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令和２年１２月８日（火曜日）
本日の会議に付した事件
議第６５号 令和２年度上山市一般会計補正予算（第１１号）
議第６６号 令和２年度上山市介護保険特別会計補正予算（第２号）
議第６７号 令和２年度上山市水道事業会計補正予算（第１号）
議第６８号 令和２年度上山市下水道事業会計補正予算（第１号）
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午前１０時００分

開 会

議第６５号 令和２年度上山市一般
会計補正予算（第１１
号）
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開

議
○棚井裕一委員長 議第６５号令和２年度上山

○棚井裕一委員長 出席委員は定足数に達して

市一般会計補正予算（第１１号）を議題といた

おりますので、これより予算特別委員会を開会

します。

いたします。

当局の説明を求めます。財政課長。

予定された当予算特別委員会の日程は、本日

〔平吹義浩財政課長 登壇〕

１日でありますので、各委員の御協力をお願い

○平吹義浩財政課長 命によりまして、議第６

いたします。

５号令和２年度上山市一般会計補正予算（第１

今期定例会において当予算特別委員会に付託
されました案件は、補正予算４件であります。
これより直ちに審査に入ります。

１号）について御説明を申し上げます。
補正予算書の１ページをお開き願います。
令和２年度上山市の一般会計補正予算（第１
１号）は、次に定めるところによるものであり
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ます。

－９６－

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算
の総額に歳入歳出それぞれ４億４，７５０万円

円を減額し、補正後の額を６億２，４５８万８，
０００円とするものであります。

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

２２款市債は６６０万円を増額し、補正後の

ぞれ１８９億２，９００万円とするものであり

額を９億５，２４０万円とするものであります。

ます。

以上の結果、歳入合計では４億４，７５０万

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及
び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に
よるものであります。

円を増額し、補正後の歳入合計を１８９億２，
９００万円とするものであります。
次に、歳出について申し上げますので、３ペ
ージを御覧ください。

繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条

１款議会費は５９万８，０００円減額し、補

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

正後の額を１億５，３６０万円とするものであ

ることができる経費は、「第２表繰越明許費」

ります。

によるものであります。

２款総務費は３億６，３８４万円を増額し、

債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為

補正後の額を５３億６，２６９万５，０００円

の追加は、「第３表債務負担行為補正」による

とするものでありますが、１項総務管理費で３

ものであります。

億６，６００万２，０００円の増、２項徴税費

地方債の補正、第４条、地方債の追加及び変

で３８３万６，０００円の減、３項戸籍住民基

更は、「第４表地方債補正」によるものであり

本台帳費で２４６万１，０００円の増、４項選

ます。

挙費で２９万１，０００円の減、５項統計調査

それでは、歳入歳出予算補正について御説明

費で４６万円の減、６項監査委員費で３万６，

申し上げますので、２ページをお開きください。 ０００円の減によるものであります。
第１表歳入歳出予算補正について、最初に歳
入から申し上げます。

３款民生費は９，２８１万７，０００円を増
額し、補正後の額を４８億２２９万２，０００

１５款国庫支出金は３，８１２万８，０００

円とするものでありますが、１項社会福祉費で

円を増額し、補正後の額を４７億６，３９２万

３，３７４万５，０００円、２項児童福祉費で

１，０００円とするものでありますが、１項国

３，９２２万２，０００円、３項生活保護費で

庫負担金の増によるものであります。

１，９８５万円の増によるものであります。

１６款県支出金は２，５９６万円を増額し、
補正後の額を１０億６，６５１万円とするもの

４款衛生費は５４６万９，０００円を減額し、
補正後の額を８億４，８３３万２，０００円と

でありますが、１項県負担金で１，１４６万円、 するものでありますが、１項保健衛生費の減に
２項県補助金で１，４５０万円の増によるもの
であります。

よるものであります。
６款農林水産業費は４８７万４，０００円を

１８款寄附金は６億円を増額し、補正後の額

減額し、補正後の額を５億２，２７５万９，０

を１５億１，２１０万円とするものであります。 ００円とするものでありますが、１項農業費で
１９款繰入金は２億２，３１８万８，０００

３１９万２，０００円、２項林業費で１６８万

－９７－

２，０００円の減によるものであります。

その他の手当及び共済費で、９万３，０００円

７款商工費は１，１９０万２，０００円を増
額し、補正後の額を１７億８，０１２万５，０
００円とするものであります。

の増でありますが、児童手当の支給及び共済負
担金率の変更によるものであります。
次のページをお開きください。

８款土木費は６９万５，０００円を増額し、

一般職について御説明申し上げます。

補正後の額を１０億９，７４９万５，０００円

最上段の表であります（１）総括は、このペ

とするものでありますが、１項土木管理費で３

ージ中段のア、会計年度任用職員以外の職員と

９万２，０００円の増、次のページ、４ページ

下段のイ、会計年度任用職員の内容を合算した

をお開きください。２項道路橋梁費で５５１万

ものであります。左から職員数、給与費、共済

５，０００円の減、４項都市計画費で５６８万

費、合計及び備考欄で退職手当組合負担金につ

４，０００円の増、５項住宅費で１３万４，０

いて記載しております。それぞれ補正後、補正

００円の増によるものであります。

前、比較の順に記載しておりますが、比較の行

９款消防費は３６万３，０００円を減額し、
補正後の額を６億７，３２９万６，０００円と
するものであります。

を御覧ください。
補正前と比べ、報酬、給料及び職員手当を合
わせた給与費の計は３９６万６，０００円の減

１０款教育費は１，０４５万円を減額し、補

でありますが、これは会計年度任用職員に係る

正後の額を１７億６，１５６万円とするもので

報酬等を増額する一方で、会計年度任用職員以

ありますが、１項教育総務費で９８万１，００

外の職員について、定年前の退職者や特別会計

０円の減、２項小学校費で１，０６９万８，０

への人事異動により、給料及び職員手当を減額

００円の増、３項中学校費で３，８３６万円の

することによるものであります。共済費は給与

増、４項学校給食費で１３万円の減、５項社会

費の補正に伴う変更に共済負担金率の変更を加

教育費で５，５６３万５，０００円の減、６項

えたことにより、２５８万３，０００円の減と

保健体育費で２７６万２，０００円の減による

なり、合計では６５４万９，０００円の減とす

ものであります。

るものであります。これに退職手当組合負担金

以上の結果、歳出合計では４億４，７５０万

２２万５，０００円の減を合わせて、一般職の

円を増額し、補正後の歳出合計を１８９億２，

職員人件費は６７７万４，０００円の減とする

９００万円とするものであります。

ものであります。

次に、今回の補正につきましては、人件費の
補正を計上しておりますので、給与費明細書に
ついて御説明申し上げます。

その他の内容につきましては、記載のとおり
でありますので御参照願います。
以上が給与費明細書の説明でありますが、こ

３９ページをお開きください。

れから御説明申し上げます事項別明細書での職

最初に、特別職について御説明申し上げます。 員人件費について、給与費明細書の説明と重複
左端の欄を御覧ください。補正後、補正前、
比較の順に記載しておりますが、比較の行を御
覧ください。補正額を計上しているのは長等の

する部分の説明を省略させていただきますので、
よろしくお願いいたします。
それでは、事項別明細書について御説明申し

－９８－

上げます。

ります。

歳出から御説明申し上げますので、１４ペー
ジ、１５ページをお開きください。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務
費は２，４２１万４，０００円の増であります

最初に、１款議会費１項１目議会費は５９万

が、灯油購入費等助成事業費で、県補助金を活

８，０００円の減でありますが、職員人件費の

用し、冬期間における低所得世帯等への生活支

減によるものであります。

援策として、市民税非課税の高齢者世帯、障が

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費は

い者世帯、ひとり親世帯の灯油購入費等に対し、

１，５８７万４，０００円の増でありますが、

１世帯当たり５，０００円を助成する経費を措

人事管理費で、病休者等に対応するため、会計

置するほか、職員人件費の増によるものであり

年度任用職員人件費の増、特別職給与等で職員

ます。

手当等の増、職員人件費で人事異動等に伴う増

次のページをお開きください。

によるものであります。

２目障がい者福祉費は７００万円の増であり

６目企画費は３億５，０２５万２，０００円

ますが、障がい者福祉事業費で障がい者の自立

の増でありますが、歳入でふるさと納税寄附金

支援医療の増加に伴う扶助費の増によるもので

の増を見込むことに伴い、ふるさと納税推進事

あります。

業費で返礼品の送付等に要する経費の増による
ものであります。

３目高齢者福祉費は７６５万９，０００円の
増でありますが、介護保険特別会計繰出金で介

９目交通安全対策費は１２万４，０００円の
減でありますが、職員人件費の減によるもので
あります。

護報酬改定等に伴うシステム改修費相当分の増
と職員人件費の増によるものであります。
４目国民年金費は５１２万８，０００円の減

２項徴税費１目税務総務費は３８３万６，０
００円の減でありますが、職員人件費の減によ
るものであります。

でありますが、職員人件費の減によるものであ
ります。
２項児童福祉費１目児童福祉総務費は２５万

次のページをお開きください。

６，０００円の増でありますが、職員人件費の

３項１目戸籍住民基本台帳費は２４６万１，

増によるものであります。

０００円の増でありますが、職員人件費の増に
よるものであります。

２目児童措置費は３，８９６万６，０００円
の増でありますが、障がい児施設給付・医療費

４項選挙費１目選挙管理委員会費は２９万１， で放課後等デイサービス等の給付事業の増加に
０００円の減でありますが、職員人件費の減に
よるものであります。

伴う扶助費等の増によるものであります。
３項生活保護費１目生活保護総務費は１，１

５項統計調査費１目統計調査総務費は４６万

９７万円の減でありますが、生活困窮者自立支

円の減でありますが、職員人件費の減によるも

援費で令和元年度の生活困窮者自立相談支援事

のであります。

業費等負担金の精算による返還金の措置と住居

６項１目監査委員費は３万６，０００円の減
でありますが、職員人件費の減によるものであ

確保給付金の増に伴う扶助費の増、職員人件費
の減によるものであります。

－９９－

２目扶助費は３，１８２万円の増であります

が、以下申し上げます事業の中止に伴う負担金

が、生活保護援護事業費で、生活保護受給者の

補助の減額によるものであります。観光物産振

増加及び入院、手術、通院等に係る医療費の増

興対策費では山形花笠まつり負担金、観光物産

に伴う扶助費の増並びに令和元年度の生活保護

振興事業費ではワンウェイタクシー運行委員会

費負担金の精算による返還金を措置することに

負担金及びかかしカップゲートボール大会補助

よるものであります。

金、観光物産関係団体助成費では秋まつり、踊

次のページをお開きください。

り山車、全国かかし祭及び上山城まつりの祭り

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務

行事補助金であります。

費は５４６万９，０００円の減でありますが、

８款土木費１項土木管理費１目土木総務費は

保健対策推進事業費における人件費の増と職員

３９万２，０００円の増でありますが、職員人

人件費の減によるものであります。

件費の増によるものであります。

６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会

２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費は５５１

費は８万８，０００円の増でありますが、農業

万５，０００円の減でありますが、職員人件費

者年金事業費における人件費の増と職員人件費

の減によるものであります。

の増によるものであります。

４項都市計画費１目都市計画総務費は５７０

２目農業総務費は３３０万９，０００円の減

万８，０００円の増でありますが、下水道事業

でありますが、職員人件費の減によるものであ

会計負担金で人事異動に伴う人件費相当分の増

ります。

と職員人件費の減によるものであります。

４目畜産業費は２万９，０００円の増であり

２目公園費は２万４，０００円の減でありま

ますが、職員人件費の増によるものであります。 すが、職員人件費の減によるものであります。
２項林業費１目林業総務費は１６８万２，０
００円の減でありますが、職員人件費の減によ
るものであります。

次のページをお開きください。
５項住宅費１目住宅管理費は１３万４，００
０円の増でありますが、職員人件費の増による

７款１項商工費１目商工総務費は３６０万８， ものであります。
０００円の減でありますが、商工総務費で産業

９款１項消防費１目常備消防費は３６万３，

まつり中止に伴う補助金の減と職員人件費の減

０００円の減でありますが、職員人件費の減に

によるものであります。

よるものであります。

次のページをお開きください。

１０款教育費１項教育総務費１目教育委員会

２目商工業振興費は２，０００万円の増であ

費は９８万１，０００円の減でありますが、教

りますが、新型コロナウイルス感染症対策費

育長給与等及び職員人件費の減によるものであ

（新生活様式対応）で、テレワーク環境の整備

ります。

等に取り組む市内業者に対し、県と費用を折半

２項小学校費１目学校管理費は１，０６９万

して支援するオンライン化促進支援補助金の増

８，０００円の増でありますが、小学校整備事

額措置によるものであります。

業費で、老朽化している南小学校プールの改修

４目観光物産費は４４９万円の減であります

について来期のプール使用時期まで完成させる

－１００－

ため、工事監理委託料及び工事請負費を今回措

最初に、１５款国庫支出金１項国庫負担金１

置することと、職員人件費の減によるものであ

目民生費国庫負担金は３，８１２万８，０００

ります。

円の増でありますが、以下の事業の国庫負担金

３項中学校費１目学校管理費は３，８３６万

を増額計上するものであります。障がい者自立

円の増でありますが、中学校整備事業費で老朽

支援医療に対する障がい者医療費負担金、放課

化している北中学校プール改修を南小学校と同

後等デイサービス等の給付事業に対する障がい

様な日程で進めるための経費の措置と職員人件

児施設給付費等負担金、生活保護に対する生活

費の増によるものであります。

保護費負担金、生活困窮者自立支援費に対する

次のページをお開きください。

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金であり

４項１目学校給食費は１３万円の減でありま

ます。

すが、職員人件費の減によるものであります。

１６款県支出金１項県負担金２目民生費県負

５項社会教育費１目社会教育総務費は６１万

担金は１，１４６万円の増でありますが、障が

５，０００円の増でありますが、職員人件費の

い者自立支援医療に対する県負担金である自立

増によるものであります。

支援医療給付費負担金及び放課後等デイサービ

２目公民館費は５，５００万円の減でありま

ス等の給付事業に対する県負担金である障がい

すが、公民館耐震化事業費で南部地区公民館の

児施設給付費等負担金を増額計上するものであ

耐震補強におけるアスベスト除去工事の縮小に

ります。

伴う減によるものであります。

２項県補助金２目民生費県補助金は４５０万

３目青少年女性費は１２５万円の減でありま
すが、青少年費で少年少女球技大会、ミニバス
ケットボール大会及びわんぱく交歓研修会の中
止に伴う委託料の減によるものであります。
６項保健体育費１目保健体育総務費は３２万
３，０００円の減でありますが、職員人件費の
減によるものであります。

円の増でありますが、灯油購入費助成事業費補
助金で県負担分を計上するものであります。
７目商工費県補助金は１，０００万円の増で
ありますが、新型コロナウイルス感染症対策費
（新生活様式対応）の県負担分であるオンライ
ン化促進支援補助金を計上するものであります。
１８款寄附金１項１目寄附金は６億円の増で

２目体育振興費は２４３万９，０００円の減
でありますが、スポーツ振興事業費で、駅伝競

ありますが、ふるさと納税寄附金を増額計上す
るものであります。

走及び全日本エアロビック山形大会の中止、生

１９款繰入金１項１目基金繰入金は２億２，

涯スポーツ振興事業費でツール・ド・ラ・フラ

３１８万８，０００円の減でありますが、財政

ンス大会その他の各種大会の中止に伴う負担金

調整基金取りくずしを減額するものであります。

補助の減によるものであります。

２２款市債１項市債７目教育債は６６０万円

以上で歳出の説明を終わりまして、歳入の説
明を申し上げます。

公民館のアスベスト除去工事の減額に伴い、地

前に戻りまして、１２ページ、１３ページを
お開きください。

の増でありますが、公民館整備事業で南部地区
方債借入れを減額し、中学校施設整備事業では
北中学校プール改修、小学校施設整備事業では

－１０１－

南小学校プール改修の財源として計上するもの
であります。

たします。
７ページを御覧ください。

次に、第２表繰越明許費について御説明いた
しますので、５ページをお開きください。

このたびの補正は、追加１件、変更２件であ
ります。

記載のとおり３つの事業について繰越明許費
を定めるものであります。

最初に追加であります。起債の目的は小学校
施設整備事業、限度額を１，０４０万円とし、

９款１項消防費、市単独消防施設整備事業費

起債の方法を普通貸借又は証券発行によるもの

の８，０００万円につきましては消防庁舎別棟

とし、利率は借入先との協定によるものであり

の増築工事等が、１０款教育費２項小学校費、

ます。ただし、利率見直し方式で借り入れる資

小学校整備事業費の１，１６０万円につきまし

金について、利率の見直しを行った後において

ては南小学校プール改修工事が、３項中学校費、 は、当該見直し後の利率とするものであります。
中学校整備事業費の３，７６０万円につきまし

償還の方法は、借入先の融資条件によるとす

ては北中学校プールの改修工事が、いずれも年

るものであります。ただし、財政上の都合によ

度内完成が見込めないことから繰り越すもので

り、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上

あります。

償還もしくは低利に借換えすることができると

次に、第３表債務負担行為補正について御説
明いたします。

するものであります。
次に、変更であります。中学校施設整備事業

６ページをお開き願います。

で、補正前の額に３，３８０万円を増額し、補

このたびの補正は追加８件であります。

正後の額を３，９３０万円とし、公民館整備事

市立放課後児童クラブ運営業務について、令

業で補正前の額から３，７６０万円を減額し、

和２年度から令和５年度まで、限度額を１億６， 補正後の額を９，７７０万円とするものであり
２００万円とするものであります。

ます。

以下の７件につきましては、いずれも地区公

その結果、地方債全体では、補正後の限度額

民館等の指定管理料について令和２年度から令

を９億５，２４０万円とするものであります。

和７年度までの限度額を定めるものであります。

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

西郷地区公民館指定管理料５，０００万円、本

いたします。

庄地区公民館指定管理料５，０００万円、東地

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。

区公民館指定管理料５，０００万円、宮生地区

質疑は、歳入歳出を区分し、繰越明許費、債

公民館指定管理料４，９００万円、中川地区公

務負担行為及び地方債は歳入と併せて行います。

民館・中川農業者等トレーニングセンター指定

初めに、歳出からの質疑とし、１款議会費、

管理料６，５００万円、中山地区公民館指定管

２款総務費についての質疑、発言を許します。

理料４，９００万円、山元地区公民館・山元体

枝松直樹委員。

育館・山元運動広場指定管理料を５，０００万

○枝松直樹委員 それでは、１５ページのふる

円と定めるものであります。

さと納税推進事業費について伺います。

最後に、第４表地方債補正について御説明い

今回、６億円が補正をされて、順調にふるさ

－１０２－

と納税が増えているということは大変結構だと

返礼品等の支出を除いた分、観光物産協会の

思うんですが、それで今回、ここの委託料が約

実質、実入りとなる手数料という考え方で、２，

３億３，７００万円補正をされているわけです。 ４００万円の増額ということでございます。
これは観光物産協会のほうに入ると思うんです

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

けれども、かなりの額の返礼品を送るいろんな

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

作業が伴うわけですが、この委託料が増えるこ

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

とによって協会の負担も増えるわけですが、協

次に、３款民生費、４款衛生費についての質

会側から見れば仕事が増えて金も入ってくるわ

疑、発言を許します。石山正明委員。

けですから、経営的に見て、これは歓迎すべき

○石山正明委員 １目の灯油購入費の助成事業

ものというふうに私らは思うのですが、市の委

についてお伺いいたします。

託料が増加することが観光物産協会の体質強化

これについては県のほうの委託料というよう

につながっているのかどうかという視点で見た

なことでございますけれども、灯油助成につい

場合に、どのような評価を市当局としてはされ

ての現在の進め具合、あるいはいつ頃までこの

ておられるでしょうか。

助成費については振込を終了するのかお聞きい

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

たします。

○冨士英樹市政戦略課長 委託料、こちらに記

○棚井裕一委員長 福祉課長。

載されているもの全額が観光物産協会というわ

○鏡 裕一福祉課長 灯油購入費等助成につき

けではございませんで、ポータルサイトからの

ましては、県の補助金を活用して行う事業であ

寄附が多いものですから、そちらの手数料も含

りますけれども、昨年よりも早めに対象者の方

めた委託料ということで御理解をいただきたい

に支給できるよう準備を進めてまいりたいと考

と思います。

えております。

当然、観光物産協会に対する委託料等も寄附

○棚井裕一委員長 石山正明委員。

額の増加に伴いまして増額されることになりま

○石山正明委員 どうもありがとうございます。

すけれども、そちらの資金を活用して観光振興

昨年よりも早めということで、計算しますと大

等に使えるお金が出てくるということで、体制

体１８リッターの灯油缶を４本というようなこ

というか、施策自体が強化されていくことにな

とでの計算でございますけれども、やはり寒く

るというふうに理解をしております。

なる前にできるだけ早く困っている方に振り込

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

んでいただくようにお願いをしておきます。

○枝松直樹委員 それでは、ポータルサイトの

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

ほうにも行くということですが、この３億３，

枝松直樹委員。

７００万円のうち観光物産協会のほうにはどの

○枝松直樹委員 それでは、３款の放課後デイ

程度行くのでしょうか。

サービスの障がい児施設給付医療費というとこ

○棚井裕一委員長 市政戦略課長。

ろでお伺いいたします。

○冨士英樹市政戦略課長 ２，４００万円程度
が増額されることになります。

総合療育訓練センター、現在は県こども医療
療育センターというふうに名称を変えているよ

－１０３－

うでありますが、昨今、発達障がいという言葉

分からないのです。それで、さっきの放課後デ

がやたら使われ出して、子どもの外来、あそこ

イサービスを実施している３施設について、分

にあるんですけれども、その施設に行くと何か

かればで結構ですが、人数はどの程度の規模で

月も待ちなんです。半年待ちとか、これはどう

今運営されているのか伺います。

いうことなのかというふうに考えた場合、かつ

それから、生活保護についても、２，０００

てはどこの学校、クラスにもちょっと変わった

万円も扶助費を追加しております。生活保護は、

子がいた、保育園にもいたと。そういう子が、

毎年過去最高だというふうに率が更新をしてい

どんどん、何というんでしょうか、ふるいにか

るような状況がずっとありました。昨今のコロ

けるわけではないんでしょうけれども、医療の

ナによって、低所得の方について矛盾が噴き出

現場のほうに向かっているという現象が今続い

してきていると、失業したり、特に女性につい

ているように思います。

てそういうことが報道されておりますが、先ほ

それで、ここに計上されている児童措置費で

ど福祉課長から聞いたら、１４５世帯１９８人

約３，８００万円の補正であるんですが、先ほ

の受給者が現在いるとのことです。率にすると

ど放課後デイサービスと財政課長が話をされた

０．６７％だということなんですが、これはか

ので、放課後デイサービスを実施している障が

つての水準からいくと２倍から３倍の数字なん

い児の施設といえば、二日町プラザの施設、名

です。職員も恐らくたまったもんではないとい

称を言っても差し支えないと思いますが、おれ

うか、ひいひい言っているんじゃないかと思っ

んじ学園ですね。それから、旧あさひ保育園の

ておりますけれども、この原因です。コロナと

ところでやっているＰＯＣＣＯという施設、こ

は直接関係ないと思うんですけれども、ここま

れは学童。それから、弁天にあるぽこ・あ・ぽ

で貧困層が、困っている方が増えてきていると

こという施設などがあるわけです。ここでは市

いうことの現状に対して、どのような感触を持

がやっている学童保育とは違いますから、３，

って今後指導に、仕事に当たろうとしているの

８００万円も補正をするということは、ちょっ

か、それも伺っておきます。

と普通の感覚だと何でそんなにお金がかかるも

○棚井裕一委員長 福祉課長。

のかというふうに思うわけです。

○鏡 裕一福祉課長 放課後デイサービスの施

それで、課長のほうで数字が分かれば、それ

設ごとの利用者なんですけれども、そこは現在

ぞれの施設ごとに何人ぐらい対象者がいるのか。 把握しておらない状態です。市内で放課後デイ
場合によっては２つの施設に行っている子もい

サービスを利用しているのは、現在８５名で、

るとは思うんですけれども。また、おれんじ学

市内には先ほど委員から３か所とありましたが、

園はさらにスペースを拡張するというような話

先ほどのものに加えまして、ふぁーすと・すて

も聞いておりますし、先ほど言った医療療育セ

っぷも中学生、高校生の放課後デイサービスを

ンターは何か月も待たなければ外来に行けない

利用できますので、それを合わせて８５名が利

という実態もあるということは、市として何を

用しておりまして、市内だけではなくて山形市

すべきかということに私は翻って考えるわけで

の放課後デイサービスを利用されている対象者

すけれども、まずは取りあえず現実を私もよく

もいます。

－１０４－

それで、増えている要因としましては、施設

４月から先月末、１１月末の期間で１７件の適

が市内に１か所昨年増えたということと、山形

用をしたということでありますが、これだけ新

市内にも増えているということと、保護者の方

規申請が多いと、私の経験上から申し上げても、

がより障がいの特性に応じた支援を望まれてい

仕事がこれ一本で終わってしまうくらいのスケ

るという原因。あと、新型コロナによって学校

ジュールになると思っております。困っている

が休業したときに、放課後デイサービスの半日

から申請に来るのであって、ぜひその人たちに

の療育ではなくて１日療育も利用された対象者

ついても引き続き手厚いケアをお願いしたいと

の方がいるので、増えている要因となっており

いうことで、終わります。

ます。

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

生活保護の増えている要因ですけれども、ま

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ず医療、入院とか治療が本当に必要になり、入

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

院になった時点で、生活保護を申請される方が

次に、６款農林水産業費、７款商工費につい

最近多くなっております。治療費が、例えば高

ての質疑、発言を許します。髙橋要市委員。

額になる治療が必要になって申請をされる方と、 ○髙橋要市委員 ７款商工費の商工総務費及び
同じように生活保護から自立される方が少ない

４目の観光物産費についてお聞きしたいと思い

という状況ですので、申請を受けて開始になる

ます。

方が増えていく状況なので、生活保護の受給者

産業まつりの中止と、そしてまた観光物産費

が増えていると理解しています。

においては花笠とか秋まつり、その他ゲートボ

○棚井裕一委員長 枝松直樹委員。

ール大会なども中止となっておりますけれども、

○枝松直樹委員 私が３施設申し上げたんです

その各種イベントの中止とする判断基準、そう

が、そのほかにもあるということで、市役所に

いったものは明確なものをお持ちなのか、まず

相談に来るということは、現状ではあまりない

はお聞きしたいと思います。

ようでありまして、その利用されている方々と

○棚井裕一委員長 商工課長。

いうのはどういうルートでそこの施設につなが

○鈴木英夫商工課長 商工課所管では、産業ま

っていくのかというところが、私の一つの疑問

つりでございますけれども、基本的に実施団体

であるんですが、もう少しネットワークがあっ

である商工会の判断ということになりますが、

て一元化されて、適切なサービスが受けられれ

その基準としては、国あるいは県、市が定めて

ばさらによろしいのではないかと思いますが、

おりますガイドラインがございます。そういっ

ここについては改めて何かの整理が必要かとい

たものを基準とし、なおかつ全国あるいは県内、

うふうに思っております。一律ではなくて、そ

市内の感染状況、そういったものを併せまして

の子ども、子どもに応じたサービスの提供とい

判断しているということでございます。

う面では歓迎すべきかもしれません。お金がか

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

かってもしようがないということかもしれませ

○髙橋要市委員 その判断基準において、ある

ん。

程度コロナの状況によって、その都度見直し等

なお、生活保護については、先ほど聞いたら、 もあろうかと思います。それで、今お示しいた

－１０５－

だきました国及び県でどのような基準を示され

いるところがありますので、今していただいて

ているか、それに基づいた形で各種団体などに

いることは大変ありがたいと思いますけれども、

ついても指導されているかと思いますけれども、 継続して、また日々変わってくる状況に対応し
例えば夏場と、あるいは最近の山形内でもクラ

ていただければと思います。よろしくお願いい

スターも発生しているということで、そのイベ

たします。

ントにおいての判断基準、違いというか、その

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

更新というのは、その都度されていらっしゃる
のかどうか、その点をお示しいただきたいと思
います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。
次に、８款土木費、９款消防費についての質

○棚井裕一委員長 庶務課長。

疑、発言を許します。石山正明委員。

○尾形俊幸庶務課長 国、県等の基準等につき

○石山正明委員 ９款の消防費について伺いま

ましては、都度、感染状況等を踏まえた見直し

す。

が行われておりまして、現在のところ屋内であ

昨今の消防団員の定員の減少というようなこ

れば、例えばすごく騒がしいものであれば禁止

とで、各地区のほうでお預かりしている、特に

とか、定員を半分にするとか、静かなものであ

可搬ポンプ等の整理をするというようなお話を

れば可能な限り定員に近づけても大丈夫とか、

伺っておりますが、この整理を進めるに当たっ

屋外の場合は収容人数の約半分とかというよう

て、どのような方向で進めていくのかをお聞き

な形で、マスコミ等でも言われているような、

いたします。

それぞれの基準に基づいた形で設定をされてい

○棚井裕一委員長 消防長。

るところでございます。

○佐藤浩章消防長 現在、消防団の再編につい

○棚井裕一委員長 髙橋要市委員。

てに関するものなので、これにつきましては検

○髙橋要市委員 そのような基準に基づいて、

討中でございますが、考え方といたしましては、

各種団体とか、本市においての主催あるいは共

班が２つ、例えばその班に可搬が２つある場合

催、後援、そういったものについても判断をさ

は、それを１班にして、２班を１班にして、ま

れているということなんですけれども、やはり

た機動力を持たせた軽積載車を整備するなど、

本市の各団体もいろいろなこのイベントで、本

そういった計画で各班に提案していきたいと考

市の経済的な面においてとか、様々関係性とい

えております。

いますか、寄与されているところもあろうかと

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

そういった団体なども、なかなかどういった
ところに基準を置いたらいいかということで、
大変迷いながら、できれば開催して本市を活発

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。
次に、１０款教育費についての質疑、発言を
許します。

にしたいとか、活性化に寄与したい、そういっ

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

た思いがありながら、なかなかできないでいる

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

というようなところ、判断基準も非常に迷って

以上で歳出についての質疑を打ち切ります。

－１０６－

次に、歳入、繰越明許費、債務負担行為及び

てでございますが、この事業は児童福祉法に基

地方債についての質疑、発言を許します。守岡

づく社会福祉事業でございます。この社会福祉

等委員。

事業は、法令を遵守して、法令等の基準を満た

○守岡 等委員 ６ページの第３表債務負担行

す必要がある事業でございます。

為補正の市立放課後児童クラブの運営業務につ
いて御質問いたします。

委員からありましたように、社会福祉事業で
あることから、運営者においては社会福祉法人

この人材確保やサービス向上、あるいは効率

や地域の運営協議会が運営に当たっているとい

的な運営を目的にして１億６，２００万円計上

う場合が多いものでございますが、法令等の基

されているということで、全国規模で放課後児

準を確実に満たした上で、事業運営を健全に行

童クラブの運営実績のある事業者による指名型

える事業者というものが適切な事業者であると

プロポーザル方式による選定を行うということ

考えております。

なんですけれども、全国規模で事業展開をして

法人の形態によらず、これを健全に実施でき

いるということは、かなり規模の大きい株式会

る事業者を選定したいと思っております。

社も想定されるんじゃないかと思います。ただ

○棚井裕一委員長 守岡等委員。

株式会社というのは当然利潤追求を第一目的に

○守岡 等委員 今の説明は了解しましたけれ

するわけでありまして、医療とか、教育、福祉

ども、現在、県内の各市町村でそういう民間の

と、この営利追求の株式会社が果たしてなじむ

委託を行っているという実績はあるのかどうか、

かどうかという心配があります。

お尋ねします。

これまでも例えば医療の世界では、医療特区

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

によって整備された株式会社病院というのは、

○齋藤智子子ども子育て課長 公設民営、つま

一部の富裕層だけを対象にした高度先進医療を

り市町村が民間に委託している事業者の中でご

実施して、医療の世界に差別を持ち込んだとい

ざいますけれども、私どもが今想定している専

うこともありますし、例えば介護保険の問題で

門のノウハウを持って全国規模で事業展開をし

も、株式会社が参入したけれども、もうからな

ている事業者というものは、今現在県内にはお

いのですぐに撤退して地域に大変な混乱を引き

りません。ほとんどが社会福祉法人、地域の協

起こしたとか、あるいは教育の世界でも株式会

議会、保護者会などによる業務、運営形態とな

社学校というところがいろんな腐敗の温床にな

っているものでございます。

ったというような、様々な問題が指摘されてい

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

るわけです。

川口豊委員。

やはり放課後児童クラブの運営は、社会福祉
法人など非営利の法人形態が望ましいと考えま

○川口 豊委員 歳入について質問いたします。
１９款繰入金でございますが、財政調整基金

すけれども、いかがでしょうか。

の繰入れということで、このたび２億２，３０

○棚井裕一委員長 子ども子育て課長。

０万円ほど取りくずしをしているようでありま

○齋藤智子子ども子育て課長 放課後児童クラ

すけれども、９月に示されました健全化判断比

ブで行われます放課後児童健全育成事業につい

率等の表を見ますと、５月末現在で財政調整基

－１０７－

金の充当可能額が１４億６，０００万円ほどご

て計上してございません。これが約４億円弱、

ざいました。それで、コロナ対策やいろんな対

これから臨時交付金を歳入として計上しますの

策に取りくずしを使って、今のところ６億２，

で、その結果、財政調整基金の取りくずしとい

０００万円程度の残というようになっておりま

うのはもっと少なくて済むというふうに見通し

すが、今期末における見通しについて、財政調

を立てております。

整基金はどの程度確保できるのかについて伺い

ただ、歳入全般につきまして、税収等、まだ

ます。

不確定、不安定な要素がございますので、最終

○棚井裕一委員長 財政課長。

的に財政調整基金がどうなるのかというのは、

○平吹義浩財政課長 まず、最初に御質問の中

ちょっと幅があるんですけれども、取りくずし

であった部分を改めて御説明したいと思います。 てみて１億円くらい、あるいは取りくずししな
財政調整基金取りくずし、これは三角で２億

くても逆に積み増しする可能性もあるというよ

２，３００万円という表記で、取りくずしをや

うな、そのくらいの幅で見通しを立てておりま

めるということでございますので、どうかよろ

すので、５月末現在の１４億６，０００万円の

しくお願いしたいと思います。

財政調整基金の積立額、これは今年度、維持で

それから、財政調整基金につきましては、こ

きるのではないかと考えているところでありま

の補正予算書だけでは全体像が非常に見えなく

す。

て、分かりづらいというのは確かでございます

○棚井裕一委員長 ほかに質疑はありませんか。

ので、財政調整基金全体について改めて御説明
したいと思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

委員から御発言があったとおり、９月定例会
の全員協議会で、健全化判断比率、その資料の

以上で議第６５号議案に対する質疑を終結い
たします。

中で財政調整基金は今現在１４億６，０００万

次に、討論に入ります。

円ほどあるということで御説明いたしました。

討論の発言を許します。

これは５月末時点での数字ということで御理解
いただきたいと思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。

その後、令和元年度の剰余金を処分する過程
で、さらに財政調整基金につきましては１億１，

採決いたします。
議第６５号令和２年度上山市一般会計補正予

３００万円ほど積み増しをしております。した

算（第１１号）は、原案のとおり可決すべきも

がいまして、今現在、１５億７，４００万円ほ

のと決することに御異議ありませんか。

どあるというふうに御理解をまずいただきたい
と思います。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。

今現在、コロナ対策等の事業の財源として、
財政調整基金を予算上取りくずしておりますけ
れども、コロナ対策につきましては国の臨時交

よって、議第６５号は原案のとおり可決すべ
きものと決しました。
この際、１０分間休憩いたします。

付金が入ってまいりますが、まだ全額歳入とし

－１０８－

午前１０時５５分 休 憩

１款総務費１項１目一般管理費に６５０万円
午前１１時０５分 開 議

を追加し、補正後の額を５，２２５万５，００

○棚井裕一委員長 休憩前に引き続き会議を開

０円とするものでありますが、介護報酬改定等

きます。

への対応に伴う介護保険システムの改修を行う
ため増額するものであります。
次に、歳入について御説明申し上げます。

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

議第６６号 令和２年度上山市介護

３５ページ、３６ページをお開き願います。

保険特別会計補正予算

３款国庫支出金２項４目介護保険事業費補助

（第２号）

金に１２０万５，０００円を追加し、補正後の
額を１７０万円とするものでありますが、介護

○棚井裕一委員長 次に、議第６６号令和２年

保険システム改修に対する補助金を増額するも

度上山市介護保険特別会計補正予算（第２号）

のであります。

を議題といたします。

７款繰入金１項５目その他の一般会計繰入金

当局の説明を求めます。健康推進課長。

に５２９万５，０００円を追加し、補正後の額

〔鈴木直美健康推進課長 登壇〕

を８，６８９万１，０００円とするものであり

○鈴木直美健康推進課長 命によりまして、議

ますが、事務費繰入金を増額するものでありま

第６６号令和２年度上山市介護保険特別会計補

す。

正予算（第２号）について御説明申し上げます。

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

補正予算書の２８ページをお開き願います。

いたします。

令和２年度上山市の介護保険特別会計補正予

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。

算（第２号）は、次に定めるところによるもの

質疑は、歳入歳出を一括して行います。

であります。

質疑、発言を許します。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

の総額に歳入歳出それぞれ６５０万円を追加し、 ○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億

これより討論に入ります。

５０万円とするものであります。

討論の発言を許します。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及
び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

採決いたします。

よるものであります。

議第６６号令和２年度上山市介護保険特別会

次に、第１表歳入歳出予算補正の説明でござ

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決す

いますが、重複説明を避けるため、事項別明細

べきものと決することに御異議ありませんか。

書により御説明申し上げます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

歳出から御説明いたしますので、３７ページ、 ○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。
３８ページをお開き願います。

よって、議第６６号は原案のとおり可決すべ

－１０９－

きものと決しました。

伴う増額であります。
各内訳など、その他の内容につきましては記
載のとおりでありますので御参照願います。

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

議第６７号 令和２年度上山市水道

２ページを御覧願います。

事業会計補正予算（第

令和２年度上山市水道事業会計実施計画補正

１号）

について御説明申し上げます。
収益的支出について申し上げます。

○棚井裕一委員長 次に、議第６７号令和２年

１款水道事業費用１項営業費用において、２

度上山市水道事業会計補正予算（第１号）を議

目配水及び給水費から４目総係費に３１４万２，

題といたします。

０００円を流用するものであります。

当局の説明を求めます。上下水道課長。

６ページの資料、令和２年度上山市水道事業

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕

会計補正予算見積書につきましては御参照いた

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議
第６７号令和２年度上山市水道事業会計補正予

だきたいと存じます。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

算（第１号）について御説明申し上げますので、 いたします。
補正予算書の１ページをお開き願います。

○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。

第１条、令和２年度上山市水道事業会計補正
予算（第１号）は次に定めるところによるもの

質疑は、全部を一括して行います。
質疑、発言を許します。

であります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第２条、令和２年度上山市水道事業会計予算

○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。

第９条に定めた経費の金額を次のように改める

これより討論に入ります。

ものであります。職員給与費に３１４万２，０

討論の発言を許します。

００円を増額し、７，６９１万１，０００円と
するものであります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。

人件費の補正を計上しておりますので、給与
費明細書について御説明申し上げますので、３
ページをお開き願います。

採決いたします。
議第６７号令和２年度上山市水道事業会計補
正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべき

職員給与費について、最上段の（１）総括で

ものと決することに御異議ありませんか。

御説明申し上げます。補正後、補正前、比較の
順に記載しておりますが、比較の行を御覧くだ
さい。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。
よって、議第６７号は原案のとおり可決すべ

給料は、１１６万４，０００円の増、職員手

きものと決しました。

当は１３４万４，０００円の増、共済費は６３
万４，０００円の増、合計では３１４万２，０
００円の増とするもので、いずれも人事異動に

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

議第６８号 令和２年度上山市下水

－１１０－

道事業会計補正予算

人件費の補正を計上しておりますので、給与

（第１号）

費明細書について御説明申し上げますので、３
ページをお開き願います。

○棚井裕一委員長 次に、議第６８号令和２年

職員給与費について、最上段の（１）総括で

度上山市下水道事業会計補正予算（第１号）を

御説明申し上げます。補正後、補正前、比較の

議題といたします。

順に記載しておりますが、比較の行を御覧くだ

当局の説明を求めます。上下水道課長。

さい。

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕

給料は３０２万９，０００円の増、職員手当

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

は２３０万５，０００円の増、共済費は８６万

第６８号令和２年度上山市下水道事業会計補正

６，０００円の増、合計では６２０万円の増と

予算（第１号）について御説明申し上げますの

するもので、いずれも人事異動による職員数の

で、補正予算書の１ページをお開き願います。

増に伴う増額であります。

第１条、令和２年度上山市下水道事業会計補
正予算（第１号）は、次に定めるところによる
ものであります。

各内訳など、その他の内容につきましては記
載のとおりでありますので御参照願います。
２ページを御覧願います。

第２条、令和２年度上山市下水道事業会計予
算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額
を次のとおり補正するものであります。

令和２年度上山市下水道事業会計実施計画補
正について御説明申し上げます。
なお、重複する職員給与費の明細については

収入、第１款下水道事業収益は６２０万円を
増額し、補正後の額を１０億２，１２０万円と
するものでありますが、第２項営業外収益の増
によるものであります。

説明を省略させていただきますので、よろしく
お願いいたします。
収益的収入及び支出の収入から御説明申し上
げます。

支出、第１款下水道事業費用は６２０万円を

１款下水道事業収益１項営業外収益２目他会

増額し、補正後の額を１０億１，７２０万円と

計負担金は６２０万円の増でありますが、一般

するものでありますが、第１項営業費用の増に

会計負担金によるものであります。

よるものであります。

次に、支出について申し上げます。

第３条、予算第５条に定めた債務負担行為に
次のとおり追加するものであります。

は６２０万円の増でありますが、職員給与費に

浄水センター指定管理料について、令和２年
度から令和７年度までの限度額を１１億７，３
００万円と定めるものであります。

よるものであります。
６ページの令和２年度上山市下水道事業会計
補正予算見積書につきましては、御参照いただ

第４条、予算第９条に定めた経費の金額を次
のように改めるものであります。

きたいと存じます。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

職員給与費に６２０万円を増額し、４，０２
０万５，０００円とするものであります。

１款下水道事業費用１項営業費用４目総係費

いたします。
○棚井裕一委員長 これより質疑に入ります。

－１１１－

質疑は、全部を一括して行います。
質疑、発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 質疑はないものと認めます。
これより討論に入ります。
討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。
議第６８号令和２年度上山市下水道事業会計
補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべ
きものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。
よって、議第６８号は原案のとおり可決すべ
きものと決しました。

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

閉

会

○棚井裕一委員長 以上で当委員会に付託され
ました議案の審査は終了いたしました。
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〕
○棚井裕一委員長 御異議なしと認めます。
よって、委員長報告の取りまとめは正副委員
長に一任することに決しました。
これにて予算特別委員会を閉会いたします。
御苦労さまでした。
午前１１時２０分 閉 会

－１１２－

