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上山市議会第４９６回定例会 

〔令和２年度３月予算特別委員会会議録〕 

（第 ４ 日） 

令和２年３月１０日（火曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第１０号 令和２年度上山市介護保険特別会計予算 

 議第１１号 令和２年度上山市浄化槽事業特別会計予算 

 議第１２号 令和２年度上山市後期高齢者医療特別会計予算 

 議第１３号 令和２年度上山市産業団地整備事業特別会計予算 

 議第１４号 令和２年度上山市水道事業会計予算 

 議第１５号 令和２年度上山市下水道事業会計予算 

 

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

出 欠 席 委 員 氏 名 

出席委員（１５人） 

       谷  江  正  照  委員         石  山  正  明  委員 

       佐  藤  光  義  委員         守  岡     等  委員 

       髙  橋  要  市  委員         棚  井  裕  一  委員 

       尾  形  み ち 子  委員         長  澤  長右衛門  委員 

       川  口     豊  委員         中  川  と み 子  委員 

       神  保  光  一  委員         枝  松  直  樹  委員 

       川  崎  朋  巳  委員         髙  橋  義  明  委員 

       大  沢  芳  朋  委員 

 

欠席委員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者 

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 

金  沢  直  之 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 冨  士  英  樹 市政戦略課長 
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平  吹  義  浩 財 政 課 長  前  田  豊  孝 税 務 課 長 

土  屋  光  博 市民生活課長  鈴  木  直  美 健康推進課長 

鏡     裕  一 福 祉 課 長  齋  藤  智  子 子ども子育て課長 

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

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

 須  貝  信  亮 建 設 課 長 

秋  葉  和  浩 上下水道課長  武  田     浩 
会 計 管 理 者 
( 兼 ) 会 計 課 長 

佐  藤  浩  章 消 防 長  古  山  茂  満 
教 育 委 員 会 
教 育 長 

井  上  咲  子 
教 育 委 員 会 
管 理 課 長  遠  藤     靖 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

渡  辺  る  み 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長  高  橋  秀  典 

教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

大  和     啓 監 査 委 員  舟  越  信  弘 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

佐  藤     毅 事 務 局 長  鈴  木  淳  一 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 査  小  口  彩  夏 主 任 

 

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

 

午前１０時００分 開 議 

 

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

開  議 

 

○棚井裕一委員長 出席委員は定足数に達して

おりますので、これより予算特別委員会を開会

いたします。 

 本日は、特別会計予算及び事業会計予算の審

査を行います。 

 

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

 議第１０号 令和２年度上山市介護 

       保険特別会計予算 

 

○棚井裕一委員長 それでは、議第１０号令和

２年度上山市介護保険特別会計予算について、

当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕 

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、議

第１０号令和２年度上山市介護保険特別会計予

算について御説明申し上げます。 

 予算書の１６７ページをお開き願います。 

 令和２年度上山市の介護保険特別会計の予算
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は、次に定めるところによるものであります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ４１億３，４００万円と

定めるものであります。 

 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。 

 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と

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債

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

最高額は５億円と定めるものであります。 

 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

各項の経費の金額を流用することができる場合

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

算額に過不足を生じた場合における同一款内で

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、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。 

 歳出から御説明いたしますので、１８３ペー

ジ、１８４ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費４，５７５万

５，０００円は、前年度対比５８４万４，００

０円の減でありますが、一般管理費では、電算

システムの処理業務委託料などを計上したもの

であります。そのほか、職員人件費であります。 

 ２項１目賦課徴収費２８２万６，０００円は

前年度対比１，０００円の増でありますが、介

護保険料の賦課徴収を行うための所要額を計上

したものであります。 

 ３項１目介護認定審査会費４６８万７，００

０円は、前年度対比３３万円の減でありますが、

介護認定審査会の運営経費を計上したものであ

ります。 

 ２目認定調査等費２，４７７万２，０００円

は、前年度対比７９万円の減でありますが、介

護認定調査員の報酬、介護認定に係る主治医意

見書の手数料、介護認定調査業務の委託料など

を計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目趣旨普及費３万６，０００円は、前

年度と同額でありますが、介護保険事業のパン

フレットなどを作成する費用を計上したもので

あります。 

 ５項１目運営協議会費２６万５，０００円は、

前年度対比３万２，０００円の減でありますが、

介護保険事業運営協議会の開催費用を計上した

ものであります。 

 ６項１目計画策定費３５５万円は、前年度対

比皆増でありますが、第８期介護保険事業計画

の策定に要する費用を計上したものであります。 

 ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給

付費１４億５，８１４万円は、前年度対比２，

６１７万２，０００円の増でありますが、在宅

において介護サービスを利用した場合に給付す

るもので、通所介護サービスなどの各種サービ

スの利用者見込みにより計上したものでありま

す。 

 ２目特例居宅介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、緊急やむを得ない

理由で、要介護認定前に居宅介護サービスを利

用した場合の給付費を計上したものであります。 

 ３目地域密着型介護サービス給付費６億８，

０４２万３，０００円は、前年度対比２，０９



－２４８－ 

６万８，０００円の減でありますが、地域密着

型特別養護老人ホームなどの各種サービス見込

みにより計上したものであります。 

 ４目特例地域密着型介護サービス給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に地域密着型介護サービスを利用した場合

の給付費を計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ５目施設介護サービス給付費１２億１，３７

５万６，０００円は、前年度対比２，５６１万

２，０００円の減でありますが、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設などの施設の給付費を

計上したものであります。 

 ６目特例施設介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設介護サービスを利用した場合の給付費を計上

したものであります。 

 ７目居宅介護福祉用具購入費３７８万５，０

００円は、前年度対比３万９，０００円の増で

ありますが、入浴補助用具等の福祉用具の購入

に係る給付費を計上したものであります。 

 ８目居宅介護住宅改修費１，３６６万１，０

００円は、前年度対比３８万３，０００円の増

でありますが、手すりなどの住宅改修に係る給

付費を計上したものであります。 

 ９目居宅介護サービス計画給付費１億７，０

７８万４，０００円は、前年度対比１,１６２

万円の減でありますが、居宅介護支援事業所の

介護サービス計画作成費用に係る給付費を計上

したものであります。 

 １０目特例居宅介護サービス計画給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に居宅介護サービス計画を利用した場合の

給付費を計上したものであります。 

 ２項１目介護予防サービス給付費５，９１６

万２，０００円は、前年度対比１，５４０万８，

０００円の増でありますが、在宅において利用

する介護予防通所リハビリテーションなどの介

護予防サービス給付費を計上したものでありま

す。 

 ２目特例介護予防サービス給付費１０万円は、

前年度と同額でありますが、要支援認定前に介

護予防サービスを利用した場合の給付費を計上

したものであります。 

 ３目地域密着型介護予防サービス給付費１，

５０２万３，０００円は、前年度対比２９７万

円の増でありますが、介護予防小規模多機能型

居宅介護などの給付費を計上したものでありま

す。 

 ４目特例地域密着型介護予防サービス給付費

１０万円は、前年度と同額でありますが、要支

援認定前に地域密着型介護予防サービスを利用

した場合の給付費を計上したものであります。 

 ５目介護予防福祉用具購入費８３万１，００

０円は、前年度対比１万８，０００円の増であ

りますが、入浴補助用具等の福祉用具の購入に

係る給付費を計上したものであります。 

 ６目介護予防住宅改修費５４３万３，０００

円は、前年度対比７万５，０００円の増であり

ますが、手すりなどの住宅改修に係る給付費を

計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ７目介護予防サービス計画給付費１，１５１

万円は、前年度対比２６５万４，０００円の増

でありますが、介護予防支援事業所の介護予防

サービス計画作成費用に係る給付費を計上した

ものであります。 

 ８目特例介護予防サービス計画給付費１０万

円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に介護予防サービス計画を利用した場合の給
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付費を計上したものであります。 

 ３項１目審査支払手数料４１５万円は、前年

度対比２３万円の増でありますが、保険給付費

の請求審査手数料を計上したものであります。 

 ４項１目高額介護サービス費７，１１６万３，

０００円は、前年度対比８６９万１，０００円

の増でありますが、利用者負担額が高額になっ

た場合に支給するサービス費を計上したもので

あります。 

 ２目高額介護予防サービス費２２万円は、前

年度と同額でありますが、要支援の方を対象に

支給する高額サービス費を計上したものであり

ます。 

 ５項１目高額医療合算介護サービス費１，２

８５万８，０００円は、前年度対比４４万８，

０００円の増でありますが、医療と介護の利用

者負担額が高額になった場合に支給するサービ

ス費を計上したものであります。 

 ２目高額医療合算介護予防サービス費２２万

円は、前年度と同額でありますが、要支援の方

を対象に支給する高額医療合算サービス費を計

上したものであります。 

 ６項１目市町村特別給付費１，４３０万円は、

前年度と同額でありますが、紙おむつ支給に係

る経費を計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ７項１目特定入所者介護サービス費１億６，

２０３万１，０００円は、前年度対比８１０万

円の増でありますが、介護老人福祉施設などを

利用した場合の食費及び居住費について、低所

得者の負担軽減を図るため支給するサービス費

を計上したものであります。 

 ２目特例特定入所者介護サービス費５万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設などの食費及び居住費のサービスを利用した

場合に支給するサービス費を計上したものであ

ります。 

 ３目特定入所者介護予防サービス費２５万円

は、前年度と同額でありますが、要支援の方が

短期入所生活介護などを利用した場合の食費等

について、低所得者の負担軽減を図るため支給

するサービス費を計上したものであります。 

 ４目特例特定入所者介護予防サービス費５万

円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に短期入所生活介護などを利用した場合の食

費等について支給するサービス費を計上したも

のであります。 

 ３款基金積立金１項１目介護給付費準備基金

積立金５０万円は、前年度と同額でありますが、

預金利子などを介護給付費準備基金に積み立て

るため計上したものであります。 

 ４款地域支援事業費１項１目介護予防・生活

支援サービス事業費（１号訪問・通所・生活支

援）７，５３６万９，０００円は、前年度対比

４０５万２，０００円の増でありますが、介護

予防・日常生活支援総合事業に係る要支援者及

び事業対象者を対象に訪問型、通所型サービス

などを実施するため、給付費などの事業費を計

上したものであります。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費１，０

３０万７，０００円は、前年度対比２１万５，

０００円の増でありますが、介護予防・日常生

活支援総合事業に係る介護予防ケアプラン作成

相談業務などを地域包括支援センターに委託す

るための委託料として計上したものであります。 

 ２項１目一般介護予防事業費１，９０９万円

は、前年度対比２１５万３，０００円の減であ

りますが、一般高齢者を対象とした転倒予防教

室などのほか、水中ストレッチ運動教室などを

実施するための委託料などの事業費を計上した
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ものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目総合相談事業費１，１７０万２，０

００円は、前年度対比３１万９，０００円の増

でありますが、高齢者の総合的な相談業務に関

する事業を地域包括支援センターに委託する委

託料及びコンピューターの借り上げ料を計上し

たものであります。 

 ２目権利擁護事業費４４０万４，０００円は、

前年度対比２万円の減でありますが、高齢者の

権利擁護に関する事業を地域包括支援センター

に委託する委託料を計上したものであります。 

 ３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業費１，０６６万円は、前年度対比２０万８，

０００円の増でありますが、介護支援専門員な

どに対する個別相談や関係機関との協力支援体

制を確立するための事業を地域包括支援センタ

ーに委託する委託料及び電算システム保守管理

委託料を計上したものであります。 

 ４目任意事業費６６９万４，０００円は、前

年度対比１６万７，０００円の増でありますが、

認知症高齢者等見守り事業、配食サービス事業

などの委託料などを計上したものであります。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費５１万７，

０００円は、前年度対比９万６，０００円の増

でありますが、在宅医療と介護の連携を推進す

るため、関係機関による研修会の開催やパンフ

レットを作成する費用を計上したものでありま

す。 

 ６目生活支援体制整備事業費４３２万９，０

００円は、前年度対比１４９万８，０００円の

増でありますが、高齢者の生活支援の体制整備

に向け生活支援コーディネーターを配置するた

め、社会福祉協議会に支払う委託料などの経費

を計上したものであります。 

 ７目認知症総合支援事業費６７１万５，００

０円は、前年度対比９万１，０００円の増であ

りますが、認知症地域支援推進員や認知症初期

集中支援チームを設置するための委託料等を計

上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ８目地域ケア会議事業費２１万９，０００円

は、前年度対比４万２，０００円の減でありま

すが、サービス利用者の自立に向け、多職種協

働でケアプランの点検、検討を行う自立型地域

ケア会議の開催に係る経費を計上したものであ

ります。 

 ４項１目審査支払手数料４０万円は、前年度

と同額でありますが、地域支援事業費の請求審

査手数料を計上したものであります。 

 ５款公債費１項１目利子２５万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子を計上

したものであります。 

 ６款諸支出金１項１目第１号被保険者保険料

還付金１１０万円は、前年度と同額であります

が、被保険者の資格喪失などに伴う保険料の還

付金を計上したものであります。 

 ２目第１号被保険者還付加算金１万円は、前

年度と同額でありますが、還付に伴う加算金を

計上したものであります。 

 ３目償還金１万円は、前年度と同額でありま

すが、国庫支出金精算返還金を計上したもので

あります。 

 ７款予備費１項１目予備費５３万３，０００

円は、前年度対比２万６，０００円の増であり

ますが、予備費として計上したものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 １７７ページ、１７８ページをお開き願いま

す。 

 １款保険料１項１目第１号被保険者保険料７
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億８，９３２万５，０００円は、前年度対比２，

０４０万１，０００円の減でありますが、第１

号被保険者の保険料所得段階区分見込みにより

計上したものであります 

 １節現年度分特別徴収保険料７億３，８８７

万１，０００円は、第１号被保険者の年金から

特別徴収する見込み額を計上し、２節現年度分

普通徴収保険料４，８９５万４，０００円は、

市が直接徴収する見込み額を、３節滞納繰越分

普通徴収保険料１５０万円は、過年度における

滞納繰越介護保険料の徴収見込額を計上したも

のであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、介護保険

料徴収に係る督促手数料であります。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金７

億３１９万５，０００円は、前年度対比３９６

万円の減でありますが、１節現年度分７億３１

８万５，０００円は、保険給付費に国の負担割

合を乗じた額を計上し、２節過年度分１万円は、

過年度精算分を存目程度計上したものでありま

す。 

 ２項１目調整交付金２億７,１９６万円は、

前年度対比８２０万７，０００円の増でありま

すが、１節現年度分２億７,１９５万円は、保

険給付費の実績見込みにより計上し、２節過年

度分１万円は、過年度精算分を存目程度計上し

たものであります。 

 ２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合事業）２，６３０万１，０００円は、

前年度対比５３万８，０００円の増であります

が、１節現年度分２，６２９万１，０００円は、

介護予防・生活支援サービス事業費及び一般介

護予防事業費に国の負担割合を乗じた額を計上

し、２節過年度分１万円は、過年度精算分を存

目程度計上したものであります。 

 ３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援）１，７４２万７，０

００円は、前年度対比９０万２，０００円の増

でありますが、１節現年度分１，７４１万７，

０００円は、包括的支援事業、任意事業に国の

負担割合を乗じた額を計上し、２節過年度分１

万円は、過年度精算分を存目程度計上したもの

であります。 

 ４目介護保険事業費補助金４９万５，０００

円は、前年度対比皆増でありますが、システム

改修事業費に国の負担割合を乗じた額を計上し

たものであります。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付

金１０億４，８９６万円は、前年度対比１８９

万７，０００円の増でありますが、１節現年度

分１０億４，８９５万円は、保険給付費に第２

号被保険者の負担割合を乗じた額を計上し、２

節過年度分１万円は、過年度精算分を存目程度

計上したものであります。 

 ２目地域支援事業支援交付金２,８４０万４，

０００円は、前年度対比５８万円の増でありま

すが、１節現年度分２，８３９万４，０００円

は、介護予防・生活支援サービス事業費及び一

般介護予防事業費に第２号被保険者の負担割合

を乗じた額を計上し、２節過年度分１万円は、

過年度精算分を存目程度計上したものでありま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 ５款県支出金１項１目介護給付費負担金５億

５，９４５万円は、前年度対比６２５万２，０

００円の増でありますが、１節現年度分５億５,

９４４万円は、保険給付費に県の負担割合を乗

じた額を計上し、２節過年度分１万円は、過年

度精算分を存目程度計上したものであります。 
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 ２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業）１,３１４万５，０００

円は、前年度対比２６万４，０００円の増であ

りますが、介護予防・生活支援サービス事業費

及び一般介護予防事業費に県の負担割合を乗じ

た額を計上したものであります。 

 ２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援）８７０万８，０００

円は、前年度対比４４万６，０００円の増であ

りますが、包括的支援事業・任意事業費に県の

負担割合を乗じた額を計上したものであります。 

 ６款財産収入１項１目利子及び配当金５０万

円は、前年度と同額でありますが、介護給付費

準備基金の利子であります。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金４億８, 

６９３万５，０００円は、前年度対比８８万４，

０００円の増でありますが、１節現年度分４億

８，６９２万５，０００円は、保険給付費に市

の負担割合を乗じた額を計上し、２節過年度分

１万円は、過年度精算分を存目程度計上したも

のであります。 

 ２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生

活支援総合事業）１，３１４万５，０００円は、

前年度対比２６万４，０００円の増であります

が、介護予防・生活支援サービス事業費及び一

般介護予防事業費に市の負担割合を乗じた額を

計上したものであります。 

 ３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援）８７０万８，０００

円は、前年度対比４４万６，０００円の増であ

りますが、包括的支援事業・任意事業費に市の

負担割合を乗じた額を計上したものであります。 

 ４目低所得者保険料軽減繰入金３，８２８万

４，０００円は、前年度対比３，３３６万円の

増でありますが、低所得者保険料軽減に係る繰

入金を計上したものであります。 

 ５目その他の一般会計繰入金８，１５９万６，

０００円は、前年度対比３９４万円の減であり

ますが、職員人件費を含む事務費繰入金を計上

したものであります。 

 ２項１目介護給付費準備基金繰入金３，７３

６万２，０００円は、前年度対比１，８２３万

４，０００円の減でありますが、介護給付費準

備基金からの繰入金を計上したものであります。 

 ８款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金を計上した

ものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ９款諸収入１項１目第１号被保険者延滞金１

万円は、前年度と同額でありますが、保険料に

係る延滞金を存目程度計上したものであります。 

 ２項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 ３項１目第三者納付金１万円は、前年度と同

額でありますが、交通事故等の第三者の行為に

よって生じる納付金を存目程度計上したもので

あります。 

 ２目雑入１万円は、前年度と同額であります

が、他市町村からの介護保険認定調査料などを

存目程度計上したものであります。 

 次に、第２表債務負担行為について御説明申

し上げます。 

 １７２ページをお開き願います。 

 住民情報クラウドシステム等運用業務につき

ましては、令和２年度から令和７年度までの期

間で４，４８０万８，０００円を限度額とする

ものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 
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○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、債務負担行為、一時借入

金及び歳出予算の流用を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。守岡等委員。 

○守岡 等委員 まず、保険給付費と計画策定

費にかかわって特別養護老人ホームの問題につ

いてお尋ねします。 

 この間の特別養護老人ホームの入所申込者数、

いわゆる待機者数を調べてみましたけれども、

平成３１年４月時点の調査ですけれども、これ

によると、本市は平成２８年時に比べて２１人

増加して２５６人になっているということでし

た。１３市で見ると、この待機者がふえている

のは、山形市、酒田市、村山市、尾花沢市、南

陽市で、やはりほかの市では地域密着型や広域

型の特別養護老人ホームを整備しまして、この

３年間で特養を整備していないのは米沢市、上

山市、長井市、尾花沢市ということで、米沢は

過去に整備済みで待機者は減っているというこ

とですので、実質本市も含めた３つの市が特養

が未整備で待機者がふえているという、こうい

う構造になっているようです。 

 そこでお尋ねしたいのは、待機者２５６人の

うち、要介護３以上が１９５人ということなん

ですけれども、在宅で待機している緊急性のあ

る方は、このうちどれぐらいいらっしゃるので

しょうか。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 緊急性の定義という

のはなかなか難しく人数把握は困難ではござい

ますが、入院の必要性を点数化しておりまして、

その点数の高い方が先着順ではなく優先して入

所されているというふうに認識をしております。 

○棚井裕一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 そういう在宅にいらっしゃる

方というのは、数字はわからないですか。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 在宅とか、老健施設

とか、そこら辺の内訳については把握はしてお

りません。 

○棚井裕一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 とにかく特養というのは、な

かなか申し込んでも入れない、３年待ちという

ような感じですけれども、ぜひ次の計画のとこ

ろでは介護保険事業計画では、やっぱり施設整

備というのを図っていく必要があるのではない

かと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 次期第８期の計画に

おきましては、現時点で特別養護老人ホームが

２０床増床する見込みがございます。その他の

施設整備につきましても、住民ニーズ、あと現

状等を踏まえた計画を策定していく必要がある

と思っております。総合的な判断のもとに事業

者に働きかけてまいりたいと思います。 

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 私は、介護認定審査会の件で

お伺いいたします。 

 先週の土曜日の全国紙の１面に介護認定審査

会の全国一律の判定が崩れているという特集記

事がございました。この抽出した市区町村は８

９２で、そのうち、ゼロというのが若干あった

んですけれども、９９％の自治体が１次審査か

ら２次審査に至る過程の中で介護度をいじって

いるんですね。これですと、住んでいる市区町

村によって受けられるサービスが違ってくると

いう現象が起きるわけでありまして、まず伺い

たいのは、本市では１次から２次の段階で、い

わゆる２次の審査会でどの程度変更しているの
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か。 

 そして、独自基準というものをこの記事では

ついているんです。例えば末期がん患者だと、

一律に要介護５に扱うとかという自治体もある。

あるいは家族の同居者がいると、介護度を下げ

るという自治体もあるというふうに指摘をして

いるわけですね。だから、同居人がいるいない

によって介護度が変わるのかと。介護度は普通

変えなくて、緊急性の度合いについては変わる

ことはあっても介護度をいじるという操作をし

ている自治体もあると。この要介護度が下がる

と交付金が来るというふうな、そういうふうな

インセンティブの中で意図的に下げている自治

体もあるやに聞いておりますので、まず本市の

実態、２次審査における変更の割合、そして、

独自基準があるのかどうか伺います。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 平成３０年度の実績

でございますが、１次判定から２次判定によっ

て変わった割合は７．１％でございます。 

 なお、本市では独自基準はございません。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 ７．１という数字は私も納得

できる数字であります。 

 先ほどの新聞の調査によりますと、平均が９．

７％ということでありましたからそれより下が

っているわけですね。 

 それで、コンピューターで判定する１次判定

から専門家の意見を聞いて決める２次判定にお

いて重要視されるのが特記事項なんですよね。

この特記事項というのは、極めて恣意的なとこ

ろもありまして、審査会でドクターの意見など

を強く反映されると私は見ているんですが、特

定の人の意見によって流されると、体制が流れ

ていくということはございませんか。 

○棚井裕一委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 認定基準については、

あくまで介護に要する時間が基準でありまして、

例えばそこの特記事項、委員がおっしゃられた

特記事項の中に、例えばたまに徘回が見られる

とか、もしそういった記載があれば、専門家の

皆さんの審査委員の客観的な意見を聞いてその

時間にどう反映させるかというものを審査して

いると思います。特にドクターだけの意見に流

されるということはないと思っております。 

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 わかりました。ぜひ、合議制

で成立するものだと思っておりますから、その

ように今後もお願いをしたいと思います。 

 ということで、交付金狙いで介護度を下げて

いる自治体があるということですけれども、そ

んなことも一切ないということで自信を持って

いいわけですね、これは。はい、わかりました。 

○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〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第１０号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１０号令和２年度上山市介護保険特別会

計予算は、原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。 

〔「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。 

 よって、議第１０号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 
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       槽事業特別会計予算 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第１１号令和２年

度上山市浄化槽事業特別会計予算を議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１１号令和２年度上山市浄化槽事業特別会計

予算について御説明申し上げます。 

 １９７ページをお開き願います。 

 令和２年度上山市の浄化槽事業特別会計の予

算は、次に定めるところによるものであります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１，８６０万円と定める

ものであります。 

 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。 

 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、２０６ページ、

２０７ページをお開き願います。 

 １款浄化槽事業費１項１目浄化槽管理費１，

２９７万６，０００円は、前年度対比１４５万

４，０００円の増でありますが、市管理浄化槽

の修繕費、保守点検や清掃に係る委託料などを

計上するものであります。 

 ２款公債費１項１目元金３８７万２，０００

円は、前年度対比８万２，０００円の増であり

ますが、市債の償還元金を計上するものであり

ます。 

 ２目利子１５８万８，０００円は、前年度対

比８万２，０００円の減でありますが、市債の

利子を計上するものであります。 

 ３款予備費１項１目予備費１６万４，０００

円は、前年度対比５万４，０００円の減を計上

するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

２０４ページ、２０５ページにお戻り願います。 

 １款使用料及び手数料１項１目浄化槽使用料

９５１万円は、前年度対比３０万円の増であり

ますが、浄化槽使用料を計上するものでありま

す。 

 ２項１目督促手数料３，０００円は、前年度

対比７，０００円の減でありますが、督促に係

る手数料を計上したものであります。 

 ２款繰入金１項１目繰入金９０６万７，００

０円は、前年度対比１１０万７，０００円の増

でありますが、一般会計繰入金を計上するもの

であります。 

 ３款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額で、存目程度を計上したものであります。 

 ４款諸収入１項１目市預金利子１万円は、前

年度と同額で、存目程度を計上するものであり

ます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第１１号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１１号令和２年度上山市浄化槽事業特別

会計予算は、原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。 

〔「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。 

 よって、議第１１号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 
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       高齢者医療特別会計予 

       算 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第１２号令和２年

度上山市後期高齢者医療特別会計予算を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕 

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、議

第１２号令和２年度上山市後期高齢者医療特別

会計予算について御説明申し上げます。 

 予算書の２０８ページをお開き願います。 

 令和２年度上山市の後期高齢者医療特別会計

の予算は、次に定めるところによるものであり

ます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ４億６，３００万円と定

めるものであります。 

 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。 

 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と

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債

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

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。 

 歳出から御説明いたしますので、２２０ペー

ジ、２２１ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費３１８万８，

０００円は、前年度対比２万５，０００円の増

でありますが、被保険者証の郵送料、コンピュ

ーターシステムの保守業務委託料などの管理経

費を計上したものであります。 

 ２項１目徴収費１９４万８，０００円は、前

年度対比３万２，０００円の増でありますが、

保険料通知書の郵送料、使用料及び賃借料を計

上したものであります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金４億５，４０８

万１，０００円は、前年度対比３，０６０万２，

０００円の増でありますが、保険料等負担金な

どの納付金を計上したものであります。 

 ３款公債費１項１目利子１０万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子を計上

したものであります。 

 ４款諸支出金１項１目還付加算金１万円は、

前年度と同額でありますが、保険料の還付加算

金を計上したものであります。 

 ２目過誤納還付金１００万円は、前年度と同

額でありますが、過年度に納付された保険料の

還付金を計上したものであります。 

 ５款予備費１項１目予備費２６７万３，００
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０円は、前年度対比３４万１，０００円の増で

ありますが、予備費として計上したものであり

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ２１６ページ、２１７ページをお開き願いま

す。 

 １款後期高齢者医療保険料１項１目特別徴収

保険料２億７，０７３万円は、前年度対比１，

９６８万２，０００円の増でありますが、被保

険者数及び軽減措置等を勘案して計上したもの

であります。 

 ２目普通徴収保険料６，７８７万円は、前年

度対比６７６万５，０００円の増でありますが、

１節現年度分６，７４１万５，０００円は、普

通徴収者の軽減措置等を勘案して計上し、２節

滞納繰越分４５万５，０００円は、収納見込み

額を計上したものであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、後期高齢

者医療保険料の徴収に係る督促手数料を計上し

たものであります。 

 ３款繰入金１項１目事務費繰入金１，８２３

万７，０００円は、前年度対比１９万４，００

０円の増でありますが、広域連合の事務費負担

に係る繰入金を計上したものであります。 

 ２目保険基盤安定繰入金９，７２３万４，０

００円は、前年度対比３９６万１，０００円の

増でありますが、保険料の軽減措置に対する繰

入金として計上したものであります。 

 ３目その他繰入金８３１万９，０００円は、

前年度対比３９万８，０００円の増であります

が、一般管理費及び徴収費等の経費に対する繰

入金として計上したものであります。 

 ４款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金を計上した

ものであります。 

 ５款諸収入１項１目延滞金１万円は、前年度

と同額でありますが、保険料に係る延滞金を存

目程度計上したものであります。 

 ２項１目還付加算金１万円は、前年度と同額

でありますが、広域連合からの還付加算金を計

上したものであります。 

 ２目保険料還付金５０万円は、前年度と同額

でありますが、広域連合からの保険料還付金を

計上したものであります。 

 ３項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目雑入２万円は、前年度と同額であり

ますが、広域連合の事務費負担金に係る決算剰

余金等を計上したものであります。 

 次に、第２表債務負担行為について御説明申

し上げます。 

 ２１１ページをお開き願います。 

 住民情報クラウドシステム等運用業務につき

ましては、令和２年度から令和７年度までの期

間で１，１８８万円を限度額とするものであり

ます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、債務負担行為及び一時借

入金を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第１２号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 
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 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１２号令和２年度上山市後期高齢者医療

特別会計予算は、原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。 

〔「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。 

 よって、議第１２号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 
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 議第１３号 令和２年度上山市産業 

       団地整備事業特別会計 

       予算 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第１３号令和２年

度上山市産業団地整備事業特別会計予算を議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。商工課長。 

〔鈴木英夫商工課長 登壇〕 

○鈴木英夫商工課長 命によりまして、議第１

３号令和２年度上山市産業団地整備事業特別会

計予算について御説明申し上げますので、予算

書の２２４ページをお開き願います。 

 令和２年度上山市の産業団地整備事業特別会

計の予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１億３,５００万円と定

めるものであります。 

 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。 

 地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第２表地方債」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

最高額は、１億３,０００万円と定めるもので

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、事項別明細書によ

り御説明申し上げます。 

 歳出から御説明申し上げますので、２３４ペ

ージ、２３５ページをお開き願います。 

 １款産業団地整備事業費１項１目産業団地整

備事業費１億２，８１０万円は、前年度対比３

億３，４１５万円の減でありますが、令和元年

度に用地を取得した約３．１ヘクタールに係る

整備事業費として、開発許可申請時に必要な県

証紙代、工事監督支援業務委託料、産業団地の

確定測量、分筆、合筆等業務委託料、造成等に

係る工事請負費、水道布設等工事負担金を計上

するものであります。 

 ２款公債費１項１目利子５４５万円は、前年

度対比３５０万円の増でありますが、市債及び

一時借入金利子を計上するものであります。 

 ３款予備費１項１目予備費１４５万円は、前

年度対比４３５万円の減でありますが、予備費

として計上するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻りまして、２３２ページ、２３３ページ

をお開き願います。 

 １款繰入金１項１目一般会計繰入金７００万

円は、前年度対比３，０３０万円の減でありま

すが、起債対象外経費などに充てる財源を計上
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するものであります。 

 ２款市債１項１目産業団地整備事業債１億２，

８００万円は、前年度対比２億７，３００万円

の減でありますが、起債対象外経費を除き１０

０％充当することとして計上するものでありま

す。 

 最後に、第２表地方債について御説明申し上

げますので、前に戻りまして２２７ページをお

開き願います。 

 第２表地方債でありますが、起債の目的は産

業団地整備事業で、限度額は１億２，８００万

円とするものであります。 

 起債の方法につきましては、普通貸借又は証

券発行によるものとし、利率につきましては、

借入先との協定によるものであります。ただし、

利率見直し方式で借り入れる資金について、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し

後の利率とするものであります。 

 償還の方法につきましては、借入先の融資条

件によるものとし、ただし、財政上の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償

還もしくは低利に借換えすることができるとす

るものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、地方債及び一時借入金を

一括して行います。 

 質疑、発言を許します。谷江正照委員。 

○谷江正照委員 産業団地内に整備中の調整池

についてお伺いいたします。 

 本来、雨水等をためる調整池でありますが、

現在つくっている最中に地下水のしみ出しが確

認されているというふうに聞いております。そ

の地下水のしみ出しは、ためるべきものに水が

しみ出してきているわけですからちょっと懸念

があるやに感じるところでありますが、現状、

今、どのようになっていますでしょうか。 

○棚井裕一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 調整池の関係でござ

いますが、現在、調査と詳細設計を行っている

段階でございます。これから詳細設計ができ次

第、工事のほうに移って必要な対策を講じてい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 この地下水のしみ出しですけ

れども、地盤の液状化ですとか、そういった懸

念があるような大きなものになるのかどうか、

そういった見立てはその調査で進むのかどうか

もお知らせいただければと思います。 

○棚井裕一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 調整池につきまして

は、しみ出しを抑えることによって安定した調

整池となるような設計になるように考えており

ます。 

○棚井裕一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 補足してお答えいたしま

す。調整池の関係もございますので、産業団地

の分譲地の部分におきましても３カ所、１街区、

２街区、３街区、それぞれ１カ所ずつ現在、地

下水の調査を行っているところでございます。 

○棚井裕一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 調査を行っているということ

で安心いたしました。大切な産業団地でござい

ますので、よりよい誘致に向けて鋭意頑張って

いただきたいと思います。 

 あと、このしみ出しているということが関連

してですけれども、工業団地としての地下水利

用に結びつくような有効利用ができるようなも
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のであるのかどうか、もしそういったところが

わかればお示しください。 

○棚井裕一委員長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 先ほど申し上げましたよ

うに、今、水量とか流速とか、そういったもの

について調査をしておりますが、果たしてどの

くらいのものが出てくるかということにつきま

しては、なかなかこれは見通せない部分があり

ますので、もちろん、利用していただいても構

いませんけれども、その辺の確たるような今の

情報は持っておりません。 

○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〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第１３号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１３号令和２年度上山市産業団地整備事

業特別会計予算は、原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。 

〔「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。 

 よって、議第１３号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１０時５８分 休 憩 

                  

    午前１１時０８分 開 議 

○棚井裕一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

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

 議第１４号 令和２年度上山市水道 

       事業会計予算 

 

○棚井裕一委員長 次に、議第１４号令和２年

度上山市水道事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１４号令和２年度上山市水道事業会計予算に

ついて御説明申し上げますので、予算書をお開

き願います。 

 総則、第１条、令和２年度上山市水道事業会

計の予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次

のとおりとするものであります。第１号、給水

戸数１万６００戸、第２号、年間給水量３６５

万立方メートル、第３号、１日平均給水量１万

立方メートル、第４号、主な建設改良事業、配

水管布設替工事等。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 

 収入、第１款水道事業収益を８億９００万円

とするものであります。内訳は、第１項営業収

益７億４，５９７万円、第２項営業外収益６，

３００万円などであります。 

 支出、第１款水道事業費用を７億９，２００

万円とするものであります。内訳は、第１項営

業費用７億５，３４０万円、第２項営業外費用

３，８２０万円などであります。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 
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 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２億３，３００万円は、過年度分損益

勘定留保資金１億６，７２０万円、当年度分損

益勘定留保資金３，５８０万円、減債積立金３，

０００万円で補塡するものであります。 

 収入、第１款資本的収入は１億８，１００万

円とするものであります。内訳は、第１項企業

債６，０００万円、第３項他会計負担金１，５

９２万１，０００円、第４項工事負担金７，４

５０万円などであります。 

 次のページをごらん願います。 

 支出、第１款資本的支出は４億１，４００万

円とするものであります。内訳は、第１項建設

改良費３億４，４７９万４，０００円、第２項

企業債償還金６，９２０万６，０００円であり

ます。 

 債務負担行為、第５条、債務負担行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定めるものであります。 

 水道事業子育て世帯補助金は、令和３年度か

ら令和７年度の期間で、令和３年１月から補助

終了月までの間に支払う水道料金の２分の１相

当額の累計額を限度額とするものであります。 

 企業債、第６条、起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定めるものであります。 

 起債の目的は上水道事業で、限度額を６，０

００万円とし、起債の方法につきましては普通

貸借又は証券発行で、利率につきましては借入

先との協定によるものであります。ただし、利

率見直し方式で借り入れる資金について、利率

の見直しを行った後においては、当該見直し後

の利率とするものであります。 

 償還の方法につきましては、借入先の融資条

件によるものであります。ただし、財政上の都

合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は

繰上償還もしくは低利に借換えすることができ

るとするものであります。 

 一時借入金、第７条、一時借入金の限度額は、

２億円と定めるものであります。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、第８条、

予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定めるものであり

ます。 

 第１号、営業費用と営業外費用の間、第２号、

建設改良費と企業債償還金の間とするものであ

ります。 

 議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費、第９条、次に掲げる経費については、

その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならな

いとするものであります。 

 第１号、職員給与費７，３７６万９，０００

円、第２号、交際費２万円であります。 

 たな卸資産購入限度額、第１０条、たな卸資

産の購入限度額は１，０００万円と定めるもの

であります。 

 次は実施計画でありますが、重複説明を避け

るため実施計画明細書で御説明申し上げますの

で、１６、１７ページをお開き願います。 

 初めに、収益的収入及び支出の収入について

御説明申し上げます。 

 １款水道事業収益８億９００万円は、前年度

対比１，４００万円の減を予定するものであり

ます 

 １項営業収益７億４，５９７万円は、前年度

対比１，４２５万円の減を予定するものであり

ます。 

 １目給水収益７億１，３９０万円は、前年度
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対比１，４１６万円の減でありますが、水道料

金を計上するものであります。 

 ２目一般会計負担金１，４１８万７，０００

円は、前年度対比９万４，０００円の減であり

ますが、消火栓維持管理負担金などを計上する

ものであります。 

 ３目受託工事収益１万円は、存目程度を計上

するものであります。 

 ４目その他営業収益３２７万３，０００円は、

前年度対比４，０００円の増でありますが、給

水装置工事に係る検査や開閉栓などの手数料を

計上するものであります。 

 ５目受託金１，４６０万円は、前年度と同額

でありますが、下水道使用料徴収事務受託金を

計上するものであります。 

 ２項営業外収益６，３００万円は、前年度対

比２５万円の増であります。 

 １目受取利息及び配当金２５万円は５万円の

減でありますが、預金利息を計上するものであ

ります。 

 ２目長期前受金戻入６，２６３万８，０００

円は、前年度対比２９万８，０００円の増であ

りますが、固定資産の減価償却費に対する戻入

額を計上するものであります。 

 ３目雑収益１１万２，０００円は、前年度対

比２，０００円の増でありますが、存目程度を

計上するものであります。 

 ３項特別利益３万円は、前年度と同額であり

ます。 

 １目固定資産売却益１万円、２目過年度損益

修正益１万円、３目その他特別利益１万円は、

存目程度を計上するものであります。 

 １８、１９ページをお開き願います。 

 支出について御説明申し上げます。 

 １款水道事業費用７億９，２００万円は、前

年度対比１，２００万円の減を予定するもので

あります。 

 １項営業費用７億５，３４０万円は、前年度

対比１，２８０万円の減を予定するものであり

ます。 

 １目原水及び浄水費３億５，０７０万４，０

００円は、前年度対比１２１万８，０００円の

増でありますが、各施設の修繕費、ポンプなど

の動力費、設備管理委託料、受水費などのほか、

職員人件費を計上するものであります。 

 ２目配水及び給水費８，３３０万４，０００

円は、前年度対比７２万１，０００円の減であ

りますが、漏水の修繕費、調査業務委託料など

のほか、職員人件費を計上するものであります。 

 ３目受託工事費１３万円は、前年度と同額を

計上するものであります。 

 ２０ページ、２１ページをお開き願います。 

 ４目総係費５，８５０万５，０００円は、前

年度対比６１１万８，０００円の減であります

が、通信運搬費、金融機関取扱手数料、貸倒引

当金繰入額、検針業務委託料、子育て世帯補助

金などのほか、職員人件費を計上するものであ

ります。 

 ５目減価償却費２億５，８４８万６，０００

円は、前年度対比２７６万４，０００円の減で

ありますが、建物などの減価償却費を計上する

ものであります。 

 ６目資産減耗費１９０万円は、前年度対比４

４０万円の減でありますが、固定資産除却費な

どを計上するものであります。 

 ７目その他営業費用３７万１，０００円は、

前年度対比１万５，０００円の減でありますが、

材料売却原価などを計上するものであります。 

 ２項営業外費用３，８２０万円は、前年度対

比８０万円の増を予定するものであります。 
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 １目支払利息２，６４７万８，０００円は、

前年度対比５１万９，０００円の減であります

が、企業債利息などを計上するものであります。 

 ２目消費税１，１４０万円は、前年度対比１

４０万円の増を計上するものであります。 

 ２２、２３ページをお開き願います。 

 ３目雑支出３２万２，０００円は、前年度対

比８万１，０００円の減を計上するものであり

ます。 

 ３項特別損失１目貸倒損失１万円は、前年度

と同額を予定するものであります。 

 ４項１目予備費３９万円は、前年度と同額を

予定するものであります。 

 ２４、２５ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入について御説明申

し上げます。 

 １款資本的収入１億８，１００万円は、前年

度対比４，６００万円の増を予定するものであ

ります。 

 １項１目企業債６，０００万円は、前年度と

同額でありますが、建設改良に充てる借入金を

計上するものであります。 

 ２項１目加入金１９６万９，０００円は、前

年度対比１６万４，０００円の減でありますが、

給水装置新設等加入金を計上するものでありま

す。 

 ３項１目他会計負担金１，５９２万１，００

０円は、前年度対比６万４，０００円の増であ

りますが、消火栓更新負担金などを計上するも

のであります。 

 ４項１目工事負担金７，４５０万円は、前年

度対比２，７５０万円の増でありますが、配水

管の新設や移設に係る工事負担金を計上するも

のであります。 

 ５項１目固定資産売却代金１万円は、前年度

と同額で、存目程度を計上するものであります。 

 ６項１目国庫補助金２，８６０万円は、前年

度対比１，８６０万円の増でありますが、生活

基盤施設耐震化等交付金を計上するものであり

ます。 

 支出について御説明申し上げます。 

 １款資本的支出４億１，４００万円は、前年

度対比１，６００万円の増を予定するものであ

ります。 

 １項建設改良費３億４，４７９万４，０００

円は、前年度対比１，１４８万円の増を予定す

るものであります。 

 １目配水管布設費３億３，８２９万円は、前

年度対比８２３万円の増でありますが、設計業

務委託料、配水管布設替工事費などを計上する

ものであります。 

 ２目固定資産購入費５５万円は、前年度対比

３０万４，０００円の減でありますが、給水タ

ンク購入費を計上するものであります。 

 ３目リース債務支払額５９５万４，０００円

は、前年度対比３５５万４，０００円の増であ

りますが、リース料元本支払額を計上するもの

であります。 

 ２項１目企業債償還金６，９２０万６，００

０円は、前年度対比４５２万円の増であります

が、企業債元金償還額を計上するものでありま

す。 

 次に、５ページにお戻り願います。 

 令和２年度上山市水道事業会計予定キャッシ

ュ・フロー計算書について御説明申し上げます。 

 １、業務活動によるキャッシュ・フローは、

当年度純利益からその他流動負債の増減額まで

の小計２億６９２万円に、利息及び配当金の受

取額、利息の支払い額を増減し、１億８，０６

０万１，０００円とするものであります。 
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 ２、投資活動によるキャッシュ・フローは、

有形固定資産の取得による支出から、国庫補助

金等による収入までを合計し、マイナス１億９，

８０２万７，０００円とするものであります。 

 ３、財務活動によるキャッシュ・フローは、

一時借入れによる収入からリース料の元本支払

額までを合計し、マイナス１，５４６万１，０

００円とするものであります。 

 結果、資金の減少額が３，２８８万７，００

０円となり、資金の期首残高５億５，２１１万

円を加え、資金の期末残高は５億１，９２２万

３，０００円とするものであります。 

 次に、１０ページをお開き願います。 

 令和２年度上山市水道事業予定貸借対照表に

ついて御説明申し上げます。 

 資産の部でありますが、１固定資産について

は、（１）有形固定資産のイ土地からヌ建設仮

勘定までの合計４９億４，６４９万３，０００

円に、（２）無形固定資産の合計１１８万２，

０００円を加え、固定資産合計を４９億４，７

６７万５，０００円とするものであります。 

 ２流動資産は、（１）現金預金から（３）貯

蔵品までを合計し、流動資産合計を６億４，４

８５万１，０００円とするものであります。 

 資産合計は５５億９，２５２万６，０００円

とするものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 負債の部でありますが、３固定負債は、

（１）企業債と（２）リース債務を合計し、１

６億３，９９７万８，０００円とするものであ

ります。 

 ４流動負債は、（１）企業債から（５）預り

金までを合計し、１億７，２７６万２，０００

円と予定するものであります。 

 ５繰延収益は、（１）長期前受金と（２）長

期前受金収益化累計額を合計し、１１億２，９

９４万３，０００円と予定し、負債合計は２９

億４，２６８万３，０００円とするものであり

ます。 

 資本の部でありますが、６資本金は、（１）

自己資本金で合計を２１億９，３１９万６，０

００円とするものであります。 

 ７剰余金は、（１）資本剰余金は、イ受贈財

産評価額からハ国庫補助金までを合計し５９５

万３，０００円とするものであります。（２）

利益剰余金は、イ減債積立金からハ当年度未処

分利益剰余金までを合計し４億５，０６９万４，

０００円とするものであります。剰余金合計を

４億５，６６４万７，０００円と予定するもの

であります。 

 資本合計は２６億４，９８４万３，０００円

となり、負債・資本合計を５５億９，２５２万

６，０００円とするものであります。 

 なお、６ページからの給与費明細書などの説

明につきましては説明を省略させていただきま

すので、御参照いただきたいと存じます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、全部を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第１４号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 
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 議第１４号令和２年度上山市水道事業会計予

算は、原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。 

〔「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。 

 よって、議第１４号議案は原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 

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

 議第１５号 令和２年度上山市下水 

       道事業会計予算 

 

○棚井裕一委員長 最後に、議第１５号令和２

年度上山市下水道事業会計予算を議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１５号令和２年度上山市公共下水道事業会計

予算について御説明申し上げますので、予算書

をお開き願います。 

 総則、第１条、令和２年度上山市下水道事業

会計の予算は、次に定めるところによるもので

あります。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次

のとおりとするものであります。 

 第１号、計画人口２万２，４７０人、第２号、

主な建設改良事業、汚水管路布設工事等。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 

 収入の第１款、下水道事業収益を１０億１，

５００万円とするものであります。内訳は、第

１項営業収益６億８４５万９，０００円、第２

項営業外収益４億６５４万１，０００円であり

ます。 

 支出の第１款下水道事業費用を１０億１，１

００万円とするものであります。内訳は、第１

項営業費用８億９，９２６万４，０００円、第

２項営業外費用１億７３８万７，０００円など

であります。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。なお、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２億４００万円は、当年度分

損益勘定留保資金２億４００万円で補塡するも

のであります。 

 収入の第１款資本的収入は１０億８，３００

万円とするものであります。内訳は、第１項企

業債７億４，２９０万円、第２項補助金２億８，

４９０万円などであります。 

 支出の第１款資本的支出は１２億８，７００

万円とするものであります。内訳は、第１項建

設改良費８億９，９１８万９，０００円、第３

項企業債償還金３億８，３０１万７，０００円

などであります。 

 特例的収入及び支出、第４条の２、地方公営

企業法施行令第４条第４項の規定により、当該

事業年度に属する債権及び債務として整理する

未収金及び未払い金の金額は、それぞれ１億２

６６万６，０００円及び２億２，３６３万円と

するものであります。 

 次のページをごらん願います。 

 債務負担行為、第５条、債務負担行為をする

ことができる事項、期間、限度額は次のとおり

と定めるものであります。 

 下水道事業子育て世帯補助金は、令和３年度

から令和７年度の期間で、令和３年１月から補

助終了月までの間に支払う下水道使用料の２分

の１相当額の累計額を限度額とするものであり
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ます。 

 排水設備等設置改造資金利子補給は、令和３

年度から令和７年度の期間で、融資総額１，０

００万円の融資残高に対し、基準日における長

期プライムレートに０．２％を加えた利率以内

の割合で計算した額を限度額とするものであり

ます。 

 企業債、第６条、起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定めるものであります。起債の目的は、公共下

水道事業で、限度額を７億４，２９０万円とし、

起債の方法は普通貸借又は証券発行で、利率は

借入先との協定によるものであります。ただし、

利率見直し方式で借り入れる資金について、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し

後の利率とするものであります。償還の方法は、

借入先の融資条件によるものであります。ただ

し、財政上の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え

することができるとするものであります。 

 一時借入金、第７条、一時借入金の限度額は

１０億円と定めるものであります。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、第８条、

予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定めるものであり

ます。 

 第１号、営業費用と営業外費用の間とするも

のであります。 

 議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費、第９条、次に掲げる経費については、

その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならな

いとするものであります。 

 第１号、職員給与費３，４００万５，０００

円であります。 

 次は、実施計画でありますが、重複を避ける

ため実施計画明細書で御説明申し上げますので、

１５、１６ページをお開き願います。 

 上山市下水道事業会計予算は、令和２年度か

らであることから、説明に当たりましては、前

年度との比較増減がありませんので御了解くだ

さるようお願いいたします。 

 初めに、収益的収入及び支出の収入について

御説明申し上げます。 

 １款下水道事業収益は１０億１，５００万円

を予定するものであります。 

 １項営業収益は６億８４５万９，０００円を

予定するものであります。 

 １目下水道使用料５億９７９万円は、下水道

使用料を計上したものであります。 

 ２目他会計負担金９，６６６万円は、雨水処

理経費の繰入金を計上するものであります。 

 ３目補助金２００万円は、社会資本整備総合

交付金を計上するものであります。 

 ４目その他営業収益９，０００円は存目程度

を計上するものであります。 

 ２項営業外収益４億６５４万１，０００円を

予定するものであります。 

 １目受取利息及び配当金１，０００円は存目

程度を計上するものであります。 

 ２目他会計負担金１億２，０９０万９，００

０円は、分流式下水道費用の繰入金を計上する

ものであります。 

 ３目長期前受金戻入２億８，５６３万円は、

固定資産減価償却費に対する戻入額を計上する

ものであります。 

 ４目雑収益１，０００円は、存目程度を計上

するものであります。 

 １７、１８ページをお開き願います。 
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 支出について御説明申し上げます。 

 １款下水道事業費用は１０億１，１００万円

を予定するものであります。 

 １項営業費用は８億９，９２６万４，０００

円を予定するものであります。 

 １目管渠費３，６９５万円は、各施設の修繕

費、管理委託料などを計上するものであります。 

 ２目処理場費２億６２１万２，０００円は、

浄水センター指定管理料などを計上するもので

あります。 

 ３目流域下水道管理費１６万８，０００円は、

維持管理負担金を計上するものであります。 

 ４目総係費６，０３５万９，０００円は、燃

料費、印刷費、徴収委託料、補助金などのほか、

職員人件費を計上するものであります。 

 ５目減価償却費５億９，５５７万５，０００

円は、固定資産の減価償却費を計上するもので

あります。 

 ２項営業外費用は１億７３８万７，０００円

を予定するものであります。 

 １目支払い利息８，２３７万７，０００円は、

企業債利息などを計上するものであります。 

 ２目消費税２，５００万円は、消費税及び地

方消費税を計上するものであります。 

 ３目雑支出１万円は、存目程度を計上するも

のであります。 

 １９、２０ページをお開き願います。 

 ３項特別損失は３３７万１，０００円を予定

するものであります。 

 １目賞与引当金繰入額３３６万１，０００円

は、期末勤勉手当相当額を計上するものであり

ます。 

 ２目貸倒引当金繰入額１万円は、存目程度を

計上するものであります。 

 ４項１目予備費は９７万８，０００円を予定

するものであります。 

 ２１ページ、２２ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。 

 初めに、収入について御説明申し上げます。 

 １款資本的収入は１０億８，３００万円を予

定するものであります。 

 １項企業債１目下水道事業債７億４，２９０

万円は、公共下水道事業債及び流域下水道事業

債を計上するものであります。 

 ２項補助金１目国庫補助金２億８，４９０万

円は、社会資本整備総合交付金を計上するもの

であります。 

 ３項負担金は５，５２０万円を予定するもの

であります。 

 １目受益者負担金７６１万５，０００円は、

受益者負担金を計上するものであります。 

 ２目他会計負担金４，７５８万５，０００円

は、一般会計負担金を計上するものであります。 

 支出について御説明申し上げます。 

 １款資本的支出は１２億８，７００万円を予

定するものであります。 

 １項建設改良費は８億９，９１８万９，００

０円を予定するものであります。 

 １目管渠建設改良費６億６，３９１万２，０

００円は、設計業務委託料、管路整備工事費な

どを計上するものであります。 

 ２目処理場建設改良費２億３，４４０万円は、

浄水センターに係る工事委託料や改修工事費な

どを計上するものであります。 

 ３目流域下水道建設費負担金８７万７，００

０円は、流域下水道事業の負担金を計上するも

のであります。 

 ２項固定資産購入費１目有形固定資産購入費

３６０万円は、非常用発電機を計上するもので
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あります。 

 ３項企業債償還金１目企業債償還金３億８，

３０１万７，０００円は、元金償還金を計上す

るものであります。 

 ４項１目予備費は１１９万４，０００円を予

定するものであります。 

 次に、令和２年度上山市下水道事業会計予定

キャッシュ・フロー計算書について御説明申し

上げますので、５ページにお戻り願います。 

 １業務活動によるキャッシュ・フローは、当

年度純利益からその他までの小計３億４，５９

３万５，０００円に利息及び配当金の受取額、

利息の支払額を増減し、２億６，３５５万９，

０００円と予定するものであります。 

 ２投資活動によるキャッシュ・フローは、有

形固定資産の取得による支出から一般会計から

の繰入金による収入までを合計し、マイナス４

億３，８７３万２，０００円と予定するもので

あります。 

 ３財務活動によるキャッシュ・フローは、建

設改良費等の財源に充てるための企業債による

収入と償還による支出を増減し、３億５，９８

８万３，０００円と予定するものであります。 

 結果、資金増加額が１億８，４７１万円とな

り、資金期首残高１億２，０９６万４，０００

円を加え、資金期末残高を３億５６７万４，０

００円と予定するものであります。 

 次に、令和２年度上山市下水道事業予定貸借

対照表について御説明申し上げますので、１０

ページをお開き願います。 

 初めに、資産の部でありますが、１固定資産

は、（１）有形固定資産のイ土地からヘ建設仮

勘定までの合計１３６億２，３２０万６，００

０円に、（２）無形固定資産のイ施設利用権と

ロのソフトウエアの合計５，２８６万３，００

０円を加え、固定資産合計を１３６億７，６０

６万９，０００円とするものであります。 

 ２流動資産は、（１）現金預金から貸倒引当

金までを合計し、流動資産合計を３億５，０６

２万２，０００円とするものであります。 

 資産合計は１４０億２，６６９万１，０００

円とするものであります。 

 １１ページをお開き願います。 

 負債の部でありますが、３固定負債は、

（１）企業債で合計を５９億９，６６８万４，

０００円とするものであります。 

 ４流動負債は、（１）企業債から（３）引当

金までを合計し、５億７，６４５万４，０００

円とするものであります。 

 ５繰延収益は、（１）長期前受金と（２）長

期前受金収益化累計額を合計し、６０億２４０

万８，０００円とし、負債合計は１２５億７，

５５４万６，０００円とするものであります。 

 次に、資本の部でありますが、６資本金は、

（１）自己資本金で合計を１２億３，１９４万

７，０００円とするものであります。 

 ７剰余金では、（１）資本剰余金のイ受贈財

産評価額からハ負担金等までを合計した２億３，

５４４万３，０００円に、（２）利益剰余金の

イ当年度未処理欠損金マイナス１，６２４万５，

０００円を加え、剰余金合計を２億１，９１９

万８，０００円とするものであります。 

 資本合計は１４億５，１１４万５，０００円

となり、負債・資本合計は１４０億２，６６９

万１，０００円とするものであります。 

 なお、６ページからの給与費明細書などにつ

いての説明につきましては、説明を省略いたし

ますので、御参照いただきたいと存じます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 



－２６９－ 

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、全部を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 本庄街道における本管の整備

の進捗について伺いますけれども、いわゆる元

年度で龍谷寺前の交差点まで本管が布設された

ものというふうに思っていますけれども、この

本庄街道には、いわゆる枝管を整備しなければ

いけないというふうなことで、まずは枝管を整

備しながら上のほうに本管を延長していくのか、

あるいは本管を優先的に整備していって枝線が

後で追いかけるのか、その考え方についてまず

はお示しいただきたいと思います。 

○棚井裕一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 管路の設置の考え方

でございますが、考え方としては、まず本管と

枝管をある程度のエリアごとに同時に施工して

いきたいと考えております。 

 ただし、現状の工事場所によって、例えば枝

管を配置する際に支障となる大きな水路とか何

かがある場合があります。そういった場合につ

いては、枝管の工事については、その対策がで

きてからということになりますので、同一年度

で全て本管と枝管ということにいかない場所も

ございます。 

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 皆沢地区といいますと、西の

坂橋があるわけですけれども、ここは推進工法

でいくのか、お伺いします。 

○棚井裕一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 現在のところは、進

め方については詳細設計をして、その結果で進

めていきたいと考えております。 

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 ということは、まだ設計がそ

こまで進んでいないというふうなことだと思い

ますので、ということは、計画というかな、今

後の進める上での計画というものはあと何年ぐ

らい予定しているのか、幾つかのブロックで分

かれて進めていかなければいけないと思います

ので、今後の計画についてお伺いします。 

○棚井裕一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 今後の進め方であり

ますけれども、当然、補助金を活用しながらで

すのでわからないところもございますけれども、

今後、４年前後では完了したいなという気持ち

ではおります。 

○棚井裕一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 ４年ということで大変こちら

の思ったとおりの答えだなというふうに思って

安心しているところですけれども、整備するに

は結構な投資があるわけですけれども、供用し

ていただけなければどうしようもないわけです

ので、何年ごろ、うちのところは供用できるん

だなというような、いわゆる各家庭ごとに計画

をしておかなければ加入がスムーズにいかない

というようなこともございますので、逐次整備

状況というものを地区内に示していかなければ

協力をスムーズに得ることは難しいというふう

に思ってございます。そんなことで、周知につ

いてもよろしくお願いしたいのですが、その考

え方についてもお願いします。 

○棚井裕一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 周知の方法につきま

しては、まず工事に入る際にはその内容なども

説明しております。 

 あと、将来のことにつきましては、繰り返し

になりますけれども、交付金などの関係もござ

いますのでここまでということでしっかりはで

きてはいないのですけども、全体計画としては



－２７０－ 

お話ができますので、今後はそういったことも

考慮しながら周知に努めていきたいというふう

に考えております。 

○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〕 

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第１５号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１５号令和２年度上山市下水道事業会計

予算は、原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。 

〔「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。 

 よって、議第１５号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案の審

査は全て終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員長報告の取りまとめは、正副委員長に御

一任願いたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

〔「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。 

 よって、委員長報告の取りまとめは、正副委

員長に一任することに決しました。 

 

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

閉  会 

 

○棚井裕一委員長 これにて予算特別委員会を

閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午前１１時５２分 閉 会 

 

 


