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上山市議会第４９６回定例会
〔令和２年３月予算特別委員会会議録〕
（第 ２

日）

令和２年３月６日（金曜日）
本日の会議に付した事件
議第７号 令和２年度上山市一般会計予算
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午前１０時００分

開 議

査方法についてお諮りいたします。
最初に、当局の説明を受けた後、令和２年度
一般会計予算の説明と質疑について、さきに各
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開

議

委員に配付いたしております審査予定表のとお
り進めたいと思いますが、これに御異議ありま

○棚井裕一委員長 おはようございます。出席

せんか。

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。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。

直ちに令和２年度各会計予算９件の審査に入
ります。

よって、審査予定表のとおり進めることに決
しました。
なお、その他の予算については、従来の審査
方法のとおり、一括しての審査方法をもって進
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議第７号

令和２年度上山市一般会

めたいと考えておりますので、御協力をお願い

計予算

いたします。
それでは、議第７号令和２年度上山市一般会

○棚井裕一委員長 初めに、一般会計予算の審

計予算の審査を行います。

－１５０－

当局の説明を求めます。財政課長。

それでは、第１表歳入歳出予算について、歳

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

入から御説明申し上げますので、２ページ、３

○平吹義浩財政課長 命によりまして、議第７
号令和２年度上山市一般会計予算について御説
明を申し上げます。

ページをお開き願います。
１款市税につきましては、３６億３，４７５
万円を計上するものでありますが、１項市民税

予算書の１ページをお開き願います。

に１３億８００万円を、２項固定資産税に１８

令和２年度上山市の一般会計の予算は、次に

億２，０００万円を、３項軽自動車税に１億７

定めるところによるものであります。

０万円を、４項市たばこ税に１億５，４６０万

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

円を、５項入湯税に３，９４５万円を、６項都

は、歳入歳出それぞれ１４１億５，０００万円

市計画税に２億１，１７０万円を、７項旧法に

と定めるものであります。

よる税に３０万円をそれぞれ計上するものであ

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該
区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に
よるものであります。

ります。
２款地方譲与税につきましては、１億２，４
９６万３，０００円を計上するものであります

債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４

が、１項地方揮発油譲与税に３，０００万円を、

条の規定により債務を負担する行為をすること

２項自動車重量譲与税に８，４００万円を、３

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債

項森林環境譲与税に１，０９６万３，０００円

務負担行為」によるものであります。

をそれぞれ計上するものであります。

地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１

次に、３款利子割交付金に２００万円を、４

項の規定により起こすことができる地方債の起

款配当割交付金に６００万円を、５款株式等譲

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

渡所得割交付金に３００万円を、６款法人事業

の方法は、「第３表地方債」によるものであり

税交付金に１，７００万円を、７款地方消費税

ます。

交付金に６億４，０００万円を、次のページを

一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条

ごらんください。８款ゴルフ場利用税交付金に

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

５００万円を、９款環境性能割交付金に１，０

最高額は、２５億円と定めるものであります。

００万円を、１０款地方特例交付金に２，００

歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２

０万円を、１１款地方交付税に３７億５，００

０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各

０万円を、１２款交通安全対策特別交付金に５

項の経費の金額を流用することができる場合は、 ００万円を、１３款分担金及び負担金に７，３
次のとおりと定めるものであります。

３２万８，０００円を計上するものであります

第１号、各項に計上した報酬（会計年度任用

が、１項分担金に２７２万９，０００円、２項

職員に限る。）
、給料、職員手当等及び共済費に

負担金に７，０５９万９，０００円をそれぞれ

係る予算額に過不足を生じた場合における同一

計上するものであります。

款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする
ものであります。

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

－１５１－

が、１項使用料に６，４４９万６，０００円を、 円とするものであります。
２項手数料に２，６９４万７，０００円を、３

次のページ、５ページをごらんください。

項証紙収入に４，０７０万円をそれぞれ計上す

歳出について御説明申し上げます。

るものであります。

１款議会費につきましては、１億５，７６９

次に、１５款国庫支出金に１３億６，９７０
万４，０００円を計上するものでありますが、
１項国庫負担金に１０億８，１９７万５，００

万８，０００円を計上するものであります。
次に、２款総務費につきましては、２０億３，
１８５万１，０００円を計上するものでありま

０円を、２項国庫補助金に２億８，１６６万６， すが、１項総務管理費に１６億７，１２４万２，
０００円を、３項委託金に６０６万３，０００

０００円を、２項徴税費に１億８，３２５万９，

円をそれぞれ計上するものであります。

０００円を、３項戸籍住民基本台帳費に９，７

次に、１６款県支出金に９億３，３８２万５， ４２万３，０００円を、４項選挙費に２，８６
０００円を計上するものでありますが、次のペ

１万７，０００円を、５項統計調査費に３，１

ージ、４ページをお開きください。１項県負担

４６万９，０００円を、６項監査委員費に１，

金に５億２２８万３，０００円を、２項県補助

９８４万１，０００円をそれぞれ計上するもの

金に３億４，７３９万円を、３項委託金に８，

であります。

４１５万２，０００円をそれぞれ計上するもの
であります。

次に、３款民生費につきましては、４６億１，
２７４万７，０００円を計上するものでありま

次に、１７款財産収入に２，３７６万円を計

すが、１項社会福祉費に２５億５，２１６万円

上するものでありますが、１項財産運用収入に

を、２項児童福祉費に１７億４，１７５万円を、

２，１０５万円を、２項財産売払収入に２７１

３項生活保護費に３億１，８８３万７，０００

万円をそれぞれ計上するものであります。

円をそれぞれ計上するものであります。

次に、１８款寄附金に９億１００万円を、１

次に、４款衛生費につきましては、８億３，

９款繰入金に３億３，２００万円を、２０款繰

８７５万２，０００円を計上するものでありま

越金に１億円を計上するものであります。

すが、１項保健衛生費に４億５，６５１万７，

次に、２１款諸収入に１１億９，１８２万７， ０００円を、２項清掃費に３億８，２２３万５，
０００円を計上するものでありますが、１項延

０００円をそれぞれ計上するものであります。

滞金、加算金及び過料に２００万円を、２項市

次に、５款労働費につきましては、５，０１

預金利子に５０万円を、３項貸付金元利収入に

６万５，０００円を計上するものであります。

９億３，８６５万６，０００円を、４項受託事

次に、６款農林水産業費につきましては、５

業収入に１，２３７万９，０００円を、５項雑

億２，５６３万３，０００円を計上するもので

入に２億３，８２９万２，０００円をそれぞれ

ありますが、１項農業費に４億８，２２９万４，

計上するものであります。

０００円を、２項林業費に４，３３３万９，０

次に、２２款市債に８億７，４７０万円を計
上するものであります。

００円をそれぞれ計上するものであります。
次に、７款商工費につきましては、１３億４，

その結果、歳入合計を１４１億５，０００万

１８８万６，０００円を計上するものでありま

－１５２－

す。

円とするものであります。

次のページ、６ページをお開きください。

次に、事項別明細書について御説明申し上げ

次に、８款土木費につきましては、１０億９， ます。
００１万８，０００円を計上するものでありま
すが、１項土木管理費に１，８０３万３，００

最初に、歳出から御説明申し上げますので、
４４ページ、４５ページをお開き願います。

０円を、２項道路橋梁費に５億５，５０６万８，

１款議会費から御説明申し上げます。

０００円を、３項河川費に２９１万６，０００

１項議会費１目議会費は１億５，７６９万８，

円を、４項都市計画費に３億８，８９４万８，

０００円で、前年度対比２６万５，０００円の

０００円を、５項住宅費に１億２，５０５万３， 減でありますが、経費の精査によるものであり
０００円をそれぞれ計上するものであります。

ます。

次に、９款消防費につきましては、５億７，

議会運営費では、議会だより発行費、会議録

７６５万９，０００円を計上するものでありま

反訳製本費、議会映像配信委託料、常任委員会

す。

の行政調査費、議会報告会に要する経費などを

次に、１０款教育費につきましては、１５億
５，４３３万円を計上するものでありますが、
１項教育総務費に１億９，６１４万７，０００
円を、２項小学校費に２億１，２７０万５，０

措置するものであります。その他、議員報酬等、
職員人件費であります。
次に、２款総務費について御説明申し上げま
す。

００円を、３項中学校費に１億７５７万１，０

１項総務管理費１目一般管理費は７億１，８

００円を、４項学校給食費に３億１，５６０万

７８万９，０００円で、前年度対比２６４万４，

６，０００円を、５項社会教育費に４億２，７

０００円の増でありますが、会計年度任用職員

１７万６，０００円を、６項保健体育費に２億

制度に伴う人件費の増などによるものでありま

９，５１２万５，０００円をそれぞれ計上する

す。

ものであります。

総務一般管理費では、各種委員、地区会長等

次に、１１款災害復旧費につきましては、２， の報酬、庁舎の電話交換業務委託料、平和都市
５７６万１，０００円を計上するものでありま

推進事業負担金などを措置し、人事管理費では、

すが、１項農林水産業施設災害復旧費に２１０

産業医の配置、健康診断、職員採用試験、人事

万円を、２項土木施設災害復旧費に２，３６６

給与システム保守等の委託料、会計年度任用職

万１，０００円をそれぞれ計上するものであり

員に要する経費等を措置するものであります。

ます。

次のページ、４６ページ、４７ページをお開

次に、１２款公債費につきましては、１３億
２，３５０万円を計上するものであります。
次に、１３款予備費につきましては、２，０
００万円を計上するものであります。

きください。
職員研修費では、市町村アカデミー等研修機
関への派遣研修、庁内研修、職員の自主研修グ
ループへの活動助成金のほか、国・県への職員

７ページをごらんください。

派遣に必要な経費を措置し、秘書費では、市長、

その結果、歳出合計を１４１億５，０００万

副市長の活動に要する経費のほか、県市長会負

－１５３－

担金などを措置し、財政一般管理費では、庁内

０円で、前年度対比２，９７１万２，０００円

で使用する用紙、トナー等の購入費、電子複写

の増でありますが、公共施設等保全整備基金へ

機の賃借料などのほか市有施設に存在するＰＣ

の積み立ての増などによるものであります。

Ｂ廃棄物の処理委託料を措置し、国際交流推進

庁舎管理費では、庁舎の維持管理に要する修

費では、ドナウエッシンゲン市との友好都市盟

繕料、委託料、燃料費、光熱水費などの経費を

約締結２５周年に当たり、ドナウエッシンゲン

措置し、財産管理費では、市有財産管理に要す

市への市民訪問団派遣と日独友好協会が実施す

る保険料、施設警備委託料、また新たにニュー

る記念公演会等への支援に要する経費を措置し、 トラック松山駐車場の雨水対策工事費を措置す
自衛官募集費では、事務経費などを措置するほ
か、特別職給与等、次のページをお開きくださ
い。４８ページ、４９ページであります。職員
人件費であります。

るものであります。
次のページ、５０、５１ページをお開きくだ
さい。
車両管理費では、市有車の点検及び車検費用、

２目文書広報費は１，９４９万８，０００円

市長車ほか更新する車両を含むリース料などを

で、前年度対比２６９万５，０００円の減であ

措置し、基金積立金では、公共施設の計画的な

ります。

更新を図るため公共施設等保全整備基金へ３，

文書管理費では、各種法令の追録に係る経費、 ０００万円を積み立てるほか、財政調整基金な
条例等の例規データベースの更新業務委託料な

どの利子積立金を措置するものであります。

どを措置し、広報広聴費では、月１回とした市

６目企画費は６億４，９６５万９，０００円

報の発行、編集業務の委託、市報等の配布に係

で、前年度対比５，２０９万４，０００円の減

る経費のほか、テレビ広報に要する経費、ソー

でありますが、ふるさと納税基金積立金の減な

シャルネットワーキングサービスであるＬＩＮ

どによるものであります。

Ｅを活用した情報発信に要する経費を措置する
ものであります。

企画調整管理費では、第７次上山市振興計画
の運用管理委託料、基本計画書の印刷経費、国

３目財政管理費は１，４５２万８，０００円
で、前年度対比１８２万３，０００円の増であ

等への要望活動に要する経費を措置するもので
あります。

りますが、財務会計システムリース料、システ

ふるさと納税推進事業費では、ふるさと納税

ム保守委託料、予算書の印刷経費、統一的な基

の返礼品やＰＲ経費を含む関係経費を措置し、

準による財務諸表作成業務委託料のほか、新た

公共交通事業費では、市営予約制乗合タクシー

に財務会計システム改修経費を措置するもので

と市中心部循環バス運行業務委託料、路線バス

あります。

維持に係る補助金を措置し、地域おこし協力隊

４目会計管理費は４３９万２，０００円で、

推進事業費では、地域おこし協力隊６名の活動

前年度対比３９万６，０００円の減であります

に要する経費を措置し、次のページ、５２、５

が、出納事務、決算書作成に要する経費、指定

３ページをお開きください。まちづくり推進事

金融機関派出手数料を措置するものであります。 業費では、元気なかみのやま創造支援事業補助
５目財産管理費は１億１，５８４万３，００

のほか、各地区がみずからの課題を解決してい

－１５４－

く活動を支援するための講師派遣経費等を措置

のページ、５４、５５ページをお開きください。

し、移住推進事業費では、空き家を活用したお

防犯灯設置工事費や防犯灯更新への助成金、防

試し居住施設の運用を引き続き実施するととも

犯灯のメンテナンスつきリース料などを措置し、

に、県と連携して本市へ移住する該当者に対し

防災対策推進費では、蔵王山火山防災協議会負

て最大１００万円を支給する移住支援金を措置

担金、防災行政無線負担金、食糧や生活必需品

し、シティプロモーション推進事業費では、

等の防災用備蓄品を整備する経費のほか、浸水

「かみのやまファンクラブ」会員の増加を図る

想定区域で緊急情報の伝達を強化するため防災

ための情報発信に要する経費を措置するととも

ラジオの貸与に要する経費を措置し、市民農園

に、統一性のあるプロモーションの展開に要す

開設費では、市民農園開設に要する経費を措置

る経費を措置し、基金積立金では、ふるさと納

するものであります。

税基金への積立金を措置し、今後の小中学校で
のＩＣＴ事業の財源とするものであります。

９目交通安全対策費は３，４１３万１，００
０円で、前年度対比６３万４，０００円の増で

７目情報管理費は８，７６３万６，０００円

ありますが、交通安全対策費では、交通安全専

で、前年度対比１，８３４万８，０００円の減

門指導員の報酬や交通指導員の報償費、道路照

でありますが、コンピュータシステム運用費で、 明灯の電気料、駐輪場の土地借上料、免許返納
税情報システムに要する経費の減などによるも

者への支援事業などに要する経費を措置し、交

のであります。

通安全整備事業費では、道路反射鏡等の修繕費、

コンピュータシステム運用費では、住民情報
クラウドシステムに要する経費、ホームページ

備品購入費などを措置するほか、職員人件費で
あります。

やメールの運用に要する経費、コンピュータリ

次に、２項徴税費でありますが、１目税務総

ースやシステム保守委託料、地方公共団体情報

務費は１億４，９３５万円で、前年度対比２，

システム機構の中間サーバー・プラットフォー

１６３万６，０００円の増でありますが、課税

ムに係る運用負担金、情報セキュリティー対策

誤りに対応した還付金の増と職員人件費の増な

に要する経費などを措置し、光ケーブル管理費

どによるものであります。

では、山元地区の光ファイバー網の維持管理経
費を措置するものであります。

税務総務費では、公図の更新、作成等の業務
委託料、需用費等を措置し、次のページ、５６、

８目市民生活対策費は２，６７６万６，００

５７ページをお開きください。市税還付金では、

０円で、前年度対比１７３万５，０００円の増

固定資産税課税誤りに対応して還付金を増額措

でありますが、防災ラジオ整備費の増などによ

置したほか、職員人件費であります。

るものであります。

２目賦課徴収費は３，３９０万９，０００円

消費者行政費では、消費生活相談員の配置、

で、前年度対比１，００６万６，０００円の減

研修など相談業務関連経費や全戸配布チラシな

でありますが、令和３年度評価がえに伴う標準

どの啓発などに係る経費を措置し、防犯対策費

宅地鑑定業務が終了したことによるものであり

では、防犯灯の電気料、防犯関係団体への補助

ます。賦課徴収費として、税の申告支援システ

金などを措置し、防犯施設整備事業費では、次

ム、滞納整理システム、保守委託料等の経費を

－１５５－

措置するものであります。

りますが、国勢調査、工業統計調査の基幹統計

次に、３項戸籍住民基本台帳費でありますが、 に要する経費などを措置するものであります。
１目戸籍住民基本台帳費は９，７４２万３，０
００円で、前年度対比２，６５２万６，０００
円の増でありますが、マイナンバー普及関連経
費の増によるものであります。

次のページ、６０、６１ページをお開きくだ
さい。
３目地籍調査費は７３１万１，０００円で、
前年度対比２，７２８万９，０００円の減であ

戸籍住民基本台帳事務費では、戸籍電算シス

りますが、令和元年度補正予算で必要とする予

テム機器、住基ネットシステム等のリース料、

算の大半を措置していることによるものであり

保守委託料、窓口での謄本抄本・諸証明発行に

ます。調査の区域は矢来四丁目、南町、石堂、

係る経費、通知カード、個人番号カード関連事

長清水一丁目などで、その他の２年目の継続地

務委任交付金のほかに、新たに国が進める個人

区の経費を措置するものであります。

番号カード普及に要するシステム改修費、報酬

次に、６項監査委員費でありますが、１目監

費等を措置するほか、職員人件費であります。

査委員費は１，９８４万１，０００円で、前年

次のページ、５８、５９ページをお開きくだ
さい。

度対比１４５万５，０００円の増でありますが、
職員人件費の増によるものであります。

次に、４項選挙費でありますが、１目選挙管

監査委員費では、監査に要する経費を措置し、

理委員会費は９９１万７，０００円で、前年度

監査委員給与等では、監査委員報酬を措置する

対比２７万８，０００円の増でありますが、委

ほか、職員人件費を措置するものであります。

員会運営費で、委員の報酬など委員会運営に要

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

する経費のほか、職員人件費であります。

いたします。

２目選挙啓発費は２０万円で、前年度対比３， ○棚井裕一委員長 これより１款議会費、２款
０００円の増でありますが、選挙啓発活動に要

総務費について質疑、発言を許します。髙橋要

する経費であります。

市委員。

３目選挙執行費は１，８５０万円で、前年度

○髙橋要市委員 移住推進事業費についてお聞

対比５，４５９万円の減でありますが、山形県

きしたいんですが、県及び連携中枢都市圏等と

知事選挙費を措置するものであります。

連携して、ニーズに沿った一体的かつ効果的な

次に、５項統計調査費でありますが、１目統

ＰＲを行うということで、本市の移住を推進し

計調査総務費は１，２１３万５，０００円で、

ていくという目的で、こういった一般会計に計

前年度対比１３６万３，０００円の増でありま

上されているということなんですが、この中枢

すが、職員人件費の増によるものであります。

都市圏というのは、６市６町というふうに考え

統計調査総務費で、統計調査員確保に要する経

てよろしいのかと思いますが、その事業の内容

費のほか、職員人件費を措置するものでありま

について、少し教えていただきたいんですが、

す。

よろしくお願いいたします。

２目統計調査費は１，２０２万３，０００円
で、前年度対比６６３万６，０００円の増であ

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。
○冨士英樹市政戦略課長 連携中枢都市圏は、

－１５６－

御存じのように６市６町全体で取り組むという

尾形みち子委員。

ことになっておりまして、そういった首都圏で

○尾形みち子委員 ２款総務費、４７ページ、

のＰＲ活動なども、これまでは別々に行ってき

国際交流推進費についてお伺いいたします。

たわけですけれども、一体的に行っていくとい

詳細にということですけれども、このたびド

うことと、あとは、山形市のほうでホームペー

イツから学生の訪問団も受け入れて、そしてま

ジを作成しておりますので、そこにも全体のも

た２５周年のための市民訪問団もというような

のを掲載していただくというような内容でござ

派遣というようなこと。それから、先ほど記念

います。

の公演等々もあるというようなことであります

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

けれども、詳細に人数、そういったところも含

○髙橋要市委員 連携で６市６町ということで、 めてお示しいただきたいと思います。
今後こういった形で進んでいくかと思われるん

○棚井裕一委員長 庶務課長。

ですけれども、そういった移住を推進する中で、 ○金沢直之庶務課長 まず市民訪問団、こちら
ある意味で６市６町というのは、本市にとって

のほうにつきましては、市役所の関係者、議会

ライバルになるようなところもあろうかと思う

からも代表をお願いしたいと思っておりますが、

んですけれども、そういったところで、例えば

そちらも含めまして合計で２５名ほどの訪問団

上山よりもどこどこの市というようなことで、

を派遣したいというような形で考えているもの

外のほうに移住目的、移住を希望されている方

でございます。

が、例えばほかに行ってしまうとか、そういっ

学生訪問団の受け入れ、こちらのほうは例年

た懸念というのはないのでしょうか。ちょっと

１０人程度ということですが、今現在、ドナウ

お聞きしたいんですが、よろしくお願いいたし

エッシンゲン市から受けているお話ですと８名

ます。

程度になりそうだというようなことでお聞きし

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

ているものでございます。

○冨士英樹市政戦略課長 これは、県との連携

２５周年記念の演奏会の公演をするというよ

の中でも同じことが言えるかと思うんですけれ

うな形でございまして、こちらのほうにつきま

ども、やはりその中でしっかり上山市をＰＲし

しては、広島市の交響楽団のソリストがドイツ

た上で、上山市を選んでいただくための広報と

出身ということもあって、ドナウエッシンゲン

いうものに努めていかなければいけないと思っ

市のほうに何度か行っていらっしゃるというこ

ております。

ともあって、その御縁で上山のほうにもオファ

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

ーがありましたので、こちらのほうの演奏会を

○髙橋要市委員 いずれにしても、６市６町と

日独友好協会で行うというようなことでござい

いうことで、今後連携ということを強化してい

ますので、こちらのほうも公演したいというよ

くという、国の方針もあってのことだと思いま

うなことでございます。

すので、しっかりと推進をしていただきたいと

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

思います。

○尾形みち子委員 そのほかに２５名ほどとい

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 うようなことで、市民、これからスケジュール

－１５７－

等が出てくるんだと思うんですけれども、この

これから市民のそういったスケジュール等も含

場合、学生も含めてでしょうけれども、市民訪

めてお願いしたいと思います。

問団、今の時期、こういったウイルス性のコロ

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

ナというようなこともあると思いますが、そう

神保光一委員。

いったことの対策も含めて、こんな金額になっ

○神保光一委員 ２目の広報広聴費についてお

ているのか、ちょっとお尋ねいたします。

伺いします。

○棚井裕一委員長 庶務課長。

こちらにＬＩＮＥの事業が入っているという

○金沢直之庶務課長 まず、訪問団の年齢層等

ことですが、私も先日、上山市のＬＩＮＥに登

につきましては、特に制限は設けておりません。 録しまして、すごい身近なものになって、大変
あと、コロナウイルス対策ということでござ

便利だなというふうに感じております。

いますが、今現在、こちらのほうがどのように

まず、こちらのＬＩＮＥの今現在での登録者

なるかというのは想定できませんので、まず、

数と、ＬＩＮＥを上山市のほうで始めたところ

訪問できるという想定で事業の段取りは進めた

の実感というか、感想のようなものがもしあれ

いと考えているところでございます。

ば、お聞かせいただければと思います。

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

○尾形みち子委員 この時期でもあるので、お

○冨士英樹市政戦略課長 今現在の登録者数は

聞きしたところでございますが、そういった場

６８０名ほどになっております。ですので、ま

合、スケジュールというのは、今申し上げたの

だまだ広報が必要だというふうに感じておりま

は、訪問団、大体日付がどのようになっている

す。

のかもお示しいただきまして、そういう広報的

ＬＩＮＥを始めた中での市民の声なども聞き

なものも含めてお答えいただきたいと思います。 ますと、やはり見やすくなっていると。ホーム
○棚井裕一委員長 庶務課長。

ページにも行きやすくなったという声も聞かれ

○金沢直之庶務課長 日程のほうにつきまして

ておりますので、ホームページの連携というこ

は、９月３０日から１０月８日ということで、

とを前提にしながら、これからも利便性を高め

今現在予定しているものでございます。

ていきたいというように思っております。

広報のほうにつきましては、４月１日号の市

○棚井裕一委員長 神保光一委員。

報から、まず広報して募集したいと考えている

○神保光一委員 私も実際使ってみて、ホーム

ものでございます。

ページから見るよりも、大変見やすいような形

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

になっていて、今、６８０名というふうな人数

○尾形みち子委員 ２５周年ということで、大

が、もう少し伸びればなというふうに思ってい

変記念すべき、前回は１５周年のときというよ

るところです。

うなことでありましたので、そういった交流が、

市のほうで、まず１点、今後利用者を獲得す

やはり深まって、そしてまた、これ以降も続け

る上で、どういった取り組みをしていくかとい

ていただくようなことで、多分、この予算が組

うことと、あと、今現在、使っていての実感な

まれているんだと思うんですけれども、ぜひ、

んですけれども、基本的にＬＩＮＥのほうに利

－１５８－

用者が入って調べて見ていくというふうな形が

ういったところにＱＲコードを例えば張ってい

多いのかなと思っているところで、今回のコロ

ただいたりというふうなお願いとかがもしあれ

ナ関係で、市のほうからのお知らせみたいなの

ば、利用者なんかがふえると思うので、そちら

が来たんですけれども、今後どういったもので、 もあわせて検討とかいただければと思いますの
市民のほうにお知らせといったものをするよう

で、よろしくお願いします。

なことを考えているのか、もしあれば、お聞か

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

せいただければと思います。

川崎朋巳委員。

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

○川崎朋巳委員 防災対策推進費について。こ

○冨士英樹市政戦略課長 まず、利用者拡大に

ちら内容については、危機管理室ということで、

つきましては、これまで市報でとか、あともし

令和２年度の当初予算ということでもあります。

くは新聞媒体等でも取り上げていただいたりも

現状、コロナウイルスの対策については、例え

したり、あとは各施設に案内を表示したりして

ば市が行うイベントでありますとか、令和元年

おりますけれども、まだそれでも不足なのかな

度分についてはあらかた方向性は周知されてい

というふうにも思っております。

るところなのかなというふうに思います。

ただ、なかなかそれ以外の手だてというのが

先ほど、歳入での説明もありましたけれども、

ございませんので、その辺、口コミも含めて広

社会情勢だったり、現状このような情勢であり

めていただくような形をとれないかということ

ます。市としての判断というところは難しいの

を考えていきたいと思っております。

かと思いますけれども、令和２年度、特に前半

また、プッシュの通知ということの考え方だ

部分ということになろうかと思いますけれども、

と思いますけれども、一つ、こちら側としては、 その部分における本市の新型コロナウイルスに
できるだけ多くの情報を流したい一方で、受け

対する対応、もちろん国や県に対する指針に基

取る方にとっては、余り情報が五月雨式に流れ

づくものであろうと思いますが、これについて、

てくるのはよくないというように思っています

現状の考え方、お示しいただければというふう

ので、少しそこら辺規律を持ちながら、必要な

に思います。

情報を、ホームページのほうに誘導することを

○棚井裕一委員長 庶務課長。

前提にしながらも、そういったことについて考

○金沢直之庶務課長 現在、上山市におきまし

えていきたいと思っております。

ては、上山市新型インフルエンザ等対策実行行

○棚井裕一委員長 神保光一委員。

動計画というのを、平成２６年度に策定してお

○神保光一委員 プッシュ通知でのお知らせと

りまして、これに基づいて対策を考えていると

いうのは、いろいろな情報を知る上で有意義だ

いうことでございます。

と思いますので、いろいろこれから考えていた
だければと思います。

現状ですと、まだ対策本部の立ち上げまで行
っておりませんで、ただし、関係課長会議とか、

あと１点、提案のような形にはなってしまう
んですけれども、利用者を広める上で、上山と
いうのは、いろいろなお店関係が多いので、そ

市長も参加の全課長会議などで情報共有は行っ
ております。
今後の本部の進め方といいますか、行動の進

－１５９－

め方ですが、基本的には、正確な情報を国・県

いと考えておりますので、そういった経費につ

等から受けて、その情報について上山市でどの

いて計上している結果として、このようになっ

ように対応できるのか、もしくは上山では必要

ております。

ないのか、こういう部分を判断し、間違いのな

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

い情報発信等を行いながら、対策を進めていき

○川崎朋巳委員 ただいまシティプロモーショ

たいと考えているところでございます。

ン、本市の魅力を市民と共有してという形にな

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

ろうかと思います。基本方針の策定、いつごろ

○川崎朋巳委員 了解いたしました。災害対策

までに策定されるのか、また、その検討におけ

本部については、まず、県内を含めた周辺の状

る、どのように検討を行っていくのかについて、

況いかんによって設置ということも考えられる

以上２点について改めてお示しいただければ。

かと思います。また、インフルエンザ関係法令

よろしくお願いします。

に基づいてということでありますが、国のほう

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

でも、法律改正の動き等もございます。それに

○冨士英樹市政戦略課長 活動指針の策定につ

合わせた本市における条例でありますとかの変

きましては、令和３年３月までに策定したいと

更等も考えられるのかなと思います。そういう

考えております。この取り組みの過程の中では、

状況においても対応していただければなという

やはり関係者の方々とか、市民の方々からも御

ふうに思っております。

意見を伺いたいということで、そういった場を

続きまして、シティプロモーション推進事業
費についてであります。

設けながら、いろいろな意見を聞きながら策定
をしてまいりたいと思っております。

令和２年度当初予算において、４８２万９，

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

０００円と、令和元年度当初予算と比較して減

○川崎朋巳委員 ただいま申し上げた内容につ

額として措置されております。シティプロモー

きましては、私、一般質問のほうで取り上げさ

ション推進事業につきましては、令和２年度新

せていただいた内容と重複する事業であるとい

たな事業の計画が行われておりますが、この減

うふうに思っております。その中で、改めてお

額の内容について、詳細なところをお示しいた

伺いしたいことなんですけれども、上山といえ

だければと思います。

ばこれだというものについて、共通したものを

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

つくるというものだと思います。

○冨士英樹市政戦略課長 令和元年度につきま

全ての市民が同じものを、これだ、これが上

しては、仙台圏でのファンクラブの開催経費な

山の特徴あるものだという話にはならないのか

ども含んでおりましたけれども、令和２年度に

なと思いますが、それについて、市民の方を交

つきましては、そういったファンクラブのイベ

えて策定過程において話をすることで、統一的

ント開催の経費については、全てなくしており

見解は持てなくても、必ずやいずれの人も、上

ます。そのかわり、先ほど委員からもお話があ

山はこれなんだよというようなものが得られる

りましたように、上山市のプロモーションのあ

のかなというふうに思います。

り方の活動指針といったものをつくっていきた

なので、市民の方を含めた策定過程において

－１６０－

かかわる人の人数を、ふやしていただきたいと

聞きしたいと思うんですが、いろいろな目的が

いうところがまず１点。

あろうかと思いますが、この調査事業について

あともう１点は、本市を客観的に分析するた

は、どのような目的で行われているのかお示し

めにも、ぜひ市外の方の意見も取り入れていた

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

だきたい。我々が見る上山と市外の方が見る上

します。

山、抱く印象は違うのかなと思いますが、以上、 ○棚井裕一委員長 税務課長。
今の市民の方の参加、また市外の方の客観的意

○前田豊孝税務課長 地籍調査の目的につきま

見を取り入れることができる状況にあるのかど

しては、いわゆる土地の境界を確定していくこ

うか、以上２点について、改めてお考えをお示

とというのが一番の目的でありまして、現在、

しください。

法務局に備えてある字限図等につきましては、

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

古いものですと明治時代の地租改正後に縄張り

○冨士英樹市政戦略課長 まず、市民の参加と

で測量したというような古い公図等もございま

いうのは、定期的な会合等については、余りふ

すので、そういったものが現況に合わないとい

やし過ぎるのはいけないというように思ってい

うことで、１筆、１筆正確に測量して、所有者

ますので、ワークショップ等の開催によって、

の了解を得て、そして改めて正確な公図をつく

そういった意見の吸い上げについては対応して

っていくということが一番大きな目的でござい

まいりたいと思っております。

ます。

あと市外の方の意見の聞き方なんですけれど

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

も、まず、今回御協力いただく、お願いをする

○髙橋要市委員 昨今のいろいろな災害がある

ような考えでおります専門家の方からの知見を

中で、例えば防災とか、あとは復興、本市にお

得たいというように考えておりましたので、そ

いては、幸い大きな災害に見舞われているとい

の部分を含めて市外の方の意見も吸収できると

うことはないんですけれども、復興においてい

いうように考えておりますので、そういった対

ろいろな各地で地籍調査がなされていないがた

応をしてまいりたいというように思っておりま

めに復興がおくれてしまうとか、前に進まない

す。

という状況が至るところで起きているようでご

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

ざいます。

○川崎朋巳委員 シティプロモーションの数値

そういった中で、この地籍調査というのを、

においては、第７次上山市振興計画の中でも、

やはり進めていくべきというふうに考えており

上山市の全国における認知度的な数値の目標が

ますが、現在の進捗状況をお示しいただきたい

あったかのように考えております。非常に大事

と思います。

な事業であると思いますので、ぜひ、前向きに

○棚井裕一委員長 税務課長。

進めていっていただきたいなと思います。

○前田豊孝税務課長 上山市におきましては、

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 市域２４１平方キロのうち、調査対象区域が約
髙橋要市委員。

８７平方キロほどございます。現在、９つの調

○髙橋要市委員 ３目地籍調査事業についてお

査区に調査着手しておりまして、面積的には１．

－１６１－

９３平方キロほどでございますので、着手率に

いというところの不安もありますので、ぜひ、

ついては１．０９％という状況でございます。

市民全部でなくても、学校の生徒にだけでもい

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

いのかなと思います。そういうところで体温計

○髙橋要市委員 なるべく多く、これから取り

とか、そういうところも備品として保管できれ

入れて、この事業を進めていただきたいという

ばありがたいのかなと思いましたので、提案さ

ふうに思います。

せていただきます。

復興というと、なかなか本市においては関係

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

ない話のように感じられますが、実際、１，０

佐藤光義委員。

００年に一度の災害が起きてくる中で、そうい

○佐藤光義委員 ５１ページの地域おこし協力

った防災あるいは復興という観点を、これから

隊推進事業費についてであります。

重視していかなければならない時代だと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

また新しく人材を募集する、三大都市圏など
で募集するということですが、どういった形で

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 募集をかけるのかお示しください。
中川とみ子委員。

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

○中川とみ子委員 先ほどの川崎委員の追加と

○冨士英樹市政戦略課長 募集につきましては、

いうか、関連して質問させていただきます。

首都圏で関連した団体等がありますので、そう

５５ページの防災対策推進費についてですが、 いったところへの周知、あとはホームページ上、
ここに備品購入費というのがあります。これは

あとは首都圏で直接担当の職員が行きまして、

平成２６年に基づいてしていただいているとい

説明会等にも参加して広報に努めているところ

うことですが、この備品の中にマスクとか消毒

でございます。

液とか、そういうものがあるのかどうか伺いま

○棚井裕一委員長 佐藤光義委員。

す。

○佐藤光義委員 それで、先月なんですけれど

○棚井裕一委員長 庶務課長。

も、東京のほうの移住センターのところに行き

○金沢直之庶務課長 こちらのほうの備品購入

ましたら、古い募集要項が置かれていまして、

費につきましては、まだ買うものを全て考えて

それももう募集は終わっている要項が、まだあ

いたわけではございません。予算の段階では、

ったというのを確認しました。

考えておりませんでした。

今後、新しく募集するところもあるんですが、

防災備品とか、優先度の高いものを購入する

いつまで募集するのか、また募集が終わったら、

つもりでおります。マスク等につきましては、

要項をすぐ下げるとか、また新しくすぐ更新す

やはり全市民に配るとなりますと、かなりの数

るとか、そういったところも必要ではないかと

が必要になると。それを市が保管しておくこと

思うんですが、どうお考えですか。

が、必ずしも現実的かという部分については、

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

今後検討が必要だと考えております。

○冨士英樹市政戦略課長 チラシ等については、

○棚井裕一委員長 中川とみ子委員。

随時新しいものに切りかえて、移住センターの

○中川とみ子委員 今から何があるかわからな

ところにはお送りしているんですけれども、な

－１６２－

かなか担当職員のほうで全部に対応できていな

おります。

いところもあるようで、更新がなされていない

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

現実がございました。そういったことについて

○谷江正照委員 今後、この新たな事業として

は、うちの職員が行った際にでも、随時更新を

のプロモーションの指針を示していく中で、ロ

図りたいというふうに考えております。

ゴマーク等も策定していくやに聞いております。

いつまでというものにつきましては、当然、

その際、このリーフマークと新たにつくるロゴ

必要な人員ということで募集をかけております

マークとの関連性ですとか、意味合いづけなど、

ので、応募があって採用されるまで引き続き続

どのように考えておられるのか、お示しいただ

けていきたいというふうに思っております。

ければと思います。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 ○棚井裕一委員長 市政戦略課長。
谷江正照委員。

○冨士英樹市政戦略課長 今回つくるものにつ

○谷江正照委員 シティプロモーション推進事

いては、市全体のプロモーションに係る部分と

業費のところでお聞きしたいと思います。

いうことで、意思の確認をしていきながらやっ

この予算の付属書のところで、本市の魅力的

ていきたいと思っておりますので、リーフのシ

な地域資源を包括して統一感のあるプロモーシ

ンボルマークについては、クアオルトのものと

ョンを展開するための活動指針をまとめるとい

いうことでの考え方がございますので、そこも

う内容でございますが、本市においては、平成

含めた形で、どのようなものが望ましいか考え

２５年７月においてプレス発表をしまして、

てまいりたいと思っております。

「心と体がうるおうまち かみのやま」を象徴

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

したリーフのシンボルマークがございます。こ

枝松直樹委員。

のシンボルマークを５年以上たって活用してい

○枝松直樹委員 それでは、総務管理費の財産

るわけですけれども、現在までのシンボルマー

管理費について、基金積立金が、５１ページで

クの活用した状況ですとか、取り組みに関して

すけれども、３，１５４万円ですが、今後、斎

の何か総括的なものがあれば、お示しください。 場の更新を初め公共施設等総合管理計画に基づ
○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

いて、今度個別計画がつくられるようですが、

○冨士英樹市政戦略課長 リーフのシンボルマ

そういったものに使われるというふうに、この

ークにつきましては、クアオルト構想に基づく

基金は思いますけれども、いかにも少ない額で

シンボルマークということで、クアオルトのシ

ありまして、今後、これをどの程度上積みをし

ンボルマークという扱いで使わせていただいて

ながらやっていかれる計画なのか、お伺いした

おります。

いと思います。

これの活用については、当然ながらクアオル

それから、先ほど地域おこし協力隊について

トに係る事業全体として活用を図っております

ありましたけれども、６名体制でいくというこ

し、ポロシャツ等にも印字をされておりますの

とですが、今までの実績として、途中で任期を

で、リーフのクアオルトというイメージについ

満たさないで終えた方もいたようでありますけ

ては定着しつつあるのかなというふうに思って

れども、今現在、ことし任期が終わる人も含め

－１６３－

て、上山に残る、移住をされる、その実績につ

いてと、中途でおやめになられた方３名が定住

いて伺いたいと思います。

をされております。令和元年度で任期満了にな

それから、今度は同じところで、移住推進事

られる方についても、定住の方向で検討されて

業費の中で、昨年常任委員会で、北町にある空

いるというようにお聞きをしているところでご

き家を活用したお試しの施設を見てまいりまし

ざいます。

たが、活用が極めて低調であったと思っており

次に、お試し居住施設の利活用についてでご

ましたが、今回、これについて予算措置がされ

ざいますけれども、先ほど別の委員からも御質

ていますけれども、どのように利用向上を図る

問がありましたけれども、６市６町の連携中枢

か、その辺の手だてを教えてください。

都市圏であったり、県全体のＰＲ活動というこ

○棚井裕一委員長 財政課長。

とで、東京でのＰＲ活動の場面がふえるという

○平吹義浩財政課長 最初に、基金のほうから

ふうに予測がされております。

お答えいたします。５１ページ、基金でありま

そういった中で、お試し居住施設を持ってい

すけれども、確かにここで予算計上しているも

る自治体が少ないということもありますので、

ののうち、３，０００万円を公共施設の計画的

本市のある意味では売りとして御紹介申し上げ

な更新を図るための公共施設等保全整備基金へ

て、利活用を図っていきたいというように思っ

積み立てるということでございます。

ております。

今現在、公共施設等総合管理計画個別計画を

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

策定中でありますけれども、全体の経費につい

○枝松直樹委員 では、最後の点について、あ

ては、個別計画を策定する中で見積もっていく

そこどうなんですか。場所がよくないと言うと、

ということでございます。

ちょっと語弊がありますが、余りお試しで利用

今回予算計上したものは、御発言のとおり、

したくないような感じの施設でありまして、そ

斎場を意識したものでございまして、補正予算

の辺、広域的に上山の売りとして宣伝すること

で５，０００万円、今回当初で３，０００万円

はいいかと思いますけれども、もうちょっとそ

ということで、８，０００万円を早々に基金に

こに頼るのではなくて、独自に希望者というか、

積み立てたいということでございます。

それを寄せてくるような行動がないと、ちょっ

斎場につきましては、補助等がないというよ

と厳しいのかなと思っておりましたので、あえ

うなことで、財源を今のうちから確保しておく

て申し上げたところです。回答は差し支えござ

必要があるだろうというようなことで、今回計

いません。

上しまして、計画的に、これは毎年積み立てて

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

いって、更新時期まで必要な額を積み立ててい

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

きたいという、そういう考え方でございます。

○棚井裕一委員長

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

す。

○冨士英樹市政戦略課長 まず、地域おこし協

質疑はないものと認めま

この際、１０分間休憩いたします。

力隊の件についてお答えいたします。

午前１０時５８分 休 憩

これまで平成３０年度で任期満了した方につ

－１６４－

午前１１時０８分 開 議
○棚井裕一委員長

ものであります。

休憩前に引き続き会議を

開きます。

障がい者福祉事業費では、扶助費として更生
医療給付費、障がい者世帯除雪費助成、福祉タ

次に、３款民生費について、当局の説明を求
めます。財政課長。

クシー利用料、身体障がい者移送介護タクシー
の利用料、ガソリン代助成費を措置し、地域生

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

活支援事業費では、相談窓口の運営委託、訪問

○平吹義浩財政課長 それでは、３款民生費に

入浴サービス、成年後見制度の利用支援、移動

ついて御説明申し上げます。

支援、日常生活用具給付などに係る扶助費を措

６２、６３ページをお開きください。

置し、次のページ、６４、６５ページをお開き

１項社会福祉費でありますが、１目社会福祉

ください。障がい福祉サービス給付費では、支

総務費は３億５，２８４万円で、前年度対比４， 援区分審査会の経費、生活介護、自立訓練、就
６２５万９，０００円の減でありますが、プレ

労支援、補装具の交付・修理を支援する障害福

ミアムつき商品券事業の終了などによるもので

祉サービス給付に係る扶助費などを措置するも

あります。

のであります。

社会福祉総務費では、福祉バスの管理運営、

３目高齢者福祉費は１３億５，９８０万４，

福祉大会の開催、結婚サポーターの養成、低所

０００円で、前年度対比２，５０４万３，００

得の方の婚姻に伴う引っ越しや家賃等を支援す

０円の減でありますが、介護保険特別会計繰出

る補助金などの晩婚、未婚対策に係る経費など

金の増などの一方で、特別養護老人ホームみず

を措置し、民生委員・児童委員活動費では、民

ほの里に係る建設償還金補助の終了による減に

生事業協力員活動費交付金など民生委員の活動

よるものであります。

に要する経費を措置し、社会福祉関係団体助成

高齢者福祉事業費では、シルバー人材センタ

費では、社会福祉協議会など社会福祉関係団体

ー運営補助金、敬老事業補助金、老人クラブ活

への補助金、老人福祉センター寿荘改修工事補

動補助金、養護老人ホーム入所者への扶助費の

助金などを措置し、人権啓発活動事業費では、

ほか、シルバー人材センターが空き家所有者の

人権意識の向上、啓発を図るため、小中学校へ

依頼により清掃、草刈り等を実施する業務を支

の花の苗・種子等を配布する経費を措置するも

援する地域就業機会創出・拡大事業補助金を措

のであります。基金積立金は、長寿社会福祉基

置するものであります。介護保険利用者負担軽

金の利子積立金を措置するものであります。国

減事業費では、社会福祉法人が実施する低所得

民健康保険特別会計繰出金では、保険基盤安定、 者向けの利用者負担軽減に対する補助金を措置
職員給与、財政安定化支援、出産育児一時金な

し、在宅高齢者支援事業費では、緊急通報シス

ど繰り出し基準に基づく繰出金を措置し、ほか

テム、移送サービス、生活管理指導、ごみ出し

職員人件費を措置するものであります。

支援、高齢者世帯の除雪、紙おむつ支給など、

２目障がい者福祉費は５億４，０２５万１，

介護保険以外の在宅福祉サービスに係る委託料

０００円で、前年度対比３０５万７，０００円

や扶助費を措置し、後期高齢者医療事業費では、

の減でありますが、扶助費の実績見込みによる

後期高齢者の療養給付費に係る山形県後期高齢

－１６５－

者医療広域連合への負担金などを措置し、常設

のであります。

高齢者サロン運営費では、介護予防活動や生き

児童福祉総務費では、子ども・子育て会議の

がいづくりの拠点施設である常設高齢者サロン

開催、保育料の通知などに要する経費、三世代

の運営に要する経費を措置し、介護保険特別会

孫守り奨励事業補助金では、対象を同居から市

計繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金に

内在住世帯に拡大し、みゆき会病院内の病児保

つきましては、それぞれ繰り出し基準に基づく

育室「ぽかぽか」の運営に対する補助金を措置

繰出金を措置し、ほか職員人件費を措置するも

するものであります。

のであります。

母子等福祉費では、児童扶養手当、母子家庭、

４目国民年金費は２，４９５万円で、前年度

父子家庭等の自立支援に向けた相談などに要す

対比１７２万円の増でありますが、職員人件費

る経費、自立支援のための高等職業訓練促進給

の増によるものであります。国民年金事務費で、 付金を措置し、次のページ、６８、６９ページ
国民年金に係る事務経費を措置するほか、次の

をお開きください。家庭児童相談室費では、家

ページ、６６、６７ページをお開きください。

庭児童相談員による相談活動などに要する経費

職員人件費を措置するものであります。

を措置し、青少年指導センター費では、青少年

５目医療給付費は２億５，３５６万４，００

の健全育成のため青少年指導員活動費などを措

０円で、前年度対比２３万５，０００円の増で

置し、総合子どもセンター事業費では、総合子

ありますが、重度心身障がい（児）者医療給付

どもセンター「めんごりあ」の指定管理料、二

費では、重度心身障がい（児）者への医療給付

日町プラザの管理運営経費、ファミリー・サポ

に係る扶助費などを措置し、子育て支援医療給

ート・センター利用助成費などを措置し、ゼロ

付費では、中学３年生までの児童生徒等の医療

歳から２歳の低年齢の待機児童を対象に、入園

費の無料化に係る扶助費などを措置し、ひとり

できる保育施設が見つかるまで預かりを行う

親家庭等医療給付費では、母子家庭、父子家庭

「めんごりあ緊急一時預かり事業」と放課後児

等における医療費負担に対する扶助費などを措

童クラブの待機児童が解消するまで、「めんご

置するものであります。

りあ」多目的ルームでの放課後児童預かりを実

６目福祉給付費は２，０７５万１，０００円

施する「めんごりあ放課後児童居場所確保緊急

で、前年度対比３４万円の増でありますが、身

措置事業」を実施するとともに、新たに空調設

体障がい者・知的障がい者福祉給付費で、障が

備改修工事を実施するほか、職員人件費であり

い者の生活支援として、特別障がい者手当、障

ます。

がい児福祉手当、重度障がい児手当など給付に
要する経費を措置するものであります。

２目児童措置費は１１億８３１万４，０００
円で、対前年度比１，０１３万３，０００円の

次に、２項児童福祉費でありますが、１目児
童福祉総務費は６億２，６２４万円で、前年度

増でありますが、幼児教育・保育の無償化に伴
う事業費の増などによるものであります。

対比１億２，２１４万円の増でありますが、総

保育所等管理運営費では、市立２保育園の管

合子どもセンター「めんごりあ」の空調設備改

理・運営経費、チビッコ農場開設補助金、民間

修に要する経費と職員人件費の増などによるも

立保育所児童保育事務委託料を措置するととも

－１６６－

に、幼児教育・保育の無償化に伴い認定こども

生活保護総務費では、嘱託医報酬、生活保護

園及び幼稚園への給付費を増額するものであり

システムの保守委託料などを措置し、生活困窮

ます。

者自立支援費では、生活保護受給者以外の生活

次のページ、７０、７１ページをお開きくだ
さい。

困窮者に対して、上山市生活自立支援センター
を通じて包括的な支援を行う経費を措置するほ

保育所等特別保育事業費では、市立保育園で

か、職員人件費であります。

の延長保育、民間立保育園、認定こども園等で

２目扶助費は２億７，３００万円で、前年度

の一時預かり、延長保育などに要する経費を措

と同額でありますが、生活保護援護事業費で、

置するほか、保育士確保事業として人材派遣を

生活保護費の支給に要する経費を措置するもの

活用する経費を措置し、児童館等管理運営費で

であります。

は、中川児童センター等の管理・運営に要する

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

経費などを措置し、放課後児童対策事業費では、 いたします。
学童保育施設の管理・運営、民間学童クラブへ

○棚井裕一委員長 これより質疑、発言を許し

の運営補助金では、新たに民間立幼稚園での放

ます。守岡等委員。

課後児童クラブを対象とし、児童手当給付費で

○守岡 等委員 まず、６７ページの児童福祉

は、中学校修了までの児童の養育に対する児童

総務費の病児保育施設運営補助金についてです

手当を支給するための経費を措置し、障がい児

けれども、「ぽかぽか」の１日の利用者の上限

施設給付・医療費では、発達障がい児の放課後

が３人ということで、それを基準にした人員体

等デイサービス、児童発達支援、障がい児相談

制になっていると思いますけれども、この人員

支援等の経費を措置するものであります。

体制が専任の人員体制になっているかどうか。

３目児童福祉施設費は７１９万６，０００円

それとも、ここは予約制ということで、日によ

で、前年度対比１０３万７，０００円の増であ

っては全く利用者がいないということもあるか

りますが、児童遊園管理費の増によるものであ

と思うんですけれども、その際、ほかの業務に

ります。

回ることもあるのかどうか、お示しください。

児童遊園管理費では、市内５カ所の児童遊園

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

の管理経費中、遊具修繕と老朽化した遊具の撤

○齋藤智子子ども子育て課長

去に要する経費を増額し、次のページ、７２、

ぽか」の職員体制につきましては、看護師１名、

７３ページをお開きください。保育園整備事業

保育士１名の常駐を原則としております。ただ

費では、各園の修繕費等を措置し、児童館等整

し、利用者がいない時間帯につきましては、利

備事業費では、同様に各施設の修繕及び老朽化

用者が出た場合にすぐに対応できる体制であれ

した遊具の撤去に要する経費を措置するもので

ば常駐でなくてもいいという、そういった要綱

あります。

が示されておりますので、それに沿った運用を

次に、３項生活保護費でありますが、１目生
活保護総務費は４，５８３万７，０００円で、

こちら、「ぽか

いたします。
○棚井裕一委員長 守岡等委員。

前年度対比１２万３，０００円の減であります。 ○守岡 等委員 そうした場合、病状が急変し

－１６７－

た場合、医師が常駐しないというわけなんです
けれども、その判断は看護師が行うという、こ

な状況だそうです。
今回のコロナ対策に限らず、この事業費で民

ういう理解でよろしいですか。

間も含めたそうした学童クラブの人員対策とい

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

うものが盛り込まれているかどうか教えてくだ

○齋藤智子子ども子育て課長 利用者がいる場

さい。

合は、この２名は常駐でありますので、急変に

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

対しては、まず看護師が対応し、急変が認めら

○齋藤智子子ども子育て課長 令和２年度の予

れるような場合については、みゆき会の小児科

算につきましては、これまでの通年の学童クラ

医が対応できる体制をとっております。

ブ、児童クラブの運営に係る経費のみを計上し

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

ております。ただし、現在の新型コロナウイル

○守岡 等委員 あともう一つ、認定病児保育

スの感染症防止ということで、学校休業になり

スペシャリストという資格があるんだそうです

ましたけれども、そのために１日保育をやって

が、この有資格者を配置しているのかどうかと

いるという、その体制につきましては、十分な

いうことと、この有資格者を配置するメリット

人員が確保できるように関係団体に協力を要請

というのは、どういうものなのかお示しくださ

し、現状では不足が見込まれているところにつ

い。

いて、休館をした「めんごりあ」のほうで、指

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

定管理団体が東京ドームでありますけれども、

○齋藤智子子ども子育て課長 現在、質問があ

そちらに人員の要求をして配置を行っておりま

りました認定病児保育スペシャリスト、こちら

す。

みゆき会のほうでの資格保有者はおりませんで、

また、それでも不足が見込まれる場合につき

配置はしておりません。ただ、この資格につい

ましては、教育委員会を通じて、学校の教職員

ては認知はしておりますけれども、キャリア、

のほうの協力を要請したいと考えております。

経験豊富なベテランの看護師保育で対応するこ

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

とから、新たな資格取得の想定などはしておら

○守岡 等委員 そういう迅速な対応で、大変

ない状況であります。

ありがたいと思っています。

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

あと、民間の学童クラブでは、新たに半日の

○守岡 等委員 あと、７１ページの放課後児

利用料が５００円、１日だと９００円の保育料

童対策事業費についてです。今回の新型コロナ

が発生しているということで、この辺の補助と

ウイルス対応として学校休校が図られる中、学

かについては、検討していますか。

童クラブの対応も速やかに図られまして、大変

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

御苦労だったと思います。

○齋藤智子子ども子育て課長 新たに午前中か

ただ、運営の実情を聞いてみると、やはりぎ

ら開設をする、１日保育を実施することで、運

りぎりの人員体制でやっていまして、子どもと

営者側にも新たな経費が発生いたします。また、

か、あるいは指導員に、もし感染者が出たら、

保護者側にも負担が生じます。これについては、

もうその時点で閉鎖せざるを得ないというよう

国のほうで対策を講じるということで一報が入

－１６８－

っておりますけれども、詳細な要綱はこれから

いうことだというふうに認識しましたけれども、

示されるということでありますので、情報の収

独身男女の交流から企業間交流ということです。

集に努めてまいります。

目標値があっていいと思うんですが、年に何回

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 予定なさっているとか、何組カップルを成婚さ
大沢芳朋委員。

せたいとか、そういった目標値がもしあれば伺

○大沢芳朋委員 社会福祉総務費の結婚支援事

いたいと思います。

業ということでお聞きいたします。

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

昨年度、その前ですか、結婚サポーターとい

○齋藤智子子ども子育て課長 企業間交流につ

うようなこともできておりますけれども、今回、 きましては、既に県の出会いサポートセンター
新たに地域おこし協力隊が中心となり、独身男

のほうで進めている事業であります。私どもも、

女の交流会や企業間交流等の新たな取り組みを

このたび、この企業間交流に参加させていただ

推進するというふうになっておりますが、まず、 き、年間、県のほうの実績では、年３回ほどの
結婚サポーターと地域おこし協力隊とのかかわ

交流事業を行っているということであります。

りといいましょうか、どのようにお考えなのか、 そうした企画立案の段階からサポーターとして
１点お聞きいたします。

会議に入り、その交流に参加する方々に周知を

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

図っていきたいと思っております。

○齋藤智子子ども子育て課長 御承知のように、

目指す成婚数というものは、第７次上山市振

私ども子ども子育て課のほうに結婚支援を行う

興計画、上位計画のほうに掲げております年間

地域おこし協力隊が配属されました。この協力

５件の成婚数を目指しております。

隊自身も結婚サポーターとして登録をしていた

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

だいております。そのほかのサポーターとの情

○大沢芳朋委員 ぜひ、人口減少対策というこ

報交換会には、全て出席するとともに、そうい

とで、非常に重要な施策だと思いますので、本

った統括業務を行うこととしております。

市として力を入れて取り組んでいただければな

また、令和２年度に新たに行う事業につきま

と思います。よろしくお願いします。

しても、地域おこし協力隊が中心になって、今

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

考えている出会い交流の事業は、おいしい出会

谷江正照委員。

い事業という、仮称でありますけれども、市内

○谷江正照委員 待機児童解消に向けて今般予

の飲食店などから、事業主から担い手となって

算がついているわけですけれども、令和元年度

いただいて、出会い交流の場をつくるという事

もトライアル雇用ということでなされた事業と

業でございますが、その事業者と、それから企

同じような事業でいいということの認識でよろ

画に携わる地域おこし協力隊を中心として、そ

しいでしょうか。

ういった機会をつくってまいりたいと思ってお

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

ります。

○齋藤智子子ども子育て課長 令和元年度にト

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

ライアル潜在保育士という事業がありましたけ

○大沢芳朋委員 サポーターも一緒になってと

れども、潜在保育士が実はおりませんで、こち

－１６９－

ら実績がゼロでありました。ですので、令和２

す。

年度については、方向を変えまして、このトラ

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

イアルの事業は廃止、そして人材派遣のほうに

○枝松直樹委員 山形市では、より以上にあい

力を入れるという方向でおります。

ているというふうに聞いております。その原因

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

は何かというと、１つにはネットなんかで調べ

○谷江正照委員 令和元年度実績ゼロ、大変残

れば多く出てくるんですが、国から来る措置費

念な結果ではございますが、今回、この予算立

が一般財源化されたことによって、市町村の負

てした見立てで、確保の実現は大丈夫だという

担がまたふえるというようなことも相まって、

ことでしていらっしゃると思うんですが、そこ

役所のほうが措置をしないと、措置控えという

のところを一度確認、大丈夫だということです

言葉がありますが、そのような現状が本市にあ

よね。確保できる見込みでやっていらっしゃる

るのかないのか、まず伺います。

ということでいいんでしょうか。

○棚井裕一委員長 福祉課長。

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

○鏡 裕一福祉課長 養護老人ホームにつきま

○齋藤智子子ども子育て課長 令和２年度の年

しては、ある一定の生活ができる方、特別養護

度当初については、待機児童は発生しておりま

老人ホームまで介護が必要でない方を入所して

せんので、もし発生した場合に対応できる人材

いただいております。上山市につきましては、

を確保したいと考えております。紹介業者につ

必要な入所の要件に合った方を適切に入所させ

いては、令和元年度は１社のみとの契約であっ

ている状況です。

たのですけれども、複数の業者に声がけできる

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

ような体制をとっております。

○枝松直樹委員 措置控えはないという認識で

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 私もいいと思いますけれども、では何であいて
枝松直樹委員。

くるんだということなんですが、ひとり暮らし

○枝松直樹委員 社会福祉費の高齢者福祉事業

に不安がない方は、別に無理して入る必要はな

費について伺います。

いし、アパートでいろいろなサービス、支援を

この中の扶助費でありますが、特別養護老人

受けながら暮らすということもあっていいと思

ホームにつきましては、待機状態に今あるわけ

うんですが、結構、全国的にあいているとなる

ですよね。待機者が多い。一方、養護老人ホー

と、それにはまた違う要素が絡んでいるという

ム、本市では蔵王長寿園になるわけですが、あ

ふうにも思えるんですよね。ですから、積極的

いているのではないかと思いますが、実態をま

に入居者を探して入れるということまではする

ず最初に伺います。

必要はないかもしれませんが、施設サイドにと

○棚井裕一委員長 福祉課長。

っても、あきがあるということは経営的には大

○鏡 裕一福祉課長 蔵王長寿園の入所状況で

きなダメージになりますから、本市の高齢者の、

ありますけれども、定員１００名に対して数名

特にひとり暮らしの方の実態などを精査しなが

のあきがあるということを伺っております。上

ら、まさに適切に処理していただきたいと思っ

山市の入所者については５０名入所しておりま

ておるんですが、そこはそういうふうになって

－１７０－

いるということでよろしいんでしょうか。

うに思います。

○棚井裕一委員長 福祉課長。

あと、三世代孫守り事業が今回拡充というこ

○鏡 裕一福祉課長 蔵王長寿園の入所枠につ

とでございます。この事業については、本市の

きましては、当初、数年前までは四十数名であ

実情に合った三世代同居率の高さという部分に

ったところを、上山市で支援が必要な方という

基づいた事業であるのかなと思っております。

ことで、現在５０名入所措置をしておりますの

一方で、これまでの三世代同居、その同居と

で、今後も一部の支援が必要な方については、

いう要因があったがために利用が芳しくなかっ

養護老人ホームの入所措置を進めてまいりたい

たという実態もございます。

と考えております。

今回、市内在住に拡充したということで、今、

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 想定している利用世帯数、利用者数、あとこれ
川崎朋巳委員。

からの周知について、２点について、考え方を

○川崎朋巳委員 児童福祉総務費についてお伺

お示しいただければというふうに思います。

いいたします。

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

後ろ倒しにはなってしまいましたものの、

○齋藤智子子ども子育て課長 三世代同居孫守

「ぽかぽか」が開設したということであります。 りについて、このたび要件を緩和いたし、市内
令和１年度、ことしの３月１日からの開所だっ

に在住する祖父母がいればということで拡充い

たというふうに思います。利用に関しては登録

たしました。

が必要であるということでございます。まだ１

この令和２年度の見込み数ということで１４

カ月も経過してないわけではございますけれど

世帯ほどを考えております。周知の方法でござ

も、現在における利用者数、あと登録者数など

いますけれども、こちらについては、子育て情

お示しくださいますようお願いいたします。

報ＬＩＮＥ、市のＬＩＮＥなどを活用したＳＮ

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

Ｓで情報発信に努めていきたいと考えておりま

○齋藤智子子ども子育て課長 令和２年３月４

す。

日時点の事前登録者数は３０人ということで、

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

あとは延べ利用人数ですが、こちらは２人でご

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ざいます。どちらも市内在勤の方でございまし

○棚井裕一委員長

た。

す。

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

質疑はないものと認めま

次に、４款衛生費について、当局の説明を求

○川崎朋巳委員 病児保育でありますので、利

めます。財政課長。

用しなければ、それにこしたことはないのかな

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

というふうに思っております。ただ、新しくこ

○平吹義浩財政課長 それでは、４款衛生費に

ういうような施設ができたと。安心して産み育

ついて御説明申し上げます。

てられるような環境が整ってきたというような

７２、７３ページをお開き願います。

話を伺っておるところでございますので、まず

１項保健衛生費でありますが、１目保健衛生

登録者数の増加に努めていただきたいというふ

総務費は２億２０４万６，０００円で、前年度

－１７１－

対比１，４０５万７，０００円の減であります

ンザや肺炎球菌ワクチンなどの各種予防接種、

が、職員人件費の減などによるものであります。 成人風疹抗体検査及び予防接種の無料化、乳幼
保健対策推進事業費では、健康づくりなどに

児インフルエンザ予防接種の助成、新たにロタ

要する経費に加え、医療用ウイッグ扶助費と骨

ウイルス定期予防接種に要する経費を加えて措

髄移植ドナー扶助費を措置するほか、職員人件

置するものであります。

費であります。

３目保健衛生施設費は１，４９３万５，００

次のページ、７４、７５ページをお開きくだ
さい。

０円で、前年度対比１億４０５万５，０００円
の減でありますが、温泉健康施設事業費の減な

母子保健推進費では、乳幼児の各種健康診査、 どによるものであります。
健康相談、こんにちは赤ちゃん訪問事業、特定

保健センター管理費では、管理及び修繕に要

不妊治療費助成事業、未熟児養育医療給付、母

する経費を措置し、温泉健康施設事業費では、

子保健コーディネーター配置、赤ちゃん応援メ

民間事業者募集選定アドバイザリー業務委託料

ッセージと記念品、宿泊型産後ケア、育児家事

を措置するものでありますが、平成３０年度に

支援、乳房ケア、新生児聴覚検査への助成に要

定めた債務負担行為に基づくものであります。

する経費を措置し、診療所運営費では、山元診

予算の執行につきましては、今後の業務委託契

療所の管理・運営に要する経費を措置し、救急

約の変更等により適切に対応してまいります。

医療対策費では、在宅当番医、平日夜間急病診

４目環境衛生費は９，０２６万５，０００円

療などの経費を措置し、地域精神保健事業費で

で、前年度対比１６１万１，０００円の増であ

は、医師による心の健康相談、地域自殺対策と

りますが、浄化槽設置整備事業費の増によるも

して弁護士による相談会、地域ゲートキーパー

のであります。

研修会、若年層対策として小中学生と保護者の

環境衛生費では、ごみ集積所整備や生ごみ処

相談会や講演会などに要する経費を措置し、小

理容器購入への補助、地区衛生組合活動支援、

規模水道施設管理費では、３カ所の飲料水供給

小動物回収業務、犬の登録、自動車騒音常時監

施設の維持管理経費を措置し、水道事業会計負

視事業、快適環境審議会、温暖化対策地域協議

担金では、旧小倉簡易水道事業から引き継いだ

会などの経費を措置し、リサイクル推進事業費

事業で一般会計で負担する必要がある経費に係

では、家庭系ごみの有料袋の製造、保管・配送

る負担金を措置するほか、職員人件費でありま

等の委託料、有料袋の取り扱い手数料、ごみカ

す。

レンダー、雑紙袋の作成費などのほか、資源回

次のページ、７６、７７ページをお開きくだ
さい。

収の奨励金などを措置し、環境衛生施設管理費
では、公衆便所の維持管理に要する経費、共同

２目予防費は７，１０３万２，０００円で、

浴場の利用者増加策に対する補助金などを措置

前年度対比２１９万１，０００円の減でありま

し、次のページ、７８、７９ページをお開きく

すが、予防事業費で、ヒブワクチン、小児用肺

ださい。斎場管理費では、斎場業務委託料など

炎球菌、ジフテリアなど四種混合、ＢＣＧ、水

の管理経費を措置し、斎場整備事業費では、火

痘、麻疹・風疹二種混合、高齢者のインフルエ

葬炉の修繕に係る経費等を措置し、浄化槽設置

－１７２－

整備事業費では、浄化槽設置整備事業費補助金

ので、その他清掃施設の管理的経費などを措置

を措置するものであります。浄化槽事業特別会

するものであります。

計繰出金では、所定の繰出金を措置するもので
あります。

２目塵芥処理費は１億７，５４１万１，００
０円で、前年度対比１７１万７，０００円の増

５目健康増進事業費は６，４３１万２，００
０円で、前年度対比２，２１０万円の増であり
ますが、新たに健康づくり推進事業費を計上し
たことによるものであります。

でありますが、委託料の上昇などによるもので
あります。
廃棄物処理事業費では、ごみ収集運搬と公共
施設のごみ収集業務の委託料のほか、高齢者世

健康増進事業費では、健康意識向上のため肝

帯等の粗大ごみのごみ出し支援の経費を措置し、

炎ウイルス検診、健康増進重点地区事業などに

リサイクルリレーセンター管理費では、施設の

要する経費を措置し、健診推進事業費では、検

管理運営、埋め立てごみの処分などに要する経

診世帯調査に関する経費を措置し、がん検診推

費を措置するものであります。

進事業費では、各種がん検診に要する経費、子

以上で説明を終わります。

宮頸がん、乳がんの無料検診に要する経費など

○棚井裕一委員長

この際、正午にもなりま

を措置し、上山型温泉クアオルト事業費では、

すので、昼食のため休憩いたします。

市民の健康増進施策として毎日ウォーキング関

午後は１時から会議を開きます。

連の事業費を措置することとし、クアオルトコ

午前１１時４３分 休 憩

ースの維持管理に要する経費、クアの道コース
の管理等への補助金のほか、毎日ウォーキング
業務委託料を措置するものであります。

午後 １時００分 開 議
○棚井裕一委員長

次のページ、８０、８１ページをお開きくだ
さい。

休憩前に引き続き会議を

開きます。
これより、４款衛生費について質疑、発言を

健康づくり推進事業費では、ＩＣＴを活用し

許します。守岡等委員。

た健康ポイント事業を新たに実施し、本市の健

○守岡 等委員 ７７ページの予防事業費につ

康課題である糖尿病、高血圧等の減少に向けた

いてお尋ねします。

総合的な事業を実施してまいります。

就学前の子どもを対象にしたインフルエンザ

６目特定健康診査等受託事業費は１，３９２

予防接種に加えて、新たにロタウイルス予防接

万７，０００円で、前年度対比３６万５，００

種についても助成していただけるということで、

０円の増でありますが、山形県後期高齢者医療

大変ありがたく思っています。

広域連合から委託される後期高齢者の特定健康

きょう、お尋ねしたいのは、子宮頸がんワク

診査に要する経費を措置するものであります。

チンについてであります。以前、予防接種法に

次に、２項清掃費でありますが、１目清掃総

基づいて子宮頸がんについても定期接種化され

務費は２億６８２万４，０００円で、前年度対

たわけですけれども、ちょうどそのころ、接種

比２，１０８万７，０００円の増でありますが、 後に痛みやけいれんなど、いろいろな症状を訴
山形広域環境事務組合負担金の増などによるも

える声が相次いで、その２カ月後にはワクチン

－１７３－

接種に関する積極的勧奨が中止されたという、
こういう経過があります。

議会の総意として、市長のほうにロタウイル
スワクチンの助成ということで、政策提言とし

その後、ワクチンとそうした症状は無関係だ

て出させていただきまして、市長のほうから国

という多くの研究成果も出ているんですけれど

のほうに要望書を提出していただいて、このた

も、現在も積極的勧奨の中止というのは継続し

びおかげさまで助成がついたということでござ

ているというふうに認識しています。

いますが、その前に、平成３１年度の予防事業

積極的勧奨の中止前には、７０％程度あった

費で７，３２２万３，０００円あったと。今回

接種率が、今１％未満まで減少しているという

７，１０３万２，０００円と、約２００万円ほ

ことで、非常に上昇しない状況が続いています

ど減額になっておるんですが、この要因といい

けれども、まず、本市の子宮頸がんワクチンの

ましょうか、どういったことで２００万円下が

接種者という状況は、今、どうなっていますで

っているのかと。対象人数が減ってのことなの

しょうか。

かということで伺います。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○鈴木直美健康推進課長 令和元年度の実績で

○鈴木直美健康推進課長 予防事業費の減額分

延べ人数４名という実績でございます。

２１９万１，０００円につきましては、令和元

○棚井裕一委員長 守岡委員。

年度当初予算につきましては、令和元年度から

○守岡 等委員 やはり非常に少なくなってい

始まりました成人風疹の追加的予防対策、こち

ると思うんですけれども、研究者の間では、安

らの対象者を全員の対象分の人数で当初予算を

全性が確認されていまして、むしろ接種しない

計上しております。その後、国のほうから若年

ことによる影響のほうが大きいというような論

層を優先的にするという通知が出されましたの

文も出されていますけれども、本市として、積

で、令和２年度につきましては、昭和４７年生

極的に勧奨するという、こういう意思はあるか

まれの方から昭和５４年生まれの方というふう

どうかお尋ねします。

に対象者を絞ったことにより、それで４００万

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

円ぐらい減額になっております。

○鈴木直美健康推進課長 厚生労働省としまし

そのほかにロタウイルスの増額分で２００万

ては、ワクチン接種後に生じた運動障害と慢性

円ぐらいありますので、差し引きマイナス二百

的な痛みというところと、ワクチンとの明確な

何十万円ということになっております。

因果関係がないというところは証明できていな

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

いというスタンスでございますので、本市とし

○大沢芳朋委員 それでは、ことしのインフル

ましては、国の見解に基づき、今後も動向を見

エンザ予防接種のほうの助成ということで、ど

守ってまいりたいと思っております。

のぐらいの人数の方を予定していらっしゃるの

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 かというとこでお聞きします。
大沢芳朋委員。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○大沢芳朋委員 私も、予防事業費ということ

○鈴木直美健康推進課長 乳幼児のインフルエ

でお伺いいたします。

ンザの対象者としましては、延べ人数１，７１

－１７４－

０名で予算計上しております。

で、１点お聞きしたいと思います。

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○大沢芳朋委員 話が前後しますけれども、令

○鈴木直美健康推進課長 国のほうで、委員お

和元年度から、この助成事業を始めたわけです

っしゃるとおり、１０月１日からの定期予防接

が、たしか昨年お聞きしたところ、１，６００

種に加わるということに基づきまして、本市も

人ほどを予定していたということで、実績、大

今回予算計上したということもありまして、あ

体予防接種１２月、１月あたりにすると思うん

くまで国の定期接種になる１０月からの対象と

ですが、わかっている数字で結構ですので、お

いうことを考えております。

示し願いたいと思います。

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○大沢芳朋委員 せっかくインフルエンザもし

○鈴木直美健康推進課長 令和元年度の実績、

ていただいておりますので、今後とも市長、ひ

１月末時点で延べ人数１，０５３名でございま

とつよろしく、そういった子育て支援、よろし

す。

くお願いしたいなというように思います。

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

○大沢芳朋委員 あくまでも、その分を助成し

中川とみ子委員。

たという認識でよろしいんでしょうか。

○中川とみ子委員 ８１ページの廃棄物処理事

はい、わかりました。

業費についてお伺いします。

今回、ロタウイルスワクチンの接種費用も措

ここの中に、扶助費として５万円とってある

置しているということで、先ほど２００万円の

のですが、今年度の利用者はどのくらいか伺い

増額ということで差し引きマイナス２００万円

ます。

というお話でしたけれども、令和元年度からイ

○棚井裕一委員長 市民生活課長。

ンフルエンザワクチンに関しても、市長がやる

○土屋光博市民生活課長 こちら、高齢者など

ということでやっていただいたわけですが、ロ

ひとり世帯へのニコニコごみ出し支援というこ

タウイルスに関しまして厚生労働省のホームペ

とでございますが、令和元年度につきましては

ージを見ますと、１０月から対象になるという

１０件の実績でございます。

ことでございます。対象は８月生まれた子ども

○棚井裕一委員長 中川とみ子委員。

からということになっておりますが、単純に考

○中川とみ子委員 １０件ということでわかり

えて、接種費用が３万円ぐらいかかるというこ

ました。

とで、私とすれば４月から、何とか一般会計の

対象者をどのように選定しているかと、担っ

ほうから助成をしていただいて、区切りのいい

ているのはどういう場所なのかも伺いたいと思

ところからやっていただきたいなというふうに

います。

思ったところでございますが、その点をいろい

○棚井裕一委員長 市民生活課長。

ろ考えていらっしゃったのかということで、こ

○土屋光博市民生活課長 選定というわけでは

れは市長のほうからお聞きしたいと思いますが、 ございませんで、こちらにつきましては、御希
その点について、どう思われますかということ

望の方、先ほど申し上げましたとおり、高齢者

－１７５－

とかひとり世帯の方で、御自分で粗大ごみ等出

平成３０年度につきましては２，４００万円

すことができない方が、廃棄物事業者に連絡し

を計上しておりまして、総額で３，６００万円

ていただいて補助しているという状況でござい

という契約になりますが、今回、残っている業

ます。

務等を整理した上で、改めて執行額については

○棚井裕一委員長 中川とみ子委員。

精査をして、必要な分のみ支出をするというこ

○中川とみ子委員 どこかの団体がそれを請け

とになると考えております。業務につきまして

負っているのかどうか、ちょっと伺います。

は、一旦終了する予定でございます。

○棚井裕一委員長 市民生活課長。

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

○土屋光博市民生活課長 団体ということでは

○川崎朋巳委員 理解いたしました。温泉健康

なく、廃棄物処理の事業者、ごみ処理収集する

施設事業費、温泉健康施設の今後につきまして

事業者の方が行っている事業でございます。

は、一定期間を経た後、方向性を出すという話

○棚井裕一委員長 中川とみ子委員。

を総括質疑で伺っておりますので、そのタイミ

○中川とみ子委員 ですと、多分助成のいろい

ングを待ちたいというふうに考えております。

ろな団体がかかわっているということではない

続きまして、健康づくり推進事業費について

わけなんですよね。

であります。ＩＣＴを活用した健康ポイント事

それで、以前、３５０円くらいと聞いたこと

業に基づく新たな事業ということでございます。

があるんですが、料金体制と、ことしはどのく

３００台の端末の導入でありますとか、５０カ

らいを見込んでいるか伺いたいと思います。

所に機器の設置をするというような内容でござ

○棚井裕一委員長 市民生活課長。

います。具体的な取り組みについて、これらの

○土屋光博市民生活課長 助成については、１

機器を活用して、どのように取り組んでいくの

件２，５００円の助成となっておりまして、２

か等について、具体的な考え方をお示しいただ

０回分を予定しております。

ければと思います。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 ○棚井裕一委員長 健康推進課長。
川崎朋巳委員。

○鈴木直美健康推進課長 事業の目的につきま

○川崎朋巳委員 温泉健康施設事業費について

しては、まず行動変容による運動の習慣化とい

であります。１，２００万円委託料として計上

うものを目指すものでございまして、まず対象

されておりますが、この使途について改めてお

者、初年度は５００名程度を見込んでおります。

示しください。

その内容としては、市として積極的にアプロー

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

チしていくべき糖尿病予備群であったり、高齢

○鈴木直美健康推進課長 平成３０年度に契約

者のフレイル予防、あとは健康経営のためにも

いたしました民間事業者選定アドバイザリー業

市内の企業も対象にしたいと思っております。

務委託料、こちらが２カ年の複数年で契約して

そのほか一般公募の方、これらの方々を対象に、

おりまして、昨年度債務負担行為を設定させて

まずは５００名を初年度見込んでおります。

いただいたものに基づきまして、今回、予算を
計上しております。

具体的には、活動量計を参加者に貸与いたし
まして、ウォーキングであったり、運動教室で

－１７６－

あったり、あと健診の受診、市で行う健康事業

す。

に参加したことに対してポイントを付与するこ

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

とによってインセンティブを与えて健康度の向

○川崎朋巳委員 インセンティブという面から

上を図っていく。なおかつ、街なかに限らず市

考えると、そのような取り組みは必ずや必要な

内周辺部も含めて４０から５０カ所、読み取り

取り組みかと思います。

端末を置きます。活動量計を持った方々がその

あと、健康づくり推進事業費における大まか

場所に行ってポイントを読み込ませることによ

な考え方であります。先ほど健康推進課長から

って正式にポイントを付与するという形で、街

も、健康意識に関する、まず変容が大事だとい

なかへの出向いていく動機づけにもしていきた

うことでございました。

いと思っております。

このような取り組みを進める場合、まず重立

まずは、国の補助金を活用して、今年度は５

った参加者として考えられるのが、既に健康意

００名を対象に、このような事業を進めてまい

識が高い人なのではないかという部分が危惧さ

りたいと考えております。

れます。既に健康意識が高い人のみがインセン

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

ティブを得て、さらに利益を得る。利益を得る

○川崎朋巳委員 漠然とではありますが、事業

という言い方が正しいかわからないですけれど

の概要を伺ったところでございます。

も、のみならず、今健康意識が低い人が、この

まず、街なかにも出向いていただくというこ

取り組みを経て、より健康に対する意識を高め

とで、この機器を伴った活動に応じたインセン

ていく部分に重きを置いているからこそ、健康

ティブの付与ということが考えられます。その

意識の変容という言葉があるのかなというふう

際、もちろん街なかの活性化ということにもつ

に思います。

ながろうかと思いますが、そう考えたときの商

その部分についての、これからのこの事業に

工課あたりとの取り組みの、両課横断的な取り

ついての考え方について、改めてお示しくださ

組み等についての考え方について、改めてお示

い。

しくださいますようお願いします。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○鈴木直美健康推進課長 先ほどの対象者の中

○鈴木直美健康推進課長 参加者に付与します

でも御説明いたしましたが、市として積極的に

ポイントにつきましては、将来的には街なかの

アプローチしていくべき層というものを、この

商店とか商工会等で使えるような、例えば電子

対象者の中に位置づけています。

ポイントというものに最終的につなげていけれ

例えば、糖尿病の予備群、ヘモグロビンＡ１

ばと考えておりますが、こちらにつきましては、 ｃの値により、市から必要な方を抽出して、そ
商工会、商店会等との調整が今後必要になると

の方に優先的に参加いただくことで、今現在、

考えております。初年度につきましては、現在、 運動とか健康度は余り関心のない方について、
健康マイレージで行っている景品と同様に、ポ

ぜひ積極的に参加いただけるように働きかける

イントに応じた景品の贈与という形で、まずは

という仕組みを考えております。

インセンティブを考えているところでございま

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

－１７７－

尾形みち子委員。

の一部として３，０００円を助成するというも

○尾形みち子委員 ７５ページ、４款衛生費１

のですが、現時点で８２件の助成がございまし

目保健衛生総務費の中で、母子保健推進費のこ

た。継続して令和２年度にも取り組む予定でご

とでお伺いいたします。

ざいます。

この中には多分、こんにちは赤ちゃん事業の

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

中で、さまざまな産後、丁寧な聞き方をしてい

○尾形みち子委員 やはり、国の制度ができる

るというようなことで、コーディネーターをお

前に本市が積極的に始めたという産後ケアの部

願いしていると思うんですけれども、その中で、 分、その中で、実績がゼロというのは大変、こ
一昨年、産後ケアというようなことで、宿泊型

れは受け入れ先にというようなことの内容であ

産後ケアを事業の中に入れていただくことにな

ったと思いますけれども、ぜひ、対応できる受

ったというふうに思っております。

け皿を早急に、やはりこれは検討というか、話

さまざまな、この中には事業が取り組まれて
いると思いますけれども、その中で、今言った
実績も含めてお示しいただきたいと思います。

し合いを持たなければいけないのではないかと
いうふうに思います。
あと、たしかショートステイという中身も、

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

たしかあったなと、そこはちょっと話を聞いて

○齋藤智子子ども子育て課長 令和元年度に予

なかったので、そこも含めて、やはりこれは、

定しておりました宿泊型産後ケアにつきまして

なぜそういったことが大事かということも、母

は、受け入れ先との調整等の準備が整わず、残

親の心身的なもの、もちろんそうですし、あと

念ながら実施には至りませんでした。令和２年

それから、やはり年齢層が高くなった産後の鬱

度に向けては、確実に実施してまいりたいと考

というようなことも含めてだったので、お伺い

えております。

したいというようなことと、それから今、１２

その他の令和元年度に取り組みました新たな

月から乳房ケアを助成していただけるというよ

事業として、乳房ケアがございます。こちらは、 うなことで、これはとても女性にとってという
病院や助産院など６事業者と契約いたしまして、 か、赤ちゃんにとって大事なことなんですね。
１２月から開始し、現時点で８人からの申請が

ですから、１回とかって、今８件あったという

あり、うち８件の利用がございました。また、

ふうな話だったんですけれども、この要求が、

育児家事支援、こちらも仕組みはつくりました

やはりある程度満たされるには、二、三回続け

けれども、実績は残念ながらございませんでし

ていただかないと、出るものも出ないという、

た。なかなか外部の方が家庭の中に介入すると

そういう言い方はおかしいですけれども、そう

いう、そのことが難しいという課題があります

いうバランスのとれた母乳というのが大事だと

けれども、令和２年度に向けましては、信頼関

いうふうに思うので、その辺のところのバック

係を築きながら支援を届けられるようにしてま

アップというか、そういったこともあるのかど

いりたいと考えております。

うか、この中に含まれているかどうかお聞きい

あとは、新しい事業として、新生児聴覚検査
費の助成などがございました。こちらは、費用

たします。
○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

－１７８－

○齋藤智子子ども子育て課長 初めに１点目、

で、使用していただく市民においては、この使

ショートステイといいますか、デイサービスに

用において自己負担等あるのかどうか、お示し

ついて申し上げます。

ください。

こちら、産後ケアの中のデイサービスについ

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

ては、令和元年度２回実施しております。１回

○鈴木直美健康推進課長 当面は無償貸与を考

目は産後リフレッシュ温泉で、２回目はスマイ

えております。

ル子育て教室ということで、２回の開催で親子

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

１２組の参加がございました。

○谷江正照委員 ぜひ、いい取り組みではあり

こちらは、今、委員からおっしゃられたよう

ますが、ポイント等、景品等の提供も参加者に

に、育児疲れなどによる鬱を防止するという、

はインセンティブのある取り組みでありますの

リフレッシュを目的としたものですけれども、

で、活動量計を適切に使っていただくためにも、

参加した親子の感想ですけれども、全員から

保証金等、そういったデポジットのようなもの

「満足した」「この次も参加したい」という声

も考えていただきながら、市民の方にも周知し

を頂戴しております。

ていただければと思います。

また２つ目の乳房ケアでございますけれども、

あと、この事業でありますけれども、５００

これは、お子さんが１歳になるまでの間、２回

人の参加者を募るという計画でありますが、そ

実施できる形になっております。

の中で、例えば健康に懸念のある層は何人ぐら

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

いと、あと一般の方何人ぐらいというところが、

○尾形みち子委員 大事なことということは、

もしお示しできればお願いいたします。

いろいろ子育ての上でもケアは必要だというよ

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

うなことで、多分、この予算を入れていただい

○鈴木直美健康推進課長 現時点での内訳とし

たと思うので、今後もそういった意味で、十分

ましては、例えば糖尿病の予備群等、市から直

に入れていただくようにお願いいたします。

接アプローチして参加いただきたい層としては、

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 大体１５０名程度。あと高齢者、フレイル予防
谷江正照委員。

といった方が１５０名程度。残りの２００名程

○谷江正照委員 新規のＩＣＴを取り入れた健

度につきましては、先ほど申し上げました市内

康づくり事業で少しお聞きしたいと思います。

の企業であったり、一般公募という形で合計５

５００台の活動量計を使用して行う事業であ

００名を考えております。

りますが、この活動量計というのは、どれぐら

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

いの費用のものなのか、まずお示しください。

○谷江正照委員 では最後に、この事業であり

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

ますが、有利な補助もあるというやに聞いてお

○鈴木直美健康推進課長 １台当たり３，００

りますが、この事業に対する補助は、どのよう

０円程度でございます。

なものがあったのでしょうか。

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

○谷江正照委員 １台３，０００円程度のもの

○鈴木直美健康推進課長 国の地方創生推進交

－１７９－

付金が活用可能でございます。

ます。守岡等委員。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 ○守岡 等委員 産業人材確保・育成事業費の
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

奨学金返還支援ということについて、お尋ねし

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 ます。
次に、５款労働費について、当局の説明を求
めます。財政課長。

今、大学卒業しても、卒業した時点で奨学金
の返済が数百万円負債となってかかってくると

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

いうことで、卒業後、正規労働につければよろ

○平吹義浩財政課長 それでは、５款労働費に

しいんですけれども、非正規についた場合、そ

ついて御説明申し上げます。

の時点でホームレスになってしまうというよう

８２、８３ページをお開き願います。

な、こういうニュース報道を耳にしました。

１項労働費でありますが、１目労働諸費は４，

こうした中で、奨学金返還支援事業というの

２１３万９，０００円で、前年度対比１，３６

は、非常に重要なことだと思いますけれども、

５万円の減でありますが、貸付金の減によるも

県と連携した事業ということで、その具体的な

のであります。

中身について教えていただけますか。

勤労者福祉事業費では、勤労者福祉事業補助

○棚井裕一委員長 商工課長。

金、労務対策協議会補助金などを措置し、雇用

○鈴木英夫商工課長 山形県と上山市がそれぞ

促進事業費では、市内企業の人材確保と定着を

れ半額ずつ出資をしまして、採用予定人数に対

図る事業に対する雇用促進対策事業負担金等を

しましての予算を計上して基金を積み立てるも

措置し、産業人材確保・育成事業費では、市内

のでございます。

企業の正規職員雇用の促進、産業人材の市内へ

その中身でございますけれども、県内の高校

の居住誘導、県と連携した奨学金返還支援、そ

等を卒業した後に、大学等へ進学した場合に、

のほか企業内保育や育児休業取得に対する奨励

奨学金の貸与を受けている者に返還支援をする

金等を措置し、勤労者福祉金融対策事業費では、 ものでございます。支援要件でございますが、
勤労者住宅建設資金利子補給補助金、勤労者生

大学等卒業後６カ月以内に市内に居住し、かつ

活安定資金原資預託金を措置しますが、実績に

県内企業に就職し、引き続き３年間経過をする

応じて貸付金を減額するものであります。

方でございます。

２目働く婦人の家費は８０２万６，０００円

返還の支援額といたしましては、貸与を受け

で、前年度対比８３万３，０００円の増であり

た奨学金の総額または奨学金貸与月数掛ける２

ますが、働く婦人の家管理運営費で、働く婦人

万６，０００円のいずれか低い額ということで、

の家の管理・運営経費、主催事業の講師謝礼、

例えば４年間在学されますと、最高額では１２

４０周年記念事業費などを措置するものであり

４万８，０００円というふうな返還額になって

ます。

ございます。

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

いたします。

○守岡 等委員 そうすると１２０万円、３年

○棚井裕一委員長 これより質疑、発言を許し

後にならないと返ってこないということですね。

－１８０－

わかりました。

よるものであります。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

果樹園芸産地形成事業費では、ハウスの資材
更新などに対する農業生産施設整備等事業費補

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 助金、上山市農業用使用済プラスチック適正処
次に、６款農林水産業費について、当局の説
明を求めます。財政課長。

理推進協議会への負担金などを措置し、水田農
業推進事業費では、経営所得安定対策等推進事

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

業費補助金、需要に応じた米生産を推進するた

○平吹義浩財政課長 ６款農林水産業費につい

めの地域営農調整推進事業費補助金などを措置

て御説明申し上げます。

し、次のページ、８６、８７ページをお開きく

８２、８３ページをごらんください。

ださい。有害鳥獣対策事業費では、上山市鳥獣

１項農業費でありますが、１目農業委員会費

害防止対策協議会補助金を拡充し、簡易電気柵

は３，９２０万２，０００円で、前年度対比９

の設置、狩猟免許取得、捕獲おり購入、猟銃購

３万２，０００円の減でありますが、職員人件

入、捕獲奨励等の支援を行うとともに、有害鳥

費の減などによるものであります。

獣対策専門員の配置と広域的な対応を図るため、

委員会運営費では、委員、推進委員の報酬を
含む農業委員会の運営、農地台帳システム、水

南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会への負担金を
措置してまいります。

土里情報システムなどに要する経費を措置し、

次に、ブランド化推進事業費では、６次産業

次のページ、８４、８５ページをお開きくださ

化を進める農産物コーディネーターを配置する

い。農業者年金事業費では、農業者年金委託事

とともに、ブランド化推進のための補助金を措

務に要する経費などを措置するほか、職員人件

置することにより、ラ・フランスセレクション

費であります。

の開催や大都市圏などでの消費宣伝活動、ラ・

２目農業総務費は７，０２６万２，０００円

フランスと紅柿の地理的表示（ＧＩ）保護制度

で、前年度対比１，８６６万８，０００円の減

登録に向けた活動経費、山形大学と連携し、果

でありますが、職員人件費の減などによるもの

樹の栽培管理を最適化する果樹栽培支援システ

であります。

ムのデータ構築を図るとともに、紅柿の乾燥技

農業総務費では、農事実行組合長への謝礼、

術確立への支援を行ってまいります。また、果

農業経営基盤強化として農業者への利子補給補

樹販路拡大推進事業費補助金を措置し、ラ・フ

助金、山形農業協同組合の営農指導事業に係る

ランス、ピオーネ、シャインマスカット、紅柿

補助金などを措置し、楢下宿古民家管理費では、 等の販売促進活動に取り組む団体、農産加工品
古民家の管理運営に要する経費を措置するほか、 の開発事業を行う団体を支援し、病害虫対策と
職員人件費であります。

して果樹病害木の伐採補助金を措置してまいり

３目農業振興費は１億４，２８８万１，００

ます。

０円で、前年度対比２，２１８万８，０００円

次に、食育等推進事業費では、学校給食、市

の増でありますが、有害鳥獣対策事業費、かみ

内旅館等における地産地消を推進するため、山

のやまワインによる地域振興事業費の増などに

形農業協同組合にコーディネーターの配置を委

－１８１－

託するほか、地場産食材を活用した料理教室や

設の維持管理への補助金などを措置し、農地整

交流会などにより、地産地消・食育を推進する

備事業費では、農業水利施設の効率的な機能保

ための補助金などを措置し、担い手等経営確立

全に取り組むストックマネジメント関連の負担

支援事業費では、認定農業者、認定新規就農者、 金、松沢地区農地整備事業に係る負担金、降雨
集落営農組織への支援として、農地の賃借料、

による被害を防止するため権現堂地区農村地域

機械の購入等に対する補助金を措置し、強い農

防災減災事業の負担金を措置し、中山間直接支

業・担い手づくり総合支援事業費では、人・農

払費事業費では、生産条件が不利な中山間地域

地プランに位置づけられた農業経営体を対象に

等の農地の保全と、多面的機能を保全するため

農業用機械等の取得を助成する強い農業・担い

の補助金などを措置し、多面的機能支払事業費

手づくり総合支援事業費補助金を措置し、地域

では、地域が主体となった農村環境の保全、農

農業振興事業費では、同様に人・農地プランに

業用施設の更新、補修などの共同活動を支援す

基づき、認定新規就農者を支援する農業次世代

る多面的機能支払交付金事業費補助金などを措

人材投資資金を措置し、農地中間管理事業費で

置し、次のページ、９０、９１ページをお開き

は、農地集積の円滑化を図る地域連携推進員を

ください。基金積立金では、ふるさと水と土保

設置するほか、農地中間管理機構を活用した担

全対策基金利子の積立金を措置するものであり

い手への農地集積を進める経費を措置し、次の

ます。

ページ、８８、８９ページをお開きください。

６目農村整備費は８，２２１万６，０００円

かみのやまワインによる地域振興事業費では、

で、前年度対比１５９万円の増でありますが、

市内でのワインブドウの生産振興を支援するた

繰り出し基準に基づき農業集落排水事業特別会

め、苗木や資材等の購入補助金、また新たに松

計への繰出金を措置するものであります。

沢地区ワインぶどう団地化整備支援として農業

７目農業構造政策推進費は３９万８，０００

用機械、資材購入補助金を措置してまいります。 円で、前年度対比１８万円の減でありますが、
４目畜産業費は２,２６０万７，０００円で、 農用地有効活用推進事業費では、遊休農地を再
前年度対比３９６万４，０００円の減でありま

生するため、遊休農地解消支援事業補助金など

すが、職員人件費の減によるものであります。

を措置し、農地中間管理事業特例事業費では、

畜産振興事業費では、乳用牛導入資金原資貸

やまがた農業支援センターからの委託を受けて

付金のほか畜産関係団体への負担金、芳刈放牧

行う農地中間管理機構特例事業の経費を措置す

場の維持管理や放牧事業に要する経費を措置す

るものであります。

るほか、職員人件費であります。

次に、２項林業費でありますが、１目林業総

５目農地費は１億２，４７２万８，０００円

務費は１，７５５万４，０００円で、前年度対

で、前年度対比１，１１３万８，０００円の減

比８６万９，０００円の増でありますが、林業

でありますが、農地整備事業費の減などによる

総務費では、林道の管理などに要する経費、関

ものであります。

係団体への負担金、西山ふるさと公園、三吉山

農地保全事業費では、農地保全のための農業
用施設の管理と整備に要する経費、鉱毒対策施

森林公園の管理に要する経費を措置するほか、
職員人件費であります。

－１８２－

２目林業振興費は２，５７８万５，０００円

○漆山 徹農林夢づくり課長 委員おっしゃい

で、前年度対比２４６万４，０００円の増であ

ますように、現在、電気柵の設置につきまして

りますが、森林経営管理事業費の増などによる

は３名以上の団体ということで申請を受け付け

ものであります。

ております。こちらは、鳥獣被害防止につきま

林業振興事業費では、生産森林組合、緑の少

しては、地域ぐるみでの取り組みというものを

年団活動の支援に係る経費、市有林の利用間伐、 推進しておる観点から、団体に対する補助とい
森林の病害虫等防除委託料を増額し、利用間伐

う形で、これまで行ってきた経緯がございます。

を促進するための補助金、森林整備地域活動支

今後につきましては、電気柵の設置のほうが

援補助金などを措置し、次のページ、９２、９

毎年増加傾向にある、あと、個人個人での対応

３ページをお開きください。森林経営管理事業

もやはり必要になっているということも踏まえ

費では、森林環境譲与税を活用し、森林の経営

まして、令和２年度の補助金の交付要綱を検討

状況を把握し、森林資源の適切な管理を行うた

してまいる考えでございます。

め、森林専門員の人件費、測量委託料、森林分

○棚井裕一委員長 長澤長右衛門委員。

析調査委託料等、また後年度の事業の財源とす

○長澤長右衛門委員 ぜひ検討していただきた

るため基金積立金を措置し、やまがた緑環境税

いと思います。本当に農家というか、大きい農

事業費では、やまがた緑環境税を活用し、森林

地は、多面的とか直接支払制度、そういう制度

環境学習の推進や西山、三吉山周辺などの森林

で大分普及しております。やはり小さい農家と

施設整備に要する経費などを措置するものであ

いうか、面積の小さいところが、ちょっとまだ

ります。

なっていない。ぜひ設置したいというのが希望

以上で説明を終わります。どうぞよろしくお
願いいたします。

でございますので、よろしくお願い申し上げた
いと思います。

○棚井裕一委員長 これより質疑、発言を許し

それと、前にも申し上げたんですけれども、

ます。長澤長右衛門委員。

緩衝帯整備、これは本当に効果抜群であるとい

○長澤長右衛門委員 有害鳥獣対策事業につき

うことを前にも申し上げたんですけれども、ぜ

まして、拡充していただきまして、ありがたく

ひそういうところにも、今回、そういう文言が

思っているところでございます。

全然なかったと思っておりますので、まず力を

それで防護柵、電気柵、この効果は農作物被

入れていただきたいと思いますが、いかがです

害減少に対しては、本当に効果が出ていると思

か。

っているところでございます。それで、現在で

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

すが、電気柵の設置には２分の１の補助をいた

○漆山 徹農林夢づくり課長 緩衝帯整備につ

だいていると。そして、その補助を利用するに

きましても、一個人で行うということは効果的

は、３名の連名が必要だということになってい

に限られてくるということもありますので、団

るわけです。それを個人の補助にはできないも

体をやはり対象としまして、一地区もしくは一

のか伺いたい。

地域などで集団で緩衝帯整備を行っていくとい

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

う部分に対して補助をしてまいりたいというふ

－１８３－

うに考えております。

○髙橋義明委員 施設整備費の件については了

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 解をいたしましたが、凍霜害が依然として心配
髙橋義明委員。

な状況でありますので、その対策を予算減の中

○髙橋義明委員 ８５ページの果樹園芸産地形

でも徹底してお願いしたいところであります。

成事業費について、まずお伺いをいたします。

引き続きまして、ブランド化推進事業費、次

これは、令和元年度と比較いたしますと２３

のページでありますけれども、お伺いいたしま

０万円の減となってございます。これは、減の

す。

理由ですか、それをひとつお示し願いたいと。

初めに、令和元年度の実績の中で、農産物コ

それから、ことしのサクランボが異常気象の

ーディネーター事業がどのように進められたの

せいで粒の数が少ないというふうなことで、花

か、まず説明をしていただきたいと。そして、

芽が減少しているというふうに押さえていると

ラ・フランスセレクション等各種のフェアを行

ころであります。凍霜害と相まると被害が予想

っているわけですけれども、それから病害虫の

されるというふうな現状でございますので、こ

対策等も実施しておるわけでありますけれども、

の辺の対応について伺いたいと思います。

それに加えて、令和２年度ですけれどもＧＩの

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

登録、それから山形大学との連携しての果実の

○漆山 徹農林夢づくり課長 果樹園芸産地形

栽培支援システムを構築することというふうな

成事業費の減の部分でございますけれども、こ

ことが示されております。

ちらは資金の利子補給補助金の部分が減額にな

そういう中で、ＧＩ登録の現状と展望につい

るということと、農業生産施設の整備の事業費

て、それから山形大学との連携事業について、

に係る部分の補助金が減額となるものでござい

もう少し詳しくイメージができますように説明

ます。

をお願いしたいと思います。

具体的に申し上げますと、果樹園芸施設の更

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

新ということで、資材の更新でございますが、

○漆山 徹農林夢づくり課長 まず初めに、農

こちらのほうの支援についての減額部分と、ま

産物コーディネーターの業務内容でございます。

た凍霜害対策支援ということで、凍霜害用の費

現在、６次産業化に向けました商品開発、また

用に係る部分で補助を行っておりますが、こち

は研修会などにおいて指導、または支援を行っ

らの減によるものということでございます。

ておりますが、令和元年度につきましては、２

また、現在サクランボのほうのつぼみが少な
いというような状況なども聞いておるところで

名の方が新たな商品開発を進めてまいった状況
がございます。

ございますけれども、今後の指導としまして、

今後につきましては、こちら商品開発されま

花芽のほうをいつもより多目に残していくとい

した商品について、販路拡大、消費拡大を目指

うような対策を、県とかＪＡのほうで指導を行

してまいりたいということで、令和２年度は考

っていくというふうなことで、今後の対策を進

えております。

めてまいるという考え方でございます。
○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。

続きまして、ＧＩの状況になりますけれども、
現在、ラ・フランスにつきまして、あと紅柿の

－１８４－

ほうの２つをＧＩの登録に向けて進めている段

録は、品目を定めながら進めていきたいという

階でございまして、ラ・フランスにつきまして

考えですが、現在は、その２つ以外には検討は

は、ブランド推進協議会のほうで登録に向けた

しておりません。

取り組みをしていこうということで理解をいた

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。

だいております。そちらのほうで、今後研修会、 ○髙橋義明委員 小笹うるいとかは、まだでし
または申請に向けた取り組みを令和２年度で行

たか。終わったんですか。あと、金谷のほうは

ってまいります。

どうなんでしょうか。

紅干し柿につきましては、現在は生産工程の

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

ほうが統一されていないという課題もあります

○漆山 徹農林夢づくり課長 小笹うるいにつ

ので、干し柿のマニュアルを令和元年度で作成

きましては、昨年の３月に取得をしております

をいたしました。これから配付をしてまいりま

ので、１年くらいたっている状況でございます。

すが、そちらをもとに品質の統一を図ってまい

金谷ごぼうについては、生産者が、やはりち

りたい。その後、ＧＩ登録ということで考えて

ょっと減少傾向にあるということで、限られて

おります。

きている、そういったこともありますので、ま

また、山形大学との連携事業でございますけ

ず育種のほうに力を入れてまいりたいと。生産

れども、こちらにつきましては、これまで平成

をふやしていくことが先かということで、今後

２９年から、園地ごとの積算温度を計測しなが

の検討課題だと思っております。

らデータを蓄積している状況でございます。令

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

和２年４月より、そちらの情報を公開できるよ

長澤長右衛門委員。

うなアプリを開発するような考え方で、今進め

○長澤長右衛門委員 今、電気柵が不足してい

ておりますが、こちらにつきましても、今後と

るという話も聞いているんですが、申し込みが

も積算温度、園地がやはり、今現在３０カ所ぐ

多くて、という話はどうなんでしょうか。

らいですけれども、もっと広い箇所に設置して

あと、農作物の鳥獣被害をなくすために、有

いったほうが、今後のデータとしては蓄積され

害鳥で、カラスとかムクドリ、スズメ、一斉捕

ていくということになりますので、データ蓄積

獲しているんですよね。実施しているんです。

も含めて、そのアプリの利用を農業者の方々に

それで、去年は６月１日から１０月の下旬まで

推進してまいりたいというふうに考えておりま

実施したんです。それで、この開始日というか、

す。

最終日というか、それは誰が決定するんですか。

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

○髙橋義明委員 ＧＩについては、ラ・フラン

○漆山 徹農林夢づくり課長 電気柵の不足と

スと紅干し柿についてはよくわかりましたけれ

いう部分につきましては、やはりことしは暖冬

ども、そのほかに準備を進めているものなどあ

で雪も少ないという状況から、早目に設置した

りましたら、お願いします。

いなどという声も数件伺っておりますが、例年

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

ですと、冬場は雪がありますので、設置ができ

○漆山 徹農林夢づくり課長 順次、ＧＩの登

ずに春まで待つというような状況でございまし

－１８５－

て、令和元年度はちょっと例外かなというふう
なことで捉えておるところでございます。

そのときの反応ですとか、あとそういったツ
ール・ド・ラ・フランスの前夜祭のような会場

また、鳥の部分については、こちら主体とな

において、ラ・フランスの通販の注文というん

ります協議会が、ＪＡやまがたで組織している

でしょうか、来た方にそういった、本市のラ・

協議会に市のほうで補助をしているというよう

フランスを買っていただくような取り組みなど

な状況になっておりまして、そちらの開始時期

ができるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと

などについては、そちらの協議会のほうで決め

思います。

ているんですけれども、早目の開始をするなど

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

ということも、今後、令和２年度に向けて話を

○漆山

徹農林夢づくり課長

令和元年度の

させていただいて、可能であればということで、 ラ・フランスセレクションにつきましては、ツ
理解をいただきたいというふうに思います。

ール・ド・ラ・フランスの前夜祭で行ったとい

○棚井裕一委員長 長澤長右衛門委員。

う初の試みになったわけなんですけれども、こ

○長澤長右衛門委員 実は、ことしはこういう、 ちらにつきましては、やはり前夜祭のほうに宿
雪が少なくて暖冬だということで、多分、サク

泊される方、ツール・ド・ラ・フランス大会の

ランボの生産というか成長も早くなるのではな

宿泊者になりますけれども、そちらの方にも審

いかと思っているんですよ。それで、去年の６

査をしていただいたということもございます。

月始めたんですけれども、もう既にサクランボ

大変好評だったということで、私は認識をし

のカラスからの被害がかなりあったということ

ておるところでございます。

だったので、それで、もう半作に近いとか、全

また、ツール・ド・ラ・フランスの当日につ

滅したところもあるということを伺ったので、

いては、西洋梨フェスティバルということで、

そういうところを、やはり農林夢づくり課のほ

ラ・フランス以外のものも試食していただいた

うで把握していただいて、ある程度時期を早め

という経過がございます。

るとかということを、ぜひお願いしたいと思い

セレクションで受賞した方々のラ・フランス

ます。一斉捕獲というのは、すごく効果がある

を注文いただくというような取り組みも、あわ

んです。だから、その時期を見定めていただき

せて行ったところでございます。

たいということでお願いしておきます。

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 ○谷江正照委員 大変いい取り組みで安心いた
谷江正照委員。

しました。今後のラ・フランスでありますが、

○谷江正照委員 ブランド化推進事業のところ

山大工学部等では、食べごろの画像診断の開発

でありますが、ＧＩ取得を目指すラ・フランス

を、今しているやに聞いております。食べごろ

でありますが、ツール・ド・ラ・フランスにお

が非常に難しいことでの販売の難しさを抱える

きまして、いつも日中やるものを前夜祭に、ツ

ラ・フランスにおいて、今後、アプリでの使用

ール・ド・ラ・フランスの前夜祭にラ・フラン

まで視野に入れているようなことも聞いており

スセレクションを行ったというふうに聞いてお

ますので、そうすると、買った方が自分のスマ

ります。

ホのカメラでラ・フランスのへたのところをと

－１８６－

って、画像診断のアプリを使うことによって、

の段階に入っているということでよろしいのか

食べごろかどうかということが判断ができるよ

どうか、お示しいただきたいと思います。

うな時代も来るようなことも感じました。

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

ぜひ、そういった先進的な取り組みに、今取

○漆山 徹農林夢づくり課長 松沢地区の整備

り組めているのか、知っているのか、その辺お

事業につきましては、地権者との了解もいただ

示しいただけますか。

いた中での事業展開を進めておる状況でござい

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

ます。

○漆山 徹農林夢づくり課長 先ほどの髙橋委

令和元年度につきましては、畑地化の部分の

員のときに、山形大学との連携事業については

基盤整備、こちらのほうが終了いたしましたの

お話をさせていただきましたが、委員おっしゃ

で、令和２年度以降につきましては、水田のほ

る山形大学工学部との連携は、今、市のほうで

うの基盤整備を進めてまいるというような計画

はとっていない状況にはなっております。

でございます。

今後は、今連携している内容の中で、ＩＣＴ

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

を活用したスマート農業というものを目指して

○髙橋要市委員 引き続き、かみのやまワイン

まいりたいと思っております。

による地域振興事業補助金というところになり

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

ますけれども、このワイナリーの、地域振興を

○谷江正照委員 ぜひ、園地の温度管理の山大

図るためのワイナリー創業に向けた支援という

との取り組みも大変すばらしいですし、これか

ことで行われる事業ということで、東北最大級

ら進展するカメラを活用したラ・フランスのへ

というようなことも徐々に概要が表に出つつあ

たのところの画像診断というのも、ぜひ情報を

る中で、ある情報ですと、そこをこれから運営

調べていただきまして、取り組んでいただきま

していく方々が５人というふうにお聞きしてお

すようお願い申し上げます。

ります。法人と個人を含めて５人というふうに

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 お聞きしているんですけれども、そちらは数は
髙橋要市委員。

間違いないのかどうか、お示ししていただきた

○髙橋要市委員 ８９ページの農地整備事業費

いのですが、できれば法人、個人、内訳がわか

についてお聞きしたいと思いますが、付属資料

ればお示しいただきたいと思います。

の１１ページになりますが、県営土地改良事業

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

負担金ということで１，９５０万円の予算が組

○漆山 徹農林夢づくり課長 現在、松沢地区

まれているということで、その中で、松沢地区

のほうでワインぶどう団地を形成してまいる予

農地整備事業というのが含まれておりますが、

定の方々ですが、法人については４団体で、あ

そちらのほう、田んぼの区画整理というような

と個人は１名ということで計画をしております。

ことで、松沢地区ワインぶどう団地の場所とい

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

うふうに認識をしておりますけれども、そちら

○髙橋要市委員 具体的なブドウの収穫の時期

の各地主といいますか、そういったところとの

というのは、これからスタートして、大体いつ

交渉事というのは、当然、もううまくいって次

ごろがめどになるのかお示しいただきたいと思

－１８７－

うんですが、よろしくお願いいたします。

えていただきたいというふうに思います。よろ

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

しくお願いいたします。

○漆山 徹農林夢づくり課長 令和２年４月か

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

らの植栽になりますので、３年後ぐらいをめど
に収穫に持っていければいいのかなというよう
な計画の内容でございます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 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。

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

午後２時０７分 休 憩

○髙橋要市委員 ３年後に収穫をされて、本日
の新聞などでは１０年後に１億円を目指すとい

午後２時１７分 開 議

うような、そういった目標数値などもあるよう

○棚井裕一委員長 休憩前に引き続き会議を開

でございますが、例えばブドウができてワイナ

きます。

リーを経営するまでの間は、これは受託醸造と
いう形でどこかに依頼をするというような格好

次に、７款商工費について、当局の説明を求
めます。財政課長。

になるのでしょうか。

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

○棚井裕一委員長 農林夢づくり課長。

○平吹義浩財政課長 ７款商工費について御説

○漆山 徹農林夢づくり課長 既にワイナリー

明申し上げます。

を持っていらっしゃる法人の方もおりますので、

９２、９３ページをお開きください。

そちらは自社のほうで醸造をしてまいる計画で

１項商工費でありますが、１目商工総務費は

す。

８，５８７万４，０００円で、前年度対比１２

これからワイナリーを建てるという方もおり
ますので、そちらにつきましては、３年後です

３万円の減でありますが、職員人件費などの減
によるものであります。

とか４年後をめどに計画をしているようなこと

商工総務費では、関係団体への負担金や産業

で認識をしております。また、ワイナリーのな

まつり負担金、商工会補助金などを措置するほ

い方につきましては、生産されましたブドウを

か、職員人件費であります。

販売する、醸造はしないで販売という形での考

２目商工業振興費は９億６，１５８万１，０

え方も持っていらっしゃる方もございます。

００円で、前年度対比２，９０６万１，０００

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

円の減でありますが、商工業金融対策事業費で

○髙橋要市委員 やはりいろいろな上山の施策

の貸付金である産業立地促進資金預託金の減な

がある中で、例えば先日、温泉健康施設が否決

どによるものであります。

されたということで、市民が落胆する声なども

商工業金融対策事業費では、市内企業の資金

非常に多く聞こえる中で、このワイナリーの事

調達を支援するため、県信用保証協会保証料補

業というものは、とても大切なものというふう

給補助金を措置するほか、市が貸付金として市

に考えております。とても明るい話題だと思い

内金融機関に預託する商業活性化資金預託金、

ますので、ぜひ推進していただいて、今後の上

中小企業長期安定資金預託金、産業立地促進資

山の活力をこの事業からできるような体制を整

金預託金などを措置するものであります。

－１８８－

商業活性化推進事業費では、二日町プラザ２

ます。産業団地整備事業特別会計繰出金は、か

階の楽習スペース「ふりーらん」などの管理運

みのやま温泉インター産業団地整備事業におい

営費用を負担する中心市街地賑わい創出拠点設

て、起債の対象とならない経費について繰り出

置運営負担金、立体駐車場使用負担金、商業祭

すものであります。

等のイベント開催を支援する中心商店街賑わい

４目観光物産費は３，２１９万９，０００円

創出支援事業補助金、空き店舗及び空き家の活

で、前年度対比１，１１６万７，０００円の減

用事業を支援する中心市街地空き店舗等リノベ

でありますが、インバウンド推進事業費の減な

ーション支援事業補助金、小規模事業者の各個

どによるものであります。

店の魅力向上を支援する小規模事業者チャレン

観光物産振興対策費では、上山市観光キャン

ジ支援事業補助金、二日町プラザ商店街連携支

ペーン推進協議会、やまがた広域観光協議会、

援事業補助金などのほか、新たに新規創業を支

やまがた観光キャンペーン推進協議会などの負

援する創業支援事業補助金、空き地等を活用し

担金のほか、観光ガイドマップの印刷費など観

た新規出店を支援する中心市街地空き地等活用

光振興に要する経費などを措置し、観光物産振

支援事業補助金を措置するものであります。

興事業費では、蔵王高原坊平二次交通周年運行

次のページ、９４、９５ページをお開きくだ
さい。

事業、各種大会開催支援事業などを措置し、イ
ンバウンド推進事業費では、Ｗｉ－Ｆｉ設備の

工業振興事業費では、新規受注開拓支援事業

維持管理に要する経費、日本政府観光局負担金

費補助金、中小企業設備投資促進補助金、企業

などを措置するものであります。観光物産宣伝

動向調査等の経費、産業振興アドバイザーの支

事業費では、広告料と物産展の開催や、仙台市

援により、市内中小企業が自社製品の開発・販

で開催するかみのやまフェアなどへの負担金ほ

売を促進するための経費などを措置するもので

かを措置し、観光物産関係団体助成費では、全

あります。

国かかし祭、踊り山車、スマイルプロジェクト

３目企業立地費は１億５，６２２万８，００

きらりかみのやまなどの祭り・行事への補助金、

０円で、前年度対比３０８万３，０００円の減

山形ワインバルと合わせて開催するワインツー

でありますが、繰出金の減などによるものであ

リズム事業への補助金を措置するものでありま

ります。

す。また、山形・上山・天童の３市による観光

企業誘致事業費では、新北浦工業団地、蔵王

地域づくり推進協議会、いわゆる山形ＤＭＯ協

の森工業団地の維持管理、企業誘致活動に要す

議会に対する負担金を措置するものであります。

る経費、工業団地移転等促進資金利子補給補助

上山型温泉クアオルト事業費では、ウォーキ

金のほか、東和薬品への企業立地奨励金、蔵王

ングガイドの育成、宿泊型新保健指導事業を初

フロンティア工業団地用地取得奨励金、コスト

めヘルスツーリズムを軸とした誘客促進などを

コ、ミクロン精密への蔵王みはらしの丘企業立

実施するため、上山温泉クアオルト協議会への

地奨励金、また企業誘致で協定している金融機

補助金を措置するほか、日本クアオルト協議会

関への企業誘致情報提供奨励金を措置し、基金

の活動を通じて他団体との連携を進めるため、

積立金では、基金利子を積み立てるものであり

旅費、需用費、その他の経費を措置するもので

－１８９－

あります。

す。

次のページ、９６、９７ページをお開きくだ
さい。

入湯税は目的税でございまして、何に使って
いるのかというようなものを、こういうふうに

５目観光施設費は１億６００万４，０００円

明示しているわけですけれども、３項目ござい

で、前年度対比１，２１３万２，０００円の減

ますけれども、要は、こういう事業に包括して

でありますが、上山城関連施設修繕工事の完了

使っているというような、そういう位置づけで

などによるものであります。

ございます。

観光施設管理費では、上山城の指定管理料、

○棚井裕一委員長 川口豊委員。

アビヤント・Ｋ、駅駐車場、誘導広告塔などの

○川口 豊委員 山形市や鶴岡市のホームペー

管理経費、温泉利用協同組合補助金、源泉掘削

ジを見ますと、入湯税の使い道というようなこ

及び配湯施設整備事業補助金、ヴェンテンガル

とで、きちっと明記がされております。誰でも

テンの管理委託料、かみのやま温泉観光案内所

見られるような形になっております。

の管理運営などに要する経費を措置し、蔵王高

本市においても、その使途につきまして、ホ

原観光施設管理費では、野営場など各種施設の

ームページ等できちっと明示するという予定は

管理に要する経費、蔵王坊平スキー場管理運営

ございますか。

協議会負担金のほか、旧蔵王坊平国設スキー場

○棚井裕一委員長 財政課長。

管理センター及び蔵王坊平パトロール小舎の解

○平吹義浩財政課長 こういった形式をずっと

体工事費を措置するものであります。

とっておりまして、一定の理解を得られている

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

というふうな判断でございます。

いたします。

○棚井裕一委員長 川口豊委員。

○棚井裕一委員長 これより質疑、発言を許し

○川口 豊委員 観光関係の方から、よく話を

ます。川口豊委員。

聞くんですけれども、入湯税どういうふうに使

○川口 豊委員 ４目観光物産費についてお伺

われているんだというふうなことでのお話は、

いいたします。

よく聞くわけでございますので、やはり、使い

今、歳入ではないんですけれども、市税の歳

道がきちんとしているのであれば、入湯税こう

入の中で、入湯税３，９４５万円というものが

いう形のものに使われておりますというふうな

ありますが、この入湯税というのは観光振興に

ものをきちっと明示したほうがよろしいという

使う目的税として置かれているというふうに認

ふうに、私は思うんですが、いかがでしょうか。

識いたしております。この観光物産費の中で、

○棚井裕一委員長 財政課長。

この入湯税はどこの部分に充当されているのか

○平吹義浩財政課長 もし観光関係者というこ

お尋ねをいたします。

とであれば、じっくり御説明する機会があると

○棚井裕一委員長 財政課長。

思います。いろいろな組織。あと、そもそもの

○平吹義浩財政課長 お配りしております令和

議論になりますけれども、入湯税は一般財源化

２年度当初予算付属資料がございますけれども、 されるというようなことでございまして、非常
その５４ページをお開きいただきたいと思いま

に細目にわたって説明するというのは、なじま

－１９０－

ないものかなというふうに思っているところで

実際天童であれば、天童と山寺のつながりとい

あります。

ったものも出てきておりますし、それより外の

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 もっと拡大して、村山地域のほうに出るという
守岡等委員。

ふうなツアー等も出てきておりますので、一つ

○守岡 等委員 ９５ページの観光物産関係団

の地域内の周遊のための旅行商品づくりという

体助成費の３市連携観光地域づくり推進事業に

ふうな理解でございます。

関連してですけれども、この間、３市連携の観

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

光商品づくりが行われてきたと思いますけれど

髙橋義明委員。

も、当初、上山がどうも抜けてしまうというよ

○髙橋義明委員 私からは、商業活性化推進事

うな、そういう商品があったそうなんですけれ

業費のことについてお伺いをいたします。

ども、現在、３市連携の観光商品ということで、

市内全域にわたる新規創業の支援というのが

きちんと本市も含めた商品づくりが進められて

始まります。それから、中心市街地の活性化に

いるのかどうか、お尋ねします。

向けての政策がめじろ押しであります。こうい

○棚井裕一委員長 観光課長。

った中で、補助金をつくればいい、あるいは制

○尾形俊幸観光課長 ＤＭＯ事業での旅行商品

度をつくれば実効が生まれるというようなもの

というようなことでございますけれども、こち

でもないわけでありますので、それが実効をも

らにつきましては、今現在、ＤＭＯの枠組みを

たらすための工夫とか、あるいは、こうすれば

利用しまして、例えば上山市内であれば、令和

こういう見通しを立てているというふうな、そ

元年度につきましては、蔵王温泉とのコラボ企

ういうことがあればお示しを願いたいと思いま

画というふうなことで、かみのやま温泉に泊ま

す。

った方が蔵王温泉のほうでスキーなどを楽しむ

○棚井裕一委員長 商工課長。

とか、またその逆で、スキーに来た方がかみの

○鈴木英夫商工課長 委員おっしゃるように、

やま温泉のほうでゆっくりしていただくという

いかにしてそれを使っていただくかというのが

ふうなメニューなどを含め、観光物産協会も旅

大事でございます。この間、令和元年度におき

行業を取得して、さまざまな旅行商品について

ましては、第７次上山市振興計画の後期基本計

はつくっているというような現状でございます。 画をつくるということに当たりまして、商工会
○棚井裕一委員長 守岡等委員。

を初めとするさまざまな団体から御意見を頂戴

○守岡 等委員 そうすると、天童・山形・上

しております。

山というのでなくて、蔵王・上山というような

その中で、既に、今ここに載せております事

連携の枠組みなんでしょうか。

業につきましては、そういった団体から強い要

○棚井裕一委員長 観光課長。

望がございました。また、金融機関からも、そ

○尾形俊幸観光課長 その地域の中で周遊をし

ういった要請がございましたので、まずは首を

ていただくというふうな考え方ですので、今は

長くして待っているというような制度でござい

一つの例として蔵王温泉との連携というような

ます。

形が進んできているということでございますが、

あと、周知につきましては、今般、３月の末

－１９１－

に、商工会で全ての会員宛てに、こういった制

ことだということで、直接的な事務局としては

度の通知をする機会があるというようなことが

上山市観光物産協会のほうで実行委員会を組織

ありますので、それを利用しまして、市内全域

して対応に当たっているわけですけれども、せ

にそういった制度を周知したいというように思

っかくの５０周年というふうなことであります

っております。

ので、そこは盛り上げていく必要があるという

なお、当然ながら、ホームページとか市報等

ことで準備を進めているというふうに聞いてい

での広報もしていきたいというように思ってお

るところでございます。

ります。

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。

○尾形みち子委員 大変、上山の祭りの活性化

○髙橋義明委員 大変首を長くして待っている

を、やはり私どもも求めているということであ

ものを準備ができたということで、実効がもた

りますので、この助成金を、もちろん税の公平

らされることを期待いたします。ありがとうご

から、もちろんお出しするのはやぶさかではな

ざいます。

いんですけれども、その中でも、やはりそうい

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 った後退するような祭り行事に関しての、そう
尾形みち子委員。

いう所見がありませんか。どういうふうに、こ

○尾形みち子委員 ９４ページ、７款商工費４

れから持っていくかというようなこと、上山市

目観光物産費に関することでございます。

でというようなことでもいいです。

観光物産関係の団体に助成、事業をなされて

○棚井裕一委員長 観光課長。

いるわけですけれども、多くに祭り事業という

○尾形俊幸観光課長 祭りの補助のあり方とい

ようなことで、祭りの行事のそういう支援とい

うふうなことかと思うんですけれども、基本的

うようなことで、この金額が出ていると思うん

には、やはり上山の、観光客のみならず市民を

ですけれども、ことし、全国かかし祭、加勢鳥、 含めて大変多くにぎわいをつくっていただくと
踊り山車、それからスマイルプロジェクト、ワ

いうものに対する助成というのが基本であろう

インツーリズム、いろいろあるわけですけれど

というふうに思いますので、そういった中で、

も、この中で、結局さまざまな要因があるとは

補助の見直し等についても将来的に検討は必要

思いますが、誘客数というか、観光都市の目玉

であるというふうに考えております。

になっているはずのものが、なかなかそれと結

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

びつかないなんていうようなことがあるやに聞

○尾形みち子委員 ここでさまざまな、一つ一

いているんですけれども、その辺のところの、

つのお祭りの行事に関して言うのではないんで

今回の全国かかし祭についても、ちょっとお尋

すけれども、ちょっと私が関係している宮脇の

ねしたいんですけれども、どういう予定をして

八幡様、そして二日町の八幡様というようなこ

いるかというようなことです。

とで三社祭りというのがあるんですが、この辺

○棚井裕一委員長 観光課長。

も高齢化が続いて、出る、出ない、そういった

○尾形俊幸観光課長 令和２年度の全国かかし

ことも含めて、観光協会がこれを先導するとい

祭につきましては、節目の５０回というふうな

うようなことでありますでしょうけれども、ち
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ょっと整理をしていく必要性が、話し合いの仲

励金につきましては、かみのやま温泉インター

を持つというようなことが必要になってくるの

産業団地におきます企業誘致において、協定を

ではないかというふうに思っているようなとこ

締結しております金融機関より情報提供があっ

ろですけれども、そういった話は聞いてないか

た案件が正式契約に至った場合に、当該金融機

どうか、ちょっとお尋ねいたします。

関に対しまして、売買代金または賃借料１０年

○棚井裕一委員長 観光課長。

分の２％相当額を交付するものであります。

○尾形俊幸観光課長 ただいま委員が例示なさ

したがいまして、今、予約している企業２社

れたところについては、確かにそういった、大

ございますけれども、そのうち１社について、

変だということがあるというふうには聞いてお

正式契約に至ったときに、銀行にお支払いをす

りますので、ただ、あくまでも主催をしている

るというふうな内容でございます。

ところの考え方というふうなことと、あと当然

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

事務局として入っている部分と、市だけで決め

○谷江正照委員 金融機関からの紹介であると

るというふうなことではないと思いますので、

いうところ、了解いたしました。

そこは今後、そういった部分については協議を

これは、できるかどうかも含めてお聞きした

していく必要があると考えております。

いんですけれども、例えば本県ですと山形大学

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

とか、そういった大学関係からの企業の紹介等

○尾形みち子委員 いろいろな要因で、淘汰し

も非常にいい情報ではないかと考えるところで

ていく必要性があるというようなことだと思う

あります。大学の場合ですと、金銭の提供とい

んですね。やはり、もちろん街なかも観光客も

うよりも、例えば研究費の補助とかという、名

市民も一斉ににぎわいをつくっていくというよ

目はどういうふうになるかわかりませんが、金

うな、そういうものが本当に必要だとは思って

融機関と同様に非常にかたいところからの紹介

おりますので、そんなところから、ぜひその部

になると思われます。大学等、そういった非常

分に関しても、含めて、これからの団体助成事

に知の集積地のようなところからの情報提供な

業に対しては注意していただきたいと思ってお

ども、大変有効であると思うのですが、そこは

るところです。

いかがでしょうか。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 ○棚井裕一委員長 商工課長。
谷江正照委員。

○鈴木英夫商工課長 確かに、そういった考え

○谷江正照委員 新規事業の企業誘致情報提供

方もあろうかと思いますけれども、やはりここ

奨励金についてお伺いしたいと思います。

は特別連携をしている、協定を締結していると

こちらの奨励金でありますが、どのようなと

いうところが重要でございまして、お互いの守

ころから情報提供があって、どのように完結し

秘義務等もございますので、このたびは連携し

て、この奨励金が支払われるのかお示しいただ

ている金融機関に限らせていただくというふう

ければと思います。

に考えております。

○棚井裕一委員長 商工課長。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

○鈴木英夫商工課長 この企業誘致情報提供奨

川崎朋巳委員。
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○川崎朋巳委員 企業誘致事業費、企業誘致情

かについて、改めてお示しください。

報提供奨励金について伺います。

○棚井裕一委員長 商工課長。

今回の奨励金については２７０万円というふ

○鈴木英夫商工課長 おっしゃるように、特段

うに伺っております。同様な類似した事業でい

かぶっているというようには認識してございま

いますと、本県では米沢市が行っているという

せん。

ふうに感じています。近年、産学官金連携とい

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

う中で、金融機関からの情報提供は非常に重要

大沢芳朋委員。

な部分だというふうに感じています。

○大沢芳朋委員 先ほど尾形委員のほうからあ

その中でも、例えば米沢市であれば、今回の

りました、観光物産関係団体助成費ということ

同様の事例において土地代１０年間分の３％を

で、令和元年度１，１７１万円ほどあったよう

対象企業に支払うというような締結がされてお

に、私、ちょっと見てきたつもりなんですけれ

ったというふうに思います。

ども、今回７９２万円ということで、ほかに要

例えば、契約する金融機関が重複した際など

するに助成していた団体といいますか、そうい

に、よりインセンティブが高いほうへの自治体

ったのがなくなったから４００万円減ったとい

へ企業の誘致を金融機関が勧めるなんていう懸

う認識でよろしいんでしょうか。

念も、もしかしたらあるのかなと。産学官金連

○棚井裕一委員長 観光課長。

携が進んでいるという状況を鑑みたときに。そ

○尾形俊幸観光課長 観光団体助成費の減額の

ういうときに、企業誘致奨励金としての考え方

部分でございますけれども、まず１つは、先ほ

を改めてお示しいただければと思います。

ど話がありました山形ＤＭＯの部分の協議会に

○棚井裕一委員長 商工課長。

対する負担金が、最終年度というふうなことに

○鈴木英夫商工課長 委員おっしゃる米沢市の

なりますので漸減するということで、そこの部

事例でございますけれども、米沢市につきまし

分で約１２５万円の減となります。

ては、対象者が宅建業者というふうなことにな

また、それ以外の団体の助成の部分につきま

ってございます。通常、宅建業法によりますと、 しては、観光物産協会に対する事業補助の部分
いわゆる不動産を仲介した場合には、仲介手数

で２３４万円という部分が減少したということ

料は３％というのが相場なようでございますけ

でございます。

れども、上山市の場合ですと、やはり情報提供

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

をいただくということはありますけれども、実

○大沢芳朋委員 今の観光物産協会ということ

際に契約等の事務手続、企業との交渉につきま

がありましたけれども、ふるさと納税関係のと

しては市がやりますので、その分、１％引きま

いう認識でいいのかということと、あと、ここ

して２％という考えでございます。

に書いていますけれども、かかし祭、先ほども

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

お話がありましたけれども、加勢鳥、踊り山車

○川崎朋巳委員 ということは、県内における

なんかは、本当ににぎわって、すばらしい本市

同様の施策をとっている自治体とかぶるような

の行事だなというふうに思っているところでご

問題ではないというふうな理解でよろしかった

ざいますが、かかし祭に関してなんですが、令
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和元年度を見てみますと、出展数がちょっと少

えているところでございます。

なかったのではないかなという認識もございま

○棚井裕一委員長 観光課長。

すし、ここの部分に関しては、何とか本市から

○尾形俊幸観光課長 かかし祭の出展数の部分

の、もちろん観光物産協会が主導でやっている

でございますが、まずかかし祭に対する補助に

わけですけれども、減額を極力控えていただい

ついては、令和元年度と同じ、同額というふう

て、何とか話し合いをしていただいて、出展、

なことで考えておりますので、５０周年という

個数といいますか、台数をふやしていただける

こともありますので、当然、なかなかコミュニ

ように取り組んでいただけないものかというこ

ティが崩れてきたり、会社のほうでも働き方改

とで、お聞きいたします。

革といったものがあって、なかなか企業とか団

○棚井裕一委員長 市長。

体のほうでつくっていただけるところが少なく

○横戸長兵衛市長 観光物産協会に対する補助

なっている状況にはあるというふうには聞いて

金の減でございますが、これは、いわゆるふる

おりますけれども、その辺につきましては、市

さと納税の返礼品の会社といいましょうか、観

としても協力をできるだけお願いして、５０周

光物産協会でやっていただいたということでご

年の祭りについては盛り上げていきたいと考え

ざいますので、毎年、１０億円を超えるふるさ

ております。

と納税をいただいているので、金額は大体安定

○棚井裕一委員長 大沢芳朋委員。

した収入にはなっておるわけですから、やはり

○大沢芳朋委員 ぜひ、かかし祭のほうはよろ

そういった財政基盤ができたわけでございます

しくお願いしたいなというふうに思います。

ので、今まで補助といいましょうか、出してお

ちょっと小耳に挟んだんですが、ことし、踊

ったものを、今回の事業費の部分を削減をさせ

り山車のほうが、これはうわさなので、はっき

ていただいたということでございます。

りわかりませんけれども、１台でやるような話

あとやはり、これからは、今まで市が補助を

もちょっと聞こえてきております。その辺、認

出していた事業とか、そういうもの、例えば今

識していらっしゃるのかということ。あと、予

回の新しいインターチェンジができて、経済界

算委員会ですから予算のほうをしっかり、踊り

の方々から組織をつくっていただいて、振興策

山車なんかは大丈夫なのかなということでお聞

を練っていただいたわけですが、その予算も一

きいたします。

部観光物産協会から出していただいた経緯もご

○棚井裕一委員長 観光課長。

ざいますし、そういった、今までの、いわゆる

○尾形俊幸観光課長 踊り山車の部分が１台に

補助金をいただいて政策を展開するだけではな

なるということについては、正式なところでは

くて、みずからがやはり知恵を出して、自分た

聞いておりませんでした。また、補助金につき

ちの持っている財源、これを最大限に活用して、 ましては、前年度より２０万円ほど減額をさせ
観光振興に持っていっていただきたいというの

ていただいておりますが、こちらにつきまして

が、私の考えでございますので、今後、いろい

は、企業の協賛広告のパンフレット作成費用の

ろな形で、今までの関係といいましょうか、今

部分については、協賛していただいている、集

までの考え方を変えていきたいというように考

めた中から対応していただくことで減額をさせ
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ていただいているところでございます。

けれども、ここはやはり、継続的にやっていく

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 ということが第一。あとはやはり、町の魅力、
枝松直樹委員。

そういうものがなければ、通過点になるのは当

○枝松直樹委員 市長にお尋ねしたいんですけ

たり前の話でございますので、そういった、

れども、先ほどインターチェンジの開通ですね、 我々行政だけでなくて、関係団体が、１年が間
これによって、本市にとってどのような効果が、 もなく過ぎるわけですから、その１年を契機に
商工業の発展について経済効果とか、あったの

して、反省も含めて、あるいはこれからの振興

か。先ほど市長は、経済界の方々の要請もどう

策も含めて、継続的にやっていく必要があると

のこうのとありましたので、その経済界の方々

いうように考えております。

が、どのように受けとめて、さらに今後、イン

○棚井裕一委員長 建設課長。

ターチェンジの開通をもっと効果が上がるよう

○須貝信亮建設課長 交通量の件でございます

な手だてというのは、どのようなことを考えて

けれども、ネクスコ東日本のデータでございま

おられるのか。

すけれども、開通前の見込みといたしましては、

というのは、あそこを乗りおりする車の量が
思ったより少ないのではないかということを聞

１日５，０００台から６，０００台程度という
ふうに見込んでおったと伺ってございます。

いておりましたので、新年度予算に当たって、

せんだって、新聞等にも出ていたかと思いま

そんなことを聞くのもなんですけれども、市長

すけれども、４月から１２月まで平均の１日当

から、さっきそういった経済界の話もありまし

たりの交通量ということで、７，０００台から

たので、ちょっとお伺いしたいなと思ったとこ

８，０００台だったと記憶しておりますけれど

ろです。

も、ですので、当初の見込みに比べれば、そう

○棚井裕一委員長 市長。

いう状況であるというふうなところでございま

○横戸長兵衛市長 これは、いろいろな要件が

す。

あると思います。その中で、開通前に、利便性

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

の向上は誰が考えても向上するわけですが、た

谷江正照委員。

だ、通過点にならないようにというようなこと

○谷江正照委員 新規事業の山の日の実行委員

での経済界に対するお願いをしたところでござ

会の負担金が計上されておるわけですけれども、

いました。

この山の日の全国大会に向け、山の日ですけれ

そのために、いろいろ考えていただきまして、 ども、どれぐらいのスケール感があって、何日
キャンペーンを張るとか、あるいはいろいろな

ぐらい開催があってというようなところを、も

形で上山を宣伝するとか、そういうことをやっ

しここでお示しできる部分があれば、お願いい

ていただいておりますが、ただ、具体的には私

たします。

はわかりません。折々にいわゆる乗降の車が多

○棚井裕一委員長 観光課長。

いのか、どこと比較して多いのか、少ないのか

○尾形俊幸観光課長 山の日の実行委員会の負

もわかりませんし、ただ、これは担当課がわか

担金でございますけれども、まず実行委員会に

ると思うので、後で課長のほうから説明します

つきましては、令和２年１月２２日に設立をし

－１９６－

ておりまして、第１回通常総会も開催をしてい

ンスがこれから来るわけですので鋭意取り組ん

るところでございます。

でいただければと思います。

山形でやるのが令和３年８月というふうなこ

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

とで、恐らく山の日と前日というようなことで、
２日間という形になると思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

参集の規模につきましては、そのプレイベン
トだったり、どういうイベントをやっていくか

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

散

によって数字が若干変わってきますので、ここ

会

で具体的な数字というのは、申し上げられませ
んけれども、少なくとも数百人から１，０００

○棚井裕一委員長 本日はこの程度にとどめ、

人、最低でもそのくらいの規模にはなるのかな

９日は午前１０時から会議を開くこととし、本

というふうに思っているところでございます。

日はこれにて散会いたします。

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

御苦労さまでした。

○谷江正照委員 山形県、山形市並びに関係機
関との連携をしていくわけですけれども、３市
の連携ＤＭＯとか、あとは環蔵王の取り組みも
本市はしておりますが、そういったＤＭＯや環
蔵王の取り組みなども、これには関連してくる
のかお示しいただければと思います。
○棚井裕一委員長 観光課長。
○尾形俊幸観光課長 基本的には、山の日の実
行委員会を組織した中で進められていくわけで
すけれども、山形県の考え方としまして、蔵王
だけということではなくて、山岳はほかにも鳥
海山だったり、月山だったり、県内の全国百名
山に選ばれた山もあると。また、その山を源に
川ができて海まで行くというふうなことで、全
県を挙げて取り組みをするということで、関連
づけたイベントも、ぜひ開催していきたいとい
うふうな意向が出されておりますので、そうい
った中で、違う枠組みの中での協力依頼ですと
か、参画というふうなことはあり得ると考えて
おります。
○棚井裕一委員長 谷江正照委員。
○谷江正照委員 ぜひ、本市ＰＲの絶好のチャ

－１９７－

午後 ２時５０分 散 会

－１９８－

