務が完了しているため変更はございません。 

 変更となる契約金額は、平成２６年２月２８

日に議会の議決を得た第２回変更契約金額に、

その後の金利変動及び物価変動による増減額を

加減した額１４億４，０１８万６７２円に、令

和元年１０月１日から令和７年３月３１日まで

に行われる維持管理等業務のサービス対価に対

し、１０％の新税率を適用した額とこれまでの

８％との差額２７３万１，８８３円を加えた１

４億４，２９１万２，５５５円に契約額を改め

るもので、令和元年１０月１日から適用するも

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。 

○大沢芳朋議長 １０番中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 この際、動議を提

出いたします。 

 ただいま議題となっております議第６１号議

案につきましては、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会の付託を省略されることを

望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 ただいま１０番中川とみ子議

員から委員会の付託を省略されたいとの動議が

提出され、所定の賛成者がありますので、動議

は成立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６１号議案については委員会の

付託を省略されたいとの動議は可決されました。 

 これより質疑に入ります。質疑があれば発言

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 質疑はないものと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 通告がありませんので、討論はないものと認

めます。 

 よって、採決いたします。 

 議第６１号上山市学校給食センター建設・維

持管理等事業に係る契約の一部変更については、

原案のとおり同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６１号議案は原案のとおり同意

することに決しました。 
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 日程第２８ 議第６２号 上山市浄 

       水センター自家発電設 

       備更新工事の委託に関 

       する協定の締結につい 

       て 

 

○大沢芳朋議長 日程第２８、議第６２号上山

市浄水センター自家発電設備更新工事の委託に

関する協定の締結についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ただいま議題となりました

議案について御説明申し上げます。 
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 議第６２号上山市浄水センター自家発電設備

更新工事の委託に関する協定の締結についてで

ありますが、上山市浄水センター自家発電設備

更新工事の委託に関する協定を締結するため、

地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により提案するもので

あります。 

 議案の詳細につきましては、上下水道課長か

ら説明申し上げますので、よろしく御審議の上、

御可決くださいますようお願いいたします。 

○大沢芳朋議長 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６２号上山市浄水センター自家発電設備更新

工事の委託に関する協定の締結についての補足

説明を申し上げます。 

 議案書の３５ページをお開き願います。 

 上山市浄水センターに設置されている非常用

自家発電設備は、供用開始以来３７年が経過し

ており、長期間の稼働により機能的な劣化が懸

念されるため、自家発電機及び附帯する設備の

更新工事を実施するために、本件協定を締結す

るものであります。 

 初めに、協定の目的から御説明申し上げます。 

 協定の目的は、上山市浄水センター自家発電

設備更新工事の委託であります。 

 協定金額は、１億７，０００万円とするもの

であります。 

 協定の相手方は、東京都文京区湯島二丁目３

１番２７号、日本下水道事業団理事長辻原俊博

で、工期は令和元年９月５日から令和３年３月

２６日までとし、債務負担により２カ年度で行

うものであります。 

 本件の協定金額が１億５，０００万円を超え

ることとなりますので、地方自治法第９６条第

１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により提案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。 

○大沢芳朋議長 ６番棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 この際、動議を提出い

たします。 

 ただいま議題となっております議第６２号議

案につきましては、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会の付託を省略されることを

望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 ただいま６番棚井裕一議員か

ら委員会の付託を省略されたいとの動議が提出

され、所定の賛成者がありますので、動議は成

立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６２号議案については委員会の

付託を省略されたいとの動議は可決されました。 

 これより質疑に入ります。質疑があれば発言

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 質疑はないものと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 通告がありませんので、討論はないものと認

めます。 

 よって、採決いたします。 

 議第６２号上山市浄水センター自家発電設備
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更新工事の委託に関する協定の締結については、

原案のとおり同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６２号議案は原案のとおり同意

することに決しました。 
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 日程第２９ 議第６３号 損害賠償 

       の額の決定について 

 

○大沢芳朋議長 日程第２９、議第６３号損害

賠償の額の決定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ただいま議題となりました

議案について御説明申し上げます。 

 議第６３号損害賠償の額の決定についてであ

りますが、平成３１年２月１４日午後３時ごろ、

上山市藤吾地内において公用車が高速道路の立

ち入り防止柵に衝突した事故に基づく損害賠償

の額を決定するため、地方自治法第９６条第１

項第１３号の規定により提案するものでありま

す。 

 議案の詳細につきましては、庶務課長から説

明申し上げますので、よろしく御審議の上、御

可決くださいますようお願いいたします。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

〔金沢直之庶務課長 登壇〕 

○金沢直之庶務課長 命によりまして、議第６

３号損害賠償の額の決定についての補足説明を

申し上げます。 

 議案書３６ページをお開きください。 

 損害賠償の請求者は、山形市西越４２番２号、

東日本高速道路株式会社東北支社山形工事事務

所、事務所長阿部重雄であります。 

 損害賠償の原因は、平成３１年２月１４日午

後３時ごろ、上山市藤吾地内にて公用車が高速

道路の立ち入り防止柵に衝突したもので、これ

により生じた損害の賠償を行うものであります。 

 損害賠償の額につきましては、８６万４，０

００円であり、現在損害賠償請求者所有の立ち

入り防止柵の復旧工事を終了しておりますが、

この工事に要した費用を支払うものであります。 

 また、条件といたしましては、本件事故に関

し、今後いかなる事由が生じても損害賠償訴訟

等一切の異議申し立てをしないとするものでご

ざいます。 

 以上で補足説明を終わりますが、よろしくお

願いいたします。 

○大沢芳朋議長 １番谷江正照議員。 

○１番 谷江正照議員 この際、動議を提出い

たします。 

 ただいま議題となっております議第６３号議

案につきましては、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会の付託を省略されることを

望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 ただいま１番谷江正照議員か

ら委員会の付託を省略されたいとの動議が提出

され、所定の賛成者がありますので、動議は成

立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議のとおり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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６３号議案については委員会の
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付託を省略されたいとの動議は可決されました。 

 これより質疑に入ります。質疑があれば発言

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大沢芳朋議長 質疑はないものと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 通告がありませんので、討論はないものと認

めます。 

 よって、採決いたします。 

 議第６３号損害賠償の額の決定については、

原案のとおり可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〕 

○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第６３号議案は原案のとおり可決

することに決しました。 
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 日程第３０ 報告第６号 損害賠償 

       の額の決定についての 

       専決処分の報告につい 

       て 

 

○大沢芳朋議長 日程第３０、報告第６号損害

賠償の額の決定についての専決処分の報告につ

いてを議題といたします。 

 報告を求めます。副市長。 

〔塚田哲也副市長 登壇〕 

○塚田哲也副市長 ただいま議題となりました

報告第６号損害賠償の額の決定についての専決

処分について御説明申し上げます。 

 平成２３年５月１５日午後５時５分ごろ、市

民公園において、上山市二日町９番１号中川仁

氏の長女中川美南さんが負傷した事故を起因と

する後遺障害に係る慰謝料相当額を損害額とし

て、１２万６，４０５円を賠償するため専決処

分を行ったものであります。 

 内容につきましては、損害賠償請求者の長女

が遊戯中、蒸気機関車の運転席扉の下端と床面

の間に左下腿が挟まり負傷したものであり、左

下腿に残る傷跡を後遺障害と認定し、医師の示

す医科診療報酬点数等をもとに保険会社が算定

した今後必要とされる手術費用等を慰謝料相当

として賠償するものです。 

 以上、地方自治法第１８０条第２項の規定に

より報告します。 

 なお、事故に伴う治療費相当額については、

平成２３年９月定例会において損害賠償の額の

決定についての専決処分の報告をしております。 
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        散  会 

 

○大沢芳朋議長 以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。 

 これをもって散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午前１１時４２分 散 会 
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