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  令和２年９月１４日（月曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 議第５０号 令和元年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第５１号 令和元年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第５２号 令和元年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第５３号 令和元年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第５４号 令和元年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第５５号 令和元年度上山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第５６号 令和元年度上山市産業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第５７号 令和元年度上山市水道事業会計決算の認定について 
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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 市 長 

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 務 課 長 
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木  村  昌  光 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  佐  藤     毅 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 

土  屋  光  博 
教 育 委 員 会 
管 理 課 長  遠  藤     靖 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

大  澤  泰  雄 
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 

 

金  沢  直  之 事 務 局 長  鈴  木  淳  一 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 査  齋  藤  理  恵 主 任 
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午前１０時００分 開 議 

 

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

開  議 

 

○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、これより決算特別委員会を開

会いたします。 

 本日は、特別会計歳入歳出決算及び事業会計

決算の審査を行います。 

 

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

 議第５０号 令和元年度上山市 

       国民健康保険特別会計 

       歳入歳出決算の認定に 

       ついて 

 

○尾形みち子委員長 それでは、議第５０号令

和元年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、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、令

和元年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と
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の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書１５ペー

ジ、１６ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項国民健康保険税について申

し上げます。収入済額は６億５，９５４万４，

６５０円で、前年度に比べ２，４９１万８，０

００円の減、率にして３．６％の減でありまし

た。これは国民健康保険被保険者の減少による

ものであります。不納欠損額は１，７５３万６，

４５９円、収入未済額は１億４８３万９，６２

７円となっております。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料について申

し上げます。収入済額は２７万８００円で、前

年度に比べ８，０００円の減、率にして２．

８％の減でありました。これは督促手数料の減

少によるものであります。不納欠損額はなく、

収入未済額はマイナス３００円となっておりま

すが、還付未済によるものであります。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の７４万９，

０００円で、前年度に比べ６０万３，０００円

の増、率にして４１３．０％の増でありました。

これは社会保障・税番号制度システム整備費補

助金の皆増によるものであります。 

 ４款県支出金１項県負担金について申し上げ

ます。収入済額は調定額と同額の２４億７，６

２９万９，０００円で、前年度に比べ１，９７

４万３，０００円の増、率にして０．８％の増

でありました。これは特別交付金の増加による

ものであります。 

 ５款財産収入１項財産運用収入について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の４１万５，

３０６円で、前年度に比べ２２万５，０００円

の減、率にして３５．１％の減でありました。

これは国民健康保険基金の運用利子の減少によ

るものであります。 

 ６款繰入金について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の２億７，２０６万２６６円で、

前年度に比べ１，０９８万４，０００円の減、

率にして３．９％の減でありました。これは保

険基盤安定繰入金、出産育児一時金繰入金、財

政安定化支援事業繰入金などの一般会計からの

繰入額の減少によるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項他会計

繰入金が２億７，２０６万２６６円、２項基金

繰入金がゼロ円となっております。 

 ７款１項繰越金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１億１，９４６万１，２

４９円で、前年度に比べ２億１，１３４万１，

０００円の減、率にして６３．９％の減であり

ました。 

 ８款諸収入について申し上げます。収入済額

は４９０万４，１２８円で、前年度に比べ３１

３万６，０００円の増、率にして１７７．３％

の増でありました。これは一般被保険者返納金、

平成３０年度分普通交付金余剰分等の増加によ

るものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、

加算金及び過料が４８万４７１円、２項預金利

子がゼロ円、３項雑入が４４２万３，６５７円

となっております。不納欠損額はなく、収入未

済額額は１万３，０６２円となっておりますが、

一般被保険者返納金の未納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３５億

７，４００万円に対し、調定額３６億５，６０

９万３，２４７円、収入済額３５億３，３７０

万４，３９９円、不納欠損額１，７５３万６，
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４５９円、収入未済額１億４８５万２，３８９

円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ２億２，３９９万

４，０００円の減、率にして６．０％の減であ

りました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款総務費について申し上げます。

支出済額は６，６５８万６，３６１円で、前年

度に比べ１６６万１，０００円の増、率にして

２．６％の増でありました。これは職員人件費

等が増加したことによるものであります。不用

額は８９１万６，６３９円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項総務管

理費が６，２５１万５，９７９円、２項徴税費

が３７７万９，３２０円、３項運営協議会費が

１０万９，７９０円、４項趣旨普及費が１８万

１，２７２円となっております。 

 ２款保険給付費について申し上げます。支出

済額は２３億７，９４２万８，７５５円で、前

年度に比べ５，１４３万７，０００円の減、率

にして２．１％の減でありました。これは一般

被保険者療養給付費及び退職被保険者療養給付

費の減により療養諸費が減少したこと、退職被

保険者等高額療養費等の皆減により高額療養費

が減少したこと、出産育児諸費が減少したこと

によるものであります。不用額は１億１，８５

７万７，２４５円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項療養諸

費が２０億９，５１６万３，１８９円、２項高

額療養費が２億７，９６４万５，５６６円、３

項移送費がゼロ円、４項出産育児諸費が２５２

万円、５項葬祭諸費が２１０万円となっており

ます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金について申し

上げます。支出済額は８億４，３３４万４，４

８３円で、前年度に比べ６，４２７万９，００

０円の増、率にして８．３％の増でありました。

これは、一般被保険者医療給付費分が増加した

ことによるものであります。不用額は２，５１

７円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項医療給

付費が５億９，５２９万５，８７４円、２項後

期高齢者支援金等が１億８，４６４万８，６３

５円、３項介護納付金が６，３３９万９，９７

４円となっております。 

 ４款１項共同事業拠出金について申し上げま

す。支出済額は８１０円で、前年度に比べ１０

３円の増、率にして１４．６％の増でありまし

た。不用額は９，１９０円となっております。 

 ５款保健事業費について申し上げます。支出

済額は４，８３１万４，９５０円で、前年度に

比べ５２２万８，０００円の増、率にして１２．

１％の増でありました。これは未受診者勧奨事

業の増により、特定健康診査等事業費が増加し

たことによるものであります。不用額は１，５

３０万６，０５０円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項特定健

康診査等事業費が４，４６３万９，９１７円、

２項保健事業費が３６７万５，０３３円となっ

ております。 

 ６款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額は７，２８２万３，３０６円で、前年

度に比べ２億１，１８１万７，０００円の減、

率にして７４．４％の減でありました。これは

国民健康保険基金積立金が減少したことによる

ものであります。不用額は１０８万４，６９４

円となっております。 

 ７款１項公債費について申し上げます。支出

済額は６万４，８７６円で、前年度に比べ皆増
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でありました。これは、一時借入金利子分であ

ります。不用額は５３万５，１２４円となって

おります。 

 次のページをお開き願います。 

 ８款諸支出金について申し上げます。支出済

額は１，２６３万１，２８３円で、前年度に比

べ２，３０２万１，０００円の減、率にして６

４．６％の減でありました。これは国庫支出金

等精算返還金が減少したことによるものであり

ます。不用額は４６５万９，７１７円となって

おります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項償還金

及び還付加算金が１，２６３万１，２８３円、

２項貸付金がゼロ円となっております。 

 ９款１項予備費について申し上げます。予算

現額は１７１万４，０００円でありましたが、

支出がなかったため全額が不用額となったもの

であります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額３５億

７，４００万円に対し、支出済額は３４億２，

３１９万４，８２４円、翌年度繰越額はゼロ円、

不用額は１億５，０８０万５，１７６円となっ

たものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ２億１，５０４万

２，０００円の減、率にして５．９％の減であ

りました。 

 歳入歳出差引残額は１億１，０５０万９，５

７５円となり、全額を令和２年度に繰り越した

ものであります。 

 以上で令和元年度上山市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算について補足説明を終わります

が、よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 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。守岡委員。 

○守岡 等委員 国保の医療費のことについて

お尋ねします。 

 平成２８年度の１人当たりの本市の医療費は、

県内１３市のうち、南陽市に次いで第２位と非

常に高くなっていますけれども、一般的に医療

費が高い要因としましては、高齢化とか、ある

いは医療機関が多くアクセスがいいとか、ある

いは高度医療が充実しているといった要因があ

るかと思いますが、高齢化以外、本市に当ては

まるとは思えないのですけれども、この本市の

医療費が高い原因について、どのようにお考え

かお示しください。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 本市の医療費が高い

要因としましては、本市の人口１０万人当たり

の病院数、入院施設を持つ診療所が多いという

環境があります。特に精神科の病床数が多いこ

と。加えまして、入院診療費が県内のトップク

ラスであること。２次医療、３次医療が集中す

る山形市に近接していることにより、高度医療

を受診しやすい環境にあるということが挙げら

れると思っております。一般的に、医療費が高

くなるこういった要素を持っている環境にある

ということが、まず第１点にあると思います。 

 このような環境におきまして、重症化の防止

は、当然今後取り組まなければならない課題だ

と考えております。特に国保の半数以上を占め

る６５歳以上の高齢者の疾病予防、重症化予防

が大切であることから、引き続き特定健診によ

る疾病の早期発見、治療、生活習慣の改善、糖

尿病重症化予防、こういったことに取り組んで

行く必要があると考えております。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 大変分かりやすい説明だと思

います。 
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 あと、本市の特色、特徴の一つである呼吸器

系疾患ですね。肺がんとか、肺炎が多いという

ことについても、先日たばこの問題を言いまし

たけれども、それ以外にも肺炎球菌の問題とか、

あるいは誤嚥性肺炎のいわゆる高齢者特有の病

気だとか、そういう特色もあるのではないかと

思います。今、糖尿病の重症化の問題も言われ

ましたけれども、やっぱりそれぞれ理由がある

かと思いますので、その辺の分析を、レセプト

できちんと一人ひとりの分析を行って必要な対

策を講じる必要があるのではないかということ

で、その上で抜本的な保健活動をした分析も含

めた予防医療というものを構築するために、今

国保基金として１０億円積み立てられているわ

けですけれども、その辺を原資にして、そうし

た保健活動、予防医療の強化ということをすべ

きではないかと考えますが、その辺いかがでし

ょうか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 基本的に国保の基金

残高、確かに県内で１人当たりにするとトップ

クラスの残高が現在あるわけでございます。基

本的にはこれまでも御説明してきておりますと

おり、県への納付金がまだまだ厳しい状況で今

後推移すると思っておりまして、最低限現在の

国保税を維持するために、まずは使うことを第

一義的に考えておりますが、当然委員のおっし

ゃる保健事業、予防事業、こういったものは同

時に並行して力を入れてやっていく必要がある

と考えております。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。棚井委員。 

○棚井裕一委員 特定健康診査等事業費につい

てお伺いします。 

 先ほど、未受診者の受診勧奨について触れて

いらっしゃいましたけれども、令和元年度の実

績が５２％と報告されています。過去３年間、

どのように推移していますか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 特定健診の受診率に

つきましては、平成３０年度で４７％、その直

近３年間におきましても４５から４７％で推移

しておりまして、令和元年度につきましては、

民間事業者のノウハウを活用した受診率の向上

策によりまして、５％ほど改善したという状況

でございます。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 その上で、今後５０％台から

６０％台まで見込んでいるわけですけれども、

未受診者の勧奨ですか、これによってどれだけ

の例えば勧奨のはがきなり、通知なりした中の、

何％ぐらい効果があるものなのでしょうか。お

伺いします。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 令和元年度の民間の

活力を活用した勧奨につきましては、４，００

０人を超える方にはがきを出しております。そ

の中で何人に効果があるかというのは、なかな

か定義が難しいかと考えておりますが、結果

５％の受診向上につながったということは、一

定の成果があったと思っております。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 民間のノウハウを活用して向

上したということで、今後も向上が見込まれる

とありますけれども、さらにもっと上げるとい

う根拠ですね。実際これまで４０％台で５割に

満たなかった、受診勧奨もなさっていたと思う

のです。民間ノウハウを今回活用して、５０％

をようやく上回ったと。今後６割まで上げる根

拠というのは、どのようにお考えですか。お伺
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いします。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 新たな勧奨方法に基

づいて、令和元年度、１年目の取組で一定の成

果が出ましたので、それをしっかり検証しなが

ら継続して、まずはこの同様の手法で６割とい

うものを目指していきたいと思っております。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 今後、市民の健康への関心を

深めてまいるという言葉にもありますとおり、

医療費の抑制にもつながりますので、ぜひその

点鋭意努力してもらいたいと思います。お願い

します。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。枝松委員。 

○枝松直樹委員 歳入の国保税のことについて

伺います。 

 調定額が予算現額に対して大幅に多かったの

ですが、決算では当初予算とあまり変わらない

数字になっております。これは滞納者に対する

納付を高めることを狙いとして調定をしたので

しょうが、結果的にそうならなかったと。どう

も滞納繰越分の収納率、収入率を見ると２０％

程度なんですよね。ということは、もう滞納者

については、納入を期待するのは難しいという

ことの表れかと思って、不納欠損で処理をする

とか、この辺の見通しについて伺います。 

○尾形みち子委員長 税務課長。 

○前田豊孝税務課長 国民健康保険税、滞納者

につきましては、先日も言いましたけれども、

納税相談を促しましてきめ細やかに対応してお

りますが、滞納者のほとんどが生活困窮という

点が非常に大きくございます。生活困窮が原因

で、その場合は滞納処分の執行停止なり、不納

欠損というのが出てしまいますが、調定額につ

いては収納できるという予定でしておりますけ

れども、結果、収入済額がそれよりも少なくな

ったということでございます。ただ、健康保険

税の収納率につきましては、８４．３％という

ことで、前年比で０．３％程度上がっておりま

して、今後もきめ細やかに納税相談をしながら、

国民健康保険から外れないようにといいますか、

保険が受けられなくならないようなことに配慮

しながら対応していきたいと考えております。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 分かりました。予算現額に対

して調定額があまりにも多かったので伺ったわ

けですが、それはやっぱり取れなくても、取り

あえず取れると見越しての期待値と考えるしか

ないのかなと思いますが、それで基金がまた積

み増しをされて、７，０００万円以上積み増し

をされますよね。７，２８２万３，０００円。

そうすると、１０億円を超えるということにな

ってまいりますが、先ほど同僚委員からもあり

ましたけれども、この先どこまでそれを、納付

金の捻出に不安があるということで積んでいる

ということでございましたけれども、いつまで

これを続けるのか。そろそろ転換をしてもいい

のではないかと思いますが、再度伺います。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 基金の増額につきま

しては、いつまでというのはなかなか申し上げ

にくいのですが、県への納付金の状況や本市の

国保会計の収支を勘案した上で、今後の国保税

の見直しについて検討していく必要があると思

っております。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま
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す。 

 以上で、議第５０号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５０号令和元年度上山市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定すべきものと決することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５０号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第５１号 令和元年度上山市 

       公共下水道事業特別 

       会計歳入歳出決算の 

       認定について 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第５１号令和元

年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について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、令

和元年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきます。また、令和２年４月に地方公

営企業法を一部適用した上山市下水道事業会計

への移行に伴い、３月末での打切決算となって

おりますので、御了解くださるようお願いいた

します。 

 初めに、歳入から申し上げますので、決算書

の２１ページ、２２ページをお開き願います。 

 １款分担金及び負担金１項負担金について申

し上げます。収入済額は８０１万２，８８０円

で、前年度に比べ４０万８，０００円の減、率

にして４．８％の減でありました。収入未済額

は２７５万９８０円となっております。 

 ２款使用料及び手数料について申し上げます。

収入済額は４億５，４２８万３，４７２円で、

前年度に比べ５，８３５万６，０００円の減、

率にして１１．４％の減でありました。 

 収入済額の内訳につきましては、１項使用料

が４億５，４２７万７，０７２円、２項手数料

が６，４００円となっております。不納欠損額

は１２５万３，７７１円、収入未済額は１項使

用料で９，６４１万２，４０２円となっており

ます。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の２億９，

３９５万７，０００円で、前年度に比べ２，０

８５万６，０００円の増、率にして７．６％の

増でありました。社会資本整備総合交付金が減

少したことによるものであります。 

 ４款１項繰入金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の２億３，５００万円で、

前年度に比べ５，１００万円の増、率にして２

７．７％の増でありました。 

 ５款１項繰越金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の７５９万３，４７５円で、

前年度に比べ４９０万８，０００円の減、率に

して３９．３％の減でありました。 

 ６款諸収入について申し上げます。収入済額
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は調定額と同額の１１７万９，２３８円で、前

年度に比べ５８４万４，０００円の減、率にし

て８３．２％の減でありました。施設移転補償

費の皆減などによるものであります。収入済額

の内訳につきましては、３項雑入が収入済額の

全額となっております。 

 ７款１項市債について申し上げます。収入済

額は３億１，３５０万円で、前年度に比べ９，

９８０万円の減、率にして２４．１％の減であ

りました。収入未済額は１億１，６５０万円と

なっております。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１５億

９，４６９万８，０００円、調定額１５億３，

０４４万３，２１８円、収入済額１３億１，３

５２万６，０６５円、不納欠損額１２５万３７

７１円、収入未済額２億１，５６６万３，３８

２円となったものであります。収入済額は前年

度に比べ９，７４６万１，０００円の減、率に

して６．９％の減でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 １款１項公共下水道費について申し上げます。

支出済額は７億８，８９０万８，７８３円で、

前年度に比べ１億５，９６３万７，０００円の

減、率にして１６．８％の減でありました。工

事請負費の減少などによるものであります。翌

年度繰越額は９，６０８万４，０００円、不用

額は２億４，７２４万１，２１７円となってお

ります。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は４億５，６３７万４，２１６円で、前年

度に比べ１５２万７，０００円の増、率にして

０．３％の増でありました。不用額は４８７万

８，７８４円となっております。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はなく、不用額は１２１万１，０００円と

なっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額１５億

９，４６９万８，０００円、支出済額は１２億

４，５２８万２，９９９円、翌年度繰越額は９，

６０８万４，０００円、不用額は２億５，３３

３万１，００１円となったものであります。支

出済額は前年度に比べ１億５，８１１万円の減、

率にして１１．３％の減でありました。 

 歳入歳出差引残額は６，８２４万３，０６６

円となったものであります。なお、この残額は、

上山市下水道事業について、地方公営企業法が

適用されたことに伴い、同法の規定による上山

市下水道事業会計に引き継いだものであります。 

 以上で、令和元年度上山市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算について補足説明を終わり

ますが、よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 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。枝松委員。 

○枝松直樹委員 公共下水道水洗化率というの

が、元年度の目標９３．０％で、実績として９

２．１％でございました。わずかに足りなかっ

たのですが、これは下水道管が入っている区域

全体に対する普及率だと思いますが、まちの中、

いわゆる中心市街地といいますか、ここだけを

取り上げると、普及率というのはどの程度にな

っているのか、分かれば伺います。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 まちの中の普及率と

いうことですが、普及率の数字、９２．１％に

つきましては、やはり大部分がまちの中という

ことで、まちなかにつきましては、ほぼ同様の

数字になっていると考えております。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 
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○枝松直樹委員 といいますのは、せんだって

の水害のようなときに、下水道が水洗化になっ

ていない浄化槽のようなところにおいては、あ

ふれ出して周辺に広がってしまうと。大変悪臭、

あるいは衛生上、極めてよろしくないというこ

とがあるので、周辺部のところはまだにしても、

まちなかにおいては、これを１００％に近づけ

るという努力が必要だと思いますが、これから

普及率を高める方策はお持ちでしょうか。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 普及率向上につきま

しては、周知の文書等による配付、あるいは必

要に応じては戸別の訪問などもしておりますが、

実態としてはなかなか個々の事情がありまして、

普及につながっていかないというのが、そのほ

かの下水道事業体でも悩みの一つではございま

す。ただ、引き続きそういった周知などを進め

ながら、普及については努めてまいりたいと考

えております。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第５１号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５１号令和元年度上山市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定すべきものと決することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５１号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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 議第５２号 令和元年度上山市 

       農業集落排水事業特別 

       会計歳入歳出決算の 

       認定について 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第５２号令和元

年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔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、令

和元年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の２５ペ

ージ、２６ページをお開き願います。 

 初めに、１款使用料及び手数料について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の３，３２

７万６，４６０円で、前年度に比べ７０万４，

０００円の減、率にして２．１％の減でありま

した。 

 収入済額の内訳につきましては、１項使用料

が３，３２７万２，０６０円、２項手数料が４，

４００円となっております。 

 ２款１項繰入金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の８，１００万円で、前年
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度に比べ６００万円の増、率にして８％の増で

ありました。 

 ３款１項繰越金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の７６万８，９７４円で、

前年度に比べ３２万５，０００円の減、率にし

て２９．７％の減でありました。 

 ４款諸収入１項市預金利子について申し上げ

ます。収入済額はありませんでした。 

 ５款１項市債について申し上げます。収入済

額は調定額と同額の３，３９０万円で、前年度

に比べ３４０万円の増、率にして１１．１％の

増でありました。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１億４，

９４０万円、調定額１億４，８９４万５，４３

４円、収入済額１億４，８９４万５，４３４円

となったものであります。収入済額は前年度に

比べ１５９万１，０００円の増、率にして１．

１％の増でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 １款農業集落排水事業費１項農業集落排水施

設管理費について申し上げます。支出済額は４，

３１９万６，８７０円で、前年度に比べ６３万

２，０００円の減、率にして１．４％の減であ

りました。分析調査等業務委託料が減少したこ

となどによるものであります。不用額は９０万

７，１３０円となっております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は１億４６５万８，１９１円で、前年度に

比べ１９０万２，０００円の増、率にして１．

９％の増でありました。不用額は２３万４，８

０９円となっております。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はありませんでしたので、不用額は４０万

３，０００円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額１億４，

９４０万円、支出済額は１億４，７８５万５，

０６１円、不用額は１５４万４，９３９円とな

ったものであります。支出済額は前年度に比べ

１２７万円の増、率にして０．９％の増であり

ました。 

 歳入歳出差引残額は１０９万３７３円となり、

全額を令和２年度に繰越ししたものであります。 

 以上で令和元年度上山市農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算について補足説明を終わり

ますが、よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 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〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第５２号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５２号令和元年度上山市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５２号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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 議第５３号 令和元年度上山市 



－１６０－ 

       介護保険特別会計歳入 

       歳出決算の認定につい 

       て 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第５３号令和元

年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について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、令

和元年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算

について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の２９ペ

ージ、３０ページをお開き願います。 

 初めに、１款保険料１項介護保険料について

申し上げます。収入済額は８億１，７６３万６，

４５３円で、前年度に比べ１，２２０万９，０

００円の減、率にして１．５％の減でありまし

た。これは低所得者に対する負担軽減強化措置

によるものであります。不納欠損額は３０５万

６，０１５円、収入未済額は９７７万３，９９

１円となっております。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料について申

し上げます。収入済額は調定額と同額の８万６，

７００円で、前年度に比べ４，０００円の増、

率にして４．７％の増でありました。これは督

促手数料の増加によるものであります。 

 ３款国庫支出金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の９億９，０３７万８，２

０５円で、前年度に比べ１，４１３万７，００

０円の増、率にして１．４％の増でありました。

これは調整交付金の減等により、国庫補助金が

減少となったものの、介護給付費負担金の増に

より国庫負担金が増加したことによるものであ

ります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

担金が６億９，３２１万５，０００円、２項国

庫補助金が２億９，７１６万３，２０５円とな

っております。 

 ４款１項支払基金交付金について申し上げま

す。収入済額は調定額と同額の９億８，１４３

万４，５５３円で、前年度に比べ３７８万５，

０００円の減、率にして０．４％の減でありま

した。これは介護給付費交付金の減少によるも

のであります。 

 ５款県支出金について申し上げます。収入済

額は調定額と同額の５億３，０１０万２，１０

６円で、前年度に比べ６４０万４，０００円の

増、率にして１．２％の増でありました。これ

は介護給付費負担金の増による県負担金の増加

によるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項県負担

金が５億１，０２４万４，６１２円、２項県補

助金が１，９８５万７，４９４円となっており

ます。 

 ６款財産収入１項財産運用収入について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の６万３，

０５５円で、前年度に比べ１万４，０００円の

減、率にして１７．９％の減でありました。こ

れは介護給付費準備基金の運用利子の減少によ

るものであります。 

 ７款繰入金について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の５億５，６０７万４，７５３

円で、前年度に比べ１，３９８万８，０００円

の増、率にして２．６％の増でありました。 

 収入済額の内訳につきましては、１項一般会
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計繰入金が５億５，６０７万４，７５３円、２

項基金繰入金がゼロ円となっております。 

 ８款１項繰越金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１億１，８１４万８，０

９８円で、前年度に比べ６，３９９万２，００

０円の増、率にして１１８．２％の増でありま

した。 

 ９款諸収入について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の１万２，６４９円で、前年度

に比べ１万５，０００円の減、率にして５４．

８％の減でありました。これは第１号被保険者

延滞金等の減少によるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、

加算金及び過料が８，３００円、２項預金利子

がゼロ円、３項雑入が４，３４９円となってお

ります。 

 次のページをお開き願います。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額４０億

７，９００万円に対し、調定額４０億６７６万

６，５７８円、収入済額３９億９，３９３万６，

５７２円、不納欠損額３０５万６，０１５円、

収入未済額９７７万３，９９１円となったもの

であります。 

 歳入決算額は前年度に比べ８，２５０万２，

０００円の増、率にして２．１％の増でありま

した。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款総務費について申し上げます。

支出済額は７，２５６万３，３２６円で、前年

度に比べ７０８万７，０００円の減、率にして

８．９％の減でありました。これはコンピュー

ターシステム改修業務委託料及び職員人件費な

どの減により、総務管理費が減少したことによ

るものであります。不用額は１，２７７万２，

６７４円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項総務管

理費が４，５９０万４，３００円、２項徴収費

が２３１万４，２７６円、３項介護認定審査会

費が２，４１２万２，３５０円、４項趣旨普及

費がゼロ円、５項運営協議会費が２２万２，４

００円となっております。 

 ２款保険給付費について申し上げます。支出

済額は３５億４，７０９万５，６１６円で、前

年度に比べ３，０５２万１，０００円の増、率

にして０．９％の増でありました。これは施設

介護サービス給付費、地域密着型介護サービス

給付費等の増により介護サービス等諸費等が増

加したこと、介護予防サービス給付費などの増

により介護予防サービス等諸費等が増加したこ

となどによるものであります。不用額は１億９，

８６０万１，３８４円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項介護サ

ービス等諸費が３２億８５６万２，１９３円、

２項介護予防サービス等諸費が８，４５８万５，

５２３円、３項その他諸費が３５０万６，５５

２円、４項高額介護サービス等費が６，８７９

万９，９４７円、５項高額医療合算介護サービ

ス等費が１，０２１万７，２７２円、６項市町

村特別給付費が１，１７２万７，３５５円、７

項特定入所者介護サービス等費が１億５，９６

９万６，７７４円となっております。 

 ３款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額は５，００１万３，０５５円で、前年

度に比べ５１３万６，０００円の増、率にして

１１．４％の増でありました。これは介護給付

費準備基金積立金が増加したことによるもので

あります。不用額は１，９４５円となっており

ます。 

 ４款地域支援事業費について申し上げます。
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支出済額は１億３，６５６万８，４７６円で、

前年度に比べ４２３万７，０００円の増、率に

して３．２％の増でありました。これは介護予

防・生活支援サービス事業費（１号訪問・通

所・生活支援）の増により、介護予防・生活支

援サービス事業費が増加したこと、総合相談事

業費、包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業費、認知症総合支援事業費等の増により、包

括的支援事業・任意事業費等が増加したことな

どによるものであります。不用額は１，１４０

万６，５２４円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項介護予

防・生活支援サービス事業費が７，９８３万５，

００９円、２項一般介護予防事業費が１，５０

９万１，４５８円、３項包括的支援事業・任意

事業費が４，１２８万５３７円、４項その他諸

費が３６万１，４７２円となっております。 

 ５款１項公債費について申し上げます。支出

済額は６万４，８７６円で、前年度に比べ１０

万９，０００円の減、率にして６２．７％の減

でありました。不用額は１８万５，１２４円と

なっております。これは一時借入金利子が減少

したことによるものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ６款諸支出金１項償還金及び還付加算金につ

いて申し上げます。支出済額は４，８６５万２，

８２４円で、前年度に比べ２，８９７万３，０

００円の増、率にして１４７．２％の増であり

ました。これは過年度の国、県の給付費負担金

等の返還金が増加したことによるものでありま

す。不用額は５６万７，１７６円となっており

ます。 

 ７款１項予備費について申し上げます。予算

現額は５０万７，０００円でありましたが、支

出がなかったため、全額が不用額となったもの

であります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額４０億

７，９００万円に対し、支出済額は３８億５，

４９５万８，１７３円、翌年度繰越額はゼロ円、

不用額は２億２，４０４万１，８２７円となっ

たものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ６，１６７万２，

０００円の増、率にして１．６％の増でありま

した。 

 歳入歳出差引残額は１億３，８９７万８，３

９９円となり、全額を令和２年度に繰り越した

ものであります。 

 以上で、令和元年度上山市介護保険特別会計

歳入歳出決算について補足説明を終わりますが、

よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 質疑の前に、この際１０

分間休憩いたします。 

    午前１０時５７分 休 憩 

                  

    午前１１時０７分 開 議 

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 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。守岡委員。 

○守岡 等委員 認知症対策についてお伺いし

ます。 

 この間、認知症対策ということで、認知症地

域支援推進員の配置と予防教室の開催、あるい

は認知症初期集中支援チームを設置していろい

ろ介護予防に努めたということで、非常に新し

い取組も行われているようです。その成果につ

いて、概要で結構ですので、説明してもらえま

すか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 
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○鈴木直美健康推進課長 認知症地域支援推進

員につきましては、認知症の知識とケアの経験

を持つ専門職としまして、地域包括支援センタ

ーに配置しております。成果としましては、認

知症サポーター養成講座、予防教室、地区サロ

ン等で認知症に関する講話を行うとともに、市

内の認知症カフェ、こういった活動支援を行っ

ております。その結果、認知症の方に優しい地

域づくりに向けた活動を継続して展開すること

ができております。 

 また、家族や周囲の方の相談等を受けて対象

となる家庭を訪問し、認知症初期集中支援チー

ムにつなげることによりまして、適切な医療、

介護ケアを受けられるよう、最長半年間にわた

り支援を行うなど、認知症の早期における症状

の悪化防止に大きな成果を上げていると思って

おります。ちなみに、令和元年度につきまして

は、６件対応しております。 

 また、認知症の予防教室につきましては、元

気塾、全５回の講座、軽運動等を実施しまして、

７９名の参加者に予防事業を実施しております。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 大変活動が進んでいるなと思

って、聞いていました。 

 その中で、認知症サポーターですね。私も機

会あったら１回受講してみたいなと思っている

のですですけれども、今後これを新規ボランテ

ィア活動者に変更するとあるのですけれども、

その理由についてお示しいただけますか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 基本計画の目標数値

のことだと思いますが、これまでは認知症サポ

ーターの養成数を目標値にしておりました。た

だ、重要なのは、認知症サポーターが養成講座

を受講して、実際に認知症の方々が認知症とと

もに生活できる環境づくり、これを支援してい

くことが重要なことでありますので、そのため

単純な養成者数ではなくて、後期計画におきま

しては、実際にサポーターがボランティア活動

を行う数というものに改めるものでございます。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 サポーターからさらに一歩ス

テップしたボランティアと理解しましたけれど

も、福祉のほうでも福祉ボランティアというも

のを今度養成するということなのですけれども、

それとはまた違ったものなのでしょうか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 ここで申し上げてい

ます目標値の数値につきましては、あくまで認

知症サポーターのステップアップ講座を受講し

た方が、事業所や認知症カフェ等でボランティ

ア活動するという内容ですので、福祉ボランテ

ィアとは異なるものでございます。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第５３号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５３号令和元年度上山市介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとお

り認定すべきものと決することに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５３号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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 議第５４号 令和元年度上山市 

       浄化槽事業特別会計 

       歳入歳出決算の認定に 

       ついて 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第５４号令和元

年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の

認定について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、令

和元年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決

算について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の３７ペ

ージ、３８ページをお開き願います。 

 初めに、１款使用料及び手数料について申し

上げます。収入済額は９３５万４，０３０円で、

前年度に比べ３万９，０００円の増、率にして

０．４％の増でありました。 

 収入済額の内訳につきましては、１項使用料

が９３５万１，７３０円、２項手数料が２，３

００円となっております。収入未済額は８万８，

６１０円となっております。 

 ２款１項繰入金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の６４０万円で、前年度に

比べ１０万円の増、率にして１．６％の増であ

りました。 

 ３款１項繰越金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１６７万２，２００円で、

前年度に比べ４万４，０００円の減、率にして

２．６％の減でありました。 

 ４款諸収入１項市預金利子について申し上げ

ます。収入済額はありませんでした。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１，７

２０万円、調定額１，７５１万４，８４０円、

収入済額１，７４２万６，２３０円、収入未済

額８万８，６１０円となったものであります。

収入済額は前年度に比べ９万５，０００円の増、

率にして０．５％の増でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 １款浄化槽事業費１項浄化槽管理費について

申し上げます。支出済額は１，１２７万６，４

８４円で、前年度に比べ１０７万６，０００円

の増、率にして１０．５％の増でありました。

修繕料、委託料が増加したことなどによるもの

であります。不用額は２４万５，５１６円とな

っております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は５４５万８，４１４円で、前年度と同額

でありました。不用額は１，５８６円となって

おります。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はありませんでした。不用額は２１万８，

０００円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額１，７

２０万円、支出済額は１，６７３万４，８９８

円、不用額は４６万５，１０２円となったもの

であります。支出済額は前年度に比べ１０７万

６，０００円の増、率にして６．９％の増であ

りました。 
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 歳入歳出差引残額は６９万１，３３２円とな

り、全額を令和２年度に繰越ししたものであり

ます。 

 以上で令和元年度上山市浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算について補足説明を終わりますが、

よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 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〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第５４号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５４号令和元年度上山市浄化槽事業特別

会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定すべきものと決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５４号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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 議第５５号 令和元年度上山市 

       後期高齢者医療特別 

       会計歳入歳出決算の 

       認定について 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第５５号令和元

年度上山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について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、令

和元年度上山市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の４１ペ

ージ、４２ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項後期高齢者医療保険料につ

いて申し上げます。収入済額は２億９，５７３

万４，８２１円で、前年度に比べ１，５９１万

円の増、率にして５．７％の増でありました。

これは保険料の軽減率の改定等によるものであ

ります。不納欠損額は１３万５，３１８円、収

入未済額は１４５万１，９１３円となっており

ます。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料について申

し上げます。収入済額は７万４００円で、前年

度に比べ９，０００円の増、率にして１４．

７％の増でありました。これは督促手数料の増

加によるものであります。不納欠損額はなく、

収入未済額はマイナス１００円となっておりま

すが、還付未済によるものであります。 

 ３款繰入金１項一般会計繰入金について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の１億１，

２１７万７６４円で、前年度に比べ１，６５０

万４，０００円の減、率にして１２．８％の減

でありました。これは事務費繰入金、保健基盤

安定繰入金及びその他繰入金の減少によるもの

であります。 
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 ４款１項繰越金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の３７万９，５２４円で、

前年度に比べ２１９万１，０００円の減、率に

して８５．２％の減でありました。これは前年

度繰越金の減少によるものであります。 

 ５款諸収入について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の１４９万６，６３８円で、前

年度に比べ５４万４，０００円の減、率にして

２６．７％の減でありました。これは保険料還

付金及び事務費負担金決算剰余金の減による雑

入等の減少によるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、

加算金及び過料が５，５００円、２項償還金及

び還付加算金が３４万３，７００円、３項預金

利子がゼロ円、４項雑入が１１４万７，４３８

円となっております。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額４億３，

２００万円に対し、調定額４億１，１４３万９，

２７８円、収入済額４億９８５万２，１４７円、

不納欠損額１３万５，３１８円、収入未済額１

４５万１，８１３円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ３３２万１，００

０円の減、率にして０．８％の減でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款総務費について申し上げます。

支出済額は４５０万３，１３５円で、前年度に

比べ３万８，０００円の増、率にして０．８％

の増でありました。これは一般管理費の増によ

り総務管理費等が増加したことによるものであ

ります。不用額は５７万５，８６５円となって

おります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項総務管

理費が２９５万１，８７３円、２項徴収費が１

５５万１，２６２円となっております。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金につ

いて申し上げます。支出済額は４億３３１万８，

６５５円で、前年度に比べ４４９万６，０００

円の減、率にして１．１％の減でありました。

これは事務費負担金及び保険料等負担金の減少

によるものであります。不用額は２，０１６万

３４５円となっております。 

 ３款１項公債費について申し上げます。予算

現額は１０万円でありましたが、支出がなかっ

たため全額が不用額となったものであります。 

 ４款諸支出金１項償還金及び還付加算金につ

いて申し上げます。支出済額は４７万１，５０

０円で、前年度に比べ４万２，０００円の減、

率にして８．１％の減でありました。これは平

成３０年度以前の還付金の減少によるものであ

ります。 

 ５款１項予備費について申し上げます。予算

現額は２３３万２，０００円でありましたが、

支出がなかったため全額が不用額となったもの

であります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額４億３，

２００万円に対し、支出済額は４億８２９万３，

２９０円、翌年度繰越額はゼロ円、不用額は２，

３７０万６，７１０円となったものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ４５０万円の減、

率にして１．１％の減でありました。 

 歳入歳出差引残額は１５５万８，８５７円と

なり、全額を令和２年度に繰越ししたものであ

ります。 

 以上で令和元年度上山市後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算について補足説明を終わりま

すが、よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 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。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第５５号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５５号令和元年度上山市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定すべきものと決することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５５号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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 議第５６号 令和元年度上山市 

       産業団地整備事業特別 

       会計歳入歳出決算の 

       認定について 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第５６号令和元

年度上山市産業団地整備事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。商工課長。 

〔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、令和元

年度上山市産業団地整備事業特別会計歳入歳出

決算について補足説明を申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の４５ペ

ージ、４６ページをお開き願います。 

 初めに、１款繰入金１項他会計繰入金につい

て申し上げます。収入済額は調定額と同額の１，

４９０万７，１３４円で、前年度に比べ１，３

３２万６，０００円の増、率にして８４３％の

増でありました。これは、産業団地内水路のボ

ックスカルバート入替等工事に充てる公共下水

道事業特別会計繰入金の増によるものでありま

す。 

 ２款１項市債について申し上げます。収入済

額は調定額と同額の３億６，８００万円で、前

年度に比べ１億２，５１０万円の増、率にして

５１．５％の増でありました。これは産業団地

の造成工事等に充てる市債の増によるものであ

ります。 

 ３款１項繰越金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の５万９，０００円で、皆

増であります。 

 以上の結果、歳入合計では予算現額４億９，

３７５万９，０００円に対し、調定額、収入済

額ともに３億８，２９６万６，１３４円となっ

たものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ１億３，８４８万

５，０００円の増、率にして５６．６％の増で

ありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

４７ページ、４８ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項産業団地整備事業費につい

て申し上げます。支出済額は３億８，１３６万

７，５９６円で、前年度に比べ１億３，７６７

万５，０００円の増、率にして５６．５％の増

でありました。これは主に、農業用排水設備移
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設工事負担金で増となったもので、そのほか産

業団地の用地購入、造成工事、ボックスカルバ

ート入替え工事等を実施したものであります。 

 翌年度繰越額は７，４６３万７，０００円、

不用額は３，０００万４，４０４円となってお

ります。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は１３６万１，５３８円で、前年度に比べ

１０８万４，０００円の増、率にして３９０．

５％の増でありました。これは市債利子の増に

よるものであります。不用額は５８万８，４６

２円となっております。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はありませんでしたので、不用額は５８０

万円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額４億９，

３７５万９，０００円に対し、支出済額は３億

８，２７２万９，１３４円、翌年度繰越額は７，

４６３万７，０００円、不用額は３，６３９万

２，８６６円となったものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ１億３，８３０万

７，０００円の増、率にして５６．６％の増で

ありました。 

 歳入歳出差引残額は２３万７，０００円とな

り、全額を令和２年度に繰越ししたものであり

ます。 

 以上で令和元年度上山市産業団地整備事業特

別会計歳入歳出決算について補足説明を終わり

ますが、よろしくお願い申し上げます。 

○尾形みち子委員長 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〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第５６号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５６号令和元年度上山市産業団地整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５６号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第５７号 令和元年度上山市 

       水道事業会計決算の 

       認定について 

 

○尾形みち子委員長 最後に、議第５７号令和

元年度上山市水道事業会計決算の認定について

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔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、令

和元年度上山市水道事業会計決算について補足

説明を申し上げます。 

 水道事業会計決算書の２ページ、３ページを

お開き願います。 

 初めに、収益的収入及び支出の収入でありま

すが、第１款水道事業収益の予算額８億２，３

００万円に対し、決算額は８億１，０６０万３，

１３２円で、１，２３９万６，８６８円の減と
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なっておりますが、第１項営業収益で給水収益

の減少などによるものであります。 

 次に、支出でありますが、第１款水道事業費

用の予算額８億４００万円に対し、決算額は７

億７，１７９万２，６２２円で、不用額は３，

２２０万７，３７８円となっておりますが、第

１項営業費用で修繕費、委託料の減少などによ

るものであります。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入でありますが、第

１款資本的収入の予算額１億３，５００万円に

対し、決算額１億４，１６６万６，２３６円で、

６６６万６，２３６円の増となっておりますが、

第４項工事負担金などの増加によるものであり

ます。 

 次に、支出でありますが、第１款資本的支出

の予算額３億９，８００万円に対し、決算額２

億８，９５６万８，９０６円で、不用額１億８

４３万１，０９４円となっておりますが、第１

項建設改良費で工事請負費の減少などによるも

のであります。 

 なお、欄外に記載のとおり、資本的収支で１

億４，７９０万２，６７０円の不足額を生じま

したが、過年度分及び当年度分の損益勘定留保

資金により補塡を行っております。 

 ６ページをお開き願います。 

 令和元年度上山市水道事業損益計算書につい

て御説明申し上げます。 

 １、営業収益は（１）給水収益から（５）受

託金までを合計し６億８，９２４万６，５４２

円、２、営業費用は（１）原水及び浄水費から

（７）その他営業費用までを合計し７億７６万

３，５６５円となり、営業利益はマイナス１，

１５１万７，０２３円となっております。 

 ３、営業外収益は、（１）受取利息及び配当

金から（４）他会計補助金までを合計し６，２

９１万１，４７３円、４、営業外費用は（１）

支払利息と（２）雑支出を合計し２，６７３万

８，７３８円、営業外収支は３，６１７万２，

７３５円となり、経常利益は２，４６５万５，

７１２円となっております。 

 ５、特別利益及び６、特別損失はありません

でしたので、当年度純利益は２，４６５万５，

７１２円で、前年度繰越利益剰余金を加えた当

年度未処分利益剰余金は２億６，６７０万５，

６１７円となったものであります。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 令和元年度上山市水道事業剰余金計算書につ

いて御説明申し上げます。 

 初めに、資本金でありますが、前年度処分額

及び当年度変動額はありませんでしたので、資

本金の当年度末残高は２１億９，３１９万６，

１８７円となったものであります。 

 次に、資本剰余金でありますが、前年度処分

額及び当年度変動額はありませんでしたので、

資本剰余金の当年度末残高の合計は５９５万２，

７０４円となったものであります。 

 次に、利益剰余金でありますが、前年度処分

額はありませんでしたので、利益剰余金合計の

処分後残高４億４，６０４万９，９０５円に、

当年度変動額２，４６５万５，７１２円を加え、

利益剰余金の当年度末残高の合計は４億７，０

７０万５，６１７円となったものであります。 

 資本金と剰余金を合計した資本合計の当年度

末残高は２６億６，９８５万４，５０８円とな

ったものであります。 

 ８ページをお開き願います。 

 令和元年度上山市水道事業剰余金処分計算書

について御説明申し上げます。 

 当年度、議会の議決による処分はありません
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でした。 

 次に、９ページを御覧願います。令和元年度

上山市水道事業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、固定資産は、

（１）有形固定資産のイ土地からヌ建設仮勘定

までを合計した４８億３，０９３万９６円に、

（２）無形固定資産の合計１１８万２，０００

円を合わせ、固定資産合計は４８億３，２１１

万２，０９６円となっております。２、流動資

産は、（１）現金預金から（３）貯蔵品までを

合計し、７億２，１１６万５，９１９円となっ

ております。３、繰延勘定はありませんでした

ので、資産合計は５５億５，３２７万８，０１

５円となったものであります。 

 １０ページをお開き願います。 

 負債の部でありますが、４、固定負債は、

（１）企業債と（２）リース債務を合計し、１

６億１，４８３万６，０４４円となっておりま

す。５、流動負債は（１）企業債から（５）預

り金までを合計し１億８，６０９万５９７円と

なっております。６、繰延収益は（１）長期前

受金から（２）長期前受金収益化累計額を差し

引いた合計で１０億８，２４９万６，８６６円

となり、負債合計は２８億８，３４２万３，５

０７円となったものであります。 

 資本の部でありますが、７ページの上山市水

道事業剰余金計算書で説明したとおりでありま

すので、説明を省略させていただきます。 

 結果、負債合計に資本合計を加えた負債・資

本合計は５５億５，３２７万８，０１５円とな

ったものであります。 

 次に、２１ページをお開き願います。令和元

年度上山市水道事業会計キャッシュ・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資産等の増減額ま

での小計２億３，６１５万９，３７２円に、利

息及び配当金の受取額からリース料利息の支払

額までを合計し、２億９７７万５，７８１円と

なったものであります。 

 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国庫補助金

等による収入までを合計し、マイナス１億９，

３０６万１，９５７円となったものであります。 

 ３、財務活動によるキャッシュ・フローは、

一時借入金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４６８万５，７６６

円となっております。 

 合計である資金の増加額に資金の期首残高を

加えた資金の期末残高は５億４，３７９万２，

８９０円となったものであります。 

 １２ページから２０ページまでの事業の概況

や工事などの事業報告書と、２２ページ以降の

各明細書などの附属書類につきましては、説明

を省略させていただきますので、御参照願いま

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。 

○尾形みち子委員長 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。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 まず、水道事業会計において、

令和元年度収益的収支ですね。前年度に比べて

令和元年度は３分の２ほどに減少しています。

もちろん人口の減少というものが大きな要因で

あろうかと思いますが、現状の分析としてどの

ように捉えているか、お示しいただければと思

います。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 
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○秋葉和浩上下水道課長 収益的収支の減少に

ついてでございますが、委員御指摘のとおり、

人口減少等により、あるいは高速道路関係の工

事の終了などに伴いながら給水収益が減少して

きたということで、最終的には収益が下がった

という形で分析しているところでございます。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 まず、有収率の向上に努める

というのも重要な観点かと思います。過去５年

間、有収率については８０％を中心に上下３ポ

イントずつ上昇したり、減少したりしているよ

うな状況かと思いますが、一方で１日平均の有

収水量については、やはり減少傾向にあるとい

うことで、有収率の向上にまず努めるというこ

とも併せて重要なことかなと考えておりますが、

これについて考え方をお示しいただければと思

います。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 有収率の向上につい

てということでございますけれども、やはり有

収率の向上というのは、収益にも関わる大事な

部分だと考えております。現在の有収率を今後

どうやって上げていくかということも重要な視

点かと思います。 

 現状の分析をしますと、やはり漏水が有収率

に大きく影響しているものの一つと考えており

ます。特に個人の宅地に引き込みをしている管

からの漏水の件数がほとんどという状況でござ

いますので、引き続き、現在も行っております

が、調査を行いながら修理をしていくという形

で進めていきたいと考えます。 

 また、一度修理しても、また次の箇所が発生

するということがございますので、これは粘り

強く実施していくしかないと考えており、引き

続き有収率向上に努めていきたいと思います。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 過去５年間の有収率を見ます

と、先ほど申し上げましたが、上限が上下して

いるわけです。恐らく対応したとしても、ほか

の非対応の部分で漏水が発生するという状況か

なと思います。と考えますと、今後も同様の対

応をしていけば、有収率については引き続き現

状のような８０％を上下、推移していくような

感じかと想定できるのですが、今後の有収率の

展望について、改めてお示しいただければと思

います。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 有収率の展望でござ

いますが、やはり委員御指摘のとおり、年度で

も上下ございますし、月別に見てもいろいろ変

わってきているというのが実態でございます。

平均して８０％というのは一つの目安として考

えておりますので、そこを一つの目標としなが

ら、しっかり有収率を確保していくということ

で努めていきたいと考えております。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 これについては、引き続き御

対応をお願い申し上げるというしかないような

部分なのかなと思います。特に最も大事なイン

フラといっても差し支えないのかなと思います

ので、安全安心な水の供給に努めていただきま

すようお願い申し上げます。 

 あわせてもう１点お伺いします。令和元年度、

不納欠損額がゼロ円になっています。これにつ

いて理由をお知らせいただければと思います。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 不納欠損額がゼロ円

ということでございますが、調定更正により、

お支払いを免除した方については調定更正で実

施していることから、不納欠損がゼロという形
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で出てきたものでございます。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 調定更正ということは、現状、

対応しているということでよろしいのでしょう

か。例えば債権が消滅したりではなくて、現状、

不納欠損について、状況について、確認対応し

ているという理解でよろしかったでしょうか。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 調定更正の対象者と

いうことでは、やはりいろいろな事情で、例え

ば死亡されたけれども相続人がいないという形

の中での整理ということは発生しております。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 理解いたしました。 

 まず、不納欠損については、例えば不納欠損

の判断をすべきかどうか、状況判断等あろうか

と思いますけれども、漫然と催告し続けるよう

なことはよくないと思っていまして、事務が滞

ったりするいろいろなデメリットが考えられま

すので、まずしかるべきタイミングでしかるべ

き判断をお願いしたいと思っております。以上

で終わります。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。枝松委員。 

○枝松直樹委員 今の川崎委員の有収率に関連

して伺います。 

 年間配水量が、人口減少ということはあった

にしても増えているのですね、若干、配水量全

体は。これは村山広域水道と小倉上水と合算し

たものなので、どっちがどうなっているのか私

には分かりませんが、配水能力という点からい

くと、村山広域水道と契約をしている水量があ

ると思いますが、まずそれが何立方になってい

るのか、教えてください。いいですか。配水能

力が１万６，３７６立方になっていて、そのう

ち小倉上水と村山広域水道を分けるとどうなる

のか。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 配水能力ということ

でございますが、あくまで計画時点でというこ

とになりますが、１万６，１６５立米が村山広

域水道からの受水で、残りが小倉上水となって

おります。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 ほとんどが村山広域水道から

の受水だということが今分かりましたけれども、

それでこれ以前はもっと給水量が多かったのを、

契約がだんだん縮小してきたかと思うのですが、

それでもまだ余裕があるとすれば、もう少し今

後削減していくという契約の見直しということ

は可能なのでしょうか。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 契約に関してでござ

いますが、まず基本水量というのがありまして、

これはやはり村山広域水道を設置した当時の契

約になっていますので、これは変更ができませ

んけれども、責任水量ということで、料金に対

しての使用量に合った形で、この辺を上限にす

るということは協定で決められておりますので、

それにつきましては平成３０年度に一度取決め

をしておりますので、当分の間は変更がないと

いう形になっております。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 分かりました。 

 それでは、水道管のほとんどは昭和５０年代

にばっと敷いたものだと思いますので、耐用年

数を経過しているものがかなりの率に上ると思

います。それで、今回もまだ３０％台なんです

ね、管の耐震化率は。これを上げていく、なる

べく早く耐震化を進めていかなければ、漏水が
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さっきあったように、なかなか止まらなくて、

有収率も上がらないということになると思いま

すが、耐震化について今後の見通しをお知らせ

ください。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 耐震化についてでご

ざいますが、管を更新するということで、現在

も耐震化を進めておりますが、実際は収支を見

ながら工事を進めていくという縛りがございま

すので、引き続き耐震化については努めてまい

りますが、数字的に大きな数字というのが、な

かなか現実的にはできないと考えております。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 収支を見ながらの耐震化とい

うことなので、一気にやることは難しいという

ことですが、そうすると耐用年数を超えている

管がかなりの率に上っているとすれば、一気に

漏水が爆発的に増えるということを心配すると

ころですが、そこら辺はいかがでしょう。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 耐用年数に関しては、

様々な基準がございまして、一つが法定耐用年

数ということがございます。あと、そのほかに

厚生労働省あたりが例として出しているような

もう少し長い年数などもございます。これは管

の実際の状態を見ての判断ということに受け止

めているものでございますが、やはり管一つ一

つの種類とか、口径なんかも違いますので、一

度に全部の管が同時に年数たったから故障を起

こすということはないと考えております。した

がいまして、管の状態を確認する、あるいは重

要な管からするなどの判断をしながら、適正に

更新に努めていきたいと考えております。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第５７号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第５７号令和元年度上山市水道事業会計決

算の認定については、原案のとおり認定すべき

ものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第５７号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案の審

査は全て終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員長報告の取りまとめは、正副委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告の取りまとめは正副委員

長に一任することに決しました。 

 

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

閉  会 

 

○尾形みち子委員長 これにて決算特別委員会

を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午前１１時５６分 閉 会 


