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平成２９年３月２日（木曜日）

午前１０時 開会
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議事日程第１号
平成２９年３月２日（木曜日）午前１０時 開議
日程第 １ 諸般の報告
日程第 ２ 会議録署名議員の指名
日程第 ３ 会期決定
日程第 ４ 諮問第１号

人権擁護委員候補者の推薦について

日程第 ５ 議第 ２号

平成２８年度上山市一般会計補正予算（第７号）

日程第 ６ 議第 ３号

平成２８年度上山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第 ７ 議第 ４号

平成２８年度上山市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第 ８ 議第 ５号

平成２８年度上山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第 ９ 議第 ６号

平成２８年度上山市介護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第１０ 議第 ７号

平成２９年度上山市一般会計予算

日程第１１ 議第 ８号

平成２９年度上山市国民健康保険特別会計予算

日程第１２ 議第 ９号

平成２９年度上山市公共下水道事業特別会計予算

日程第１３ 議第１０号

平成２９年度上山市農業集落排水事業特別会計予算

日程第１４ 議第１１号

平成２９年度上山市介護保険特別会計予算

日程第１５ 議第１２号

平成２９年度上山市浄化槽事業特別会計予算

日程第１６ 議第１３号

平成２９年度上山市施設貸付事業特別会計予算

日程第１７ 議第１４号

平成２９年度上山市後期高齢者医療特別会計予算

日程第１８ 議第１５号

平成２９年度上山市水道事業会計予算

日程第１９ 議第１６号

上山市個人情報保護条例及び上山市個人番号の利用及び特定個人情報の
提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２０ 議第１７号

上山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び上山市職員の育児休業
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２１ 議第１８号

上山市蔵王坊平国設スキー場管理センター条例を廃止する条例の制定に
ついて

日程第２２ 議第１９号

上山市児童センター条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２３ 議第２０号

上山市児童遊園設置条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２４ 議第２１号

上山市空家等の応急措置に関する条例の制定について
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日程第２５ 議第２３号

上山市辺地に係る総合整備計画の変更について

日程第２６ 議第２６号

市道路線の廃止及び認定について

日程第２７ 特別委員会（予算）の設置及び議案の付託
日程第２８ 議第２２号

山形県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について

日程第２９ 議第２４号

本庁舎耐震改修等整備工事に係る契約の一部変更について

日程第３０ 議第２５号

本庁舎空調設備改修等整備工事に係る契約の一部変更について

（散

会）

本日の会議に付した事件
議事日程第１号に同じ
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開

会

本日の会議は、お手元に配付いたしておりま
す議事日程第１号によって進めます。

○坂本幸一議長

去る２月２２日告示になりま

した第４７６回定例会をただいまから開会いた
します。

初めに、今期定例会の運営について議会運営
委員長の報告を求めます。
議会運営委員長髙橋義明議員。
〔髙橋義明議会運営委員長
○髙橋義明議会運営委員長
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開

議

登壇〕

おはようございま

す。
去る２月２４日、今期定例会の日程について

○坂本幸一議長

出席議員は定足数に達してお

りますので、これより直ちに会議を開きます。

協議するため、議会運営委員会を開きました。
その結果について御報告申し上げます。
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初めに、会期でありますが、提出議案等を勘

理由の説明の後、委員会付託を省略して議決す

案した結果、本日から３月１７日までの１６日

ることといたし、本日は以上をもって散会する

間とすることにいたしました。

ことにいたしました。

次に、会期日程について申し上げます。

次に、３月６日の議事日程第２号について申

本日は、本会議散会後に予算特別委員会を開

し上げます。

催し、各会計補正予算を審査することにいたし

当日の本会議は一般質問でありますが、６人

ました。明３日から５日までは休会とし、６日

の議員が順次質問を行い、質問終了後、各会計

は本会議を開き、発言通告があった６人の議員

補正予算５件の審査結果について予算特別委員

が一般質問を行い、その後、各会計補正予算の

長から報告を受けた後、議決することにいたし、

議決を行うことにいたしました。

その後散会することにいたしました。

７日から１６日までは休会とし、この間７日
から９日までは予算特別委員会を開催し、平成
２９年度予算について審査を行い、１０日及び
１３日は各常任委員会を開催することとし、１

なお、会期日程及び議事日程の詳細は、各位
のお手元に配付のとおりであります。
議員各位の御協力をお願い申し上げ、以上で
報告を終わります。

５日に議会運営委員会を予定しております。
１７日の最終日は、本会議において付託事件
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日程第１ 諸般の報告

の審査結果について各委員長から報告を受けた
後、それぞれ議決して、第４７６回定例会を閉

○坂本幸一議長

会することにいたしました。
次に、本日の議事日程第１号について申し上

日程第１、諸般の報告であり

ますが、事務局長をもって報告いたします。
事務局長。

げます。

〔佐藤

初めに、人事案について提案理由の説明を受
けた後、委員会付託及び質疑、討論を省略して

○佐藤

議決することにいたしました。

す。

次に、議案２２件を一括議題とし、平成２９
年度における施政方針の開陳とともに提案理由

毅事務局長 登壇〕

毅事務局長 諸般の報告を申し上げま

第１、招集告示について
去る２月２２日、上山市告示第１２号によっ
て、平成２９年３月２日、上山市議会第４７６

の説明を受けることにいたしました。
なお、予算議案の審査に当たっては、特別委

回定例会を招集する旨、告示されました。

員会を設置してこれに付託し、その他の議案に

第２、出席要求について

ついては、関係常任委員会に付託することにい

平成２９年２月２２日、議第３２０号をもっ
て地方自治法第１２１条の規定により、市長ほ

たしました。
次に、協議議案については、提案理由の説明
の後、委員会付託を省略して議決することとい

か各関係機関に第４７６回定例会に出席するよ
う要求いたしました。
これに対し、各関係機関より回報を受理して

たしました。
最後に、契約議案２件を一括議題とし、提案

おります。

－２２－

りませんか。

第３、監査報告について

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平成２８年１１月８日から平成２９年２月１
７日までの定期監査及び例月出納検査の結果報
告が参っておりますので、お手元に配付してお

○坂本幸一議長

御異議なしと認めます。

よって、会期は本日から１７日までの１６日
間と決しました。

ります。

なお、会期中における諸会議の予定につきま

第４、上山市議会報告について
平成２８年１２月１日から平成２９年２月２
８日までの議会庶務事項及び平成２８年議会事

しては、お手元に配付いたしました会期日程表
のとおりでありますので、御了承願います。
重ねてお諮りいたします。

務報告をお手元に配付しております。

委員会審査等のため、本日から１７日までの

第５、会議出欠議員数について
定 数

１５人

１６日間のうち、会議規則第１０条第１項の規

現在出席議員数

１５人

定による休会の日を除く３日、７日から１０日

議 員

まで、１３日から１６日までの９日間を休会と

以上で報告を終わります。

いたしたいと思いますが、これに御異議ありま
せんか。
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日程第２ 会議録署名議員の指名

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

○坂本幸一議長

日程第２、会議録署名議員の

御異議なしと認めます。

よって、９日間を休会とすることに決しまし
た。

指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定
により、議長において
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２番 井

上

学

議員

４番 谷

江

正 照

議員

１２番 浦

山

文 一

議員

日程第４ 諮問第１号

人権擁護委

員候補者の推薦について

を指名いたします。

○坂本幸一議長

日程第４、諮問第１号人権擁

護委員候補者の推薦についてを議題といたしま
す。
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日程第３ 会期決定

提案理由の説明を求めます。市長。
〔横戸長兵衛市長

○坂本幸一議長

日程第３、会期決定の件を議

題といたします。

○横戸長兵衛市長

登壇〕

ただいま議題となりました

議案について御説明申し上げます。

お諮りいたします。

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につい

今期定例会の会期は、先ほどの議会運営委員

てでありますが、来る６月３０日をもちまして

長報告のとおり、本日から１７日までの１６日

任期満了となります人権擁護委員について、上

間といたしたいと思いますが、これに御異議あ

山市永野２５番地佐藤権一郎氏を再び候補者と

－２３－

して推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第

提出され、所定の賛成者がありますので、動議

３項の規定により、議会の意見を求めるもので

は成立いたしました。

あります。

よって、本動議を直ちに議題といたします。

よろしくお願いいたします。
○坂本幸一議長
○８番

お諮りいたします。

８番尾形みち子議員。

尾形みち子議員

本動議のとおり決することに御異議ありませ

この際、動議を提出

んか。

いたします。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ただいま議題となっております諮問第１号議
案につきましては、会議規則第３７条第３項の
規定により委員会の付託を省略されることを望
みます。

○坂本幸一議長

御異議なしと認めます。

よって、質疑及び討論を省略されたいとの動
議は可決されました。
直ちに採決いたします。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につい

ただいま８番尾形みち子議員

から、委員会の付託を省略されたいとの動議が

ては、これに同意することに御異議ありません
か。

提出され、所定の賛成者がありますので、動議
は成立いたしました。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

よって、本動議を直ちに議題といたします。
お諮りいたします。

御異議なしと認めます。

よって、諮問第１号については、これに同意
することに決しました。

本動議のとおり決することに御異議ありませ
んか。
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日程第５ 議第２号 平成２８年度

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

上山市一般会計補正予算

御異議なしと認めます。

（第７号）外２１件

よって、諮問第１号議案については、委員会
の付託を省略されたいとの動議は可決されまし

○坂本幸一議長

た。

日程第５、議第２号平成２８

これより質疑に入ります。

年度上山市一般会計補正予算（第７号）から日

１３番大沢芳朋議員。

程第２６、議第２６号市道路線の廃止及び認定

○１３番 大沢芳朋議員

この際、動議を提出

についてまで、計２２件を一括議題といたしま
す。

いたします。
ただいま議題となっております諮問第１号議

この際、平成２９年度施政方針についての開

案につきましては、この際、質疑及び討論を省

陳及び日程第５、議第２号議案から日程第２６、

略されることを望みます。

議第２６号議案までの計２２件について提案理
由の説明を求めます。市長。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

〔横戸長兵衛市長

ただいま１３番大沢芳朋議員

から、質疑及び討論を省略されたいとの動議が

○横戸長兵衛市長

－２４－

登壇〕

第４７６回定例会の開会に

当たり、平成２９年度における市政運営に臨む

新たな事業として、生まれてくる赤ちゃんに

所信の一端を申し述べ、市民の皆様並びに議員

メッセージとギフトを贈るほか、無料通話アプ

各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

リを利用した子育てに関する情報の配信や、子

将来都市像「また来たくなるまち
たいまち ～クアオルト

ずっと居

育て世帯を対象とした市営バス等の無料化、き

かみのやま～」を掲

め細かな相談・支援等を行う子育て世代包括支

げ、第７次上山市振興計画が平成２８年度にス
タートいたしました。

援センターの設置を進めてまいります。
また、純移動者数の改善を図るため、新たな

計画には数値目標を掲げ、進捗状況の「見え

上山人を受け入れる取り組みを強化するととも

る化」を図るとともに、実施した事業を検証す

に、交流人口の拡大を促す環境整備を実施して

る外部委員会を立ち上げ、市民目線により改善

まいります。

すべき点は改善し、計画の実効性を確保しなが

具体的には、地方での暮らしに憧れ、本市に

ら「かみのやま創生」の実現に向け邁進してお

移住を希望する人がふえてきていることから、

ります。

この流れをさらに加速させるために、移住者の

平成２８年度は、地域の拠点施設となる中部

ニーズを把握しながら、ターゲットを絞った移

地区公民館、上山小学校の新屋内運動場等が完

住体験ツアーを実施するとともに、市内企業へ

成し、多くの方々の利用により、地域コミュニ

人材を誘導するための支援を行うなど、移住に

ティの活性化が図られました。一方、カミンの

つながる施策を展開してまいります。

一部事業停止など、中心市街地の状況も大きく
変化いたしました。

さらに、平成３０年度開通予定の東北中央自
動車道（仮称）上山インターチェンジは、本市

目まぐるしく変わる社会情勢の中で、今後も

の南の玄関口として観光の発展や産業の振興に

市民ニーズを的確に捉え、スピード感を持って

大きく寄与することから、フルーツライン周辺

各施策に取り組んでまいります。

までのアクセス道路に案内標識等の整備を行う

本市の大きな課題の一つは、少子高齢化・人
口減少であります。課題解決に特効薬はありま
せんが、多くの方々に選んでもらえるまちづく
り、市民が生き生きと暮らし続けるまちづくり
を進めることが、課題解決につながる答えだと
信じております。

など、市内各所へ誘導できる環境を整えてまい
ります。
次に、第７次上山市振興計画に基づく主な事
業について申し上げます。
第１といたしましては、はぐくむ「笑顔いっ
ぱいのまち」についてであります。

そのため、平成２９年度は、人口減少対策を

子育てをする上で、世代間の助け合いが図れ

最重要施策として位置づけ、総合的に施策を進

る三世代同居率の高さは本市の強みの一つであ

めてまいります。

ります。一方、結婚を取り巻く環境では、若者

主要施策の一つとして、出生率の向上を図る
ため、引き続き、出会い・結婚から出産・子育
て、教育まで切れ目のない支援を推進してまい
ります。

の未婚率が高いということが課題として挙げら
れます。
そのため、結婚に導く環境づくりとして、出
会いの場を創出するとともに、上山で新生活を

－２５－

始める新婚夫婦に対する経済的支援を行ってま

に、疾病予防対策として、子宮頸がん検診等に

いります。

おいて、国が定める助成該当年齢の対象となら

また、子育てしやすい環境づくりを進めるた
め、総合子どもセンター「めんごりあ」を市中

ない方々に対する市独自の助成を実施してまい
ります。

心部にあるカミンに移設し、子どもの屋内遊び

高齢者支援につきましては、引き続き、高齢

場を併設するなど一層の機能充実を図るととも

者配食サービス等に取り組むとともに、常設高

に、第３子以降における保育料等の無料化や三

齢者サロン「まじゃれ」の運営充実に努めるほ

世代の同居・近居を促す定住支援を実施するほ

か、障がい者支援では、除雪費の助成事業等を

か、新たに病児保育等の取り組みを進めてまい

実施してまいります。

ります。

生活困窮者支援につきましては、生活保護受

学校教育につきましては、「かみのやま子ど

給者の増加傾向を踏まえ、自立相談支援事業に

も宣言」の実践を推し進め、学力向上と情報活

より、生活保護に至る前の自立支援を強化する

用能力の育成を目指し、小中学校にタブレット

とともに、ひとり親家庭の支援策として、就業

端末及び指導者用デジタル教科書を導入し、教

による自立に向けた支援を行ってまいります。

育のＩＣＴ化を図ってまいります。また、放課

第３といたしましては、にぎわう「魅力と活

後子ども教室につきましては、上山小学校学区

力あふれるまち」についてであります。

で実施している「かみのやま寺子屋事業」に加

「やまがたワインバルｉｎかみのやま温泉」

え、南小学校学区でも新たに実施してまいりま

は、市内外よりおよそ３，０００人の方々が参

す。

加する一大イベントに成長いたしました。また、

第２としましては、やすらぐ「元気であたた
かいまち」についてであります。

昨年１２月に行われました日露首脳会談の晩さ
んの席では、市内ワイナリーのワインが振る舞

本市が全国に先駆けて取り組んでまいりまし
た「上山型温泉クアオルト事業」は、事業開始
から１０年の節目の年となりました。

われるなど、かみのやまワインの知名度は年々
向上しております。
本市といたしましても、引き続き「かみのや

これまでの検証を行うとともに、市民及び地

まワインの郷プロジェクト事業」を推進し、

域事業者と今後のまちづくりの方向性を共有し、 ラ・フランス等の農産物と同様に、かみのやま
クアオルトの認知度向上をさらに図りながら、

ワインのブランドの確立を目指してまいります。

住む人・訪れる人、そして地域を元気にする

有害鳥獣対策につきましては、新たに猟銃購

「日本一の健康保養地」を目指してまいります。 入への支援を行い、あわせて防護柵設置及び狩
さらに、上山型温泉クアオルト構想のシンボ

猟免許取得に対する支援等を拡充し、林業の振

ル施設となる温泉健康施設につきましては、温

興では、民有林等の利用間伐の促進に向けて、

泉を活用し健康増進から介護予防までの総合的

新たに間伐補助のかさ上げや作業道開設補助を

な健康づくりを展開するため、弁天地区におい

行うとともに、間伐材を、市内に新設される木

て整備を進めてまいります。

質バイオマス発電所の燃料や集成材等として利

また、市民の健康増進施策を推進するととも

用を促し、森林資源の有効活用を図ってまいり

－２６－

ます。

中古住宅取得や空き家リフォームの支援を行い、

新たな雇用創出の拠点となる工業団地の整備
につきましては、平成２９年度は土地利用に関

空き家の有効活用を図るほか、危険空き家解体
に対する支援を継続してまいります。

し、国、県及び地権者等との調整を進めるとと

消防施設につきましては、高機能消防指令セ

もに、本市経済の発展につながる企業誘致に取

ンターの機能強化を図るとともに、消防団の活

り組んでまいります。また、市内企業の振興で

性化と団員確保のため「消防団サポート事業」

は、企業の販路拡大に向け、新たに大学教授を

を引き続き実施し、地域防災力の充実・強化に

招聘して、新製品・新技術開発等に係るアドバ

取り組んでまいります。

イザー事業を実施いたします。

交通安全事業につきましては、高齢者による

商店街の振興につきましては、中心市街地の

交通事故を防止するため、支援制度を拡充し、

活性化を推進するため、次期中心市街地活性化

高齢ドライバーの運転免許証自主返納を促すと

基本計画を策定するほか、カミンの再生整備を

ともに、子どもや高齢者が事故に巻き込まれな

進めてまいります。

いよう交通安全指導を推進してまいります。

観光の振興につきましては、訪日外国人を含
む観光客の利便性向上を図り、誘客を促進する
ため、かみのやま温泉駅前に観光情報・交流施
設を整備いたします。

第５といたしましては、つながる「みんなで
創る住みよいまち」についてであります。
地域おこし協力隊の活動につきましては、貴
重なカヤぶき・わら文化の保存継承や移住推進

第４といたしましては、うるおう「快適に暮
らせるまち」についてであります。

等を引き続き実施するとともに、新たなメンバ
ーを採用してまいります。

近年、風水害が多く発生しているほか、蔵王

国際交流につきましては、海外友好都市ドナ

山の火山活動など自然災害発生のおそれが高ま

ウエッシンゲン市へ学生訪問団を派遣し、友好

っていることから、防災・減災対策に取り組み、 親善を進めながら国際理解を深めてまいります。
市民が安全・安心に暮らせる災害に強いまちづ
くりを目指してまいります。

地域や団体等の自主的な取り組みにつきまし
ては、引き続き支援を行い、地域の課題解決や

そのため、新たに、避難勧告等を発令した場
合の市民への情報伝達手段として、防災ラジオ
の配備を進めてまいります。また、本庁舎耐震
改修等整備工事により、防災拠点としての機能
の充実を図ってまいります。

活性化に向けたまちづくり活動を促してまいり
ます。
第６といたしましては、すすめる「施策実現
のための行政運営」についてであります。
上山のよさを一人一人が再認識し、さまざま

土地利用につきましては、本市を取り巻く環

な媒体を通じＰＲしていくことが効果的であり、

境の変化に対応するため、適正な方策の検討を

引き続き、本市の魅力を全国・世界へ発信する

進めてまいります。

シティプロモーションを実施してまいります。

全国的な課題である空き家対策につきまして

平成２８年度のふるさと納税につきましては、

は、空家等対策計画に基づき、平成２８年度に

寄附件数、寄附金額ともに、平成２７年度を大

開設した空き家バンクの活用を促すとともに、

きく上回る状況であり、改めて本市のすぐれた

－２７－

特産品と魅力を確認することができました。平

による固定資産税、都市計画税の増収を見込み、

成２９年度におきましても、寄附者の目線で見

全体では前年度比０．８％増の３５億２３０万

た返礼品の充実を図るなど、上山ファンの獲得

円を計上いたしました。

に努めるとともに、市内経済の活性化を図るた

地方交付税は、地方財政対策等を勘案し、前

め返礼品対応を市内業者に変更し、新たな体制

年度比０．５％減の３６億９，３００万円を見

で推進してまいります。

込みました。

職員の育成につきましては、より広い視点で

国庫支出金は、生活保護費負担金の増などに

施策立案ができる人材の育成と人的ネットワー

より、前年度比４．７％増の１３億９，０３９

クによる施策の推進を図るため、国土交通省、

万８，０００円を計上し、県支出金は、森林・

東北経済産業局及び東北運輸局への職員派遣を

林業再生基盤づくり交付金の皆増などにより、

継続いたします。

前年度比１．９％増の９億７，４０７万５，０

行政運営マネジメントにつきましては、第７

００円を計上し、繰入金は、財政調整基金から

次上山市振興計画を実効性のある計画とするた

の繰り入れの減などにより、前年度比４７．

め、進捗状況の検証を実施し、効率的で透明性

７％減の２億９，０５０万円を計上いたしまし

の高い行政運営を行うとともに、公共施設等総

た。

合管理計画に基づき、経営的な視点から本市が

市債は、臨時財政対策債につきまして、前年

保有する財産の総合的な管理・活用につなげて

度比１０．０％増の４億７，２００万円とした

まいります。

ものの、庁舎整備事業費などで減額することか

最後に、本市には、ほかにはない豊かな自然
と地域資源があり、輝く人がいます。市民と将

ら、前年度比２０．７％減の２３億６，４４０
万円を計上いたしました。

来のビジョンを共有し、本市独自の施策を打ち

歳出の主なものを申し上げますと、義務的経

出していくとともに、魅力ある地域づくり、ひ

費につきましては、人件費は、一般職給の増な

とづくりを支援してまいります。

どにより、前年度比１．９％増の２６億７，０

そして、市民とともに実行していくことで、

８２万４，０００円、公債費は、前年度比で１

誰もが幸せを実感でき住み続けたい上山を実現

８．４％減の１２億３，５００万円、扶助費は、

してまいります。

生活保護費、保育所等管理運営費、障がい福祉

続きまして、議第７号から議第１５号までの

サービス給付費の増などにより、前年度比８．

平成２９年度の予算の概要について御説明申し

２％増の２２億１，１３２万１，０００円を措

上げます。

置いたしました。

平成２９年度の一般会計当初予算額は１６１

消費的経費につきましては、ふるさと納税推

億８，０００万円といたしましたが、平成２８

進事業費の増などにより、前年度比４．７％増

年度当初予算額と比較し１．３％の減となって

の３９億２，０５６万７，０００円を措置し、

おります。

投資的経費につきましては、庁舎整備事業費の

歳入の主なものを申し上げますと、市税は、
市街化区域内を中心とした新増築家屋の増など

減などにより、前年度比３６．０％減の２３億
２６１万３，０００円を措置いたしました。

－２８－

その他の経費につきましては、再生可能エネ

湯中運動教室を開催するほか、公民館や空き家

ルギー施設整備貸付金の増などにより、前年度

等での介護予防・健康づくり活動に対する補助

比３３．４％増の３８億３，９６７万５，００

を行い、地域の介護予防活動を支援してまいり

０円を措置いたしました。

ます。任意事業費では、配食サービス事業、認

次に、主な特別会計について申し上げます。

知症高齢者等見守り事業により、ひとり暮らし

国民健康保険特別会計は、４６億３，０００

等の高齢者の栄養改善や見守りを実施してまい

万円を計上いたしました。療養給付費等は増加

ります。

傾向にあり、被保険者数の減少や国保税軽減対

後期高齢者医療特別会計は、４億円を計上い

象者の増加による歳入不足を補うため、給付基

たしました。歳入として、保険料収入を２億６，

金繰入金を計上して収支のバランスを保ってお

７４６万３，０００円計上し、歳出では、山形

ります。また、予防の観点から、健康づくり推

県後期高齢者医療広域連合への納付金を３億９，

進事業として実施するクアオルト健康講座やモ

１３８万１，０００円計上いたしました。

デル地区での健康教室などを継続実施するほか、

水道事業会計は、収益的支出は８億２，８０

宿泊型新保健指導事業を新たに実施し、医療費

０万円、資本的支出は３億５，９００万円をそ

適正化に努めてまいります。さらに、平成３０

れぞれ計上いたしました。配水管の更新等を計

年度からの国民健康保険の県単位化に向けて、

画的に実施し、安全で良質な水の供給に努めて

システム改修等の準備を進めてまいります。

まいります。

公共下水道事業特別会計は、１４億４００万
円を計上いたしました。汚水管渠の整備工事に

以上が、平成２９年度の市政運営の基本方針
と予算の概要であります。

つきましては、三上、金瓶、久保手地区で実施

次に、議第２号から議第６号までの平成２８

してまいります。また、平成３２年度からの公

年度一般会計及び特別会計補正予算の概要につ

営企業会計の適用に向けて準備を進めてまいり

いて御説明申し上げます。

ます。

初めに、一般会計についてでありますが、今

介護保険特別会計は、３８億６，６００万円

回の補正は、除雪経費について不足が生じるこ

を計上いたしました。第６期介護保険事業計画

となど、緊急を要するもののほか、事業の確定

に基づき予算を計上いたしましたが、老人保健

等に伴い予算措置を必要とするものなどについ

施設の開所等に伴い、介護給付費では増額を見

て補正を行うものであります。

込んでおります。また、地域支援事業のうち介

その結果、歳入歳出それぞれ１，１００万円

護予防・日常生活支援総合事業では、介護予防

を追加し、予算の総額を１６８億３，９００万

のための訪問介護や通所介護、運動・栄養・口

円とするものであります。

腔の機能向上のための事業を展開し、高齢者を
支援してまいります。

繰越明許費につきましては、国の補正予算に
係る事業費などを平成２９年度に繰り越して執

一般介護予防事業費では、高齢者を対象に、

行するため追加するほか、庁舎整備事業費で庁

天童市の健康増進施設において水中ストレッチ

舎耐震化工事の変更契約が必要となったことか

運動教室を実施するとともに、温泉を利用した

ら変更するものであります。

－２９－

地方債につきましては、国の補正予算に係る

積協力金を増額するものなどであります。

事業の実施に伴う起債額の増加や事業の確定等

７款商工費では、大相撲かみのやま温泉場所

に伴い、限度額を追加及び変更するものであり

開催に対する補助金を措置するものであります。

ます。

８款土木費では、除雪対策費で今後の見込み

歳入につきましては、市税、地方交付税、寄

等を勘案し委託料を増額するほか、事業費の確

附金、繰越金を増額し、地方消費税交付金、国

定により、市単独道路整備事業費、道路事業費、

庫支出金、県支出金、繰入金、市債等を減額す

公共下水道事業特別会計繰出金などで減額する

るものであります。

とともに、決算見込みにより住宅リフォーム支

歳出の主なものを申し上げますと、２款総務
費では、ふるさと納税推進事業費で、ふるさと

援事業費、危険空家解体事業費で減額するもの
であります。

納税をされた方に対する返礼品の送付等に要す

９款消防費では、事業費の確定に伴い、消防

る経費を増額するとともに、ふるさと納税の一

施設整備事業費（補助）、市単独消防施設整備

部をふるさと納税基金に積み立てるため、基金

事業費で減額するものであります。

積立金を増額するものであります。また、山形

１０款教育費では、育英事業に対する寄附金

県知事選挙が無投票であったことから、山形県

を奨学金貸付基金に積み立てるため繰出金を増

知事選挙費を減額するほか、地籍調査費で、国

額するほか、国の補正予算に対応して、南中学

の補正予算に対応して地籍調査に係る経費を措

校及び宮川中学校武道場のつり天井の耐震改修

置するものであります。

に要する経費を措置するものなどであります。

３款民生費では、決算見込みにより国民健康

次に、特別会計について申し上げます。

保険特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出

国民健康保険特別会計につきましては、８０

金を減額するほか、障がい者自立支援福祉事業

０万円を増額し、予算の総額を４４億３，３０

費などで扶助費を増額するものであります。ま

０万円とするものであり、公共下水道事業特別

た、施設型給付費では、国の公定価格の改正等

会計につきましては、１，１００万円を減額し、

により民間立保育所に対する委託料を増額する

予算の総額を１３億６，３００万円とするもの

ものであります。

であり、農業集落排水事業特別会計につきまし

４款衛生費では、決算見込み等により山形広

ては、８００万円を減額し、予算の総額を１億

域環境事務組合負担金を減額するものなどであ

４，２００万円とするものであり、介護保険特

ります。

別会計につきましては、１億３，０００万円を

５款労働費では、市内企業の新規採用を促す
ための雇用確保対策事業費補助金について、当
初見込みを上回ることから増額するものであり
ます。

減額し、予算の総額を３５億９，０００万円と
するものであります。
最後に、条例等の議案について御説明申し上
げます。

６款農林水産業費では、事業費の確定に伴い、

初めに、議第１６号上山市個人情報保護条例

経営体育成支援事業費、国・県土地改良事業費

及び上山市個人番号の利用及び特定個人情報の

などで減額し、地域農業振興事業費で、機構集

提供に関する条例の一部を改正する条例の制定

－３０－

についてでありますが、行政手続における特定

道路法の規定により提案するものであります。

の個人を識別するための番号の利用等に関する

以上、提案理由の大要について御説明申し上

法律の一部改正に伴い、必要な改正を行うため

げましたが、各議案の詳細につきましては、関

提案するものであります。

係課長から説明申し上げますので、よろしく御

次に、議第１７号上山市職員の勤務時間、休

審議の上、御可決くださるようお願い申し上げ

暇等に関する条例及び上山市職員の育児休業等

ます。

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

○坂本幸一議長

いてでありますが、児童福祉法の一部改正に伴

ます。

い、必要な改正を行うため提案するものであり

この際、１０分間休憩いたし

午前１０時４７分

休 憩

午前１０時５７分

開 議

ます。
次に、議第１８号上山市蔵王坊平国設スキー
場管理センター条例を廃止する条例の制定につ

○坂本幸一議長

いてでありますが、上山市蔵王坊平国設スキー

ます。

休憩前に引き続き会議を開き

場管理センターを廃止するため提案するもので

これより総括質疑に入ります。

あります。

通告がありますので順次発言を許します。

次に、議第１９号上山市児童センター条例の

初めに、６番川崎朋巳議員。
〔６番

一部を改正する条例の制定についてであります

川崎朋巳議員 登壇〕

が、南児童センター分室を南小学校内に設置す

○６番

るため提案するものであります。

王、川崎朋巳です。

次に、議第２０号上山市児童遊園設置条例の
一部を改正する条例の制定についてであります
が、川口児童遊園の廃止等必要な改正を行うた

川崎朋巳議員 議席番号６番、会派蔵

さきの通告に従いまして、会派を代表して総
括質疑を行います。
平成２９年度施政方針等から見る事業の展開
について質問いたします。

め提案するものであります。
次に、議第２１号上山市空家等の応急措置に
関する条例の制定についてでありますが、管理

初めに、財政規律の考え方についてでありま
す。

不全の空き家等に対する応急措置に関し、必要

平成２８年度にスタートした第７次上山市振

な事項を定めるため提案するものであります。

興計画も２年目を迎える平成２９年度当初予算

次に、議第２３号上山市辺地に係る総合整備

の一般会計総額は１６１億８，０００万円で、

計画の変更についてでありますが、公民館施設

平成２８年度の一般会計当初予算額と比較して

整備事業を追加するとともに、消防施設整備事

１．３％、額にして２億２，０００万円の減と

業の事業費を増額するため提案するものであり

なっています。
平成２８年度は、街なかに中部地区公民館を

ます。
次に、議第２６号市道路線の廃止及び認定に

整備し、上山小学校の新屋内運動場が建設され

ついてでありますが、道路網の整備等に伴い、

ました。中心市街地の活性化と地域におけるコ

市道の路線を廃止及び認定する必要があるため、 ミュニティ力の向上、また、将来を担い地域の

－３１－

宝である子どもたちの学習環境の整備として評

でありますが、平成２８年度策定の中期財政計

価でき得るものと考えます。

画から見た平成２９年度予算における状況と、

平成２８年度は、上山小学校新屋内運動場の
建設事業費として５億７，０００万円、災害拠
点としても重要な役割を果たす老朽化した市庁
舎の整備事業費として１６億円超が計上されま
した。

財政規律の維持への考え方についての市長の御
所見を伺います。
次に、上山型温泉クアオルト事業についてで
あります。
将来都市像にも「また来たくなるまち

これに対して、平成２９年度予算の庁舎整備

と居たいまち

～クアオルト

ずっ

かみのやま～」

事業費として３億円超のほか、温泉健康施設整

とありますように、まちづくりの指針としてク

備に係る温泉掘削や市内にバイオマス発電所を

アオルト事業の開始から１０年を迎えようとし

建設する業者に対する貸付金、上山城屋根瓦改

ています。

修工事費等が計上されています。

平成２９年度においては、市民及び地域事業

また、市税収入の微増や好況なふるさと納税

者と今後のまちづくりを共有し、クアオルトの

を背景に、市税を含む自主財源は増加を見込ん

認知度向上をさらに図りながら、住む人、訪れ

でいるものの、本市を含む全国的な課題である

る人、そして地域を元気にする日本一の健康保

人口減少問題に直面する中で、地方交付税を含

養地を目指し、さらに温泉を活用する健康増進

む依存財源の減少が見込まれ、今後もこの傾向

から介護予防までの総合的な健康づくりを展開

は続くことが予想されます。

するため、弁天地区に温泉健康施設を整備する

平成２８年度予算概要の中でも、本市の財政
状況は、歳入ではふるさと納税で多くの寄附を

ための温泉健康施設整備事業費が計上されてい
ます。

いただいているものの、今後、生産年齢人口の

平成２５年８月策定の上山型温泉クアオルト

減少に伴う個人市民税収の減が、歳出では老年

構想に基づく数々の施策を展開してきたことに

人口の増に伴う社会保障関係経費の高どまり及

より、厚生労働省健康局長優良賞自治体部門生

び公債費の増が引き続き見込まれ、行財政運営

活習慣病予防分野の受賞を初め、第１回ジャパ

の影響が大いに懸念されます。

ン・ツーリズム・アワードの国内・訪日領域地

また、多額の長期債務残高などの要因による

域マネジメント部門において、長期滞在につな

将来負担比率も高い水準にあり、平成２７年度

がる実践例として評価され部門賞を受賞。また、

予算から２１．２％増加した平成２８年度予算

市内認定コースが新日本歩く道紀行１００選選

についての概要に盛り込まれていた財政規律の

定や、平成２７年度やまがた健康づくり大賞山

維持は、昨年度の同等規模である平成２９年度

形県知事表彰を受賞、また、日本クアオルト協

予算においても、平成２８年３月時と本市をめ

議会への加盟自治体が８つまで増加し、着実な

ぐる状況等については大きな違いはないと考え

進歩が見られるなど、対外的な評価を高めてき

ています。

ていると感じます。

本市として、選択と集中に努めていく必要が

また、地域を初めとしたさまざまな企業との

あることについては、思いを同じくするところ

タイアップによるウオーキングの開催において

－３２－

も、順調な推移が見られると感じています。

市内で新生活を始める新婚夫婦に対する経済的

一方で、市民に目を向けたとき、クアオルト

支援、「めんごりあ」のカミン移設に伴う子ど

の認知度等では向上が見られるものの、クアオ

もの屋内運動場の併設による機能充実と病児保

ルトイコールウオーキングという理解の枠を出

育等の取り組みに加え、継続事業として第３子

ていないと感じています。

以降における保育料等の無料化や三世代同居・

クアオルトはまちづくりの理念であり、指針

近居を促す定住支援の実施が上げられています。

であることを市民と共有していくことで、第７

一方で、高齢者支援については、高齢者配食

次上山市振興計画の目標実現のための予算とす

サービスと常設高齢者サロン「まじゃれ」の運

べきと思います。

営に努めるほか、高齢者の免許返納促進支援制

クアオルトが対外的に認知され、さまざまな

度の拡充と交通安全指導を推進するとあります。

方が体験や視察の対象として本市を訪れる機会

著しい人口減少問題に直面する中で、少子化

が増加している中、その都度行政としてクアオ

対策が第一義的に重要であることは理解できる

ルトのまちづくりとしての理念を市民と共有し

ところですが、本市において３人に１人以上の

ていくということを今後の課題として認識して

割合を占める上、本市のこれまでとこれからの

いるのではないかと理解しています。

取り組みに関して必要不可欠とも言える高齢者

これまでの上山型温泉クアオルト事業につい
て、これまでの総括と上山型温泉クアオルト構
想のリーディングプロジェクトの進捗状況と達
成度、リーディングプロジェクト達成に向けた
平成２９年度の重点施策と今後の事業について
お示しください。

への支援事業について、少子化対策と比較して
も言及が少ないと感じた次第であります。
平成２９年度予算で高齢者支援の施策の中で
力を傾注する点についてお示しください。
また、主要施策として大きく上げられている
子育て世代包括支援センターについて、健康推

次に、少子高齢化対策についてであります。

進課内に設置するとのことでありますが、福祉

施政方針にもありますように、少子高齢化は

事務所内に子ども子育て推進室があることから、

本市の抱える諸課題の中でも特に大きな問題で

子育て世代の市民の混乱を避けるためにも、そ

あると考えます。年間出生数が２００人を割っ

れぞれの果たす役割と運営、業務内容について

てから久しく、また、高齢化率については３

お示しください。

５％を超える状況の進行に歯どめがかからない

○坂本幸一議長

現状は、周辺自治体と比較しても顕著に推移し
ています。

〔横戸長兵衛市長
○横戸長兵衛市長

少子化対策についての新規事業として、赤ち
ゃんにメッセージとギフトを贈るほか、無料ア
プリを利用した子育てに関する情報の配信や、

市長。
登壇〕

６番川崎朋巳議員の御質問

にお答えいたします。
初めに、財政規律の考え方について申し上げ
ます。

子育て世代を対象とした市営バス等の無料化、

本市の財政状況につきましては、歳入ではふ

第７次上山市振興計画に基づく主要施策の結婚

るさと納税で多くの寄附をいただいております

に導く環境づくりとして、出会いの場の創出と

が、中期財政計画を策定した平成２８年４月時

－３３－

点で想定していなかったカミンへの対応や、上

チ運動など、介護予防事業を重点的に推進して

山城の屋根瓦の修繕などの新たな歳出を見込ん

まいります。

でおります。

また、常設高齢者サロン「まじゃれ」を初め

このようなことから、平成２９年度予算につ

とした、高齢者が生きがいを持って活動できる

きましては、各事業の優先順位や実施時期を見

居場所づくりに引き続き取り組んでまいります。

きわめながら、必要に応じて事業の先送り等の

次に、子育て世代包括支援センターの概要に

調整を行うなど、中長期的な財政運営を意識し
て編成したものであります。

ついて申し上げます。
子育て世代包括支援センターは、妊娠期から

次に、上山型温泉クアオルト事業のこれまで

子育て期にわたり切れ目のない支援を保健師な

の総括と今後の取り組みについて申し上げます。 どが行う母子保健型の支援センターであり、現
クアオルト構想リーディングプロジェクトに

在の母子保健事業を基本に、母子保健コーディ

つきましては、柱となる事業は着実に進行して

ネーターを配置し、健康面へのケアなどを主体

おり、これまでの成果といたしましては、健康

とする事業を行っていくものであります。

ウオーキングを中心に年間を通して健康づくり

一方、子ども子育て推進室では、保育所や放

に親しめる環境が整ったことにより市民の健康

課後児童クラブ等の保育を主体とした地域社会

意識が向上したことや、市内企業・団体による

における子育て支援活動を推進する事業を実施

各種事業への支援・協力がふえ、市全体での健

しており、双方が連携しながら子育て世代への

康に対する機運が高まっているものと総括して

支援を行ってまいります。

おります。

○坂本幸一議長

一方、まちづくり施策としてのさらなる展開、 ○６番
地域資源を生かした多様な健康づくりの機会の
提供等が今後の課題と捉えております。

川崎朋巳議員。

川崎朋巳議員 最初に伺った点から順

次質問いたします。
初めに、財政規律の考え方についてでありま

平成２９年度につきましては、幅広い事業展

すが、まず伺っておきたいことは、まず中期財

開の推進や温泉健康施設建設事業に取り組むと

政計画策定時において、ふるさと納税の額を８

ともに、今後もクアオルト事業の認知度、浸透

億円程度と見込んでいたというふうに理解して

度の向上を図りながら、市民及び地域事業者が

います。平成２９年度、現在におけるふるさと

主体となった魅力あるまちづくりをさらに推進

納税額は１４億円と非常に好況な状況であると

してまいります。

いうふうに理解しておりますが、今後もふるさ

次に、高齢化に対する施策について申し上げ
ます。

と納税が好況のまま推移するという考え方を持
ったまま取り組むということの危険性について、

平成２９年度につきましては、住みなれた地
域で安心して暮らせるよう、地域包括ケアシス

まず認識しておられるのかということを伺いた
いです。

テムの構築を目指し、生活支援サービスや認知

ふるさと納税が現状のまま好転していくとい

症総合支援事業を地域や関係機関と連携して展

うことに関して、どのような考えを持っておら

開するとともに、転倒予防教室や水中ストレッ

れるのかについて伺います。

－３４－

あと、壇上からの１問目におきまして、特に

んですが、まず、今年度この一番リーディング

大規模事業間においての平成２８年度当初予算

プロジェクトの実現に向けて大きな事業といえ

と平成２９年度当初予算の差額の部分について

ば、温泉健康施設の掘削に係る部分で、リーデ

話をさせていただいたと思っております。

ィングプロジェクトの実現という部分に向けて

平成２８年度は市庁舎の耐震工事が非常に大

も非常に大きな取り組みであると考えます。

規模な事業であったと。今年度の大規模な事業

あと、例えばリーディングプロジェクトと現

と平成２８年度の大規模な事業、特に大きな事

状を照らし合わせてみた中で、長期滞在等に関

業においてなんですが、差し引きして計算して

する例えばその予算措置であるとか、考え方に

みたところ、その差し引いた額が大体、市内に

ついても改めて話を伺いたいと思っておりま

新設されるバイオマス施設への貸付金に当たる

す。

という状況ではないかというふうに思いました。

あと、重ねてもう一つなんですけれども、平

これはあくまでも大規模な事業の中の比較にお

成２９年度当初予算に第７次上山市振興計画の

いてであります。

検証に係る費用というのが計上されているとい

バイオマス施設に関する貸付金に関しては、

うふうに記憶しています。

歳出と歳入という部分で、まず地域の企業に対

上山温泉型クアオルト基本構想については、

する貸し付けを行うことでの地域企業の振興、

平成２３年８月策定であります。この基本構想

あとは森林資源のさらなる活用を進めるという

は、１０年間の実行期間というか、目標年次を

側面があるように考えますが、あくまでも貸付

定めた上での構想と考えております。平成２９

金でありますので、貸して返ってくるもの、つ

年度にこのクアオルト構想を含めたクアオルト

まり実質的と申し上げていいのかわからないん

構想の検証ですかね。検証を平成２９年度に行

ですが、実質的事業としては、昨年の１．３％

うとすると、反映されるのは平成３０年度以降。

の減額よりも、さらに当初予算については減額

検証時期としてクアオルト構想の検証時期が平

と言える側面があるのかについて、重ねて御質

成２９年度で適切であると考えているかどうか

問いたします。

についても改めてお伺いします。

次に、上山型温泉クアオルト事業についてで
あります。

特に、クアオルトについては、将来都市像と
してクアオルトという文字も入っていることで

クアオルト事業については、非常に大まかな

すし、今後の本市における非常に重要な役割、

回答をいただいたような感じがします。市民の

その中心的部分ではないかというふうに考えま

健康意識の向上というものには間違いなくつな

すので、改めてお話のほどをお願いしたいなと

がっているのではないかというふうに考えます。 いうふうに思います。
その中で、まちづくりとしてのクアオルトとい

次に、少子高齢化対策についてです。

う部分の理解について進めるような予算措置と

初めは、高齢化に対する施策についてなんで

いう部分について、ぜひもう一度お伺いしたい

すが、まず、平成２８年度の予算と比較して、

と思います。

継続していく、引き続きやっていくというよう

あと、リーディングプロジェクトについてな

な回答であったと思います。平成２９年度当初

－３５－

予算を拝見しますと、高齢者福祉費の部門が平

ふるさと納税につきましては、順調にといい

成２８年度当初予算より減少しておったという

ましょうか、伸びてきております。これはやは

ことでした。

り本市の返礼品が高く評価されているという部

高齢化率は上昇していますが、実質的な老年

分と、あとこのふるさと納税の使い道、いわゆ

人口については高どまりという状況なのかなと

る見える化というものをやはりきちっとしてい

思います。一概に高齢者福祉費が減少したとい

くということが大事だなと改めて感じておりま

っても、総合的な高齢者支援というのが例えば

す。

介護保険であるとか、後期高齢者等で補われて

それで、最近も総務大臣の発言があったり、

いるというふうに考えてよろしいのかどうかに

余り過度な返礼品とか、そういったことが言わ

ついて、改めて伺います。

れておるわけでございますが、これは私もその

最後に、子育て世代包括支援センターについ

とおりだと思いますし、本市におきましてはや

てでありますが、まず子育て世代包括支援セン

はり今までの考え方どおり、返礼品等の割合等

ターを設置するに当たって、総合的相談支援の

についても維持していきたいと思いますし、ま

ワンストップ、つまり妊娠期から子育て期まで、 た、平成２９年度から新たに市内の関係団体か
ここに相談をすれば全部大丈夫だというのが、

らその一翼を担っていただくということを４月

ワンストップサービスとしてのあり方ではない

からやっていきますが、その中でやはり危惧す

かと思います。

ることが、今までは東京の業者といいましょう

まず、その混乱という部分ではないかもしれ

か、そこに委託しておったわけですけれども、

ませんが、ここに相談して、そうすると子育て

それと同じような、やはりそれ以上の対応をし

世代包括支援センターからいろいろな関係機関

ていかないと金額が落ちると。いわゆる納税額

があると思いますが、そこに順次つなげるよう

が落ちるということは我々も大変危惧している

なシステムの構築というのが今後なされていく

わけでございますし、同じようなことをやって

のかどうか。

いても、全国でも伸びている自治体と減ってい

あとは、母子保健コーディネーターというこ

る自治体もあるわけですから、その辺はさらに

とでありますが、保健師さんを利用する、保健

綿密に連携をしていただいて、そしてやはりふ

師さんを活用するということなのか。また、本

るさと納税というものは大きな財源の一つであ

市には産婦人科がない状況です。定住自立圏構

ることは間違いないわけでございますので、引

想の中での対応ということかと思いますけれど

き続き増額といいましょうか、少なくとも現状

も、例えば助産師さんの登用、または産科を初

維持と申しましょうか、そういった対応をきち

めとする市内医療機関を含む医療機関との連携

んと進めてまいりたいと考えております。

についても重ねてお聞かせいただきたいなとい

○坂本幸一議長

うふうに思います。

○金沢直之財政課長 貸付金の部分についての

○坂本幸一議長

議員の御質問にお答えいたします。

○横戸長兵衛市長
のほうから。

市長。
ふるさと納税について、私

財政課長。

議員おっしゃられるとおり、貸付金につきま
しては、同額が入ってくるというような形でご

－３６－

ざいますので、入出同額が上乗せされていると

平成２８年度当初と比較しまして減になってい

いう形になります。ですので、実質的に議員が

る理由としましては、平成２８年度当初につき

おっしゃる意味であれば、さらに４％程度予算

ましては、老人保健施設、今現在建設を予定し

額は減っているというふうに言って間違いない

ておるものに対する備品購入等の開設準備の補

かと思います。

助金というものが約３，６００万円ほどありま

○坂本幸一議長

市政戦略課長。

○鈴木直美市政戦略課長

したので、それが皆減になっているというふう

クアオルトにつきま

してお答えいたします。

なところが大きな要因の一つであると考えてお
ります。

まず、１点目、まちづくりとしてのクアオル

ですので、高齢者福祉費のサービスが低下す

トの予算措置についてでございますが、平成２

るというふうな考え方で事業を行っているもの

９年度の予算の中で、上山市温泉クアオルト協

ではないということでございます。

議会の補助金が措置されておりますが、その中

また、子育て世代包括支援センターのことで

で新たに、より市民の方々からクアオルトのコ

ございますけれども、こちらにつきましては、

ンセプト、考えをさらに深めていただくことを

ワンストップサービスというふうなお話があり

目的に、研修への補助金を措置しております。

ましたけれども、当然、関係機関との連携の中

また、加えまして、平成２８年度も実施いた

で、まず一番最初のとっかかりとして、妊娠届

しました市民とのワークショップ、これにつき

を提出するために市のほうに来ていただくとき

ましてもさらに理解を市民の方々から深めてい

に、健康推進課の中で、今ですとその届けとア

ただくために、継続して行っていく予算を措置

ンケートなんかを実施しておるんですが、この

しております。

センターができることによって、アセスメント

２点目、長期滞在メニューの開発についてで

のシートをやったり、また、その内容によって

ございますが、こちらにつきましても協議会の

はケアプラン等を作成していくというふうな形

予算の中でメニューの開発費を措置する予定で

で進めていくと。

ございますので、こちらのほうで市内民間事業

そういった中で、例えば妊娠して出産してか

者の方々とともに考えてまいる予定をしており

ら母親の方が心配な状況があるとか、子どもさ

ます。

んがちょっと障がいが疑われるとか、そういっ

３点目、クアオルト構想の検証の時期等につ

た部分については医療機関との連携についても、

いてでございますが、クアオルト構想の位置づ

これまで以上にそういった部分で連携を図って

けにつきましては、あくまで第７次上山市振興

いくというような形になりますし、当然、福祉

計画の個別計画の一つと考えております。基本

事務所との連携についても基点になっていくも

計画の検証とあわせまして、一体的に時期につ

のというふうに考えております。

いても検証をしていく考えでございます。
○坂本幸一議長

また、保健師などのというふうな表現につい

健康推進課長。

○尾形俊幸健康推進課長

て、助産師の活用ということでございましたけ

まず、高齢者福祉費

れども、そちらにつきましては、今回市のほう

の減というふうなことでございますけれども、

で母子保健のコーディネーターとして予定して

－３７－

いる方については、助産師の資格を持った方を

出産、子育てまでの切れ目のないサービスの中

非常勤ですけれども雇って対応してまいりたい

心には産科医療機関が位置づけられており、産

というふうなことで考えております。そういっ

科医療機関のない上山市でどのように具体化す

た方をキーに、医療機関等との連携を進めてい

るかが問題となります。

くというような考えでございます。
○坂本幸一議長
○６番

産科医療機関がないところでは、助産師を配

川崎朋巳議員。

置して無料訪問ケアを実施しながら、必要に応

川崎朋巳議員 今回の総括質疑内で発

じて医療機関とも連携をとっているようです。

言させていただきました内容を含む全ての議案

上山市で進めるこの子育て世代包括支援センタ

につきまして、一般質問及び予算特別委員会、

ーはどのような機関となるのか、お尋ねします。

常任委員会等で引き続き議論させていただきた

もう一つの課題である高齢化の問題について

いなと思っております。ありがとうございまし
た。

少子化対策、子育て支援については、多くの

○坂本幸一議長
〔１番
○１番

です。

守岡

次に、１番守岡等議員。
守岡

新規あるいは拡充された事業が示されています。

等議員 登壇〕

一方、安心できる高齢者の医療・介護が求めら

等議員 議席番号１番、日本共

れる中、高齢化の課題について、平成２９年度

産党議員団の守岡等です。

はどのような方向で課題解決に向かうのか、市

私は、平成２９年度施政方針で示された重点
施策について、総括質疑を行います。

長の御所見をお伺いします。
平成２９年度一般会計において、上山型温泉

市長は、施政方針で、本市の大きな課題の一
つは少子高齢化・人口減少であると表明されま
した。

クアオルト構想に基づく温泉健康施設事業費が
計上されています。
クアオルト構想のシンボル施設として、健康

これまで上山市では、子どもの医療費無料化

増進から介護予防までの総合的な健康づくりを

や第３子以降の保育料等無料化など、一定の子

展開するとしていますが、医療機関との連携な

育て支援を行い、成果を上げてきたと思いま

しにこの事業は成功しないと考えます。医療機

す。

関との連携についてどのような展望をお持ちか、

平成２９年度においても、子育て支援の強化
施策が示されていますが、その中の子育て世代

市長の御所見をお示しください。
また、当初予算の概要では、クアオルト事業

包括支援センターの新設についてお尋ねします。 を基盤とした新たな健康寿命延伸産業の創出に
国内では、フィンランドの妊娠期からの切れ

取り組むとありますが、この健康寿命延伸産業

目ないワンストップの子育て支援施設「ネウボ

についてどのようなものか、御説明をお願いし

ラ」を参考にした取り組みが始まっているよう

ます。

です。新設される子育て世代包括支援センター
は、この取り組みと同様のものかをまずお示し

以上で第１問とします。
○坂本幸一議長

ください。

市長。

〔横戸長兵衛市長

もし、同様の取り組みであれば、妊娠期から

○横戸長兵衛市長

－３８－

登壇〕

１番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。

組みと何が違うかという点では、やはり妊娠か

初めに、子育て世代包括支援センターの新設
について申し上げます。

ら就学前までの一貫した支援を通して、その子
どもだけでなくて、家族全体をその心身の健康

子育て世代包括支援センターは、フィンラン

をサポートするものだというふうな認識でいま

ドのネウボラを参考にした国の取り組みに沿っ

して、非常に大事な取り組みだと思っていま

たものであります。その活動は、助産師を専任

す。

の母子保健コーディネーターとして配置し、健

具体的にこの事業を支えるスタッフがやはり

康面の相談や訪問ケア等を行うとともに、医療

かなめになるわけですけれども、保健師と助産

機関等と連携しながら事業を展開してまいりま

師も含めて対応するということです。

す。

フィンランド、あるいは国内でもう既に始ま

次に、高齢者への医療・介護サービスの提供
について申し上げます。

っていますけれども、やはり特徴的なのが、一
人の保健師さんあるいは助産師さんが、同じ母

高齢者への生活支援や認知症総合支援事業、

親あるいはその子どもと家族をずっと妊娠期か

介護状態にならないための予防事業などを重点

ら就学前まで担当して、その成長・変化がわか

的に展開し、高齢期の課題解決に努めてまいり

るようにしているというところが非常に特徴的

ます。

だと思いますけれども、本市におけるこのサー

次に、クアオルト構想における医療機関との
連携について申し上げます。

ビスもそういういわゆるマンツーマンといいま
すか、一人の子どもをずっと継続的に支えるよ

温泉健康施設の事業目的を達成するために

うなものになるのかどうかをまずお尋ねしま

は、利用者に応じた健康プログラムの提供な

す。

ど、市民の健康増進や介護予防事業をきめ細か

○坂本幸一議長

く実施する必要がありますので、医療機関等と

○尾形俊幸健康推進課長

協議を進めながら、連携体制を構築してまいり

うことでございますけれども、先ほど申し上げ

ます。

ましたとおり、助産師の方１名と、あと母子保

健康推進課長。
センターの体制とい

健康寿命延伸産業創出の取り組みにつきまし

健のほうの担当の保健師２名というふうな体制

ては、首都圏の企業等に対し、継続的に情報発

を基本としておりますけれども、保健師の体制

信を行いながら、健康寿命延伸分野における商

としましては、その母子の事業の担当だけでは

品や健康づくりプログラムの開発、ヘルスツー

なく、地域における担当制というようなことで、

リズムのさらなる推進、市内事業者等とともに

その地域の家族構成も含めてそれぞれの地域の

新たな共同事業の具現化を図るものでありま

担当というような役割を担っておりますので、

す。

そういった中身を活用しながら、マンツーマン

○坂本幸一議長
○１番

守岡

守岡等議員。

といいますか、余りちょくちょく人がかわると

等議員 まず、子育て世代包括

支援センターについてです。

いうふうなことではなく、継続的に支援をでき
るような体制をとっていきたいというふうに考

今やっている子ども子育て推進室等との取り

えております。

－３９－

○坂本幸一議長
○１番

守岡

守岡等議員。
等議員 ぜひ、かかりつけ医と

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

いう言葉がありますけれども、このかかりつけ

日程第２７

保健師、かかりつけ助産師のような感じで、本

特別委員会（予算）の
設置及び議案の付託

当に親身にかかわっていってほしいと思います。
次に、高齢化の問題についてですけれども、
今、やはり具体的な問題として、経済的な、も

○坂本幸一議長

うお金がなくて、必要な医療・介護サービスが

算）の設置及び議案の付託であります。

受けられないという、これが１つあると思いま

７番佐藤光義議員。
○７番

す。
もう一つの特養不足などによって、本当はも

日程第２７、特別委員会（予

佐藤光義議員 この際、動議を提出い

たします。

う家族介護ではなくて、施設のほうで介護した

ただいま議題となっております予算議案１４

いんだけれども、なかなかそう簡単に入れない

件は、全議員をもって構成する予算特別委員会

という、こういうサービス提供体制が不足して

を設置し、これに付託の上、審査されることを

いるという、この２つがやはり大きな問題とし

望みます。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

てあると思うんですけれども、それに対する対
応としては、具体的にどのような施策をお持ち

○坂本幸一議長

でしょうか。

ら、予算議案については、全議員をもって構成

○坂本幸一議長

ただいま７番佐藤光義議員か

する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、

健康推進課長。
まず、経済的な部分

審査されたいとの動議が提出され、所定の賛成

というようなことがありますけれども、そうい

者がありますので、動議は成立いたしました。

った方に関しましては、制度的に軽減制度等を

よって、本動議を直ちに議題といたします。

利用していただくように丁寧に御説明をさせて

お諮りいたします。

いただきながら対応をとっておりますし、地域

本動議のとおり決することに御異議ありませ

○尾形俊幸健康推進課長

包括支援センター等と関係機関と一体的に対応

んか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

しているというふうな状況でございます。
また、特養等のサービス体制というふうなこ

○坂本幸一議長

御異議なしと認めます。

とでございますが、平成２９年度までが第６期

よって、予算議案１４件については、予算特

の介護保険の事業計画の年度になっておりまし

別委員会を設置し、これに付託の上、審査され

て、平成２９年度中に第７期、平成３０年度か

たいとの動議は可決されました。

らの３年間の計画を策定する年に当たっており

正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。

ますので、その辺、市内のその利用者の状況等

午前１１時３９分

休 憩

午前１１時４０分

開 議

を、また、あと事業者の意向等も聞きながら、
計画策定において必要なときには対応してまい
りたいと考えております。

○坂本幸一議長

－４０－

休憩前に引き続き会議を開き

２号山形県市町村職員退職手当組合規約の変更

ます。
予算特別委員会の正副委員長の互選をお願い
いたしました結果、委員長に尾形みち子議員、
副委員長に棚井裕一議員が互選された旨の通告

に関する協議について御説明を申し上げますの
で、議案書の１６ページをお開き願います。
山形県市町村職員退職手当組合につきまして
は、組合市町村の職員の退職手当に関する事務

がありましたので、御報告申し上げます。
なお、予算以外の議案については、お手元に
配付いたしました付託表のとおり所管常任委員

等を共同処理しております。
構成団体であります「置賜広域病院組合」に
つきましては、現在、地方公営企業法が一部適

会に付託いたします。

用されておりますが、機動的で迅速な経営を行
うため、このたび地方公営企業法の全部を適用

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

日程第２８

議第２２号 山形県市

することとなりました。

町村職員退職手当組合

このことに伴い、その名称が「置賜広域病院

規約の変更に関する協

企業団」に変更されるため、規約の一部を変更

議について

するものであります。
それでは、規約の変更内容について御説明を

○坂本幸一議長

日程第２８、議第２２号山形

県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する
提案理由の説明を求めます。市長。
○横戸長兵衛市長

別記につきましては、山形県市町村職員退職
手当組合を構成する一部事務組合について規定

協議についてを議題といたします。
〔横戸長兵衛市長

申し上げます。

しておりますが、第１３項の「置賜広域病院組
合」を「置賜広域病院企業団」に改めるもので

登壇〕

ただいま議題となりました

あります。
次に、別表につきましては、組合議員の選挙

議案について、御説明申し上げます。
議第２２号山形県市町村職員退職手当組合規

区分について規定しております。第１選挙区の

約の変更に関する協議についてでありますが、

組合市町村名中、１７ページをお開きください。

置賜広域病院組合がその名称を置賜広域病院企

「置賜広域病院組合」を「置賜広域病院企業

業団に変更することに伴い、山形県市町村職員
退職手当組合規約の一部を変更することについ

団」に改めるものであります。
附則につきましては、この一部変更の規約は、

て協議するため、地方自治法第２９０条の規定

平成２９年４月１日から施行するものでありま

により提案するものであります。

す。

議案の詳細につきましては、庶務課長から説

なお、本議案につきましては、同組合を構成

明申し上げますので、よろしく御審議の上、御

する全ての地方公共団体及び一部事務組合にお

可決くださるようお願いいたします。

きましてこの時期に同様の手続を行うものであ

○坂本幸一議長

ります。

庶務課長。

〔鈴木英夫庶務課長 登壇〕

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

○鈴木英夫庶務課長 命によりまして、議第２

申し上げます。

－４１－

○坂本幸一議長
○１番

守岡

１番守岡等議員。
等議員 この際、動議を提出い

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

日程第２９

たします。

議第２４号 本庁舎耐

ただいま議題となっております議第２２号議

震改修等整備工事に係

案につきましては、会議規則第３７条第３項の

る契約の一部変更につ

規定により、委員会の付託を省略されることを

いて外１件

望みます。
○坂本幸一議長

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

日程第２９、議第２４号本庁

ただいま１番守岡等議員から、 舎耐震改修等整備工事に係る契約の一部変更に

委員会の付託を省略されたいとの動議が提出さ

ついて及び日程第３０、議第２５号本庁舎空調

れ、所定の賛成者がありますので、動議は成立

設備改修等整備工事に係る契約の一部変更につ

いたしました。

いてを一括議題といたします。

よって、本動議を直ちに議題といたします。

提案理由の説明を求めます。市長。
〔横戸長兵衛市長

お諮りいたします。
本動議のとおり決することに御異議ありませ

○横戸長兵衛市長

登壇〕

ただいま議題となりました

議案について、御説明申し上げます。

んか。

議第２４号本庁舎耐震改修等整備工事に係る

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

契約の一部変更について、議第２５号本庁舎空

御異議なしと認めます。

よって、議第２２号議案については、委員会

調設備改修等整備工事に係る契約の一部変更に

付託を省略されたいとの動議は可決されました。 ついてでありますが、いずれも工事請負契約の
これより質疑に入ります。

一部を変更して実施する必要があるため提案す

質疑があれば発言を許します。

るものであります。
議案の詳細につきましては、財政課長から説

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

質疑はないものと認めます。

明申し上げますので、よろしく御審議の上、御

次に、討論に入ります。

可決くださるようお願いいたします。

通告がありませんので、討論はないものと認

○坂本幸一議長

財政課長。

〔金沢直之財政課長 登壇〕

めます。
よって、採決いたします。

○金沢直之財政課長 命によりまして、本庁舎

議第２２号山形県市町村職員退職手当組合規

改修に関する議第２４号及び議第２５号の２件

約の変更に関する協議については原案のとおり

に係る契約の一部変更について補足説明を申し

可決することに御異議ありませんか。

上げます。
議案書２０ページをごらんください。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂本幸一議長

初めに、議第２４号本庁舎耐震改修等整備工

御異議なしと認めます。

よって、議第２２号議案については、原案の
とおり可決することに決しました。

事に係る契約の一部変更についてでありますが、
議第２４号議案資料をあわせてごらん願います。

－４２－

１契約内容でありますが、工事名、本庁舎耐

いたします。

震改修等整備工事。契約金額、１３億２，６２

ただいま議題となっております議第２４号議

４万円。契約の相手、宮城県仙台市青葉区一番

案及び議第２５号議案につきましては、会議規

町三丁目１番１号、大成・羽陽特定建設工事共

則第３７条第３項の規定により、委員会の付託

同企業体、代表者、大成建設株式会社東北支店、 を省略されることを望みます。
常務執行役員支店長、伊藤昌昭。工期、平成２

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

８年５月１３日から平成３０年１月３１日まで

○坂本幸一議長

となっております。

から、委員会の付託を省略されたいとの動議が

変更内容につきましては、くい工事の増工と
アスベストを含んだ建設資材の撤去処分費用の

ただいま１１番枝松直樹議員

提出され、所定の賛成者がありますので、動議
は成立いたしました。

増工などにより、１３億２，６２４万円から１

よって、本動議を直ちに議題といたします。

４億３，３２２万４８０円に変更し、また、こ

お諮りいたします。

れに伴い、工期のうち完成期日を平成３０年１

本動議のとおり決することに御異議ありませ

月３１日から平成３０年３月３０日に変更する

んか。

ものであります。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、議案書２１ページをごらんください。

○坂本幸一議長

御異議なしと認めます。

議第２５号本庁舎空調設備改修等整備工事に

よって、議第２４号議案及び議第２５号議案

係る契約の一部変更についてでありますが、議

については、委員会付託を省略されたいとの動

第２５号議案資料をあわせてごらん願います。

議は可決されました。

１契約内容でありますが、工事名、本庁舎空
調設備改修等整備工事。契約金額、４億７１６

これより質疑に入ります。
質疑があれば発言を許します。

万円。契約の相手、宮城県仙台市青葉区一番町

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

一丁目８番１号、株式会社テクノ菱和東北支店、 ○坂本幸一議長

質疑はないものと認めます。

支店長、齋藤吉信。工期、平成２８年５月１３

次に、討論に入ります。

日から平成３０年１月３１日までとなっており

通告がありませんので、討論はないものと認

ます。

めます。

変更内容につきましては、老朽化した空調配
管の交換、ＬＥＤ照明の増工、アスベストを含

よって、採決いたします。
議第２４号本庁舎耐震改修等整備工事に係る

んだ建設資材の撤去処分費用の増工などにより、 契約の一部変更について及び議第２５号本庁舎
４億７１６万円から４億２，１８９万４，４４

空調設備改修等整備工事に係る契約の一部変更

０円に変更するものであります。

については、原案のとおり同意することに御異

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

議ありませんか。

いたします。
○坂本幸一議長

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
１１番枝松直樹議員。

○１１番 枝松直樹議員

○坂本幸一議長

この際、動議を提出

御異議なしと認めます。

よって、議第２４号議案及び議第２５号議案

－４３－

は、原案のとおり同意することに決しました。

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

散
○坂本幸一議長

会

以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。
これをもって散会いたします。
御苦労さまでした。
午前１１時５５分

散 会

－４４－

