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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 ３

日）

令和２年３月９日（月曜日）
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
議第８号 令和２年度上山市国民健康保険特別会計予算
議第９号 令和２年度上山市農業集落排水事業特別会計予算
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午前１０時００分

開 議

○棚井裕一委員長 それでは、８款土木費につ
いて当局の説明を求めます。財政課長。
〔平吹義浩財政課長 登壇〕
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開

議

○平吹義浩財政課長 それでは、８款土木費に
ついて御説明申し上げます。

○棚井裕一委員長 おはようございます。出席

９６、９７ページをお開き願います。

委員は定足数に達しておりますので、これより

１項土木管理費でありますが、１目土木総務

予算特別委員会を開会いたします。

費は１，８０３万３，０００円で、前年度対比

本日は６日に引き続きまして、一般会計予算
の審査を行います。

７６０万３，０００円の減でありますが、職員
人件費の減などによるものであり、土木総務費
として燃料費、事業促進期成同盟会や関係協議
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議第７号

令和２年度上山市一般会
計予算

会への負担金などを措置するほか、職員人件費
であります。
次のページ、９８、９９ページをお開きくだ
さい。

－２００－

次に、２項道路橋梁費でありますが、１目道

早坂１号線の道路改良工事、仙石線の舗装改良

路橋梁総務費は４，７６２万１，０００円で、

工事、駅東口線道路照明更新工事、泉川甲石線

前年度対比１，０７４万８，０００円の減であ

舗装補修工事に要する経費のほか、私道整備事

りますが、職員人件費の減などによるものであ

業補助金などを措置するものであります。

ります。

県道路整備事業負担金では、上山蔵王公園線

道路橋梁総務費として道路台帳整備や道路の
未登記処理に係る業務委託料などを措置するほ
か、職員人件費であります。

の道路改良工事や十日町山形線の側溝改良工事
の負担金を措置するものであります。
次のページ、１００、１０１ページをお開き

２目道路維持費は１億４，７１０万４，００
０円で前年度対比４１４万５，０００円の増で

ください。
４目社会資本整備総合交付金事業費は２億５，

ありますが、除雪対策費の増などによるもので

１５０万円で、前年度対比８，２５０万円の減

あります。

でありますが、道路事業費で社会資本整備総合

道路管理費では、市道の維持保全に係る修繕

交付金を受けて実施する皆沢赤坂線外２路線の

料や補修用原材料費、街路樹等管理委託料、パ

道路標識工事、高松石曽根線の側溝改良工事、

トロール車等に係る経費などを措置し、除雪対

金生泉川線外２路線の舗装改良工事、五反田橋

策費では、除雪業務に係る委託料や除雪車の管

外８橋の橋梁整備工事、そのほか橋梁点検診断、

理費、交差点等の排雪用機械の借り上げ料のほ

橋梁補修設計、舗装調査設計や排水対策調査設

か、ＧＰＳを利用した除雪費計算システムに要

計の委託料などに要する経費を措置するもので

する経費などを措置しておりますが、除雪委託

あります。

料では委託単価の上昇を見込んでいるところで
あります。

５目橋梁維持費は１００万円で、前年度対比
５０万円の減でありますが、橋梁管理費で橋梁

地域のみちづくりサポート事業費では、住民
と協働で行う生活道路等の整備に要する経費を
措置するものであります。

の修繕に要する経費を措置するものであります。
次に、３項河川費でありますが、１目河川総
務費は２９１万６，０００円で、前年度対比１

３目道路新設改良費は１億７８４万３，００

１万２，０００円の増でありますが、河川管理

０円で、前年度対比６０７万６，０００円の増

費で河川一斉清掃に要する経費、河川しゅんせ

でありますが、市単独道路整備事業費の増など

つに要する経費や関係団体への負担金、東北大

によるものであります。

学と連携して行うインフラマネジメントなどに

交通安全施設整備事業費では、区画線、道路

要する経費を措置するものであります。

照明灯、反射鏡等の整備などに係る工事費を措

次に、４項都市計画費でありますが、１目都

置し、市単独道路整備事業費では、北町長清河

市計画総務費は３億５，７０４万４，０００円

原線や塩崎東線などの測量設計、金瓶黒沢線や

で、前年度対比３，２５８万８，０００円の増

上生居堀切線の支障木伐採、永野開拓線の標識

でありますが、下水道事業会計負担金と職員人

新設工事、長清水美咲町線やケンモツ線、八幡

件費の増などによるものであります。

神社通り線などの側溝改良工事、泉川甲石線、

都市計画総務費では、都市計画審議会の開催

－２０１－

に係る経費、関係団体への負担金などを措置し、 でありますが、定住促進事業費、空家等対策事
都市計画事業費では、景観形成を支援するため

業費の増などによるものであります。

のファサード改修補助などに要する経費を措置

定住促進事業費では、住宅の購入、建設等に

するとともに、駅前整備関連経費として、かみ

対して子育て世帯、三世代同居、空き家バンク

のやま温泉駅前広場整備用地補償調査等業務委

利用などの要件により加算する持家住宅建設等

託料、立地適正化計画策定業務委託料を措置し、 補助金に加え、新たに１ＬＤＫ共同住宅などの
次のページ、１０２、１０３ページをお開きく

建設に対して助成する若者向け共同住宅建設促

ださい。下水道事業会計負担金では、所要の負

進事業補助金を措置するものであります。

担金を措置するほか、職員人件費であります。

住宅リフォーム支援事業費では、市内業者を

２目公園費は３，１９０万４，０００円で、

利用するリフォーム工事で、耐震性、省エネな

前年度対比２５９万２，０００円の減でありま

どを満たしている場合に対象となる補助金等を

すが、公園施設長寿命化事業費の減などによる

措置するものであります。

ものであります。

住宅・建築物安全ストック事業費では、昭和

公園管理費では、公園の維持保全経費、月岡

５６年５月以前に建築された木造家屋に、申請

神社からの土地借り上げ料、公園内トイレの管

により耐震診断士を派遣する委託料のほか、新

理などに要する経費を措置し、公園施設長寿命

たに上山市建築物耐震改修促進計画更新業務委

化事業費では、月岡公園などの長寿命化に係る

託料を措置するものであります。

工事費と公園遊具等の安全対策などに要する経
費を措置するほか、職員人件費であります。

空家等対策事業費では、空家対策協議会委員
報酬、空き家バンクなどの活用を促進するため、

次に、５項住宅費でありますが、１目住宅管

空家等家財類処分費補助金、空き家改修設計補

理費は３，６３５万１，０００円で、前年度対

助金を措置するとともに、危険空家解体事業補

比１，３５２万５，０００円の増でありますが、 助金を増額計上し、空き家、空き地の活用の新
市営住宅管理費、職員人件費の増などによるも

たな取り組みであるランドバンクを進めるため、

のであります。

新たにＮＰＯ法人かみのやまランドバンクに対

市営住宅管理費では、市営住宅の畳がえや施
設修繕などの維持管理のほか、市営金生住宅の

する補助金を措置するものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

内装改修に要する経費を、市営住宅長寿命化事

いたします。

業費では、新たに長寿命化計画策定委託料、次

○棚井裕一委員長 これより質疑、発言を許し

のページ、１０４、１０５ページをお開きくだ

ます。守岡等委員。

さい、地域優良賃貸住宅供給促進事業費では、

○守岡 等委員 １０１ページの都市計画事業

地域優良賃貸住宅を管理する民間業者へ家賃低

についてでありますが、これまでも駅前整備に

廉化補助金等を措置するほか、職員人件費であ

関して意向調査あるいは利用実態調査など行わ

ります。

れてきたと思うんですけども、今回の調査とい

２目住宅支援費は８，８７０万２，０００円

うことで、先ほど補償調査ということでしたけ

で、前年度対比１，０７９万５，０００円の増

れども、今までの調査とどう違うのか、これま

－２０２－

での調査の延長線上にある調査と考えてよろし

ざいます。いわゆる高校生が駐輪場から学校の

いものかどうか、違うとすれば、どの辺が違う

ほうに行くときに、非常に交通事故が心配され

のかということをお尋ねしたいと思います。

るような危ないことも懸念されると。動線をす

○棚井裕一委員長 建設課長。

っきりしたいということなのか、駅前の空き地

○須貝信亮建設課長 新年度予算で計上させて

がたくさんあります。農協、日通とか、そうい

いただいておりますのは、用地の調査、それか

った全体を考えて駅前の配置というか、再開発

ら物件の関係の補償調査でございまして、過年

という大きい視点で捉えてそこで駅前の配置を

度に行った交通量調査ですとか、そういったと

どうするかということを考えているのか、単な

ころとは異なってございます。令和元年度につ

る動線の整備なのかというところもちょっとま

きましては基本設計という部分を取り組みをさ

だ私どもは理解をしておりません。

せていただいているところでございます。

何年前ですかね、利用者の実態などを調査す

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

るので最初２，０００万円とかいう調査費があ

○守岡 等委員 やはりいよいよかなり具体的

って、高過ぎるのではないかと言ってたしか１，

な案も整ってきたと思うんですけども、こうし

７００万円ぐらいに落ちたんだと思いますけれ

た調査を行う際も全体の計画というものをやっ

ども、あれに基づいて今回のがなされていると

ぱり示していただいた上で、その中でのこうい

すれば、まずしっかりした議論がないと、今回、

う調査だということを我々市民、議員も理解し

仮にこれが通ったとして、あのとき、通したじ

ないと、なかなか進めにくい面もあると思いま

ゃないかと言われかねない事態だと思っている

すので、その辺はどうでしょうか、全体の計画

んです。ですから、何億のお金をかけてこれを

を示した上での調査執行ということで。

やろうとしているのか、事業費も教えていただ

○棚井裕一委員長 建設課長。

けておりませんし、その何億かけてどういうふ

○須貝信亮建設課長 令和元年度の取り組みに

うにしたいのか、速やかにきょう、この場でで

つきましては、外部の関係の方から策定委員会

きないとすれば、説明の場を設けていただいて

ということでいろいろと御意見いただきながら

私たちに説明をしていただきたいと思いますが、

進めてきた経過がございますけれども、２月の

まず、事業規模について伺います。

末でそういった部分が集約、まとまってきてい

○棚井裕一委員長 建設課長。

る状況でございますので、一般的な市民の方へ

○須貝信亮建設課長 まず駅前広場整備の目的

の取り組みの情報提供につきましては、今月の

というところでございますけれども、これは委

中旬からパブリックコメントという形で御意見

員おっしゃったように、１つは安全対策という

をいただくという予定でございます。

ことがございます。朝のピーク時で一般的に車

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

両が１２０台ほど、７時の時間帯でしたか、１

○枝松直樹委員 今のに関連してです。そもそ

時間当たり来るという状況がございます。

も駅前を整備するということなんですが、どう

一方で、高校生も含めた歩行者が同じピーク

いうふうに変えていこうとしているのかが、ま

の中でおおむね４４０人ほど通行すると、歩行

だ私どもとしてはすっきりしていない部分がご

すると、そういった環境がございます。おっし

－２０３－

ゃった平成２９年度に交通量調査ですとか、周

０人とか、それぐらいのレベルでかなり低いな

辺の調査をした経過がありまして、その中でい

という印象を持っておりました。ですから、高

ろんなそういう危険な点がピックアップされて

校生が一番多く利用するわけであります。

きたということでありまして、まずは整備の目

駅前をどうするかということですが、にぎわ

的としては安全対策ということで、車両系のも

いを持つかみのやま温泉駅としての顔にふさわ

のと歩行者をきちっと分離、安全を確保すると

しい空間をつくるということなんでしょうけれ

いうのが大事な目的のところでございます。

ども、結構事業規模が大きいなと思いまして、

あとは、２９年度の調査、アンケート等の中

もっともっと各議員からも意見を聴取していた

でかみのやま温泉、上山の駅としてふさわしく

だくということにならないと困るなという印象

ないといいますか、にぎわいが足らない。それ

を持っております。この場でその議論をするわ

から温泉町らしくない、そういった声もいただ

けにもいかないので、改めてそういう場をぜひ

いているということで、あわせて整備につきま

つくっていただきたいというふうに申し上げて

してはそういうにぎわいを創出するような考え

おきたいと思います。

方での空間も位置づけをさせていただきたいと
思っているところでございます。

それから、地域優良賃貸住宅についてであり
ますが、所得要件の壁なのか、たった８世帯な

当然、我々、いろいろな御意見をいただいて、 んですけれども、それが埋まっていないという
令和元年度、外部の利活用の委員会の方々から

情報に接しました。そして、私たちが最初に説

御意見をいただいておりますけれども、やはり

明受けたときは、期間が６年という期間は聞い

駅前だけじゃなくて当然、上山城なり市街地へ

ておらなかったんですよ。子育て対象となる子

の全体のにぎわいなり、活性化に向けた一つの

どもがいれば、私はずっといられるのかなと。

スタートという位置づけをしてございますので、 いつそんなふうになったのか、私どもとしては、
そのような考え方でおるところでございます。
事業費の件でございますけれども、これは前
回２月２６日に外部の策定委員会の中で最終的

唐突な感じを受けましたので、まず募集の状況、
そして、８世帯をきっちり埋めるための方策、
この辺について伺っておきたいと思います。

なといいますか、ある程度、基本設計が御意見

もう一つ、定住促進事業でありますが、ちょ

をいただいて集約できてきている状況がありま

っと気になったのは、１ＬＤＫのアパートが上

したので、それを受けて、おおむねではござい

山はなくて結構高額なために、上山市内に若者

ますけれども概算事業費につきましては９億円

が住むことがなかなか実現できないということ

ほどを見ているというところでございます。

で、補助金を出すと、アパートを建設する方に。

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

そこの金額を含めてちょっとお示しをいただき

○枝松直樹委員 わかりました。最初は６億円

たいと思ったところでございます。

とかという話を聞いておりましたので９億円っ

最後の点、長くなって済みません。金生市営

て随分大きく膨らんだなという印象がまずあり

住宅あるいは土屋倉住宅の老朽化に伴って民間

まして、たしか観光客の方はならして、１日当

のアパートの空き室を利用するやり方を、こと

たり平均にすると、あそこを利用する方は１４

し１年かけてやるということで以前、一般質問

－２０４－

で答弁をいただいておりましたけれども、市営

ら１Ｒ、１部屋というんですか、１Ｒから１Ｋ、

住宅として利用するという事業ですが、その調

それから１ＤＫ、１ＬＤＫというふうなところ

査結果というのはどういうふうになったのか伺

でそれぞれの部屋の大きさに応じて額が異なる

います。

ことになってございますけれども、１ＬＤＫ、

○棚井裕一委員長 建設課長。

上限で１００万円、建築の補助ということで、

○須貝信亮建設課長 １番目の地域優良賃貸住

対象となる共同住宅につきましては４戸以上、

宅の件でございますが、それの申し込み状況で

４部屋以上を確保、１棟当たり４部屋以上を確

ございますが、先週の７日、内覧会が始まって

保するというところで、１部屋当たりが２５平

ございます。中を見られるという環境にありま

方メートル以上を確保すること。それから、事

すけれども、２月末から日曜日まで、本日まで

業につきましては１０年以上はやっていただき

の中で問い合わせ等は３件、４件はいただいて

たいというふうなところでございます。そうい

いる状況でございますけれども、契約というと

った事業の中で進めていきたいというふうに考

ころにはまだ至っていない状況でございます。

えているところでございます。

今後の進め方につきましては、やはり物件を

３つ目の市営住宅の関係でございますけれど

選んでいただくには、実際物を見て自分が入り

も、これにつきましては、住宅のセーフティー

たいというアパートを当然、物を見るという考

ネットを生かしながら、制度を生かしながら進

え方が大事かなと思っておりますので、内覧可

めていきたいというふうに考えてございますけ

能だと随時見ることができますので、まだ１カ

れども、具体的には令和２年度から住宅の長寿

月弱程度ございますので、しっかり情報提供を

命化計画の変更ということで位置づけをしてご

してしっかり見ていただきたいと、このように

ざいます。その中で、アパートの関係のオーナ

考えているところでございます。

ーといいますか、実際協力いただけるような方

かみのやまテラスの入居期間につきましては

の大家、不動産関係者の調査ですとか、あとは

６年間ということでございまして、これが前回

あわせて今現在、入居している市営住宅の皆さ

のお話というのが私、ちょっと認識していなく

んの意向、当然、今現在、住んでいただいてい

て申しわけございませんけれども、その条件、

るわけでございますので、今後の住まいの意向、

国の補助なり、事業的に受ける形での条件とし

そういったところをしっかりと確認をして進め

て６年間というところがございますので、これ

ていきたいというふうに考えているところでご

に基づいて進めていくということになろうかと

ざいます。

思います。

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

２つ目が共同住宅の支援の関係、補助金の関

○枝松直樹委員 最初に、かみのやまテラスで

係でございますが、これにつきましては委員お

すが、６年というのは、確かに国の要綱に基づ

っしゃったように、若者向けの単身向けのアパ

いてやると、そうなるのかもしれませんが、確

ートが少ないという状況に対する施策、受け皿

かに短いですよね。産まれた子どもが６歳にな

というところでございますので、これにつきま

ったらその先はないわけですから、ここの対策

してはおおむね１部屋当たり１ＬＤＫ、それか

はこの制度を承知をして導入するわけですから、

－２０５－

７年目以降の対策についても不安がないように

現在、今申し上げた北側駐車場につきまして

市民に周知をするとか、何か手だてが必要かと

は７０台から８０台の台数があるということで、

思いますので、御検討をお願いいたします。

一方で民間のパーキング、営業してございます

それから、１００万円、さっきの１ＬＤＫに

けれども、そのパーキングの台数が１００台程

対しては１００万円の補助金という上限であっ

度ということでございます。これにつきまして、

たんですが、４戸以上ですから、例えば４部屋

駅前の事業の関係で民間のパーキングのほうに

のアパートをつくったとすれば４００万円とい

も影響が出てくるというふうに見込んでおりま

うことになるのかもしれませんが、これで果た

すので、そういったところを踏まえてパーキン

してこれがインセンティブとなって建設が促進

グの台数確保につきましては、駅の東口に現在

されるのか、ちょっと私も今判断しかねている

も一部駐車場、市営のでございますけれども、

ところでございます。市民のニーズに沿ったこ

そのほかに市有地等もございまして、その東口

とでまた進めていただきたいと思います。

に必要な台数を確保する方向で計画、検討して

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 いるところでございます。
谷江正照委員。

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

○谷江正照委員 私も駅の部分でお聞きしたい

○谷江正照委員 まず、西口の状況であります

と思います。私どもに示されております駅の概

けれども、当初は１７０台ぐらい必要だという

略図で見るところでありますが、新たにマンシ

ことを聞いておったんですけれども、それがこ

ョンからの進入路ができて、アビヤント・Ｋの

のプランでいきますと、何台ぐらいの駐車、西

駐車場のほうには裏のほうから車の出入りにな

口だけで結構ですが何台ぐらいになるのかお示

るということでございます。駐輪場はアビヤン

しいただければと思います。

ト・Ｋ駐車場に移転するわけでありますが、ま

○棚井裕一委員長 建設課長。

ず当初、私どもに示されている中でも駐車場の

○須貝信亮建設課長 西口につきましては、先

台数は少ないという認識でいる、お互いあると

ほど申し上げた関係で約半分、３５台程度にな

思うんですけれども、この動線ですと、さらに

ります。一方で、東口に駐車場を設ける部分に

駐車場の台数が減っていくと思います。この駐

つきましては１１５台程度、合わせまして、い

車場の台数が減ることに関しまして懸念がない

わゆる必要なピークの台数は１００台という調

か、まずお聞きしたいと思います。

査がございましたので、それにプラスアルファ

○棚井裕一委員長 建設課長。

する形で１５０台程度確保するというふうな考

○須貝信亮建設課長 駅前の整備に伴う駐車場

え方でございます。

の関係ということでございますけども、御発言

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

のとおり、今現在のアビヤント・Ｋの駐車場の

○谷江正照委員 駐車場の件につきましては、

出入り口がなくなるという関係で、そのかわり、 市民の方からは近隣自治体で無料で開放してい
北側から進入するという関係がございまして、

る駅もあって、そういったところもまちの活性

駐車場につきましては台数が制約になるという

化につながっているのではないかという声も私

ことでございます。

どもにも届いております。東口の駐車場であり

－２０６－

ますけれども、そういった近隣自治体のように

きましては、いわゆる基本の設計といいますか、

無料で気軽に置けるようにするのかどうか、今

機能的なところを踏まえたところではあります

のところ、どのように考えているかお示しくだ

けれども、今後は詳細設計の中で具体的にはな

さい。

ってくるところがございますけれども、丁字路、

○棚井裕一委員長 建設課長。

生活道路の丁字路になる部分をおっしゃってい

○須貝信亮建設課長 今のところ、そのような

るのかなと思いますけれども、そこにつきまし

考えは持っていないところでございます。

ては、やはり事業を進める中で警察なり、交通

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

課、そういった関係ときちっと協議をしながら

○谷江正照委員 私も周辺自治体と比べて、あ

設計なり整備をしていく予定でございますので、

のエリアですと無料は難しいかなと思ってお聞

安全対策を確保する事業でございますのでその

きしたところではございますが、次にお聞きい

ような考え方でしっかり進めてまいりたいとい

たしますのは、新たに自転車の出入り口が北側

うふうに思っているところでございます。

のほうになると、あとはそういったマンション

○棚井裕一委員長 副市長。

のほうの新たな進入路がちょうど今のパーキン

○塚田哲也副市長 私、検討委員会にメンバー

グ、タイムズパーキングのゲートのあたりにで

で参加させていただいておりまして、事故がな

きるということですが、そこの出入り口の安全

いというお話ございましたが、実は明新館の先

性を担保できるような状態なのかちょっと気に

生からは、重大な事故ということはないのかも

なります。

しれませんが、生徒が安全で通学できるという

というのは、駅前ロータリーというのは、現

ことで事故も何件かあったということだそうで

状を調べましたら２５年間、重大な事故等は一

す。その何件かというのは、お話、詳しくその

度も起きていないと。それはあのロータリーの

場ではお話しいただけませんでしたけれどもそ

形状が、みんなの目が届いて注意しながら進入

ういった状況もあるということで、今回歩行空

しているロータリーなので、課長がおっしゃっ

間と車道空間を分けるということには意味があ

たような台数の入り会いがあっても２５年間、

る事業であるというふうに、明新館の先生から

重大な事故が起きていないと。

も言われているということでございます。

ところが、今度は駅前広場を整備することに

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

よって、自転車の出入り口とマンションからの

○谷江正照委員 副市長のお話で了解しました。

進入路というふうに、ロータリー１カ所の目の

そうであるならば、私、２５年間の重大な事故

届くところから陰のほうに分散されるような感

に関しましては、市民生活課のほうに昨年問い

じがするんですね。そのところの車と自転車と

合わせたときのお話でありますので、そのよう

か歩行者との安全性などは今回の平場の見取り

な事故の報告が市民生活課のほうにも連絡が行

図で気になるものですから、そういったところ

くような取り組みを今後、していただければと

をお示しいただければと思います。

思います。

○棚井裕一委員長 建設課長。

次に、質問を変えて、危険空家解体補助など

○須貝信亮建設課長 お示ししている資料につ

を総合的に展開していくというところが新規に

－２０７－

ございますが、この部分に関してお示しいただ

ございます。

ければと思います。

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

○棚井裕一委員長 建設課長。

○谷江正照委員 この計画でありますけれども、

○須貝信亮建設課長 空き家の対策事業、危険

大変進んだ取り組みだと感じます。目標といい

空き家の関係で御質問でございますが、危険空

ますか、何件ぐらいの住宅取得者を目指すのか、

き家の解体につきましては、引き続き継続して

もしあればお示しください。

いくというふうなのが１点ございます。

○棚井裕一委員長 建設課長。

もう一つは、特定空き家にかかわる解体とい

○須貝信亮建設課長 持ち家につきましては５

うところを拡充、増額させていただいておりま

５件、うち、新築につきましては４５、中古に

して、これにつきましては空家対策計画の中に

つきましては１０件という予定でございます。

も位置づけをしてございますけれども、今後、

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

空き家のうちでも、いわゆる第三者に影響を及

川崎朋巳委員。

ぼす、放置できないようなという位置づけの特

○川崎朋巳委員 定住促進事業費と空家等対策

定空き家ということでございますので、これに

事業費についてお伺いいたします。

ついてもしっかり予算を確保させていただいて

新たに始まります若者向け共同住宅建設に対

進めてまいりたいと考えているところでござい

しての建設補助、概略についてはある程度、把

ます。

握したところでございます。１点、この若者向

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。

け共同住宅、この若者向け共同住宅というとこ

○谷江正照委員 ぜひいい取り組みだと思いま

ろの大体どの程度、若者が入居していれば若者

すので、しっかりと進めていただければと思い

なのかという部分について、具体的な考え方を

ます。

お示しいただきたい。

あとは新規で住宅を取得、建設する方に対す

続きまして、特定空き家等に対する拡充とい

る持家住宅建設等の補助に関しましてお示しい

うことで、特定空き家を解体するに当たっては、

ただければと思います。

所有者との綿密な打ち合わせ、または調査、ま

○棚井裕一委員長 建設課長。

たはその後の取り組みが必要というふうに考え

○須貝信亮建設課長 定住促進事業費の中の持

ておりますが、現状、その活用について、もち

ち家の取得の補助金というところでございます。 ろん、想定がなされているために予算が措置さ
これにつきましては、先ほど来、ございました

れているというふうに思うんですけれども、そ

けれども、子育て世代への支援というところに

の現状、使用の見込みというか、現状、どのよ

重きを置きまして、これまで持ち家を取得する

うな状況になっているかについて２点について

ときの子どもの数について加算額ということで

お示しください。

１０万円ほどで来ていた経過がございますけれ

○棚井裕一委員長 建設課長。

ども、令和２年度につきましては倍増させてい

○須貝信亮建設課長 １点目、共同住宅の若者

ただいて２０万円というふうな内容で拡充とい

の定義といいますか、そういったところの部分

うことで進めてまいりたいというふうに考えて

かと思いますけれども、４０歳未満というとこ

－２０８－

ろで条件づけといいますか、位置づけをできれ

体後の話をされましたけれども、解体後の利活

ばなというふうに考えてございます。

用についてそのままだと恐らく制限があって、

２点目の特定空き家の部分でございますけれ

補助的な制限なのか、法令的な制限なのか、ち

ども、基本的には委員おっしゃったように、所

ょっとわからないんですけれども、公園等にし

有者に対する我々のほうで所有者との関係性と

か活用できない、公園等にしか補助等は該当に

いうのが当然、ございますけれども、今、まだ

ならなかったのかというふうに思うんですけれ

関係者の中で話を進めている状況でございまし

ども、それについても今後の考え方等、令和２

てこの場でちょっと申し上げることができない

年度以降にはなるのかと思いますが、その利活

んですけれども、１つは、しっかりとＮＰＯの

用についての考え方も改めてお示しいただけれ

ランドバンクと連携させていただきながら、当

ばと思います。

然、予算といいますか、我々のほうで補助を考

○棚井裕一委員長 建設課長。

えさせていただいているわけでございますので、 ○須貝信亮建設課長 アパート、共同住宅の１
その後の利活用というものをしっかりなされる

点目でございますけれども、現時点におきまし

ような考え方で今後、進めてまいりたいという

ては、旅館の関係の寮、そういったところの補

ふうに思います。

助的なところにつきましては考えてございませ

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

ん。

○川崎朋巳委員 初めに、若者向け共同住宅の

共同住宅のニーズにつきまして、先ほど申し

建設で４０歳未満と伺いました。多分、今のお

上げた条件がありますけれども、やはり新しい

話だと現状、該当にならないのかなというふう

ここ１０年来なり、新し目のアパートがなかな

に思いますが、本市は旅館が物すごく多いと。

か少ないというふうなことがございます。数的

その中で行政としても一定以上のニーズを把握

にはあるところはあるようなところはございま

されていると思うんですけれども、旅館の寮に

すけれどもすぐに入居が埋まるという状況もあ

対する行政からの補助等、考えられないのか。

り、場所につきましても、やはり周辺部のほう、

現状だと、この制度だとその要件には該当しな

駅の東側ですとか金生、そういったところは事

いのかなと思うんですけれども、今後、そうい

業性もあって建築が進んですぐに埋まるという

う方向にも拡充していく考えがあるのかについ

状況がございますけれども、いわゆる中心部周

て、現状は無理なのかどうなのか。また、今後

辺、市街地につきましてはなかなか土地の制約

の考え方についてお示しいただきたい。

ですとか、事業性、土地の単価、当然ございま

あと、特定空き家についてもう一つなんです

すので、現時点におきましてはそういうところ

けれども、話し合いがなされていると。あと、

で、まずは街なか、市街地のところへの事業に

今、課長がランドバンクの話がありましたけれ

対する支援ということで進めていきたいという

ども、当該地区、お城の周辺という話を総括質

ふうに考えてございます。

疑の答弁でいただきましたので、その地域内に

２点目の特定空き家の部分でございますけれ

おける特定空き家に対する対応なのかというと

ども、現在、先ほど申し上げたとおり、進めて

ころが想定できるところでございます。その解

いただいているということがございますので、

－２０９－

当然、利活用につきましては更地といいますか、 す。
公園というところではないというふうに見込ん

先ほど枝松委員との話の中にもありましたが、

でおりますので、にぎわい創出なり、上山市街

入居者が思うように集まっていないということ

地の活性化につながるようなものというような

でありました。そちらに対しまして、まず１つ

ことで進めていただいているというふうに伺っ

原因にあるのが、これは国のほうの基準に基づ

ておりますので、それにつきましてはそのよう

いているところであるんですけれども、所得と

な状況ということでございます。

いうのが条件としてなっているというのが１つ

あとは、補助金の部分でございますけれども、 の要因になっているのかなと思いますが、そち
特定空き家として位置づけをさせていただきま

らについての見解をいただきたい。

すと、国のほうでその工事費、一つの目安でご

あとは、このかみのやまテラスは、中心市街

ざいますけれども、工事費について２０％の補

地のにぎわいを創出するためという目的も兼ね

助と、市のほうで約４０％程度、所有者が残り

ていると思うんですけれども、このまま入居者

というふうになるというところで、県、それか

が思うように集まらないということが続くので

ら国と協議をした中で補助につきましては対応

あれば、中心市街地活性化の足踏みにもつなが

できると見込んでいるところでございます。

ってしまうのではないかなと考えているんです

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

けれども、そちらの対策がもしあればお聞かせ

○川崎朋巳委員 若者向け共同住宅については、 いただきたいと思います。
現状、寮等への適用、考えていないということ

もう１点なんですけれども、これは確認には

でありますけれども、今後、この若者向け共同

なるんですけれども、このまま、もし入居者が

住宅建設についてはデータ等を抽出して、恐ら

いないような場合、民間のハウジングメーカー

くこういうものがあれば、より若者の定住が進

などと、例えばアパート契約とかする場合だと

むんではないかというところに基づいての施策

家賃の最低補償なんていったものが大体発生す

であるというふうに考えておりますので、なお

るんですけれども、このかみのやまテラスに関

検討のほど、よろしくお願い申し上げたいとい

しては、家賃補償というのがあるのかないのか、

うふうに思います。

お聞かせお願いします。

特定空き家の解体については、話は了解しま

○棚井裕一委員長 建設課長。

した。少なくともまた大きな問題になっている

○須貝信亮建設課長 かみのやまテラスの入居

空き家と申しますか、そういう部分の解体とい

状況、契約について進んでいないということで

うか、そこの利活用が進む取り組みであるとい

すが、私どもも、収入につきましては２１万４，

うふうに考えております。こちらについても引

０００円を下回るという条件があるということ

き続きよろしくお願いいたします。

でございますけれども、地方の場合、地方とい

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 いますか、上山の場合、共働きといいますか、
神保光一委員。

収入についてはなかなかそういう状況が多いと

○神保光一委員 私のほうからは、まず地域優

いうところがございますので、そこはしっかり

良賃貸住宅供給促進事業費についてお伺いしま

と制度、国の制度に基づいてまずは進めさせて

－２１０－

いただくという考え方でございますので、その

れども、個人事業主というのを含めなかった理

あたり、しっかりと受けとめながら今後の対応

由があれば、お伺いしたいと思います。

について検討する必要があるかなというふうに

○棚井裕一委員長 建設課長。

は考えているところでございます。

○須貝信亮建設課長 事業者の条件というとこ

２点目の、いわゆるかみのやまテラスにつき

ろだと思いますけれども、やはり個人というと

ましては、中心市街地のにぎわいを創出する一

ころにつきましては、その後の事業者としての

つの要素だという御発言だったと思いますけれ

見込みというんですかね、そういったところを

ども、これにつきましてもこの間、十日町、地

踏まえると、個人の部分につきましては除かせ

元地区会のほうとも連携をさせていただきなが

ていただいて法人というふうなところで見込み

ら入居後も一緒になってやっていくというふう

をしております。これにつきましては、他市で

なところで、地区会長ともいろいろと連携をさ

同じように共同住宅に補助をやっている自治体

せていただいているところでもありますし、あ

の状況を参考にしているというところもござい

とは大通り側のところに一部、交流スペースと

ます。

いうことで確保してございますので、今後、御

○棚井裕一委員長 神保光一委員。

発言のような入居がないような状況が仮にあっ

○神保光一委員 こちらに関してなんですけれ

たとしても、引き続き入居なるような考え方で

ども、そもそも共同住宅というのが、地方では、

募集といいますか、進めていきたいと、進めて

今、余り建てにくくなっているというふうな状

まいるというところでございます。

況があります。というのは、１つあるのが、金

３つ目、家賃補償というところでございます

融機関のほうでこういった共同住宅に関する融

けれども、これにつきましては私どものほうで

資というのが、余り正直今、好んでされないと

は予定はございません。

いう状況があります。今回の定住促進の共同住

○棚井裕一委員長 神保光一委員。

宅に関する補助についてなんですけれども、こ

○神保光一委員 今後、かみのやまテラスに関

ちらもまずお金を渡される、補助を受けるタイ

しましては、まず入る段階での所得の制限とい

ミングというんですかね、そちらはどのタイミ

うのがある中で、先ほど、枝松委員の中にもあ

ングで事業者のほうにお金が入るのかお伺いし

りましたけれども、その６年後にどうするかと

たいと思います。

いう話が必ず出てくる問題だと思いますので、

○棚井裕一委員長 建設課長。

これから６年間の中でいろんな対策を講じてい

○須貝信亮建設課長 今、他市の状況を踏まえ

かなければいけないと思いますので、そちらの

て要綱をつくらせていただいているところでは

ほう、よろしくお願いします。

ございますけれども、いわゆる建物が完成をし

あともう１点なんですが、定住促進事業に関

て我々が求めたものが確認できるというふうな

しまして、共同住宅の補助に対してお伺いしま

考え方が当然ございますので、建物なり完成を

す。

して、その後、補助金の支出というふうなとこ

こちらの対象になるところというのが、法人
のみというふうな形でお伺いしているんですけ

ろで現時点では考えているところでございます。
○棚井裕一委員長 神保光一委員。

－２１１－

○神保光一委員 そちらのお金のタイミングな

する場合だと、その建設費全体の何％ぐらいま

んですけれども、建物、確認できたらというと

でを限度として補助を出す予定なのかというこ

ころで具体的な細かいところにはなるんですけ

とでございます。

れども、先ほど言った融資が通りづらいという

もう一つが、こういう工事をする場合に、こ

ことで、融資を要は通りやすくするとか、枠を

の工事の告知をする方法について、どのような

拡充する上でお金というのを、例えば引き渡し

方法で今後告知をしていかれるのかということ

前とかに受けることができれば、お金を補助金

でございますが、もう一つとして、この事業者

でもらう分で建てやすくするという意味と、あ

については市内の事業者のみなのか、それとも

とは融資を受けやすくなる要素がふえるので、

市外の業者も含めるのかということをお伺いし

建てる人の間口も広がって本当の意味でも促進

ます。

というのにつながってくるんでないかと思うん

○棚井裕一委員長 建設課長。

ですが、例えば引き渡しの前の検査済み証が出

○須貝信亮建設課長 エリアにつきましては駅

た段階でとか、あとは表題登記済んだ時点で補

の西側の中でランドバンクエリアを外した周辺

助できるような形というのは可能かどうか、ち

部というふうなところでございます。

ょっとお伺いしたいです。

その戸数といいますか、今後の建設の状況と

○棚井裕一委員長 建設課長。

いうことでございますけれども、まずは単年度

○須貝信亮建設課長 先ほど申し上げたとおり、 で１０戸、１０部屋を支援していくというふう
引き渡し後、目的物なりといったものを確認し

なことで５年間、まち・ひと・しごと創生総合

てからという考え方が、やっぱりしっかり持っ

戦略の中にも位置づけをさせていただいており

ていかなければならないかなと思いますけれど

ますけれども、４５戸、プラス１０戸を５年間

も、他市の状況なんかも含めて確認はしてまい

というふうな考え方で事業を進めていきたいと

りますけれども、今のところ、前払い的な事前

考えているところでございます。

の支給につきましては、考えてございません。

あとは建設の告知といったところでございま

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 すけれども、これにつきましては現時点ではお
石山正明委員。

答えできる具体的なところはございませんけれ

○石山正明委員 ただいまの若者向け共同住宅

ども、いずれにしましても、建設に当たっては

建設促進事業についてお伺いしますが、１つは、 法令に基づいた表示ですとか、あとは情報提供
この建物の建設については駅の東側でランドバ

というふうなところは確保しながら告知をして

ンク以外ということでございましたけれども、

いくというふうなところなのかと思います。

この駅の東側ということで、付近ということで
限定した理由についてお伺いいたします。

あと、対象になる事業者というところでござ
いますけれども、法人かつ市内に本店または営

もう一つは、今後、何棟を建設する予定で、
また何部屋まで建設する予定なのか。先ほど１

業所を有する法人というふうなところを対象と
しているところでございます。

ＬＤＫについての補助金についてお話がありま

補助の額につきましては、先ほど申し上げた

したが、これは建設費全体の、例えば４棟建設

ところでございますけれども、現時点ではその

－２１２－

事業費に占める割合の制約といいますか、そう
いったところにつきましては位置づけを今、見

であります。
２目非常備消防費は４，６０５万９，０００

込みをしていないところでございます。

円で、前年度対比１，０７１万３，０００円の

○棚井裕一委員長 石山正明委員。

減でありますが、防寒衣購入費の皆減によるも

○石山正明委員 エリアについてはランドバン

のであります。消防団運営費では、消防団員の

ク以外の駅の西側ということでよろしいんです

報酬や出動手当、消防団車両や施設の維持管理

ね。はい、わかりました。

経費、県消防補償等組合負担金などを措置する

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 ものであります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

３目消防施設費は１億６，４３０万８，００

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 ０円で、前年度対比６７５万３，０００円の減
この際、１０分間休憩いたします。

でありますが、消防団施設の整備工事の減など

午前１１時００分 休 憩

によるものであります。
消防施設維持保全費では、指令センターシス

午前１１時１０分 開 議
○棚井裕一委員長

テム、消防救急デジタル無線等の保守、機器の

休憩前に引き続き会議を

開きます。

点検修理に係る経費や消火栓維持管理負担金な
どを措置し、市単独消防施設整備事業費では、

次に、９款消防費について当局の説明を求め
ます。財政課長。

花国技建株式会社からいただいた寄附金を財源
の一部として高規格救急自動車の更新、消防団

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

関係では、上生居の小型動力ポンプつき積載車

○平吹義浩財政課長 ９款消防費について御説

の更新、消防庁舎のアスベスト除去工事、耐震

明申し上げます。１０４、１０５ページをお開

性貯水槽の整備工事４基、防火水槽有蓋化工事

きください。

３基、消火栓設置に係る負担金などを措置する

１項消防費でありますが、１目常備消防費は
３億６，７２９万２，０００円で、前年度対比
３６万５，０００円の減であります。

ものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い
いたします。

消防総務費は、消防庁舎の維持管理経費、燃

○棚井裕一委員長 これより質疑、発言を許し

料費や通信回線利用料、貸与備品費など消防活

ます。尾形みち子委員。

動に必要な経費、県消防学校研修負担金などを

○尾形みち子委員 ９款消防費２目非常備消防

措置し、次のページ、１０６、１０７ページを

費について、消防団の運営費についてお尋ねを

お開きください。防災等活動費では、県防災ヘ

いたします。消防団には各分団、それぞれに車

リコプター運航連絡協議会負担金などを措置し、 両を持ち合わせているわけですけれども、その
救急業務費では、救急救命士教育訓練に要する

車両の更新等々のことについて計画があるのか

経費、県消防学校での救急隊員の研修、救命士

ないかも含めてお尋ねいたします。

継続教育、病院での実習、医薬材料費ほか救急

それから、ここ何年も緊急の災害が常時全国

業務に要する経費を措置するほか、職員人件費

的にも起きているわけですけれども、その災害

－２１３－

対策用に授乳室というテントがあるというふう

まで期間があるというように聞いております。

に聞いております。上山市ではどういうふうな

そういった意味もありまして、計画を立てると

対応をしているのかもお尋ねいたします。

いうことが大事だと思うんですけれども、その

○棚井裕一委員長 消防長。

辺のところは納期、そういったものも含めてお

○佐藤浩章消防長 消防団の車両もしくは機材

聞かせいただきたいと思います。

についてお答えいたします。消防団の機材に関

それから、授乳テントの件は、どんなときに

しましては、現在、車両に関しましては２５年、 災害が起こるかわからないというようなことで
小型ポンプ等の機材に関しては２０年の目安に

ありまして、やはりこれはあすには東日本大震

基づいて更新計画を策定している現状でありま

災もあってそのときの授乳対策がなっていない

す。原則、古い車両もしくは機材のほうから更

というようなことがあったので、これも必要に

新するという計画でおります。

なってきているという状況があるので本市も考

次に、災害対策用の授乳室でございますが、

えていくべきだというふうに思うので、この辺

消防で設定する災害の救急医療所のテントでご

のところもしっかりと取り入れていただきたい

ざいますけれども、最前線に設定するものであ

というふうに思います。

りまして、いわゆる目的はトリアージでござい

次に、庁舎内のアスベスト除去ということだ

ます。トリアージとは赤、黄、緑の重症、中症、 ったんですけれども、そちらのほうの進捗状況、
軽症を区分けする場所でございますので、その

計画、今現時点でどのような状況になっている

場所からなるべく緊急的に早急に搬送すること

のかお伺いいたします。

を目的としておりますので、一番軽症と思われ

○棚井裕一委員長 消防長。

るところに授乳室というのがつくれるかつくれ

○佐藤浩章消防長 アスベストに関してお答え

ないか、現状のところでは計画はありません。

いたします。消防庁舎のアスベストに関しまし

ただし、災害というのはどういう状況になる

ては、消防庁舎は昭和４８年に建築され、途中、

かはわかりませんので、非常に搬送が遅延する

アスベストの封じ込め工事を行っております。

とか、いろいろな状況が出てきた場合に関しま

それ時点から主に２８年ほどたっておりますの

しては、特に軽症患者に関しましては囲うとか、 で、経年劣化により除去しなければならないと
そういうところは必要だと考えておりますし、

判断し、健康被害を考慮したところで除去工事

もしくは小さいタープとかを準備しなければな

を計上したものでございます。実施に当たりま

らないときもあるかもしれませんが、基本的に

しては、令和２年と令和３年から４年に関しま

最前線に関しましては医療が中心になりますの

しては、債務負担行為により合計３年間で実施

で、このところを御理解していただきたいと考

したいと考えております。

えております。

前後いたしますが、次に、消防車両の納期等

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

に関しましてお答えいたします。消防車両に関

○尾形みち子委員 消防団の各分団の車両等更

しては、機材により発注から納車までは期日の

新については理解した部分ですけれども、消防

差がありますけれども、車両に関してはおおむ

車両も特殊車両ということで発注してから納車

ね約半年ぐらいかかります。要するに機材の中

－２１４－

の艤装に関しましていろいろと考えなければな

なんでございますけれども、特に消防車両の車

らないこと、地元の要望も当然、聞かなければ

庫に関しましては大きい面積があります。しか

ならないこともありますので、早急に作成する

し、冬期間、車両を外に出して工事するという

というのはなかなか難しいところがありまして、 ことは私どもとしては考えておりません。特に
その程度の時間は読んでおります。

精密機械である救急車両に関しましては中には

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

ＡＥＤもありますので冬期間の不作動というこ

○尾形みち子委員 地元の要求もあるという消

とも十分考えられますから、そういった関連、

防車両の問題もあったということでございます

また消防の事業も重なることもありまして、そ

ので、そういったことも含めて、やはりこれは

の事業が重ならない、冬期間を除いたところの

年次計画に入れておくべき要望なのかなという

期間において工事を行いたいという考えから３

ふうに思っているところなんです。

年を計画したところでございます。

あと、金額はどのくらいかかるのかちょっと

次に、新庁舎でございますが、近年における

お尋ねします。そして、割合もお聞かせくださ

消防庁舎に当たりましては、他市の状況も十分

い。要するに地元費用、そういったことも含め

考慮いたしまして研究を続けてまいりました。

てですね。

その中で消防庁舎に関しましては、おおむね新

それから、アスベスト対策ですけれども、や

しい浸水区域にもなっていることも含めまして

はり２４時間営業というか、大事な庁舎であり

移転とか、もしくは改善を図るようなことは高

ますので、本当に消防職員の健康というような

さを上げるとか、そういうものは考えられると

ことも含めて早急に、本当ならば新しい庁舎に

思いますけれども、そういうところは現状のと

していただきたいというふうに思ってはいるん

ころは早急にできる状況ではありませんが、研

ですけれども、そんなところも含めてぜひ大事

究は既に始めております。

にしていただきたいなと思ったところでござい

質問前後いたします。消防車両の地元の負担

ます。

の支出の御質問があったんですが、先ほどの消

○棚井裕一委員長 消防長。

防車両に関しましても機材に関しても市の支出

○佐藤浩章消防長 車両機材に関してお答えい

でございます。

たします。消防団の車両に関しましては、小型

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

動力ポンプつき積載車、上生居に納車予定した

○尾形みち子委員 昭和４８年ということの消

いと考えております。

防庁舎の新しい新庁舎ができればというような

金額といたしましては９６８万円ほど見込ん
でおります。

気持ちはあるんだというようなことで、これま
で研究をされてきたということなので、これも

次に、アスベストの件でございますが、３年

含めてぜひ今後に生かしていただきたいと思い

ほどかかると先ほどお答えいたしましたが、消

ます。

防車両に関しましては、このアスベストが確認

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

されているのは車庫の天井でございます。車庫

佐藤光義委員。

の天井並びにボイラー室等、３階の小さな倉庫

○佐藤光義委員 消防団運営費についてお伺い
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します。以前、防火水槽の泥上げのことについ

蓋防火水槽を含んだ防火水槽の調査を行いまし

て予算の要望があったと思うんですけれども、

て、その計画のもととして、今後の堆積泥のみ

そちらのほうは今回、当初予算のほうに含まれ

の必要性とか有蓋化の必要性、もしくは除却、

ているのかどうかお尋ねいたします。

要するに解体すると、もとに戻すということも

○棚井裕一委員長 消防長。

十分考えながら計画を策定していきたいと考え

○佐藤浩章消防長 防火水槽の件に関しての堆

ております。

積泥の泥上げに関しましては、現在のところ、

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

無蓋防火水槽の有蓋化工事に同時にその防火水

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

槽の泥上げ、いわゆる堆積泥の除去に関し、廃

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

棄に関しまして同時に行っている現状でござい

次に、１０款教育費について当局の説明を求

まして、単独で泥上げのみということは、現在

めます。財政課長。

のところ、計上しておりません。そのほか、耐

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

震性防火水槽の工事を行って、その部分に関し

○平吹義浩財政課長 １０款教育費について御

ては更新しますので泥上げを行っています。そ

説明申し上げます。１０８、１０９ページをお

れは全て解体するため泥上げを行っているもの

開き願います。

であります。

最初に、１項教育総務費でありますが、１目

○棚井裕一委員長 佐藤光義委員。

教育委員会費は１億２，９６８万７，０００円

○佐藤光義委員 消防団のほうから東日本大震

で、前年度対比２６１万７，０００円の減であ

災以降でちょっと自粛してくれという話もあっ

りますが、職員人件費の減などによるものであ

たんですけれども、それが解禁になりまして、

ります。

堆積量に関しましては結構多いという場所もあ

委員会運営費では、教育委員の報酬など教育

って、とても消防団だけでできないという話も

委員会の運営、奨学金貸付基金利子分の基金繰

聞いているんですけれども、その辺については

出金に要する経費を措置するほか、教育長給与

どうお考えでしょうか。

等及び職員人件費であります。

○棚井裕一委員長 消防長。

２目教育指導費は６，１６３万円で、前年度

○佐藤浩章消防長 消防団の皆様からの御協力

対比９７２万７，０００円の増でありますが、

もありまして泥上げを実施しておりますけれど

小学校の教科書採択及びＩＣＴ化に伴う教師用

も、相当なる量のある防火水槽に関しましては、 教科書により増加したことによるものでありま
御相談に応じて有蓋化工事と同時に行うその計
画を立てておりますのが現状でございます。
しかしながら、そういった箇所並びに移転要

す。
教育指導費では、教科書採択及びＩＣＴ化に
伴う教師用教科書、指導書の整備に要する経費、

望もありますし、または除却の要望もあります。 中学校体育大会等生徒派遣などへの補助金、各
そういったものを全てもう一度調査しないと計

種負担金を措置し、魅力ある学校づくり推進事

画が立てられない現状が現在、あります。その

業費では、キャリアスタートウィークや特色あ

ために、令和２年度におきましては、早々に無

る学校づくりを進めるための補助金、標準学力

－２１６－

検査、知能検査、教育心理検査ＱＵ委託料など

修会や理科研究作品展の開催などに要する経費

を措置し、次のページ、１１０、１１１ページ

を措置し、教育相談所運営費では、教育相談員

をお開きください。

による学習不適応児童・生徒などの教育相談、

教職員研修費では、指導力向上のため各種研
修講座や研修会の実施に係る経費、ＱＵ調査結
果の活用に要する経費を措置し、教育支援充実
事業費では、課題を抱える児童・生徒への教育
相談と保護者に対する相談、支援活動等を行う

就学入級判定などに要する経費を措置するもの
であります。
次のページ、１１２、１１３ページをお開き
願います。
４目就園就学奨励費は９４万８，０００円で、

別室登校学習指導員の配置、特別支援学級に在

前年度対比１，０５５万４，０００円の減であ

籍する児童の学校生活を支援する学校生活指導

りますが、幼児教育・保育の無償化に伴い、従

員、通常学級に在籍するさまざまな障がいを持

来予算措置していた幼稚園就園奨励補助金にか

つ児童・生徒に対して学校生活上の介助や学習

わり、新たな私立幼稚園利用者への支援事業を

支援を行う学校教育支援員の配置、ＩＣＴを活

３款民生費の保育所等管理運営費に措置したこ

用した授業サポートや校務サポートのためのＩ

とによるものであります。就学時健康診断費で

ＣＴ活用支援員の派遣、外国籍の児童・生徒へ

は、就学予定児童の健康診断に要する経費を措

の日本語習得を支援する支援者報償金などの経

置し、私立高等学校就学奨励補助費では、私立

費を措置しますが、新たに各学校に中学校部活

学校に在学する生徒を持つ市民税非課税等世帯

動指導員を配置し、教員負担の軽減を図ってま

の保護者の負担軽減を図るため補助金を措置す

いります。

るものであります。

英語教育推進事業費では、小・中学校の英語

次に、２項小学校費でありますが、１目学校

教育の充実を図るため、外国語指導助手ＡＬＴ

管理費は１億５，３４８万６，０００円で、前

の配置に要する経費を措置するところでありま

年度対比９４２万３，０００円の増であります

すが、ＡＬＴ３名中、１名について日本人ＡＬ

が、施設修繕工事費と職員人件費の増によるも

Ｔとして地域おこし協力隊員を配置し、その経

のであります。

費については２款総務費の地域おこし協力隊推
進事業費に措置するものであります。

小学校管理費では、各小学校の施設の光熱水
費、各種維持管理業務委託料等の経費のほか、

地域ぐるみの学校安全体制整備事業費では、

学校図書館司書等の人件費を措置し、小学校保

地域学校安全指導員の配置などに要する経費を

健対策費では、学校医等の報酬や健康診断など

措置するものであります。

に要する経費を措置し、小学校整備事業費では、

３目教育研究費は３８８万２，０００円で、

南小学校屋内運動場照明の更新、南小学校プー

前年度対比１２７万円の減でありますが、教材

ル改修工事、その他各小学校の修繕工事費を措

の印刷製本費の減によるものであります。

置するほか、職員人件費であります。

教育研究所運営費では、「文集かみのやま」
の発行、教育研究会事業への補助などの経費を
措置し、理科教育センター運営費では、教材研

次のページ、１１４、１１５ページをお開き
願います。
２目教育振興費は５，９２１万９，０００円
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で、前年度対比１７１万４，０００円の減であ

で、前年度対比６０９万４，０００円の減であ

りますが、教育振興費では、授業に必要な消耗

りますが、教育機器整備事業で無線ＬＡＮの整

品、図書、教育用の備品、理科教育等設備備品

備が完了したことによるものであります。

の購入経費などを措置し、学校教育振興費では、

教育振興費では、授業に必要な消耗品、図書、

山元地区、みはらしの丘地域の児童を対象とす

教育用備品、理科教育等設備備品の購入経費を

る山形市への教育事務委託金、義務教育教材等

措置し、学校教育振興費では、山形第九中学校

の経費、日本スポーツ振興センターなどへの負

へ通う生徒の教育事務委託金、義務教育教材等

担金を措置し、小学校就学奨励費では、遠距離

の経費を措置し、中学校就学奨励費では、遠距

通学費補助金、要保護及び準要保護児童就学援

離通学費補助金、要保護及び準要保護生徒就学

助費、特別支援教育就学奨励費を措置し、教育

援助費、特別支援教育就学奨励費、被災生徒就

機器整備事業費では、学習用サーバーと校務支

学援助費を措置し、教育機器整備事業費では、

援システムの導入、校務用パソコンの賃借料な

学習用サーバーと校務支援システムの導入、校

どを措置し、スクールバス運行事業費では、中

務用パソコン及び無線ＬＡＮ機器の賃借料等を

山地区及び旧西郷第二小学校区の南小学校児童

措置するものであります。

のため運行するスクールバス２台、宮川小学校

次に、４項学校給食費でありますが、１目学

の児童のため運行するスクールバス３台、中川

校給食費は３億１，５６０万６，０００円で、

小学校、北中の児童・生徒のため１台の計６台

前年度対比１億１，５６６万５，０００円の増

の運行経費を措置するものであります。

でありますが、令和２年度から給食に係る歳入

次に、３項中学校費でありますが、１目学校

歳出を一般会計予算で扱うこととなり、歳出で

管理費は８，５２８万９，０００円で、前年度

は主に賄い材料購入費を措置することによるも

対比１，３２７万６，０００円の減であります

のであります。

が、中学校整備事業費と職員人件費の減などに
よるものであります。

給食センター管理費では、ＰＦＩ方式で建設
した学校給食センターの建物等購入費や施設管

中学校管理費では、各中学校の施設の光熱水

理業務委託料、修繕費や光熱水費等の維持管理

費、各種維持管理業務委託料等の経費のほか、

及び運営経費、食物アレルギー除去食の提供を

学校図書館の司書の雇用、いす等の備品購入費

含む調理等業務の民間委託に要する経費、新た

などを措置し、中学校保健対策費では、学校医

に賄い材料費を措置し、そのほか職員人件費で

等の報酬や健康診断などに要する経費を措置し、 あります。
次のページ、１１６、１１７ページをお開きく
ださい。

次のページ、１１８、１１９ページをお開き
ください。

中学校整備事業費では、北中学校プールサイ

次に、５項社会教育費でありますが、１目社

ド改修工事のほか、施設の維持補修に係る工事

会教育総務費は７，７４５万８，０００円で、

請負費を措置し、そのほか職員人件費でありま

前年度対比１９９万５，０００円の増でありま

す。

すが、職員人件費の増などによるものでありま

２目教育振興費は２，２２８万２，０００円

す。

－２１８－

社会教育総務費では、社会教育委員、社会教

運営経費や放課後子ども教室コーディネーター

育指導員の報酬など社会教育に係る総務的経費

報酬、教育活動推進員報償費などを措置するも

を措置し、生涯学習推進事業費では、ゆうがく

のであります。

塾開催に係る補助金、事務経費を措置し、その
ほか職員人件費であります。

４目文化芸術費は２，６８５万９，０００円
で、前年度対比１，４５７万７，０００円の減

２目公民館費は２億４，８５０万３，０００

でありますが、旧尾形家住宅の駐車場整備が完

円で、前年度対比１億３，２３６万５，０００

了したこと、武家屋敷及び楢下宿での茅屋根改

円の増でありますが、南部地区公民館耐震化に

修の減などによるものであります。

要する経費の増などによるものであります。

文化財等保護管理費では、文化財専門員の報

公民館管理費では、光熱水費、各種委託料な

酬など文化財の保護管理に要する経費など、次

ど地区公民館の施設の維持管理等に要する経費

のページ、１２２、１２３ページをお開き願い

を措置し、公民館運営費では、本庁地区の３地

ます。

区公民館について、事務長及び地域活動推進員

文化芸術振興事業費では、小・中学校音楽演

等の報酬、地域活動交付金など公民館活動に要

劇教室公演委託料、総合文化祭開催負担金など

する経費を措置し、支所・出張所地区の７地区

のほか各種イベント、関係団体への負担金や補

公民館については、指定管理料を措置するもの

助金などを措置し、ふるさと文化振興事業費で

であります。

は、文化財の保存会や文化団体等への支援に要

次のページ、１２０、１２１ページをお開き
願います。

する経費を措置し、武家屋敷保存活用事業費で
は、武家屋敷管理人の報酬や武家屋敷の維持管

公民館整備事業費では、中川地区公民館の天

理に要する経費などを措置し、国史跡羽州街道

井及び照明設備改修、山元地区公民館の消火設

楢下宿金山越保存活用整備事業費では、市民史

備整備に要する経費を措置し、公民館耐震化事

跡保存活動に要する経費や楢下宿の景観整備の

業費では、南部地区公民館の耐震補強工事に要

補助金、楢下宿庄内屋茅屋根修繕工事費などを

する経費を措置するものであります。

措置し、基金積立金では、ふるさと文化基金の

３目青少年女性費は１，２４９万３，０００
円で、前年度対比４４万５，０００円の増であ

利子積立金を措置するものであります。
５目図書館費は６，１８６万３，０００円で、

りますが、青少年費では、わんぱく交歓研修会、 前年度対比３２万２，０００円の増であります
少年少女球技大会などの開催経費、ジュニアリ

が、図書館管理運営費では、人件費のほか図書

ーダーあすなろに係る経費のほか、関係団体等

館の管理運営、図書購入に要する経費、二日町

への補助金などを措置し、成人式事業費では、

プラザ管理組合への施設維持管理負担金や上山

成人式開催に要する経費を措置し、女性費では、 二日町再開発株式会社への駐車場使用負担金な
女性のつどい開催に係る経費を措置し、放課後
子ども教室推進事業費では、かみのやま寺子屋、
けやきっずのほか、東、中川、中山の各地区公
民館が主体となり開催する放課後子ども教室の

どを措置するものであります。
次のページ、１２４、１２５ページをお開き
ください。
次に、６項保健体育費でありますが、１目保

－２１９－

健体育総務費は３，７４３万２，０００円で、

日本人オリンピアンとの交流に係る経費を措置

前年度対比３４７万６，０００円の減でありま

するものであります。

すが、職員人件費の減などによるものでありま
す。

次のページ、１２６、１２７ページをお開き
願います。

保健体育総務費では、スポーツ推進審議会委

３目体育施設費は１億７，８５１万７，００

員、スポーツ推進委員の報酬、県縦断駅伝競走

０円で、前年度対比５０３万２，０００円の減

大会へのチーム引率旅費、圧雪車や乗用草刈機

でありますが、体育施設等整備事業費の減など

など施設維持機器の保険料などの経費を措置す

によるものであります。

るほか、職員人件費であります。

体育施設等管理運営費では、体育文化センタ

２目体育振興費は４，６３１万３，０００円

ー等各体育施設の指定管理料や維持管理に係る

で、前年度対比１，７１６万７，０００円の増

委託料など、体育施設の管理運営に要する経費

でありますが、東京オリンピック・パラリンピ

を措置し、体育施設等整備事業費では、新たに

ックホストタウン推進事業費の増などによるも

市民総合運動広場テニスコート人工芝張りかえ

のであります。

工事に要する経費などを措置するものでありま

スポーツ振興事業費では、県スポーツ振興２

す。

１世紀協会負担金、県縦断駅伝競走大会、市総

４目蔵王坊平アスリートヴィレッジ費は３，

合体育大会などに係る委託料、県総合スキー大

２８６万３，０００円で、前年度対比２８１万

会など各種大会に係る負担金などを措置し、競

１，０００円の増ですが、蔵王坊平アスリート

技スポーツ振興事業費では、競技力向上対策事

ヴィレッジ管理費では、たいらぐら及び猿倉イ

業委託金を措置し、生涯スポーツ振興事業費で

ベントパークの指定管理料、国有林野土地借り

は、市民スポーツ教室や家庭ソフトバレーボー

上げ料などを措置し、蔵王坊平アスリートヴィ

ル大会等の開催委託料のほか、ツール・ド・

レッジ振興費では、蔵王坊平アスリートヴィレ

ラ・フランス大会負担金、市民スポーツレクリ

ッジ構想推進協議会負担金の計上と蔵王坊平ア

エーション祭、レクリエーション協会への補助

スリートヴィレッジ合宿利用者支援事業補助金

金などを措置し、スポーツ団体等育成費では、

について（仮称）アスリートリカバリーセンタ

体育協会、スポーツ推進委員協議会、スポーツ

ー利用者への助成を拡充して計上するものであ

少年団への補助金を措置し、東京オリンピッ

ります。

ク・パラリンピックホストタウン推進事業費で

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

は、２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

いたします。

ック競技大会ホストタウンとして、国際交流員

○棚井裕一委員長 １０款教育費の質疑に入る

（ＣＩＲ）の人件費、東京２０２０事前キャン

前に、この際、正午にもなりますので、昼食の

プ受入実行委員会負担金などを計上し、ポーラ

ため、休憩いたします。

ンド共和国陸上競技選手の事前合宿受け入れと

午後は１時から会議を開きます。

交流事業に必要な経費を措置するものでありま

午前１１時４７分 休 憩

す。また、聖火リレー山形県実行委員会負担金、

－２２０－

午後 １時００分 開 議
○棚井裕一委員長

るのかなというふうに思いますが、働き方改革

休憩前に引き続き会議を

開きます。

の一環ということで、今後、そういった形で指
導員をふやしていくという市の考え方もあるの

これより１０款教育費について質疑に入りま
すが、質疑は区分して行います。

かどうかお示しいただきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

初めに、１項教育総務費、２項小学校費、３

○棚井裕一委員長 学校教育課長。

項中学校費、４項学校給食費について質疑、発

○遠藤 靖学校教育課長 ふやすことにつきま

言を許します。髙橋要市委員。

しては、令和２年度については、まずは１名と

○髙橋要市委員 教育支援充実事業についてお

いうことで、それから県のほうからどういった

尋ねいたしますが、新年度の予算が３５０万円

方針が来るのか、予算づけがどんなふうになる

ほど前年度よりプラスになっているということ

のかというところを踏まえながら、我々のほう

で、この付属資料の１４ページになりますが、

でも検討してまいりたいというふうに考えてい

部活動指導員の配置ということで新規の事業と

るところです。

なっておりますが、それに伴う予算の計上かと

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

思います。たしか１名というふうに記憶してい

○髙橋要市委員 若干前後しますが、そうしま

るんですけれども、改めて人数と、そして、そ

すと、現時点においては各学校１名、特定はも

の資格、どういった資格をお持ちなのか、そこ

うされていらっしゃるということでよろしいの

のところをお示しいただきたいと思いますが、

でしょうか、お示しください。

よろしくお願いいたします。

○棚井裕一委員長 学校教育課長。

○棚井裕一委員長 学校教育課長。

○遠藤 靖学校教育課長 特定しているという

○遠藤 靖学校教育課長 まず、部活動指導員

ところではございません。現在、募集をしてい

につきましてその職務でございますが、具体的

るというところでございます。

には実技の指導、それから安全、障がい予防に

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

関する知識、技能の指導、学校外での活動の引

○髙橋要市委員 先ほど言いましたとおり、働

率、用具及び施設等の点検、そういったものが

き方改革の一環ということで、教員の土日の部

主な業務でございます。

活動の指導ですとか、あるいは顧問の先生とし

各学校に１名配置するということで現在、考
えているところであります。

て経験のないスポーツにつかなければいけない
精神的な苦痛とか、さまざまなことを配慮して

資格につきましては、基本的に学校の教職員

のそういった施策を本市でもとっていくという

免許というところもございますが、そこにとら

ことで、そういった時代の移り変わりつつある

われずに、指導が認められる者、そういった方

のかなということである程度理解をしておりま

を選任していきたいと考えているところであり

す。

ます。

ただ、人の選抜について現時点で決まってい

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

ないということは、４月からスタートできると

○髙橋要市委員 非常に多岐にわたる職務にな

いうことではないのかと思いますが、具体的に

－２２１－

はどのような形で人選といいますか、していく

活用でそういう推進のほうの内容も詳細にお示

予定なのか。もしありましたらお示しいただき

しいただきたいと思います。

たいと思います。

○棚井裕一委員長 学校教育課長。

○棚井裕一委員長 学校教育課長。

○遠藤 靖学校教育課長 最初に御質問いただ

○遠藤 靖学校教育課長 基本的には公募とい

きました部活動の指導員についてでございます

うことで進めていきますが、各学校でこういっ

が、勤務日数は年間１０５日以内、トータル時

た人にお願いをしたいというところの推薦があ

間、総時間数につきましては年間２１０時間以

れば、教育委員会の責任において選任し、そち

内ということで考えているところであります。

らのほうをお願いするというふうなことも考え

３５週でならしますと週６時間程度ということ

ているところでございます。

で、あとは各学校でどういった活用を行ってい

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

くか、学校と部活動指導員との間で決めていく

○髙橋要市委員 ちょっと部活動に関連するん

ということになってくるというふうに捉えてい

ですけれども、そういった形で、いわゆる学校

るところでございます。

側、指導者側の立場としてその働き方改革でそ

２つ目の御質問、ＩＣＴ支援員でありますが、

ういったことを守っていくという考えには同調

令和元年度より実施をしております。令和２年

いたします。今後も進めていただきたいと思う

度につきましては、各学校への派遣回数等をふ

のですが、一方では、部活動に関してはさまざ

やしまして、学校におけるＩＣＴ機器の活用、

まな問題もありまして、少子化に伴って部活動

さらには校務支援サポート等も行っていくとい

がなかなか成立しない、そういったところにも

うことを考えています。

どうか御配慮をいただいて、改革という意味で

○棚井裕一委員長 尾形みち子委員。

次年度以降、将来的には必要なことかと思いま

○尾形みち子委員 部活動には、やはりそれを

すので、どうか認識をしていただければという

今までしていた先生方のコミュニケーション、

ふうに思います。

子どもとのコミュニケーションというのが大事

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 にしているわけですけれども、そういった時間
尾形みち子委員。

がとれるかどうかというのもちょっと心配にな

○尾形みち子委員 ただいまの委員の発言につ

ってくるわけですよね。誰でもいいわけでもな

け足してお願いしたいと思います。

いし、やはりその辺のところを緩和して、必ず

今、部活動の配置、３名ということがわかり

しも本当にこの週６時間ですか、その時間帯に

ました。そして、安全、引率、実技と指導とい

働き方改革の重要性のあるものの推進ができる

うようなことの職務の内容もわかりましたけれ

ような人材が選べるか。そして、さっき報酬の

ども、これ毎日、部活動をするには、かなりの

件もお伺いしたので、それは多分時間給なのか

報酬が必要なのかというようなことも思うんで

どうかも含めてお示しください。

すけれども、実際の時間帯というか、そういっ

○棚井裕一委員長 学校教育課長。

たことも含めてお示ししていただきたいのと、

○遠藤 靖学校教育課長 報酬につきましては、

それからその前に授業や校務におけるＩＣＴの

時間給となっております。年額約３４万円程度

－２２２－

ということでございます。

わりましたので、平成２７年度の当初の予算程

なお、各学校でそれぞれの部活動指導員の方

度ということで予算が戻っているというような

から、やはり子どもたちとの顔合わせといいま

ことになっております。

すか、部活動の状況などを見ながら、とにかく

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

急に行って指導するということがないようにし

○守岡 等委員 寄附の以前の状態に戻ったと

ていかなければいけないというふうに捉えてい

いうことで了解しました。今後ももし寄附があ

ます。

ったら、やっぱり子どもたちの図書購入という

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 夢を広げる方向で使っていただければと思いま
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

す。

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。
続いて、５項社会教育費、６項保健体育費に
ついて質疑、発言を許します。守岡等委員。

もう一つ、６項の１２７ページになりますが、
体育施設等整備事業費についてお尋ねします。
テニスコートの人工芝張りかえということで、

○守岡 等委員 ５項の１２５ページの図書館

これまでは砂入り人工芝だったと思うんですけ

費についてお尋ねします。

れども、形態としては同じような形態になるん

このたび、第２次上山市子ども読書活動推進

でしょうか。

計画も策定されまして、読書の重要性というの

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。

がますます増していますけれども、この予算の

○高橋秀典スポーツ振興課長 当初の形態をそ

備品購入費になるかと思いますけれども、令和

のままの部分に改修するという形になります。

元年度の１，１００万円から５５０万円と半額

張りかえして砂も入れてという形で新たにやる

に削減されたということで、必要な書籍が十分

という形になります。

確保できないという声も寄せられています。こ

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

の半減した根拠についてお尋ねします。

○守岡 等委員 世界標準というか、伊達公子

○棚井裕一委員長 生涯学習課長。

さん、女子プロの、今は指導者になっています

○渡辺るみ生涯学習課長 これまで篤志家の方

けれども、やはり日本のテニスが弱い理由は砂

からの御寄附をいただいて図書資料について整

入り人工芝コートがほとんどで、世界標準のハ

備してきております。この予算でありますけれ

ードコートとかクレーコートがほとんどないと

ども、平成２８年度に寄附をいただきまして翌

いうことを指摘しまして、全国各地を回っては

年度からの図書購入費のために積み立てを行っ

そういうハードコートとクレーコートの導入を

ております。その後、３年間の積み立ての取り

訴えているらしいんですけれども、今回はそう

くずしによって整備してきております。令和元

いうことで了解しました。工事期間とその期間、

年度につきましては、その３年分の最後の積立

練習できるのかどうか、お示しください。

額、加えて新たに５００万円ほど寄附をいただ

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。

きまして令和元年度は１，１００万円ほどとい

○高橋秀典スポーツ振興課長 通年といいます

うような予算になっております。令和２年度に

か、雪のない時期については利用が多いわけで

つきましては、その積み立ての取りくずしも終

すけれども、大会等を調整しまして工事期間を

－２２３－

設定し、今から調整、２カ月程度を設けて計画

し上げましたとおり、上下水道課のほうの工事

したいというふうに考えております。

が令和２年度中ということでありましたので、

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 そちらが完了してからということで予定をして
髙橋義明委員。

おりました。

○髙橋義明委員 本庄地区公民館の下水道の供

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。

用についてお伺いしたいわけですが、平成３０

○髙橋義明委員 そういう計画がなっているの

年度に皆沢地区に入ったわけで、本庄地区公民

であれば、あらかじめそういう予定であります

館のエリアは、平成３０年度に整備されている

ということを周知することによって、いわゆる

と。そして、平成３１年あるいは令和元年度に

利用者の心の安定も図られると。心の準備とい

は供用開始はされておりません。当然、付近の

うのもありますので、そういうことが示されて

市民のほうでは供用開始しているわけですけれ

いないと、地区民の不安が出てくるというふう

どもなっていないと。そして、令和２年度の予

に思いますので、今後、速やかに周知をお願い

算を見ても下水道供用の予算が置かれていない

したいところであります。

ということでありますので、今後の展望につい

○棚井裕一委員長

てお伺いしたいと思います。

か。髙橋要市委員。

○棚井裕一委員長 生涯学習課長。

○髙橋要市委員 東京オリンピック・パラリン

○渡辺るみ生涯学習課長 本庄地区公民館の下

ピックホストタウン推進事業費についてお尋ね

水道の接続工事についてでありますけれども、

したいと思いますが、ホストタウン交流事業と

上下水道課のほうより枝管の設置について、公

いうことで国際交流員を中心としたポーランド

民館の裏側の道路の枝管の設置については、令

共和国及びオリンピアンとの交流事業に取り組

和２年度中の工事ということで聞いておりまし

むということでありますが、その具体的な交流

たので、公民館の接続工事につきましては令和

事業についてお示しいただきたいと思いますが、

３年度に実施する予定でおります。

よろしくお願いいたします。

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。

○髙橋義明委員 令和２年度に枝管を設けると

○高橋秀典スポーツ振興課長 まず、交流事業

いうことになりますと、裏側に体育館がござい

という部分につきましては、ポーランドという

ますのでそこまでの一体的な工事になるのかな

ことで事前合宿を行う選手も含めてということ

というふうに思っております。それを踏まえて

で考えておりますので、そちらを中心にという

次年度、つまりは令和３年度に実施するんだと

ことでまず計画いたします。

ほかに質疑はありません

いうふうな答弁だと思いますが、この件につい

あと、国際交流員につきましても市民対象で

て本庄地区公民館あるいは地区会に対しての周

すとか、団体対象の交流事業、もしくは勉強会

知というものはなされているのでしょうか。

なども含めての交流という認識に至っていると

○棚井裕一委員長 生涯学習課長。

ころであります。

○渡辺るみ生涯学習課長 公民館等への周知は

また、オリンピアンというのは日本のオリン

まだ行っておりませんでした。これは先ほど申

ピアンという形の分類に計画しているところで

－２２４－

あります。

が出てくるのかということを判断しながらとい

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

うことで検討すべきと考えております。

○髙橋要市委員 その交流事業の開催時期とか、 ○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。
具体的には計画的にどのようなことをするのか

○髙橋要市委員 ぜひオリンピックまでの準備

とか、そういった計画のわかる範囲内でお示し

期間、当然、現在も国際交流員、活躍していた

いただければと思いますが、よろしくお願いい

だいてお招きをするとか、そういった各地で動

たします。

きなどもあるかと思います。そういったものを

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。

今後、活用しながら、いい意味でですね、オリ

○高橋秀典スポーツ振興課長 まず、事前合宿

ンピック終了後、どのようにつなげていくかと

につきましては、計画でしか今のところ来てい

いうことも十二分に検討していくべきかなとい

ませんので、そちらに合わせて対応していくと

うふうに思います。私も考えていきたいと思い

いう形で、その他につきましては随時国際交流

ますが、１点、現在コロナウイルスということ

員についても対応できる体制をとっております。 で世間をにぎわせておりますけれども、現段階
主として何をする、具体的な、例えばポーラ

においてポーランド共和国のホストとなります

ンドとの交流としてこういったことをしますと

けれども、ポーランド共和国から見て、例えば

いう部分につきましては、ポーランドの大学生

情報として山形あるいは上山あたりがどのよう

との交流、それについても事前合宿に合わせた

に映っておられるのかお示しをいただきたいと

時期ということで想定しております。

思いますが、お願いいたします。

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。

○髙橋要市委員 オリンピックの終了後、その

○高橋秀典スポーツ振興課長 その分野につき

ポーランド共和国と本市とのつながりといいま

ましては、特に話というのはございません。オ

すか、そういったことをもってホストタウン事

リンピックについても、通常どおり開催する予

業というものが一つの目的とあるのかなという

定として今進められておりまして、途中経過、

ふうに思います。例えば地域を活性化させると

マラソンと競歩について北海道に変わったとい

か、そういった目的を捉えてオリンピック終了

うことでそちらの対応をあちらのほうは今検討

後にはどのような事業展開を考えておられるの

しているという部分で、コロナウイルス対応の

かお示しをいただきたいと思いますが、よろし

見方というような部分の話というのはまだあり

くお願いします。

ません。

○棚井裕一委員長 スポーツ振興課長。

○棚井裕一委員長

○高橋秀典スポーツ振興課長 オリンピック終

か。

了後につきましては、具体的にどういった交流

ほかに質疑はありません

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

をということは現状では計画はないという形で

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

す。これから、例えばポーランドの陸上に関し

次に、１１款災害復旧費、１２款公債費、１

ての交流、または大学との交流、あと国際交流

３款予備費について一括して説明を求めます。

員を通じた事業の経過を見て、どういった部分

財政課長。

－２２５－

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

○平吹義浩財政課長 １１款災害復旧費につい

いたします。

て御説明申し上げます。１２６、１２７ページ

○棚井裕一委員長

をお開き願います。

します。

１項農林水産業施設災害復旧費１目農業用施

これより質疑、発言を許

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

設災害復旧費は１００万円で、前年度対比４０

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

万円の減でありますが、農業用施設災害復旧事

以上で歳出についての質疑を打ち切ります。

業費（単独）は、農業用施設の災害復旧に要す

次に、歳入、債務負担行為、地方債、一時借

る経費を措置するものであります。

入金及び歳出予算の流用について、当局の説明

２目林業用施設災害復旧費は１１０万円で、

を求めます。財政課長。

前年度対比８０万円の減でありますが、林業用

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

施設災害復旧事業費（単独）は、林業用施設の

○平吹義浩財政課長 それでは、歳入の事項別

災害復旧に要する経費を措置するものでありま

明細書について御説明申し上げますので、１４

す。

ページ、１５ページをお開き願います。

次のページ、１２８、１２９ページをお開き
願います。

最初に、１款市税について御説明申し上げま
す。

２項土木施設災害復旧費１目単独土木施設災

１項市民税でありますが、１目個人は１０億

害復旧費は８４６万１，０００円で、前年度と

６，５５０万円で、人口動態、令和元年の給与

同額でありますが、土木施設の災害復旧に要す

所得、農業所得等の実績見込みを勘案し、前年

る経費を措置するものであります。

度対比１，２２０万円の減とするものでありま

２目公共土木施設災害復旧費は１，５２０万

す。

円で、前年度と同額でありますが、公共土木施

１節現年課税分は調定見込み額の９８．５％

設の災害復旧に要する経費を措置するものであ

を見込み、２節滞納繰越分は調定見込み額の１

ります。

８％を見込み計上するものであります。

次に、１２款公債費について御説明申し上げ
ます。

２目法人は２億４，２５０万円で、企業業績
の推移等から前年度対比７１０万円の減とする

１項公債費１目元金は１２億３，３００万円
で、前年度対比１億２００万円の増であります
が、市債の償還元金であります。

ものであります。
１節現年課税分は調定見込み額の９８．３％
を見込み、２節滞納繰越分は調定見込み額の

２目利子は９，０５０万円で、前年度対比１， ９％を見込み計上するものであります。
８５０万円の減でありますが、市債及び一時借
入金の利子を措置するものであります。

で、家屋で工場等の新増築分を見込み、前年度

最後に、１３款予備費でありますが、１項１
目予備費は２，０００万円で前年と同額を措置
するものであります。

２項１目固定資産税は１８億１，０３０万円
対比５，３００万円の増とするものであります。
１節現年課税分は調定見込み額の９７．４％
を見込み、２節滞納繰越分は調定見込み額の４．

－２２６－

９％を見込み計上するものであります。

でありますが、軽自動車税の制度改正に伴い計

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金
は９７０万円で、前年度対比３０万円の増とす
るものであります。

上するものであります。
次に、２款地方譲与税から１２款交通安全対
策特別交付金について御説明申し上げますが、

次のページ、１６、１７ページをお開きくだ
さい。

それぞれ令和元年度の実績見込み及び国の地方
財政対策を考慮し、見込んだものであります。

３項軽自動車税は制度改正により環境性能割

２款地方譲与税１項１目地方揮発油譲与税は

りと新たに種別割により計上し、１目環境性能

３，０００万円で、前年度対比２００万円の減

割は５００万円で、前年度対比４００万円の増

とするものであります。

とするものでありますが、軽自動車の新車登録
台数を見込み計上するものであります。

２項１目自動車重量譲与税は８，４００万円
で、前年度対比３００万円の増とするものであ

１節現年課税分は調定見込み額の１００％を
見込み、２節滞納繰越分は存目程度の１万円を
見込み計上するものであります。

ります。
３項１目森林環境譲与税は１，０９６万３，
０００円で、森林吸収源対策に係る地方財源を

２目種別割は９，５７０万円でありますが、
登録実績から見込んだものであります。

確保するため、令和元年度から国から市に譲与
されているもので、所定の譲与割合と基準によ

４項１目市たばこ税は１億５，４６０万円で、 り見込んだものであります。
前年度対比１，４５０万円の減とするものであ

３款利子割交付金１項１目利子割交付金は２

りますが、税率の低い加熱式たばこの普及と旧

００万円で、前年度対比２００万円の減とする

３級品の売り上げ減少を勘案したものでありま

ものであります。

す。

次のページ、２０、２１ページをお開きくだ

５項１目入湯税は３，９４５万円で５万円の

さい。

減でありますが、入湯客数の見込みによるもの

４款配当割交付金１項１目配当割交付金は６

でありますが、１節現年課税分は調定見込み額

００万円で、前年度と同額とするものでありま

の１００％を見込み、２節滞納繰越分は存目程

す。

度を計上するものであります。

５款株式等譲渡所得割交付金１項１目株式等

次のページ、１８、１９ページをお開きくだ
さい。

譲渡所得割交付金は３００万円で、前年度と同
額とするものであります。

６項１目都市計画税は２億１，１７０万円で、

６款法人事業税交付金１項１目法人事業税交

実績見込みにより前年度対比１，７５０万円の

付金は１，７００万円を計上するものでありま

減とするものであります。

すが、制度改正により市町村分の法人住民税法

１節現年課税分は調定見込み額の９７．０％

人税割の減収補塡措置として創設されたもので

を見込み、２節滞納繰越分は調定見込み額の４． あります。
６％を見込み計上するものであります。

７款地方消費税交付金１項１目地方消費税交

７項旧法による税１目軽自動車税は３０万円

付金は６億４，０００万円で、前年度対比７，

－２２７－

５００万円の増でありますが、消費税率引き上

所負担金などを計上し、２節児童福祉費負担金

げによるものであります。

では、保育施設入所負担金などを計上するもの

８款ゴルフ場利用税交付金１項１目ゴルフ場
利用税交付金は５００万円で、前年度と同額と
するものであります。

であります。
２目教育費負担金は７７万９，０００円で、
前年度対比８，０００円の減でありますが、小

９款環境性能割交付金１項１目環境性能割交
付金は１，０００万円で、前年度対比４００万
円の増でありますが、自動車取得の実績から見
込んだものであります。

学校、中学校の日本スポーツ振興センター負担
金を計上するものであります。
１４款使用料及び手数料について御説明申し
上げます。

１０款地方特例交付金１項１目地方特例交付

１項使用料１目総務使用料は４１９万８，０

金は２，０００万円で、前年度と同額とするも

００円で、前年度対比２００万４，０００円の

のであります。

減でありますが、市有建物使用料、市営予約制

次のページ、２２、２３ページをお開きくだ
さい。

乗合タクシー利用料、市営バス利用料（市中心
部循環バス）などを実績見込みにより計上する

１１款地方交付税１項１目地方交付税は３７

ものであります。

億５，０００万円で、普通交付税は令和元年度

２目民生使用料は２，７５６万４，０００円

の実績、国の地方財政対策の内容を考慮し３３

で、前年度対比１７２万８，０００円の減であ

億３，０００万円を見込み、特別交付税は過去

りますが、児童館等使用料、延長保育利用料を

５年の交付実績等などから４億２，０００万円

実績見込みにより計上するものであります。

と前年同額を見込み、合わせて前年度対比１億
３，０００万円の増とするものであります。

次のページ、２４、２５ページをお開きくだ
さい。

１２款交通安全対策特別交付金１項１目交通

３目衛生使用料は１９２万４，０００円で、

安全対策特別交付金は５００万円で、前年度と

前年度対比２，０００円の減でありますが、飲

同額とするものであります。

料水供給施設水道料金、斎場使用料などを計上

次に、１３款分担金及び負担金について御説
明申し上げます。

するものであります。
４目農林水産業使用料は３２６万円で、前年

１項分担金１目総務費分担金は２７２万９，

度対比６５万３，０００円の増でありますが、

０００円で、前年度対比３，０００円の減であ

芳刈放牧場使用料を増額計上するほか、楢下宿

りますが、防犯灯ＬＥＤ化整備事業分担金を計

滝沢屋使用料などを計上するものであります。

上するものであります。

５目商工使用料は４５４万６，０００円で、

２項負担金１目民生費負担金は６，９８２万

前年度対比３万８，０００円の増でありますが、

円で、前年度対比２，７７９万９，０００円の

かみのやま温泉観光案内所のテナントなどから

減でありますが、幼児教育・保育の無償化によ

の市有土地建物使用料、かみのやま温泉駅駐車

る児童福祉費負担金の減によるものであります。 場利用料、蔵王坊平国設野営場使用料などを計
１節社会福祉費負担金は、高齢者福祉施設入

上するものであります。

－２２８－

６目土木使用料は２，０９４万４，０００円

１，０００円の増でありますが、低所得者保険

で、前年度対比８６万９，０００円の減であり

料軽減負担金と子育てのための施設等利用給付

ますが、道路占用料、市営住宅使用料などを実

交付金の皆増などによるものであります。

績見込みにより計上するものであります。

１節社会福祉費国庫負担金では、国民健康保

７目教育使用料は２０６万円で、前年度対比

険基盤安定費負担金、障がい者自立支援給付費

５万４，０００円の増でありますが、旧尾形家

負担金などを計上し、２節児童福祉費国庫負担

住宅、武家屋敷、市民球場などの使用料を計上

金では、児童扶養手当給付費負担金、障がい児

するものであります。

施設給付費等負担金、子どものための教育・保

次に、２項手数料１目総務手数料は１，９５

育給付費国庫負担金、子育てのための施設等利

７万７，０００円で、前年度対比３３万１，０

用給付交付金を計上し、３節児童手当国庫負担

００円の増でありますが、仮ナンバー交付、諸

金では、児童手当負担金を計上し、４節生活保

証明、地図等の写交付、戸籍、住民基本台帳な

護費国庫負担金では、生活保護費負担金、生活

どに係る手数料を計上するものであります。

困窮者自立相談支援事業費等負担金を計上する

次のページ、２６ページ、２７ページをお開
きください。

ものであります。
２目衛生費国庫負担金は４７万円で前年度と

２目衛生手数料は７１７万５，０００円で、
前年度対比８，０００円の増でありますが、狂
犬病予防注射済票交付、不燃物等処理などの手
数料を計上するものであります。

同額でありますが、母子衛生費負担金を計上す
るものであります。
３目災害復旧費国庫負担金は１，０００万５，
０００円で前年度と同額でありますが、土木施

３目農林水産業手数料は３万６，０００円で
前年度と同額でありますが、農地関係証明手数
料などを計上するものであります。

設災害復旧事業負担金を計上するものでありま
す。
次のページ、２８、２９ページをお開き願い

４目土木手数料は２，０００円で前年度と同
額でありますが、土地に関する証明手数料を計
上するものであります。

ます。
２項国庫補助金１目総務費国庫補助金は３，
４５９万５，０００円で、前年度対比２，５４

５目消防手数料は１５万７，０００円で前年

８万５，０００円の増とするものでありますが、

度と同額でありますが、危険物施設許認可検査

マイナンバーカード普及に要する個人番号カー

手数料などを計上するものであります。

ド交付事業費・事務費補助金が増額となり、ほ

３項１目証紙収入は４，０７０万円で前年度

か社会保障・税番号制度システム整備費補助金、

と同額でありますが、有料ごみ袋の証紙収入を

地方創生推進交付金を計上するものであります。

計上するものであります。

２目民生費国庫補助金は３，９７７万６，０

次に、１５款国庫支出金について御説明申し
上げます。

００円で、前年度対比３，１７６万５，０００
円の減でありますが、プレミアムつき商品券事

１項国庫負担金１目民生費国庫負担金は１０

業費補助金が皆減となったことなどによるもの

億７，１５０万円で、前年度対比１，８９９万

であります。地域生活支援事業費補助金、子ど

－２２９－

も・子育て支援交付金、母子家庭等対策総合支

００円で、前年度対比３，０００円の増であり

援事業費補助金などを計上するものであります。 ますが、自衛官募集委託金、中長期在留者居住
３目衛生費国庫補助金は４，５８７万１，０

地届出等事務委託金を計上するものであります。

００円で、前年度対比３，８７１万３，０００

２目民生費委託金は５８５万６，０００円で、

円の増とするものでありますが、総合子どもセ

前年度対比８万円の減でありますが、基礎年金

ンターめんごりあでの空調設備改修の財源とな

事務委託金などを計上するものであります。

る二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を新
たに計上することなどによるものであります。
また、浄化槽設置整備事業費交付金、母子衛生
費補助金のほかに、風疹追加的対策として特定
感染症検査等事業費補助金を計上するものであ
ります。

次のページ、３０、３１ページをお開き願い
ます。
次に、１６款県支出金について御説明申し上
げます。
１項県負担金１目総務費県負担金は２４１万
１，０００円で、地籍調査事業負担金が前年度

４目農林水産業費国庫補助金は３８１万７，

対比１，８７２万１，０００円の減であります

０００円で、前年度対比７万５，０００円の減

が、令和２年度の地籍調査事業を令和元年度補

でありますが、特別天然記念物カモシカ食害対

正予算で計上し、繰越明許費とした財源により

策事業費補助金、美しい森林づくり基盤整備交

実施することに伴うものであります。

付金を計上するものであります。

２目民生費県負担金は４億９，９６３万７，

５目土木費国庫補助金は１億５，５６０万５， ０００円で、前年度対比１，５００万３，００
０００円で、前年度対比４，４５１万３，００

０円の増でありますが、低所得者保険料軽減負

０円の減でありますが、１節道路橋梁費国庫補

担金の増と子育てのための施設等利用給付費の

助金で事業量に対応した社会資本整備総合交付

皆増によるものであります。

金の減などによるものであります。

１節社会福祉費県負担金では、国民健康保険

２節都市計画費国庫補助金で集約都市形成支

基盤安定費負担金、障がい者自立支援給付費負

援事業費補助金、３節住宅費国庫補助金で社会

担金、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金

資本整備総合交付金、また、新たに空き家対策

など、２節児童福祉費県負担金では、障がい児

総合支援事業補助金を計上するものであります。 施設給付費等負担金、子どものための教育・保
６目教育費国庫補助金は２００万２，０００

育給付費県費負担金など、３節児童手当県負担

円で、前年度対比８１５万４，０００円の減で

金では児童手当負担金、４節生活保護費県負担

ありますが、幼児教育・保育の無償化による制

金では生活保護費負担金を計上するものであり

度改正で幼稚園就園奨励費補助金が皆減などに

ます。

よるものであります。

３目衛生費県負担金は２３万５，０００円で、

１節小学校費国庫補助金、２節中学校費国庫
補助金とも特別支援教育就学奨励費補助金など
を計上するものであります。

前年度と同額でありますが、母子衛生費負担金
を計上するものであります。
２項県補助金でありますが、１目総務費県補

３項委託金１目総務費委託金は２０万７，０

助金は１，６６２万４，０００円で、前年度対

－２３０－

比８９万１，０００円の減でありますが、市町

フォーム総合支援事業費補助金を実績見込みに

村総合交付金、移住支援事業費補助金などを計

より計上するものであります。

上するものであります。

６目教育費県補助金は２，２５２万１，００

２目民生費県補助金は１億１，４８９万３，

０円で、前年度対比２４１万５，０００円の増

０００円で、前年度対比８２万２，０００円の

でありますが、放課後児童健全育成事業補助金

減でありますが、１節社会福祉費県補助金では、 の増額計上と、次のページ、３４、３５ページ
重度心身障がい者医療費補助金、子育て支援医

をお開き願います。新たに山形県教職員働き方

療費補助金など、２節児童福祉費県補助金では、 改革推進事業費（部活動指導員）補助金を計上
保育対策等促進事業費補助金、子どものための

することによるものであります。ほかに新聞を

教育・保育給付費補助金などを計上するもので

活用した教育活動への支援事業補助金などを計

あります。

上するものであります。

３目衛生費県補助金は７００万４，０００円

次に、３項委託金でありますが、１目総務費

で、前年度対比１２３万円の増でありますが、

委託金は７，７３０万６，０００円で、前年度

地域子ども・子育て支援事業費補助金の増によ

対比７５３万６，０００円の減でありますが、

るものであります。

県議会議員選挙費及び参議院議員通常選挙費委

１節保健衛生費県補助金では、健康増進事業
費補助金、次のページ、３２、３３ページをお

託金の皆減などによるものであります。
令和２年度は新たに山形県知事選挙費委託金、

開き願います。地域子ども・子育て支援事業費

国勢調査委託金を計上し、ほかに県民税徴収委

補助金など、２節環境衛生費県補助金では浄化

託金などを計上するものであります。

槽整備促進事業費補助金を計上するものであり
ます。

２目民生費委託金は６０１万８，０００円で、
前年度と同額でありますが、民生委員活動費委

４目農林水産業費県補助金は１億６，８４８
万８，０００円で、前年度対比２，５５５万４，

託金などを計上するものであります。
３目衛生費委託金は３万円で、前年度と同額

０００円の増でありますが、産地パワーアップ

でありますが、地下水位計等施設管理観測委託

事業費補助金の増などによるもので、１節農業

金を計上するものであります。

費県補助金では、強い農業・担い手づくり総合

４目農林水産業費委託金は２８万７，０００

支援事業費補助金、産地パワーアップ事業費補

円で、前年度対比３，０００円の増であります

助金、農業次世代人材投資事業費補助金、中山

が、地すべり対策事業土地改良財産管理委託金

間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付

などを計上するものであります。

金などを計上し、２節林業費県補助金では、森

５目商工費委託金は４９万６，０００円で、

林病害虫等防除事業補助金、みどり豊かな森林

前年度と同額でありますが、野鳥の森維持管理

環境づくり推進事業費補助金などを計上するも

委託金などを計上するものであります。

のであります。

６目教育費委託金は１万５，０００円で前年

５目土木費県補助金は１，７８６万円で、前
年度対比７２４万円の減でありますが、住宅リ

度と同額でありますが、学校基本調査委託金を
計上するものであります。

－２３１－

次に、１７款財産収入について御説明申し上
げます。

００万円で前年度と同額とするものであります。
２項１目市預金利子は５０万円で前年度と同

１項財産運用収入でありますが、１目財産貸
付収入は１，８７５万４，０００円で、前年度
対比１２６万８，０００円の減でありますが、
競馬場内厩舎跡地、ニュートラック松山などの
市有土地建物貸付料、蔵王坊平小規模水道施設
貸付料などを計上するものであります。

額でありますが、歳計現金預金利子を計上する
ものであります。
次のページ、３８、３９ページをお開きくだ
さい。
３項貸付金元利収入でありますが、１目勤労
者福祉貸付金元利収入は２，５００万円で、前

２目利子及び配当金は２２９万６，０００円

年度対比１，１００万円の減でありますが、勤

で、前年度対比６０万円の減でありますが、財

労者生活安定資金預託金返還金を貸付金の減に

政調整基金利子などを計上するものであります。 対応して減額計上するものであります。
次のページ、３６、３７ページをお開きくだ
さい。

２項乳用牛導入資金貸付金元利収入は１，３
２０万円で、前年度と同額でありますが、乳用

２項財産売払収入、１目不動産売払収入は１
３０万円で、前年度対比４，４０５万１，００

牛導入資金貸付金返還金を計上するものであり
ます。

０円の減でありますが、蔵王みはらしの丘宅地

３目商工業振興貸付金元利収入は８億８，９

分譲分を皆減とし、法定外公共物、立木の売り

３８万６，０００円で、前年度対比３，０２７

払い収入を計上するものであります。

万４，０００円の減でありますが、産業立地促

２目物品売払収入は１４１万円で、前年度対

進資金預託金返還金の減などにより減額するほ

比１４０万円の増でありますが、車両の処分に

か、商業活性化資金預託金返還金、長期安定資

よる収入を計上するものであります。

金預託金返還金などのほかに、新たに創業支援

１８款寄附金１項１目寄附金は９億１００万
円で前年度と同額でありますが、一般寄附金、

資金預託金返還金を計上するものであります。
４目再開発ビル再生整備貸付金元利収入は１，

ふるさと納税寄附金を計上するものであります。 １０７万円で前年度と同額でありますが、上山
１９款繰入金１項１目基金繰入金は３億３，

二日町再開発株式会社がふるさと融資を活用し

２００万円で、前年度対比１億４，１７０万円

て実施した二日町プラザ改装に係る再開発ビル

の減でありますが、財源不足に対応するための

再生整備貸付金返還金を計上するものでありま

財政調整基金取りくずしを計上するものであり

す。

ます。

４項受託事業収入１目特定健康診査等受託料

２０款繰越金１項１目繰越金は１億円で、前

は１，２３７万９，０００円で、前年度対比４

年度と同額でありますが、前年度繰越金を計上

２万８，０００円の増でありますが、山形県後

するものであります。

期高齢者医療広域連合からの後期高齢者特定健

次に、２１款諸収入について御説明申し上げ
ます。

康診査等受託料を計上するものであります。
５項雑入１目滞納処分費は１，０００円で、

１項延滞金、加算金及び過料１目延滞金は２

前年度と同額を計上するものであります。

－２３２－

２目弁償金は９，０００円で、前年度と同額
を計上するものであります。

事業に充てるため計上するものであります。
２節都市計画債では、公共施設等適正管理推

３目雑入は２億３，８２８万２，０００円で、 進事業で、月岡公園などの公園施設長寿命化事
前年度対比１億２，８７７万５，０００円の増
でありますが、学校給食費を一般会計の歳入と
して計上することなどによるもので、ほかに福

業に充てるために計上するものであります。
次のページ、４２、４３ページをお開きくだ
さい。

祉医療費高額療養費、勝馬投票券発売所地元交

６目消防債は１億６７０万円で、前年度対比

付金、資源物売払収入、次のページ、４０、４

１，０３０万円の減でありますが、市単独消防

１ページをお開きください。後期高齢者医療広

施設・設備整備事業で、消防・救急車両の更新、

域連合派遣負担金などを計上するものでありま

耐震性貯水槽の整備などに充てるため計上する

す。

ものであります。

次に、２２款市債について御説明申し上げま
す。

７目教育債は１億６，４００万円で、前年度
対比８，７５０万円の増でありますが、公民館

１項市債１目総務債は６２０万円で、前年度

整備事業では南部地区公民館の耐震化事業に、

対比１２０万円の増でありますが、防災ラジオ

文化財整備事業では楢下宿庄内屋茅屋根改修工

を整備する防災設備整備事業に充てるため計上

事に、体育施設整備事業では市民総合運動広場

するものであります。

テニスコート人工芝張りかえ工事等に充てるた

２目民生債は４，７３０万円で皆増でありま

めに計上するものであります。

すが、総合子どもセンターめんごりあの空調設

８目災害復旧債は４９０万円で、前年度と同

備を改修する子育て支援施設整備事業に充てる

額でありますが、公共土木施設災害復旧事業に

ため計上するものであります。

充てるため計上するものであります。

３目農林水産業債は１，７４０万円で、前年

９目臨時財政対策債は３億３，６００万円で、

度対比１，２００万円の減でありますが、県営

前年度対比１，１００万円の減でありますが、

土地改良事業負担金で松沢地区農地整備事業な

地方財政対策等を踏まえて計上するものであり

どの県営土地改良事業負担金に充てるため計上

ます。

するものであります。

次に、第２表債務負担行為について御説明申

４目商工債は４５０万円で、旧蔵王坊平国設
スキー場管理センター及び蔵王坊平パトロール
小舎の解体工事を行う公共施設除却事業に充て
るために計上するものであります。

し上げますので、前に戻りまして８ページをお
開き願います。
記載のとおり、４つの事項に債務負担行為を
定めるものであります。

５目土木債は１億８，７７０万円で、前年度

住民情報クラウドシステム等運用業務につき

対比３，４６０万円の減でありますが、１節道

ましては、令和２年度から令和７年度までの期

路橋梁債では、市単独道路整備事業、県道路整

間で２億２，２６１万２，０００円を限度額と

備事業負担金、社会資本整備総合交付金事業、

するものであります。

公共施設等適正管理推進事業での道路橋梁整備

排水設備等設置改造資金利子補給につきまし

－２３３－

ては、令和３年度から令和７年度までの期間で、

以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

融資総額８００万円の融資残高に対し、基準日

くださるようお願いいたします。

における長期プライムレートに０．２％を加え

○棚井裕一委員長 これより質疑に入りますが、

た利率以内の割合で計算した額を限度額とする

質疑は歳入、債務負担行為、地方債、一時借入

ものであります。

金及び歳出予算の流用について一括して行いま

消防庁舎アスベスト除去事業につきましては、 す。質疑、発言を許します。川崎朋巳委員。
令和３年度から令和４年度までの期間で３，３

○川崎朋巳委員 令和２年度の歳入全般につい

２６万４，０００円を限度額とするものであり

てお伺いいたします。

ます。

まず、予算編成から開陳に当たるまでは一定

体育施設等芝管理業務につきましては、令和

期間のタイムラグが考えられます。その中で、

３年度から令和４年度までの期間で３，２８０

まず、歳入については非常に毎年、タイト目に

万円を限度額とするものであります。

見積もっているものなのかなと思います。ただ、

次に、第３表地方債について御説明申し上げ
ます。

この間、新型コロナの影響等もありまして、令
和２年度の歳入という部分での影響というもの

９ページをごらんください。

が懸念される状況なのかというふうに思います。

起債の目的及び限度額でありますが、防災設

令和２年度、まず市税等を含めた歳入全般につ

備整備事業ほか１０事業及び臨時財政対策債で

いてどのような影響があるのかについて、まず

あり、限度額の合計は８億７，４７０万円であ

現段階の考え方についてお示しいただければと

ります。

思います。

内容につきましては、歳入の２２款市債で御
説明したとおりであります。

○棚井裕一委員長 税務課長。
○前田豊孝税務課長

次に、起債の方法につきましては、普通貸借

ただいま委員がおっし

ゃられた内容を含めまして経済状況については、

又は証券発行によるものとし、利率につきまし

報道等を注視しておりますけれども、現時点で

ては、借入先との協定によるものであります。

明確な影響額というものを算定することは困難

ただし、利率見直し方式で借り入れる資金につ

でありますので、当初予算の税収には反映して

いて、利率の見直しを行った後については、当

いないところであります。

該見直し後の利率とするものであります。

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

償還の方法につきましては、借入先の融資条

○川崎朋巳委員 まず、その数値を反映させる

件によるものとするものであります。ただし、

ことなんかは、もちろん、わかりませんし、こ

財政上の都合により据置期間及び償還期限を短

れからどうなるかは全くわからないところであ

縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えする

ります。中でも直接的に関係してくるところと

ことができるとするものであります。

したら、まず市税の算定については令和元年度

最後に、一時借入金、歳出予算の流用につき

に基づくものであるというふうに思います。こ

ましては、さきに御説明申し上げたとおりであ

の中で、例えば滞納分でありますとか、もう一

ります。

つはふるさと納税寄附金を含めた寄附金の部分

－２３４－

ですね、こちらについては令和元年度と同様の

○前田豊孝税務課長 先ほどの経済状況の影響

額を見込んでいると。その影響、数値的な効果、 につきましては、影響額が明確になった時点で
影響はまだわからないところかなというふうに

検討していきたいというふうに思っております。

思いますが、この２点についても考え方をお示

なお、収納率アップの部分につきましては、

しいただければというふうに思います。

大分職員も頑張ってやっておりますけれども、

○棚井裕一委員長 税務課長。

ただ、その部分につきましては、法律を初めと

○前田豊孝税務課長 滞納の部分についてお答

した規則、規定に従いまして処理しているとこ

えいたします。確かに滞納部分の収納率アップ

ろでございますので、公平性を失わないよう、

につきましては、本市の課題であるというふう

そして、その辺のところは明確に事務をとって

に認識しております。今後とも収納率アップに

いきたいというふうに考えております。

全力を挙げて努めていきたいというふうに考え

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

ております。

枝松直樹委員。

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

○枝松直樹委員 諸収入について伺います。学

○冨士英樹市政戦略課長 ふるさと納税寄附金

校給食費の公会計化に伴って学校現場での変化

についてお答え申し上げます。ふるさと納税寄

はどういうふうになるのか、あるいは執行部に

附金につきましてはかなりかた目の見積もりを

とってはどういうふうな変化が起きるのか。特

今現在しているところでございますので、多少

に滞納について今まで学校側で苦労されてきた

変動があったとしても、この金額については維

と思いますが、今後はどのような滞納に対する

持できるというふうに思っております。

対応になっていくのかお願いいたします。

○棚井裕一委員長 川崎朋巳委員。

○棚井裕一委員長 管理課長。

○川崎朋巳委員 ふるさと納税の寄附金につい

○井上咲子管理課長 学校給食の公会計化によ

ては令和元年度も増額で補正されているという

って給食費の納入方法についてでありますけれ

こともございまして、昨年同様、見込まれてい

ども、現年度分についてはこれまでどおり学校

るのかなと思います。こちらについても引き続

長が徴収したものを市の一般会計のほうに納付

きよろしくお願いします。

していただくというような方法にさせていただ

収納率の向上については、まずその取り組み

きます。

について、税務課の職員の方の取り組みに非常

過年度分の滞納分につきましては、学校の負

に敬意を表するところではございます。これか

担を軽減するという意味で、市のほうが学校給

らの経済状況、どうなるかわかりませんけれど

食センターの職員になる予定でありますけれど

も、柔軟に対応していただきながらも、税負担

も、滞納分については市のほうで直接徴収をす

の公平性から徴収については、毅然とした対応

るというような方法に変更をする予定でおりま

をもって取り組んでいただきたいというふうに

す。

考えておりますが、こちらについて改めてお考

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

えをお示しいただければと思います。

○枝松直樹委員 説明ですと、学校では特に変

○棚井裕一委員長 税務課長。

化がないという、滞納については給食センター

－２３５－

のほうでやるので、その分の負担は学校は減る
けれども、あと特段変わったところはないとい

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

議第８号

う認識でよろしいんですかね。

令和２年度上山市国民健
康保険特別会計予算

○棚井裕一委員長 管理課長。
○井上咲子管理課長 現年度分の全ての学校給
食費を直接市のほうで徴収するということにな

○棚井裕一委員長 次に、議第８号令和２年度

りますと、大がかりなシステムの整備等も必要

上山市国民健康保険特別会計予算を議題といた

になってきますので、当面はこれまでどおり、

します。

学校のほうで徴収していただき、特に負担とな

当局の説明を求めます。健康推進課長。

っていた過年度分の滞納分について市のほうで

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕

直接徴収するというような形に変更させていた

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、議

だきたいと思っております。

第８号令和２年度上山市国民健康保険特別会計

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 予算について御説明申し上げます。予算書の１
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

３０ページをお開き願います。

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。
以上で、議第７号議案に対する質疑を終結い
たします。

令和２年度上山市の国民健康保険特別会計の
予算は、次に定めるところによるものでありま
す。

これより討論に入ります。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

討論の発言を許します。

は歳入歳出それぞれ３３億８，０００万円と定

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

めるものであります。

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

採決いたします。

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

議第７号令和２年度上山市一般会計予算は原

よるものであります。

案のとおり可決すべきものと決することに御異
議ありませんか。

債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４
条の規定により、債務を負担する行為をするこ

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

とができる事項、期間及び限度額は、「第２表

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。
よって、議第７号は原案のとおり可決すべき
ものと決しました。

債務負担行為」によるものであります。
一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条
の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

この際、１０分間休憩いたします。

最高額は３億円と定めるものであります。

午後２時０７分 休 憩

歳出予算の流用、第４条、地方自治法第２２
０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

午後２時１７分 開 議

各項の経費の金額を流用することができる場合

○棚井裕一委員長 休憩前に引き続き会議を開
きます。

は、次のとおりと定めるものであります。
第１号、各項に計上した保険給付費に係る予

－２３６－

算額に過不足を生じた場合における同一款内で

付費２０億５，８３９万４，０００円は、前年

のこれらの経費の各項の間の流用とするもので

度対比８，８９９万円の減でありますが、一般

あります。

被保険者の現物給付として被保険者数を６，８

次に、第１表歳入歳出予算の説明でございま
すが、重複説明を避けるため、事項別明細書に
より御説明申し上げます。

３４人と想定して計上したものであります。
２目退職被保険者等療養給付費６０万円は、
前年度対比８３４万８，０００円の減でありま

歳出から御説明いたしますので、１４５ペー
ジ、１４６ページをお開き願います。

すが、退職被保険者等の現物給付として被保険
者数を２人と想定して計上したものであります。

１款総務費１項１目一般管理費６，８５０万

３目一般被保険者療養費１，２４５万９，０

円は、前年度対比３４７万６，０００円の増で

００円は、前年度対比６７万３，０００円の減

ありますが、一般管理費では会計年度任用職員

でありますが、一般被保険者のコルセット等の

の報酬、国保連合会の共同電算処理委託料など

現金給付を行うため、これまでの実績見込みに

を計上したものであります。

より計上したものであります。

医療費適正化推進費では、国保連合会へのレ

４目退職被保険者等療養費２０万円は、前年

セプト点検委託料などを計上したもので、その

度対比４万円の減でありますが、退職被保険者

ほか職員人件費であります。

等のコルセット等の現金給付を行うため、これ

２目連合会負担金２６３万７，０００円は、
前年度対比２８万１，０００円の増であります
が、国保連合会運営負担金を計上したものであ
ります。

までの実績見込みにより計上したものでありま
す。
５目審査支払手数料８５２万７，０００円は、
前年度と同額でありますが、国保連合会のレセ

２項１目賦課徴税費５３５万７，０００円は、 プト審査に係る手数料を計上したものでありま
前年度対比３２万８，０００円の増であります

す。

が、国民健康保険税納税相談員の報酬及び賦課

２項１目一般被保険者高額療養費２億７，５

徴収業務に係る費用等を計上したものでありま

９９万４，０００円は、前年度対比２，３５６

す。

万１，０００円の減でありますが、これまでの

３項１目運営協議会費２５万２，０００円は

実績見込みにより計上したものであります。

前年度と同額でありますが、国民健康保険運営

２目退職被保険者等高額療養費２０万円は、

協議会の運営経費を計上したものであります。

前年度対比２２０万円の減でありますが、退職

次のページをお開き願います。

被保険者数を勘案し、これまでの実績見込みに

４項１目趣旨普及費５９万３，０００円は、

より計上したものであります。

前年度対比２４万９，０００円の減であります

３目一般被保険者高額介護合算療養費１００

が、国保事業の健全な運営を図るため、被保険

万円は、前年度と同額でありますが、これまで

者等に対して制度等を周知するための経費を計

の実績見込みにより計上したものであります。

上したものであります。

次のページをお開き願います。

２款保険給付費１項１目一般被保険者療養給

４目退職被保険者等高額介護合算療養費２０

－２３７－

万円は、前年度と同額でありますが、これまで

費５，８９６万６，０００円は、前年度対比１

の実績見込みにより計上したものであります。

３４万２，０００円の増でありますが、特定健

３項１目一般被保険者移送費１万円は、前年

診受診者数を２，６００人と想定して計上する

度と同額でありますが、存目程度を計上したも

とともに、そのほか、特定保健指導などに係る

のであります。

経費を計上したものであります。

２目退職被保険者等移送費１万円は、前年度

２項１目保健衛生普及費６５７万２，０００

と同額でありますが、存目程度を計上したもの

円は、前年対比５７万５，０００円の増であり

であります。

ますが、健康づくり推進事業費では、各種健康

４項１目出産育児一時金１，０５０万円は、

づくり支援教室などの開催経費、医療費通知、

前年度対比２１０万円の減でありますが、１件

ジェネリック医薬品差額通知などの経費を計上

あたり４２万円を２５人分計上したものであり

したものであります。

ます。

次のページをお開き願います。

５項１目葬祭費４００万円は、前年度と同額

６款基金積立金１項１目基金積立金１５０万

でありますが、１件当たり５万円を８０人分計

円は、前年度と同額でありますが、国民健康保

上したものであります。

険基金の利子分などを積み立てるものでありま

３款国民健康保険事業費納付金１項１目一般

す。

被保険者医療給付費５億９，９４４万５，００

７款公債費１項１目利子６０万円は前年度と

０円は、前年度対比４９３万２，０００円の増

同額でありますが、一時借入金の利子を措置し

でありますが、県に対し一般被保険者医療給付

たものであります。

費分として納付金を納めるため計上したもので
あります。

８款諸支出金１項１目一般被保険者保険税還
付金４００万円は、前年度と同額でありますが、

次のページをお開き願います。

一般被保険者の過誤納還付金であります。

２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等１

２目退職被保険者等保険税還付金２０万円は、

億８，６０５万７，０００円は、前年度対比１

前年度と同額でありますが、退職被保険者等の

６５万９，０００円の増でありますが、県に対

過誤納還付金であります。

し一般被保険者後期高齢者支援金分として納付
金を納めるため計上したものであります。

３目国庫支出金等返還金１０万円は、前年度
と同額でありますが、国庫支出金等の過年度分

３項１目介護納付金６，５３０万２，０００

の精算返還金であります。

円は、前年度対比１９０万２，０００円の増で

２項１目高額療養費貸付金３００万円は、前

ありますが、県に対し介護納付金分として納付

年度と同額でありますが、医療費を被保険者が

金を納めるため計上したものであります。

医療機関に支払いできない場合に高額療養費相

４款共同事業拠出金１項１目共同事業拠出金
１万円は前年度と同額でありますが、退職者リ
スト作成事務に係る拠出金であります。

当額の９５％を貸し付けるため計上したもので
あります。
２目出産費貸付金３９万９，０００円は、前

５款保健事業費１項１目特定健康診査等事業

年度と同額でありますが、出産費を医療機関に

－２３８－

支払うことができない場合に出産育児一時金の

納付金分滞納繰越分４万円は、調定見込み額に

９５％を貸し付けるため計上したものでありま

収納率２２％で、それぞれ見込み額を計上した

す。

ものであります。

９款予備費１項１目予備費４４１万６，００

２款使用料及び手数料１項１目督促手数料２

０円は、前年度対比２７０万２，０００円の増

０万円は、前年度と同額でありますが、国民健

でありますが、予備費を計上するものでありま

康保険税の徴収に係る督促手数料であります。

す。

３款国庫支出金１項１目災害臨時特例補助金

次に、歳入について御説明申し上げます。

１万円は、前年度と同額でありますが、存目程

１３９ページ、１４０ページをお開き願いま

度を計上しているものであります。

す。

４款県支出金１項１目保険給付費等交付金２

１款国民健康保険税１項１目一般被保険者国

３億８，９５２万８，０００円は、前年度対比

民健康保険税６億１，７７６万円は、前年度対

１億２，３４０万７，０００円の減であります

比２，１３４万円の減でありますが、一般被保

が、県から交付される保険給付費等交付金を計

険者数及び課税対象額などの見込みにより計上

上したものであります。

したものであります。

１節普通交付金２３億５，７４６万７，００

１節医療給付費分現年課税分４億３，２４０

０円は保険給付費分として計上し、２節特別交

万円、２節後期高齢者支援金分現年課税分１億

付金３，２０６万１，０００円は、保険者努力

１，６８０万円、３節介護納付金分現年課税分

支援分として１，３１１万７，０００円を、次

５，３１０万円は、それぞれ調定見込み額に収

のページをお開き願います、特別調整交付金分

納率９２％の見込み額を計上し、４節医療給付

（市町村分）として４５０万円を、県繰入金

費分滞納繰越分１，０８１万円、５節後期高齢

（２号分）として１８０万５，０００円を、特

者支援金分滞納繰越分２８８万円、６節介護納

定健康診査等負担金として１，２６３万９，０

付金分滞納繰越分１７７万円は、それぞれ調定

００円を実績見込み額としてそれぞれ計上した

見込み額に収納率１２％の見込み額を計上した

ものであります。

ものであります。

５款財産収入１項１目利子及び配当金１５０

２目退職被保険者等国民健康保険税３５万円
は、前年度対比２１５万円の減でありますが、
退職被保険者数及び課税対象額などの見込みに
より計上したものであります。

万円は、前年度と同額でありますが、国民健康
保険基金の利子を計上したものであります。
６款繰入金１項１目一般会計繰入金２億８，
３４９万円は、前年度対比３９７万８，０００

１節医療給付費分現年課税分１０万円、２節

円の減でありますが、１節保険基盤安定繰入金

後期高齢者支援金分現年課税分２万円、３節介

１億８，６００万円は、保険税軽減分として１

護納付金分現年課税分２万円は、それぞれ調定

億２，１００万円を、保険者支援分として６，

見込み額に収納率９２％の見込み額を計上し、

５００万円を実績見込み額として計上し、２節

４節医療給付費分滞納繰越分１５万円、５節後

職員給与費等繰入金４，９８８万９，０００円

期高齢者支援金分滞納繰越分２万円、６節介護

は、国民健康保険特別会計における職員給与費

－２３９－

などに対する費用を、３節出産育児一時金繰入

ものであります。

金７００万円は、出産育児一時金の３分の２の

５目雑入３４１万９，０００円は、前年度対

額を、４節財政安定化支援事業繰入金２，１０

比９万円の減でありますが、１節償還金３３９

０万円は、病床数や保険税の応能割合等によっ

万９，０００円は、高額療養費貸付金の償還金

て地方交付税に算入される額を、５節事務費繰

として３００万円を、出産費貸付金の償還金と

入金１，９６０万１，０００円は、国保事業運

して３９万９，０００円を計上し、２節雑入２

営のための対象事務費等をそれぞれ計上したも

万円は、貸付金返還延滞金として１万円を、前

のであります。

期高齢者療養費等交付金として１万円を計上し

２項１目基金繰入金８，１２０万３，０００
円は、前年度対比４，１００万５，０００円の
増でありますが、基金の取りくずし額を繰入金
として計上したものであります。

たものであります。
次に、第２表債務負担行為について御説明申
し上げます。
１３４ページをお開き願います。

７款繰越金１項１目繰越金１００万円は、前

住民情報クラウドシステム等運用業務につき

年度と同額でありますが、前年度繰越金を計上

ましては、令和２年度から令和７年度までの期

したものであります。

間で２，０５０万７，０００円を限度額とする

８款諸収入１項１目一般被保険者延滞金７０
万円は、前年度と同額でありますが、一般被保

ものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

険者の保険税に係る延滞金を計上したものであ

申し上げます。

ります。

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。

２目退職被保険者等延滞金１万円は、前年度

質疑は歳入歳出、債務負担行為、一時借入金及

対比４万円の減でありますが、退職被保険者等

び歳出予算の流用について一括して行います。

の保険税に係る延滞金を計上したものでありま

質疑、発言を許します。守岡等委員。

す。

○守岡 等委員 国保税についてなんですけれ

２項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ども、国保運営協議会に出された資料によれば、

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

１世帯当たり保険税は約１６万円、１人当たり

であります。

保険税が約９万７，０００円ということで、県

次のページをお開き願います。

内では１７位、１８位ぐらいと真ん中あたりに

３項１目一般被保険者第三者納付金７０万円、 位置しているようですけれども、それでも高過
２目退職被保険者等第三者納付金１０万円は、

ぎる国保税が払えなくて滞納する人もいるよう

前年度と同額でありますが、交通事故等の第三

です。心配なのは、この保険税滞納者が１年以

者の行為によって生じる納付金見込額を計上し

上滞納すると、実質、保険証取り上げという資

たものであります。

格証明書の発行ということが行われているわけ

３目一般被保険者返納金１万円、４目退職被

ですけれども、この人たちが新型コロナウイル

保険者等返納金１万円は、前年度と同額であり

スに感染した場合に、保険証がなくて医療機関

ますが、それぞれの返納金を存目程度計上した

にかかれないという、こういうおそれが出てく

－２４０－

るわけですが、今、資格証明書の発行件数とい

することに御異議ありませんか。

うのは、まずどれぐらいになっているかお聞き
したいと思います。

〔「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。

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

よって、議第８号は原案のとおり可決すべき

○鈴木直美健康推進課長 ３月２日現在で４９

ものと決しました。

名でございます。
○棚井裕一委員長 守岡等委員。

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

○守岡 等委員 五、六年前ですかね、新型イ

議第９号

令和２年度上山市農業集
落排水事業特別会計予算

ンフルエンザがちょうどはやったときには、国
のほうでも通知を出して、この人たちが感染元
になってはいけないということで資格証明書を

○棚井裕一委員長 次に、議第９号令和２年度

発行されていてもこの保険適用になるような措

上山市農業集落排水事業特別会計予算を議題と

置が講じられたと記憶していますけれども、今

いたします。

回の新型コロナウイルスに対しても同様な対応

当局の説明を求めます。上下水道課長。

が必要ではないかと思うんですけれども、いか

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕

がでしょうか。

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

○棚井裕一委員長 健康推進課長。

第９号令和２年度上山市農業集落排水事業特別

○鈴木直美健康推進課長 厚生労働省の通知に

会計予算について御説明申し上げます。

よりまして、帰国者・接触者外来を受診した際

１５５ページをお開き願います。

に資格証明書を提示した場合は、通常の被保険

令和２年度上山市の農業集落排水事業特別会

者とみなすよう各医療機関にも通知が行ってい

計の予算は、次に定めるところによるものであ

るところでございますので、そのような取り扱

ります。

いになるものでございます。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。 は、歳入歳出それぞれ１億７，３００万円と定
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

めるものであります。

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。
以上で、議第８号議案に対する質疑を終結い
たします。

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

これより討論に入ります。

債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４

討論の発言を許します。

条の規定により債務を負担する行為をすること

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。

務負担行為」によるものであります。

採決いたします。

地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１

議第８号令和２年度上山市国民健康保険特別

項の規定により起こすことができる地方債の起

会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

－２４１－

の方法は、「第３表地方債」によるものであり

補助金１，０００万円は、前年度対比１，００

ます。

０万円の皆増でありますが、農山漁村地域整備

一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条
の３第２項の規定による一時借入金の借入れの
最高額は、１億円と定めるものであります。
次に、第１表歳入歳出予算の説明であります
が、重複説明を避けるため、事項別明細書の歳
出から御説明申し上げますので、１６５、１６
６ページをお開き願います。

交付金を計上するものであります。
３款繰入金１項１目繰入金８，２２１万６，
０００円は、前年度対比１５９万円の増であり
ますが、一般会計からの繰入金を計上するもの
であります。
４款繰越金１項１目繰越金１０万円は、前年
度と同額を計上するものであります。

１款農業集落排水事業費１項１目農業集落排

５款諸収入１項１目市預金利子１，０００円

水施設管理費４，５８８万３，０００円は、前

は前年度同額で、預金利子を計上するものであ

年度対比３１７万９，０００円の増であります

ります。

が、維持管理に係る委託料や工事請負費などを
措置するものであります。

６款市債１項１目農業集落排水事業債４，８
００万円は、前年度対比１，４１０万円の増で

２項１目農業集落排水施設建設改良費２，０
９０万円は皆増でありますが、中継ポンプ通信
設備更新工事費などを措置するものであります。
２款公債費１項１目元金８，８３６万２，０
００円は、前年度対比３０１万６，０００円の
増でありますが、市債の償還元金を措置するも
のであります。

ありますが、資本費平準化債などを計上するも
のであります。
次に、第２表債務負担行為について御説明申
し上げますので、１５８ページにお戻りくださ
い。
農業集落排水事業子育て世帯補助金につきま
しては、令和３年度から令和７年度の期間で、

２目利子１，７５２万５，０００円は、前年

令和３年１月から補助終了月までの間に支払う

度対比２０２万２，０００円の減でありますが、 農業集落排水処理施設使用料の２分の１相当額
市債及び一時借入金の利子を措置するものであ
ります。

の累計額を限度額とするものであります。
次に、第３表地方債について御説明申し上げ

３款予備費１項１目予備費３３万円は、前年
度対比７万３，０００円の減額を措置したもの
であります。

ます。
起債の目的は、農業集落排水事業で、限度額
は４，８００万円、起債の方法は、普通貸借又

次に、歳入について御説明申し上げますので、 は証券発行とし、利率は、借入先との協定によ
１６３、１６４ページにお戻りください。

るものであります。ただし、利率見直し方式で

１款使用料及び手数料１項１目使用料３，２

借り入れる資金について、利率の見直しを行っ

６８万３，０００円は、前年度対比６９万円の

た後においては、当該見直し後の利率とするも

減でありますが、各施設の使用料などを見込ん

のであります。

だものであります。

償還の方法は、借入先の融資条件によるもの

２款県支出金１項１目農業集落排水事業費県

であります。ただし、財政上の都合により据置

－２４２－

期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もし

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

くは低利に借換えすることができるものとしま
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。

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い
申し上げます。

以上で、議第９号議案に対する質疑を終結い
たします。

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。

これより討論に入ります。

質疑は歳入歳出、債務負担行為、地方債及び一

討論の発言を許します。

時借入金を一括して行います。質疑、発言を許
します。枝松直樹委員。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。

○枝松直樹委員 歳入について伺いますが、昨

採決いたします。

年度より６９万円の減額になっております。と

議第９号令和２年度上山市農業集落排水事業

いうことは、これは人口の減少ということなの

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

でしょうか。そういうことでしたら年々、下が

と決することに御異議ありませんか。

っていくわけですよね。歳出のほうはほとんど

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

経費を下げることは難しいと思いますので、な
かなか厳しい状況が続いていると思うんですが、
いかがでしょうか。

○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。
よって、議第９号は原案のとおり可決すべき
ものと決しました。

○棚井裕一委員長 上下水道課長。
○秋葉和浩上下水道課長 使用料の歳入につき

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

散

ましては、委員御指摘のとおり、算定人数の減

会

少によることを見込んだ予算立てとしておりま
す。

○棚井裕一委員長 本日はこの程度にとどめ、

今後につきましては、やはり微減は続くもの
と推測しておりますが、具体的には個々の動向
を確認しながら対応は考えていきたいというふ

あすは午前１０時から会議を開くこととし、本
日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。

うに考えております。

午後 ２時５０分 散 会

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。
○枝松直樹委員 公共下水道、そしてこの農集
排、そして浄化槽と３種類ほどあるんだと思い
ますが、この農業集落排水の整備されている地
域の中で、未加入者の割合というのはどの程度
あるんでしょうか。
○棚井裕一委員長 上下水道課長。
○秋葉和浩上下水道課長 加入率につきまして
は、約９９％の加入率でございます。

－２４３－

－２４４－

