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  令和元年９月１３日（金曜日） 

 

本日の会議に付した事件 
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午前１０時００分 開 会 
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開  議 

 

○尾形みち子委員長 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。 

 今期定例会において、当決算特別委員会に付

託されました案件は、議第４１号平成３０年度

上山市一般会計歳入歳出決算の認定について外

９件であります。 

 初めに、一般会計歳入歳出決算の審査方法に

ついてお諮りをいたします。 

 平成３０年度上山市一般会計歳入歳出決算の

説明と質疑について、各委員に配付いたしまし

た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〕 

○尾形みち子委員長 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、その他の決算については、一括しての

審査方法をもって進めたいと考えておりますの

で、御協力をお願いいたします。 
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 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 

 

○尾形みち子委員長 それでは、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

について審査を行います。 

 初めに、歳入について当局の説明を求めます。

会計課長。 

〔武田 浩会計課長 登壇〕 

○武田 浩会計課長 おはようございます。 

 命によりまして、平成３０年度上山市一般会

計歳入歳出決算について補足説明申し上げます。 
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 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の３ペー

ジ、４ページをお開き願います。 

 初めに、１款市税について申し上げます。収

入済額は３７億４，０７６万３，４１１円で、

前年度に比べ２，９８８万２，０００円の増、

率にして０．８％の増でありました。固定資産

税、軽自動車税、都市計画税が増加したことに

よるものであります。不納欠損額は１，０４４

万５，８８２円、収入未済額は２億８，６０８

万７０３円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項市民税

が１３億８，１７６万７，７１９円、２項固定

資産税が１８億４，１８６万９，８５８円、３

項軽自動車税が９，４４５万３，５２９円、４

項市たばこ税が１億６，５６６万１，１３９円、

５項入湯税が４，３０９万１，３２５円、６項

都市計画税が２億１，３９１万９，８４１円と

なっております。 

 ２款地方譲与税について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１億１，８０８万円で、

前年度に比べ１０７万５，０００円の増、率に

して０．９％の増でありました。 

 収入済額の内訳につきましては、１項地方揮

発油譲与税が３，４０９万３，０００円、２項

自動車重量譲与税が８，３９８万７，０００円

となっております。 

 ３款１項利子割交付金について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の５４２万２，０００

円で、前年度に比べ１００万１，０００円の減、

率にして１５．６％の減でありました。 

 ４款１項配当割交付金について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の６５２万６，０００

円で、前年度に比べ１８８万円の減、率にして

２２．４％の減でありました。 

 ５款１項株式等譲渡所得割交付金について申

し上げます。収入済額は調定額と同額の５８１

万円で、前年度に比べ２７４万２，０００円の

減、率にして３２．１％の減でありました。 

 ６款１項地方消費税交付金について申し上げ

ます。収入済額は調定額と同額の５億８，２４

８万７，０００円で、前年度に比べ４，２４６

万円の増、率にして７．９％の増でありました。 

 ７款１項ゴルフ場利用税交付金について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の５６７万

２，６８１円で、前年度に比べ１２万８，００

０円の減、率にして２．２％の減でありました。 

 ８款１項自動車取得税交付金について申し上

げます。収入済額は調定額と同額の３，３１６

万７，０００円で、前年度に比べ１２万２，０

００円の減、率にして０．４％の減でありまし

た。 

 ９款１項地方特例交付金について申し上げま

す。次のページをお開き願います。収入済額は

調定額と同額の１，６３８万６，０００円で、

前年度に比べ２４５万７，０００円の増、率に

して１７．６％の増でありました。 

 １０款１項地方交付税について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の３７億４，５７０万

円で、前年度に比べ１億１，６９２万８，００

０円の減、率にして３．０％の減でありました。

普通交付税が１億２，２０２万５，０００円減

少し、特別交付税が５０９万７，０００円増加

したことによるものであります。 

 １１款１項交通安全対策特別交付金について

申し上げます。収入済額は調定額と同額の５１

４万３，０００円で、前年度に比べ２万３，０
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００円の増、率にして０．４％の増でありまし

た。 

 １２款分担金及び負担金について申し上げま

す。収入済額は１億２，６８２万５，２６２円

で、前年度に比べ５００万４，０００円の減、

率にして３．８％の減でありました。保育施設

入所負担金などの減により主に負担金が減少し

たことによるものであります。不納欠損額は１

０８万１，８１０円、収入未済額は１８４万４，

４５０円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項分担金

が２７４万４，９２２円、２項負担金が１億２，

４０８万３４０円となっております。 

 １３款使用料及び手数料について申し上げま

す。収入済額は１億３，１２２万９，１０９円

で、前年度に比べ８７０万円の減、率にして６．

２％の減でありました。老人いこいの家使用料

の皆減、道路占用料の減などで主に使用料が減

少したことによるものであります。不納欠損額

は１７万９，０００円、収入未済額は３１６万

１，３０７円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項使用料

が６，３４４万２，０６９円、２項手数料が２，

７７５万７９０円、３項証紙収入が４，００３

万６，２５０円となっております。 

 １４款国庫支出金について申し上げます。収

入済額は調定額と同額の１２億６，７３３万９，

８３４円で、前年度に比べ１億７，４３２万８，

０００円の減、率にして１２．１％の減であり

ました。社会資本整備総合交付金などで増加し

たものの、地方創生拠点整備交付金、臨時福祉

給付金（経済対策）補助金、訪日外国人旅行者

受入基盤整備事業費補助金、臨時道路除雪事業

費補助金の皆減などにより、主に国庫補助金が

減少したことによるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

担金が１０億１，５９８万８，１８２円、２項

国庫補助金が２億４，５２９万５，８００円、

３項委託金が６０５万５，８５２円となってお

ります。 

 １５款県支出金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の８億６，７６７万６，２

２０円で、前年度に比べ８，３９１万８，００

０円の減、率にして８．８％の減でありました。

子どものための教育・保育給付費県費負担金な

どの減により県負担金が減少、林業・木材産業

成長産業化促進対策事業費補助金が皆増などし

たものの、森林・林業再生基盤づくり交付金の

皆減などにより県補助金が減少、衆議院議員総

選挙執行経費市町村交付金の皆減などにより委

託金が減少したことによるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項県負担

金が４億９，４８３万２，８７９円、２項県補

助金が３億１，１３４万３，４０７円、３項委

託金が６，１４９万９，９３４円となっており

ます。 

 １６款財産収入について申し上げます。収入

済額は１５億５，４３５万３，６１１円で、前

年度に比べ１４億４，１７１万４，０００円の

増、率にして１，２７９．９％の増でありまし

た。蔵王フロンティア工業団地の土地売買収入

などの増により、財産売払収入が増加したこと

によるものであります。収入未済額は２，５９

０円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項財産運

用収入が５，８８６万３，９３９円、２項財産

売払収入が１４億９，５４８万９，６７２円と

なっております。 

 次ページをお開き願います。 

 １７款１項寄附金について申し上げます。収
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入済額は調定額と同額の１１億８，０９４万６

７６円で、前年度に比べ１億８，４８２万４，

０００円の減、率にして１３．５％の減であり

ました。指定寄附金で増加したものの、一般寄

附金、ふるさと納税寄附金が減少したことによ

るものであります。 

 １８款繰入金について申し上げます。収入済

額は調定額と同額の５億５，５２４万７，１３

３円で、前年度に比べ３，５２５万３，０００

円の減、率にして６．０％の減でありました。

特別会計の廃止により施設貸付事業特別会計繰

入金が皆増したものの、財政調整基金繰入金の

減、ふるさと納税基金繰入金の皆減で基金繰入

金が減少したことによるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項基金繰

入金が２億９，４１０万円、２項特別会計繰入

金が２億６，１１４万７，１３３円となってお

ります。 

 １９款１項繰越金について申し上げます。収

入済額は調定額と同額の４億４５３万９，５７

３円で、前年度に比べ７，９９２万８，０００

円の増、率にして２４．６％の増でありました。 

 ２０款諸収入について申し上げます。収入済

額は１１億３，０９２万６，４１８円で、前年

度に比べ１億４，８７９万３，０００円の増、

率にして１５．２％の増でありました。主に、

産業立地促進資金預託金返還金の増により貸付

金元利収入が増加するとともに、その他臨時的

雑入などの増により雑入が増加したことによる

ものであります。収入未済額は４５万８，３７

８円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、

加算金及び過料が２８４万８，９３４円、２項

市預金利子が７万６，３４５円、３項貸付金元

利収入が９億２，１８１万４００円、４項受託

事業収入が９８５万４，８７５円、５項雑入が

１億９，６３３万５，８６４円となっておりま

す。 

 ２１款１項市債について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１９億９，７２０万円で、

前年度に比べ６億７，４５０万円の減、率にし

て２５．２％の減でありました。再生可能エネ

ルギー施設整備貸付金事業などで皆増、中学校

施設整備事業、県営土地改良事業負担金、社会

資本整備総合交付金事業などで増加したものの、

庁舎整備事業、小学校施設整備事業などで減、

子育て支援施設整備事業、再開発ビル再生整備

貸付金事業、図書館整備事業などで皆減したこ

とによるものであります。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１７７

億６，８９３万６，０００円に対し、調定額１

７７億８，４６８万９，０４８円、収入済額１

７４億８，１４３万４，９２８円、不納欠損額

１，１７０万６，６９２円、収入未済額２億９，

１５４万７，４２８円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ４億５，７００万

４，０００円の増、率にして２．７％の増であ

りました。 

 以上で一般会計の歳入についての説明を終わ

りますが、よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で歳入についての質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出について当局の説明を求めます。

会計課長。 

〔武田 浩会計課長 登壇〕 
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○武田 浩会計課長 それでは、一般会計の歳

出について申し上げますので、９ページ、１０

ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項議会費について申し上げま

す。支出済額は１億５，５１８万２，４１９円

で、前年度に比べ１２０万１，０００円の減、

率にして０．８％の減でありました。不用額は

２１２万５，５８１円となっております。 

 ２款総務費について申し上げます。支出済額

は２１億５，１７５万９，６４９円で、前年度

に比べ１３億９，０６３万９，０００円の減、

率にして３９．３％の減でありました。防災通

信機器等整備工事請負費などで増加したものの、

本庁舎耐震化等に係る工事請負費、ふるさと納

税業務委託料、ふるさと納税基金積立金などの

減により、主に総務管理費が減少したことによ

るものであります。翌年度繰越額は３３７万７，

０００円、不用額は１億４，５１１万２，３５

１円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項総務管

理費が１８億４，６８８万６，４１９円、２項

徴税費が１億６，０４０万７，１３４円、３項

戸籍住民基本台帳費が６，７７２万３，６４７

円、４項選挙費が１，２５６万１８４円、５項

統計調査費が４，６１６万７，９９５円、６項

監査委員費が１，８０１万４，２７０円となっ

ております。 

 ３款民生費について申し上げます。支出済額

は４２億６，８０６万２，３０７円で、前年度

に比べ２億７，１７３万４，０００円の減、率

にして６．０％の減でありました。扶助費など

の増により生活保護費が増加したものの、臨時

福祉給付費の皆減などにより社会福祉費が減少、

総合子どもセンター事業費などが増加したもの

の、子育て支援施設整備事業費の皆減などによ

り児童福祉費が減少したことによるものであり

ます。翌年度繰越額は３５０万円、不用額は１

億６，２０９万２，６９３円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項社会福

祉費が２４億８，５２３万８，２９８円、２項

児童福祉費が１４億５，２３７万２，０２８円、

３項生活保護費が３億３，０４５万１，９８１

円となっております。 

 ４款衛生費について申し上げます。支出済額

は１４億１０１万７，４１７円で、前年度に比

べ５億４，４８４万７，０００円の増、率にし

て６３．６％の増でありました。温泉健康施設

事業費などで減少したものの、再生可能エネル

ギー施設整備事業費貸付金の皆増などにより保

健衛生費が増加したことによるものであります。

不用額は１億１，４０１万２，５８３円となっ

ております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項保健衛

生費が１０億６，１８９万９，４４１円、２項

清掃費が３億３，９１１万７，９７６円となっ

ております。 

 ５款１項労働費について申し上げます。支出

済額は５，７０９万１，４９７円で、前年度に

比べ２２８万１，０００円の増、率にして４．

２％の増でありました。働きやすい職場づくり

奨励金の皆増などによるものであります。不用

額は６２７万６，５０３円となっております。 

 ６款農林水産業費について申し上げます。支

出済額は５億５，５４９万６，２４３円で、前

年度に比べ２，７７１万５，０００円の減、率

にして４．８％の減でありました。県営土地改

良事業負担金などの増により農業費が増加、林

業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金

が皆増などしたものの、森林・林業再生基盤づ

くり交付金の皆減などで林業費が減少したこと
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によるものであります。不用額は１，７７２万

３，７５７円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項農業費

が５億２１２万５，３８０円、２項林業費が５，

３３７万８６３円となっております。 

 ７款１項商工費について申し上げます。支出

済額は１５億２，７５７万６，３９７円で、前

年度に比べ９，０７４万円の減、率にして５．

６％の減でありました。商工業金融対策事業費

で貸付金、観光施設管理費で上山城屋根瓦等改

修工事請負費などが増加したものの、商業活性

化推進事業費で上山二日町再開発株式会社への

貸付金、訪日外国人旅行者受入基盤整備事業費

の皆減などにより減少したことによるものであ

ります。不用額は１億８７８万７，６０３円と

なっております。 

 ８款土木費について申し上げます。支出済額

は１１億８，６６７万１，０７６円で、前年度

に比べ３，２８１万３，０００円の増、率にし

て２．８％の増でありました。主に公共下水道

事業特別会計繰出金及び計画作成等業務委託料

などの減により都市計画費が減少したものの、

地域優良賃貸住宅供給促進事業費の皆増、市営

住宅長寿命化事業費工事請負費の増などにより

住宅費が増加したことによるものであります。

翌年度繰越額は１億６，３００万円、不用額は

６，１７８万９，９２４円となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 支出済額の内訳につきましては、１項土木管

理費が２，５３６万８，６０６円、２項道路橋

梁費が６億４，５７２万５，２７９円、３項河

川費が２５６万５，１７９円、４項都市計画費

が３億１，５０８万１，０４６円、５項住宅費

が１億９，７９３万９６６円となっております。 

 ９款１項消防費について申し上げます。支出

済額は６億１，４２３万２，６０５円で、前年

度に比べ７，７３６万４，０００円の減、率に

して１１．２％の減でありました。主に市単独

消防施設整備事業費で水槽付消防ポンプ自動車

の購入により備品購入費などが増加したものの、

高機能消防指令センター更新工事請負費の皆減

などにより工事請負費が減少したことによるも

のであります。不用額は９３３万６，３９５円

となっております。 

 １０款教育費について申し上げます。支出済

額は１４億８，３７４万７，９５９円で、前年

度に比べ４，７９０万６，０００円の減、率に

して３．１％の減でありました。蔵王坊平アス

リートヴィレッジ費など項の移動による増、体

育施設等整備事業費における工事請負費などの

増により主に保健体育費が増加したものの、二

日町プラザにおける図書館工事費負担金、上山

小学校建設事業費の皆減などにより社会教育費

及び小学校費が減少したことによるものであり

ます。翌年度繰越額は１億２，００１万８，０

００円、不用額は７，９２０万４，９１７円と

なっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項教育総

務費が２億２０万９，５７２円、２項小学校費

が２億６，９５８万３円、３項中学校費が２億

２，９０５万８，３４１円、４項学校給食費が

１億９，６３８万６，５１６円、５項社会教育

費が３億１，５５７万２７３円、６項保健体育

費が２億７，２９４万３，２５４円となってお

ります。 

 １１款災害復旧費について申し上げます。支

出済額は１，０３１万１９６円で、前年度に比

べ８２４万３，０００円の増、率にして３９８．

９％の増でありました。単独土木施設災害復旧

事業費の増により、主に土木施設災害復旧費が
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増加したことによるものであります。不用額は

１９６万８０４円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項農林水

産業施設災害復旧費が２１８万３，２７４円、

２項土木施設災害復旧費が８１２万６，９２２

円となっております。 

 １２款１項公債費について申し上げます。支

出済額は３２億３，８８４万７，６５９円で、

前年度に比べ１７億２，８３８万９，０００円

の増、率にして１１４．４％の増でありました。

市債繰上償還元金、市債償還元金などが増加し

たことによるものであります。不用額は２，７

４０万９，３４１円となっております。 

 １３款諸支出金１項普通財産取得費について

申し上げます。支出済額は３，８０８万６，２

１４円で、前年度に比べ３，８０８万６，００

０円の減、率にして５０％の減でありました。

蔵王みはらしの丘宅地分譲用地の土地取得費が

減少したことによるものであります。不用額は

３，８０８万６，７８６円となっております。 

 １４款１項予備費について申し上げます。当

初予算額は２，０００万円でありましたが、１

０款教育費に２９５万９，８７６円を充用した

ため、不用額は１，７０４万１２４円となって

おります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額１７７

億６，８９３万６，０００円に対し、支出済額

は１６６億８，８０８万１，６３８円、翌年度

繰越額は２億８，９８９万５，０００円、不用

額は７億９，０９５万９，３６２円となったも

のであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ３億７，１１９万

円の増、率にして２．３％の増でありました。 

 次のページをお開き願います。 

 歳入歳出差引残額は７億９，３３５万３，２

９０円となり、うち１億５，０００万円を財政

調整基金に、２億２，４００万円を減債基金に、

合わせて３億７，４００万円を基金に繰り入れ

たものであります。 

 以上で平成３０年度上山市一般会計歳入歳出

決算について補足説明を終わりますが、よろし

くお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります

が、質疑は区分して行います。 

 初めに、１款議会費、２款総務費について質

疑、発言を許します。守岡委員。 

○守岡 等委員 １０２ページの総務費、ふる

さと納税推進事業費についてです。 

 歳入のところで、ふるさと納税の寄附金が平

成３０年度は１１億５，５００万円あったとい

うことでしたけれども、それに対して、その事

業費として５億５，５００万円ほどかかったわ

けですけれども、基金の積み立てに１億円計上

されましたけれども、残り５億円はどのような

決算処理になっているのか。この決算書を見た

限りではわからないので御説明いただけますか。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 まず、返礼品等につ

いて４億円程度かかっております。また、各ポ

ータルサイトを通じて寄附金をされた場合には

ポータルサイトに手数料を払う必要があります

ので、そちらの金額も７，２００万円ほどある

ということで、そのほかに観光物産協会のほう

に返礼品の発送業務を委託しておりますので、

そちらについて４，６００万円ほどかかってい

るのが経費の内訳になります。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そうしますと、ふるさと納税

推進事業費以外に返礼品等の費用がかかってい

るという理解でよろしいですか。 
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○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 事業費の内訳でござ

いましたので、それ以外の５億円、要は、入と

出の差し引きの部分につきましてはいわゆる一

般財源化されているということで、各歳出のほ

うに充てられているということでございます。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そうしますと、寄附する際に

は市長におまかせとか、子育て・文化・スポー

ツとか、健康・福祉とか、テーマに応じて寄附

するわけですけれども、支出する場合はそうし

た寄附した人の意向は反映されないで一般財源

化されると、こういうことでいいですか。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 寄附された方のこう

いった目的に使ってほしいという意向に即しま

して、各事業のほうに充当先を決めさせていた

だいているところでございます。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そうすると、一応それぞれの

テーマごとというか、項目ごとに支出されてい

るという資料はありますか。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 決算終了後にそうい

った資料を作成しまして、各寄附者の方にもわ

かるようにさせていただいているところでござ

います。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。枝松委員。 

○枝松直樹委員 今のことに関連してなんです

けれども、以前伺ったときには返礼率が高かっ

たということで、では市に一体どれぐらい、市

の財政に貢献するのか、その割合を教えてほし

いと申し上げたところ、それは物によって違い

ますよと。少なくとも３割、あるいは物によっ

ては４割、中をとって３割５分ぐらいが。だか

ら、１０億円が入ったとすれば３億５，０００

万円ぐらいが市の財政に貢献するというふうに

私は認識をしておりました。 

 そして、今回１１億５，５００万円になった

ということで、あと返礼率が下がった、今年度

は９億円ほど。そうなりますと、返礼率の変動

によって市に対する財政の貢献度の割合が変わ

ったかどうか。先ほどの守岡委員のはそれは見

えてこないわけですから、そこのところを私は

別な視点で聞きたいということであります。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 要は、歳入として手

元に残る金額ということでしょうけれども、約

１割ほど今回の返礼率の見直しによって市に残

る割合が高まっていると見ております。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 高まったことだからいいんで

すけれども、そうしますと、簡単にするために

仮に１０億円があったとすると、どの程度入る

と言えるのですか。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 約半分ほどが市のほ

うに残るという形になるかと思います。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 返礼率を統一したことによっ

て、全体の金額が圧縮されても実入りがよくな

ったということでは、大変よろしいかと思うと

ころであります。 

 それでは、別の質問をさせていただきます。

９６ページにあるんですけれども、職員の研修

だと思いますが、自主研修グループ活動助成金

４６万円が計上されております。この中身につ

いて、どういう時間帯に研修をされているのか。

オンとオフの違いなどを教えてください。 
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○尾形みち子委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 基本的に外部の講座等に

行くケースと講師を呼んで研修を行うというも

のでございまして、５人から２０人ぐらいのグ

ループをつくったものでそのような形での研修

を行っているものでございます。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 わかりました。 

 あとは、バス路線の維持の件についてであり

ます。１０２ページを見ますと１，８００万円

ほどが路線維持のために補助金として支出され

ているわけでございますけれども、これはいわ

ゆる市内の路線を維持するため。仙台は別なん

ですかね、その辺を。あと、これは市内の全て

のバスですよね。全てというか、山形交通しか

ないわけですけれども。その中身について少々

説明をお願いします。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 こちらの赤字路線の

補助金につきましては、５路線につきまして補

助をしているものです。中身につきましては棚

木線、生居線、菖蒲線、赤山線、久保手線、こ

ちら山交が市内でバス路線を運行している部分

の赤字補塡という意味合いでの補助金でござい

ます。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 わかりました。ただ、いつも

見ると人が乗っていないように見えるものです

から、これは何とも難しい課題なのですが、何

とかもう少し効率がよくならないものかという

思いでお伺いしたところであって、そうすると、

今の５路線ですから仙台などは入っていないと

いうことでよろしいですね。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 はい。仙台路線は入

っておりません。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。谷江委員。 

○谷江正照委員 市庁舎の耐震工事等、着々と

進んでおりまして、昨年の９月定例会にて市庁

舎の耐震におけます非常用発電機がある市役所

でありますので、災害時におけるスマートフォ

ンや携帯電話の充電をどうするのかとただした

ところ、一定のルールをつくり対応していくと

のお答えでありました。 

 このたび台風被害で大規模停電に見舞われて

いる被災地などもあります。本市ではそのよう

なことはないわけではありますが、備える必要

が十分あると思います。現在、そのようなスマ

ートフォンや携帯電話の充電の一定のルールづ

くりはどのように進んでいるか、お示しいただ

ければと思います。 

○尾形みち子委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 明確なルールを文書化し

たわけではございません。一定のルールという

のは、災害対策本部で使用する電力について、

その余った分について、なおかつ混乱しないよ

うに、例えば１時間ずつとか３０分ずつとか、

来る人の人数を見てある程度ルール化するとい

うのが、柔軟な対応と考えてございます。 

○尾形みち子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 昨年そのようなことでありま

して、現在の被災地の状況を見ますと、窓口の

対応が大分大変になっていると。整理券の発行

やスマートフォンの充電受け付けの対応に大変

職員の方の手がとられると。こういったことの

人的な備え、窓口の備えなどは検討しているか、

お聞きしたいと思います。 

○尾形みち子委員長 庶務課長。 

○金沢直之庶務課長 非常時の業務の対応につ
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いては、その際に対応すべきものと考えており

ます。というのは、避難所にどのぐらいの人数

が割かれるか、そういった部分にもあわせて対

応すべきと考えておりますので、今現在明確な

ルールを策定してはございません。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 １０６ページの消費者行政費

なんですけれども、本市で消費生活センターを

設置しているわけですけれども、認知度が目標

値からかなりかけ離れていると。この原因とし

て「相談件数はふえたものの認知率向上にはつ

ながりませんでした」となっています。この認

知度を、今後市報の配布回数も減るわけですけ

れども、どのように今後上げるとお考えですか。 

○尾形みち子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 消費生活センターの

認知率の向上につきましては、平成３０年度に

つきましては年４回のセンターだよりなども発

行したほか、ホームページ、市報等でも広報し

てまいりましたので、今後とも引き続き広報に

努めたいとの考えであります。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 以前から申し上げていると思

うんですけれども、県の消費者行政、これはも

ちろん県もやって、市もやって、もちろん警察

のほうもやってというふうに、各方面から啓発

に努めているということで、これは単独でやる

よりも当然、単純に１回ずつやっても３倍にな

るわけですからそれはそれでいいんですけれど

も、やはり連携というのも大切だと思うんです。

そういった意味で、センターだよりも必要だと

思いますけれども、例えばＡＴＭでの詐欺への

振り込みの対処なども含めて、どのような方法

があるかというのも消費生活センターの認知度

の向上につながると思いますので、さらに柔軟

な対応をお願いしたいと思います。以上です。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 １０４ページのシティプロモ

ーション推進事業費についてお伺いいたします。 

 まず、本市の情報発信という部分で非常に重

要な役割を担う部署が設置されてから１年半ほ

ど経過しようとしているかと思いますが、まず

これまでの取り組みに対する評価、内部におけ

る評価という部分についてお考えをお示しいた

だければと思います。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 現在、シティプロモ

ーションにつきましては、ふるさと納税などを

してくださった方、要は関係人口についてふや

していきたいというところを考えておりまして、

ファンクラブを設立してファンクラブを通じた

周知もこれまで図ってきておりますけれども、

現在、まだファンクラブの会員数について目標

値に達していない状況でございますので、今年

度につきましても、仙台圏等でファンクラブイ

ベント等を開催するなどして会員の増加に努め

てまいりたいと考えているところでございます。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 ただいまお答えいただきまし

たように、特に、市外に対するＰＲも非常に重

要であると同時に、市報等を含む市内、市民に

対する周知という部分も重要な役割を担ってい

ると考えているわけでございます。 

 特に今、第７次上山市振興計画、前期計画に

基づいてさまざまな政策を行っているわけでご

ざいます。それで後期計画の策定ということで

進めているところと思うのですが、第７次上山

市振興計画の市民への浸透度、これは非常に数
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値的に悪いと受けとめざるを得ない状況だと思

います。基本構想内でも「協創」という文字が

入っていたと思います。市民と行政がともにと

いうところだと思います。浸透度の数値がこの

数字、１３％と。目標値との乖離が余りにも大

きいと言わざるを得ません。 

 そこで、今後の後期計画策定後も含めての取

り組み、目標値の下方修正と言って正しいかわ

かりませんけれども、目標値の修正並びに市民

への周知、第７次上山市振興計画策定時は大学

生と一緒になってダイジェスト版を作成して配

布したという経緯もあると思いますが、これか

らの市民への浸透度向上についての取り組みに

ついて、考え方をお示しいただければと思いま

す。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 第７次上山市振興計

画の浸透を高めるためにも、検証委員会を毎年

開かせていただいて、その進捗度についても市

民の皆様にも周知を図ってきているところでご

ざいますけれども、なかなか浸透していないと

いう現実もございます。 

 後期基本計画におきましては、策定後にそち

らを広めるために各地区ごと再度後期基本計画

の説明会などを開かせていただく予定でおりま

すので、そういった市民との直接対話の場もふ

やしながら浸透度を高めてまいりたいと考えて

おります。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 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。 

    午前１０時５０分 休 憩 

                  

    午前１１時００分 開 議 

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、３款民生費について質疑、発言を許し

ます。守岡委員。 

○守岡 等委員 決算書の１２６ページの総合

子どもセンター事業費の委託料についてです。 

 この総合子どもセンター事業費は、平成３０

年度での新たな事業ということで物件費の中で

も大変大きな額となっています。監査委員によ

る決算審査意見書の中でも、物件費全体では平

成２９年度より１億２４３万７，０００円減少

しているんですが、一方で、平成３０年度の経

常収支比率が９５．２％と前年度よりも３ポイ

ント上昇しているという報告があります。総合

子どもセンター事業費と物件費、そして経常収

支比率との関連性、関係というものをわかりや

すく御説明いただきたいのですが。 

○尾形みち子委員長 財政課長。 

○平吹義浩財政課長 まず、経常収支比率が平

成３０年度、３ポイント悪化しました。その主

な要因ですけれども、物件費の増加によるもの

が１．３ポイント、人件費が０．６ポイント、

公債費が０．６ポイントということで主な内容

になるんですけれども。 

 委員御発言のとおり、ところが、物件費のウ

エートが高いにもかかわらず物件費の合計は逆

に減っているわけです。この関係なんですけれ

ども、経常収支比率といったものは、実はあく

までも経常的なものということで、臨時的なも

のは含まないということです。物件費全体が大

きく減った、２億円以上減った一番大きい要因

がふるさと納税に係る経費の部分、それが平成

２９年度と平成３０年度で大きく減りました。
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物件費の増加の中でめんごりあの委託料が一番

ウエートが大きいんですけれども、経常収支比

率から見ますと、臨時的なもの、つまりふるさ

と納税に関するものは除外されて、めんごりあ

等の部分については経常収支比率にカウントさ

れるということで、経常収支比率の中で物件費

が１．３ポイント構成しているということでご

ざいます。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 わかりました。実際、臨時的

な経費が分母から外れて、全体の数値が高くな

っているということで。ただ、経常収支比率９

５．２％と、やはりもうレッドゾーンだと思い

ますので、ぜひこの辺の改善をお願いして質問

を終わります。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。枝松委員。 

○枝松直樹委員 ファミリー・サポート・セン

ターについて伺います。 

 昨年度の主要成果説明書によりますと、サポ

ート・センターの認知度が２５％とがくっと下

がっていて、この理由は、数字がそれぞれ違う

から下がったというような内容が書いてあるん

ですけれども、ファミリー・サポート・センタ

ーは大分たつわけですよね、制度が発足してか

ら。それで、何か余り利用されていないという

感じを受けておりまして、現状、どのような状

況になっているのか、まず伺っておきたいと思

います。 

 あわせて、まじゃれの件ですが、ここについ

ても、どうも利用者が固定化していると。参加

者の固定化、あとイベントの定例化等によって

利用率が高まっていないということなんですが、

今後のそれに対する改善策はどのように考えて

おられるのか伺います。 

○尾形みち子委員長 子ども子育て課長。 

○齋藤智子子ども子育て課長 ファミリー・サ

ポート・センターについてお答えいたします。 

 平成３０年度のファミリー・サポート・セン

ターの利用会員数は協力会員、両方会員合わせ

て３３３人ということで、平成２９年度の会員

数よりも増加しております。会員数は増加。た

だし、利用件数としては、カウントの仕方が変

わったのですが、５２２件の利用があるという

ことで、やはりファミリー・サポート・センタ

ーを必要としている方が多くいらっしゃるとい

う認識でおります。 

 市といたしましても、子育て情報、ＬＩＮＥ

などを通してこの利用の周知に一層努めてまい

りたいと考えております。 

○尾形みち子委員長 福祉課長。 

○鏡 裕一福祉課長 まじゃれについてお答え

をいたします。 

 まじゃれにつきましては、平成３０年度利用

者９，１２５人ということで、平成２９年度よ

りは上昇しております。 

 利用者について固定化しているということで

ありますけれども、イベントについて利用者の

方に人気があるイベントを工夫したり、今、参

加されている方の自主的な運営等も検討して、

さらに新たなる利用者の拡大を進めているとこ

ろであります。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 まず、ファミリー・サポー

ト・センター、私も制度が発足した当時から大

変期待をしていたんですが、なかなか利用が伸

び悩んでいると思っておりますので、ぜひ今後

とも努力をしていただきたいと思います。 

 それから、まじゃれですが、私たちが市内で

市民から聞くのでは、なかなか行きにくいとい
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う、クローズと、そういう空間に感じている人

がいるようでございます。ぜひその辺をもう少

し、新たな利用者ということであればぜひ、ど

のようにしたら獲得できるのか。同じ人が何回

も行っているというようなこともあるようです

から、余りいい話を聞かないものですから、ぜ

ひ改善策を模索していただきたいと思います。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。石山委員。 

○石山正明委員 最初に、民生委員の件につい

てお伺いいたします。 

 御案内のように、上山市では非常に高齢化が

進んでいるという中で、民生委員の役割という

のは非常に大きな役割でございますけれども、

ただ、現実的になり手が非常に少ないというこ

とで、困っている地区が非常にあるとお聞きし

ております。また、この補助役として福祉協力

員という形で各地区のほうにお願いしていると

いうことでございますが、私が拝見したところ、

この福祉協力員との連係プレーが余りうまくい

っていないのではないかと感じておりますが、

その点についてお伺いいたします。 

○尾形みち子委員長 福祉課長。 

○鏡 裕一福祉課長 民生委員につきましては、

３年ごとの任期で今年度が更新の時期でありま

す。定員が９２名で、そのうち４名が欠員の地

区が出ておりますが、現在、地区のほうで適任

の方を選出いただいているところです。 

 福祉協力員との連携ということですが、福祉

協力員については市の社会福祉協議会において

任命をしている役割でございますが、地区によ

っては隣組長に役割をお願いしている地区もあ

りまして、地区ごと差はあるとは思いますけれ

ども、地区会長、民生委員、組長との連携で地

域の高齢者、生活困窮の方への支援がうまくい

っている地区もあると認識しております。 

○尾形みち子委員長 石山委員。 

○石山正明委員 うまくいっている地区もあれ

ば、うまくいっていない地区もあるわけであり

ます。というのは、戸数が非常に多い地区に対

しては、実は民生委員一人では回り切れないと

いう声が聞こえております。ただ、今お話しし

た福祉協力員については、実はどなたにするか

というのは各地区に任せる形で、実は身分がは

っきりしていない。隣組長にお願いするといっ

ても、実は隣組長というのはほとんどが順番制

でありまして、隣組長が福祉協力員として活動

できるということはまず非常に厳しい条件であ

りますから、実は私としては福祉協力員の立場

というもの、位置づけというものをはっきりし

た形で民生委員に対する補助という形でつけて

いただかないと、今後恐らくますます高齢化が

進む中で民生委員のなり手はなかなかいなくな

るのではないかと思って危惧しておりますが、

福祉協力員の立場をどうするかということにつ

いてどのようにお考えかお伺いします。 

○尾形みち子委員長 福祉課長。 

○鏡 裕一福祉課長 福祉協力員の役割ですけ

れども、地区ごとによって隣組長とか隣組長で

はなく地域で近隣の方を手助けする志のある方

を任命している方がいらっしゃると伺っており

ますけれども、１年ごとの輪番制であっても、

現在、地域福祉においては民生委員、福祉協力

員の役割も大事ですけれども、御自身のお住ま

いの隣の高齢者の方、障がい者の方をできる範

囲で支援していくという地域福祉を進めるとい

うことが、国でも進めている地域福祉のあり方

でもありますので、福祉協力員の役割を高める

というよりも、市民皆さんで地域福祉の推進を

進めていきたいというのが私の考えであります。 
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○尾形みち子委員長 石山委員。 

○石山正明委員 繰り返しになりますけれども、

福祉協力員というのは、その地区で例えば副会

長にお願いするという形でこちらで申し上げれ

ば、副会長が自分の任期の期間内、福祉協力員

として活動するわけですから。地区会長に福祉

協力員をお願いするというのは、これは酷な話

ですよ。やはり非常に多くの仕事を抱えている

中でやるわけですから。だから、その立場を例

えば、個人的な考えですが、副会長のほうに民

生委員の協力員として福祉協力員をお願いする

という形ですれば、これはやはりある程度きち

っとした形で進むのではないかと思っておりま

す。これは私の要望ですから、今後ぜひお考え

いただきたいと思います。 

 次に、灯油の助成についてお伺いをいたしま

す。 

 灯油の助成については、県の補助事業という

形で非常に、文書をいただきましたけれども、

大きな字で丁寧に対象者に対して説明していら

っしゃるようですが。実は、資料もいただきま

したけれども、交付率については、申請率とい

うか、全体の対象者に対して何％補助を出して

いますかということで、年々上昇はしておりま

す。ですが、やはり８７．６％ということで、

現実的に２２０世帯以上の方が申請をしていら

っしゃらない、この方についての助成ができて

いないということでございます。 

 実は、この文書を見てもわかりますが、高齢

者世帯あるいはひとり世帯で、そして住民税が

非課税世帯という条件でございますが、このよ

うな方々の生活がどのような生活なのか。これ

は私どもが、民生委員をやりましたけれども、

回らせていただいてその生活の苦労は非常にわ

かります。その中でたった５，０００円という

考え方でしょうけれども、５，０００円という

のは２０リッターの灯油が３缶もらえるわけで

す。この灯油を使えるということは、その高齢

者世帯にとって非常にありがたい制度であると

思っているわけでございます。その中で２２０

世帯の方々が補助をいただいていないという方

について、今後どのように対応していくのかお

教えいただきたい。 

○尾形みち子委員長 福祉課長。 

○鏡 裕一福祉課長 灯油購入費の助成につい

てでありますけれども、確かに申請率について

は平成３０年度、８７．６％で前年よりも若干

上昇しております。２００世帯の方が御利用い

ただけなかったということですが、その中には

長期入院の方とか長期入所の方も幾らか含まれ

ております。ただ、在宅で生活されている方も

いらっしゃるとは把握しておりますので、民生

委員と地区会長を通じて、全ての在宅で生活さ

れている方が御利用できるように周知、お知ら

せを進めてまいりたいと思っております。 

○尾形みち子委員長 石山委員。 

○石山正明委員 今、課長のお話の中で「民生

委員を通して」というお話がありましたが、民

生委員の方々に今後この２２０戸の方について

当たっていただくと。これは個人情報の漏出と

なりますけれども、大丈夫ですか。 

○尾形みち子委員長 福祉課長。 

○鏡 裕一福祉課長 個人情報というのは、課

税状況ということかと思いますが、課税状況で

はなくて単身で生活されている生活の状況、障

がいの状況等を福祉課で把握いたしまして、で

きる範囲で地区の民生委員に御協力をお願いし

たいと考えております。 

○尾形みち子委員長 石山委員。 

○石山正明委員 実は、私が民生委員をしてい
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るときに、要するに、申請をしていない方はど

なたですか、私の地区でどなたか申請をしてい

ない方がいらっしゃいますかとお聞きしたこと

があります。そうしたら、返ってきた言葉が、

「個人情報ですから教えられません」という言

葉でございました。これは違うぞと。 

 やはり先ほど申し上げました非常に困ってい

る方に対しては、民生委員の方に「この方がま

だ申請をしていないんですけれども、どうして

いますか」ということを問い合わせていただけ

れば、民生委員の方がそのところに行って、実

は私、回ってみたんですけれども、文書が来て

いることすらわからない。手紙が来ていること

すらわからない。「あら、来ったんだっけべ

か」というところが結構あります。というのは、

やはり高齢者というのは半分、こんなことを言

っては失礼ですけれども、認知症の方が非常に

多い。その中で文書をもらったことすらわから

ない、あるいは、文書をもらっても、それをポ

ストに入れなければならない、ポストに入れる

のに実はポストが近くにないという方も多々い

らっしゃいます。 

 ですから、繰り返しになりますけれども、民

生委員の方に、この数からいくと大体１件当た

り３名ぐらいですよ、平均で言うと。その３名

の方々がまだ来ていないんですけれどもどうで

しょうか、回っていただけますかということを

ぜひ民生委員を通して問い合わせていただいて、

この数字がなるべく１００に近い形で達成でき

るようにお願いしたいと思います。以上、これ

は要望でございます。よろしくお願いします。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、４款衛生費について質疑、発言を許し

ます。枝松委員。 

○枝松直樹委員 せんだって、十日町の二日町

プラザから十日町沿いをずっと、大和屋の辺ま

で東北電力から工事をしていただきました。カ

ラスのふん害が物すごくて、余りにも見苦しい

し頻回に起きるので困ったものだと思っていて、

その工事をしたら非常に、ワイヤーであれをや

るんですが、効果てきめんで。ただ、電柱が立

っているすぐ、前後５０センチぐらいはだめだ

ったんですけれども、非常に効果てきめんでし

た。 

 ここで、カラスの駆除について１０２羽とい

う数字が、何か１００羽ぐらいあったですね。

そして、補助金が９万円ほど支出されています。

カラス捕獲業務委託料９万円ほど。１羽当たり

１，０００円ぐらいの計算になるんですけれど

も。イタチごっこというか。今、その場所が郵

便局の交差点あたりに今度移ってきました。市

内全部それをやるとどこに行くかわかりません

が、この委託料の先は猟友会でしょうか。 

○尾形みち子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 カラス捕獲の委託料

についてお答えいたします。この９万円につき

ましては、二日町プラザの屋上にカラスのわな

を設置した費用でございまして、猟友会への支

払いとなっております。１０２羽とは違うもの

でございます。そのときは、捕獲はゼロという

実績でございました。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 わなは効き目がなかったとい

うことですね。 

 要するに、足がしっかりつけないようにくる

くるとワイヤーを巻くわけで、そのほうが非常
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に効果的だと思っておりまして、東北電力に言

うと意外とその辺対応が、現場を見ながらやっ

ていただいたということがかつてありまして。

多分、市長の自宅の前の電柱もその工事をやっ

たと思いますけれども、その辺ぜひ、電力会社

とも連絡をとりながら、ほかにいい対策が現状

ではないと思っておりますので、引き続きそこ

は努力をお願いいたします。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 リサイクル推進事業費、１４

０ページになると思いますけれども、そこに対

してお伺いします。 

 市民満足度的なものが目標に届いていないと

ころの原因などの分析はしているんでしょうか。

お伺いします。 

○尾形みち子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 ごみ処理におきます

市民満足度が伸びていない件につきまして、確

かな原因というのは現在把握はしておりません。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 本市にリサイクルリレーセン

ターもできたわけですし、そういったものの勉

強会的なものも当然されているという報告もあ

りますけれども、やはり本市にそういったエネ

ルギー回収施設もあるにもかかわらず満足度が

低いというのは、やはり広域で対応しているに

もかかわらず市と町によって回収状況、回収の

頻度、これは前にも言ったことかもしれません

けれども、それが違うというのも一つの要因に

なっているのではなかろうかと思います。具体

的には、山形市からこちらに転入した人が実際

に不満を持っているところもありますので、１

回回収に回ると何百万かかるという回答もいた

だいていますけれども、そういう横並びの対応

というのは不可能なのでしょうか、お伺いしま

す。 

○尾形みち子委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 収集業務はそれぞれ

の構成の市町村の業務となっております。上山

市におきましては、小まめな分別を繰り返しま

して、資源化率も県内でも上位のほうになって

おりますので、今後ともこの分別については続

けていきたいと考えております。 

○尾形みち子委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、５款労働費について質疑、発言を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 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質疑、発言

を許します。長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 中山間地域等直接支払制

度の件で伺いたいのですが、本市においてこの

事業が約５，０００万円近く補助をいただいて

いるということで、中山間地域にとっては重要

な事業だと捉えているわけですけれども、今、

第４期が終わりまして来年度から第５期がスタ

ートするわけでございますけれども、その１期

が５年という、ちょっと長い、今、農家のほう

も大分高齢化になりまして、５年間を継続する

というのはなかなか困難だという声もありまし

て、それで今度３年期限ということをちょっと

伺ったんですけれども、いかがなんですか。 

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。 

○漆山 徹農林夢づくり課長 中山間地域直接

支払事業につきましては、令和２年度また新た
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な取り組みということで再スタートを切る形に

なりますけれども、その計画の中では５年間と

いうことで進めている状況でございます。 

○尾形みち子委員長 長澤委員。 

○長澤長右衛門委員 先ほど申したとおり、少

し５年間というのは長いように感じますので、

どうしてもこの事業に加入するのは困難である

ということもありますので、県とか国とかにぜ

ひ３年間という要望を、働きかけていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。谷江委員。 

○谷江正照委員 ８月20日の山形新聞にラ・フ

ランスの食べごろがデジタル画像処理でわかる

ようになったという取り組みが出ておりました。

本市はラ・フランスに関しても非常に力を入れ

て高品質化を進めて頑張っているところであり

ます。このラ・フランスの画像処理に関する山

形大学の取り組みなど、農林夢づくり課はどの

ように捉えていますでしょうか。 

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。 

○漆山 徹農林夢づくり課長 平成３０年度に

つきましての山形大学との連携ということで、

ブランド化事業の中で積算温度による収穫適期

の研究ということで進めてまいっております。

その中で、２０園地でございますが、そのうち

ラ・フランスの園地は１０園地ということで事

業を進めておりますけれども、その１０園地の

毎日の温度をはかっておりまして、その集計を

今年度、各農家の方に見えるような形でお示し

したいということで進めているような状況には

なっておりますが、各園地ごとやはり高低差と

か温度差、そういったものがありますので、そ

こで市内全体が収穫適期、一緒ではないんだと

いうところをお示ししていきたいという考え方

で進めております。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、７款商工費について質疑、発言を許し

ます。守岡委員。 

○守岡 等委員 ７款商工費、１６４ページ目

の観光物産振興対策費について質問します。 

 この間、ＤＭＯということで３市連携の取り

組みが広がっていると思うんですが、しかし、

当初の３市連携商品から本市が入っていなかっ

たということもありましたけれども、平成３０

年度のところでそれがどういうふうに改善され

ているのかということです。例えば台湾とかタ

イとか、インバウンド観光客が上山を訪れるよ

うな周遊ルート、商品が開発されたのかどうか

ということをお尋ねします。 

○尾形みち子委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 旅行商品造成の部分でご

ざいますけれども、平成３０年度につきまして

は、１０月に上山市観光物産協会のほうで第２

種旅行業を取得したということがありまして、

昨年度の取り組みといたしましては、かみのや

ま温泉から日中の樹氷を見るツアー、樹氷号と

いう形で実施しているものがございます。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 私も、３市連携にこだわらず

に、本市独自の特徴、観光資源を生かした商品

をもっともっと開発したほうがいいような感じ

がします。 

 それで、やはりインバウンドをこれから強化

しようとした場合、宣伝をどうするかというこ

とで、特にインターネットのウエブサイト、こ
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れが一番重要だというような感じがしますけれ

ども、その辺の対策、海外の有名なウエブペー

ジへの掲載とか、こうしたことは行われていた

のかどうかお尋ねします。 

○尾形みち子委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 海外の有名なそういった

ところにということは実施いたしておりません

が、旅館関係とかペンションも含めてですけれ

ども、市内の宿泊施設等の昨年までまだ実施さ

れていなかった多言語化の部分といったものに

ついては、昨年度ＤＭＯ事業の中で対応させて

いただいているところでございます。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。佐藤委員。 

○佐藤光義委員 １６８ページの上山型温泉ク

アオルト事業についてであります。平成３０年

度の市内の実人数の目標値１，８５０人に対し

て、実人数が１，５７２人と大分少なかったと

いうことに関して、これについての要因をお示

しください。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 クアオルトの認定コ

ースを歩かれた方の人数ということの把握の仕

方をしておりますけれども、こちらについては

ガイドがつく形になりますが、そちらに参加し

ていた方々がガイドがつかなくても歩けるとい

うことで、そういったことを卒業されて朝等歩

いている方がいらっしゃるというふうにも認識

しております。そちらの人数についてはなかな

か把握できないでおりますので、そういったこ

とも要因と見ております。 

○尾形みち子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 ですと、把握できない部分も

合わせると、もしかすれば目標人数に達してい

るかもしれないという考えでよろしいですか。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 把握できないでおり

ますので、達成しているかどうかというところ

はわからないところでございます。 

○尾形みち子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 それであれば、令和元年度の

目標数値もあるわけですが、この達成に向けて

どのようなことをお考えなのでしょうか、お示

しください。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 令和元年度より毎日

ウオーキング、ガイドがつくウオーキングでご

ざいますけれども、こちらの市民参加料につい

て無料化したりということで市民が参加しやす

い環境づくりを進めておりまして、そうしたこ

とによって参加者数を伸ばしていきたいと考え

ているところでございます。 

○尾形みち子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 毎日ウオーキングに参加でき

るというのは、大体年代とかは限られていると

思うんですね。若い世代をクアオルトの事業、

認知もそうですけれども、そういったことに関

してもっとかかわり合いを持っていくためにど

のようなことをお考えなのか、お示しください。 

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。 

○冨士英樹市政戦略課長 クアオルトウオーキ

ングの効果について、例えばどういった病気に

ついての運動的な効果があるのかといったこと

を示しながら、そういったことに関心を高めて

いきたいと考えておりますので、そういった取

り組みについて現在検討しているところでござ

います。 

○尾形みち子委員長 佐藤委員。 

○佐藤光義委員 先日の常任委員会のときに、

本市において糖尿病に関して他市と比べて突出
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しているということも聞きましたので、予防に

もつながるといったことも含めまして、しっか

りと全ての年齢層に周知をしてもっと参加者を

ふやしていただきまして、まずは上山市からこ

のクアオルトというものをしっかりと盛り上げ

て地盤を固めていってほしいと思います。以上

です。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。谷江委員。 

○谷江正照委員 観光案内所の部分での多言語

化対応、大分進んでいるということであります

が、けさも行ってきましたら、外国の方が２人

ほどグリーンエコー号の乗り場のところで時刻

表を眺めておられました。ところが、その時刻

表とか目的地のところは多言語化対応されてい

ないものですから、そういったところの多言語

化対応をぜひ検討していただけないかというこ

とであります。 

 もう一つ、駅の中、改札をおりてすぐそばの

床面に案内のものができているんですけれども、

あそこも、どうも気づかずに過ぎていってしま

う方が多いということも聞きました。ああいっ

たものの設置の際には、もう少し利用者目線に

立って、もっと効果の出るところに敷設してい

ただければと思うのですが、そこの部分に関し

てはいかがでしょうか。 

○尾形みち子委員長 観光課長。 

○尾形俊幸観光課長 外国語表記については、

今のところ対応できておりませんが、今後検討

させていただきたいと思います。 

 また、駅の改札を出た後の部分になるんです

けれども、あれは実は昨年度、案内所が新しく

できた際にふぐあい、前の案内所に案内してし

まう、待合室のほうに行ってしまうという形だ

ったものですから、ＪＲと協議をさせていただ

きまして、ＪＲの敷地の中ということでＪＲの

ほうであのような形で対応していただいたとい

う状況でございます。 

○尾形みち子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 本当に上山には外国の方の姿

が見えております。そこで蔵王のニーズもあり

ますので、今の課長がおっしゃったような時刻

表の外国語表記もぜひ進めていただければと思

います。よろしくお願いします。答弁は結構で

す。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 コワーキングスペースの設置

についてであります。 

 平成３０年度の決算委員会におきまして設置

の可否も含め検討すると。今回におきましても

同様の報告でありました。創業しやすい環境づ

くりということでコワーキングスペースの設置

の検討を進めてきたと思いますが、１年以上に

わたってコワーキングスペースの設置の可否を

検討していることの現状について、まず御説明

をいただきたい。 

 もう一つにつきましては、創業を支援しやす

い環境づくりということでコワーキングスペー

スの設置ということでございます。まず、目標

値に係る部分については利用者数というところ

がありますけれども、創業しやすい環境づくり

という部分で設置の結果がいまだ示されていな

いところに関する影響をどのように考えておら

れるのか、２点についてお示しいただければと

思います。 

○尾形みち子委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 コワーキングスペースに

つきましては、これまで設置の可否について検

討してまいりました。前回の委員会等でも申し
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上げておりますけれども、やはりほかの自治体

で取り組まれている例を見ますと、民間の方が

取り組んでおられるものにつきましては何とか

成功しているんですけれども、公の部分で設置

している部分についてはなかなか厳しいという

ようなことがございまして、実は今般第７次上

山市振興計画の検証委員会等とか、あるいは商

工会、商店会の皆様からさまざまな御意見を頂

戴した中でも、このコワーキングスペースって

本当に要るのかというような御意見も頂戴して

おりまして、実は後期基本計画に向けてのそう

いった形での現時点で設置すべきではないので

はないかという方向性も含めて今検討している

ところでございます。 

 ただ、創業支援につきましては、商工会や商

工課、それから山形県の創業支援窓口等を利用

しまして、ワンストップの窓口をつくって対応

しているということでございまして、そういっ

たことで平成３０年度の創業、新たに出店した

という店につきましては１３店舗ほどございま

すので、そういった面ではそんなに支障はない

ものと私は考えてございます。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 答弁、了承いたしました。コ

ワーキングスペースについては、設置しない方

向で今は検討が進められているという理解でよ

ろしかったでしょうか。改めてお示しください。 

○尾形みち子委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 今から第７次上山市振興

計画の後期基本計画をまさに庁内でも見ますの

で、その経過にもよりますけれども、商工課の

原案としましてはそういった方向で考えてござ

います。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、８款土木費について質疑、発言を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、９款消防費について質疑、発言を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 この際、正午にもなりますので、昼食のため

休憩いたします。 

 午後は１時から会議を開きます。 

    午前１１時４３分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、１０款教育費について、質疑、発言を

許します。守岡等委員。 

○守岡 等委員 １０款教育費の教育指導費に

なるかと思いますけれども、スクールカウンセ

ラーの問題についてお尋ねします。 

 これまで本市では学校教育支援員を配置した

ほか、学校生活指導員や別室登校学習指導員な

どが配置されて生活支援が行われているという

ことですけれども。ちょうど今、自殺予防週間

ということで取り組まれているさなかですが、

全体の自殺者が減少する中、子どもの自殺者数

はふえているような状況にある中で、自殺に限

らず本市において不登校やひきこもり者が多く

なる中、カウンセリングというか、心理的なア
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プローチがやはり必要になってきているのでは

ないかと思います。 

 そこで、いじめとか自殺も決して他人事では

ない本市において、この心理的なアプローチを

行うスクールカウンセラーが実際配置されてい

たかどうかお尋ねします。 

○尾形みち子委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 スクールカウンセラ

ーの配置につきましては、中学校を中心に配置

されております。なお、北中学校に２名、南中

学校に２名、宮川中学校につきましては教育相

談員ということで配置がなされています。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 その方たちは、いわゆる専門

職と言われる臨床心理士の方が配置されている

のでしょうか。 

○尾形みち子委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 そのように認識をし

ております。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 きのう、たまたまテレビで拝

見したんですけれども、鶴岡一中の合唱部の話

でした。ある少女が６歳のときでしたか、母親

を病気で亡くして、それ以来ふさぎ込んでしま

って、前髪を目が見えなくなるまでずっと伸ば

し続けていたけれども、合唱部に入ってたまた

まいい先生とめぐり会って音楽のすばらしさ、

合唱のすばらしさに出会って自分を取り戻すと

いう非常に感動的な番組で、ああ、本当にいい

先生にめぐり会ってよかったなと思った反面、

では、この子の小学校の６年間はどうだったん

だろうかということで、そこでもし心理的なア

プローチがきちんと行われていれば、もっと早

くから内面的な解放が得られていたのではない

かと思いまして、ぜひ小学校も今そういう心理

支援というのは必要ではないかと思いますけれ

ども、小学校での配置についてはどうお考えで

しょうか。 

○尾形みち子委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 現在のところ、小学

校につきましては配置はございませんが、いわ

ゆる学区の中学校に配置されているスクールカ

ウンセラーの活用、あるいはエリアのスクール

カウンセラーの活用ということで、必要に応じ

て県に要望を行うことができるということでご

ざいます。 

○尾形みち子委員長 ほかにありませんか。大

沢委員。 

○大沢芳朋委員 ２０４ページの公民館耐震化

事業費ということで、いろいろ東地区とか中川

地区公民館とか耐震補強工事とかなさったとい

うことでございます。南部地区公民館及び宮生

地区公民館の耐震診断を実施したということで

すが、詳細をお話しできれば教えていただけれ

ばと思います。 

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。 

○渡辺るみ生涯学習課長 昨年度、耐震診断を

行いまして、宮生地区公民館におきましては、

診断基準を満たしているという状況でありまし

た。南部地区公民館につきましては、耐震基準

を満たしていないということで今後整備につい

て検討してまいります。 

○尾形みち子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 今後検討していくということ

ですけれども、小耳に挟んだのですが、アスベ

スト等も含んでいるような状況だったらしいよ

うなうわさを聞いたんですが、その点について

はいかがですか。 

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。 

○渡辺るみ生涯学習課長 南部地区公民館につ
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きましては、開設当時からアスベストを含む建

物ということで承知しておりまして、必要な処

理を行った上で整備をして活用していたもので

あります。ですので、今後耐震化してまいりま

すけれども、そのときにはアスベストを除去の

上、整備してまいります。 

○尾形みち子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 多分、処理方法によってもか

なりの金額が発生すると思われますね、話を聞

きますと。実際、現状の場所でそのまま公民館

事業をやっていくのか、または別のところを探

すのかという点について、今後いろいろ話し合

いの場を設けたりもするのでしょうけれども、

その点に関してはいかが御検討中でしょうか、

伺います。 

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。 

○渡辺るみ生涯学習課長 昨年、耐震結果が出

た以降に、アスベスト除去を含めた整備という

ことで庁内において検討しております。その中

で大変金額的にもかかりますので、庁内におい

て昨年度からことしにかけて時間をかけて検討

してまいりました。その結果で現在、地区の方

と協議をしながら、市の方針等も複数案を示し

ておりますので、その中で協議を進めて今後決

定してまいりたいと思っております。 

○尾形みち子委員長 大沢委員。 

○大沢芳朋委員 ぜひ市民の声をしっかり吸い

上げて検討してください。終わります。 

○尾形みち子委員長 ほかにありませんか。川

口委員。 

○川口 豊委員 ２１８ページ、蔵王坊平アス

リートヴィレッジ管理費について質問いたしま

す。 

 現在、蔵王坊平地区につきましては蔵王ライ

ザワールド株式会社、そして猿倉イベントパー

クについてはＮＰＯ法人蔵王鉱山の歴史を語り

継ぐ会がそれぞれ施設の指定管理者として５年

間という期間で契約を実施いたしております。

しかしながら、その底地となりますとても重要

な芝の管理につきましては、１年ということで

毎年春に入札を行いまして業者を選定している

ような状況でありますが、それはどんな理由か

ら１年契約になっているのでしょうか。 

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 芝管理委託とい

うことで、自治体の契約の原則の単年度会計と

いうことで１年間契約としております。 

○尾形みち子委員長 川口委員。 

○川口 豊委員 芝は生き物であると思ってお

ります。何年間の年次計画という形の中でやっ

ていかないと、ことしこれやった、来年これや

るという形の中で管理していかないといいもの

にならないというふうに、私も見ていて感じる

ところであります。 

 昨年度までやっていた業者からことしかわっ

たわけですけれども、坊平からの話も聞きまし

て私のほうでも芝を見ている状況でありますが、

はっきり申し上げまして、いい評判ではありま

せん。したがいまして、ぜひ最終的に、金額の

問題もあると思うんですが、最終的に結果がよ

くないとアスリートの皆さんにも評判がよくな

くなるということであると思いますので、ぜひ

その辺も考慮してやっていただきたい。 

 そして、期間を毎年という形ではなくて、や

はり短くても３年、長いと５年ぐらいの形の中

で契約することについては、できないものなの

でしょうか。 

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 委託ということ

で、原則会計年度内で行うというのがまず原則
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と考えておりますけれども、先ほどの芝の維持

ということを考えますと、何年間か同じ業者が

見るということの考え方もあると思います。た

だ、場所、場所によって芝管理が変わりますの

で、当然市内の芝管理も含めての芝の管理自体

をどうするかという方針、そういった部分を固

めることがまず先決かと考えております。 

○尾形みち子委員長 川口委員。 

○川口 豊委員 使われるアスリートの皆さん

の意見を聞いていただきまして、例えば、蔵王

猿倉イベントパークでサッカー並びにラグビー

の練習をしているわけですけれども、そのチー

ムの皆さんから「去年と変わったね」というふ

うにことし言われました。芝の刈り高も高くな

ったし、芝の株状態になってきていると、また

昔のように。ということでもう指摘をされてお

りますので、課としてもぜひしっかり見ていた

だきながら、業者を選定していただければあり

がたいと思っています。 

 それと、やはり災害等に迅速な対応も必要だ

と思いますので、願わくは地元の上山市の業者

を選定していただければありがたいと思ってお

ります。要望を申し上げて終わります。以上で

す。 

○尾形みち子委員長 ほかにありませんか。枝

松委員。 

○枝松直樹委員 成果説明書の中で気になった

ところを質問いたします。 

 体育文化センターなんですが、芸術文化活動

の振興に対する住民満足度が目標を下回ってい

ると。その要因として、文化的活動拠点に位置

づける体育文化センターの施設や備品に対する

満足度が低かったと書いてあるんですね。これ

は一体具体的に何なのか、これを改善しないと

住民満足度が向上しないものなのかどうか、ま

ず回答をお願いします。 

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。 

○渡辺るみ生涯学習課長 こちらのニーズ調査

でありますけれども、総合文化祭の参加者の方

に実際アンケートをいただいておりますので、

その中で実際活動している方々ということでア

ンケートをいただいたわけです。その中では、

展示のパネル等の不足の要望等がございました。

また、活動場所ということで音響等の練習をす

る際の部屋の確保等についても要望がございま

した。あとは、昔、市民会館があったわけです

けれども、そのときの楽器の置き場という要望

もございました。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 パネルの不足については、対

処は可能だと思います。 

 練習部屋の不足という問題は、以前から言わ

れていたことではありますし、そのためにほか

の施設のほうに調査をしたりしながら使っても

らっているのが現状でありますし。このアンケ

ートの設問が悪かったのではないかと思ったり

もいたしますが、これ以上どういうふうにして

いったら満足度が上げられるのか。６０％の目

標に対して１９％という数字でありますから、

さらに利用団体との意思疎通も図っていただき

ながら、向上できるようにお願いをいたしたい

と思います。 

○尾形みち子委員長 ほかにありませんか。髙

橋要市委員。 

○髙橋要市委員 小学校管理費について少しお

尋ねしたいんですが、成果説明書の２３ページ

になりますが、複式学級の解消ということで目

標を持って取り組んでいらっしゃるということ

で、私もある意味当事者に近い立場ということ

で、大変な課題に取り組んでいただいて感謝を
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申し上げたいと思いますが、複式学級を解消す

るための目標ですが、方法というのは何かある

のでしょうか。お示しいただきたいと思います。 

○尾形みち子委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 複式学級が発生する原因

としては、児童生徒数の減少により基準となる

学級単位の人数が満たされない場合に複式が発

生するわけなんですけれども、その解消方法と

しては、児童生徒数を増加させる方法と、ある

いは学校を統合して解消するという方法がある

かと思います。 

 今現在、上山市が小中学校の将来構想の中で

案として定めておりますのは、やはりこういっ

た少子化が進む中で、なかなか児童生徒数を増

員するということは難しいということもありま

して、小規模校については統合するという計画

の中で進めているところです。 

 ただ、市主導で進めるのではなくて、小規模

校の地域の方々の意見も尊重しながら慎重に進

めてまいりたいということで、昨年度西郷第一

小学校で複式が複数発生したことにより、地域

で検討会を組織していただいて、複式を解消す

るために統合するのか、あるいは、存続して学

校の活動を継続していくのかというところを検

討いただいているということです。市としては、

地域の意見を尊重しながら決定していきたいと

考えております。 

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。 

○髙橋要市委員 増加させるか、統合するかと

いう２つの選択にならざるを得ないと思います

けれども、複式になるという予測が、例えば今

年度においては来年あるいは２年後ということ

で計算可能かと思いますが、複式になるであろ

うと思われる段階で事を起こしていくというの

が一番ベストだと考えますが、そういった取り

組みというか、現在の動きについてお示しをい

ただきたいと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

○尾形みち子委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 第７次上山市振興計画の

後期計画をこれから策定するわけなんですけれ

ども、そういった中で今後の児童生徒数の動き

については、今現在出生している子どもの数か

ら推測することはできますので、そういった資

料をもとに将来的な計画を立てていきたいと思

っております。 

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。 

○髙橋要市委員 具体的には、例えば、複式に

なるとわかった時点で即そのような動きが出て

くるのか、複式になったという段階でそういっ

た動きが出てくるのか、そこのところをお示し

いただきたいと思いますが。 

○尾形みち子委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 現計画の、例えば西郷第

一小学校の統廃合につきましては、今現在、平

成２１年に策定いたしました小中学校の将来構

想案に基づいて行っております。その策定案を

お示ししたときに、西郷第一小学校の地域では、

複式学級が複数になったときにもう一度統廃合

について検討するという地域としての御意見を

お示しいただいておりました。それによって今

回、平成３０年度から検討に入ったわけなんで

すけれども、今後新たに複式が発生するような

見通しにつきましては、今後の将来構想をどう

いった計画にするかというところをまず論じる

必要があるかと考えております。そういった計

画で発生する前に手だてを講ずる、あるいは、

発生したら手だてを講ずるというような具体的

な計画を持って、その計画のつくり方というこ

ともあるかと思うんですけれども、そういった
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議論を今後進めていかなければならないと考え

ております。 

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。 

○髙橋要市委員 そうしますと、現状では複式

になってからとか、なるであろうという、いつ

からというのは固定的に決定しているというこ

とではないという認識でよろしいんでしょうか。 

○尾形みち子委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 現時点では決定はしてお

りません。 

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。 

○髙橋要市委員 西郷第一小学校の問題という

のも、私もＰＴＡの活動の中でもいろいろ聞こ

えてきたりとか、あるいは、こういった仕事を

通じて情報をいただいたりとかしておりますけ

れども、今後の地区のそれぞれの要望としても、

当然、市としては地域の考え方を大切にすると

いう考え方で意見をまとめていくというような

ことで、地域の声に耳を傾けるということにつ

いては大変ありがたい反面、少しリーダーシッ

プを発揮していただいて、こうせざるを得ない

んだと強い方針を打ち出していただきたいとい

う考え方を持っている方々も結構多くいらっし

ゃいます。そういったところも今後検討してい

ただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。以上でございます。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 学校教育のほうでお伺いしま

す。 

 特色ある学習活動の推進ということでさまざ

まな活動を行っていますけれども、特に上山市

子ども読書活動推進計画に基づいた授業におけ

る読書活動の推進ということですけれども、特

色ある学習活動が展開されていると回答する保

護者の割合が非常に高水準で推移しているにも

かかわらず、読書が好きな児童生徒の割合とい

うのが伸び悩んでいる、この辺をどのように分

析なさっているのかお伺いします。 

○尾形みち子委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 この目標につきましては、

読書が好きな子どもの割合ということで子ども

たちを対象にしたアンケートの結果からとって

おりますけれども、目標としたものが「読書が

好きである」、４つの回答案を示しておりまし

たけれども、その中の回答の２番目「どちらか

といえば読書が好きである」というものを排除

しておりました。傾向としては、どちらかとい

えばという数も含めると増加傾向にあるんです

けれども、最初の設定が「読書が好きである」

という子どもだけを対象としていたので減少と

いう結果に至っております。ただ、自発的に読

書が好きな子どもたちをふやしていくという観

点から見れば、まだまだ読書に向かう子どもた

ちをふやしていけるような手だては必要だと考

えております。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 アンケートのとり方というふ

うに今答弁の中にありましたが、アンケートの

とり方自体もそれ以前の設定も同じ所管でやっ

ているのだとすれば、最初からのやり方、考え

方、進め方なども、もう少し統一したほうがよ

ろしいのではないでしょうかと今、お話を聞い

て感じたところです。この成果説明書にもあり

ますけれども。 

 また、話が戻りますけれども、いわゆるこの

特色ある学習活動の推進、保護者での評価とい

うのが、非常に展開されているという保護者の

割合が８５％とかなり高水準なわけですが、い

わゆる特色ある学習活動というもので満足なさ
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っているのかどうかお伺いします。 

○尾形みち子委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 各学校におきまして

学校の規模、あるいは地域性などを踏まえた地

域学習等も盛んに行われております。もちろん

読書等も必要になってくると思いますが、そう

いったことも含めての回答ということで捉えて

いるところであります。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 はるか昔の図書館から比べる

と非常に魅力のある図書館、手にとって読もう

と思うような図書館のつくりを学校内で工夫し

てくださって非常にありがたいと思います。 

 先ほど満足しているのかとお聞きしましたけ

れども、というのは、授業の内容は理解できる

という児童生徒本人の割合が７９％、目標に対

して７８％、これはほぼ達成できていると思う

んですけれども、先日委員会で見せていただい

た学力検査ですか、簡単な表現にさせてもらい

ますが。その国語での成績はまずまずという結

果でしたけれども、理解できているという子ど

もの割合からすれば、特に英語、数学、算数の

成績が振るわないというのが、いわゆる実感と

実態が乖離しているのではないかと思うんです

けれども、その辺はいかがでしょうか。 

○尾形みち子委員長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 委員がおっしゃいま

す国語の力については、我々もある程度の力は

伸びてきていると捉えていますが、国語の中に

もとりわけ書くことという領域がございます。

そこについてやはり課題があるのではないかと

捉えています。 

 また、ほかの教科等においても、全国との比

較ということもありますが、正答率が低いとこ

ろなどを見てみますと、やはり日常生活との結

びつきの中で学習を行っていくことがなかなか

授業づくりでは少なかったのではないかと捉え

ておりますので、そういったことをこれからも

継続して学校のほうに指導してまいる予定でご

ざいます。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 今回の結果について、教育長

はどのようにお考えですか。 

○尾形みち子委員長 教育長。 

○古山茂満教育長 今回の結果については、先

ほど学校教育課長が話したとおり、国語につい

ては全国を上回っている。それから、算数、数

学、英語については全国を下回っているという

ことなんですけれども。これは、先ほど授業の

内容が理解できるという答えなんですけれども、

理解できたらそこから定着をしていかなければ

ならないということで、その部分がやはり各学

校の中で、理解したんだけれども定着する部分

が授業の中で少し足りないのではないかという

ことで、教育委員会としてはそういう部分にも

焦点を当てながら学校に指導していきたいと思

っているところです。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 まさに今、教育長がおっしゃ

ったとおり、わかることとできることは違うと

いうことだと思います。それをおっしゃりたか

ったんだと思いますので、その次の段階、ステ

ップに踏み込めるような、一歩踏み込んだ指導

をしていただきたい。 

 さらに、先ほど申し上げたとおり、国語のほ

うは非常に、平均とはいえ英語、数学、算数に

比べればよいほうに改善しているので、読解力、

表現力というのは、全ての学習、社会人にとっ

ても基礎だと思いますので、そこをベースに今

後も指導をお願いしたいと思います。 
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 次に、放課後子ども教室推進事業についてお

伺いしますけれども、今現在、南小学校学区に

ついては、放課後子ども教室がいわゆる公民館

類似施設をお借りしている状態で、所管は違い

ますけれどもいわゆる児童館のほうは学校施設

を借りている状態という、ある意味ねじれの状

態が生じているわけですけれども、その辺の現

状についてはどのようにお考えでしょうか。 

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。 

○渡辺るみ生涯学習課長 放課後子ども教室に

つきましては、地域内の協力をいただいて始め

たということもありまして、始めるときに、も

ちろん学校施設等についても検討はしてまいり

ましたけれども、なかなか空き教室、あるいは、

管理面で難しいということもありまして、その

学区の地域の中で最も近いところということで

実際お願いをしまして借りている状況でありま

す。 

 ただ、今後につきましては、やはり保護者の

ニーズも高いこともあって登録者数もふえてお

りますので、庁内においても放課後子ども教室、

また、学童も含めて学校施設等の利用について

検討をする必要があると思っております。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 事上山小学校については、武

家屋敷を利用して文化、歴史に触れるという意

味合いでは非常にいいことだと思います。一概

に学校施設というのは学校、校長先生ですか、

その管理下にあるということでなかなか、簡単

に実現するかどうかわかりませんけれども、当

然ながら公民館、休日型の放課後子ども教室に

ついては公民館などの理解、協力も得てやって

いるわけですけれども、学校の延長というんで

すか、子どものいろんな意味での指導というこ

とも含まれての放課後子ども教室だと思います

ので、できる限りそこに行く際の安全性や施設

設備の充実なども含めて今後検討していただけ

ればと思います。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。谷江委員。 

○谷江正照委員 １０款の中で現在、学校等で

トイレの洋式化を進めていると思われるんです

けれども、平成３０年度の中で洋式化した施設

等がありましたらお示しいただければと思いま

す。 

○尾形みち子委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 平成３０年度においては、

北中学校の校舎においてトイレの洋式化を行っ

ております。 

○尾形みち子委員長 谷江委員。 

○谷江正照委員 洋式化が進んで大変いいこと

でありますが、学校は特別特定建築物で避難所

としての機能もございます。北中の洋式トイレ

は、多目的な運用もできる洋式化になっている

のでしょうか。 

○尾形みち子委員長 管理課長。 

○井上咲子管理課長 平成３０年度に行ったト

イレの工事は、多目的化を見据えた工事ではご

ざいません。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。石山委員。 

○石山正明委員 上山市のいろんな各種大会に

対する補助金の中で、実は上山市に宿泊を伴う

ような大会についての補助金についてお伺いし

たいんですが。いろんな大会がございますが、

この中でやはりかみのやま温泉に宿泊を伴うよ

うな大会は、坊平については３つほどあります

が、かみのやま温泉にお泊まりになるような大

会については、今のところ蔵王坊平クロスカン

トリー大会とツール・ド・ラ・フランス大会と
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いうことで、これについては６００万円以上の

補助金を出していらっしゃるわけでございます

けれども、これについて平成３０年度において

何名ほどの宿泊客がかみのやま温泉のほうにお

いでになったのか。また、そのおいでになるた

めにどのような施策を施したのかをお聞きしま

す。 

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 まず、クロスカ

ントリー大会等が行われる坊平につきましては、

アスリートヴィレッジ利用で宿泊補助というこ

とで設定しておりまして、市内の大会とスポー

ツ関係については、また別に観光課でそういっ

た部分の宿泊ということで設定しております。 

 また、宿泊数につきましては、基本的に補助

金以外については統計としてはないということ

で捉えております。 

○尾形みち子委員長 石山委員。 

○石山正明委員 それで、成果説明書の中で２

６ページにございますが、全国大会規模の大会

への誘致ということで３つ書いてございますが、

実は誘致ということではなくて、実はこの中で

２つについては既に決定してあることが、例え

ば蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会、次の全

日本エアロビックフェスティバル、これについ

ては誘致ということではなくて既に決定してあ

るということでございますが、恐らくこの中で

誘致したのは７３回の野球大会かと思っており

ますが、この誘致策についてどのような対策を

していらっしゃったのかをお聞きいたします。 

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 基本的に毎年い

ろいろな大会が行われるということで、そちら

についてまず、スポーツ大会であれば後援等す

るという部分になりますけれども、基本的にこ

の大会を誘致してくるという部分については決

まってはいないという状況であります。情報を

もとにそちらにつなげるという形になっており

ます。 

○尾形みち子委員長 石山委員。 

○石山正明委員 やはり誘致する場合、事前に

情報収集をすべきだと思いますが、その辺の情

報の収集方法についてはどのような形でとって

らっしゃいますか。 

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 スポーツ大会に

つきましては、各主催等の競技団体、また県な

どの情報をもとにということで考えております。 

○尾形みち子委員長 石山委員。 

○石山正明委員 これは常任委員会等の継続に

なろうかと思いますけれども、常任委員会の中

でのスポーツ振興課長のお話では、宿泊単価が

どうのこうのというような、宿泊単価について

なかなか決まらないということでございました

けれども、宿泊単価については、例えば蔵王温

泉と比較しての宿泊単価なのか。それとも選手

が望んでいる宿泊単価なのか。その宿泊単価に

ついてはどのようなところが適正かとお考えで

ございますか。 

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。 

○高橋秀典スポーツ振興課長 まず、スポーツ

合宿につきましては、全国的な単価設定に対し

てどうかというのもありまして、蔵王というよ

りも高校生、大学生の宿泊という部分につきま

すと１泊３食７，０００円前後が限度という利

用者の御意見を伺っているという形に捉えてお

ります。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 次に、１１款災害復旧費、１２款公債費、１

３款諸支出金、１４款予備費について質疑、発

言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第４１号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４１号平成３０年度上山市一般会計歳入

歳出決算の認定については、原案のとおり認定

すべきものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４１号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

散  会 

 

○尾形みち子委員長 本日はこの程度にとどめ、

１７日は午前１０時から会議を開くこととし、

本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 １時４３分 散 会 


