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令和２年９月１１日（金曜日）
本日の会議に付した事件
議第４９号 令和元年度上山市一般会計歳入歳出決算の認定について

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

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

山

本

幸

靖

副

尾

形

俊

幸

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

平

吹

義

浩

財 政 課 長

前

田

豊

孝

税

木

村

昌

光

市民生活課長

鈴

木

直

美

健康推進課長

裕

一

福 祉 課 長

齋

藤

智

子

子ども子育て課長

英

夫

商 工 課 長

佐

藤

毅

観

光

課

長

徹

農林夢づくり課長
（併）農業委員会
事
務
局
長

須

貝

亮

建

設

課

長

浩

上下水道課長

武

田

浩

会 計 管 理 者
(兼)会計課長

鏡
鈴

木

漆

山

秋

葉

和

－１０７－

信

市

務

長

課

長

佐

藤

浩

章

消

長

古

山

土

屋

光

博

教 育 委 員 会
管 理 課 長

遠

藤

大

澤

泰

雄

教 育 委 員 会
生涯学習課長

高

橋

大

和

啓

監 査 委 員

舟

越

事

防

務

局

職

員

出

席

満

教 育 委 員 会
教
育
長

靖

教 育 委 員 会
学校教育課長

秀

典

教 育 委 員 会

信

弘

監
事

茂

スポーツ振興課長

委
局

員
長

者

金

沢

直

之

事 務 局 長

鈴

木

淳

一

副

渡

邉

高

範

主

齋

藤

理

恵

主

査

査
務

主

幹
任

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

午前１０時００分

開 会

よって、審査予定表のとおり進めることに決
しました。
なお、その他の決算については、一括しての
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開

議

審査方法をもって進めたいと考えておりますの
で、御協力をお願いいたします。

○尾形みち子委員長 出席委員は定足数に達し
ておりますので、これより本日の会議を開きま
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議第４９号 令 和 元 年 度 上 山 市

す。

一般会計歳入歳出決算

今期定例会において、当決算特別委員会に付

の認定について

託されました案件は、議第４９号令和元年度上
山市一般会計歳入歳出決算の認定について外８
件であります。

○尾形みち子委員長 それでは、議第４９号令

初めに、一般会計歳入歳出決算の審査方法に
ついてお諮りいたします。

和元年度上山市一般会計歳入歳出決算の認定に
ついて審査を行います。

令和元年度上山市一般会計歳入歳出決算の説
明と質疑について、各委員に配付いたしており

初めに、歳入について当局の説明を求めます。
会計課長。

ます審査予定表のとおり進めたいと思いますが、
これに御異議ありませんか。

〔武田 浩会計課長 登壇〕
○武田 浩会計課長 おはようございます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

命によりまして、令和元年度上山市一般会計

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

歳入歳出決算について補足説明申し上げます。

－１０８－

なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

４款１項配当割交付金について申し上げます。

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

収入済額は調定額と同額の７７３万９，０００

ていただきますので、御了解くださるようお願

円で、前年度に比べ１２１万３，０００円の増、

いいたします。

率にして１８．６％の増でありました。

歳入から申し上げますので、決算書の３ペー
ジ、４ページをお開き願います。

５款１項株式等譲渡所得割交付金について申
し上げます。収入済額は調定額と同額の４２９

初めに、１款市税について申し上げます。収

万３，０００円で、前年度に比べ１５１万７，

入済額は３７億５，８０６万５，５４１円で、

０００円の減、率にして２６．１％の減であり

前年度に比べ１，７３０万２，０００円の増、

ました。

率にして０．５％の増でありました。市民税、

６款１項地方消費税交付金について申し上げ

軽自動車税、都市計画税が増加したことによる

ます。収入済額は調定額と同額の５億４，６９

ものであります。不納欠損額は１，９７２万７， ５万６，０００円で、前年度に比べ３，５５３
５４５円、収入未済額は３億１，８６２万９，

万１，０００円の減、率にして６．１％の減で

４５２円となっております。

ありました。

収入済額の内訳につきましては、１項市民税

７款１項ゴルフ場利用税交付金について申し

が１４億２９２万７，８５７円、２項固定資産

上げます。収入済額は調定額と同額の５６６万

税が１８億２，４７１万６０６円、３項軽自動

５，６９７円で、前年度に比べ６，９８４円の

車税が９，７１７万９，１２０円、４項市たば

減、率にして０．１％の減でありました。

こ税が１億６，３７５万７７０円、５項入湯税

８款１項自動車取得税交付金について申し上

が４，１８８万２，９２５円、６項都市計画税

げます。次のページをお開き願います。収入済

が２億２，７６１万４，２６３円となっており

額は調定額と同額の１，６７３万７，４７７円

ます。

で、前年度に比べ１，６４３万円の減、率にし

２款地方譲与税について申し上げます。収入
済額は調定額と同額の１億２，２５５万１１円

て４９．５％の減でありました。
９款１項環境性能割交付金について申し上げ

で、前年度に比べ４４７万円の増、率にして３． ます。収入済額は調定額と同額の４２０万８，
８％の増でありました。

０００円で、皆増となります。

収入済額の内訳につきましては、１項地方揮
発油譲与税が３，０２５万６，０００円、２項

１０款地方特例交付金について申し上げます。
収入済額は調定額と同額の５，８３９万４，０

自動車重量譲与税が８，７１３万６，０００円、 ００円で、前年度に比べ４，２００万８，００
３項森林環境譲与税が５１５万８，０００円、

０円の増、率にして２５６．４％の増でありま

４項地方道路譲与税が１１円となっております。 した。
３款１項利子割交付金について申し上げます。

収入済額の内訳につきましては、１項地方特

収入済額は調定額と同額の２７５万２，０００

例交付金が２，２０９万５，０００円、２項子

円で、前年度に比べ２６７万円の減、率にして

ども・子育て支援臨時交付金が３，６２９万９，

４９．２％の減でありました。

０００円となっております。

－１０９－

１１款１項地方交付税について申し上げます。 入が４，２２２万７，０００円となっておりま
収入済額は調定額と同額の３８億２，４１２万
４，０００円で、前年度に比べ７，８４２万４，

す。
１５款国庫支出金について申し上げます。収

０００円の増、率にして２．１％の増でありま

入済額は調定額と同額の１６億８９６万６，３

した。特別交付税が２５９万５，０００円減少

２７円で、前年度に比べ３億４，１６２万６，

したものの、普通交付税が８，１０１万９，０

０００円の増、率にして２７．０％の増であり

００円増加したことによるものであります。

ました。主に子どものための教育・保育給付費

１２款１項交通安全対策特別交付金について

国庫負担金などの増により、国庫負担金が増加、

申し上げます。収入済額は調定額と同額の５３

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の皆増

０万１，０００円で、前年度に比べ１５万８，

などにより、国庫補助金が増加したことによる

０００円の増、率にして３．１％の増でありま

ものであります。

した。

収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

１３款分担金及び負担金について申し上げま

担金が１０億８，７５１万６，７５９円、２項

す。収入済額は９，８３５万１，３１１円で、

国庫補助金が５億１，５１３万６，５３７円、

前年度に比べ２，８４７万４，０００円の減、

３項委託金が６３１万３，０３１円となってお

率にして２２．５％の減でありました。保育施

ります。

設入所負担金などの減により主に負担金が減少

１６款県支出金について申し上げます。収入

したことによるものであります。収入未済額は

済額は調定額と同額の８億９，９３３万２，１

１３９万９，２００円となっております。

８２円で、前年度に比べ３，１６５万６，００

収入済額の内訳につきましては、１項分担金

０円の増、率にして３．６％の増でありました。

が２７３万６，７５９円、２項負担金が９，５

林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助

６１万４，５５２円となっております。

金の皆減などにより、県補助金が減少したもの

１４款使用料及び手数料について申し上げま

の、子どものための教育・保育給付費県費負担

す。収入済額は１億２，７３０万３，１７１円

金などの増により、県負担金が増加、参議院議

で、前年度に比べ３９２万６，０００円の減、

員通常選挙費委託金の皆増、県議会議員選挙費

率にして３．０％の減でありました。証紙収入

委託金の増などにより、委託金が増加したこと

が増加したものの、市営バス利用料、蔵王高原

によるものであります。

橋線の皆減、市営住宅使用料、斎場使用料の減

次のページをお開き願います。

などにより使用料が減少、不燃物等処理手数料

収入済額の内訳につきましては、１項県負担

などの減により手数料が減少したことによるも

金が５億９８５万３，１２４円、２項県補助金

のであります。

が３億２４１万４，５９２円、３項委託金が８，

収入未済額は３１０万４，４７７円となって

７０６万４，４６６円となっております。

おります。収入済額の内訳につきましては、１

１７款財産収入について申し上げます。収入

項使用料が６，０３７万１，０３１円、２項手

済額は調定額と同額の１億８７４万５，８２０

数料が２，４７０万５，１４０円、３項証紙収

円で、前年度に比べ１４億４，５６０万８，０

－１１０－

００円の減、率にして９３．０％の減でありま

に雑入が増加したことによるものであります。

した。土地売払収入の減により、主に財産売払

収入未済額は７３万５，１４８円となっており

収入が減少したことによるものであります。

ます。

収入済額の内訳につきましては、１項財産運

収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、

用収入が１，７３２万３，６９９円、２項財産

加算金及び過料が７３万３，９２８円、２項市

売払収入が９，１４２万２，１２１円となって

預金利子が６万３，９７８円、３項貸付金元利

おります。

収入が９億２４６万２，４００円、４項受託事

１８款１項寄附金について申し上げます。収

業収入が１，０２９万６，８０４円、５項雑入

入済額は調定額と同額の１１億６２５万９，０

が７億４，０１３万４，６５９円となっており

６８円で、前年度に比べ７，４６８万２，００

ます。

０円の減、率にして６．３％の減でありました。

２２款１項市債について申し上げます。収入

一般寄附金で増加したものの、ふるさと納税寄

済額は調定額と同額の９億１，８４０万円で、

附金、指定寄附金が減少したことによるもので

前年度に比べ１０億７，８８０万円の減、率に

あります。

して５４．０％の減でありました。社会資本整

１９款繰入金について申し上げます。収入済

備総合交付金事業などで増加したものの、再生

額は調定額と同額の２億７０万円で、前年度に

可能エネルギー施設整備貸付金事業、庁舎整備

比べ３億５，４５４万７，０００円の減、率に

事業、市営住宅長寿命化事業などの皆減、観光

して６３．９％の減でありました。特別会計か

施設整備事業、臨時財政対策債などで減少した

らの繰入金の皆減、基金からの繰入金では減債

ことによるものであります。

基金繰入金などが減少したことによるものであ
ります。

以上の結果、歳入合計では、予算現額１５８
億３，８１９万５，０００円に対し、調定額は

収入済額の内訳につきましては、１項基金繰
入金が２億７０万円となっております。

１５８億４，１４８万４，４８６円、収入済額
は１５４億９，７８８万８，６６４円、不納欠

２０款１項繰越金について申し上げます。収

損額は１，９７２万７，５４５円、収入未済額

入済額は調定額と同額の４億１，９３５万３，

は３億２，３８６万８，２７７円となったもの

２９０円で、前年度に比べ１，４８１万４，０

であります。

００円の増、率にして３．７％の増でありまし
た。

歳入決算額は前年度に比べ１９億８，３５４
万６，０００円の減、率にして１１．３％の減

２１款諸収入について申し上げます。収入済
額は１６億５，３６９万１，７６９円で、前年

でありました。
以上で一般会計の歳入についての説明を終わ

度に比べ５億２，２７６万５，０００円の増、

りますが、よろしくお願い申し上げます。

率にして４６．２％の増でありました。主に、

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります

産業立地促進資金預託金などの減により貸付金

が、質疑は一括して行います。

元利収入が減少したものの、東日本大震災にお
ける東京電力からの弁償金などの増により、主

質疑、発言を許します。枝松委員。
○枝松直樹委員 市税の固定資産税の収入未済

－１１１－

額が２億４，７００万円ほどあるのですけれど

総入替えのような形で、事務分掌を見直したこ

も、大まかで結構ですが、どういった内容なの

とによりまして、令和元年度までの担当と令和

か。そして、これを改善あるいは解消というか、 ２年度の担当というような形で、複数の職員で
するための手だてにどういうものがあるのかお

対応できるような状況になりまして、それぞれ

伺いします。

相談しながらも進められることと、あと電話催

○尾形みち子委員長 税務課長。

告等もできるようにきめ細やかな対応ができる

○前田豊孝税務課長 収入未済額につきまして

ような体制にしております。

は、多少増えている、大きい部分のまず原因に

その結果、令和２年度４月から５か月ほどた

ついては一応３点ぐらいあると考えております。 ちましたけれども、うっかりミスで納税を忘れ
１つが、一番大きなもの、大口滞納案件の部

ていた方とかの納税相談が増えまして、きめ細

分が解消できないというのが第１点でございま

やかな対応が功を奏してきたのかなと思ってお

す。第２点としましては、コロナの影響もあり

りますし、令和２年度の８月末の収納率を見て

まして、令和２年３月以降から出納整理期間の

みましても、５％近く市税全体で上がった、滞

部分で、訪問督促であるとか、休日電話催告で

納繰越部分のところで上がってます。あと、現

あるとか、市民が外に出ることを促すような行

年度分についても上がってきているということ

為を控えたためです。あとは、税務課内部の組

で、例えば滞納繰越の部分なんかは、令和２年

織的な課題もあるのかなということで、３点原

度当初予算で見込んでいた額をもう既に８月末

因があると考えております。

で上回っているという状況でありますので、そ

それらの解消に向けた対策としましては、１

の辺のところも含めまして、今後収入未済額を

つ目の大口滞納案件につきましては、滞納処分

出さないというようなところで、今後もきめ細

に向けた必要な手続を取りながら、現在調査検

やかな対応と、あと納税しやすい環境を整える

討している段階でございますので、今後解消に

ことに努めまして、できるだけ解消できるよう

向けて取り組んでいきたいと考えております。

に努力していきたいと考えております。

２つ目のコロナの影響で、訪問督促とか、休

○尾形みち子委員長 枝松委員。

日電話催告、令和元年度末からの部分、やめた

○枝松直樹委員 分かりました。今３点伺いま

部分につきましては、年度末の最後の納税催告

して、まず大口案件について、できるだけ速や

で、非常に効果があるのですが、できなかった

かに解消できるように引き続き努力していただ

部分がありますので、令和２年度に入りまして

きたいと思いますし、２点目のコロナの関係、

市内感染者が確認されなくなってからは、再開

これはいわゆる出納閉鎖に向けた４月、５月の

して実施中でございます。

活動がうまくできなかったという意味だと思い

３つ目、組織的な課題と先ほど申し上げまし

ますが、これは３点目に絡む組織の問題として

たが、これにつきましては、これまで一担当者

今後解消されていくと思いますが、以前、何年

が専門官のような形で滞納分とか、収入未済分

も前になりますけれども、管理職が皆チームを

に対応していた部分がありましたけれども、令

組んで、個人宅を回ったような時期もあったわ

和２年度、係間の職員の異動とか、担当事務の

けでありまして、ぜひ税務課全体としての取組

－１１２－

として成果を上げていただくように希望しまし

○武田 浩会計課長 それでは、一般会計の歳

て終わります。

出について申し上げますので、９ページ、１０

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

ページをお開き願います。

か。守岡委員。

初めに、１款１項議会費について申し上げま

○守岡 等委員 今の質問とも関連するのです

す。支出済額は１億５，６０４万８４４円で、

けれども、上山市決算審査意見書の９ページ目

前年度に比べ８５万８，０００円の増、率にし

によりますと、市税年度別収入率ということで、 て０．６％の増でありました。不用額は２５３
令和元年度が９１．７％と、この５年間でも非

万９，１５６円となっております。

常に最低の数字になっていると。あと、ほかの

２款総務費について申し上げます。支出済額

１３市との比較においても、本市の場合はほか

は２６億７９８万６，２００円で、前年度に比

の平均よりも４．２ポイント下回っているとい

べ４億５，６２２万７，０００円の増、率にし

うことで、収入率が低くなっている要因につい

て２１．２％の増でありました。主に、本庁舎

て御説明願えますか。

耐震化に係る工事請負費の皆減などで減少した

○尾形みち子委員長 税務課長。

ものの、基金積立金などの増により総務管理費

○前田豊孝税務課長 収入率が低い原因としま

が増加、市長・市議会議員同時選挙費、参議院

しては、先ほども申し上げましたが、現年度分

議員通常選挙費の皆増などにより選挙費が増加

については若干下がりましたけれども、ほぼ横

したことによるものであります。翌年度繰越額

ばいであります。原因の主なものは、滞納繰越

は１，９５０万円、不用額は１億２，６８８万

分のところが大きいと。その原因としましては、 １，８００円となっております。
先ほど申し上げた原因３点というのが大きく影

支出済額の内訳につきましては、１項総務管

響していると考えております。

理費が２２億３，８２４万７，７８０円、２項

○尾形みち子委員長 守岡委員。

徴税費が１億６，８２４万３，２８３円、３項

○守岡 等委員 それにしましても、他市との

戸籍住民基本台帳費が６，９７９万７，７１８

差が非常に大きいような、突出しているという

円、４項選挙費が７，０９７万３，９８０円、

か、ほかの市は大体９５％以上行っているのが

５項統計調査費が４，１２３万４，８６９円、

ほとんどなのですけれども、ぜひその辺の改善

６項監査委員費が１，９４８万８，５７０円と

をお願いして、質問を終わります。

なっております。

○尾形みち子委員長 ほかにありませんか。

３款民生費について申し上げます。支出済額

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

は４６億９１４万４，６４６円で、前年度に比

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

べ３億４，１０８万２，０００円の増、率にし

す。

て８．０％の増でありました。主に、プレミア

以上で歳入についての質疑を打ち切ります。

ム付商品券事業費の皆増、障がい福祉サービス

次に、歳出について当局の説明を求めます。

給付費扶助費の増などにより社会福祉費が増加、

会計課長。
〔武田 浩会計課長 登壇〕

保育園整備事業費、子育て支援施設整備事業費
における二酸化炭素排出抑制対策工事請負費の

－１１３－

皆増、職員人件費の増などにより、児童福祉費

の減などにより農業費が減少、林業・木材産業

が増加したことによるものであります。不用額

成長産業化促進対策事業費補助金の皆減などに

は２億２，８７０万３５４円となっております。 より、林業費が減少したことによるものであり
支出済額の内訳につきましては、１項社会福

ます。翌年度繰越額は１，４１１万６，０００

祉費が２５億４，１７１万４，５８２円、２項

円、不用額は２，３３１万９１円となっており

児童福祉費が１７億４，０１９万２，７６３円、 ます。
３項生活保護費が３億２，７２３万７，３０１
円となっております。

支出済額の内訳につきましては、１項農業費
が４億７，９６８万３，２２９円、２項林業費

４款衛生費について申し上げます。支出済額

が３，９４３万３，６８０円となっております。

は７億４，２１１万３，３２３円で、前年度に

７款１項商工費について申し上げます。支出

比べ６億５，８９０万４，０００円の減、率に

済額は１４億４，０７９万４９０円で、前年度

して４７．０％の減でありました。再生可能エ

に比べ８，６７８万６，０００円の減、率にし

ネルギー施設整備事業費貸付金の皆減、温泉健

て５．７％の減でありました。観光施設管理費

康施設事業費の減などにより、主に保健衛生費

で二酸化炭素排出抑制対策工事請負費の皆増な

が減少したことによるものであります。不用額

どの増加があったものの、上山城屋根瓦等改修

は４，５１５万７，６７７円となっております。 工事請負費の皆減、基金積立金、商工業金融対
支出済額の内訳につきましては、１項保健衛

策事業費で貸付金、工業振興事業費で中小企業

生費が４億５０６万４，１１５円、２項清掃費

設備投資促進補助金の減などにより減少したこ

が３億３，７０４万９，２０８円となっており

とによるものであります。不用額は１億２，８

ます。

１５万６，５１０円となっております。

５款１項労働費について申し上げます。支出

８款土木費について申し上げます。支出済額

済額は５，２３４万７，７９１円で、前年度に

は１０億４，２０１万７，４２０円で、前年度

比べ４７４万４，０００円の減、率にして８．

に比べ１億４，４６５万４，０００円の減、率

３％の減でありました。産業人材市内誘導奨励

にして１２．２％の減でありました。主に公共

金、働きやすい職場づくり奨励金などの減によ

下水道事業特別会計繰出金などの増により都市

るものであります。不用額は１，０６３万４，

計画費が増加したものの、市単独道路整備事業

２０９円となっております。

費工事請負費などの減により、道路橋梁費が減

６款農林水産業費について申し上げます。支

少、市営住宅長寿命化事業費の皆減、地域優良

出済額は５億１，９１１万６，９０９円で、前

賃貸住宅供給促進事業費の減などにより、住宅

年度に比べ３，６３７万９，０００円の減、率

費が減少したことによるものであります。翌年

にして６．５％の減でありました。山形のうま

度繰越額は１億６，６００万円、不用額は５，

いもの創造支援事業費補助金の皆増などの増加

３０６万１，５８０円となっております。

があったものの、果樹園芸産地形成事業費産地

次のページをお開き願います。

パワーアップ事業費補助金の皆減、かみのやま

支出済額の内訳につきましては、１項土木管

ワインによる地域振興事業補助金、職員人件費

理費が１，７５３万１，８５０円、２項道路橋

－１１４－

梁費が５億７，０６７万２，６４４円、３項河

復旧事業費の増により、土木施設災害復旧費が

川費が２３７万４，９６４円、４項都市計画費

増加したことによるものであります。不用額は

が３億５，９７３万９，１７２円、５項住宅費

１４９万６，３５１円となっております。

が９，１６９万８，７９０円となっております。

支出済額の内訳につきましては、１項農林水

９款１項消防費について申し上げます。支出

産業施設災害復旧費が２１２万２，７０４円、

済額は５億８，５８４万８，４６１円で、前年

２項土木施設災害復旧費が１，３３４万１，９

度に比べ２，８３８万４，０００円の減、率に

４５円となっております。

して４．６％の減でありました。主に市単独消

１２款１項公債費について申し上げます。支

防施設整備事業費で施設整備工事請負費が増加

出済額は１４億２７１万１，９７４円で、前年

したものの、備品購入費が減少したことによる

度に比べ１８億３，６１３万６，０００円の減、

ものであります。不用額は１，２３８万４，５

率にして５６．７％の減でありました。市債繰

３９円となっております。

上償還元金、市債償還元金、市債利子などが減

１０款教育費について申し上げます。支出済
額は１４億９，４５２万４，４２１円で、前年

少したことによるものであります。不用額は１，
５６８万８，０２６円となっております。

度に比べ１，０７７万６，０００円の増、率に

１３款諸支出金１項普通財産取得費について

して０．７％の増でありました。主に中学校耐

申し上げます。支出済額は８，３７８万９，６

震改修事業費の皆減、中学校整備事業費の減な

７２円で、前年度に比べ４，５７０万３，００

どにより中学校費が減少したものの、図書館管

０円の増、率にして１２０．０％の増でありま

理運営費で二酸化炭素排出抑制対策工事請負費

した。蔵王みはらしの丘宅地分譲用地の土地取

の皆増などにより、社会教育費が増加したこと

得費が増加したことによるものであります。不

によるものであります。翌年度繰越額は１億４， 用額は３２８円となっております。
０７４万３，０００円、不用額は７，８４６万
３，５７９円となっております。

１４款１項予備費について申し上げます。当
初予算額は２，０００万円でありましたが、３

支出済額の内訳につきましては、１項教育総

款民生費に５３万５，０００円を充用したため、

務費が１億８，８２５万１０１円、２項小学校

不用額は１，９４６万５，０００円となってお

費が２億５，９４５万９，２２８円、３項中学

ります。

校費が１億５，４９１万１，２３８円、４項学

以上の結果、歳出合計では、予算現額１５８

校給食費が１億９，８１２万７，７２４円、５

億３，８１９万５，０００円に対し、支出済額

項社会教育費が４億２，６１２万２，８６６円、 は１４７億５，１８９万６，８００円、翌年度
６項保健体育費が２億６，７６５万３，２６４

繰越額は３億４，０３５万９，０００円、不用

円となっております。

額は７億４，５９３万９，２００円となったも

１１款災害復旧費について申し上げます。支

のであります。

出済額は１，５４６万４，６４９円で、前年度

歳出決算額は前年度に比べ１９億３，６１８

に比べ５１５万４，０００円の増、率にして５

万５，０００円の減、率にして１１．６％の減

０．０％の増でありました。単独土木施設災害

でありました。
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次のページをお開き願います。

００万円に、この剰余金処分の２億５，０００

歳入歳出差引残額は７億４，５９９万１，８

万円を加えた６億２，０００万円が正確な減債

６４円となり、うち１億１，３００万円を財政

基金だと理解しています。全く我々議員もそう

調整基金に、２億５，０００万円を減債基金に、 ですし、市民においても到底分かり得ない、こ
合わせて３億６，３００万円を基金に繰り入れ

の減債基金の数字でありまして、これをどう解

たものであります。

決するかというところでは、正確な財務諸表の

以上で令和元年度上山市一般会計歳入歳出決

提出というのが求められるわけですけれども、

算について補足説明を終わりますが、よろしく

そこで今回決算で出されています財務諸表作成

お願い申し上げます。

支援業務委託料３８５万円、これがどのように

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります

改善につながっているのかということを、まず

が、質疑は区分して行います。

御説明いただきたいと思います。

初めに、１款議会費、２款総務費について質

○尾形みち子委員長 財政課長。

疑、発言を許します。守岡委員。

○平吹義浩財政課長 改善につながるかという

○守岡 等委員 ９６ページの財務諸表等作成

ことから言いますと、公会計のお示しするタイ

支援業務委託料３８５万円について質問します。 ミングというのは年末にどうしてもなってしま
さきの補正予算の審議の中でも、市債繰上償

います。そのタイミングからすると、公会計で

還ということで、その財源として減債基金の活

お知らせするというのはちょっと不都合かなと

用ということが言われていまして、ただその減

思います。

債基金の積立額が一体幾らなのかということで、

委員御質問の背景には、今回の９月補正で減

３つの数字が今回の定例会の資料に出されてい

債基金の取りくずしということで、３億円でど

ました。常任委員会の財政課長の説明で納得し

んと出てきたわけです。ところで、その財源っ

た次第なのですけれども、１つは決算書の３３

て一体どうなっているのかというのは、正直言

２ページ目のところでは、年度末の現在高が１

いまして非常に分かりにくいと思います。３つ

億５，０００万円、これは単年度現金収入の数

の数字があるということ、そのとおりですので、

字だということで理解しました。あとは、全員

ただその３つの数字というのは制度に基づいて

協議会で示された資料の中では、この充当可能

私ども報告している限りではそうなるのですけ

基金のところで減債基金が３億７，０００万円

れども、確かに分かりづらいので、今現在の減

という数字が出されていまして、これは出納整

債積立金の残高が幾らあるのかというのは、ち

理期間の処理によるものだという説明を受けて、 ょっとこれから工夫して、公会計ではなくて、
これも納得しました。そして、この決算審査意

もっと早い時期にお示しするような工夫が必要

見書のところでは、地方自治法の定めに基づい

かなと思っておりますので、課題として取り上

て、剰余金処分として減債基金に２億５，００

げていきたいと思います。

０万円、先ほどの説明の中でも剰余金のうち２

○尾形みち子委員長 守岡委員。

億５，０００万円が減債基金に積み立てられて、 ○守岡 等委員 今回というか、決算のところ
恐らくこの出納整理期間に処理した３億７，０

で様々なソフトの活用なんかも行って、今まで
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年度内だったのが、年内にまずそういう財務諸

から働きかけを行ってまいりまして、各地区公

表が出されるところで、多分１２月定例会にな

民館単位等に出向きまして、こういった趣旨で

るのか、そこに出される財務諸表の減債基金は

すということで御説明を申し上げながら使って

こうした６億２，０００万円という数字が出て

いただくということを期待してきたところでご

くるものと理解してよろしいのでしょうか。

ざいますけれども、地区の中での話合いという

○尾形みち子委員長 財政課長。

のは、結局会議等をする回数が増えたり、役員

○平吹義浩財政課長 公の会計、財務諸表では

の負担が増えるということが懸念されまして、

令和元年度の決算ですので、今現在、令和元年

なかなかその話合いが進まなかったというのが

度の決算ということからすれば、減債基金の残

実態でございます。

高は３億７，０００万円です。

我々も当初から、全体に広げてもなかなか活

先ほど会計管理者が２億５，０００万円を剰

用が難しいと思いまして、モデル地区のような

余金の中から減債積立金に積み立てたんだと申

形でできるところがないかということでの話し

し上げましたけれども、これは令和２年度の財

かけもしてまいりましたけれども、それもなか

政活動となりますので、公の財務諸表には今２

なか厳しいということでございましたので、令

億５，０００万円、合計で６億２，０００万円、 和２年度まだ継続して事業をやっておりますの
３億円使ったという部分は載ってこないという

で、その結果を見ながら事業の可否について判

ことになります。

断していきたいと思っております。

○尾形みち子委員長 守岡委員。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○守岡 等委員 今の件、了解しました。

か。谷江委員。

あともう一つ、総務費のところで、１０２ペ
ージのまちづくり推進事業費ということで、今

○谷江正照委員 私も９６ページで、広報広聴
費の部分でお聞きするところでございます。

回この地域の魅力醸成ということで、地域の課

市のホームページの部分でございますが、ま

題解決を図るため補助制度を設けたものだそう

ず更新状況のチェックが適切に働いているかと

ですが、ただ残念ながら取り組んだ地区会はな

いうところをお尋ねいたします。なぜかといい

かったということで、私これすごく地区の特色

ますと、市長の御挨拶の部分のところが、２０

を生かしたいい取組だなと見ていたのですが、

１９年５月１６日から更新となっているのです

残念ながら取り組んだ地区はなかったというこ

が、文言の中には温泉健康施設の建設という文

とで、その要因は一体どこにあるのかというこ

言がまだ残った状態でホームページに記載され

とと、あと今後どうするかというところでは、

ております。このような運用で、適切にチェッ

モデル地区のような形にして、もう少し利用し

クがなされているのか、まずお示しいただけま

やすい工夫を行う必要があると考えますけれど

すようお願いします。

も、いかがでしょうか。

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

○冨士英樹市政戦略課長 まず、ホームページ

○冨士英樹市政戦略課長 地区計画の策定等の

の中の更新等につきましては、掲載は各課で行

話合いに向けた部分については、平成３０年度

っておりますので、各課で実施していただいて
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いるところでございますけれども、なかなかペ

りたいと思っております。

ージ数が増加するに従いまして、各課の更新が

もう一つ、地域ブランド力の部分でございま

伴っていかないという実態もございます。これ

すけれども、目標にしている順位まで到底届い

らについて課題であると認識しておりますので、 ていないという状況を、検証委員会の中でも報
こちらの課から更新のチェックについて、再度

告を差し上げているところでございます。これ

促していきたいと考えております。

について、やはり調査方法が一般に電話回答の

○尾形みち子委員長 谷江委員。

ようなもので、その地域について知っているか

○谷江正照委員 ぜひよろしくお願いします。

とか、その地域の特産とか知っているかという

本市のほうは、コロナ対策でも独自色を強く出

ことの調査をして、知っている、知っていない

したいい施策も打っております。また、昨日の

というところとか、挙げた市町村がブランド力

越水の被害などもあり、ぜひ市長の心の入った

が高いという評価になっておりますので、一般

メッセージを載せていただくことは、本市のい

的になかなか本市のような中小の自治体が上に

いＰＲにもなると思いますので、よろしくお願

上がっていくというのは、よほど何か大きなト

いしたいと思います。

ピックスがないと上がっていかないという実態

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

もございます。この順位を上げていくのは厳し

か。川崎委員。

いものと思っておりますけれども、より本市を

○川崎朋巳委員 シティープロモーション推進

知ってもらうために有効な活動というのがどう

事業費について伺います。

いうものなのかということの活動指針というも

令和元年度、特に新たにファンクラブイベン

のを、今現在策定するように取組を続けており

ト等を開催したと思いますが、その成果並びに

ますので、そういったことを通じて全体的に上

状況等についてお知らせいただきたいというこ

げていきたいと思っております。

とと、地域ブランド調査の魅力度全国順位につ

○尾形みち子委員長 川崎委員。

いて目標値を掲げておりますが、この達成状況

○川崎朋巳委員 承知いたしました。特にシテ

についての所感をお伺いできればと思います。

ィープロモーション推進事業費の中で、令和元

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

年度はファンクラブイベントを開催して、令和

○冨士英樹市政戦略課長 まず、ファンクラブ

２年度においては地域ブランドと申しますか、

の部分については、イベントを仙台市で開催し

上山ブランドの周知のため様々な取組が行われ

まして、東北圏のファンの獲得に向けた取組を

るということでございました。

行ってきたところでございます。その結果、フ

現況を考えると、そのような取組をするとい

ァンクラブの会員数、今現在２，０００人を目

う方向性が合っていたのかなというふうに思い

標に活動しておりますけれども、１，５００人

ますが、現在のこの部分の取組状況について改

まで増加している状況でございます。こういっ

めてお示しください。

たことを続けたり、ファンクラブの会員報とい

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

うものも出しておりますので、そういったもの

○冨士英樹市政戦略課長 令和２年度につきま

を続けることによって獲得に向けて進めてまい

しては、まずは地域のブランド力を高めるため
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の活動方針、指針というものを策定すると。そ

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

れができてから、しっかり対応していくという

○冨士英樹市政戦略課長 公共交通につきまし

考え方で、今現在策定を進めておりますけれど

ては、全体的にＪＲとか、山交バスも含め、対

も、残念ながらアドバイスを受ける先生が東京

応の必要性を感じております。これまでは市営

に在住されているということもありまして、策

バスを市内循環線に変えるとか、デマンドタク

定の取組が若干遅れております。令和２年度中

シーのエリアを拡大するというふうに、市民の

の策定はちょっと厳しいかなと思っております

利便性の向上に向けて取組を行ってきましたし、

ので、令和３年度の前半での策定に向けて、今

あとは民間のバス会社等の運行ルートにつきま

現在取組を進めているところでございます。

しても、できるだけ市民が利用しやすいような

○尾形みち子委員長 川崎委員。

運行ルートへ変更していただきたいという要望

○川崎朋巳委員 現況下において、その取組が

も差し上げ、実施もしていただいた箇所もある

遅れることも致し方ないのかなとは思います。

という実態でございますけれども、まだまだ市

ただ、令和３年度以降、例えばファンクラブイ

民の方が、どういった形で乗り継ぎをすると利

ベント、現況開催は難しいのかなと思いますけ

便性が高いのかといったようなことも分かって

れども、ファンクラブの会員自体がふるさと納

いないということもありました。令和２年度に

税を複数回御寄附いただいた方が対象者となっ

ついては、バスの全体的な運行ルート表のよう

ております。引き続き本市にとってふるさと納

なものを市民にお渡しをして、乗り継ぎがどの

税は重要な収入源であると理解しておりますの

ような形でできるのかということを理解してい

で、引き続き取組を進めていただくことを要望

ただくような取組も実施してきているところで

いたします。

ございますので、さらに市民の方々にそういっ

次に、公共交通事業費についてであります。

た情報をしっかり提供しながら、バスの実態と

説明いただきました中では、特に市営バスのル

してどういうところで使いにくいのかというよ

ート変更等により、これまでよりも市営バスの

うな声も聞きながら対応していきたいと考えて

利用をいただいている方は、少しではあるが増

おります。

加しているのだというような報告もいただきま

○尾形みち子委員長 川崎委員。

した。

○川崎朋巳委員 公共交通同士の接続に関して

一方、公共交通への満足度というのは、目標

改善を図っていくという御回答であったかと思

値に対して大幅に達成していない状況でありま

います。もちろん地方の一自治体でありますか

す。デマンド交通等利用されている方は目標値

ら、特に自家用車の保有台数は多いわけですし、

に達成している状況でありますが、現況のこの

本当に自家用車に頼らざるを得ない状況である

公共交通への満足度という部分は、鉄道、バス

と。特に地方自治体、同じような状況を抱えて

を含めということになっておりますけれども、

いると思います。

ここについての現況、これまでの取組に対して、

そこで、先週の山形新聞だったかと思います

どのようなお考えを持っておられるのかについ

が、酒田市が酒田市内発着の民間バスに対する

てお示しいただければと思います。

補助の廃止を検討するというような方向性を打
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ち出しました。非常に難しい問題でありますし、

よりよい公共交通環境の改善に向けて、引き

以降、自治体として公共交通の在り方を根本的

続き御検討いただきますことを要望いたしまし

に検討していくということになろうかと思いま

て終わります。

す。これを含めまして、例えば現在の公共交通

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

同士の接続の改善、これ以上踏み込んだ抜本的

か。棚井委員。

な改革に取り組むことで、より公共交通利用に

○棚井裕一委員 広報広聴費についてお伺いし

関する満足度の上昇が図られると思いますが、

ます。

改めて御所見をお伺いします。

市民意識調査で、行政から情報を十分に得ら

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

れていると思う割合が、平成２９年度以降、２．

○冨士英樹市政戦略課長 酒田市の取組につい

２％、３．２％、令和元年度の実績で３．４％

ては、私どもも承知しております。ただ本市内

になっています。対して、目標が１５％、今後

に山交バスの路線がございますけれども、全部

は２０％以上になっています。市報の発行は月

赤字路線ということで、市からもその赤字に対

に１回になった。その代わりにＬＩＮＥでの情

する補塡を差し上げているところでございます。 報を提供するようになったということですが、
その中でも、赤字に対しては交付税措置がある

この３年間の推移を見ても、１０％を大きく下

ということになりますので、本市の実態として

回っているという点もあります。この辺はどの

の持ち出しの部分について、仮にこういった路

ように改善していく、取り組む方向で考えてい

線を廃止して、市営バスとか、予約制のデマン

らっしゃるのかお伺いします。

ドタクシーにした場合に、市の持ち出しがどの

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

ぐらい上下するのかということについても内部

○冨士英樹市政戦略課長 今回の市報の月１回

で検討しておりますけれども、現状の取組の中

の発行とＬＩＮＥの新たな公式アカウントの開

では、財政的な負担のことを考えると、酒田市

始というものも、こういった取組を行うことで、

のように全部廃止して、市で実施するものに変

より市民の方々に情報提供が、情報が受けやす

えていくというのはなかなか難しい状況だとい

くなるような環境づくりという意味合いで実施

うことが財政的には言えると思っておりますの

しておりますけれども、今現在の調査結果とい

で、市民満足度を上げる部分と、財政負担の在

うのは、市報の月１回の発行に移行したばかり

り方等について、さらに検討を進める必要があ

のときの調査でございますので、ＬＩＮＥによ

ると考えております。

ってどのぐらい上がるかというのを注視してい

○尾形みち子委員長 川崎委員。

きたいということをまず一つは考えております。

○川崎朋巳委員 御回答承知いたしました。

また、今現在ＬＩＮＥの運用の仕方について

ただいま立地適正化計画等も策定しています。 も、ＬＩＮＥを利用していただいている方々に
今後、本市の在り方を考えたときに、中心部、

アンケート調査を実施しておりますので、そう

あとは市内周辺部、今行っている市営バス等、

いった方々のニーズを捉えるとともに、今現在

そして周辺部を接続するような形というのが最

ホームページ、あと市報、ＬＩＮＥというよう

も理想的なのかなとも思っております。

な中で情報発信をしてきているわけですけれど

－１２０－

も、それ以外の部分の必要性等についても検討

の犯罪認知件数に変更するというこの意図につ

していきながら、より市民が情報を得やすくす

いてもお伺いしたいと思います。

るための取組を続けていきたいと思っておりま

○尾形みち子委員長 市民生活課長。

す。

○木村昌光市民生活課長 １点目の消費生活セ

○尾形みち子委員長 棚井委員。

ンターだよりの発行回数につきましてですが、

○棚井裕一委員 先日、常任委員会で触れまし

現在４回ということで行っておりますが、その

たので触れたくはなかったのですけれども、災

ときの被害の状況ですとか問題事案等が発生し

害発生時の一斉メールなども含めて、十分に情

ましたら、そういった部分についても増やして

報を得られていると思っていないと。市の発信

いくような検討を図っていきたいと考えており

している一斉メールと、例えば隣接する市で発

ます。

信している一斉メールの頻度にも格差があった

もう１点の交通安全の部分で、人口１０万人

と伺っています。その辺も含めて、ＬＩＮＥを

当たりの犯罪認知件数でございますが、これま

推奨しているのであれば、ＬＩＮＥを登録して

では刑法犯認知件数ということで行っておった

よかったと、これだけ情報が得られるんだと登

わけですけれども、総体的に見る中では、やは

録した人が思うのであれば、より周りの人も登

り人口当たりの認知件数で出したほうが、より

録しようと思うのであるし、広まっていくと思

比較する上ではいいのかなという部分で、この

うのです。

ような形の数値を認知件数ということで後期目

次に移りますけれども、消費者行政費及び防

標については変更したものでございます。

犯対策費についてですが、消費生活センターの

○尾形みち子委員長 棚井委員。

認知率については次第に上がってきて、大変よ

○棚井裕一委員 消費生活センターだよりにつ

ろしいことではないかと思います。しかしなが

いては、適宜やる方向で考えていらっしゃると

ら本市の消費生活センターだよりは年４回の発

いうことで安心しましたので、よろしくお願い

行にとどまっていると。すなわち３か月に１回

いたします。

ですか。消費者庁並びに県の消費生活センター

あと、刑法犯については、１０万人当たりの

では、毎月それ以上の更新がなされています。

認知件数にすることによって、いわゆる他自治

新手の特殊詐欺などが頻繁に発生しているとい

体との比較、安心なまちだなとか、そうじゃな

うこともありまして、かなりそれに対しての情

いまちだなということが分かると思いますけれ

報が頻度高く提供されていますけれども、その

ども、認知件数そのものについても、やはり具

４回について、さらにもっと多くの回数を発行

体的にどのぐらい起きているのだということは、

する予定はないのか、する必要があるのではな

市民にとっても関心事だと思うのです。ですか

いかということ。

ら、そういった部分も包み隠しているわけでは

あともう一つは、防犯対策費なのですけれど

ないのでしょうけれども、そういった部分もし

も、後期基本計画から目標値を人口１０万人当

っかり明らかにしていただければと思います。

たりの犯罪認知件数に変更すると。具体的に、

いかがでしょうか。

刑法犯の認知件数ではなくて、１０万人当たり

○尾形みち子委員長 市民生活課長。

－１２１－

○木村昌光市民生活課長 刑法犯認知件数につ

で、空家対策の管理費１５０万円も追加して、

きましては、警察署からの数字ということで市

運営補助等として支給しているところです。

役所にも届きますので、そういった部分につい

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

ては、ホームページとか、そういった部分でお

か。石山委員。

示しするような方法も考えていきたいと思って

○石山正明委員 １２２ページの在宅高齢者支

おります。

援事業の中の寝具洗濯サービスについてお伺い

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

いたしますが、これは非常に好評な事業であり

か。

まして、要介護１以上の方々が布団を洗濯して
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

いただくことについて、大変ありがたがってい

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

る事業でございますが、この募集方法について、

す。

私はちょっと今のやり方では不十分なのかなと

この際、１０分間休憩いたします。

思っておりますが、その募集方法についてお伺

午前１１時０５分 休 憩

いいたします。
○尾形みち子委員長 健康推進課長。

午前１１時１５分 開 議

○鈴木直美健康推進課長 募集方法につきまし

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を

ては、一般的に公募もしておりますが、基本的

開きます。

には委託業者の方が取りまとめることが多いか

次に、３款民生費について質疑、発言を許し

と思っております。

ます。守岡委員。

○尾形みち子委員長 石山委員。

○守岡 等委員 １２０ページの高齢者福祉事

○石山正明委員 実はこの募集については、市

業費のシルバー人材センター運営補助金につい

報で１回広報しております。ただ、お話をお伺

て質問します。

いすると、直接市へ申し込まれる方よりも、ク

今回の定例会にもシルバー人材センターより

リーニング屋が各地区を回って、介護者の方々

陳情要望書が出されているわけですけれども、

を訪問して、一軒一軒申請書をもらってくると

諸事業推進のための補助金として、特に都道府

いう形のようでございますが、やはりこれは先

県、市区町村においては国の補助金と同額以上

ほど申し上げましたが、介護者の方々にとって

の補助金を求めているわけです。本市の補助金

は、布団をクリーニングしてもらう。前は２回

８７５万円というのは、このシルバー人材セン

だったわけですけれども、今回値上げをしたと

ターの要求水準を満たしたものとして捉えてい

いうことで１回になったようでございますが、

いのかどうかお尋ねします。

これについてやはり、もっと例えば民生委員の

○尾形みち子委員長 福祉課長。

方とか、地域福祉協力員とか、そういう方々の

○鏡 裕一福祉課長 シルバー人材センターの

協力をいただきながら、数多くの方々の布団を

運営補助金でありますけれども、国の基準と同

クリーニングしていただくというような手だて

額を支給しております。平成３０年から３年間

はないものか、お伺いいたします。

にわたりましては、特別の機会雇用ということ

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

－１２２－

○鈴木直美健康推進課長 現在の方法は、今委

○佐藤光義委員 実際に、子育て世帯の方とお

員からありましたとおり、クリーニング事業者

会いしたときに、情報を発信するという形もい

の方が一軒一軒回っているという実態はござい

いのだとは思うのですが、実際にファミリー・

ますが、真に必要な方がそのサービスを受けら

サポート・センターを利用したりとか、相談事

れるような手法、一番効果的なのは何かという

があったりとか、そういった実際に利用した方

ところは検討してまいりたいと思います。

から口コミで広げてもらうような発信の仕方も

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

いいのではないかと思いますが、お伺いします。

か。佐藤委員。

○尾形みち子委員長 子ども子育て課長。

○佐藤光義委員 １２６ページの総合子どもセ

○齋藤智子子ども子育て課長 ただいま委員か

ンター事業費のファミリー・サポート・センタ

らありました方法も非常に有効だと思いますの

ー利用料助成金についてお伺いします。

で、今後そのようなこともお願いするというよ

成果説明書の中で、ファミリー・サポート・

りは、ぜひ使ってみるといいよという利用者の

センターの認知度で、大分乖離があるという数

感想をほかの保護者の方にも伝えていただける

字が出ています。これは、調査対象を今後改め

ような、そういった活動支援をしてまいりたい

るというところがあるのですが、これについて

と思っております。

ＬＩＮＥ等でいろいろと発信するという方法も

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

あるのですが、その調査対象を変えるだけでは

か。谷江委員。

なく、そのほかで認知度を上げる方法というも

○谷江正照委員 総合子どもセンター事業費で

のについてお伺いします。

お尋ねいたします。

○尾形みち子委員長 子ども子育て課長。

この事業は、大変多くの人でにぎわっていた

○齋藤智子子ども子育て課長 ファミリー・サ

だいて、本市でも喜ばしい事業となっておりま

ポート・センターの認知度を上げなければいけ

す。この大勢の人が集まる場所につきまして、

ないというのは課題と認識しております。これ

様々な十分な防災対策などは、この費用の中で

までの認知度については、二十歳以上の市民ア

講じることが可能なのかお示しいただきたいと

ンケートを基にしているということで、全世代

思います。

に対するアンケートでありました。それを、今

○尾形みち子委員長 子ども子育て課長。

後は対象を子育て世代にシフトしまして、子育

○齋藤智子子ども子育て課長 総合子どもセン

てしている方が、真に利用を求める世代の方が

ターの現在の指定管理料の中では、特に防災対

知っているかどうかという、そういうことで対

策に係る経費は計上しておりません。今後、必

象者を絞っていきたいと思っております。

要な経費につきましては、指定管理者とも協議

また、ＬＩＮＥ等での周知のみならず、乳幼

しながら、市でできる限りの対策をしてまいり

児健診などの機会ですとか、入所説明会ですと

たいと思っております。

か、保育施設などでも随時周知を図れるように

○尾形みち子委員長 谷江委員。

工夫していきたいと思っております。

○谷江正照委員 ぜひ本当に小さい子どもから

○尾形みち子委員長 佐藤委員。

お母さん、多くの方でにぎわう場所でございま

－１２３－

すので、しっかりと検討していただきまして、
防災対策に備えていただきたいと思います。よ

いうのが現状でございます。
とはいえ、まだまだ対策が必要だとは認識し

ろしくお願いいたします。

ておりますので、その中で令和元年度につきま

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

しては、働き世代に向けた喫煙防止対策としま

か。

して、企業と連携した受動喫煙防止の教育、禁
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

煙に向けたサポート、妊婦に対する喫煙による

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

健康被害の教育等、こういった事業を実施して

す。

おります。

次に、４款衛生費について質疑、発言を許し

また、健康増進法の改正に伴いまして、受動

ます。守岡委員。

喫煙防止の環境づくりのための市民をはじめと

○守岡 等委員 １項保健衛生費に関連して質

した啓蒙、こういった事業を実施しております。

問します。

○尾形みち子委員長 守岡委員。

湯ったり健康かみのやま２１第２次行動計画

○守岡 等委員 今、喫煙率１８．１％という

中間評価と見直しによれば、本市の死亡原因の

数字を出されましたけれども、この数字の出た

特徴は、肺炎が第２位と。国や県よりもかなり

ときのがんにおける死亡原因というのはどうな

上位になっていまして、死亡原因の第１位とな

っていますか。いわゆる肺がんとか、呼吸器系

っている悪性新生物の中でも、男性は肺がんに

は同じように下がっているのでしょうか。

よる死亡数が第１位となっています。この背景

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

にはやっぱりたばこの問題があると思うのです

○鈴木直美健康推進課長 死亡原因としまして

けれども、ではたばこを吸っている人はどうな

は、国・県と同じように、現在本市でもがん、

っているのかというと、中間評価時の１５．

その中でも肺は高い割合でございます。

８％から２１．２％と増加していることが示さ

○尾形みち子委員長 守岡委員。

れています。これは非常に世の中の流れに逆行

○守岡 等委員 やはり今までは、本人の健康

していまして、本市の健康政策を進める上でも

の上からも、あるいは受動喫煙ということで、

最も重視すべき課題であると考えますけれども、 家族や周りの人の健康ということで、禁煙は重
令和元年度の取組の成果として、たばこ対策、

要だということでやってきましたけれども、実

あるいは呼吸器系疾患の状況はどのようなもの

はもう一つ、第３番目の要因として、たばこ産

になっていますでしょうか。

業というか、たばこを作る際、日本のたばこの

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

８５％は海外からの葉たばこを輸入しまして、

○鈴木直美健康推進課長 まず、今御質問の中

発展途上国の子どもたちがこれを栽培している

にありましたたばこを吸っている人の割合でご

というのです。そして、たばこの栽培に携わる

ざいますが、ただいま委員からありました２１． 子どもたちは、１日５０本たばこを吸っている
２％というのは、恐らく平成２５年度の数値に

のと同じぐらいのニコチンを浴びていまして、

なっておりまして、直近の平成３０年度では１

非常に頭痛だとか、目まいだとか、様々なニコ

８．１％、平成２５年度から年々減っていると

チン中毒の症状を呈していると。それだけでは

－１２４－

なく、農薬による発がんというものも問題にな

乖離がある場合の理由として、市内学校や地区

っていまして、こうしたことを考えても、たば

会、団体等を対象とした出前講座が少なかった

こをなるべく減らして撲滅していきたいと思っ

ことが原因と考えられますとあるのですが、平

ておりますので、この分野の活動の強化をお願

成３０年度の成果説明書にも全く同じ理由とい

いしたいと思います。以上です。

うか、出ているのですが、こちらに対しての見

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

解というか、要は平成３０年度に同じ理由があ

か。神保委員。

るのにもかかわらず、今回もまた同じ理由が出

○神保光一委員 上山型温泉クアオルト事業費

てきているというものに関しての見解をお願い

についてお伺いいたします。

します。

今回の施策の成果説明書４１ページにもある

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

ように、毎日ウォーキングの市民参加を無料化

○冨士英樹市政戦略課長 出前講座の部分につ

したと思うのですが、それに対しての効果とい

いては、私からお答えいたします。

うか、実績というのがほとんど上がっていない

こちら、地域の団体等の活動ということで、

状況であると認識しております。これについて、 出前講座のメニューの中に、クアオルトウォー
今後毎日ウォーキングの市民無料化というもの

キングということを加えさせていただいて、実

をどのように考えていくのか、御回答いただけ

施を促してきておりますけれども、一方で各地

ればと思います。

域においてクアの道を整備されて、そこも活用

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

されているという部分がございまして、そちら

○鈴木直美健康推進課長 令和元年度から市民

の活動が活発になれば、当然出前講座は必要な

の無料化を始めまして、委員おっしゃるとおり、 くなるということになりますので、そういった
結果的にはそれが参加の増につながっていない

部分で全体的に使っているところが少なくなっ

という状況でございます。ＰＲ、周知の不足と

ているというよりは、自主的な活動が増えてき

いうものも一因かと思っておりますが、令和２

ているという部分があるのかなと思っていると

年７月末時点では、一方で市民の実参加が増え

ころでございます。

ている状況になっております。これはコロナの

○尾形みち子委員長 神保委員。

影響で開催回数は減っているけれども、実人数

○神保光一委員 最後にまた同じクアオルトウ

が増えているという状況になっておりますので、 ォーキングに関しての質問なんですけれども、
少しずつ市民にも浸透してきております。

第７次上山市振興計画基本構想における現状値

今後も引き続き、例えばこれから始まる健康

について、クアオルトの認知度が８０．１％、

ポイント事業、あとはそのほかの健康教室等に

かなり高いものになっていて、ほとんどの方が

もウォーキングをさらに積極的に取り入れなが

知っているのかなと思います。その一方、先ほ

ら、市民の参加を促してまいりたいと思います。 どの質問にも少し戻るのですけれども、クアオ
○尾形みち子委員長 神保委員。

ルトウォーキングにおける市民の実参加人数と

○神保光一委員 それにまた関連してなのです

いうのが、令和元年度の実績が１，２５８人と

が、令和元年度の成果で、目標値と実績の間に

いうことで、市民全人口の５％にも満たない数

－１２５－

になっています。そこの差というのがかなり重

てくるのかなと思っておりますので、今後とも

要になってくるのかなと。どうやって埋めてい

自主的なものも含めてにはなるかと思うのです

くかというか、要はほとんどの人が知っている

けれども、参加者増を目指して、いろんな手だ

にもかかわらず、ほとんど参加をしていないと

てを打っていただければなと思います。

いう、この数字だけ見ればなのですけれども、

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

実態がちょっと見えてくるのかなと思うのです

か。谷江委員。

けれども、そこの差を埋めるために、今後どの

○谷江正照委員 １４２ページの斎場管理の部

ような考えがあるのかお示しいただければと思

分でお聞きしたいと思います。

います。

現状、今コロナ禍におきまして、様々などう

○尾形みち子委員長 市長。

してもせざるを得ない仕事、エッセンシャルワ

○横戸長兵衛市長 クアオルト事業については、 ーカーと呼ばれる方々の現場は大変苦慮してい
毎日ウォーキングとか、そういう統計に表れて

る場面が多いと思います。その中で、斎場管理

いる部分、確かにそういう状況だと思いますが、 で働かれる方もその一員だと私は感じておりま
しかし実際朝晩歩いてみますと、多くの方々が

すが、これから寒い時期を迎えまして、そうい

公認コースとか、そういうことではなくて、自

った中で３密を避けながら、滞りなく斎場を運

分の体力に合ったようなコースを自分でつくっ

営していただくためにも、働く方々へ、本市で

て歩いている方が非常に多くなってきています。 は子育て支援員等も加配している部分がござい
ですから、数値的にはそういう状況になってお

ますので、特段のそういった配慮などを考えら

りますけれども、確かに市民の方が健康に関心

れないかどうかお示しいただきたいと思います。

を持って、ウォーキングなり、ジョギングなり、 ○尾形みち子委員長 市民生活課長。
そういうことをやっている状況は委員も多分知

○木村昌光市民生活課長 現在、斎場の運営に

っていると思いますが、そういった必ずしも毎

当たりましては、シルバー人材センターに委託

日ウォーキングが伸びたとか、あるいは減少と

しているところでございますが、委託料の中で

かでなくて、市民の方がクアオルトを認知した

行っているところでございます。そういった部

上で、自分に合ったような健康増進をやってい

分で、特段それに対して上乗せするというよう

くということが、むしろ大事ではないかなと考

なことは考えておりませんけれども、コロナ対

えております。

策という部分でマスクの提供であったりとか、

○尾形みち子委員長 神保委員。

消毒薬の提供であったり、施設内で使う部分に

○神保光一委員 私自身も、かなり歩いている

ついては、こちらで手当てしているところでご

方も多くて、自主的にやっている方もかなりい

ざいます。

るなと思っているところではあるのですが、ク

○尾形みち子委員長 谷江委員。

アオルト事業と考えた場合、自主的にやるとい

○谷江正照委員 ぜひまだまだ収束の見えない

うのも大変大事なのですけれども、プログラム

コロナ禍でございますので、この斎場の部分に

にいかに参加してもらって、公式にプログラム

関しましても３密を避けながら、働く方の環境

というものを実施するかというのが大事になっ

もしっかりと整えていただくよう要望して、終

－１２６－

わりたいと思います。

次に、６款農林水産業費について質疑、発言

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

を許します。長澤委員。

か。髙橋要市委員。

○長澤長右衛門委員 １５２ページ、有害鳥獣

○髙橋要市委員 成果説明書１０７ページで質

対策事業費、捕獲奨励金について伺います。

問させていただきたいと思います。

年々イノシシの被害が拡大しておりまして、

目的として、ごみの適正かつ安全・安心な処

またイノシシの頭数も増加しているわけでござ

理を図るとともに、循環型社会を構築するとい

います。令和元年度のイノシシの捕獲数は３３

う目的として、目標値の資源化率なのですけれ

７頭だったと思いますが、その捕獲数に対して

ども、令和元年度は３３％という目標を持って、 は本当に貢献したのではないかと思っておりま
実績としては２２％という結果になったと。理
由も説明していただいておりまして、ある程度
の理解はしております。

す。
それで、そのうち幼獣、ウリ坊は何頭あった
のか、お示しいただきたいと思います。

一方で、第７次振の後期計画において、令和

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

元年度の目標値が３３％だったのですが、令和

○漆山 徹農林夢づくり課長 令和元年度のイ

２年度において２７％、そして次年度以降が２

ノシシの捕獲頭数でございますが、３７７頭で

８％、２９％ということで、目標値が下がって

ございます。うち、幼獣につきましては、２５

いるということについて御説明をいただきたい

頭でございました。

と思います。

○尾形みち子委員長 長澤委員。

○尾形みち子委員長 市民生活課長。

○長澤長右衛門委員 今現在、本市においては、

○木村昌光市民生活課長 令和元年度の目標値

イノシシの捕獲奨励金が、成獣が１万７，００

ということで３３％を計上しておりました。こ

０円、そしてウリ坊、幼獣でございますけれど

れまで資源化率ということで年々取り組んでま

も、３，０００円となっているわけですが、な

いったところでございますが、時代の変化に伴

ぜその差をつけているのかもお示しいただけれ

いまして、現在の数字にちょっと見直したとい

ばありがたいのですが。

うことでございます。

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○漆山 徹農林夢づくり課長 捕獲奨励金制度

か。

につきましては、平成３０年度から実施してお
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ります。当初はイノシシの夏期捕獲に対する成

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

獣の奨励金額１万８，０００円、幼獣について

す。

は１，０００円ということで、他自治体の状況

次に、５款労働費について質疑、発言を許し
ます。

等も加味しながら検討を重ねてまいったところ
でございます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

その後、令和元年度になりますけれども、幼

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

獣の奨励金額が若干低いということで見直しを

す。

させていただきまして、成獣が１，０００円減

－１２７－

額して１万７，０００円、幼獣は２，０００円

題は解決していかないと思いますので、これか

増の３，０００円と変更しております。

ら検討してまいりたいと思います。

理由につきましては、他市の状況、それから

○尾形みち子委員長 長澤委員。

捕獲頭数についてもやはり幼獣のほうにつきま

○長澤長右衛門委員 市長の話もよく分かりま

しては１割に満たない低めの数字となっており

した。それで、私もちょうど１週間前、くくり

ますので、ただ幼獣も数か月すれば成獣になる

わなでウリ坊を、鉄砲で仕留めたのですが、な

ということもございますので、そこで令和元年

かなかこの小さいものを仕留めるというのは勇

度で見直しをさせていただいて、金額を上げた

気が必要だなと実感いたしました。それで、か

という経緯でございます。

わいそうだということで放したという話も聞い

○尾形みち子委員長 長澤委員。

ているわけでございます。そういうわけで、市

○長澤長右衛門委員 上げた経緯は分かるので

の鳥獣害防止対策実施隊の方々に捕獲意欲を高

すけれども、それは上を下げて下を上げたと私

めていただくためにも、幼獣の捕獲奨励金をも

は実感しているわけでございます。それで、隣

うちょっと上げていただきたいというのが要望

接する自治体でございますけれども、南陽市は

でございます。以上です。

幼獣、成獣ともに同額でございます。あと、山

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

形市は幼獣が成獣の半額だということでありま

か。髙橋要市委員。

す。それで、１年、２年たったイノシシよりも、 ○髙橋要市委員 同じく、有害鳥獣対策事業費
幼獣のうちに捕獲することは、悪さをされる前

について、教えていただきたいと思うのですが、

に、また繁殖しないうちに捕獲して、元から断

成果説明書６９、７０ページでは、有害鳥獣に

ったほうが効率的だと私は思っておりますが、

よる被害額の目標に対して、なかなかその目標

どうでしょうか。

に届かないという現実があるのですけれども、

○尾形みち子委員長 市長。

地域の農家の皆さんの声を聞くには、要望をか

○横戸長兵衛市長 ただいまの意見でございま

なえていただいたりとか、相当実情に合った形

すが、要するに幼獣の料金が安いから捕る量が

で現場のことを考えて、本市には様々な施策を

少ないという結果になっているのか、幼獣その

打っていただいたり、提案をしていただいてい

ものがなかなか捕まえられないのか、その辺が

るということで、大変いろいろと感謝の言葉も

課題だと思うのです。安いから捕らないとなる

いただいております。

と、我々が目指している方向性とちょっと違っ

そういう中で、本市の平成３０年上山市鳥獣

てくるわけなので、その辺をきちっと吟味とい

被害防止計画の中において、最近猿が非常に現

いましょうか、精査してやっていかないと、た

場のほうでは多い、そして山岳からだんだん里

だ上げればいいというだけの問題ではなくて、

のほうに下りてきているという現状も大変多く

そこは害を防いでいくという大きな課題がある

て、そういった猿の個体数の調整を実施してい

わけでございますので、その辺について本当に

くというような、平成３０年の防止計画でも持

幼獣は捕りにくいのか、安いから捕らないのか

っておられるということですけれども、実際そ

という点なんかも精査していかないと、この問

の話では、七ヶ宿とか、高畠とか、そういった

－１２８－

近隣の市町村でも猿の被害に対する対策という

い生息しているだろうということで、例年同じ

のが非常に強く行っているということで、そち

ぐらいの個体数で推移しているものと認識して

らから猿が上山市に来ているのではないかとい

おります。

う、うわさのレベルでもあるかと思いますが、

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

実際地元の方のそういった考えというものは非

○髙橋要市委員 現場では相当やはり増えてい

常に大切だと考えるのですが、その猿の、要は

るというような実感を持っているようでござい

個体ですね。例えば以前の調査で、上山には６

ますので、また今後様々な地区からの要望とか、

つの群れがあると聞いておりましたが、その群

要請とか、そういった形で数が増えているとい

れの調査とか、個体数の調査というものは、今

うようなことに対する対策なども検討していか

でもされているのかどうか、そういったところ

なければならないと考えております。ぜひそこ

をお示しいただきたいと思います。

のところも考慮していただければと思いますの

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

で、よろしくお願いいたします。要望とさせて

○漆山 徹農林夢づくり課長 ニホンザルの現

いただきます。

況につきましてお答えさせていただきます。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

現在想定されております猿の群れですけれど

か。石山委員。

も、７つの群れが市内ではございます。想定さ

○石山正明委員 同じく、有害鳥獣対策につい

れております頭数ですが、３０５頭と見込んで

てお伺いいたしますが、今猿の対策ということ

おるところでございます。

で、市の猟友会の方々が追い払いをやっている

こちらの個体調整につきましては、猟友会の

わけでございますけれども、追い払いについて

方々を中心に、追い払い、見回り等パトロール

は２名体制ということでお伺いしておりますが、

なども実施しながら調整を図っているような状

大体どのぐらいの頻度でやっていらっしゃるの

況でございます。

か、お伺いいたします。

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

○髙橋要市委員 ７つということで、はぐれ猿

○漆山 徹農林夢づくり課長 例年ですと、土

とかも含めた数値をいただいたのかと思います。 日の時間帯で朝早くといいますか、午前中とか
３０５頭なのですが、それで増えているという

になってくるのですけれども、２名ないし３名

ような実感とか、そういった話とかというのは、 の体制で追い払いのパトロールを実施しており
信憑性についてどのように考えておられるのか

ます。令和元年度につきましては、年間４３回、

をお示しいただきたいのですが、お願いいたし

延べ人数で１２５名の猟友会の方に御参加いた

ます。

だいて実施しているところでございます。

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

○尾形みち子委員長 石山委員。

○漆山 徹農林夢づくり課長 猿の個体数が増

○石山正明委員 猟友会の方には大変御苦労を

加しているかどうかというところですけれども、 おかけしているわけでございますが、週２回、
実際推測でありまして、こちら３０５頭と申し

土日ということは、平日はやっていらっしゃら

上げましたが、令和元年度についてはそのぐら

ないということですよね。これ、猟友会の方々

－１２９－

にお任せするということだけでなくて、猿につ

認識しております。

いては各地区ごとに追い払いをやらないと、な

○尾形みち子委員長 石山委員。

かなか追い払いができない。例えば今中川地区

○石山正明委員 実は、追い払い隊については

のここに出ていますよということをお願いする

非常に不透明なところがあって、これは猟友会

と、猟友会の方々が集まっていらっしゃるわけ

の問題なので直接関係ないわけですけれども、

ですよね。その間に猿はいなくなるという状況

この辺については、やはり今後しっかりと目を

が今のところ続いているようでございます。

配っていただかないと、猟友会の総会資料の決

ですから、猿の対策については、やはり各地

算書を見ても非常に不明瞭です。これ、課長も

区ごとにいろんな講習会、あるいは勉強会を通

多分見ていらっしゃると思うんだけれども、こ

してやらないと、なかなか根絶できないのでは

の辺のところの監視をしっかりやらないと、補

ないかと思いますが、その点についてどうでし

助金の垂れ流しということになりかねないので、

ょうか。

この辺については今後しっかり課長のほうでも、

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

市長のほうでも目を通していただいて、有効な

○漆山 徹農林夢づくり課長 確かに、地域ご

有害鳥獣対策ができるような形で進めていただ

とに猿が民家近くまで来ているというような御

きたいと思います。以上でございます。

連絡もいただきながら、追い払いの花火などを

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

地区単位でお渡ししているという状況もござい

か。川口委員。

ます。

○川口 豊委員 １５４ページ、強い農業・担

今後につきましても、やはり地域住民の安全
などを確保するためにも、どのような形で猿の

い手づくり総合支援事業費についてお伺いいた
します。

追い払いをしたらいいのかなどという講習会な

農業にかかわらず、今後継者不足ということ

いし研修会なども開催の中でお話をさせていた

がうたわれております。本市における農業担い

だきたいと思っております。

手、農業後継者の状況についてお知らせいただ

○尾形みち子委員長 石山委員。

ければと思います。

○石山正明委員 ぜひそのように進めていただ

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

きたいと思います。

○漆山 徹農林夢づくり課長 本市におけます

次に、有害鳥獣対策専門員についてでござい

農業の担い手、認定農業者という方々になりま

ますけれども、今猟友会の会長が専門員の隊長

す。そちらの人数につきましては、本市で１８

ということでやっていらっしゃいますが、先ほ

４名、そのうち法人が２０件ございますけれど

どお伺いしました追い払い隊、これは今何名い

も、そういった方々を中心に上山市の農業を担

らっしゃいますか。

っていただいているというような状況になって

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

おります。

○漆山 徹農林夢づくり課長 猟友会員につき

また、新規就農者につきましては、令和元年

ましては、６４名の方が今いらっしゃいますけ

度については７名の新規就農者がおったのです

れども、隊員数につきましては約半分ぐらいと

が、ここ最近は同じぐらいの数の新規就農者が

－１３０－

増えているような状況でございます。

者不足ということもあります。より優良な農地

○尾形みち子委員長 川口委員。

をつくるために、今後どういった形で農地の集

○川口 豊委員 今示されました数字は、大体

約等を進めていくのか、お示しください。

予定された数字と見てよろしいでしょうか。

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

○漆山 徹農林夢づくり課長 農地の確保につ

○漆山 徹農林夢づくり課長 今答弁させてい

きましては、中間管理機構事業を通して、農地

ただきました数字については、実数ですので、

の出し手ということで、農業をリタイアすると

今現在いらっしゃる、認定されている方々の数

いうような方々の農地を集めまして、さらに今

字でございます。

後農地を借りていきたいと、新規就農者含めて

○尾形みち子委員長 川口委員。

ですけれども、増やしていきたいと考えていら

○川口 豊委員 その数字、今後伸ばしていく

っしゃる方々に紹介をさせていただいているよ

ことが、上山市の農業の発展につながると思う

うな状況でございます。引き続き、それらの制

のですが、どの程度目標とされていますか。

度を活用して、農地の未利用地をなくすような

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

方策を考えてまいりたいと思っております。

○漆山 徹農林夢づくり課長 認定農業者、い

○尾形みち子委員長 佐藤委員。

わゆる所得額が４００万円以上というような計

○佐藤光義委員 実際に新規就農者の方が農地

画を立てていただくような方々になるのですけ

を探しているというところで、農地バンクなど

れども、認定新規就農者というのがその半分、

も活用したいという声を聞くのですけれども、

２００万円の所得を目指すということになって

なかなかタイミングが合わなくて、マッチング

おります。その認定新規就農者が行く行くは認

しないという実情でもあります。実際、高齢者

定農業者に移行していくと、もっとさらに所得

の方に関しては、ぎりぎりまで現役でいたいと

を伸ばしていくというふうに考えておりますの

いうところもあって、リタイアというのも突然

で、認定農業者のほうも増加傾向になるのでは

決まってしまうというので、そのタイミングが

ないかということもあるのですが、ただやはり

なかなかマッチングしないというのも実情だと

高齢の農業者の方が多いですので、やめられる

思うのです。なので、まだリタイアしないけれ

方もいらっしゃるということで、現状の数字が

ども、ちょっと自分も高齢になってきて、そろ

横ばいで続くのかなと見ているところでござい

そろなのかなというところで、農地バンクに登

ます。

録しておくということも、今後必要になってく

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はございませ

るのではないかと思いますが、それについてお

んか。佐藤委員。

伺いします。

○佐藤光義委員 １５６ページの農地中間管理

○尾形みち子委員長 農林夢づくり課長。

事業費についてお伺いします。

○漆山 徹農林夢づくり課長 委員おっしゃる

今、新規就農者ということもありました。今

ように、リタイアする場合、やはりぎりぎりま

後、農地中間管理機構のほうで、農家の方々も

で農家の方々はできなくなるまで頑張るという

実際高齢化しているということもあって、後継

ような考え方の方が多いと認識しております。

－１３１－

今後、そういった成木の園地といいますか、

この企業誘致によって、本市の雇用者数がどの

農地をうまく新規就農の方に引き継げるような

ように増えたかというのを、まずお尋ねしたい

取組としましては、人・農地プランなどを活用

のと、あと今後の企業誘致の見通しについてお

しまして、今後の担い手、どのようにしていく

尋ねします。

かという地域の話合いを通じて進めてまいりた

○尾形みち子委員長 商工課長。

いと考えております。

○鈴木英夫商工課長 現在、２社が土地売買契

○尾形みち子委員長 佐藤委員。

約の予約契約を締結しているわけですけれども、

○佐藤光義委員 上山市においては、土地、農

そのうち内山電機が令和元年度において、求人

地に関しては、非常に優良なものがそろってい

活動を行ってございまして、その結果、県内の

るとお伺いしておりますので、未利用地などを

高卒の方を４月１日から採用しているという実

どんどん減らしていけば、他市と比べると、新

績がございます。

規就農者の数は、上山市は少ないのですけれど

令和２年度におきましても、私どもも様々な

も、そちらの新規就農者の数も上がっていくと

支援をしておりますけれども、各高校を会社で

思いますので、今後ともよろしくお願いします。 回られまして、求人活動をされておりまして、
○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

市内、市外ということは現段階では申し上げら

か。

れませんけれども、求人に対して今申し込みが
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

あると伺っております。

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま
す。

そうした中で、そのほかにも１社ありますけ
れども、現在のところはその内山電機の活動が

この際、正午にもなりましたので、昼食のた
め休憩いたします。

具体的な採用数ということになってございます。
ただ、内山電機につきましては、令和３年の

午後は１時から会議を開きます。

冬に向けまして、今いらっしゃる社員の中から、

午後 ０時０３分 休 憩

およそ２０名程度と聞いておりますけれども、
そういった方々が移転するということで伺って

午後 １時００分 開 議

おります。

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を
開きます。

それから、今後の誘致活動でございますが、
このようなコロナ禍の状況にあって、なかなか

次に、７款商工費について質疑、発言を許し

県外企業への誘致活動というのができない状況

ます。守岡委員。

にございます。そうした中で、やはり半導体関

○守岡 等委員 商工費の１６４ページの企業

係が現在伸びておりますし、あるいは県内企業

誘致費について、まずお尋ねします。

とゆかりのある取引企業、そういったものを中

新たな産業拠点の形成と企業誘致という点で、 心にリストアップしながら、今後また誘致活動
この間かみのやま温泉インター産業団地におい

を進めていきたいと考えてございます。

て、年度目標を上回る２社と契約を締結できた

○尾形みち子委員長 守岡委員。

ということは、大いに評価できると思います。

○守岡 等委員 ぜひ雇用の問題、少子化対策

－１３２－

の本当に重要な要だと私思っていますので、今

○尾形みち子委員長 守岡委員。

後の強化をお願いしたいと思います。

○守岡 等委員 身近なプロチームへの提供と

あともう一つ、ちょっと順序逆になったので

いうことで、すごくありがたく思いました。

すが、工業振興事業費ということで、産学官金

もう一つ、１６６ページの観光物産費につい

連携の推進ということで、今期産業振興アドバ

てですけれども、昨年の決算特別委員会でもお

イザーの訪問によって、市内企業１社に係る県

聞きしましたが、インバウンドの強化について、

外企業からの受注を仲介したと。また、企業間

この間の取組についてお尋ねしたいと思います。

連携の推進として、産業振興アドバイザーの仲

特にインバウンドに向けた商品の開発と、ホー

介により、市内企業３社が連携して新製品の試

ムページの改善による宣伝の強化がどう図られ

作を行い、プロスポーツチームに試供したとい

たのかという点ですね。今、３市ＤＭＯの企画

うことですけれども、この辺もう少し詳しく御

でいろいろ商品出ているようですけれども、こ

説明いただけますか。

の山寺、蔵王という流れはあるようなのですけ

○尾形みち子委員長 商工課長。

れども、これが本市のインバウンドと結びつく

○鈴木英夫商工課長 市外企業との受注に結び

のかどうかというところを、まずお尋ねします。

ついたという部分につきましては、そこは企業

○尾形みち子委員長 観光課長。

名を伏せさせていただきますけれども、市内企

○佐藤 毅観光課長 令和元年度のインバウン

業が県外企業と提携して、取引業と受注が成立

ド推進事業の取組でございますけれども、環蔵

したという内容が１つございます。

王の一体的な連携した取組の中で、タイ、台湾

それから、３社が連携して作ったというもの

に向けての海外プロモーション活動を行ってお

について御説明申し上げますが、これにつきま

ります。また、同じくタイや台湾の観光エージ

しては、市内企業、ジャストと大東精密とシバ

ェントを招きまして、ファムトリップと称して

タ精密ということでございます。ジャストが中

エージェント向けの情報発信活動、あとインフ

心に行っているわけでありますけれども、大東

ルエンサーを招聘して、上山市の地域資源を紹

精密の金属の加工処理を行いまして、ジャスト

介させていただいたり、あるいは台湾向け、タ

は爪を削る部分のメッキ処理、それからシバタ

イ向けの観光情報紙を発行しておりまして、そ

精密が樹脂形成ということで、爪やすりの試作

の中で上山市の情報発信などに取り組んできた

品を作ったことでございます。令和元年度につ

ところでございます。

きましては、モンテディオ山形の選手に試作品

ホームページにつきましても、環蔵王の市、

を提供して、特にゴールキーパーは指を気にさ

町と連携したホームページを作成しておりまし

れるということで、非常に好評いただいたとい

て、上山市の観光スポットの紹介などをしてき

う話も聞いておりますし、今後はプロバスケッ

ているというような状況でございます。

トボールチームのパスラボ山形ワイヴァンズに

また、ＤＭＯに絡めてということであります

提供するようなことも考えているということで

けれども、ＤＭＯの活動の中では、蔵王温泉と

ございまして、今後もニーズを高めて販路を開

かみのやま温泉を結ぶバスツアーなどを企画し

拓していくというような考えを伺っております。 まして、樹氷の時期など大変好評いただいたと

－１３３－

いうことで捉えているところでございます。

○中川とみ子委員 ただいまの説明によります

○尾形みち子委員長 守岡委員。

と、一日中という捉え方かと思いますが、例え

○守岡 等委員 特にこのホームページの評価

ば夕方から朝までというようなお借りの仕方は

ということで、海外の有名なウェブページに登

考えられないかどうか、ちょっとお伺いします。

録すると、それがかなり影響力あるということ

○尾形みち子委員長 商工課長。

で、私たちこの間視察で長野に行ったら、外国

○鈴木英夫商工課長 特段、夕方から朝までと

のバックパッカーがいっぱいいて、何でこんな

めていただいても、夜間は閉まりますけれども、

田舎の長野に来ているのと聞いたら、ウェブペ

そういう利用をしていただきますと、料金は５

ージで見て、ここが気に入って来たんだという

００円かかりますけれども、そういった利用も

ことを言っていましたので、ぜひその辺の強化

可能でございます。

をお願いしたいと思います。以上です。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。谷江委員。

か。中川委員。

○谷江正照委員 インバウンドに関して、施策

○中川とみ子委員 １６４ページの部分でお伺

を厚くするという部分でありますが、昨年９月

いいたします。

議会におきまして、グリーンエコー号やホワイ

二日町プラザ立体駐車場使用料負担金として

トエコー号の時刻表や乗り方の多言語化を提案

２，９００万円を出しているという記載がある

したのですけれども、それはなされたのかどう

のですが、市民の方で立体駐車場をお借りした

か、まず確認したいと思います。

いという方が何人かいらしたのですけれども、

○尾形みち子委員長 観光課長。

そういう市民に貸すことによって、駐車料金の

○佐藤 毅観光課長 昨年、御提起いただきま

負担金を減らすことができるのかななんて思う

したエコー号の多言語化につきましては、まだ

のですが、その辺いかがでしょうか。

その対応は進んでおりませんが、今その翻訳な

○尾形みち子委員長 商工課長。

ども準備を進めているところでございます。

○鈴木英夫商工課長 二日町プラザの立体駐車

○尾形みち子委員長 谷江委員。

場につきましては、おかげさまで、今年はさす

○谷江正照委員 ぜひスピードアップしていた

がにコロナの影響で少ないのですけれども、昨

だきたいと思います。

年、令和元年度におきましては、めんごりあの

あと、着地型旅行商品として、額としては少

利用者が非常に多いということもありまして、

額かもしれませんが、レンタサイクルというも

結構平日、休日も合わせまして、満車まではい

のも、その着地型旅行商品として本市の２次交

きませんけれども、ある程度の台数が入ってい

通を補完するいいものだと思います。観光案内

るという状況でございますので、今後の推移も

所に行きますと、展示はしてあるのですけれど

見る必要がございますけれども、今の時点で余

も、料金体系とか、借り方とか、そういったも

裕を持って市民の皆様にお貸しできる状況には

のの明示は見受けられなかったようなのですけ

ないかなと考えてございます。

れども、この部分に関してはいかがお考えでし

○尾形みち子委員長 中川委員。

ょうか。

－１３４－

○尾形みち子委員長 観光課長。

和元年度決算項目について質問させていただき

○佐藤 毅観光課長 観光物産協会で運用して

ます。

おります案内所でのレンタサイクルでございま

成果説明書によりますと、まず企業誘致件数

すけれども、令和２年度に入りまして、案内所

が目標値を大幅に上回ったと。令和元年度の企

内に展示を始めさせていただきました。

業誘致において、これまでと違う取組をしたこ

委員おっしゃるように、お客様に分かりやす

とによって企業誘致が増加したのか。それとも、

い表示というものも、今後協会と話をさせてい

これまでの取組を厚くしたことによって、企業

ただきながら、レンタサイクルの活用を図って

誘致が増加したのか。あと、団地の造成面積が

まいりたいと思っております。

目標値には達成していないのですが、これにつ

○尾形みち子委員長 谷江委員。

いては令和２年度中に解決する問題なのかにつ

○谷江正照委員 ぜひよろしくお願いします。

いて、併せて御回答をお願いしたいと思います。

それでは、成果説明書の９４ページですけれ

○尾形みち子委員長 商工課長。

ども、大変利用者の数が増えております。喜ば

○鈴木英夫商工課長 まず、企業の誘致活動で

しいことと考えております。しかし、利用が増

ございますけれども、これまでと申しましても、

えるに従いまして、お土産どこで買ったらいい

産業団地が分譲開始を具体的に進めたのが平成

んだと。上山市のお土産はどこで売っているん

３１年１月からでございますので、その後令和

だというような声も大きくなってきております。 元年度になったわけです。ですので、いよいよ
今後、せっかく伸びている観光案内所の利用

産業団地が完成というか、具体的な誘致活動を

者数を、上山に来たけどお土産買うところがな

始めたのが平成３１年１月からでございますの

いんですねなんてことに関して、観光課はどの

で、それでその後急遽２社が誘致活動したとこ

ようにこれを対処していくのか、もしお考えが

ろ結びついたということでございますので、こ

ありましたらお願いいたします。

れまでとこれからというところの差は、さほど

○尾形みち子委員長 観光課長。

ないということで考えていただいて差し支えな

○佐藤 毅観光課長 そういった御案内を差し

いと思います。

上げるための案内所だと捉えておりますけれど

それから、造成面積の件ですけれども、もと

も、実際そういったお土産屋ですとか、そうい

もと１５ヘクタールとありましたものは、第７

った情報につきましては、市内の例えばお菓子

次振興計画の前期基本計画を定めた当時の目標

屋ですとか、いろいろな食べ物を扱うようなお

設定でございまして、これは安易に定めている

店も、観光客の方に御利用いただいているとい

ものではございませんが、当時、御承知のよう

う状況もありますので、そういったお店なども

に、産業団地につきましては、広い面積も予定

含めて、御紹介できるように今後努めてまいり

した時期がございまして、そういったこともあ

たいと思っております。

りまして、その面積が違うということでござい

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

ます。

か。川崎委員。

○尾形みち子委員長 川崎委員。

○川崎朋巳委員 企業誘致事業費について、令

○川崎朋巳委員 改めて誘致件数のことについ

－１３５－

て、今御説明いただきましたけれども、産業団

まず、企業誘致について評価した上で、この部

地としてある程度広大な用地が準備できたこと

分についての現在のお考え、本市においては県

によって進んだと考えているのか、それともど

の基金に対して、奨学金の負担金等を払ってお

ういう部分で２件、うまくいった要因をどのよ

ります。県としても進めている状況なのかなと

うに考えているかについて、改めて今の答弁を

は思いますが、それを踏まえた上で、本市の今

踏まえて御回答いただければと思います。

後の企業誘致活動等々を含めてのお考えがあれ

○尾形みち子委員長 商工課長。

ば、改めてお示しいただければと思います。

○鈴木英夫商工課長 委員お話しのとおり、や

○尾形みち子委員長 商工課長。

はり産業団地の形がしっかり見えてきたという

○鈴木英夫商工課長 まず第１点目、委員おっ

状況が出てきたことによりまして、我々も積極

しゃるように企業誘致の中において、できるだ

的に誘致活動を行えたということもございます

け大卒の雇用の場が確保できるように、そうい

ので、そういった形で進められてきたのかなと

った企業を誘致していくということが第一義で

思っております。

ございます。

○尾形みち子委員長 川崎委員。

今回の産業団地の優遇措置の中にも、大卒の

○川崎朋巳委員 先ほど守岡委員からもありま

方を雇用、あるいは移転した場合には、優遇制

したように、全国どの自治体でも企業誘致を進

度に上乗せするというような制度もございます

めていきたいと思っておりますし、その課題に

ので、そういったところでさらに進めていきた

向かって取り組んでいる状況なのかなと思いま

いと思います。

す。

なお、既存の企業の部分についても、またこ

まず、長期的な税収の確保、あとは雇用人数

れは考えていかなければならないことでありま

の確保と、労働人口を含めた人口に関する大き

して、正直上山市内の企業は下請されている企

なメリットが考えられる中で、全国様々な自治

業が多い状況でございます。そうした状況であ

体と同様に活動を行っている中で、まずこの目

りますので、開発型の企業を展開していくとい

標を達成されたことについては高く評価したい

うのが必要かなと思っております。

と思います。

これに関しましては、産業振興アドバイザー

改めて、評価を申し上げた部分で、さらに要

事業の中で、自社製品の開発とか、技術開発の

望したい部分といたしましては、まず誘致した

支援ということを行ってございますけれども、

ことについては大きく評価するものであります

やはり自らが考えていくという企業、そういっ

けれども、本市の人口動態、転出に関する人口

た成長を促していくということも大事でありま

流出に関する部分には、ある程度歯止めをかけ

して、そういったことで今後とも大学生ができ

るような取組がなされています。

るだけ上山市に戻る、あるいは定着する、そう

その中で、特に本市内企業における大卒の就

いった企業の育成、あるいは企業の誘致に努め

職状況、就職環境というのが整っていないこと

ていきたいと考えてございます。

が、それまで首都圏等に進学して、戻ってくる

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

学生の減少につながっているのではないかと。

か。神保委員。

－１３６－

○神保光一委員 成果説明書から御質問させて

○尾形みち子委員長 観光課長。

いただきます。９５ページの無料Ｗｉ－Ｆｉ設

○佐藤 毅観光課長 ワンウェイタクシーにつ

置数についてお伺いしたいのですが、目標２１

きましては、さくらんぼ狩りシーズンの際に、

か所に対して実績１２か所ということで、外国

ＪＲのさくらんぼ狩りツアーに対応した取組と

人旅行者の訪問する観光施設への無料Ｗｉ－Ｆ

いうことで、観光果樹園まで公共の２次交通が

ｉ設置数が一定程度終えたと認識しているとい

なかなかないものですから、そこでタクシーで

うことで、そこの乖離の部分についての理由が

というようなことで対応しているものでござい

書いてあるのですけれども、当初目標に設定し

ます。

たときは２１か所程度設置したいという、いろ

観光果樹園への送客という部分で実施してい

んな理由があったと思うのですけれども、それ

る事業でございますので、ＪＲ等を利用したお

が実際設置して、１２か所である程度設置でき

客様には大変利用していただいていると捉えて

たから終えたという認識になっていると思うの

いるところです。

ですけれども、そこの具体的な理由が、２１か

○尾形みち子委員長 枝松委員。

所から１２か所で十分だと判断している理由が

○枝松直樹委員 そうすると、これは十分観光

もしあれば、お答えいただければと思います。

客の方に効果があると、喜んでいただいている

○尾形みち子委員長 観光課長。

ということで理解してよろしいですかね。もっ

○佐藤 毅観光課長 無料Ｗｉ－Ｆｉの設置場

と拡大をするということにはなりませんか。

所でございますけれども、まず１２か所の設置

○尾形みち子委員長 観光課長。

場所を申し上げさせていただきたいと思います。 ○佐藤 毅観光課長 ワンウェイタクシーにつ
市内に５か所あります足湯、あと上山城、上

いても年度、年度で検討しておりますけれども、

山城の売店、あと駅前の観光案内所、駅の待合

令和２年度の状況から申し上げますと、令和２

室、武家屋敷、春雨庵等に無料Ｗｉ－Ｆｉを設

年度は残念ながらＪＲでさくらんぼ狩りツアー

置させていただいております。ある程度上山市

の企画が出てこなかったものですから、実際に

内の観光スポット、外国人が回っていただける

はワンウェイタクシーの事業は行うことができ

ようなスポットには設置が完了したということ

ませんでした。令和３年度に向けて、今後ＪＲ

で、現在観光課では捉えているということでご

関係者ですとか、観光果樹園関係者と全体的な

ざいます。

誘客の考え方等の中で検討してまいりたいと思

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

っております。

か。枝松委員。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○枝松直樹委員 ワンウェイタクシー運行委員

か。石山委員。

会負担金１０万３，０００円というのが計上さ

○石山正明委員 主要施策の成果説明書の９４

れておりますが、このお金の使い方がどのよう

ページのことでお伺いいたしますが、昨年、私

にされているのか。そして、これの効果、事業

ちょっと申し上げたのですが、やはりかみのや

としての効果はどのようなものが実績としてあ

ま温泉に少しでもお金を下ろしていただくため

るのか、お伺いします。

には、体験型の観光をもうちょっと掘り起こさ

－１３７－

ないと駄目なんじゃないかということをお話し

入ったわけですけれども、その周辺のランニン

申し上げたことがございますが、体験型観光の

グコースも含めまして、周りが非常に鬱蒼とし

掘り起こし策について、どのような手だてを取

ていたのですけれども、その辺の、あそこ走り

られたかお伺いします。

回っても、周りが草だらけということで、非常

○尾形みち子委員長 観光課長。

に観光地としての魅力がないのかなと思ってお

○佐藤 毅観光課長 成果説明書の９４ページ

りますがいかがでしょうか。

にも記載しておりますが、令和元年度におきま

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。

して地域資源を活用したツアーの造成というこ

○高橋秀典スポーツ振興課長 坊平周辺の除草、

とで１５件造成しております。ワインを題材に

草刈りについては、まずクロスカントリーコー

したツーリズムですとか、樹氷を題材にしたツ

ス、グラウンド、あと県の園地、いろんな部分

ーリズムなど１５件造成させていただいたとい

が入り乱れておりまして、スポーツ振興課で言

うことでございました。いろいろ申込みの多か

えば、クロスカントリーコースの周辺なり、グ

ったツアー、少なかったツアー等もございます

ラウンドなり、また大会開催時等における周辺

ので、それらの実績を踏まえながら、令和２年

整備、そういったことを適宜行っている状況で

度も地域資源を活用した商品造成ということで、 ありますけれども、中のほうの県の園地の周辺
協会と一緒に現在取り組んでいるところでござ

ですとか、あとはキャンプ場周りですとか、そ

います。

の辺が先ほどおっしゃったように、管理がそれ

○尾形みち子委員長 石山委員。

ぞれやっているということでございますので、

○石山正明委員 なかなか頑張っていただいた

基本的にはやはり上のほうで、そういった、ど

ようでございますが、やはり体験型というと、

こをこの時期にどうするとか、そういった部分

どうしても郊外に行くというような形が多いわ

の連携は必要かなと考えているところでありま

けでございますけれども、市内にもまちを歩き

す。

ながら体験できるというようなところをもう少

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

し掘り出していただければ、大変ありがたいと

か。佐藤委員。

思っております。

○佐藤光義委員 １６８ページ、インバウンド

もう１点お伺いしますが、実は先日蔵王坊平
に施設見学ということで行ってまいりまして、

推進事業費についてお伺いします。
先ほど成果説明書の９５ページで無料Ｗｉ－

これは多分３つの課にまたがると思うのですが、 Ｆｉ設備数についてあったんですけれども、一
蔵王坊平の周辺の除草、下刈りにつきまして、

定程度終えたと認識しているためとありますが、

草が生い茂っていてみっともないということを

令和元年度の１２か所において、全ての観光施

感じてまいりました。これについては、恐らく

設や宿泊施設などにおいて、全て終わったのか

定期的に除草をやっていらっしゃるのかなと思

どうかお伺いします。

うのですが、その対応の仕方についてどのよう

○尾形みち子委員長 観光課長。

にしていらっしゃるのか、お伺いいたします。

○佐藤 毅観光課長 無料Ｗｉ－Ｆｉの設置状

具体的に申し上げますと、駐車場から施設に

況でございますけれども、先ほど申し上げまし

－１３８－

た１２か所につきましては、市で設置させてい

○尾形みち子委員長 観光課長。

ただいた部分でありますが、現在市内の宿泊施

○佐藤 毅観光課長 先ほども一部お答えさせ

設や店舗等を拝見させていただきますと、相当

ていただきましたけれども、市内の様々なお店

数Ｗｉ－Ｆｉの設置の表示が出ております。こ

等を見させていただきますと、それぞれに無料

ういった状況も踏まえまして、市のほうとして

Ｗｉ－Ｆｉを導入されているところが相当進ん

はある一定程度事業は完了したものと捉えてい

でいるというような状況がありますので、行政

るところでございます。

としてはこの１２か所で一応は完了したものと

○尾形みち子委員長 佐藤委員。

いうふうにさせていただいたところです。

○佐藤光義委員 一定程度無料Ｗｉ－Ｆｉのほ

○尾形みち子委員長 棚井委員。

うは終わったということで、今後また外国人観

○棚井裕一委員 大変よく分かりました。今後

光客を受け入れるに当たって、キャッシュレス

も、特に観光の方、インバウンドを含めて、立

化の導入など、今の状況、また今後の対応等に

ち寄る箇所等の商店も含めて、設置、御協力い

ついてお伺いします。

ただけるように、働きかけをお願いいたしたい

○尾形みち子委員長 観光課長。

と思います。

○佐藤 毅観光課長 キャッシュレス化につき

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

ましては、いろいろなツールが市場に出回って

か。

おりますし、消費税が１０％に上がるというと

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

きも、相当公的な支援事業などもありまして、

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

そういったキャッシュレス化は上山市内の事業

す。

所でも一定程度進んでいるものと思われます。
それぞれの事業所の経営手法にも関わること

次に、８款土木費について質疑、発言を許し
ます。

でありますので、それぞれの経営判断の中で導

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

入を進めていただければなと思いますが、観光

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

関係者、事業所から御相談があった際には、い

す。

ろいろな、もしそういった支援事業があるので
あれば、そういったものを御紹介するなどさせ

次に、９款消防費について質疑、発言を許し
ます。

ていただきたいとは思っております。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

か。棚井委員。

す。

○棚井裕一委員 今の質問と同じ部分ですけれ

次に、１０款教育費について、質疑、発言を

ども、当初２１か所と設定していたＷｉ－Ｆｉ

許します。大沢委員。

設備の設置箇所、未設置箇所になったところと

○大沢芳朋委員 学校整備事業について伺いま

いうのは、具体的に教えていただけるのでしょ

す。

うか。お伺いいたします。未設置箇所になった
理由を教えていただければと思います。

成果説明書の２１ページを拝見しますと、耐
震化率１００％ということで、ほぼ完了したと

－１３９－

なっておりますが、要するにこれで１００％な

のトイレの洋式化ということで、基本的に全部

のかと。やり残している事業等、そういった耐

を洋式化するというような計画で進めていると

震問題に関して、残っているのはないのかとい

いうことは現時点ではございません。これまで

うことで、まず１点お聞きします。

につきましては、まず身障者トイレ等の対応と

○尾形みち子委員長 管理課長。

いうことと、スロープ等とか、また一部におい

○土屋光博管理課長 学校の耐震化につきまし

ては体育文化センターでは２階だけ行っている、

ては、これで１００％済んでいるということで

またエコーホールについては、もともと洋式化

ございます。

になっているとか、そういった部分でその場、

○尾形みち子委員長 大沢委員。

その場で進んできた状況でありますけれども、

○大沢芳朋委員 学校整備事業ということでの

基本的にはまずほかの施設も含めまして、トイ

質問なのですけれども、小中学校のトイレがご

レよりもほかの建物なり、設備なりの改修等を、

ざいます。要するに、以前も同僚議員が質問し

まず安全に利用できるという部分を優先に計画

たと思いますけれども、今年入った新入生の保

して改修等を進めている状況でありますので、

護者からも、何とか洋式に変えてもらえないか

トイレの洋式化については、公共施設全体の考

というような声も聞いておりますが、今後老朽

え方とも合わせていきたいなと考えております。

化した施設関係を整備していくということも記

○尾形みち子委員長 大沢委員。

載になっておりますけれども、今現在どのよう

○大沢芳朋委員 ぜひ子どもから御高齢の方ま

なお考えなのかということで１点お聞きします。 で、ニーズは非常に高くなってきていると思い
○尾形みち子委員長 管理課長。

ますので、ぜひ進めていっていただければなと

○土屋光博管理課長 トイレの洋式化でござい

思います。

ますが、現在のところ、市内の小中学校全体で

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

約４１％の洋式化率になっていると把握してお

か。髙橋要市委員。

ります。今後、学校の事情に応じまして、順次

○髙橋要市委員 ２０６ページの公民館運営費

進めてまいりたいと考えております。

についてお尋ねいたします。

○尾形みち子委員長 大沢委員。

成果説明書の７ページになると思いますけれ

○大沢芳朋委員 進めていただけるということ

ども、生涯学習環境の整備というところについ

で安心したところでございますが、ぜひ早急に

て、３つの目標を持って、実績も結果として記

お願いしたいなということでございます。

載されております。

あわせまして、今度は体育施設、要するに体

その中で、本庁地区の３地区公民館に事務長

育文化センター及び野球場とか、いろんな施設

を配置し、公民館の管理運営を行いましたとい

がありますけれども、そういった点のトイレの

う実績が出ているようでありますけれども、目

洋式化ということについて、どのようにお考え

標の２となります生涯学習推進体制の整備の中

なのか伺います。

に、目標として明確ではないのですが、本庁地

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。

区公民館の管理運営について、指定管理者制度

○高橋秀典スポーツ振興課長 まず、体育施設

の導入も視野に入れるというような記載の部分

－１４０－

がありますけれども、そこの関係というのがあ

いいますか、その重要性が増してくると思いま

るのか、ないのか、まず１点お示しいただきた

すので、そういったところ、また力を入れて推

いと思います。

し進めていただければと思います。

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。

もう一点なのですが、関連で生涯学習指導者

○大澤泰雄生涯学習課長 本庁地区公民館にな

の登録者数というところで、令和元年度目標５

るのですけれども、現在直営で行っているとい

０名に対しまして、１９名という実績であった

うことで、ただそのほかの部分、西郷だったり、 ということで、そこの理由についても記載いた
本庄だったりなのですけれども、そちらは指定

だいているかと思いますが、改めて詳しくお示

管理者となっております。こちらの本庁地区の

しいただければと思います。

３館についても、いずれは指定管理者という部

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。

分は考えているのですけれども、地域の方と話

○大澤泰雄生涯学習課長 登録者制度というこ

し合いながら慎重に進めていきたいと考えてお

とで登録を行ってもらう方が、どうしても１９

ります。

人となってしまったわけですけれども、記載あ

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

るとおり、自分のできるものが何かという部分

○髙橋要市委員 その７地区公民館が指定管理

を公開させていただくという形になりますので、

となっておりまして、３地区はそういう方向に

それをどうしても嫌っている方もいらっしゃい

進めていきたいというお考えの下で進めていた

ます。

だいているかと思いますが、例えば考え方とし

また、登録しなくても、各地区公民館におい

て具体的に指定管理の制度を用いた場合と違う

て、あの方が講師になっていただけるとかとい

ケース、本市にとってどのようなメリットがあ

うのを十分に把握しているということもありま

ると考えておられるのか、お示しいただきたい

して、特に登録しなくても、自分のところに依

と思います。

頼が来るとか、各公民館で探して、この制度を

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。

利用しなくても探せるという状況になっている

○大澤泰雄生涯学習課長 メリット、デメリッ

という部分も、一部理由としてございます。

トという部分でだと思うのですけれども、現在

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

７地区の公民館が行っているわけでして、メリ

○髙橋要市委員 一生涯の学習という意味で、

ットとしては各地区公民館、地域の実情に合っ

非常に大切なことかと思います。

たような公民館活動を行えるという部分になっ
ております。

そこで、指導者の役割とか、その育成方法で
すね。そういったところで何か考えをお持ちの

現在、３地区のほうができないということで

ことがあれば、お示しいただきたいと思います。

はないのですけれども、より一層自分たちの考

育成方法についてお願いいたします。

え方で公民館事業の展開等ができるようになる

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。

と考えております。

○大澤泰雄生涯学習課長 指導者の育成という

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

部分でありますけれども、こちらのほうでも市

○髙橋要市委員 今後ますます公民館の需要と

報だったり各地区公民館に指導者の研修会の情

－１４１－

報だったりを提供しているところです。そちら

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。

をより多く利用していただきながら、指導者の

○大澤泰雄生涯学習課長 前回の６月定例会の

育成を図っていきたいと思っております。

常任委員会だったと思うのですけれども、ホー

○尾形みち子委員長 髙橋要市委員。

ムページにはカラー版を載せているところです

○髙橋要市委員 先ほどの点と併せまして、公

けれども、ライブラリーについては年２回発行

民館事業という意味で、今後大切な部分だと思

ということで、全世帯にお配りしている部分と、

いますので、また推し進めていただけるようお

回覧でやっている部分があるのですけれども、

願いいたしまして、終わらせていただきます。

技術的な問題といいますか、白黒でもきれいに

○尾形みち子委員長 枝松委員。

できるものがありまして、そういう技術を私の

○枝松直樹委員 図書館管理運営費について伺

ほうで教えていきたいと思っております。

います。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

結構な額が、工事が入ったからだと思います

か。棚井委員。

が、令和元年度、事業規模が大きかったのです

○棚井裕一委員 学校図書についてお伺いしま

が、実はこれ常任委員会でも課長に前の定例会

す。

だったと思いますが、伺ったのですけれども、

読書の好きな児童の割合、これは昨年度も聞

ライブラリーという図書館だよりがありますが、 いたかもしれませんけれども、次回からは割合
それをすごくいい写真だったのですけれども、

でなくて、実際の貸出冊数に改めるということ

庁内印刷のために何が写っているのかよくわか

がありますが、目標とする４７％には届いてい

らないようなことになってしまいました。何で

ないというところで、一方で市立図書館の１人

庁内印刷なのかというと、予算がないから、結

当たりの利用冊数が着実にここ３年で２５冊か

局しようがなくて、自分たちで庁内で印刷する

ら３１冊まで増えているわけです。その辺の手

ということになっているのですけれども、せっ

法なり、工夫なりというのはどのようにされて

かく立派な公民館報ですから、できれば外注に

きたのでしょうか。お伺いします。

出していただけるような、そのような予算組み

○尾形みち子委員長 管理課長。

ができないのかということで、考えております。 ○土屋光博管理課長 学校の読書の好きな児童
同じことは、市報もそうなのですが、脱線す

の割合が伸びていない原因としましては、小学

るかもしれませんが、せんだっての市報はヒマ

校から中学校に上がった段階で、中学生になっ

ワリの写真でした。白黒のためにせっかくの色

た段階で、借りる冊数が落ちていくというとこ

が全く見えなくて、大変残念な私は思いをしま

ろが大きな原因と考えているところでございま

したが、ぜひこういった印刷の部分については、 す。中学生の１人当たりの平均貸出冊数を目標
非常にアピール効果も高いものですから、写真

としまして、そこを伸ばしていきたいというこ

を撮った人の気持ちも含めて出るような方策を

とで目標値に掲げたところでございますが、生

してほしいと。特に市報はまた別ですけれども、 徒の方々にどのように本を取っていただくかと
図書館報を庁内印刷ではなくて外注にできない

いうところが一つ大きな課題だと思っておりま

か、そこを伺います。

すので、今現在も魅力ある学校図書づくりとい

－１４２－

うことで、展示やレイアウトの工夫、それから

つきましては、Ｑ－Ｕ検査の結果ということで

学校司書と学校の図書主任の方の連携でお薦め

お示ししております。Ｑ－Ｕのアンケート結果

本の御紹介とか、あとは生徒のリクエストに応

の集計ということで、やはり６割強の子どもた

じた人気のある図書の購入とか行っているとこ

ちがある程度満足しているということは、一定

ろでありますし、司書の方の力量を上げるとい

の評価はできますが、裏を返せば４割の子ども

うことも必要かと思っておりますので、図書館

が何らかの形で不満を持っているというところ

の司書の方との交流とか、それから情報交換、

も十分に考えていかなければいけないと思いま

研修等も含めながら、子どもたちにいかに読書

す。

に親しんでいただくかということについて、取

全ての子どもが満足できる集団をつくること

り組んでいるところでございます。

を目指すことは非常に大切であると思っており

○尾形みち子委員長 棚井委員。

ますが、なかなか正直難しいところがあるのか

○棚井裕一委員 様々な取組、ありがとうござ

なと思います。

います。

全国的な平均からいくと、全国的な部分につ

いわゆる心豊かな子どもの育成という観点か

いては、約４割が満足しているというところか

ら、読書は切り離せないものだと思いますので、 らいくと、本市の場合は６割ということになり
先日私一般質問の場でも申し上げたとおり、子

ますので、数字から見るといいほうなのかなと

ども同士でプレゼンのような形でできるような

捉えていますが、やはり授業、あるいは子ども

仕組みも含めて、子どもが本当に面白いと思え

たちの居場所、そういったものを全て含めて、

る、子どもの直接的な感想も含めて、子どもに

満足する学級づくりというものを進めていかな

響くような提案というものも今後期待したいと

ければならないと考えているところです。

ころです。

○尾形みち子委員長 棚井委員。

次に、学校教育のほうですけれども、学級で

○棚井裕一委員 全国４割の中、本市では６割

の生活に満足していると答えた児童生徒の割合

を超える子どもたちが、
「満足」
「どちらかとい

が、年々数字的にはよくなくなっていると。Ｑ

えば満足」というのを含めて回答しているとい

－Ｕテストの結果を基に、実態に応じた内容の

うことで、一定の成果が出ているのかなと思い

研修会なども開いていらっしゃるということな

ます。

のですけれども、一方で気軽によく話ができる

そういった点も含めて、学校に行くのは楽し

先生がいるというポイントは、６０％台を維持

いと思うという生徒も８割を超える数字に表れ

しているというのだったりするわけです。そう

ているのかと思います。

いった意味で、満足という点では、満足してい

一方で、私自身が危惧しているのは学力面で

るという言葉自体大まかな話なのかもしれませ

す。学力面で現在、危機的な状況だとか、満足

んけれども、どのような点を一番重要視して考

しているとか、どのように教育長はお考えです

えていらっしゃるのか、お伺いします。

か。お伺いします。

○尾形みち子委員長 学校教育課長。

○尾形みち子委員長 教育長。

○遠藤 靖学校教育課長 学校生活の満足度に

○古山茂満教育長 学力面については、上山市

－１４３－

の子どもたちは、まだまだ伸びる可能性がある

るのではないかということで変えております。

と捉えています。

○尾形みち子委員長 棚井委員。

それで、ＮＲＴという検査があるのですけれ

○棚井裕一委員 茂吉の合同歌会を目標値に変

ども、それを見ますと、下位の子ども、それか

えるということだと今お伺いしましたけれども、

ら上位の子ども、これが学力を向上していくた

実際全国大会参加者もですけれども、短歌とい

めには、どう指導していったらいいのかという

うものをたしなんでいる方というのも、若干減

課題が、まず一つあります。あと、学校間格差、 少傾向ということもお伺いしています。それに
学校での、中学校も小学校もですけれども、学

引き換え、本市はジュニア短歌コンクールで小

校間の格差をどうしていくかという課題があり

中学生が積極的に関わっているわけです。卒業

ます。ということで、学力については、もう予

文集ですとか、式などに際しても、卒業生みん

断を許さないと私は思っています。

なが短歌を詠んだり、短歌コンクールでも実績

○尾形みち子委員長 棚井委員。

として応募１３４校９，１４９首、すばらしい

○棚井裕一委員 まだまだ伸びる、すなわちま

数字だと思います。この辺もっともっと底辺拡

だまだ伸び代があると理解してよろしいかと思

大というのですか。あと、もちろんこの小中学

いますけれども、その伸び代をしっかりと埋め

生にとどまらせず、高校生なりから、もっとも

ていただくような指導を、今後お願いしたいと

っと参加していただくような仕組みづくりとい

思います。

うのを今後考えていただく方向というのは予定

次に、斎藤茂吉記念全国大会参加者が年々現

していらっしゃらないでしょうか。お伺いしま

実的に減っているわけです。ここ３年ぐらいで

す。

も大体１００名ぐらい減っていって、令和２年

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。

度以降はこの成果説明書にも出てこなくなるよ

○大澤泰雄生涯学習課長 この茂吉の授業に関

うな、合同歌会の目標値に変わるようなことが

しまして、上山市だけではなく、茂吉記念館や

ありますけれども、これはどういう理由なのか

県も関わって行っている事業となっております

お伺いします。

ので、そういう場におきまして、底辺拡大が図

○尾形みち子委員長 生涯学習課長。

れるかどうか、協議していきたいと思っており

○大澤泰雄生涯学習課長 茂吉の全国大会であ

ます。

りますけれども、年々参加者が減っているとい

○尾形みち子委員長 棚井委員。

うのは事実でありまして、参加者の年齢構成と

○棚井裕一委員 ぜひ行政側から、行政主導で

いいますか、大分高齢者になってきているとい

底辺拡大というのも含めて、そういう場を広げ

うこともあり減っているものと考えているとこ

ていっていただきたいという要望を申し上げて

ろであります。

終わります。

目標値を短歌のほうに変えたということなの

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

ですけれども、上山市では短歌学習など、学校

か。谷江委員。

で短歌の指導等を行っている状況でありますの

○谷江正照委員 地域ぐるみの学校安全体制整

で、そちらをより成果が出る、分かりやすくな

備事業、１９４ページに入るのでしょうか。ま

－１４４－

ず、児童生徒の通学における安全性の確保でご

全ての交通安全の本市の指針になるというもの

ざいます。成果説明書における１４９ページで

であると思うのですけれども、ホームページを

は、市民の交通安全意識高揚度は目標値７０％

探したのですが、これが見つかりませんでした。

に対しまして、実績が２７％でございます。こ

後で課長からいただいたのですけれども、ぜひ

のような現況を鑑み、子どもたちの通学におけ

こういった交通安全計画、しっかり立てたもの

る安全・安心を現在どのように担保しているよ

に関しては、ホームページ上からアクセスでき

うな動きをしているのか、お示しできるところ

るような形を取っていただくことを要望として

がありましたら、お願いいたします。

申し上げたいと思います。

○尾形みち子委員長 学校教育課長。

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

○遠藤 靖学校教育課長 小学校につきまして

か。守岡委員。

は、通学班を編成して通学しております。また、 ○守岡 等委員 １９２ページの魅力ある学校
毎年年度初めに各学校におきまして、通学路の

づくり推進事業費に関連して、特に学力検査の

危険箇所の点検等を実施しております。それを

問題なのですが、この間ずっと学力テストの弊

基に、上山市で行っております通学路交通安全

害が指摘されていまして、学力の調査をするた

プログラムというものがございますが、その場

めに、さらにまた模擬テストをするみたいな、

に具体的に例えば対応が必要な場所等について

非常に学校教育現場に弊害をもたらしていると

話題に乗せ、そしてそこを全員で、委員の方々

いう指摘もあります。

で点検をし、それぞれの立場からどのようなこ

そして、６月定例会には山形県教職員組合か

とができるのかというところを検討していると

ら、学力テストを、悉皆式ではなくて抽出方式

ころであります。

に改めるべきではないかという請願も出されて

○尾形みち子委員長 谷江委員。

いました。そこでまずお聞きしたいのは、学力

○谷江正照委員 さきの一般質問の中でちょっ

テストの意義というものを教育長はどのように

とあれでしたけれども、宮の脇架道橋は大変危

考えて、本当に意義があるものであれば、抽出

険で、通学路にもなっておりますので、ああい

方式に切り替えることも可能なのではないかと。

ったところもぜひ関係各位と相談していただき

それによって、学校教育現場の負担を少しでも

まして、よい形になるようにお願いしたいと思

減らすことが可能なのかどうかという点につい

います。

て、ちょっとお尋ねします。

あと、大泉工業の橋のところも子どもたちが

○尾形みち子委員長 教育長。

渡るところでありますが、そこの部分に関して

○古山茂満教育長 学力調査については、先ほ

も、交通指導員の方が立って、していらっしゃ

ども申し上げましたＮＲＴも含めての学力調査、

いますが、やはり危険であるということを聞い

そういうことは私は必要であると捉えています。

ております。ぜひよい形になるようにお願いし

今、その学力調査の意義ということを考えると、

たいと思います。

平均とか、そういうものを出すのではなくて、

あと、この今課長お話になった中の基になる、 一人一人がどういう力を持っているのか、習っ
第１０次上山市交通安全計画というのが、この

たことをどんな力になっているのかということ

－１４５－

を確かめて、学校の先生が確かめて、そしてそ

家庭でも学習するときに、じいちゃん、ばあち

れに応じて一人一人対応していくということな

ゃんとか、そういうのが多いのが、山形県もそ

ので、その意義は十分にあると思います。

うですけれども、上山もそうですけれども、秋

ただ、これも悉皆と関係あるわけですけれど

田のほうが結構多いと。３世代というかな、そ

も、全員がするというのは、先ほどの意義を考

ういうことがあるので、上山市も先ほど申し上

えているところでございます。傾向を調べるの

げましたが、学力の伸び代というかな、そうい

は抽出がいいと思いますけれども、一人一人に

うのが大いにあると、まだまだあるんだという

対応していくということからすると、悉皆がい

ことを捉えています。

いと思っております。

○尾形みち子委員長 守岡委員。

○尾形みち子委員長 守岡委員。

○守岡 等委員 もう一つ高学力な国としてフ

○守岡 等委員 教育長の考えは理解しました。 ィンランドとよく書かれますけれども、日本の
その上で、私ちょっと知りたいのが、よく秋

学生が留学で向こうの大学に行って、全く歯が

田県が学力ナンバーワンと言われていますけれ

立たないのはディベートなんだそうですね。知

ども、なぜ秋田県が学力の高い県になったのか

識の質がもう全然話にならないぐらい違って、

というと、単なるそういうテスト用の勉強では

ディベートになると全然歯が立たないというこ

なくて、もうちょっと深い理解というものを重

とを聞いていますけれども、実はそのフィンラ

視してきた、教育を取り入れた結果だという御

ンドの教育で一番重視しているのが、読書を中

意見も耳にしたのですけれども、その辺は教育

心にする物事の深いところから考えるという習

長、どうお考えですか。

慣、決して授業時間とか勉強時間そのものは長

○尾形みち子委員長 教育長。

いわけではないのだそうですけれども、さっき

○古山茂満教育長 今、国でも進めている授業

教育長が言ったような主体的で深い学びですか、

の方法なのですけれども、主体的、対話的で深

こういったアクティブラーニングというものを、

い学びという授業の方法を進めています。それ

今後教育活動でも取り入れられてくると思いま

は山形県でも当然進めているのですが、秋田県

すので、その辺の質の高い教育をぜひお願いし

でも進めております。ただ我々教育委員会の考

て、質問を終わります。

えていかなければならないのは、そういう学習

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

の指導法を、もっと質の高いものにしていかな

か。石山委員。

いと、なかなか力がついていかないということ

○石山正明委員 ２１４ページのスポーツ振興

です。あともう一つは、秋田のほうは家庭学習

事業費についてお伺いいたします。

との連携というか、ただ家庭学習もやれ、やれ

坊平、あるいはそのほかにも上山市において

と言うことではなくて、学校の授業が楽しい、

いろいろな大会があるわけでございますけれど

分かってできるとなるからこそ、うちでもした

も、特に坊平等でいろいろな各種大会があった

くなる。家庭学習もやれということではなくて、 場合に、かみのやま温泉に宿泊客を誘導する対
先ほど申し上げましたが、学校の授業が充実し

策として、どのような対策を取っていらっしゃ

てこそ、家庭学習も充実してくると。あとは、

ったか、お伺いいたします。

－１４６－

○尾形みち子委員長 スポーツ振興課長。

にあります。我々も言うのですが、そういった

○高橋秀典スポーツ振興課長 坊平ということ

個室といいましょうか、そういうことが整備さ

でお答えしたいと思いますけれども、大きく言

れないと、なかなか、特に大会なんかは難しい

えるのは、まずクロスカントリー大会とジュニ

という状況にありますので、そこはやはり我々

ア駅伝大会ということで、坊平では大規模に大

だけが大声を上げたって始まらないので、そう

会等を行っておりますけれども、上のほうの宿

いった観光関係者との話合いとか、あるいは受

泊についても、下のほうの宿泊についても、あ

入れ体制、これをきちっとやっていかないと、

くまで基本的には参加者が選ぶということで、

難しいのではないかと思います。

その紹介というような情報等は出しております

○尾形みち子委員長 石山委員。

けれども、大会等の企画の中でここの中からと

○石山正明委員 やはり今市長がおっしゃった

いうような部分については、特には行っており

ように、観光協会、あるいは旅館とのきちんと

ません。

した連携を組んでいかないと、スポーツ振興課

○尾形みち子委員長 石山委員。

だけという形では、なかなか進まないと思うの

○石山正明委員 やはり各種大会の開催に当た

で、その辺の連携の仕方については、今後とも

っては、数百万という単位を市で負担している

しっかり取っていただきたいと思います。

わけでありまして、参加者に任せるという形で

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

はなくて、もっと積極的に参加者の方々にかみ

か。

のやま温泉に泊まってくださいということを、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

もっと大げさにで結構ですから、アピールすべ

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

きではないかと思いますが、どうですか。

す。

○尾形みち子委員長 市長。

次に、１１款災害復旧費、１２款公債費、１

○横戸長兵衛市長 その件でございますが、選

３款諸支出金、１４款予備費について質疑、発

手というのはシビアなんですよね。ですから、

言を許します。

どんな大会でもそうですが、選手は個室なんで

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

す。大会役員は温泉に泊まっても結構ですけれ

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

ども、そういうこともあるので、なかなか温泉

す。

に、１部屋１人ということができませんので、
そういう意味では最近ビジネスホテルができま
したけれども、そういった環境の整備とか、そ
ういうことをやっていかないと、温泉だから泊

以上で、議第４９号議案に対する質疑を終結
いたします。
次に、討論に入ります。討論の発言を許しま
す。

まってくれと言ったって、なかなか行かない状
況にあるということは事実でございますし、こ

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。

れはスポーツのみならず、例えばビジネスなん

採決いたします。

かもそうですね。いろんな企業の方が来ていま

議第４９号令和元年度上山市一般会計歳入歳

すけれども、ほとんど山形に泊まるという状況

出決算の認定については、原案のとおり認定す

－１４７－

べきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。
よって、議第４９号は原案のとおり認定すべ
きものと決しました。

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

散

会

○尾形みち子委員長 本日はこの程度にとどめ、
１４日は午前１０時から会議を開くこととし、
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
午後 ２時１３分 散 会

－１４８－

