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令和元年９月１７日（火曜日）
本日の会議に付した事件
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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午前１０時００分

開 議

議第４２号 平 成 ３ ０ 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
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開

議

ついて

○尾形みち子委員長 出席委員は定足数に達し

○尾形みち子委員長 それでは、議第４２号平

ておりますので、これより決算特別委員会を開

成３０年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳

会いたします。

出決算の認定について、当局の説明を求めます。

本日は、特別会計歳入歳出決算の審査を行い

健康推進課長。

ます。

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕
○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、平
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成３０年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳

－１５８－

出決算について補足説明申し上げます。

５款財産収入１項財産運用収入について申し

なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

上げます。収入済額は調定額と同額の６３万９，

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

９５６円で、前年度に比べ５９万１，０００円

ていただきますので、御了解くださるようお願

の減、率にして４８．０％の減でありました。

いいたします。

これは国民健康保険基金の運用利子の減少によ

歳入から申し上げますので、決算書の１５ペ
ージ、１６ページをお開き願います。

るものであります。
６款繰入金について申し上げます。収入済額

初めに、１款１項国民健康保険税について申

は調定額と同額の２億８，３０４万３，９４５

し上げます。収入済額は６億８，４４６万２，

円で、前年度に比べ１９２万円の増、率にして

３９１円で、前年度に比べ７，０６２万９，０

０．７％の増でありました。これは保険基盤安

００円の減、率にして９．４％の減でありまし

定繰入金、職員給与費等繰入金、出産育児一時

た。これは資産割の廃止や国民健康保険被保険

金繰入金などの一般会計からの繰入額の増加に

者の減少によるものであります。不納欠損額は

よるものであります。

２，０８７万８９０円、収入未済額は１億９１
６万４，６３６円となっております。

収入済額の内訳につきましては、１項他会計
繰入金が２億８，３０４万３，９４５円、２項

２款使用料及び手数料１項手数料について申
し上げます。収入済額は２７万８，７００円で、

基金繰入金がゼロ円となっております。
７款１項繰越金について申し上げます。収入

前年度に比べ１万１，０００円の増、率にして

済額は調定額と同額の３億３，０８０万２，０

４．０％の増でありました。これは督促手数料

８２円で、前年度に比べ１，３０６万１，００

の増加によるものであります。不納欠損額はな

０円の増、率にして４．１％の増でありました。

く、収入未済額はマイナス４００円となってお

８款諸収入について申し上げます。収入済額

りますが、還付未済によるものであります。
３款国庫支出金１項国庫補助金について申し

は調定額と同額の１７６万８，４８０円で、前
年度に比べ４０２万２，０００円の減、率にし

上げます。収入済額は調定額と同額の１４万６， て６９．５％の減でありました。これは一般被
０００円で、前年度に比べ８億１，０９２万３， 保険者第三者納付金、一般被保険者返納金等の
０００円の減、率にして１００．０％の減であ
りました。これは運営主体が県に移行したこと
に伴う補助金の減少によるものであります。
４款県支出金１項県負担金について申し上げ
ます。収入済額は調定額と同額の２４億５，６
５５万６，４１５円で、前年度に比べ２２億９，

減少によるものであります。
収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、
加算金及び過料が６１万２，８００円、２項預
金利子がゼロ円、３項雑入が１１５万５，６８
０円となっております。
以上の結果、歳入合計では、予算現額３７億

３８６万７，０００円の増、率にして１，４１

５，６００万円に対し、調定額３８億８，７７

０．０％の増でありました。これは運営主体が

３万３，０９５円、収入済額３７億５，７６９

県に移行したことに伴う県負担金の増によるも

万７，９６９円、不納欠損額２，０８７万８９

のであります。

０円、収入未済額１億９１６万４，２３６円と

－１５９－

なったものであります。

これは運営主体が県に移行したことに伴い予算

歳入決算額は前年度に比べ５億７，８３７万
４，０００円の減、率にして１３．３％の減で
ありました。

科目の組み替えを行ったことによるものであり
ます。不用額は１，８６８円となっております。
支出済額の内訳につきましては、１項医療給

次に、歳出について申し上げますので、次の
ページをお開き願います。

付費が５億２，８７０万４２６円、２項後期高
齢者支援金等が１億８，７９４万７，７１６円、

初めに、１款総務費について申し上げます。
支出済額は６，４９２万５，７２９円で、前年
度に比べ６８万１，０００円の増、率にして１．
１％の増でありました。これは職員人件費等の

３項介護納付金が６，２４１万６，９９０円と
なっております。
４款１項共同事業拠出金について申し上げま
す。支出済額は７０７円で、前年度に比べ８億

増によるものであります。不用額は８０５万１， ６，８２４万円の減、率にして１００．０％の
２７１円となっております。

減でありました。これは運営主体が県に移行し

支出済額の内訳につきましては、１項総務管

たことに伴う拠出金の減少によるものでありま

理費が６，０９３万２，８７４円、２項徴税費

す。不用額は９，２９３円となっております。

が３６８万３，３７５円、３項運営協議会費が

５款保健事業費について申し上げます。支出

１０万６，８８０円、４項趣旨普及費が２０万

済額は４，３０８万７，３８４円で、前年度に

２，６００円となっております。

比べ２４１万９，０００円の減、率にして５．

２款保険給付費について申し上げます。支出

３％の減でありました。これは健康づくり推進

済額は２４億３，０８６万５，５５５円で、前

事業費の減により保健事業費が減少したことに

年度に比べ２，１９７万４，０００円の増、率

よるものであります。不用額は１，５４４万４，

にして０．９％の増でありました。これは退職

６１６円となっております。

被保険者等高額療養費等の減により高額療養費

支出済額の内訳につきましては、１項特定健

が減少したものの、一般被保険者療養給付費等

康診査等事業費が３，９６７万５，４４９円、

の増により療養諸費が増加したことによるもの

２項保健事業費が３４１万１，９３５円となっ

であります。不用額は８，１１６万６，４４５

ております。

円となっております。

６款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額の内訳につきましては、１項療養諸

支出済額は２億８，４６３万９，９５６円で、

費が２１億２，８１７万５，１９１円、２項高

前年度に比べ２億８，３４０万９，０００円の

額療養費が２億９，１８３万６，３６４円、３

増、率にして２３，０３０．９％の増でありま

項移送費がゼロ円、４項出産育児諸費が８８０

した。これは国民健康保険基金積立金が増加し

万４，０００円、５項葬祭諸費が２０５万円と

たことによるものであります。不用額は４４円

なっております。

となっております。

３款国民健康保険事業費納付金について申し

７款１項公債費について申し上げます。当初

上げます。支出済額は７億７，９０６万５，１

予算額は６０万円でありましたが、支出がなか

３２円で、前年度に比べ皆増となっております。 ったため全額が不用額となったものであります。

－１６０－

８款諸支出金について申し上げます。支出済

これは市税だけではなくて国保税にも関係して

額は３，５６５万２，２５７円で、前年度に比

いるということで、平成３０年度については国

べ１，３６７万２，０００円の減、率にして２

保税の算定方式から資産割をなくしたため影響

７．７％の減でありました。これは国庫支出金

はなかったと思うんですが、過年度分について

等精算返還金が減少したことによるものであり

固定資産税の課税誤りが影響してくるのかどう

ます。不用額は５０４万６，７４３円となって

かお尋ねします。

おります。

○尾形みち子委員長 税務課長。

支出済額の内訳につきましては、１項償還金

○前田豊孝税務課長 国民健康保険税につきま

及び還付加算金が３，５６５万２，２５７円、

しては、平成２９年度まで資産割分というもの

２項貸付金がゼロ円となっております。

がありましたので、過年度分を調査していく中

９款１項予備費について申し上げます。当初

で還付対象になる方が出てくる可能性はござい

予算額は７４４万３，０００円でありましたが、 ます。
支出がなかったため全額が不用額となったもの
であります。

ただ、現在、現年度分の課税額について調査
を進めておりまして、１２月の第４期で更正で

以上の結果、歳出合計では、予算現額３７億
５，６００万円に対し、支出済額は３６億３，

きるよう作業を進めている状況でありますので、
過年度分につきましては、そちらのほうが終了

８２３万６，７２０円、翌年度繰越額はゼロ円、 後に着手する予定でございますので、現段階で
不用額は１億１，７７６万３，２８０円となっ

はっきり影響が出る、出ないというところまで

たものであります。

調査していない状況でございます。

歳出決算額は前年度に比べ３億６，７０３万

○尾形みち子委員長 守岡委員。

３，０００円の減、率にして９．２％の減であ

○守岡 等委員 そうすると、国保税の過年度

りました。

分の返還について、法律上の５年か、あるいは

歳入歳出差引残額は１億１，９４６万１，２

市の定めの１０年になるのか、どちらでしょう

４９円となり、全額を令和元年度に繰り越した

か。

ものであります。

○尾形みち子委員長 税務課長。

以上で平成３０年度上山市国民健康保険特別

○前田豊孝税務課長 市税の還付と同様に進め

会計歳入歳出決算について補足説明を終わりま

る予定で考えております。

すが、よろしくお願い申し上げます。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 か。
質疑は歳入歳出を一括して行います。

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑、発言を許します。守岡委員。

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

○守岡 等委員 国保税と固定資産税の関係に
ついてお尋ねします。

す。
以上で、議第４２号議案に対する質疑を終結

この間、本市初め県内各市町村で固定資産税
の課税誤りが判明しているわけですけれども、

いたします。
次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

－１６１－

す。

２８０円で、前年度に比べ１，１０４万円の減、
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

率にして５６．７％の減でありました。平成２

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。

９年度でありました受益者負担金の大口一括納

採決いたします。

付が平成３０年度ではなかったことなどにより

議第４２号平成３０年度上山市国民健康保険

負担金が減少したものであります。収入未済額

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案
のとおり認定すべきものと決することに御異議
ありませんか。

は２７４万１６０円となっております。
２款使用料及び手数料について申し上げます。
収入済額は５億１，２６３万８，９９５円で、

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

不納欠損額は９６万７，６２５円、収入未済額

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。
よって、議第４２号は原案のとおり認定すべ
きものと決しました。

は４，７５３万２，２３０円となっております。
収入済額の内訳につきましては、１項使用料
が５億１，２６３万１，０９５円、２項手数料
が７，９００円となっております。
３款国庫支出金１項国庫補助金について申し

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

議第４３号 平 成 ３ ０ 年 度 上 山 市

上げます。収入済額は調定額と同額の２億７，

公共下水道事業特別

３１０万１，０００円となっております。前年

会計歳入歳出決算の

度に比べ８０９万９，０００円の減、率にして

認定について

２．９％の減でありました。社会資本整備総合
交付金が減少したことによるものであります。

○尾形みち子委員長 次に、議第４３号平成３

４款１項繰入金について申し上げます。収入

０年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出

済額は調定額と同額の１億８，４００万円とな

決算の認定についてを議題といたします。

っております。

当局の説明を求めます。上下水道課長。

５款１項繰越金について申し上げます。収入

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕

済額は調定額と同額の１，２５０万１，８２４

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、平
成３０年度上山市公共下水道事業特別会計歳入
歳出決算について補足説明申し上げます。

円となっております。
６款諸収入について申し上げます。収入済額
は調定額と同額の７０２万３，６５７円となっ

なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

ております。前年度に比べ１８８万２，０００

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

円の増、率にして３６．６％の増でありました。

ていただきますので、御了解くださるようお願

主要地方道の工事に伴う施設移転補償費や発生

いいたします。

材売却などにより、雑入が増加したことによる

歳入から申し上げますので、決算書の２１ペ
ージ、２２ページをお開き願います。

ものであります。
収入済額の内訳につきましては、１項市預金

初めに、１款分担金及び負担金１項負担金に

利子、２項延滞金、加算金及び過料がなく、３

ついて申し上げます。収入済額は８４２万１，

項雑入が７０２万３，６５７円となっておりま

－１６２－

す。

６，０００円の減、率にして１．７％の減であ

７款１項市債について申し上げます。収入済
額は調定額と同額の４億１，３３０万円となっ
ております。

りました。
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

以上の結果、歳入合計では、予算現額１５億
２，４００万円、調定額１４億６，２２２万６，

ります。
以上で平成３０年度上山市公共下水道事業特

７７１円、収入済額１４億１，０９８万６，７

別会計歳入歳出決算について補足説明を終わり

５６円、不納欠損額９６万７，６２５円、収入

ますが、よろしくお願い申し上げます。

未済額５，０２７万２，３９０円となったもの

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。

であります。収入済額は前年度に比べ２，８８

質疑は歳入歳出を一括して行います。

２万５，０００円の減、率にして２％の減であ

質疑、発言を許します。

りました。

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、歳出について申し上げますので、次の
ページをお開き願います。

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま
す。

初めに、１款１項公共下水道費について申し
上げます。支出済額は９億４，８５４万６，２
２４円で、前年度に比べ２，８４４万９，００

以上で、議第４３号議案に対する質疑を終結
いたします。
次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

０円の減、率にして２．９％の減でありました。 す。
工事請負費の減少などによるものであります。
翌年度繰越額は８，４６９万８，０００円、不

〔
「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。

用額は３，２７７万５，７７６円となっており

採決いたします。

ます。

議第４３号平成３０年度上山市公共下水道事

２款１項公債費について申し上げます。支出

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

済額は４億５，４８４万７，０５７円で、不用

案のとおり認定すべきものと決することに御異

額は２２０万７，９４３円となっております。

議ありませんか。

前年度に比べ４５３万２，０００円の増、率に
して１％の増でありました。

〔
「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。

３款１項予備費について申し上げます。支出
済額はなく、不用額は９２万５，０００円とな

よって、議第４３号は原案のとおり認定すべ
きものと決しました。

っております。
以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

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

支出済額は１４億３３９万３，２８１円、翌年

議第４４号 平 成 ３ ０ 年 度 上 山 市

度繰越額は８，４６９万８，０００円、不用額

農業集落排水事業特別

は３，５９０万８，７１９円となったものであ

会計歳入歳出決算の

ります。支出済額は前年度に比べ２，３９１万

認定について

－１６３－

た。
○尾形みち子委員長 次に、議第４４号平成３
０年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳
出決算の認定についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。上下水道課長。

５款諸収入１項市預金利子について申し上げ
ます。収入済額はありませんでした。
６款１項市債について申し上げます。収入済
額は調定額と同額の３，０５０万円となってお

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕

ります。前年度に比べ９０万円の減、率にして

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、平
成３０年度上山市農業集落排水事業特別会計歳
入歳出決算について補足説明申し上げます。
なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

２．９％の減でありました。
７款分担金及び負担金１項分担金について申
し上げます。収入済額は調定額と同額の７７万
９，４００円で皆増となっております。

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

以上の結果、歳入合計では、予算現額１億４，

ていただきますので、御了解くださるようお願

９００万円、調定額１億４，７３９万６８２円、

いいたします。

収入済額１億４，７３５万３，９４２円、収入

歳入から申し上げますので、決算書の２５ペ
ージ、２６ページをお開き願います。

未済額３万６，７４０円となったものでありま
す。収入済額は前年度に比べ１０２万５，００

１款使用料及び手数料について申し上げます。 ０円の減、率にして０．７％の減でありました。
収入済額は３，３９８万５４０円で、前年度に
比べ１０３万９，０００円の減、率にして３％
の減でありました。収入未済額は３万６，７４
０円となっております。

次に、歳出について申し上げますので、次の
ページをお開き願います。
初めに、１款農業集落排水事業費１項農業集
落排水施設管理費について申し上げます。支出

収入済額の内訳につきましては、１項使用料

済額は４，３８２万９，０７２円で、前年度に

が３，３９７万８，０４０円、２項手数料が２， 比べ８０万９，０００円の減、率にして１．
５００円となっております。

８％の減でありました。分析調査等委託料など

２款県支出金１項県補助金について申し上げ
ます。収入済額は調定額と同額の６００万円と
なっております。前年度に比べ１２９万円の減、
率にして１７．７％の減でありました。

が減少したことなどによるものであります。不
用額は１４３万４，９２８円となっております。
２款１項公債費について申し上げます。支出
済額は１億２７５万５，８９６円で、不用額は

３款１項繰入金について申し上げます。収入

３９万３，１０４円となっております。

済額は調定額と同額の７，５００万円となって

３款１項予備費について申し上げます。支出

おります。前年度に比べ１００万円の増、率に

済額はありませんでした。不用額は５８万７，

して１．４％の増でありました。

０００円となっております。

４款１項繰越金について申し上げます。収入

以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

済額は調定額と同額の１０９万４，００２円と

支出済額は１億４，６５８万４，９６８円、不

なっております。前年度に比べ４２万４，００

用額は２４１万５，０３２円となったものであ

０円の増、率にして６３．４％の増でありまし

ります。支出済額は前年度に比べ７０万円の減、

－１６４－

率にして０．５％の減でありました。

○秋葉和浩上下水道課長 子どもと大人で料金

歳入歳出差引残額は７６万８，９７４円とな

が一律だという件だと思いますけれども、この

り、全額を令和元年度に繰り越ししたものであ

事業につきましては、受益者における負担とい

ります。

う形で事業が行われております。したがいまし

以上で平成３０年度上山市農業集落排水事業

て、子どもとか大人という区別なく１人という

特別会計歳入歳出決算について補足説明を終わ

形で現在は料金を徴収しているものでございま

りますが、よろしくお願い申し上げます。

す。

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 ○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。
質疑は歳入歳出を一括して行います。

○髙橋要市委員 水を使用する量が当然赤ちゃ

質疑、発言を許します。髙橋要市委員。

んから、あるいは子ども、大人と違いがあるわ

○髙橋要市委員 農業集落排水事業につきまし

けでありますが、水を使用する量に応じて例え

て、一部、生まれた赤ちゃんとか、あるいは大

ば料金を設定するとか、そういったことについ

人とか、その料金が一律であるということで、

ては可能なのか、不可能なのか。また、そうい

使用する水の量とかが違うということから不公

ったお考えはないのか、お示しをいただきたい

平ではないかというような御指摘などもあるの

と思いますが、よろしくお願いいたします。

ですが、それに関してどのようにお考えなのか

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

お示しいただきたいと思いますが、よろしくお

○秋葉和浩上下水道課長 水量に関して料金を

願いいたします。

徴収するというような形につきましては、技術

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

的には可能でございますが、料金を水量に変更

○秋葉和浩上下水道課長 料金の算定に係る人

するという考えは今の時点では持ってはおりま

数の関係でございますが、現在、農業集落排水

せん。

事業では、４月と１０月を基準日として料金を

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

算定しております。その間に異動があった場合

○髙橋要市委員 そのことについては、例えば

につきましては、増加の分もあわせてなんです

不公平だという御指摘がありますが、そのこと

が減少の分も含めて変更はしなくて、年２回の

についてどのようにお考えなのかお示しをいた

変更という形をとっておりますので、現時点で

だきたいと思いますが、よろしくお願いいたし

は公平な形であると考えております。

ます。

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

○髙橋要市委員 そういったことではなく、あ

○秋葉和浩上下水道課長 繰り返しになります

くまで料金が一律になっているということで、

けれども、事業の成り立ちとしまして、まず農

例えば小さい子どもも大人の方も一律だという

業集落排水事業という事業の受益者が人数に応

ことに関して不公平感があると一部御指摘があ

じて等分に負担していただくということから事

るようでございます。それに関してお願いいた

業が始まっております。現在もその考え方で事

します。

業を進めているところでございます。

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

水量関係につきましては、農業集落排水事業

－１６５－

区域につきましては水道だけではなく井戸水な

ないんだけれども、やむを得ないと思っている

ども使っている方などもいまして、なかなか水

のか。住民に説明する上で私たちも困ってしま

量というのを把握するのが大変になってくると

うという意味で聞いたんだと思うんですよ。私

いうこともあって、そういった背景もありまし

も同じように聞かれたら、さあ、市がしないと

て人数という形で現在やっているものでござい

言ってるよと一言で終わりなのか、もう一度聞

ますので、その辺を整理して水量に変更できる

かせてください。

という状態になれば、その辺は検討していく課

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

題の一つであろうと考えております。

○秋葉和浩上下水道課長 現時点では、事業の

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

成り立ちのことから考えますと、平等に人数で

○髙橋要市委員 最後にもう１点なんですが、

負担していくという考え方でこの事業を始めて

集落が幾つかある中で、集落ごとに１名当たり

いるというようなことで現在まではそういった

の料金というのは同じく設定されているのかど

形になっております。しかし、今後やはり人口

うかお示しいただきたいと思います。

がいろいろ変わってきたりするということもあ

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

りますので、全体的な中で検討すべき事項につ

○秋葉和浩上下水道課長 各施設ごとではなく、 いては考えていくということになろうかと思い
全体として同一料金ということで設定しており

ます。

ます。

○尾形みち子委員長 枝松委員。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○枝松直樹委員 では、今度いろんな会議があ

か。枝松委員。

るかと思いますので、そういった業界のぜひそ

○枝松直樹委員 今、お二人の議論を聞いてい

ういったことも話題の一つに上げていただけれ

て、根本的な答えになっていないなと思ったも

ばと思います。

ので、脇から恐縮ですが発言させていただきま

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

す。

か。

これは、地区の議会報告会の中でたしか指摘

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

されたことだと思うんですが、赤ちゃんが生ま

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

れてきて、布おむつなんか今使っているところ

す。

もないですしほとんど、ミルクを飲んで少々の
水は消費するかもしれません。排せつはそのま
まおむつで捨てる。あるいは、寝たきりに近い
御老人の場合も大人と同じように１人としてカ

以上で、議第４４号議案に対する質疑を終結
いたします。
次に、討論に入ります。討論の発言を許しま
す。

ウントすることが、正当性があるのかという指
摘なんですね。だから、それに対して、そんな

〔
「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。

の面倒くさくてできないと。だから、これは上

採決いたします。

山として現実的な対応として今一律にしている

議第４４号平成３０年度上山市農業集落排水

んだというふうに答えるのか。本当は妥当では

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

－１６６－

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。

２款使用料及び手数料１項手数料について申
し上げます。収入済額は８万２，８００円で、

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前年度に比べ１，０００円の増、率にして０．

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

９％の増でありました。これは督促手数料の増

よって、議第４４号は原案のとおり認定すべ

によるものであります。不納欠損額はなく、収

きものと決しました。

入未済額はマイナス２００円となっております
が、還付未済によるものであります。
３款国庫支出金について申し上げます。収入

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

議第４５号 平 成 ３ ０ 年 度 上 山 市

済額は調定額と同額の９億７，６２４万１，６

介護保険特別会計歳入

６８円で、前年度に比べ５，８３１万８，００

歳出決算の認定につい

０円の増、率にして６．４％の増でありました。

て

これは介護給付費負担金の増による国庫負担金
の増加、調整交付金の増及び保険者機能強化推

○尾形みち子委員長 次に、議第４５号平成３

進交付金の皆増による国庫補助金の増加による

０年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の

ものであります。

認定についてを議題といたします。

収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

当局の説明を求めます。健康推進課長。

担金が６億７，５４２万４，０６１円、２項国

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕

庫補助金が３億８１万７，６０７円となってお

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、平
成３０年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決
算について補足説明申し上げます。

ります。
４款１項支払基金交付金について申し上げま
す。収入済額は調定額と同額の９億８，５２１

なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

万９，２９０円で、前年度に比べ３２万６，０

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

００円の減、率にして０．０％の減でありまし

ていただきますので、御了解くださるようお願

た。これは介護給付費交付金の減少によるもの

いいたします。

であります。

歳入から申し上げますので、決算書の２９ペ
ージ、３０ページをお開き願います。

５款県支出金について申し上げます。収入済
額は調定額と同額の５億２，３６９万７，９９

初めに、１款保険料１項介護保険料について

１円で、前年度に比べ４９９万４，０００円の

申し上げます。収入済額は８億２，９８４万５， 増、率にして１．０％の増でありました。これ
２８３円で、前年度に比べ１億８１万９，００

は介護給付費負担金の増による県負担金の増加

０円の増、率にして１３．８％の増でありまし

によるものであります。

た。これは第１号被保険者数の増によるもので

収入済額の内訳につきましては、１項県負担

あります。不納欠損額は４１５万３，６９９円、 金が５億４６０万５２９円、２項県補助金が１，
収入未済額は１，１２５万６，０３５円となっ
ております。

９０９万７，４６２円となっております。
６款財産収入１項財産運用収入について申し

－１６７－

上げます。収入済額は調定額と同額の７万６，

ページをお開き願います。

８４６円で、前年度に比べ１５万９，０００円

初めに、１款総務費について申し上げます。

の減、率にして６７．４％の減でありました。

支出済額は７，９６５万２９８円で、前年度に

これは介護給付費準備基金の運用利子の減少に

比べ４４２万８，０００円の増、率にして５．

よるものであります。

９％の増でありました。これは職員人件費など

７款繰入金について申し上げます。収入済額

の増により総務管理費が増加したことによるも

は調定額と同額の５億４，２０８万６，６０２

のであります。不用額は８９５万４，７０２円

円で、前年度に比べ１，０８９万２，０００円

となっております。

の増、率にして２．１％の増でありました。

支出済額の内訳につきましては、１項総務管

収入済額の内訳につきましては、１項一般会

理費が５，３１２万８，０７８円、２項徴収費

計繰入金が５億４，２０８万６，６０２円、２

が２２１万４，８６９円、３項介護認定審査会

項基金繰入金がゼロ円となっております。

費が２，４０５万８，３９１円、４項趣旨普及

８款１項繰越金について申し上げます。収入
済額は調定額と同額の５，４１５万６，１４８

費が１万２，９６０円、５項運営協議会費が２
３万６，０００円となっております。

円で、前年度に比べ７，６９９万５，０００円

２款保険給付費について申し上げます。支出

の減、率にして５８．７％の減でありました。

済額は３５億１，６５７万４，３２８円で、前

９款諸収入について申し上げます。収入済額

年度に比べ５，８８３万９，０００円の増、率

は調定額と同額の２万７，９７０円で、前年度

にして１．７％の増でありました。これは施設

に比べ９，０００円の減、率にして２４．２％

介護サービス給付費、地域密着型介護サービス

の減でありました。これは第１号被保険者延滞

給付費等の増により介護サービス等諸費等が増

金の減少によるものであります。

加したこと、介護予防サービス給付費などの増

収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、 により介護予防サービス等諸費等が増加したこ
加算金及び過料が１万５，２００円、２項預金

と、市町村特別給付費が皆増したことなどによ

利子がゼロ円、３項雑入が１万２，７７０円と

るものであります。不用額は１億３，８５２万

なっております。

６７２円となっております。

以上の結果、歳入合計では、予算現額３９億

支出済額の内訳につきましては、１項介護サ

５，５００万円に対し、調定額３９億２，６８

ービス等諸費が３１億９，７６８万２１０円、

４万４，１３２円、収入済額３９億１，１４３

２項介護予防サービス等諸費が７，６２７万７，

万４，５９８円、不納欠損額４１５万３，６９

３０８円、３項その他諸費が３２６万９，６３

９円、収入未済額１，１２５万５，８３５円と

５円、４項高額介護サービス等費が６，５４２

なったものであります。

万５，４１６円、５項高額医療合算介護サービ

歳入決算額は前年度に比べ９，７５３万６，

ス等費が１，０９０万３，２６０円、６項市町

０００円の増、率にして２．６％の増でありま

村特別給付費が１，２０４万２，９３９円、７

した。

項特定入所者介護サービス等費が１億５，０９

次に、歳出について申し上げますので、次の

７万５，５６０円となっております。

－１６８－

３款１項基金積立金について申し上げます。

７款１項予備費について申し上げます。当初

支出済額は４，４８７万６，８４６円で、前年

予算額は９３万２，０００円でありましたが、

度に比べ８０２万６，０００円の増、率にして

支出がなかったため全額が不用額となったもの

２１．８％の増でありました。これは介護給付

であります。

費準備基金積立金が増加したことによるもので

以上の結果、歳出合計では、予算現額３９億

あります。不用額は４万４，１５４円となって

５，５００万円に対し、支出済額は３７億９，

おります。

３２８万６，５００円、翌年度繰越額はゼロ円、

４款地域支援事業費について申し上げます。
支出済額は１億３，２３３万１，８０６円で、

不用額は１億６，１７１万３，５００円となっ
たものであります。

前年度に比べ１，４３３万８，０００円の減、

歳出決算額は前年度に比べ３，３５４万４，

率にして９．８％の減でありました。これは一

０００円の増、率にして０．９％の増でありま

般介護予防事業費が増加したものの、任意事業

した。

費の一部を組み替えたことにより包括的支援事

歳入歳出差引残額は１億１，８１４万８，０

業・任意事業費が減少したことによるものであ

９８円となり、全額を令和元年度に繰り越した

ります。不用額は１，２３２万１９４円となっ

ものであります。

ております。

以上で、平成３０年度上山市介護保険特別会

支出済額の内訳につきましては、１項介護予

計歳入歳出決算について補足説明を終わります

防・生活支援サービス事業費が７，６４５万６

が、よろしくお願い申し上げます。

７円、２項一般介護予防事業費が１，７６８万

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。

７，９００円、３項包括的支援事業・任意事業

質疑は歳入歳出を一括して行います。

費が３，７８７万８，７１４円、４項その他諸

質疑、発言を許します。石山委員。

費が３１万５，１２５円となっております。
５款１項公債費について申し上げます。支出

○石山正明委員 温泉デイサービスの件につい
てお伺いをいたします。

済額は１７万３，８６２円で、前年度に比べ４

温泉デイサービスというのは、上山市の本当

万２，０００円の減、率にして１９．５％の減

に温泉を利用した高齢者を非常に大切にしたと

でありました。不用額は７万６，１３８円とな

いうことでの特別な事業かと感じておりますが、

っております。これは一時借入金利子が減少し

ただ、温泉デイサービスについては、実は私は

たことによるものであります。

皆さんのお話を聞くと地域によって受け取り方

６款諸支出金１項償還金及び還付加算金につ

について大分格差があるかと感じている次第で

いて申し上げます。支出済額は１，９６７万９， ございますけれども、まず１つは人数がどのよ
３６０円で、前年度に比べ２，３３６万９，０

うに増加しているか人数の推移と、もう一つは、

００円の減、率にして５４．３％の減でありま

地域ごとによって果たしてどのような格差があ

した。これは過年度の国、県の給付費負担金等

るか。例えば本庁地区と比較して、感覚的には

の返還金が減少したことによるものであります。 本庁地区が少し低いかという感じはしているん
不用額は８６万５，６４０円となっております。 ですが、あるいは農村地区においての捉え方と

－１６９－

かその辺についてはどのようなことで推移して

各教室とか高齢者の方が集まるような場で口コ

いるのかお聞きします。

ミで広がっているというのが現状だと思ってお

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

ります。ただ、実情としてやはりリピーターの

○鈴木直美健康推進課長 全体的な延べ人数の

方がほとんどということで、新規に参加される

推移等につきましては、大きな増減はなく横ば

方についての周知方法というのが重要になって

いで来ていると認識しております。

くると思いますので、その点につきましては、

各地区ごとの実人数を申し上げたいと思いま

社会福祉協議会と協議しながら効果的な周知方

す。本庁地区につきましては７０人、中川地区

法を行ってまいりたいと思います。

につきましては６９人、宮生地区につきまして

○尾形みち子委員長 石山委員。

は２６人、東地区３８人、西郷地区５９人、本

○石山正明委員 ぜひやはり非常に、お年寄り

庄地区８２人、中山地区２０人、山元地区３３

も非常に喜んでいるという制度でございますの

人というのが実人員でございまして、合計延べ

で、ぜひ参加者をふやすような形で進めていた

人数で１，６３３人、合計１００回開催してい

だければ大変ありがたいと思っております。

るというのが平成３０年度の実績でございます。

実は、回数の件についてもお聞きしたところ、

○尾形みち子委員長 石山委員。

もっとふやしてけねかというようなお話があり

○石山正明委員 大変詳しい数字を教えていた

ます。この回数については、今１００回という

だきまして、ありがとうございます。

お話がありましたが、１００回という回数が主

今の課長のお話では、人数についての増減は

なのか、それともそれを受け入れる旅館側の体

余りないというお話でありましたが、実はふえ

制が主なのか、どちらを主としてこの回数を決

ていないのは申し込みの方法が少し難しい、年

めていらっしゃるのかをお伺いいたします。

寄りの捉え方としては難しいという捉え方もし

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

ていらっしゃる方もおります。今、市報等ある

○鈴木直美健康推進課長 １００回という回数

いは社会福祉協議会のほうで広報しているわけ

ありきではなく、予算の範囲内でできる範囲と

でありますけれども、やはり広報だけでは対象

考えております。あとは、委員がおっしゃった

者に対しての告知の仕方というのが不十分では

ように、受け入れ側の体制等も必要になると思

ないのかと考えているわけでございます。前日

いますので、そこを調整しながら回数は決めて

の質問と同じような内容になりますけれども、

まいりたいと思います。

例えば地区会長とか、あるいは地域の福祉員と

○尾形みち子委員長 石山委員。

か、あるいは民生委員とか、そういう方を通し

○石山正明委員 ぜひ回数にこだわらず、各地

てこういう制度がありますよ、どうぞ皆さん、

区によってやはり非常に参加をしたいという方

参加していただけませんかというような告知の

もふえていらっしゃいますので、旅館側のほう

方法をするべきではないかと思っておりますが、 でも、この前お聞きしたところ、別に今より回
その点についてお伺いをいたします。

数がふえても構わないという旅館も多数いらっ

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

しゃいますので、ちょっと質問がずれますけれ

○鈴木直美健康推進課長 実態としましては、

ども、ぜひ旅館側と対応していただいて進めて

－１７０－

いただければありがたいと思っております。よ

○尾形みち子委員長 次に、議第４６号平成３

ろしくお願いいたします。

０年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

の認定についてを議題といたします。

か。

当局の説明を求めます。上下水道課長。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、平

す。

成３０年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出

以上で、議第４５号議案に対する質疑を終結
いたします。

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

次に、討論に入ります。討論の発言を許しま
す。

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

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

いいたします。

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。

歳入から申し上げますので、決算書の３７ペ
ージ、３８ページをお開き願います。

議第４５号平成３０年度上山市介護保険特別

初めに、１款使用料及び手数料について申し

会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

上げます。収入済額は９３１万４，８２０円で、

おり認定すべきものと決することに御異議あり

前年度に比べ３万１，０００円の減、率にして

ませんか。

０．３％の減でありました。収入未済額は８，

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

４００円となっております。

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

収入済額の内訳につきましては、１項使用料

よって、議第４５号は原案のとおり認定すべ

が９３０万９，７２０円、２項手数料が５，１

きものと決しました。

００円となっております。

この際、１０分間休憩いたします。

２款１項繰入金について申し上げます。収入

午前１１時０３分 休 憩

済額は調定額と同額の６３０万円となっており
ます。前年度に比べ１５０万円の増、率にして

午前１１時１３分 開 議

３１．３％の増でありました。

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を
開きます。

３款１項繰越金について申し上げます。収入
済額は調定額と同額の１７１万６，２４７円と
なっております。前年度に比べ４万１，０００

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

議第４６号 平 成 ３ ０ 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

円の増、率にして２．４％の増でありました。
４款諸収入１項市預金利子について申し上げ
ます。収入済額はありませんでした。
以上の結果、歳入合計では、予算現額１，５
９０万円、調定額１，７３３万９，４６７円、
収入済額１，７３３万１，０６７円、収入未済

－１７１－

額８，４００円となったものであります。収入
済額は前年度に比べ１５１万円の増、率にして
９．５％の増でありました。

以上で、議第４６号議案に対する質疑を終結
いたします。
次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

次に、歳出について申し上げますので、次の

す。

ページをお開き願います。

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

初めに、１款浄化槽事業費１項浄化槽管理費

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。

について申し上げます。支出済額は１，０２０

採決いたします。

万４５３円で、前年度に比べ１５５万４，００

議第４６号平成３０年度上山市浄化槽事業特

０円の増、率にして１８％の増でありました。

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

修繕料などが増加したことによるものでありま

とおり認定すべきものと決することに御異議あ

す。不用額は６万６，５４７円となっておりま

りませんか。

す。

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

２款１項公債費について申し上げます。支出

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

済額は５４５万８，４１４円で、不用額は１，

よって、議第４６号は原案のとおり認定すべ

５８６円となっております。

きものと決しました。

３款１項予備費について申し上げます。支出
済額はありませんでした。不用額は１７万３，

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

議第４７号 平 成 ３ ０ 年 度 上 山 市

０００円となっております。

施設貸付事業特別会計

以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、
支出済額は１，５６５万８，８６７円、不用額

歳入歳出決算の認定に

は２４万１，１３３円となったものであります。

ついて

支出済額は前年度に比べ１５５万４，０００円
の増、率にして１１％の増でありました。

○尾形みち子委員長 次に、議第４７号平成３

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したもので
あります。

０年度上山市施設貸付事業特別会計歳入歳出決
算の認定についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。財政課長。

以上で平成３０年度上山市浄化槽事業特別会

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

計歳入歳出決算について補足説明を終わります

○平吹義浩財政課長 命によりまして、平成３

が、よろしくお願い申し上げます。

０年度上山市施設貸付事業特別会計歳入歳出決

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 算について補足説明申し上げます。
質疑は歳入歳出を一括して行います。

なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

質疑、発言を許します。

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

ていただきますので、御了解くださるようお願

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま
す。

いいたします。
歳入から申し上げますので、決算書の４１ペ

－１７２－

ージ、４２ページをお開き願います。

億１，３４８万７，５１６円となったものであ

初めに、１款財産収入について申し上げます。 ります。
収入済額は調定額と同額の６，２８９万９，５

歳入決算額は前年度に比べ２億３，０５９万

５８円で、前年度に比べ４，３４４万７，００

４，０００円の増、率にして２７８．２％の増

０円の増、率にして２２３．３％の増でありま

でありました。

した。これはニュートラックいいたての売却に
よるものであります。

次に、歳出について申し上げますので、次の
４３ページ、４４ページをお開き願います。

収入済額の内訳につきましては、１項財産運

初めに、１款１項施設貸付事業費について申

用収入が６５０万４，３８５円、２項財産売払

し上げます。支出済額は２，５７０万９，４０

収入が５，６３９万５，１７３円となっており

２円で、前年度に比べ８００万３，０００円の

ます。

減、率にして２３．７％の減でありました。ニ

２款１項基金繰入金について申し上げます。

ュートラックかみのやまへの貸付額の減少によ

収入済額は調定額と同額の２億２，９４６万１， るものであります。不用額は５０万５９８円と
８１４円で、前年度に比べ１億９，６４６万２， なっております。
０００円の増、率にして５９５．３％の増であ

２款１項基金積立金について申し上げます。

りました。施設貸付事業特別会計の廃止に伴い

支出済額は８万５，１４３円で、前年度に比べ

施設貸付事業施設整備等基金を廃止したことか

２３万６，０００円の減、率にして７３．５％

ら、基金の残高全てを繰り入れたことにより増

の減でありました。これは基金の利子を基金に

加したものであります。

積み増すもので、利率の低下により減少したも

３款１項繰越金について申し上げます。収入

のであります。不用額は３１万４，８５７円と

済額は調定額と同額の１１１万８，５１７円で、 なっております。
前年度に比べ６９万円の増、率にして１６１．
０％の増でありました。

３款１項公債費について申し上げます。支出
済額は２，６５４万５，８３８円で、前年度に

４款諸収入について申し上げます。収入済額

比べ２，１１９万５，０００円の減、率にして

は調定額と同額の２，０００万７，６２７円で、 ４４．４％の減でありました。不用額は２０万
前年度に比べ１，０００万４，０００円の減、

１，１６２円となっております。

率にして３３．３％の減でありました。これは

４款１項予備費について申し上げます。当初

ニュートラックかみのやまに対する貸付金返還

予算額は１４４万３，０００円でありましたが、

金の減によるものであります。

１款施設貸付事業費に１３０万円を充用したた

収入済額の内訳につきましては、１項市預金
利子がゼロ円、２項貸付金元利収入が２，００
０万７，６２７円、３項雑入がゼロ円となって
おります。

め、予算現額及び不用額は１４万３，０００円
となったものであります。
５款諸支出金１項繰出金について申し上げま
す。支出済額は２億６，１１４万７，１３３円

以上の結果、歳入合計では、予算現額３億１， で皆増となっております。これは施設貸付事業
５００万円に対し、調定額、収入済額ともに３

特別会計の廃止に伴い、会計の残金を一般会計

－１７３－

に繰り出したためであります。不用額は３５万

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

議第４８号 平 成 ３ ０ 年 度 上 山 市

２，８６７円となっております。

後期高齢者医療特別

以上の結果、歳出合計では、予算現額３億１，
５００万円に対し、支出済額は３億１，３４８

会計歳入歳出決算の

万７，５１６円、不用額は１５１万２，４８４

認定について

円となったものであります。
歳出決算額は前年度に比べ２億３，１７１万

○尾形みち子委員長 次に、議第４８号平成３

３，０００円の増、率にして２８３．４％の増

０年度上山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

でありました。

決算の認定についてを議題といたします。

歳入歳出差引残額はゼロ円となっております。

当局の説明を求めます。健康推進課長。

以上で平成３０年度上山市施設貸付事業特別

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕

会計歳入歳出決算について補足説明を終わりま

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、平

すが、よろしくお願い申し上げます。

成３０年度上山市後期高齢者医療特別会計歳入

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 歳出決算について補足説明申し上げます。
質疑は歳入歳出を一括して行います。

なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

質疑、発言を許します。

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

ていただきますので、御了解くださるようお願

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま
す。

いいたします。
歳入から申し上げますので、決算書の４５ペ

以上で、議第４７号議案に対する質疑を終結
いたします。

ージ、４６ページをお開き願います。
初めに、１款１項後期高齢者医療保険料につ

次に、討論に入ります。討論の発言を許しま
す。

いて申し上げます。収入済額は２億７，９８２
万４，９４０円で、前年度に比べ３１２万１，

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

０００円の増、率にして１．１％の増でありま

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。

した。これは保険料の軽減率の改定等によるも

採決いたします。

のであります。不納欠損額は３０万４９８円、

議第４７号平成３０年度上山市施設貸付事業

収入未済額は１５６万１，５５２円となってお

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案
のとおり認定すべきものと決することに御異議
ありませんか。

ります。
２款使用料及び手数料１項手数料について申
し上げます。収入済額は調定額と同額の６万１，

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

４００円で、前年度に比べ１，０００円の増、

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

率にして１．８％の増でありました。これは督

よって、議第４７号は原案のとおり認定すべ
きものと決しました。

促手数料の増加によるものであります。
３款繰入金１項一般会計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１億２，

－１７４－

８６７万５，１０３円で、前年度に比べ７３６

不用額は５７万２，５１７円となっております。

万２，０００円の増、率にして６．１％の増で

支出済額の内訳につきましては、１項総務管

ありました。これはその他繰入金の皆増等によ

理費が２８４万３，３１８円、２項徴収費が１

るものであります。

６２万２，１６５円となっております。

４款１項繰越金について申し上げます。収入

２款１項後期高齢者医療広域連合納付金につ

済額は調定額と同額の２５７万９６８円で、前

いて申し上げます。支出済額は４億７８１万４，

年度に比べ１３０万２，０００円の増、率にし

７４６円で、前年度に比べ１，４４３万４，０

て１０２．６％の増でありました。これは前年

００円の増、率にして３．７％の増でありまし

度繰越金の増加によるものであります。

た。これは事務費負担金及び保険料等負担金の

５款諸収入について申し上げます。収入済額
は調定額と同額の２０４万４４２円で、前年度
に比べ７３万６，０００円の増、率にして５６．

増加によるものであります。不用額は２，１３
２万２，２５４円となっております。
３款１項公債費について申し上げます。当初

４％の増でありました。これは事務費決算剰余

予算額は１０万円でありましたが、支出がなか

金の増による雑入等の増加によるものでありま

ったため全額が不用額となったものであります。

す。

４款諸支出金１項償還金及び還付加算金につ

収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、 いて申し上げます。支出済額は５１万３，１０
加算金及び過料がゼロ円、２項償還金及び還付

０円で、前年度に比べ２７万２，０００円の増、

加算金が５６万３，９４２円、３項預金利子が

率にして１１３．２％の増でありました。これ

ゼロ円、４項雑入が１４７万６，５００円とな

は平成２９年度以前の還付金の増によるもので

っております。

あります。

以上の結果、歳入合計では、予算現額４億３，

５款１項予備費について申し上げます。当初

７００万円に対し、調定額４億１，５０３万４， 予算額は１７１万５，０００円でありましたが、
９０３円、収入済額４億１，３１７万２，８５

支出がなかったため全額が不用額となったもの

３円、不納欠損額３０万４９８円、収入未済額

であります。

１５６万１，５５２円となったものであります。

以上の結果、歳出合計では、予算現額４億３，

歳入決算額は前年度に比べ１，２５２万２，

７００万円に対し、支出済額は４億１，２７９

０００円の増、率にして３．１％の増でありま

万３，３２９円、翌年度繰越額はゼロ円、不用

した。

額は２，４２０万６，６７１円となったもので

次に、歳出について申し上げますので、次の
ページをお開き願います。

あります。
歳出決算額は前年度に比べ１，４７１万３，

初めに、１款総務費について申し上げます。
支出済額は４４６万５，４８３円で、前年度に

０００円の増、率にして３．７％の増でありま
した。

比べ７，０００円の増、率にして０．２％の増

歳入歳出差引残額は３７万９，５２４円とな

でありました。これは一般管理費の増により総

り、全額を令和元年度に繰り越したものであり

務管理費が増加したことによるものであります。 ます。

－１７５－

以上で平成３０年度上山市後期高齢者医療特

〔鈴木英夫商工課長 登壇〕

別会計歳入歳出決算について補足説明を終わり

○鈴木英夫商工課長 命によりまして、平成３

ますが、よろしくお願い申し上げます。

０年度上山市産業団地整備事業特別会計歳入歳

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 出決算について補足説明を申し上げます。
質疑は歳入歳出を一括して行います。

なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

質疑、発言を許します。

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

ていただきますので、御了解くださるようお願

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま
す。

いいたします。
歳入から申し上げますので、決算書の４９ペ

以上で、議第４８号議案に対する質疑を終結
いたします。

ージ、５０ページをお開き願います。
初めに、１款財産収入１項財産売払収入につ

次に、討論に入ります。討論の発言を許しま
す。

いて申し上げます。土地の売払収入がございま
せんので、調定額、収入済額ともにゼロ円とな

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

っております。

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。

２款１項市債について申し上げます。収入済

採決いたします。

額は調定額と同額の２億４，２９０万円で、前

議第４８号平成３０年度上山市後期高齢者医

年度に比べ１億８，４７０万円の増、率にして

療特別会計歳入歳出決算の認定については、原

３１７．４％の増でありました。これは産業団

案のとおり認定すべきものと決することに御異

地整備事業用地取得費に充てる市債の増による

議ありませんか。

ものであります。

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

３款繰入金１項他会計繰入金について申し上

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

げます。収入済額は調定額と同額の１５８万８

よって、議第４８号は原案のとおり認定すべ

７５円となっております。前年度に比べ皆増で

きものと決しました。

ありますが、起債対象経費以外の経費等に充て
るため一般会計より繰り入れたものであります。
以上の結果、歳入合計では予算現額３億７４

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

議第４９号 平 成 ３ ０ 年 度 上 山 市

５万３，０００円に対し、調定額、収入済額と

産業団地整備事業特別

もに２億４，４４８万８７５円となったもので

会計歳入歳出決算の

あります。

認定について

歳入決算額は前年度に比べ１億８，６２８万
１，０００円の増、率にして３２０．１％の増

○尾形みち子委員長 次に、議第４９号平成３
０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を議題といたします。
当局の説明を求めます。商工課長。

でありました。
次に、歳出について申し上げますので、次の
５１ページ、５２ページをお開き願います。
初めに、１款１項産業団地整備事業費につい

－１７６－

て申し上げます。支出済額は２億４，３６９万

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。

２，２４０円で、前年度に比べ１億８，５０４

質疑は歳入歳出を一括して行います。

万円の増、率にして３１５．５％の増でありま

質疑、発言を許します。

した。主に土地購入費で増となったもので、そ

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

の他産業団地の造成工事等を実施したものであ

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

ります。翌年度繰越額は５，６７５万９，００

す。

０円、不用額は１７０万８，７６０円となって
おります。

以上で、議第４９号議案に対する質疑を終結
いたします。

２款１項公債費について申し上げます。支出
済額は２７万７，５７２円で、前年度に比べ皆

次に、討論に入ります。討論の発言を許しま
す。

増でありますが、市債及び一時借入金の利子で
あります。不用額は１１７万２，４２８円とな
っております。

〔
「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。

３款１項予備費について申し上げます。支出

議第４９号平成３０年度上山市産業団地整備

済額はありませんでした。不用額は３３９万円

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

となっております。

原案のとおり認定すべきものと決することに御

４款１項前年度繰上充用金について申し上げ

異議ありませんか。

ます。支出済額は４５万２，０６３円で、前年

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

度と比べ皆増でありますが、平成２９年度の歳

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

入不足分に対し繰上充用したものであります。

よって、議第４９号は原案のとおり認定すべ

不用額は９３７円となっております。

きものと決しました。

以上の結果、歳出合計では、予算現額３億７
４５万３，０００円に対し、支出済額は２億４，

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

４４２万１，８７５円、翌年度繰越額は５，６

議第５０号 平 成 ３ ０ 年 度 上 山 市

７５万９，０００円、不用額は６２７万２，１

水道事業会計決算の

２５円となったものであります。

認定について

歳出決算額は前年度に比べ１億８，５７７万
円の増、率にして３１６．７％の増でありまし

○尾形みち子委員長 最後に、議第５０号平成

た。

３０年度上山市水道事業会計決算の認定につい

歳入歳出差引残額は５万９，０００円となり、 てを議題といたします。
全額を令和元年度に繰り越ししたものでありま

当局の説明を求めます。上下水道課長。

す。

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕

以上で平成３０年度上山市産業団地整備事業

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、平

特別会計歳入歳出決算について補足説明を終わ

成３０年度上山市水道事業会計決算について補

りますが、よろしくお願い申し上げます。

足説明を申し上げます。

－１７７－

水道事業会計決算書の２ページ、３ページを
お開き願います。

託金までを合わせて７億５１２万６，０４３円、
２ 、 営業費 用は （ １ ）原 水 及 び 浄 水費 か ら

初めに、収益的収入及び支出の収入でありま

（７）その他営業費用までを合わせて６億９，

すが、第１款水道事業収益の予算額８億１，９

７０５万４，７６０円となり、営業利益は８０

００万円に対し、決算額は８億２，４４３万８， ７万１，２８３円となっております。
８３１円で、５４３万８，８３１円の増となっ

３、営業外収益は、（１）受取利息及び配当

ておりますが、第１項営業収益で給水収益が増

金から（４）他会計補助金までを合わせて６，

加したことなどによるものであります。

４ ０ ５万３ ，９ ３ ４ 円、 ４ 、 営 業 外費 用 は

次に、支出でありますが、第１款水道事業費

（１）支払利息から（３）雑支出までを合わせ

用の予算額８億８００万円に対し、決算額は７

て３，３３５万９，４１６円、営業外収支は３，

億７，０２４万７，３５２円で、不用額は３，

０６９万４，５１８円となり、経常利益は３，

７７５万２，６４８円となっておりますが、第

８７６万５，８０１円となっております。

１項営業費用で修繕費、委託料が減少したこと
などによるものであります。

５、特別利益及び６、特別損失はありません
でしたので、当年度純利益は３，８７６万５，

４ページ、５ページをお開き願います。

８０１円となり、前年度繰越利益剰余金を加え

資本的収入及び支出の収入でありますが、第

た当年度未処分利益剰余金は２億４，２０４万

１款資本的収入の予算額１億７，６００万円に

９，９０５円となったものであります。

対し、決算額１億１，３９１万６，７５２円で、

次に、７ページをごらんください。

６，２０８万３，２４８円の減となっておりま

平成３０年度上山市水道事業剰余金計算書に

すが、第１項企業債、第４項工事負担金が減少
したことなどによるものであります。

ついて御説明申し上げます。
初めに、資本金でありますが、自己資本金の

次に、支出でありますが、第１款資本的支出

前年度処分額及び当年度変動額はありませんで

の予算額４億３，０００万円に対し、決算額３

したので、当年度末残高は２１億９，３１９万

億１，７５７万４，８００円で、不用額１億１， ６，１８７円となっております。
２４２万５，２００円となっておりますが、第

次に、剰余金でありますが、資本剰余金の前

１項建設改良費で工事請負費などが減少したこ

年度処分額及び当年度変動額はありませんでし

となどによるものであります。

たので、当年度末残高は５９５万２，７０４円

なお、欄外に記載のとおり、資本的収支に２

となっております。

億３６５万８，０４８円の不足額を生じました

次に、利益剰余金でありますが、前年度処分

が、過年度分及び当年度分の損益勘定留保資金

額はありませんでしたので、処分後残高４億７

により補塡を行っております。

２８万４，１０４円に、当年度変動額３，８７

６ページをお開き願います。

６万５，８０１円を加え、当年度末残高は４億

平成３０年度上山市水道事業損益計算書につ

４，６０４万９，９０５円となっております。

いて御説明申し上げます。

資本金に剰余金を加えた資本合計の当年度末

１、営業収益は（１）給水収益から（５）受

残高は２６億４，５１９万８，７９６円となっ

－１７８－

たものであります。

本合計は５５億４，４３８万８，７４２円とな

８ページをお開き願います。

ったものであります。

平成３０年度上山市水道事業剰余金処分計算
書について御説明申し上げます。

次に、２２ページをお開き願います。
平成３０年度上山市水道事業会計キャッシ

資本金及び剰余金の当年度処分額はありませ
んでした。

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、

次に、９ページをごらんください。

当年度純利益からその他流動資産等の増減額ま

平成３０年度上山市水道事業貸借対照表につ

での小計２億７，２６１万２６０円に、利息及

いて御説明申し上げます。

び配当金の受取額からリース料利息の支払額ま

資産の部、１、固定資産は、（１）有形固定
資産のイ土地からヌ建設仮勘定までの合計４８

でを増減し、２億４，５５６万５，４８２円と
なっております。

億８，８５６万７，５０３円に、（２）無形固

２、投資活動によるキャッシュ・フローは、

定資産の合計１１８万２，０００円を合わせ、

有形固定資産の取得による支出から国庫補助金

固定資産合計は４８億８，９７４万９，５０３

等による収入までを合計し、マイナス１億４，

円となっております。２、流動資産は、（１）

９７７万２，５９１円となっております。

現金預金から（３）貯蔵品までを合計し、６億

３、財務活動によるキャッシュ・フローは、

５，４６３万９，２３９円となっております。

一時借入金による収入からリース料の元本支払

３、繰延勘定はありませんでしたので、資産合

額までを合計し、マイナス４２３万６，７３７

計は５５億４，４３８万８，７４２円となった

円となっております。

ものであります。

資金の増加額に資金の期首残高を加えた資金

１０ページをお開き願います。

の期末残高は５億３，１７６万４，８３２円と

負債の部でありますが、４、固定負債は、

なったものであります。

（１）企業債と（２）リース債務の合計で１６

１２ページから２１ページまでは事業の概況

億２，４０４万１，５６３円となっております。 や工事などの事業報告、２３ページ以降は明細
５、流動負債は（１）企業債から（５）預り金

書などの決算附属資料となっておりますので、

までの合計で２億６４９万１，２４２円となっ

御参照願いたいと思います。

ております。６、繰延収益は（１）長期前受金

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

から（２）長期前受金収益化累計額を差し引い

いたします。

た合計で１０億６，８６５万７，１４１円とな

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。

り、負債合計は２８億９，９１８万９，９４６

質疑は全部を一括して行います。

円となったものであります。

質疑、発言を許します。枝松委員。

資本の部は、７ページの上山市水道事業剰余

○枝松直樹委員 昨年から比べて経営状態が改

金計算書で説明したとおりでありますので、説

善したと認識いたしますが、１つは供給の単価

明を省略させていただきます。

が原価を上回ったことによって収益が改善した

結果、負債合計に資本合計を加えた負債・資

ということがあると思います。

－１７９－

ただ、一方、この先人口が減る、あるいは高

○秋葉和浩上下水道課長 老朽管の更新工事に

速道路の工事が終わったということで、水の需

ついてでありますが、毎年更新工事を実施して

要が下がってくるということもこれからの不安

おります。今後につきましても計画的に実施し

材料としてあるわけですね。

ていきたいとは考えますが、やはり収益があっ

平成３０年度の施設の最大稼働率などを見て

て初めて工事費が捻出できるものですから、そ

も６９．８％ということでありまして、まだ余

の辺のバランスを考えながら適切な経営と計画

裕があるかなと。ということは、逆に言うと、

的な老朽管の更新を実施していきたいと考えて

水をたくさん買ってはいるんですけれども、施

おります。

設の規模からすると余裕があって、これを例え

○尾形みち子委員長 枝松委員。

ば見直し、村山広域水道と協議をしてさらに契

○枝松直樹委員 最後に市長に伺いますが、隣

約水量を下げる、そして受水単価についても、

の宮城県の村井知事は、水道のコンセッション

原価についても下げるということの見通し。前

方式というものに対して非常に、前のめりとい

回いつ改定して、この次はいつ改定ができるの

う表現を使ったほうがいいくらい、一生懸命な

か、期間的なことも含めてお示しいただきたい

んですね。全国で一番先にやりたいというよう

と思います。

なことを、野望を持っておられるようでありま

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

して、やはり水道は、今回の千葉県での災害な

○秋葉和浩上下水道課長 村山広域水道から受

んかでもそうなんですけれども、いざというと

水している料金の改定についてでございますが、 きに水がなければ生きていくことはできません
平成３０年度から１０年間ということで改定を

ので、どうか市長のほうからコンセッション方

行っております。したがいまして、次の改定時

式の導入についての現段階での考え方があれば

期につきましては、令和９年度ということにな

お示しください。

ります。ただし、状況の変化などが生じた場合

○尾形みち子委員長 市長。

については、５年の区切りで変更について協議

○横戸長兵衛市長 このことは海外でやられて

できることとしております。したがいまして、

いるということで注目を浴びたといいましょう

基本的には１０年間は現行の金額で推移すると

か、そういう経緯があると思っております。

考えております。

議員おっしゃるとおり、やはり水というのは

○尾形みち子委員長 枝松委員。

今回の災害を見てもわかるとおり、いざ災害が

○枝松直樹委員 水道料金について一部の市民

起きたときなどに大変重要なことでありますの

が、山形に比べると高いという指摘をしている

で、ここはやはり行政として責任を持っていく

方もおりまして、効率のいい経営をやはりこれ

ということが大事だろうと思っております。た

からもしていく必要があるんだろうと思います

だ、その中でやはりきちんと経営感覚を持って

が、老朽管の更新工事は計画的に進んでいるの

責任を持って行政がやるべき仕事であるという

か、そして、これからも計画どおり進めること

ふうに、現在もこれからも変わりないと思いま

ができるのかについて、不安ですので伺います。 す。
○尾形みち子委員長 上下水道課長。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

－１８０－

か。棚井委員。

ですけれども、平成２９年度末の現在高と平成

○棚井裕一委員 １２ページから１５ページに

３０年度末の現在高がほぼ似通った数字になっ

かけてなんですけれども、使用不能な消火栓の

ているわけですけれども、この辺はいわゆる構

解消のため消防本部と協議の上、増額して取り

築物とか装置などの年度をまたぐものの建設仮

組んでいると。消火栓更新工事についてなんで

勘定というふうになっているんでしょうか、お

すけれども。この更新なんですけれども、１５

伺いします。

ページのその他の更新３件ほどありますけれど

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

も、これは通常の更新なんでしょうか。それと

○秋葉和浩上下水道課長 建設仮勘定の年度末

も使用不能な消火栓の解消のための更新なんで

の中身でございますが、工事などを行うために

しょうか。

実施した、主に設計などの委託料が残っている

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

ものがほとんどでございます。

○秋葉和浩上下水道課長 １５ページに記載さ

○尾形みち子委員長 棚井委員。

れている消火栓の工事につきましては、使用不

○棚井裕一委員 とすると、平成２９年度末の

能の消火栓の工事と道路工事などに伴う移設の

残高と平成３０年度末の残高がほぼ似通ってい

分の工事が記載されております。

るというのは、いわゆる偶然と捉えてよろしい

○尾形みち子委員長 棚井委員。

んでしょうか。

○棚井裕一委員 成果説明書などによると、使

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

用不能な消火栓の解消を令和元年度中に解消す

○秋葉和浩上下水道課長 委員御指摘のとおり、

るということも記載されていましたけれども、

たまたま数字が似通ったという状況でございま

その見込みなどをお伺いします。

す。

○尾形みち子委員長 上下水道課長。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○秋葉和浩上下水道課長 消火栓で使用不能な

か。中川委員。

消火栓の解消でございますが、年度当初に把握

○中川とみ子委員 成果説明書の中の１０８ペ

しているものについては全て工事を行い解消し

ージに平成２６年度の豪雨により被災した矢来

ていくという考え方で進めております。ただ、

三丁目地内の雨水排水ポンプ設備をしていただ

消火栓の点検などで使用不能が後でわかる場合

きました。前川周辺の住民にとってとても安心

もございますが、その場合につきましては、で

できる事業であり、本当に感謝申し上げます。

きるだけ解消するような方向でする考えであり

これからも想定できない、今、千葉のほうで

ます。

も大変なことになっているんですが、想定でき

○尾形みち子委員長 棚井委員。

ない災害など、誰も予想できないことが起こり

○棚井裕一委員 把握なされているものについ

得るかもしれません。そのときはぜひ市民の安

ては、解消をぜひお願いしたいと思います。

心のために早い対応をお願いしたいと思います。

３０ページの固定資産の明細書についてです
けれども、建設仮勘定についてお伺いします。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません
か。

平成３０年度中に増加及び減少もしているわけ

－１８１－

〔
「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５０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５０号は原案のとおり認定すべ
きものと決しました。
以上で、当委員会に付託されました議案の審
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〕
○尾形みち子委員長 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

○尾形みち子委員長 これにて決算特別委員会
を閉会いたします。
御苦労さまでした。
午後 ０時０２分 閉 会

－１８２－

