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上山市議会第４７６回定例会
〔平成２９年３月予算特別委員会会議録〕
（第 ２ 日）
平成２９年３月７日（火曜日）
本日の会議に付した事件
議第７号 平成２９年度上山市一般会計予算
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午前１０時００分 開 議

最初に、当局の説明を受けた後、平成２９年
度一般会計予算の説明と質疑について、さきに
各委員に配付いたしております審査予定表のと

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

開

議

おり進めたいと思いますが、これに御異議あり
ませんか。

○尾形みち子委員長 おはようございます。出

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

席委員は定足数に達しておりますので、これよ

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。

り本日の会議を開きます。

よって、審査予定表のとおり進めることに決

直ちに平成２９年度各会計予算９件の審査に
入ります。

しました。
なお、その他の予算については、従来の審査
方法のとおり、一括または分割しての審査方法
をもって進めたいと考えておりますので、御協

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

議第７号 平成２９年度上山市一般

力をお願いいたします。

会計予算

それでは、議第７号平成２９年度上山市一般
会計予算の審査を行います。

○尾形みち子委員長 初めに、一般会計予算の

当局の説明を求めます。財政課長。

審査方法についてお諮りいたします。

〔金沢直之財政課長 登壇〕

－１６８－

○金沢直之財政課長 おはようございます。
命によりまして、議第７号平成２９年度上山
市一般会計予算について御説明申し上げます。

でのこれらの経費の各項の間の流用とするもの
であります。
それでは、第１表歳入歳出予算について、歳

予算書の１ページをお開きください。

入から御説明申し上げますので、２ページ、３

平成２９年度上山市の一般会計の予算は、次

ページをお開きください。

に定めるところによるものであります。

１款市税につきましては、３５億２３０万円

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

を計上するものでありますが、１項市民税に１

は、歳入歳出それぞれ１６１億８，０００万円

２億４，１２０万円を、２項固定資産税に１７

と定めるものであります。

億４，７８０万円を、３項軽自動車税に８，５

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

４０万円を、４項市たばこ税に１億７，４００

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

万円を、５項入湯税に４，１００万円を、６項

よるものであります。

都市計画税に２億１，２９０万円をそれぞれ計

繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条

上するものであります。

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

２款地方譲与税につきましては、１億１，９

ることができる経費は、「第２表繰越明許費」

００万円を計上するものでありますが、１項地

によるものであります。

方揮発油譲与税に３，４００万円を、２項自動

債務負担行為、第３条、地方自治法第２１４
条の規定により債務を負担する行為をすること
ができる事項、期間及び限度額は、「第３表債
務負担行為」によるものであります。

車重量譲与税に８，５００万円をそれぞれ計上
するものであります。
次に、３款利子割交付金に４００万円を、４
款配当割交付金に７００万円を、５款株式等譲

地方債、第４条、地方自治法第２３０条第１

渡所得割交付金に３００万円を、６款地方消費

項の規定により起こすことができる地方債の起

税交付金に５億３，０００万円を、７款ゴルフ

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

場利用税交付金に５００万円を、８款自動車取

の方法は、「第４表地方債」によるものであり

得税交付金に２，０００万円を、９款地方特例

ます。

交付金に１，２００万円を、１０款地方交付税

一時借入金、第５条、地方自治法第２３５条

に３６億９，３００万円を、１１款交通安全対

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

策特別交付金に５００万円をそれぞれ計上する

最高額は、３０億円と定めるものであります。

ものであります。

歳出予算の流用、第６条、地方自治法第２２

次に、１２款分担金及び負担金に１億２，７

０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の

１５万９，０００円を計上するものであります

各項の経費の金額を流用することができる場合

が、１項分担金に２７８万４，０００円、２項

は、次のとおりと定めるものであります。

負担金１億２，４３７万５，０００円をそれぞ

第１号、各項に計上した給料、職員手当等及

れ計上するものであります。

び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

次に、１３款使用料及び手数料に１億３，４

予算額に過不足を生じた場合における同一款内

８４万２，０００円を計上するものであります

－１６９－

が、１項使用料に６，７０１万４，０００円を、
２項手数料に２，７７７万８，０００円を、３

その結果、歳入合計を１６１億８，０００万
円とするものであります。

項証紙収入に４，００５万円をそれぞれ計上す

次のページをごらんください。

るものであります。

歳出について御説明申し上げます。

次に、１４款国庫支出金に１３億９，０３９
万８，０００円を計上するものでありますが、

１款議会費については、１億５，６６４万７，
０００円を計上するものであります。

１項国庫負担金に１０億１，８５４万円を、２

次に、２款総務費については、２７億６，３

項国庫補助金に３億６，５５３万２，０００円

８４万６，０００円を計上するものであります

を、３項委託金に６３２万６，０００円をそれ

が、１項総務管理費に２４億５，２２７万３，

ぞれ計上するものであります。

０００円を、２項徴税費に１億８，３６３万３，

次に、１５款県支出金に９億７，４０７万５， ０００円を、３項戸籍住民基本台帳費に７，２
０００円を計上するものでありますが、１項県

７６万３，０００円を、４項選挙費に９２９万

負担金に４億９，１７６万５，０００円を、２

４，０００円を、５項統計調査費に２，４９３

項県補助金に４億２，６１８万８，０００円を、 万３，０００円を、６項監査委員費に２，０９
３項委託金に５，６１２万２，０００円をそれ
ぞれ計上するものであります。

５万円をそれぞれ計上するものであります。
次に、３款民生費については、４３億１８１

次に、１６款財産収入に１億３，７１４万９， 万７，０００円を計上するものでありますが、
０００円を計上するものでありますが、次のペ

１項社会福祉費に２５億３，１３２万３，００

ージをお開きください。１項財産運用収入に５， ０円を、２項児童福祉費に１４億９，７６４万
９９４万４，０００円を、２項財産売払収入に

２，０００円を、３項生活保護費に２億７，２

７，７２０万５，０００円をそれぞれ計上する

８５万２，０００円をそれぞれ計上するもので

ものであります。

あります。

次に、１７款寄附金に１５億１００万円を、

次に、４款衛生費については、１６億７，２

１８款繰入金に２億９，０５０万円を、１９款

４１万５，０００円を計上するものであります

繰越金に１億円を計上するものであります。

が、１項保健衛生費に１３億６６６万５，００

次に、２０款諸収入に１２億６，０１７万７， ０円を、２項清掃費に３億６，５７５万円をそ
０００円を計上するものでありますが、１項延
滞金、加算金及び過料に２００万円を、２項市
預金利子に５０万円を、３項貸付金元利収入に
１１億３，６４９万７，０００円を、４項受託

れぞれ計上するものであります。
次に、５款労働費については、６，２３２万
３，０００円を計上するものであります。
次に、６款農林水産業費については、６億１，

事業収入に１，１９５万１，０００円を、５項

９８１万８，０００円を計上するものでありま

雑入に１億９２２万９，０００円をそれぞれ計

すが、１項農業費に４億８，８１０万５，００

上するものであります。

０円を、２項林業費に１億３，１７１万３，０

次に、２１款市債に２３億６，４４０万円を
計上するものであります。

００円をそれぞれ計上するものであります。
次に、７款商工費については、１８億４，１

－１７０－

６１万７，０００円を計上するものであります。
次のページをお開きください。

その結果、歳出合計を１６１億８，０００万
円とするものであります。

次に、８款土木費については、１１億７，７
０７万６，０００円を計上するものであります
が、１項土木管理費に２，５３９万８，０００
円を、２項道路橋梁費に６億５，８８３万２，

次に、事項別明細書について御説明申し上げ
ます。
最初に、歳出から御説明申し上げますので、
４２ページ、４３ページをお開きください。

０００円を、３項河川費に４７５万８，０００

最初に、１款議会費から御説明申し上げます。

円を、４項都市計画費に３億４，２４４万１，

１項議会費１目議会費は、１億５，６６４万

０００円を、５項住宅費に１億４，５６４万７， ７，０００円で、前年度対比１８２万６，００
０００円をそれぞれ計上するものであります。
次に、９款消防費については、６億９，１８
７万８，０００円を計上するものであります。

０円の増でありますが、議会映像配信経費の増、
決算特別委員会の見直しに伴う経費の増などに
よるものであります。

次に、１０款教育費については、１５億３，

議会運営費では、議会だより発行費、議会映

４１１万９，０００円を計上するものでありま

像配信委託料、常任委員会の行政調査費、議会

すが、１項教育総務費に２億５５２万４，００

報告会に要する経費などを措置したところであ

０円を、２項小学校費に３億９，２９８万７，

ります。その他、議員報酬等、職員人件費であ

０００円を、３項中学校費に１億２，８７６万

ります。

３，０００円を、４項学校給食費に１億８，９
１８万２，０００円を、５項社会教育費に４億

次に、２款総務費について御説明申し上げま
す。

５，５２０万５，０００円を、６項保健体育費

１項総務管理費１目一般管理費は、６億８，

に１億６，２４５万８，０００円をそれぞれ計

４２６万６，０００円で、前年度対比４，４７

上するものであります。

２万円の増でありますが、平成２８年度の県の

次に、１１款災害復旧費については、２，７
２７万１，０００円を計上するものであります

人事委員会の勧告による職員人件費の増などに
よるものであります。

が、１項農林水産業施設災害復旧費に３３０万

総務一般管理費では、各種委員、地区会長等

円を、２項土木施設災害復旧費に２，３９７万

の報酬、庁舎の電話交換業務委託料などを措置

１，０００円をそれぞれ計上するものでありま

し、人事管理費では職員の健康管理のために産

す。

業医の配置、健康診断、職員採用試験、人事給

次に、１２款公債費については、１２億３，
５００万円を計上するものであります。

職員の雇用に要する経費等を措置するものであ

次に、１３款諸支出金については、７，６１
７万３，０００円を計上するものであります。
次のページをごらんください。

ります。
次のページをお開きください。
職員研修費では、市町村アカデミー等研修機

次に、１４款予備費については、２，０００
万円を計上するものであります。

与システム保守等の委託料、非常勤・日々雇用

関への派遣研修、庁内研修、職員の自主研修グ
ループへの活動助成金などを措置し、秘書費で

－１７１－

は、市長、副市長の活動に要する経費のほか、
県市長会負担金などを措置し、財政一般管理費

業費の減などによるものであります。
庁舎管理費では、庁舎の維持管理に要する修

では、庁内で使用する用紙、トナー等の購入費、 繕料、委託料、燃料費、光熱水費などを措置し、
電子複写機の賃借料などを措置し、国際交流推

庁舎整備事業費では、次のページをお開きくだ

進費では、ドナウエッシンゲン市への学生訪問

さい。

団派遣に係る経費、国際理解を推進するための

繰越明許としていない空調設備等を更新する

市民講座の開催などに必要な経費を措置し、平

ための工事費等を措置し、財産管理費では、市

和都市推進費では、平和都市推進事業補助金な

有財産管理に要する保険料、施設警備委託料、

どを措置し、自衛官募集費では、上山市自衛隊

土地開発公社への利子補給補助金などを措置し、

協力会への補助金などを措置したほか、次のペ

車両管理費では、市有車の点検及び車検費用、

ージをお開きください。

リース料などを措置し、基金積立金では、財政

特別職給与等、職員人件費であります。

調整基金などの利子積立金を措置するものであ

２目文書広報費は、２，１１１万２，０００

ります。

円で、前年度対比１４１万８，０００円の増で

６目企画費は、１１億５，９９７万７，００

ありますが、条例等の例規データベースの更新

０円で、前年度対比３億３８３万１，０００円

業務委託の増などによるものであります。

の増でありますが、ふるさと納税の増に伴う経

文書管理費では、各種法令の追録に係る経費、 費や基金積立金の増のほか、移住推進事業費を
条例等の例規データベースの更新業務委託料な

新たに措置したことなどによるものであります。

どを措置し、広報広聴費では、市報の発行、編

企画調整管理費では、第７次上山市振興計画

集業務の委託に係る経費のほか、「やまがた東

や上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の運

西南北」のテレビ広報に要する経費などを措置

用・進行管理、上山市基本図のシステムのリー

するものであります。

ス料のほか、国などへの要望活動に要する経費

３目財政管理費は、７７６万５，０００円で、 を措置するものであります。
前年度対比４３万３，０００円の増であります

ふるさと納税推進事業費では、市内特産品を

が、財務会計システムのリース料、保守委託料、 初めとして本市を全国にＰＲできるふるさと納
予算書の印刷経費などを措置するものでありま

税の返礼品や関係経費を措置し、公共交通事業

す。

費では、市営予約制乗合タクシーの運行に要す

４目会計管理費は、３７２万４，０００円で、 る経費、路線バス維持に係る補助金などのほか、
前年度対比７５万５，０００円の増であります

免許返納者に対する支援を拡充し、地域おこし

が、出納事務、決算書作成に要する経費を措置

協力隊推進事業費では、シティープロモーショ

するもので、市税等のコンビニ収納等の手数料

ン、移住コンシェルジュやカヤぶきの伝承など

の増によるものであります。

を目的としたかみのやま茅屋根プロジェクトな

５目財産管理費は、４億１，６９８万３，０

ど、地域活性化につなげる地域おこし協力隊の

００円で、前年度対比１３億２６１万５，００

活動等のほか、さらに隊員を募集する経費を措

円の減でありますが、庁舎耐震改修工事等の事

置し、まちづくり推進事業費では、まちづくり

－１７２－

センター運営、元気なかみのやま創造支援事業

ンスつきリース料などを措置し、防災対策推進

補助に要する経費を措置し、移住推進事業費で

費では、蔵王山火山防災協議会負担金、防災行

は、独身者や家族など、それぞれの生活スタイ

政無線負担金、避難所へ食糧や生活必需品等の

ルに合わせた移住体験ツアーを実施する経費を

防災用備蓄品を整備する経費のほか、全戸配布

措置し、基金積立金では、ふるさと納税基金の

する防災ファイルの作成、融雪型火山泥流避難

積立金を措置するものであります。

区域に防災ラジオを配備し、緊急情報を放送で

７目情報管理費は１億６９万６，０００円で、 きるようにするための経費を措置し、市民農園
前年度対比３７３万９，０００円の減でありま

開設費では、市民農園開設に要する賃金などを

すが、平成２８年度に実施したいわゆるマイナ

措置するものであります。

ンバー制度を運用するために必要な費用の減な
どによるものであります。

９目交通安全対策費は、３，２５６万円で、
前年度対比１万６，０００円の減でありますが、

コンピュータシステム運用費では、住民情報

交通安全対策費では、交通安全専門指導員や交

クラウドシステムに要する経費、ホームページ

通指導員の報酬、道路照明灯の電気料、駐輪場

やメールの運用に要する経費、コンピュータリ

の土地借上料などを措置し、交通安全整備事業

ースやシステム保守委託料、地方公共団体情報

費では、道路反射鏡等の修繕費、交通指導員等

システム機構の中間サーバー・プラットホーム

の被服の購入に要する経費を措置したほか、職

ＡＳＰ利用負担金のほか、新たに山形県が平成

員人件費であります。

２９年度に構築する市町村情報セキュリティク

次のページをお開きください。

ラウドの負担金などを措置し、コンピュータシ

次に、２項徴税費でありますが、１目税務総

ステム開発費では、システム開発等業務委託料

務費は、１億４，９５２万８，０００円で、前

などを措置し、光ケーブル管理費では、山元地

年度対比９６９万７，０００円の減であります

区の光ファイバー網の維持管理経費を措置する

が、職員人件費の減などによるものであります。

ものであります。

税務総務費では、公図作成分筆測量等業務委託

８目市民生活対策費は、２，５１９万円で、

料や事務経費を措置し、市税還付金では、市税

前年度対比２，６８９万６，０００円の減であ

還付金を措置したほか、職員人件費であります。

りますが、県防災行政通信ネットワーク再整備

２目賦課徴収費は３，４１０万５，０００円

工事に係る負担金の減などによるものでありま

で、前年度対比１，１８５万５，０００円の減

す。

でありますが、固定資産評価がえ調査業務の減、

消費者行政費では、消費生活相談員の配置、

税システムのリースが年度途中で終了するなど

研修など相談業務強化や全戸配布チラシなど啓

によるもので、税の申告支援システム、滞納整

発に係る経費を措置し、次のページをお開きく

理システムのリース料、保守委託料、電子申

ださい。防犯対策費では、防犯灯の電気料、防

告・国税連携に係るＡＳＰサービス利用料に係

犯関係団体への補助金などを措置し、防犯施設

る経費のほか、市税の賦課徴収に要する経費を

整備事業費では、防犯灯設置工事費や防犯灯更

措置するものであります。

新への助成金、ＬＥＤ化した防犯灯のメンテナ

次に、３項戸籍住民基本台帳費でありますが、

－１７３－

１目戸籍住民基本台帳費は、７，２７６万３，

一丁目、湯町、元城内など継続地区の経費を措

０００円で、前年度対比１，９３１万３，００

置するものであります。

０円の減でありますが、戸籍電算システムのリ
ース終了などによるものであります。

次に、６項監査委員費でありますが、１目監
査委員費は、２，０９５万円で、前年度対比１

戸籍住民基本台帳事務費では、更新した戸籍

０万６，０００円の増でありますが、監査委員

電算システム機器、住基ネットシステム等のリ

費では、監査に要する経費を措置し、監査委員

ース料、保守委託料、窓口での謄本抄本・諸証

給与等では、監査委員報酬を措置するほか、職

明発行に係る経費、通知カード、個人番号カー

員人件費を措置するものであります。

ド関連事務委任交付金を措置したほか、職員人
件費であります。

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い
いたします。

次のページをお開きください。

○尾形みち子委員長 これより１款議会費、２

次に、４項選挙費でありますが、１目選挙管

款総務費について質疑、発言を許します。井上

理委員会費は、９０９万７，０００円で、前年

委員。

度対比２１４万２，０００円の増でありますが、 ○井上

学委員

２款１項１目自衛官募集費、

職員人件費の増などによるものであります。委

２款１項６目ふるさと納税のことについて質疑

員会運営費では、委員の報酬など委員会運営に

します。

要する経費のほか、職員人件費であります。
２目選挙啓発費は、１９万７，０００円で、

先月の市報に自衛官募集のチラシが多分全戸
にだと思いますが、入っていました。そのこと

前年度対比３万４，０００円の増でありますが、 について、市民からの問い合わせもあったので
選挙啓発活動に要する経費であります。

はないかと思いますが、まず、市民からどのよ

次に、５項統計調査費でありますが、１目統

うな声があったのかお聞きします。

計調査総務費は１，２４４万３，０００円で、

今回の措置は、自衛隊法第９７条「都道府県

前年度対比６１万９，０００円の減であります

知事及び市町村長は、政令で定めるところによ

が、統計調査総務費で統計調査員確保に要する

り、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事

経費のほか、職員人件費を措置するものであり

務の一部を行う」にのっとって実施したものだ

ます。

と思いますが、防衛省が自衛官募集に使うため

２目統計調査費は、１４４万円で、前年度対

満１８歳を迎える適年齢者の情報を住民基本台

比５２万８，０００円の減でありますが、平成

帳から抽出して提供するような、全国各地の自

２９年度は就業構造基本調査、工業統計調査な

治体にそういったものが４０年近く請求し、こ

どに要する経費を措置するものであります。

れに各自治体が応じてきたことが明らかになっ

３目地籍調査費は、１，１０５万円で、前年

ています。

度対比３，２６９万１，０００円の減でありま

しかも、驚くべきことに、一部の自治体では

すが、国の補正予算を活用して平成２９年度新

保護者名、健康状態、職業など、プライバシー

規実施予定を平成２８年度補正予算に前倒しし

性の高い情報を提供したとされています。

たことによる減であり、長清水、石堂、鶴脛町

上山市では自衛隊に対してそうした情報を提

－１７４－

供したことがあるのかどうかということをお聞

おります。その条件で照らし合わせれば問題は

きするとともに、ある場合は、どのような情報

ないかとは思いますが、我々としては、特に農

を提供したのかお示しください。

産品につきましては、可能な限り市内生産物を

次に、ふるさと納税についてお聞きします。

使っていただくようにはお願いしているところ

本当に好調で、本当の本市の財政の部分だけ

でございます。条件に反しているという認識は

でなく、産業、農業の部分に多大な効果をもた

ございません。

らしていることと思いますが、その中で懸念の

○尾形みち子委員長 井上委員。

声が上げられている点があります。それは、返

○井上

礼品に関して、特に農産物においてなんです

声は届いていないということなんですが、私ど

が、一応市内農産品ということで私は認識して

ものほうには、やはりチラシを見ますと、戦車

行っているんですが、そういった中で、農家な

が載っていたり、銃を構えていたりというとこ

のか、ちょっと業者なのかわからないところが

ろで、どういったことなのだという苦情という

ありますが、仕入れを行って返礼を行ってい

か、問い合わせが来ています。

学委員

まず、市には直接市民からの

る。多分これは市内の農家から仕入れてではな

私もこういった情勢の中で、もしも募集する

いと思うんですが、そういった声を聞いていま

にしても、やはり自衛隊の方が災害復旧をして

す。その点について、ふるさと納税の観点か

いる場面だとか、そういったことであれば理解

ら、行政としてよしとするのか、また、こうい

できるところであるとは思いますので、行政と

った事実があるのかどうなのか、その点の考え

してこういった募集をかける際は吟味していた

方についてお聞きいたします。

だきたいということが１点と、あと、また今後

○尾形みち子委員長 市民生活課長。

恐らく安全保障法制ができ、集団的自衛権も容

○鏡

３月１日の資料にあ

認され、戦場へ派遣の可能性が高くなっていく

わせて全戸配布したチラシの市民から直接的な

中、自衛隊をやめたり、入隊希望者は減ってく

市に対する反応は今のところございません。

るのではないかと思います。

順市民生活課長

あと、対象年齢の方のデータの提供でござい
ますけれども、毎年、防衛省、防衛大臣の名で

そうなると、当然自衛隊からの勧誘もこれ以
上強いものになると考えます。

県を経由して通知が来まして、一定年齢の方の

住民基本台帳あるいはマイナンバーに基づく

住所、氏名を提供して、紙ベースで提供してお

情報提供は、先ほど氏名と住所というところだ

ります。

ったんですが、プライバシーの保護、個人情報

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

の保護といった面からも問題があり、自衛隊法

○鈴木直美市政戦略課長

９７条に定める市町村の事務に当てはまらない

ふるさと納税につき

ましてお答えいたします。

という理解でよろしいかどうか、お聞きしま

本市のふるさと納税の取り扱い業者の要件と

す。

しまして、市内に営業所・事業所があること、

あと、ふるさと納税の点に関しましては、要

そして、その品物については市内で生産・加

件違反ではないというところで理解するところ

工・販売がされているものという条件を付して

なんですが、やはり農家の方からは、そこのと

－１７５－

ころはとか、あそこのところは本当に仕入れで

Ｒの向上の目的もありますので、そこは御理解

何にもしないでペーパーマージンで何だという

いただくように話をしてまいりたいと思ってお

ふうな、悪い言葉ですればふるさと納税を食い

ります。

物にしているというふうなところもあります。

○尾形みち子委員長 井上委員。

そういった行政の対応というか、業者であれ

○井上

学委員

自衛隊募集のことに関しては、

ばというふうなところであれば、そのところも

住民基本台帳法で定めているのは、閲覧であっ

農家を含め、返礼品を提供してくれる方々に説

て、提供ではないということを自衛隊法とはち

明をしていく必要があると思うのですが、その

ょっと反するところなのかもしれませんが、徹

点についてお聞きします。

底していただきたいと、これは要望にとどめま

○尾形みち子委員長 市民生活課長。

す。

○鏡

順市民生活課長

防衛省、自衛隊に対

ふるさと納税のことはわかったんですが、そ

する情報提供につきましては、各自治体によっ

ういったことをなかなか納得してもらえない、

てまちまちではございますが、大部分の自治体

特に農家の方がいらっしゃいますので、そうい

が紙ベースで一定の要件をつけて提供している

った方に趣旨を説明して、そうやって仕入れて

ような実情にありますので、細心の注意を払い

やる分に関しても、本来望むところではないが

ながら、要請があれば応えていかなければなら

認められますよというふうなところを伝えてい

ないのかなと思っております。

ただかないと、私から言っても何だというとこ

また、今回のチラシというのは、例年チラシ

ろになりますので、行政としてそういった対応

はなくて、資料での一般的な募集記事のみだっ

を求めたところなのですが、再度その点お願い

たんですけれども、今回緊急の要請があって配

します。

布したものでございますけれども、内容につい

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

ては、委員おっしゃるような反響もあったとい

○鈴木直美市政戦略課長

うことを伝えて、十分吟味した中で対応したい

会等もこれまで複数回開催しておりまして、そ

と考えております。

の中でもこういう条件につきましては御説明申

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

し上げておりますが、機会あるたびにそういう

○鈴木直美市政戦略課長

趣旨を広めてまいりたいと思います。

ふるさと納税につき

事業者に対する説明

ましては、返礼品取り扱い事業者につきまして

○尾形みち子委員長 守岡委員。

は、先ほど申し上げた条件でございますが、特

○守岡

に単純な品物の横流しによる返礼とか、そうい

部分ですけれども、運転免許証自主返納者に対

ったものは非常に遺憾だと思いますが、なりわ

する支援を拡充するということですけれども、

いとして事業を営んでいる方につきましては、

これまでは市営バス、市営予約制乗合タクシー

基本的には先ほどの条件に合えば問題ないかと

回数券１００円券を５５枚交付してきたという

考えております。

実績があるようですけれども、これは今後どの

等委員

１項の６目公共交通事業費の

ただ、冒頭申し上げたとおり、特に農産品に

ように拡充するのかということをまず一つお聞

つきましては、市内の農産品のブランド力でＰ

きしたいのと、あと１項８目の防災対策推進費

－１７６－

ですけれども、新規の事業ということで、東日

最近は、インターネットラジオというのがか

本大震災の経験からこの防災ラジオの整備とい

なり普及しているようなんですけれども、この

うのは非常に重要なことだと思います。この受

対応というのも可能なんでしょうか。

信機はどういった放送局を利用するのか、この

○尾形みち子委員長 庶務課長。

送信というのはどういう業者を利用するのか、

○鈴木英夫庶務課長 基本的にはアナログＦＭ

それをちょっとお聞きしたいと思います。

の受信機でありまして、インターネット受信と

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

いうことはちょっと考えておりません。

○鈴木直美市政戦略課長

○尾形みち子委員長 長澤委員。

公共交通につきまし

てお答えいたします。

○長澤長右衛門委員 防災対策推進費の今のこ

免許返納者に対する支援につきましては、こ

とでございますけれども、設置場所は決まって

れまでの市営の交通機関に加えまして、民間の

いるのかということと、あとこの無償で対処す

バス事業者及びタクシー事業者を対象といたし

るというラジオなんですが、それを何台ぐらい

ます。

設置する御予定なのか。

また、支援額につきましてもこれまでの５，

あと、地区内に屋内等の大型の拡声器なんか

５００円から１万円に拡大を考えております。

も設置するのか、その３点伺います。

○尾形みち子委員長 庶務課長。

○尾形みち子委員長 庶務課長。

○鈴木英夫庶務課長 防災ラジオの件でお答え

○鈴木英夫庶務課長 現在緊急情報発信する場

いたします。

合には、Ｊアラートを活用して一斉伝達してお

まず、受信機のラジオでございますけれども、 るということでございますけれども、いわゆる
本体価格１台１万３，０００円、税込みですと

高齢者世帯、独居老人世帯等、スマートフォン

１万４，０４０円になりますが、通常はＡＭ・

を持っていらっしゃらない世帯に対する情報手

ＦＭラジオとして使用できるラジオでありまし

段ということで、このたび整備をすることでご

て、緊急放送時にはＦＭラジオ局からの自動受

ざいます。

信信号の受信によって電源を切った状態でも起
動あるいは他局放送受信の状態から受信するこ
とができるラジオでございます。

配布対象台数につきましては、６９台であり
ます。
１つは、高野地区の一部の希望する世帯、２

それから、放送業務の委託につきましては、

２世帯を考えておりますが、あともう一つが蔵

県内で放送しているＦＭ放送局に委託をする予

王川沿線の学校、医療機関、福祉施設等の各施

定でありまして、その内容につきましては、先

設でございます。それから、坊平地区等お釜近

ほど申し上げました緊急情報の放送、それから、 傍の施設、合わせましてここが３２台でござい
毎月１回の試験放送の実施を行う予定にしてご

ます。それから、中川地区の自主防災会の会長

ざいます。

に１５台配備をする考えでございます。

○尾形みち子委員長 守岡委員。
○守岡
た。

等委員

負担の考え方でありますけれども、市民税の

防災ラジオの件はわかりまし

非課税世帯については無償の貸与、災害時要援
護者世帯については有償で１台１，０００円で

－１７７－

お願いします。その他の希望世帯につきまして
は、１台３，０００円ということで頂戴する考
えでございます。

と思います。
次にもう一つ、地域おこし協力隊の運営につ
いてもお聞きします。こちら、ふやす方向でと

そのほか、自主防災会の会長には無償貸与、

いうようなところであるんですけれども、現状

それから避難所とか学校等につきましては、無

の地域おこし協力隊の人員の変更等はないのか。

償貸与、事業所等につきましては、１台３，０

あとは、今度ふやす隊員はどのような隊員を

００円の有償ということで考えてございます。

どのような、上山の振興に向けてふやしていく

それから、大きい防災の拡声器につきまして

のかというところをまずお聞きしたいと思いま

は、今回は考えてございません。

す。

○尾形みち子委員長 長澤委員。

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

○長澤長右衛門委員 正確な情報、早期伝達を

○鈴木直美市政戦略課長

目指していただきたいと、まず要望しておきま

発信の拡充につきましては、平成２８年度につ

す。

きましては、ふるさと納税の入り口ともなりま

先ほど大型拡声器を設置しないということで
ございますけれども、やっぱりそういうことも
後々考えていく方針であるのか、ちょっと伺い

ふるさと納税の情報

すポータルサイト、２つのポータルサイトを開
いておりました。
平成２９年度につきましては、そのポータル

ます。

サイト数をふやしたいと考えております。その

○尾形みち子委員長 庶務課長。

視点でございますが、これまでは協力自治体数

○鈴木英夫庶務課長 今回の高野地区にかかわ

が多かったポータルサイトにお願いしていまし

る防災ラジオの配備につきましては、１つは、

たが、平成２９年度は特に果樹等をこれまで扱

高野地区にあります道路からの放送というのも

っていないようなポータルサイトに着目しまし

ございますので、その辺もあわせまして、今後

て、上山の特性が十分目立つようなＰＲをして

必要性を検討していきたいというふうに思いま

まいりたいと考えております。

す。

平成２９年度から新たに返礼品の発送業務等

○尾形みち子委員長 谷江委員。

を委託する事業者につきましては、これまでも

○谷江正照委員

２款１項６目企画費でござい

内々に打ち合わせ等も進めて準備をしておりま

ます。ふるさと納税の情報発信をこれから拡充

す。４月１日から円滑に進めるような準備をし

していくということでありますが、現状にどの

っかりとしてまいりたいと考えております。

ように、その拡充を付加していくのかというと
ころをお示しいただければと思います。

地域おこし協力隊につきましては、平成２８
年度までには４名の隊員がいましたが、平成２

あと、ふるさと納税に関しましては、民間業

８年度の末をもちまして１名クアオルト業務を

者に業務委託するということなんですけれども、 担当しておりました隊員がやめる予定でござい
これに関して、委託した直後に発送が滞ったり

ます。

なんか、トラブルがあったりというふうな懸念

平成２９年度から新たに２名の採用の枠を考

がないのかということもあわせてお聞きしたい

えております。そのうち１名につきましては、

－１７８－

観光振興を担当する協力隊員として採用を予定

う役職になり手がなくて、今困っているような

しております。

状況の中で、今やっぱり今のいい言葉にも限界

○尾形みち子委員長 谷江委員。

集落とか、生涯現役とか、そういうようないい

○谷江正照委員

新たに観光振興を主に仕事と

言葉ばっかり出てきて、やっぱり昔みたいに率

した隊員をふやしていくということであります

先して地区のため、市のためとか、そういうふ

が、観光振興といいましても非常に大まかでご

うな考えを持っていなくて、身の丈の忙しいの

ざいますが、何かこの隊員さんが有している特

が頭にあるような時代の中で、特に平成２９年

徴的なものがありましたら、わかる範囲で教え

度、この一般管理費の中で、対前年度４，４７

ていただければと思います。

０万円ほど増額になっているんですけれども、

○尾形みち子委員長 観光課長。

さっき地区会長手当ほかと言われたんですが、

○平吹義浩観光課長 面接等を行っておりまし

そういう特別職に対しての値上げとか、そうい

て、観光に非常に関心が高く、実績も観光業の

うふうなものが含まれているのかどうかお尋ね

キャリアがあるという方でございました。そこ

いたします。

で、私どもの考える上山市の観光振興策、その

○尾形みち子委員長 庶務課長。

方向性と一致した仕事をしてもらわなきゃいけ

○鈴木英夫庶務課長 一般管理費の増につきま

ないというようなことで、まだ１回しか私面談

しては、人件費等の増ということで申し上げて

しておりませんけれども、そういった大きな流

おりますが、地区会長の報酬につきましては、

れで協力隊のその隊員としてやりたいことと観

平成２８年度と同額を計上してございます。

光課の方向性というものを一致してしましょう

○尾形みち子委員長 髙橋恒男委員。

ねというようなことまでは合意しておりまして、 ○髙橋恒男委員

もうなり手がないという理由

具体的なものはこれからでございます。

に報酬ばかりではないんですけれども、特に、

○尾形みち子委員長 谷江委員。

郡部のほうになってまいりますと、戸数の減少

○谷江正照委員

１名の地域おこし協力隊の方

という中において、地区会を運営するにも地区

がやめられるということで、円満だというふう

会長手当と別に地区でも負担して地区会長をや

なことも聞いておるんですけれども、今後新し

っとお願いしているような状況の中で、特に本

く来る方とも連携を図りながら、市の発展に一

庁地区だと何百所帯というふうな地区ですと、

体となって寄与していただきたいと思います。

同じ地区会長に市からの手当で何十万円という

○尾形みち子委員長 髙橋恒男委員。

金額になるわけなんだけれども、上山市の行政

○髙橋恒男委員

を支える、そのような特別職の役員報酬のもう

１項総務管理費の中の一般管

理費のことでお尋ねいたします。

少し傾斜配分というか、郡部になりますと平成

今、各地区では地区役員の改選というか、選

２８年度の地域の会長の会合のときに見たんで

挙で新しい地区役員が選ばれて、日曜日ともな

すけれども、年間１８６回１日暇だれというこ

ると総会が始まっているんですけれども、その

とではないですけれども、そのくらい暇だれし

中においてこの上山市の行政の下で支えている

て行政を支えているという中において、もう少

地区会長とか、そのほか民生委員とか、そうい

しこういうふうな報酬ばかりじゃないんですけ

－１７９－

れども、いろいろ待遇面で考えなければならな

ども、こちらといたしましては、できるだけ地

いと思うんですが、いかがでしょうか。

域のほうで盛り上げていただきたいということ

○尾形みち子委員長 庶務課長。

でお願いするところでございます。

○鈴木英夫庶務課長 地区会長の皆様には本当

○尾形みち子委員長 髙橋義明委員。

に行政と地域とのパイプ役ということで、日々

○髙橋義明委員

御活躍をいただいているということで、大変感

ざいます。庁舎管理費においてでございますが、

謝を申し上げているところでございます。

耐震工事に伴って議場のタペストリーがどうな

地域のほうでは市から出ている報酬以外にも
報酬を支払っていらっしゃるというところもあ

１項５目財産一般管理費でご

るのかというふうな点が１つ。
庁舎の中にはいろいろな斎藤茂吉にまつわる

るかと思いますし、ただ、これにつきましては、 ものがございます。そういう意味ではタペスト
本庁地区においても同じでございます。独自に
払っている地域もあるというふうに承知してご
ざいます。

リーはどうなるのか。
それからもう一つ、鳥のタイルがありますけ
れども、これは飛んでいる鳥の方向がわかるよ

地域といわゆる本庁地区との格差の部分につ

うになっているわけですけれども、接着部分が

きましては、地区会長の部分に限られた問題で

外れて、いわゆる方向性を失っている鳥が９羽

はなくて、やはり市全体の課題でございます。

だと思いますけれども、あるというふうに認識

役員のなり手が少ないということは、これは

をしておりますが、これをどのようにするかお

本庁地区でも同じでありまして、その辺につき
ましては、やはり地域の力を出していただく分
については、できるだけ地域で出していただき
たいということが願いではございますけれども、

伺いいたします。
続きまして、１項の６目のいわゆるふるさと
納税のことについて私のほうからも２点。
１つは、山形市においては１２月から先行し

そういった点で本庁地区と地域との間での報酬

て受け付けをして、１月にはもう既に予定に達

の格差を縮めるとか、そういうところの考えは

していると。これ、平成２８年度分は上山市も

今の時点では持ってございません。

同様な取り組みをして成績を飛躍的に伸ばした

○尾形みち子委員長 髙橋恒男委員。

というふうに認識しておりますけれども、平成

○髙橋恒男委員

市当局でそんな考えは持って

２９年度分はそれを平成２８年度の反省を踏ま

いないという話なんだけれども、もしそのなり

えたのかどうかわかりませんが、そういう方

手がなくて誰もならなかったらどうなるんです

法、手法をとらないでいるということでござい

か。

ます。その部分を伸ばすという自信があると捉

○尾形みち子委員長 庶務課長。

えていますけれども、その辺の考え方がどうな

○鈴木英夫庶務課長 もちろん市とのパイプ役

のかと。

ということでさまざまなことを地区の会長さん

もう一点は、返礼品とともにいわゆるお礼状

には御協力をいただいているところであります

というのが入っているのが合理的で効果も高い

ので、なり手がいないということになりますと、 と私は思っているんですけれども、それを分け
行政としても非常に難しいことになりますけれ

てやっておられるように見受けられますが、そ

－１８０－

の辺の考え方についてもお示しいただきたいと

お礼状の商品との同封につきましては、これ

思います。

までも事業者といろいろと意見交換してまいり

○尾形みち子委員長 財政課長。

ましたが、意向を統一することができずに、現

○金沢直之財政課長 議場のタペストリーにつ

状ではお礼状、寄附受領証、こういったものと

いてお答えいたします。ただいま斎藤茂吉記念

一緒に市のほうで同時に発送している状況でご

館に飾られるかどうかということで協議をさせ

ざいます。

ていただいております。

○尾形みち子委員長 髙橋義明委員。

ただ、斎藤茂吉記念館でもこの長さのままで
は飾られないということで、切ることが可能で
あれば飾らせていただきたいというような話も
出ております。

○髙橋義明委員

タペストリーについては、了

解いたしました。
また、鳥についても同様に耐震の工事が終了
後接着ということですので、了解いたしまし

そちらのほうにつきましては、できれば多く
の方に見てもらいたいということもありますの
で、切ることも視野に入れてはおります。

た。
それから、先行のほうも受け付けの考え方も
了解しました。

ただし、どうしても切ることがだめだという

お礼状の取り扱いについて、さらに検討を進

ことであれば、庁舎内で何とか設置するような

めて、早目に結論を出していただきたいなと思

方向も検討したいと思っております。

ったところです。

大会議室前の鳥のタイルにつきましては、若

○尾形みち子委員長 棚井委員。

干外れているものがあるということはわかって

○棚井裕一委員

おりますが、まず耐震改修が終わった後にそれ

お伺いします。

８目防災対策推進費について

以上どこもいじらないという形になってから、

先ほどラジオの件ですけれども、主に中川地

接着剤等である程度の固定をしたいと考えてお

区についての説明だったので、ちょっとお伺い

ります。

したいんですけれども、ほかにひとり住まいの

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

高齢者とか、本庁地区、ほかの地区の方もあわ

○鈴木直美市政戦略課長

せて考えていらっしゃるのか。

ふるさと納税につき

ましては、確かに周辺自治体につきまして、果

あと、防災ファイル作成業務委託とあります

樹等の先行受け付けをしている状況にございま

けれども、これの委託先をお伺いいたします。

す。

○尾形みち子委員長 庶務課長。

本市につきましては、４月以降返礼品の発送

○鈴木英夫庶務課長 防災ラジオの配備先でご

業者を変える関係もありまして、年度内の先行

ざいますが、このたびは範囲を限って融雪型火

受け付けは見送っているところでございますが、 山泥流のおそれのある地域ということで進めさ
４月に入りまして、例えばラ・フランスの先行

せていただいておりますけれども、今後平成３

予約とか、そういったものをすることによって

０年度以降につきましては、浸水想定区域、そ

十分今後の寄附額を伸ばすことは可能かと考え

れから土砂災害警戒区域を対象に広げながら事

ております。

業を進めていくということで計画をしてござい

－１８１－

うことでちょっとお聞きいたします。

ます。
それから、防災ファイルの委託先であります

ちょっとあるところでコンシェルジュの方、

けれども、現状のところまだ定まってはござい

要するに免許を持っているのかということを聞

ません。

かれました。
あわせまして、そこの地域、仕事についてい

○尾形みち子委員長 棚井委員。
○棚井裕一委員

ラジオについては承知しまし

ろいろな相談をいただくとは思うんですけれど
も、要するに、その地域の実情をしっかり把握

た。
委託先について、よりよいものを作成できる

しているのかというのがちょっと私１点ありま
して、例えばここの土地は消防団の壬辰があっ

ように希望します。
あともう一つ、制作の委託がまだだというこ

て、要するに寄附金をもらいに来ますよとか、

となんでしょうけれども、ファイルというふう

ここの地域はこういうことがありますよという

に記されていますけれども、ファイルのカバー

ようなことをしっかりコンシェルジュの方が把

というんですか、形状、本当に一家に１冊の保

握して、しっかりそういう相談が来たときに対

存版ということで、ある意味なくされては困る

応しているのかということを、おわかりになれ

と思うんですけれども、そういった形状、細か

ばちょっとお聞きいたします。

い話で済みませんけれども、いわゆるファイル

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

がソフトなのかハードなのかなんていうところ

○鈴木直美市政戦略課長

を聞いていいでしょうか。

ェルジュの自動車の免許かと思いますが、自動

○尾形みち子委員長 庶務課長。

車の免許につきましては、取得いたしまして、

○鈴木英夫庶務課長 ソフトかハードかという

現在、車も所有しております。

１点目、移住コンシ

部分について、これもこれからの検討になりま

２点目、地域の実情につきましては、まだ全

すけれども、できるだけ長く保存いただくよう

ての詳細な状況は把握していない点が多いかと

な形状を基本的には考えておりますし、あと、

思いますが、それも相談があった時点でそれぞ

可能であるならば、広告募集なんかも考えてい

れの地区会とも連絡をとり合っておりますので、

く必要があるかなと思っております。

そういった詳細な情報は地区会長からいただけ

○尾形みち子委員長 質疑の途中ではあります

るような方向で進めてまいりたいと思います。

けれども、この際１０分間休憩いたします。

○尾形みち子委員長 大沢委員。

午前１０時５８分

○大沢芳朋委員

休 憩

わかりました。あるところか

ら聞かれたものですから、心配になって聞きま
午前１１時０８分
○尾形みち子委員長

開 議

した。よろしくどうぞお願い申し上げます。

休憩前に引き続き会議

を開きます。

○川崎朋巳委員

大沢委員。
○大沢芳朋委員

○尾形みち子委員長 川崎委員。
まず、ふるさと納税について

です。先ほど来答弁の中で、平成２９年度から
１点だけちょっと、地域おこ

市内業者に委託の一部をお願いするという話で

し協力隊のところで、移住コンシェルジュとい

ありました。平成２９年度予算には委託料とし

－１８２－

て８億６，７８０万円ほど計上されていますが、 ります。
その分で市内業者に係る委託料の内訳、約８億

２点目、協力隊の任期満了後の定住について

６，０００万円のうちどれぐらいが市内で循環

でございますが、定住につきましては、やはり

していくことになるのかについてお知らせくだ

一番はその方に合った仕事がどれだけあるのか

さい。

という点だと思います。

あと、地域おこし協力隊推進事業費について

今後も今やっている業務にこだわらずに、い

ですが、現状それぞれの地域おこし協力隊員の

ろいろ幅広い意味で仕事ができるような環境を

方が特色を生かして活動してくださっていると

整えられるような準備をしてまいりたいと思い

いうふうに思っております。その中で、やめら

ます。

れる隊員の方も含めてなんですか、公的なデー

○尾形みち子委員長 庶務課長。

タの中で引き続きその市に居住される方が大体

○鈴木英夫庶務課長 ＳＮＳの点についてお答

４割程度だというデータを拝見しております。

えいたします。

それで、その方の今後を含めて、その後本市

市の情報、広報する手段につきましては、い

に対する定住を求めていっているのかどうかに

わゆる紙の媒体、ホームページ、ＳＮＳ等々ご

ついても改めてお伺いします。

ざいますが、やはりそれぞれの役割分担といい

次に、広報広聴費であります。広報広聴につ
いては、一義的に市報等、紙によるものが一番
適切な方法かとは考えます。その中で、先ほど

ましょうか、それぞれの媒体によりましての役
割分担というのがあろうかと思います。
それで、ＳＮＳにつきましては、やはり若い

髙橋恒男委員のほうからもありましたけれども、 方々、特に利用者がふえているというような現
例えば行政とのやりとり等の中でインターネッ

況でございますので、先般、庁内で検討委員会

ト等を経由することで、例えば地区にかかわる

を設けまして、今後具体的にどういった方法で

方の業務であるとか、軽減されるようなケース

導入していくのかということを検討を始めたと

というのは現在いっぱい見受けられてきている

ころでございます。

のかなと思います。

なお、平成２９年度につきましては、施政方

ホームページ等でも周知はされているわけで

針にも書いてございますように、ＬＩＮＥによ

ありますけれども、さらにＳＮＳ等を活用する

ります子育て情報の発信を進めていくというこ

ことでさらに周知、あとは行政及び関係してく

とで予定してございます。

ださっている方の業務の軽減にもつながると思

○尾形みち子委員長 川崎委員。

うんですけれども、ＳＮＳの活用について改め

○川崎朋巳委員

てお伺いします。

ろいろな世代がおりますので、それぞれの世代

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

で使いやすいような形態というか、情報の周知

○鈴木直美市政戦略課長

が最も図られるような選択肢を行政側から提示

ふるさと納税につき

ましてお答えいたします。

ＳＮＳについては、市民もい

することというのは必要なのかなと思いますの

市内業者の返礼品発送に係る業務につきまし
ては、現時点で寄附金額の４％程度と考えてお

で、進めていただきたいと思います。
あと、ふるさと納税についても４％程度とい

－１８３－

うことでありました。

しておりました。そして今般、平成２８年４月

その中で、平成２９年度から２億円の積み立

に採用された職員がやめたのか、もう既にやめ

て、市長お任せ分２億円の積み立てということ

たのか、今月やめるのかわかりませんが、１年

がありました。純粋に本市に対する納税分とい

もたたないでやめるというようなことについて、

うのは、委託料、総納税額から委託料を引いた

これは個人的なことを聞いているのではなくて、

分かと思います。それで、今後ふるさと納税の

採用についてもう少し地元でやっぱり育って、

あり方であったり、金額、または返礼品等の話

ここで学業を終えて、そしてここにずっと仕事

も総括質疑の中でさせていただきました。

をして、上山のために働きたいという大志を持

やはり、基金以外の部分でどのように使った

っている青年は多いと思いますので、その方に

か、このように使わせていただいて、今こうい

対して何もげたを履かせろということではない

う状態ですという部分については、納税者の方

んですけれども、選考、市内の方もう少しその

に知らせていただくことで、本市に対する魅力

辺のところが採用のときに勘案できないかとい

ということがありますし、このように使わせて

うことがまず大きく希望としてあります。

いただいていますよということで、継続的にふ
るさと納税していただけるような状況が生まれ
るのではないかと思います。

それで、一般職、現業、技術職も含めてござ
います。
さらに心配されることは、ここ数年、技術職

基金以外の使用使途を納税者の方に知らせる

が足りないと言われていると思いますが、私も

ことについて、改めてお答えをお願いします。

仄聞したところによれば、例えばいろいろな工

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

事が行われておりますけれども、その現場の責

○鈴木直美市政戦略課長

任者を管理する能力が市の職員にあるのかと。

寄附金の使途につき

ましては、まずは市民向けには市報、ホームペ
ージ等でお知らせしております。

ここなんですよね。
はっきり言ってなめられていると。それで、

また、寄附者につきましては、本市の場合、

工事の二度手間になったりすることもあって、

全国的にも寄附件数が上位の件数があるという

結果的に損失になっているというようなことも

こともあり、現時点では一件一件の方に送って

ありますから、やっぱり現場の相手はプロなわ

はおりませんが、ポータルサイト上で寄附金の

けですから、その人をきちんと管理ができる職

使途についてお示しをしているところでござい

員、これがいないと市のためにもならないと思

ます。

っております。

○尾形みち子委員長 枝松委員。
○枝松直樹委員

これからも大型工事を初め、さまざまな事業

総務管理費の一般管理費、そ

が展開されるわけでありますから、技術職の採

して、先ほどから出ている地域おこし協力隊員

用について、平成２９年度以降のめど、この４

について、２点について伺います。

月からのめどについてお聞かせをください。

まず、職員の採用についてでございますが、

それから、地域おこし協力隊員の件ですが、

ここ数年の傾向として、市内の職員が極めて少

１人は観光ということでございましたけれども、

ないという傾向があることを私は以前から気に

この観光というのは、当市の観光の弱いところ

－１８４－

を補うためか、観光の強みをさらに発信するた

て、例えば消防なんかは、そういう点では地元

めのものなのか、どういう観点で採用するかと

の方が一次試験を突破しておりますので、消防

いうことは大きな分かれ道にもなるのかなと思

は大分多いと思います。市内です。

っておりまして、何か経験のある方という話で

ただ、問題は一般職でございまして、もうち

ありましたから、旅行業務取扱主任者の資格を

ょっと一次試験を頑張っていただければなとい

持っている人とか、そういったことを想定され

うのが我々の考えでございます。決して地元を

ているのかわかりませんが、どういう形の姿を

嫌ってとか、そういう意味ではございません。
あともう一つですが、今回もやめるとか、そ

目指して採用されるのか伺います。
そして、移住・定住でありますが、コンシェ

ういうことがあるわけでございますが、基本的

ルジュの話ですけれども、私どもの会派で平成

に審査員というんでしょうか、採用試験等につ

２７年度、高知県の檮原町に行ったときは、そ

いては民間の方も２人入れておりまして、合計

この担当者が何回も言ったことは、コンシェル

５人でやっているところでございますが、そう

ジュはその人ではなくて地元の中で地元をよく

いった面では、やっぱりメンタル面とか、そう

熟知していて、信頼されている、かつ性格のい

いうことを主に、あとはやっぱり協調性とか、

い人ということで、そこではたしかＪＡ上がり

そういうものを大事にして選ばせていただいて

の人だったと思いますけれども、その人の働き

おりますが、今回は残念ながらという部分があ

に負うところが非常に大きいということを強調

りますが、ただやっぱりそれと同時に、精神的

されて、私どもも一般質問の中でそのような提

というんでしょうかね。そういう悩まれる方も

言もさせていただいた経過がありますけれど

過去に大分おりましたので、今もずっと引きず

も、これについて、今いる方を補佐するような

っている方がおりますけれども、そういったメ

形でも結構ですから、もうちょっとやっぱり先

ンタル面で強い人ということもいろいろ選ぶ対

ほど同僚委員からも発言がございましたけれど

象にはしているところでございますが、いずれ

も、地元を知らない部分を補う、そういったペ

にいたしましても、市役所職員になるのが手段

アで一緒に頑張れる体制はとれないものか伺い

なのか目的なのかということを我々ははっきり

ます。

と見きわめて、やっぱり市役所に安定している

○尾形みち子委員長
○横戸長兵衛市長

市長。

からということじゃなくて、市役所職員になっ

職員採用の件ですが、地元

てこの上山をどうしていこうかと、この市役所

が少ないということでございますが、我々もそ

をどうしていこうかといった、そういった意気

う感じています。ただ、一次共通試験があって、 込みのある方を採用しているつもりでございま
そこで上がってこないということが非常に多い

すが、結果としていろいろ出てくる部分もござ

んですね。上山市出身者は。

いますが、引き続き上山市出身者の皆さんに対

ですから、そういう点ではげたを履かせると
いうような例えもありますけれども、基本的に

しては、やはりもうちょっと一次試験を頑張っ
ていただくと。

それはできませんので、やはりまず一次試験を

あと、採用等については、やっぱりメンタル

通っていただくというのが大前提でございまし

面で頑張っているといいましょうか、強い人を

－１８５－

選んでいきたいなというような考え方で今後と

力をしていかなければならないと感じていると

も採用させていただきたいと思っています。

ころでございます。

○尾形みち子委員長 庶務課長。

○尾形みち子委員長 観光課長。

○鈴木英夫庶務課長 技術職の関係について、

○平吹義浩観光課長 地域おこし協力隊員の観

私からお答えいたします。

光部門の方について申し上げます。考え方を申

基本的には上山市定員適正化計画に基づいて
の採用としているところでございますけれども、

し上げます。
上山観光の欠点を補うのか、いいところを伸

残念ながら平成２８年度の採用におきましては、 ばしていくのかという御質問でございますけれ
一定点数に達しなかった方あるいは二次試験を
辞退された方がいらっしゃいまして、技術職の

ども、両方だと思っています。
その方の特性からすると、旅行業法の資格を
持っています。総合ということで、国内だけじ

採用には至ってございません。
今後は、退職される方、定年退職される方も
いらっしゃいますので、その状況を十分踏まえ
た中で採用の計画を進めていきたいと思ってお

ゃなくて、海外のほうも持っているというよう
なこと。
それから、旅行会社の社員としてのキャリア
というのは十数年あるというようなことで、現

ります。
なお、現場での指導の点でございますけれど
も、やはり若い職員が多くなってございます。

時点としては、地域資源の磨き上げの一つの到
達点というのは、旅行商品かなと思います。

技術職につきましても。そういったことから、

そういったことで、言ってみればプロの目線

先輩職員からの指導を含めて、あるいは研修に

でその旅行商品化といったもの、あるいはそれ

行っていただくなどしまして、資質の向上に努

をどういうふうに拡大していくか。そういった

めていきたいと考えてございます。

部分に携わっていただければなというふうなこ

○尾形みち子委員長
○横戸長兵衛市長

市長。

とを考えております。

技術職でございますけれど

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

も、なかなか技術職、つまり民間が今景気がい

○鈴木直美市政戦略課長

いといいましょうか、そういうことでここ数年

につきましては、確かに地元の人のよさであっ

来る人が非常に少ないんです。まず基本的に。

たり、逆に移住者のほうがいいという、それぞ

ですから、大学回りしているんですよ、うち

移住コンシェルジュ

れの点があるかと思っております。

は。技術系の大学を回って、そして先輩後輩と

本市につきましては、まずは移住者の、みず

か、そういったつながりとか、大学教授のつな

から移住者の視点で移住相談ができるように、

がりとか、そういう形でやっておりまして、平

加えまして、今、担当職員もペアで業務もして

成２８年度あたりは来てもらったところもござ

おりますので、不足している部分は十分補いな

いますが、やっぱりそういった形で、いい職員

がら業務はできていると思っております。

といいましょうか、そういう職員に来てもらう

○尾形みち子委員長 枝松委員。

ためのやっぱり方策というものをただ募集する

○枝松直樹委員

ということだけじゃなくて、やっぱり我々も努

わかりました。

それでは、さっきの観光の方ですけれども、

－１８６－

地域おこし協力隊員で来ていただいても、その

民生委員・児童委員活動費では、民生事業協

方単独では仕事はできないと思います。そうし

力員活動費交付金など、民生委員の活動に要す

たら、やっぱり観光物産協会が旅行商品を開発

る経費を措置し、次のページをお開きください。

して、着地型旅行商品と言われて久しいわけで

社会福祉関係団体助成費では、社会福祉協議会

すけれども、法人格もないとランドオペレータ

など社会福祉関係団体への補助金、老人福祉セ

ーというか、単なる企画だけになって、本格的

ンター寿荘改修工事補助金などを措置し、人権

に募集するんだったらあそこの法人そのものを

啓発活動事業費では、人権意識の向上、啓発を

改革していかないとだめだと思いますね。

図るため、小中学校への花苗・種子等を配布す

ぜひ主任一般旅行業務ですから、海外も含め

る経費を措置し、国民健康保険特別会計繰出金

ての資格を持っているというふうに今聞きまし

では、保険基盤安定、職員給与等、財政安定化

たので、ぜひこれ観光物産協会の改革とあわせ

支援、出産育児一時金など繰り出し基準に基づ

て、その人が生きるような、そして、すばらし

く繰出金を措置したほか、職員人件費でありま

い上山観光のアピールになれば幸いでございま

す。
２目障がい者福祉費は、４億９，８２２万円

す。
○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

で、前年度対比３，１２０万円の増であります

か。

が、生活介護、グループホーム、就労支援の増
などを見込んだことによるものでございます。

〔「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

障がい者福祉事業費では、更生医療給付費、
福祉タクシー利用料、身体障がい者移送介護タ

ます。
次に、３款民生費について、当局の説明を求
めます。財政課長。

クシーの利用、障がい者世帯除雪支援に係る扶
助費を措置し、地域生活支援事業費では、基幹

〔金沢直之財政課長 登壇〕

相談支援、訪問入浴サービス、成年後見制度の

○金沢直之財政課長 それでは、３款民生費に

利用支援、移動支援、日常生活用具給付などに

ついて御説明申し上げます。

係る扶助費を措置し、障がい福祉サービス給付

５８ページ、５９ページをお開きください。

費では、支援区分審査会の経費、生活介護、自

１項社会福祉費でありますが、１目社会福祉

立訓練、就労支援、相談支援、補装具の交付・

総務費は３億８，１８４万８，０００円で、前

修理を支援する障害福祉サービス給付に係る扶

年度対比１，８６５万１，０００円の減であり

助費などを措置するものであります。

ますが、国民健康保険特別会計繰出金の減など
によるものであります。

３目高齢者福祉費は、１３億５，６６２万１，
０００円で、前年度対比１，９２０万８，００

社会福祉総務費では、福祉バスの管理運営、

０円の減でありますが、介護保険特別会計繰出

福祉大会の開催、結婚サポーターの養成、低所

金の増などはあるものの、平成２８年度に実施

得の方の婚姻に伴う引っ越しや家賃等を支援す

した社会医療法人二本松会に対する介護施設等

る補助金などの晩婚、未婚対策に係る経費など

開設準備支援事業補助金の皆減などによるもの

を措置するものであります。

でございます。

－１８７－

高齢者福祉事業費では、シルバー人材センタ

重度心身障がい（児）者医療給付費では、重

ー運営補助金、敬老事業補助金、老人クラブ活

度心身障がい（児）者への医療給付に係る扶助

動補助金、養護老人ホーム入所者への扶助費な

費などを措置し、子育て支援医療給付費では、

どを措置し、介護保険利用者負担軽減事業費で

中学３年生までの児童、生徒等の医療費の無料

は、社会福祉法人が実施する低所得者の利用者

化に係る扶助費などを措置し、ひとり親家庭等

負担軽減に対する補助金を措置し、在宅高齢者

医療給付費では、母子家庭、父子家庭等に対す

支援事業費では、緊急通報システム、移送サー

る医療給付に係る扶助費などを措置するもので

ビス、生活管理指導、ごみ出し支援、通路や高

あります。

齢者世帯除雪など、介護保険以外の在宅福祉サ

６目福祉給付費は、２，０７８万７，０００

ービスに係る委託料や扶助費を措置し、高齢者

円で、前年度対比１２７万１，０００円の増で

福祉施設管理費では、老人いこいの家の管理運

ありますが、心身障がい者扶助費の増によるも

営に要する経費を措置し、後期高齢者医療事業

のであります。

費では、後期高齢者の療養給付費に係る山形県

身体障がい者・知的障がい者福祉給付費では、

後期高齢者医療広域連合への負担金などを措置

障がい者の生活支援として、特別障がい者手当、

し、高齢者福祉施設整備事業費では、特別養護

障がい児福祉手当、重度障がい児手当などの給

老人ホームみずほの里に係る建設償還金補助金

付に要する経費を措置するものであります。

を措置し、シルバーフレンド事業費では、市民

７目福祉のまちづくり費は、１９５万４，０

活動で高齢化社会を支える仕組みの一つである

００円で、前年度対比８万２，０００円の減で

シルバーフレンドなどの養成に要する経費を措

ありますが、福祉のまちづくり事業費では、鍼

置し、常設高齢者サロン運営費では、介護予防

灸マッサージ利用助成、高齢者見守り愛の一声

活動や生きがいづくりの拠点施設である常設高

運動などに要する経費を措置し、基金積立金は、

齢者サロンの運営に要する経費を措置し、介護

長寿社会福祉基金の利子積立金を措置するもの

保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計

であります。

繰出金につきましては、それぞれ繰り出し基準

次に、２項児童福祉費でありますが、１目児

に基づく繰出金を措置するほか、職員人件費で

童福祉総務費は、４億１，０１３万６，０００

あります。

円で、前年度対比２，２４０万４，０００円の

４目国民年金費は、２，０４５万２，０００
円で、前年度対比８０万８，０００円の増であ

増でありますが、児童扶養手当の多子加算や職
員人件費などの増によるものであります。

りますが、国民年金事務費で、国民年金に係る

児童福祉総務費では、子ども・子育て会議の

事務経費を措置したほか、次のページをお開き

開催、保育料の通知などに要する経費のほか、

ください。職員人件費であります。

三世代同居孫守り奨励事業補助金を措置し、母

５目医療給付費は、２億５，１４４万１，０

子等福祉費では、次のページをお開きください。

００円で、前年度対比９４４万８，０００円の

児童扶養手当を措置するとともに、母子家庭、

増でありますが、子育て医療支援給付費の増な

父子家庭等の自立支援に向けた相談などに要す

どによるものであります。

る経費のほか、ひとり親家庭の自立支援のため

－１８８－

の高等職業訓練促進給付金などを新たに措置し、 円で、前年度対比２，７３４万５，０００円の
家庭児童相談室費では、家庭児童相談員による

減でありますが、上山あい保育園の建設資金償

相談活動などに要する経費を措置し、青少年指

還金補給補助金の皆減、南児童センター分室整

導センター費では、青少年の健全育成のための

備費の減などによるものであります。

青少年指導員活動費などを措置し、総合子ども

児童遊園管理費は、市内各所にある児童遊園

センター事業費では、総合子どもセンター「め

の管理経費を措置し、保育園整備事業費では、

んごりあ」の管理運営、子育て支援研修会、フ

各園の修繕等に係る経費を措置し、児童館等整

ァミリーサポートセンター利用助成、訪問型子

備事業費では、各施設の修繕等に係る経費を措

育て支援サポートサービス、ママフレンド事業

置するものであります。

への助成、一時預かり事業などに要する経費を
措置するほか、職員人件費であります。

次に、３項生活保護費でありますが、１目生
活保護総務費は３，７４０万９，０００円で、

２目児童措置費は、１０億８，４２６万９，

前年度対比５４万９，０００円の増であります

０００円で、前年度対比４，７０８万７，００

が、生活保護総務費では、嘱託医報酬、生活保

０円の増でありますが、国の公定価格等の上昇

護システムの保守委託などの経費を措置し、生

に伴う民間立保育園に対する保育事務委託料の

活困窮者自立支援費では、生活保護受給者以外

増などによるものであります。

の失業者、多重債務者、ひきこもり等の生活困

保育所等管理運営費では、市立２保育園の管

窮者の相談や家賃補助など包括的な支援を行う

理・運営、臨時保育士の雇用、チビッコ農場、

経費を措置したほか、職員人件費であります。

民間立保育園に対する保育事務委託料、認定こ

２目扶助費は、２億３，５４４万３，０００

ども園の運営に対する扶助費などに要する経費

円で、前年度対比６，１９９万５，０００円の

などを措置し、次のページをお開きください。

増でありますが、受給者の増のほか、医療扶助、

保育所等特別保育事業費では、市立保育園での

介護扶助の増などによるもので、生活保護援護

延長保育、民間立保育園、認定こども園等での

事業費で、生活保護費の支給に要する経費を措

一時預かり、延長保育などに要する経費を措置

置するものであります。

し、児童館等管理運営費では、中川児童センタ

以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

ーの管理・運営に要する経費などを措置し、放

いたします。

課後児童対策事業費では、学童保育施設の管

○尾形みち子委員長 これより質疑、発言を許

理・運営、民間学童クラブへの運営補助金など

します。井上委員。

を措置し、児童手当給付費では、中学校修了ま

○井上

での児童を養育している方を対象に児童手当を

させていただきます。

学委員

２項２目保育所の関係で質疑

支給するための経費を措置し、障がい児施設給

まず、本市では年度当初からの待機児童はこ

付・医療費では、発達障がい児の放課後等デイ

こ数年ないという認識だったんですが、何か今

サービス、児童発達支援、障がい児相談支援等

回話を聞くと、当初待機児童が出るというよう

の経費を措置し、次のページをお開きください。 な、保護者の方から話を聞きました。
３目児童福祉施設費は、３２３万７，０００

そういった事実関係について１点と、あと何

－１８９－

とかして今までも施設の部屋のやりくりなどを

ので、地区で対応してくださいというような回

して待機児童を出さないように、減らすように

答があり、このような総会での決定になったわ

していたと思うんですが、今回、年度当初に当

けですが、この児童遊園についてもう一度確認

たってそういった対応ができないのかをお聞き

なんですが、当地区の牧野地区の児童遊園が本

します。

当にそうだったのか。

また、総括質疑でも妊婦からの支援というこ

あと、現在そういった、ここで手当てされて

とで、ネウボラということでなったんですが、

いる児童遊園というのはどの程度あるのかお示

私も一般質問の中でも待機児童を減らすという

しください。

観点で妊娠時からの保育園利用とか、さまざま

○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

な意向を聞くことはどうなのかということを提

○土屋光博福祉事務所長

案したことがありました。

の保育所の待機児童につきましては、待機児童

まず、４月１日現在

その時点では、市長は生まれてもいないので、 はないということでございます。
その辺についてはというふうな答弁だったかと

次でございますが、学童保育の保護者の軽減

思いますが、今回そういったことが示されたわ

につきましてですけれども、こちらについては、

けで、今後やはり妊婦の状態から今後子どもを

県のほうから示されてはおりますが、新年度予

どうするかということを聞いていくことが待機

算にまだ反映されることはできませんでしたの

児童解消にもつながるし、保護者の方の負担軽

で、平成２９年度になった時点でまた県のこの

減といったらおかしいですけれども、意向に沿

制度にのっとった支援を考えていきたいと思っ

うものになると考えますので、そういった点に

ておるところでございます。

ついてお聞きします。

それから、児童遊園でございますが、牧野地

あと、学童保育のことについてお聞きします。 区については、やはり市での設置ではないとい
県議会の予算でたしか学童保育の保護者の負

うことでございます。

担軽減というふうなことで出されていたと思い

そのほかの児童遊園につきましては、３月定

ますが、今回には反映されていないと思います

例会に廃止を提案しております川口児童遊園を

が、今後やっぱり学童保育の保護者の負担軽減

含め６施設であります。

について取り組んでいかなければいけないと思

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

いますので、その点についての考えをお聞かせ

○尾形俊幸健康推進課長

ください。

望の調査ということでございますけれども、確

妊婦のときからの要

２項３目の児童遊園管理費なんですが、ちょ

かに妊娠期から切れ目のない支援をしていくと

っと私の地元の地区のことで申しわけないんで

いう考え方の中で、アンケート等もするわけで

すが、牧野地区にも児童遊園がありまして、危

すけれども、そういった中で、特に育児に対し

険だということで、この前の日曜日の総会で撤

て不安があるというケースがあるとすれば、や

去するということになったのですが、その際行

はりそういった希望等も含めて聞きながら、関

政に問い合わせたところ、その児童遊園は市で

係する福祉事務所等とも連携をとるという形は

設置したものではなく、地区で設置したものな

可能かと思いますけれども、その希望だけを単

－１９０－

純にとるという考え方ではなく、そういう育児

用者が何人だと補助が多いとか、そういった点

不安の解消につながる部分という観点で対応し

もありますし、私も利用していますが、本当に

ていきたいと考えております。

助かっていると。保護者のためになっていると

○尾形みち子委員長 井上委員。

思いますので、そういった観点からも学童保育

○井上

待機児童がないというお話で

の利用を進めるとともに、学童保育の運営自体

したけれども、この話を聞いたのが正確に２月

にも人数の制限や段階はあるのかもしれないで

２３日時点なので、そこにもし保護者が待機児

すけれども、厚い厚い運営の支援というものを

童だと思っていることと行政が待機児童はゼロ

していかないと、どっちも両立していかないと

だと思っているところに乖離があっては私はよ

片方がだめだったら一気にだめになるというふ

ろしくないと思います。

うな形だと思いますので、その点よろしくお願

学委員

その点について、またちょっと日を改めて話

いいたします。

させていただきたいと思いますが、そういった

○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

認識で保護者の考えていることを十分認識して

○土屋光博福祉事務所長

いただきたいと思います。

きましては、その保護者の方にも丁寧に御説明

あと、妊娠期からのことで、それが直結して
政策に反映しなくてはあれですけれども、具体

待機児童の問題につ

しながら、こちらの考えと乖離のないような形
で進めてまいりたいと思っております。

的に保育士のこととか、手当てに直結するもの

それから、児童遊園につきましては、市で管

ではないというような答弁ですが、意向は聞い

理しています児童遊園は６つになります。それ

ていくということは了解しました。

については、こちらで管理しているのは、当然

しかし、やはり実際聞いて保育園に入りたい

しておりますが、その他の児童遊園の管理につ

ときに入れないというふうなところがないよう

きましては、地元の方での管理ということだと

にするための、私は調査というか、話を聞くこ

思っておりますので、それについては、地元の

とだと思いますので、その点についても再度反

方にお願いしたいなということでございます。

映されていくような聞き取りというか、そうい

それから、妊娠時期からの保育所の聞き取り

ったことにしていただきたいということで、も

等ですけれども、ただ、そのお子様の状態とか

う一度お願いします。

いろいろございますので、今の時点での妊娠時

あと、児童遊園のことですが、わかりました。 期からの御希望を聞いてもその保育所の入所状
ただ、そういったことで、どこが管理してい

況等も変わってきますので、なかなかそこに反

るのかわからないというような施設があると思

映することは難しいかなと思っておるところで

います。その辺の徹底を、これはこの３款だけ

ございます。

の問題ではないと思うんですが、しっかり示し

あと、学童保育の利用料につきましては、

ていくことがありますので、その点の考えにつ

個々の学童、市でなくて民間の学童の支援も引

いてもお聞きします。

き続き続けてまいりたいと思っておりますし、

学童保育のことは、まず今後のことだという

利用料につきましては、なるべく新年度に入っ

ことですが、やはり学童保育を運営する側も利

て早目にということを決めていきたいと思って

－１９１－

おります。

次に、高等職業訓練促進事業費でございます

○尾形みち子委員長 守岡委員。

が、こちらにつきましては、就職に有利な資格

○守岡

を取得するために一定期間、法令で１年以上の

等委員

６５ページの下の２項１目母

子等福祉費についてお尋ねします。

カリキュラムを要する授業を養成訓練の受講期

新規でこの自立支援教育訓練給付金及び高等

間に対する生活費の支給という形になります。

職業訓練促進給付金というのが計上されている

例えば看護師、それから調理師などの資格を取

ようですけれども、これがどういった方を対象

りたいという場合の法令で１年以上のカリキュ

にして、具体的にどのような事業をするのか、

ラムを必要とする方のその期間内を対象として

ちょっとお尋ねしたいのが１つです。

最長３年間、支給額で月額１０万円の支給をす

あともう一つが７１ページの生活困窮者自立

るというものでありまして、これを受講された

支援費ということで予算計上されていますけれ

場合、県の社会福祉協議会から入学時に５０万

ども、これとこの生活保護との違いが一体どこ

円、終了時に１０万円の貸し付けも受けられて、

にあるのかということで、特に、例えば資産と

その後養成が終了後にその資格で必要な業務に

かいろいろあって、生活保護の対象にならなく

ついて５年以上その業務についた場合は、その

ても困窮に陥った場合にはここで支援してくれ

返還を免除されるということで、有利な制度に

るのかどうかということと、あと最近、結構相

なっております。

談事例が多いのが、この刑務所を出所してきた

それから、生活困窮者自立支援の関係ですが、

人が出所した段階では二、三万円所持金がある

こちらについては、生活保護の違いといいます

んですけれども、その後すぐ使い果たしてしま

のは、やはり生活保護に至る前の生活が困って

うわけであって、そういう人とかのホームレス

いる方の支援ということになります。

の人とかというのは、この支援の対象になるの

その中で、例えば刑務所から出たばかりでお

かどうか教えてください。

金がないなんていう場合でも一応相談は受ける

○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

ことができますけれども、その就労等を目指す

○土屋光博福祉事務所長

まず、母子等の自立

のが一つの目的でございますので、それがめど

支援教育訓練事業から申し上げます。こちらに

が立たない場合は、生活保護への申請というふ

つきましては、ひとり親家庭の自立と生活の安

うに至ることも多いと思っております。

定を図るための支援する事業となっておりまし

○尾形みち子委員長 守岡委員。

て、自立支援教育訓練事業費につきましては、

○守岡

働きながらさらなるキャリアアップができるよ

なんですけれども、自立支援に結びつくまでの

うに、教育訓練校で受講された終了後に経費の

間の支援ということで、具体的に今々とにかく

一部を支援するものでありまして、対象講座と

お金がなくて、食べるものもないと。家賃のほ

しましては、介護職員の初任者研修などの雇用

うは何か面倒見てくれるそうなんですけれども、

保険制度の教育訓練講座を受講された方と。

そういう食費、フードバンクみたいな、こうい

支給額については、訓練受講費の６割で２０
万円を限度としております。

等委員

生活困窮者自立支援費のほう

うイメージでよろしいのかどうか教えてくださ
い。

－１９２－

○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

提示しながら平成２９年度できるように、ほか

○土屋光博福祉事務所長

の場所でできるようにということで話を進めて

フードバンク等の紹

介はできるかと思いますが、ただ、そういうも

いきたいと考えております。

のではなく、就労のための自立したいという方

なお、源泉の掘削時期でございますが、夏、

への支援ということで、就労に向けた主な支援

６月以降、７月くらいからという予定で考えて

になります。

おるところでございます。

特に、金銭的な援助をするというものではご

○尾形みち子委員長 中川委員。

ざいません。

○中川とみ子委員

○尾形みち子委員長 中川委員。

あればやっぱり４月ごろ苗を植えて秋の収穫で

○中川とみ子委員

ありますので、そこではできないと解釈します。

３款２項２目の部分でお伺

いいたします。

予定ということで、６月で

チビッコ農場というのは、やっぱり食育にも

この部分で、チビッコ農場という予算措置を

大きな関連があると思いますので、ぜひその場

していらっしゃるのですが、３月１日に保護者

所を見つけていただいて、ただ、今から見つけ

と職員に対してチビッコ農場はもうその部分で

るには遅くないのかなという心配もあります。

はやらないというふうな説明があったと伺って

それは、農地がどういう状態であるかというこ

おります。

ともなんですけれども、その辺はいかがでしょ

それで、その弁天のチビッコ農場として使っ

うか。

ていた部分に温泉掘削という話があってのこと

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

だと思いますが、チビッコ農場に予算措置をし

○尾形俊幸健康推進課長

ているということは、また別な場所でするとい

ンガルテンの外れのところの部分を一部使わせ

うことだと思いますけれども、その別な場所は

ていただくという一つの案と、その他ほかの場

見つかっているのか伺います。

所についても検討しているところでございまし

時期によってはこのままチビッコ農場を使え

今のところヴェンテ

て、当然作業に間に合わないということになら

るんじゃないかという観点から伺います。

ないように配慮していきたいと考えております。

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

○尾形みち子委員長 大沢委員。

○尾形俊幸健康推進課長

○大沢芳朋委員

まず、チビッコ農場

に関しましては、保護者会の代表の方が集まる

社会福祉総務費の件でお聞き

いたします。

機会を設けていただきまして、その中で平成２

きのう一般質問で結婚サポーターということ

９年度源泉の掘削をする必要があるということ

で質問させていただきましたけれども、２年前

で、その場所の付近だということで、使えなく

に結婚サポートセンターを設置することで、２

なりますという御説明を差し上げたところです。 年前にも私一般質問させていただいております。
それに対しまして、代替地等があればぜひや

その最後に、仲人をした場合、仲人おせっかい

りたいという声がございまして、代替地等につ

おんちゃん、おせっかいおばちゃんに対して５

いて、今後何カ所か、例えば駐車場の確保であ

万円ぐらいの報償金をつける、そういう施策も

ったりとか、そういった部分を含めて、条件を

してみたらどうかという御提案をさせていただ

－１９３－

きました。きのうは聞かなかったですけれども、 度の周知を図りまして対応してまいりたいとい
この２００万円ほど予算をつけていただいてい

う考えでございます。

るようですが、そういったものが含まれている

○尾形みち子委員長 大沢委員。

のか。これ、１点お聞きいたします。

○大沢芳朋委員

また、低所得の新婚生活支援ということで５

結婚新生活支援のほうはわか

りました。

００万円ついているということですけれども、

今びっくりしたんですけれども、成婚させた

初日の予算特別委員会で補正予算のときに棚井

ら１０万円つけてくれるというようなすばらし

委員が何組成婚していますか、９４組ですとい

い施策だなと思って感心したところですけれど

うようなお答えをいただきました。

も、サポーターのほうには養成講座とかでそう

こういったことを考えた上でのこの支援とい

いったことを周知し、成婚させた場合にこのぐ

うことで、何組くらいを予定しているのかと。

らい報償を出しますよということだと思います

中身とあわせてお聞きいたします。

けれども、あくまでも市民の方にこれをＰＲし

○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

ないと、またサポーターもふえないのではない

○土屋光博福祉事務所長

かなと思うんですけれども、周知方法としてど

まず、結婚支援の関

係でございますが、平成２９年度の予算で成婚

のようにお考えなのかお聞きいたします。

報償金というものを新しく設けさせていただく

○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

予定でございます。これにつきましては、仲人

○土屋光博福祉事務所長

さん、サポーターさんの紹介で成婚に至りまし

５名ということです。ふやすことが大変重要と

て、市内に住まわれた場合、そのサポーターさ

考えておりまして、こういう制度もつくらせて

んに１０万円をお上げするというもので、一応

いただきました。

３組ということで、３０万円は予算化している
ところでございます。

サポーターは今現在

仲人養成講座に来た方だけではなく、広く市
報やホームページで周知を図っていきたいとい

次に、新婚者への補助でございますが、こち

うことで考えております。

ら低所得の方ということで、当然所得がお２人

○尾形みち子委員長 棚井委員。

で３００万円以下で、それから市内に住まわれ

○棚井裕一委員

た方の引っ越し費用につきまして、１８万円上

費についてですけれども、寝たきり身体障がい

限ということでお出ししておるところでござい

者紙おむつ支給について、先ほどそこまで細か

まして、こちら、５４０万円ですので、３０組

くなかったのでちょっとお伺いしたいんですけ

を見込んでいると。

れども、平成２９年度はどのくらいの予算をと

ただ、これにつきましては、先般、国から制

１項２目の障がい者福祉事業

っていらっしゃいますか。

度の拡充という連絡が入りまして、所得制限を

○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

３４０万円、１件当たり２４万円に拡大すると

○土屋光博福祉事務所長

いうことの連絡が来ておりますので、これにつ

の方につきましては、予算としては１１３万４，

いては予算の範囲内で対応できるという考えで

０００円を予算化しております。

ございますので、引き続きこちらについては制

○尾形みち子委員長 棚井委員。

－１９４－

寝たきりの紙おむつ

○棚井裕一委員

この紙おむつについて、先日

所長にも御相談申し上げたんですけれども、あ
る方から相談を受けて、隣接自治体の方と障が

その委員からお示しされた金額を見ると、低い
ということは認識いたしました。
それから、その方が別の障がいということで、

い者同士の集まりで話になって、支給される紙

障がいの手帳、別の障がいの給付につきまして

おむつが３分の１以下だということがわかって

は、日常生活用具の中での紙おむつの支給とい

愕然としたらしいんです。

うことになります。こちらにつきましては、障

さらに、その方の名前を明かしてさらに所長

がい名とその状態によって特定されておりまし

に御相談、私行ったところ、別枠、これ重度心

て、慢性小児麻痺の方でその中でも自力でトイ

身障がいの、５目のほうに該当するということ

レに行けないとかという要件を満たした方に特

で、紙おむつの枚数のほうはかなり優遇される

定されておるところでございます。

形になったんですけれども、これまでの１６年

それにつきましては、こちら１カ月当たりの

間、１７年間ぐらいなんですけれども、ずっと

基準は上がりますけれども、自己負担も出てく

その３分の１以下の支給でしかなかったという

るという状況でございます。

ことで、ちょっと私もそこでもショックを受け

その周知につきましては、基本手帳交付時に

たんですけれども、隣接自治体よりも少ないと

しおり等でお知らせはしておりますが、この日

いうこと、病状とかかなりちゃんと把握してい

用生活用具につきましては周知が十分でないと

ると思うんですけれども、そういった周知徹底

認識しておりますので、今後対象の方への周知

も含めて、こういう制度があると。こういう制

については努めてまいりたいという考えでござ

度に該当するんじゃないかという紹介はしてい

います。

ないんでしょうか。

○尾形みち子委員長 棚井委員。

障がい者ですので、障がい手帳渡して終わり、 ○棚井裕一委員
その中に書いてありますよということで終わる

周知徹底、よろしくお願いし

ます。何分１６年間、取り返しのつかないこと

ものかということをお伺いさせていただきたい。 ですけれども、ぜひいい制度があったにもかか
○尾形みち子委員長 福祉事務所長。

わらず、上山市に対して、行政に対してマイナ

○土屋光博福祉事務所長

障がい者の紙おむつ

スのイメージを持ってもらうことは、行政も本

につきましては、そちらの基準というのは各市

意ではないと思いますので、ぜひよろしくお願

町村によってまちまちのようでございます。

いいたします。

上山市におきましては、重度心身障がい者の
紙おむつにつきましては、紙おむつのタイプ、

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません
か。

パンツとかフラットなどの尿とりパッドなどを、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

組み合わせで支給の枚数の上限を決めていると。 ○尾形みち子委員長
それで、自宅へ業者の方が配送していて、それ
につきましては、無料のものでございます。
こちらにつきましては、何か金額での上限と
いうことで、金額換算すると低いということで、

質疑はないものと認め

ます。
この際、正午にもなりましたので、昼食のた
め休憩いたします。
午後は１時から会議を開きます。

－１９５－

午後０時０６分

休

補助金を措置し、小規模水道施設管理費では、

憩

３カ所の飲料水供給施設の維持管理経費を措置
午後１時００分
○尾形みち子委員長

開

議

し、次のページをお開きください。水道事業会

休憩前に引き続き会議

を開きます。

計負担金では、一般会計で負担する必要がある
経費に係る負担金を措置したほか、職員人件費

次に、４款衛生費について、当局の説明を求
めます。財政課長。

であります。
２目予防費は、５，５９９万８，０００円で、

〔金沢直之財政課長 登壇〕

前年度対比６１万３，０００円の減であります

○金沢直之財政課長 それでは、４款衛生費に

が、予防事業費で、ヒブワクチン、小児用肺炎

ついて御説明申し上げます。

球菌、ジフテリアなど四種混合、ＢＣＧ、水痘、

７０、７１ページをお開きください。

麻疹・風疹二種混合、高齢者のインフルエンザ

１項保健衛生費でありますが、１目保健衛生

や肺炎球菌ワクチンなどの各種予防接種、成人

総務費は、２億１，０５０万円で、前年度対比

風疹抗体検査などの経費を措置するものであり

１，７００万１，０００円の増でありますが、

ます。

職員人件費の増などによるものであります。

３目保健衛生施設費は、２億７６３万３，０

保健対策推進事業費では、健康づくりの推進

００円で、前年度対比２億４３３万５，０００

や食生活改善などに要する経費のほか職員人件

円の増でありますが、温泉健康施設事業費の増

費を措置し、次のページをお開きください。母

によるものであります。

子保健推進費では、乳幼児の各種健康診査、健

保健センター管理費では、管理経費のほか、

康相談、こんにちは赤ちゃん訪問事業、特定不

誘導灯・非常灯の改修経費を措置し、温泉健康

妊治療費助成事業、未熟児養育医療給付のほか、 施設事業費では、上山型温泉クアオルト構想の
新たに母子保健コーディネーター配置、赤ちゃ

シンボル施設として整備する日帰り入浴つきの

ん応援メッセージと記念品、妊婦歯科検診など

温泉健康施設の温泉掘削経費などを措置するも

に要する経費を措置し、診療所運営費では、山

のであります。

元診療所の管理・運営に要する経費を措置し、

４目環境衛生費は、７億７，９１３万８，０

救急医療対策費では、在宅当番医、平日夜間急

００円で、前年度対比６億９，３４３万９，０

病診療などのほか、ＡＥＤの更新に要する経費

００円の増でありますが、ふるさと融資を活用

を措置し、地域精神保健事業費では、医師によ

したバイオマス発電事業への貸付金、湯町共同

る心の健康相談、精神障がい者の社会参加教室

浴場建物解体費補助金の皆増などによるもので

のほか、地域自殺対策として弁護士による相談

あります。

会、地域ゲートキーパー研修会、若年層対策と

環境衛生費では、ごみ集積所整備や生ごみ処

して小中学校の教職員を対象とした研修会、対

理容器購入への補助、地区衛生組合活動支援、

面型相談事業などに要する経費を措置し、精神

小動物回収業務、犬の登録、自動車騒音常時監

保健関係団体助成費では、精神障害者社会復帰

視事業、放射線量測定、快適環境審議会、温暖

施設「こまくさの里」の施設整備に係る償還金

化防止活動などの経費を措置するものでありま

－１９６－

す。

事業を実施するほか、肝炎ウイルス検査や各種

なお、自動車騒音常時監視事業の委託につい

がん検診、働きざかり検診などに要する経費、

ては、５年間の契約であることから、後に説明

大腸がん、子宮がん、乳がんで特定の年齢に達

いたします債務負担行為を設定するものであり

した者に無料検診を実施する経費などを措置す

ます。

るものであります。

リサイクル推進事業費では、家庭系ごみの有

６目特定健康診査等受託事業費は、１，２８

料袋の製造、保管・配送等の委託料、有料袋の

８万６，０００円で、前年度対比１２７万７，

取り扱い手数料、ごみカレンダー、雑紙袋の作

０００円の増でありますが、山形県後期高齢者

成費などのほか、ごみ減量を推進するための資

医療広域連合からの委託を受けて実施する後期

源回収の奨励金などを措置し、次のページをお

高齢者の特定健康診査に要する経費を措置する

開きください。環境衛生施設管理費では、公衆

ものであります。

便所の維持管理に要する経費などのほか、新た

次に、２項清掃費でありますが、１目清掃総

に共同浴場が利用者増加のために行う事業に対

務費は、１億９，４５９万２，０００円で、前

する補助金及び湯町共同浴場建物解体費補助金

年度対比６４万５，０００円の減でありますが、

を措置し、斎場管理費では、斎場業務委託料な

清掃総務費で、次のページをお開きください。

どの管理経費を措置し、斎場整備事業費では、

山形広域環境事務組合の総務、し尿処理、粗大

２号炉主燃焼室耐火物打ちかえ、排気筒取りか

ごみ処理、施設建設、公債費等の負担金、清掃

えなどの設備の修繕に係る経費を措置し、浄化

関係施設の管理的経費などを措置するものであ

槽設置整備事業費では、浄化槽の設置を進める

ります。

ための浄化槽設置整備事業費補助金を措置する
ものであります。

２目塵芥処理費は、１億７，１１５万８，０
００円で、前年度対比１１０万円の増でありま

なお、浄化槽整備に伴う排水設備等の設備改

すが、廃棄物処理事業費では、ごみ収集運搬、

造資金に係る利子補給については、後に説明い

公共施設のごみ収集業務委託料、高齢者世帯等

たします債務負担行為を設定するものでありま

の粗大ごみのごみ出しを支援する助成経費を措

す。

置し、リサイクルリレーセンター管理費では、

再生可能エネルギー施設整備事業費では、ふ
るさと融資を活用したバイオマス発電事業への
貸付金を措置し、浄化槽事業特別会計繰出金で
は、所定の繰出金を措置するものであります。
５目健康増進事業費は、４，０５１万円で、

施設の管理運営、埋め立てごみの処分などに要
する経費を措置するものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い
いたします。
○尾形みち子委員長

これより質疑、発言を

前年度対比６，０００円の減でありますが、健

許します。井上委員。

康増進事業費で、生活習慣病予防のための健康

○井上

づくりサポート教室を開催するとともに、健康

と１項４目再生可能エネルギー施設整備につい

意識向上のため健康教室やクアオルトウオーキ

て質疑いたします。

ング参加者がポイントをためる健康マイレージ

学委員

１項３目温泉健康施設の部分

昨日の枝松議員の一般質問の中でも触れられ

－１９７－

た点なんですが、この温泉健康施設、市民の理

ませんが、こういった結果も踏まえて、市で改

解や認知がどれまで進んでいるかということが

めてアンケート調査や市民の気持ち、意見を聞

昨日も話題になりました。

いてから予算措置しても遅くはないのではない

そういった観点、私たちも気にしている中で、 かというふうな点で、市長、もう一度お考えを
アンケート調査を行っています。３，０００件

改めるかどうかお聞かせください。

配布して、今のところ回収は１４２件というふ

再生可能エネルギー施設整備事業についてで

うなところですが、その中の中間的なところで

すが、これは、本当に設置に当たってお金を貸

賛成だという方が３５％、反対だという方が５

すというふうなことではありますが、私も一般

３％、知らなかったという方が１４．５％、ど

質問でチップ発電だと私は認識しているところ

ういった判断をしたらいいかわらかないという

ですが、設置はすべきというふうなことは伝え

方が１２．８％、その他の方が６％というよう

て、これが民間でやるならばというふうな市長

な割合になっています。

の中で実現したということは大変喜ばしいこと

賛成という方の理由としまして、天童や中山
のような施設を望むというふうなこと、家族が

だと思います。
そういった中で、この発電所ではどういった

車で移動できるようなものでよろしいと。あと、 ものを利用して発電するのか、まず１点お聞き
温泉健康施設日帰り温泉が欲しかったと。あと、 するとともに、私一般質問の中では農家から出
土地確保に関しては、ほかに適地がないと。人

る剪定枝等なども活用すべきではないかという

が健康になるような施設ならよいというふうな

ことも提案しました。

ことが賛成の主な理由だったようです。

民間事業でやるわけですので、行政から一方

反対の理由としましては、カミンがこの状況

的にはなかなか難しいと思いますが、こういっ

では賛成できない。財源をどうするか不安。に

た多額な資金を投資する、融資するわけですか

ぎわいづくりのために中心市街地につくるべき。 ら、そういったことも含めて進めていくことは
共同浴場がなくなることが心配。不便で利用す

可能ではないか、いくべきではないかという点

る気がない。市民のために本当に必要か疑問と

でお聞かせください。

いうふうなことです。

○尾形みち子委員長

この理由に関しては、私としましては、適切

○横戸長兵衛市長

市長。
まず、３，０００件対象で

か不適切かというふうな部分も踏まえて、市民

アンケートをやられておるということについて、

の方に説明が不十分であるための誤解もあるの

まず感謝を申し上げたいと思います。

ではないかなというところなので、評価は避け

その中の結果で、まだ回収が少ないわけでご

たいと思いますが、やはり、何度も申しますよ

ざいますけれども、数値的には３５％、５３％

うに、この市民の理解というものが進んでいな

ということでございますが、委員おっしゃられ

い結果だと思います。

たように、全体的にまだ理解というか、周知が

そこで、ここで掘削費用として予算が計上さ
れているわけですが、私どものアンケート調査
ですから、もしかしたら偏っているのかもしれ

足りないのではないかということでございます
が、私もそう思っております。
ただ、アンケートとか住民投票とかいろいろ

－１９８－

あるわけでございますが、その手法を講じると

また、樹種についても広葉樹よりも針葉樹と

きには、やっぱり市民にきちんとした情報提供

いうような希望はございますが、先般の協議会

といいましょうか、そういうことをしないでた

のほうに私も参加させていただいたときに、や

だアンケートとなりますと、本当の意味といい

はり剪定枝とかあと広葉樹的なところも引き取

ましょうか、本意が伝わらない部分もあります

ってもらえないかということで、検討してくれ

ので、基本的にはアンケートということによっ

ということで要請しているところでございます。

ての結論ということじゃなくて、やっぱり懇切

○尾形みち子委員長

丁寧に説明をしていって、そして市民の理解を

○井上

いただくということの手法のほうが一番いいの

の部分ですけれども、市長の考えはよろしいと

ではないかなと考えておりますので、今後につ

思うんですが、そうであるならば、急ぐ必要な

きましてもそういった形で、きのう一般質問で

く丁寧に説明して、本当に私たちのアンケート

も答弁させていただいたようなことも含めまし

ですので、そういった中でのこういった理由と

て、対応してまいりたいと考えております。

いう部分で私も温泉健康施設は必要だという立

○尾形みち子委員長 市民生活課長。

場ですので、それをより市民に理解して進める

○鏡

新しく建設計画され

べきだという立場で質疑させてもらっているわ

ている施設につきましては、木質バイオマスガ

けなので、ぜひそういった部分も含めて、やは

ス化発電ということで、木を蒸し焼きにしたガ

り丁寧に説明してから、それで市民の意識が高

スを燃焼させて発電するようなものでありまし

まり、理解が高まった上で進めるべきだという

て、１，９６０キロワットアワーの発電能力が

ところで、もう市長の基本的な姿勢は私は同じ

あります。

なので、ぜひその点、今回の予算についても再

順市民生活課長

そして、木質のチップの使用量は、年間２万
３，７６０トンとなっておりますけれども、こ
の木の材料がどういうものを使うかということ

学委員

井上委員。

まさしく市長の温泉健康施設

度その点、１点だけです。どうなのかというこ
とをもう一度お聞かせ願いたいと思います。
あと、再生可能エネルギーの部分に関しまし

まではまだ承知していない段階であります。

てですけれども、そういった剪定枝もというふ

○尾形みち子委員長 農林課長。

うなことで話を進められていることに本当に敬

○前田豊孝農林課長 バイオマス発電施設の燃

意を表します。

料でありますが、現在その設置会社が中心とな

今後もそれが実現するような形で進めていっ

りまして、村山地域に木材の供給の協議会とい

ていただきたいと思います。

うものをつくっておりますが、そこの中での話

○尾形みち子委員長

としましては、まず、電力の固定買い取り制度

○横戸長兵衛市長

で電力を高く売るにはいろいろ未利用材と言わ

でございますが、それにはやっぱりまず今回に

市長。
先ほどの答弁に尽きるわけ

れる間伐材とか、要するにどこかで利用されて、 ついては温泉掘削ということでございまして、
それを再生するものじゃない、未利用材と言わ

温泉が出なければ始まらないといいましょうか、

れるものが高く買い取りになるものということ

できないわけでございますけれども、我々は出

で、そちらのほうを望んでいるようであります。 るという確信の中では進めておりますけれども、

－１９９－

そういう中で、時間もありますし、その時間を

います。

たっぷりと活用して、そして市民はもちろんで

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

ございますが、いろいろな方々との相談も含め

○鈴木直美市政戦略課長

まして、懇切丁寧にそちらがうまくいくように

いただいておりますが、現時点で対象者数がま

進めてまいりたいと考えています。

だ有意的な結果、エビデンスに至る対象者数に

○尾形みち子委員長
○井上

学委員

井上委員。

大学等で研究はして

はなっていないということで、引き続き対象者

わかりました。

を拡大して調査をしてまいります。

進めていくというふうなことで、この予算に

現時点でお示しできるような報告書について

はちょっと私としては承服しかねるなというこ

はまだ出てきておりません。

とをお伝えいたしまして、私の質疑を終わりま

○尾形みち子委員長 守岡委員。

す。

○守岡

○尾形みち子委員長 守岡委員。

何人ぐらい対象者で、もうどれだけ対象者がふ

○守岡

私も今と同じ、温泉健康施設

えれば正式な報告書になるのか、ちょっとお尋

の問題ですけれども、この事業費として掘削費

ねしたいのと、あと市長、この間この温泉健康

が２億円計上されているわけです。先ほど日本

施設の建設ということで、保健予防といったソ

共産党議員団のアンケートの報告、井上委員か

フト面を重視した事業だという説明をされてき

らありましたけれども、それにちょっとつけ足

ましたけれども、もしそうしたソフト面という

すと、このアンケートには１５億円という数字

ものを重視するのであれば、むしろ上山市の医

は全くなくて、全く白紙の状態で賛成か反対か

療費が高い理由を分析したりだとか、今ビッグ

という声を聞いているのと、あと、賛成だとい

データを活用した医療機関と行政、介護の現場

う３０％の中にも、弁天地区じゃなくて中心な

なんかとの連携による、市民が本当に一人一人

ら賛成というのも含まれている数字なんです

何が必要か、どういうサービスが必要かという

ね。

ような、こういうを分析しているところもあり

等委員

その辺を勘案しても、果たして今の段階でこ
の２億円の支出というのは、ちょっと時期尚早

等委員

その対象者ということで、今

ます。
きょうの朝のニュースでも報じられていまし

ではないかという立場でちょっとお尋ねします。 たけれども、県内でも庄内とか最上置賜地区で
まず、このクアオルト構想のシンボル施設と

は電子カルテなんかを活用した医療連携、介護

して位置づけられているということですけれど

連携の取り組みが始まっていまして、こうした

も、このクアオルト事業そのものがどれだけ健

箱物をつくるよりも数倍の予防効果が期待され

康づくりに貢献してきたかということで、医学

るわけでありまして、こうした事業に切りかえ

的なエビデンスが問われていると思います。

るべきではないかと私は思っています。

この間大学に委託して、そうした研究調査が

それともう一つ、財源の問題です。非常にふ

進められてきたと思いますけれども、現在の到

るさと納税という流動的なものを当てにしてい

達点、どうなっているか、報告書などは来てい

るというのと、補助金も見込みがないと。この

るのかどうか。その辺をまずお尋ねしたいと思

医療機関の連携など、こうした運営主体もなか

－２００－

なかままならないという状況では、到底今の段

あともう一つは、やはり検診率が低いんです

階で１０億円もの事業というのは非常に不安を

ね、１３市の中でも。ですから、やはり我々も

持ちます。

治療から予防へということを言っておるわけで

これまで検討委員会等々では、この費用につ

ございますが、やはり予防を中心にした医療体

いて市民や企業から寄附金を募ることも検討さ

制というんでしょうかね、そういうものをやっ

れるというような表記もあったんですけれども、 ていこうではないかということで、今６市２町
この辺、実際どうなのかお尋ねします。

でクアオルト協議会をつくっておりますけれど

○尾形みち子委員長 市政戦略課長。

も、その中での大きな目標の一つには医療制度

○鈴木直美市政戦略課長

私のほうからエビデ

とか、あるいはバカンス、要するに休暇体制も

ンスの関係でお答えいたしますが、現時点でク

違いますけれども、ドイツのように、予防に対

アオルト健康ウオーキングをすることによる効

して健康保険が使われるようにというふうな遠

果の点ではある程度研究結果が出されておりま

い目標といいましょうか、高い目標といいまし

す。

ょうか、そういう目標も掲げながらやっている

今調査をしていただいているのは、その健康

わけでございますし、やはりそこは今までこう

ウオーキングをする人がどれほど医療費の削減

だったからということでなくて、ただ、医療、

等につながるか、これをウオーキングによく来

いわゆる予防するということについて、やっぱ

ている、いわゆる常連の方々を対象にデータを

り楽しみとか、遊びとか、やっぱりそういうも

提供して調べていただいております。

のを通してやっていこうというのがこのクアオ

その数がまだ数十までもいかない対象者でご

ルト事業でございますし、まだ始めて１０年な

ざいますので、今後この被験者、対象者をより

わけですよね。どこもやっていないものを今や

拡大していきますが、どれぐらいが有効なのか、 っているわけですから、そんなにまだ結果とい
有効な対象者数になるのかも研究機関のほうに

いましょうか、出ていないというのは事実だと

相談しながら、その結果をまとめてまいりたい

思います。
ただ、エビデンスということでありましたけ

と考えております。
あと、企業からの寄附金等につきましては、

れども、少なくとも歩いている方々が例えば今

手法の一つとして企業版ふるさと納税という制

まで糖尿病とか、あるいは血圧の薬を飲んでい

度がございます。具体的にまだその企業は決ま

た方が飲まなくてもいいという方がいるのも事

ってはおりませんが、この制度の活用も念頭に

実でございますし、私も毎日歩いておりますし、

入れながら進めてまいります。

今のところ薬は何も飲んでおりませんけれども、

○尾形みち子委員長
○横戸長兵衛市長

市長。

ですから、やっぱりそういうものをただそうい

本市の医療費の増嵩、１人

うようだということじゃなくて、やっぱり医療

当たり、これについてはいろいろありますが、

機関との連携ということで、今、医療機関のほ

１つには、医療環境が恵まれているというんで

うも上山市のみならず、全国的な取り組みの中

しょうかね、そういうのが１つあると言われて

でも医療機関との取り組みをしておりますし、

おります。

そういったことが少しずつ効果があらわれると

－２０１－

か、あるいは少しずつそういった体制ができる

中湯が廃止できなければ、そして、あそこに

というのは、やっぱりこの事業の大きさ、広さ、 優良賃貸住宅の建設計画、先延ばしにはなって
深さだと思います。

おりますが、それが実現できないと思いますが、

○尾形みち子委員長 守岡委員。

それとの関係でお答えください。

○守岡

等委員

予防についての考えは、私も

同じです。

それから、バイオマス発電について、先ほど
もありましたけれども、これで市民にとってど

ただ、この費用対効果という点で、果たして
今この事業を進めるべきときかなというところ
で意見しました。

のようなメリットを与えてくれるのかという点
でちょっと質問いたします。
新庄、最上あるいは鶴岡等で極めて大規模な

もう一つ、予防の問題で、７７ページの５目

バイオマス発電所ができて、その結果、木材が

健康増進事業費のところで、健康増進事業費、

足りないのではないかと。要するに自然に再生

検診等々、説明があったと思うんですけれども、 できる量と使う量がアンバランスになったら困
この点でも前に私、一般質問で言いましたけれ

るわけでありまして、この本市の場合、さほど

ども、がんを減らすためにはピロリ菌検査が非

大きくはないと思いますが、先ほどの約年間２，

常に有効だということで、近隣の市町村では小

４００トンぐらいだったですかね。

学生だとか、あるいは成人に対してこのピロリ

ただ、これ市内で供給できる量ではないと思

菌検査をやって、胃がんを撲滅しようという動

うんですね。ですから、できたら、上山市内の

きがどんどん出てきているようですけれども、

木材で賄えれば一番いいんですけれども、そこ

本市でことしの保健予防活動でこのピロリ菌検

はやっぱり建設資材にならないような廃材、端

査というのは入っていますでしょうか。

材、そういったものですべきでしょうから、こ

○尾形みち子委員長 健康推進課長。

の予定数量に対する市内の供給量、これは昨日

○尾形俊幸健康推進課長

同僚議員も質問されて、森林組合等でも非常に

ピロリ菌検査の単体

での実施は計画しておりません。

注目をしている問題だと思いますが、市に与え

○尾形みち子委員長 枝松委員。

る好影響について、そこを中心にお知らせくだ

○枝松直樹委員

さい。

環境衛生費についてでござい

ますが、湯町の解体がございましたけれども、

○尾形みち子委員長

この費用と、その後、解体後の跡地利用につい

○横戸長兵衛市長

て当局で把握されているのであれば、お知らせ

は私のほうから。

市長。
バイオマス発電所について

この事業は、民間がやる、今問題というか、

ください。
それから、同じように、先月２１日に中湯の

課題といいましょうか、例えば間伐しても搬出

懇談会があったかと思いますが、廃止について、 されなくて置き去りにされていると。これが現
新聞紙上でしか私どもは理解をしておりません

状なわけですが、今度のやまがた緑環境税につ

けれども、それを受けとめて、今後話し合いを

いての対応については、それを搬出ということ

またさらに続けていくんだと思いますけれども、 になるわけですが、そういったものが埋もれて
どのようなやり方で進めていかれるのか。

いるといいましょうか、それがかなりあるとい

－２０２－

うことがまず第１番目でございまして、そうい

ますけれども、更地にした後は、ここに浴場が

った今までに活用されていないものを活用して

あったというモニュメントをつくりたいという

発電をやっていこうというのが施工主の考え方

ふうなものを希望しているようですけれども、

であったように聞いております。

その費用をどちらが持つかということは、まだ

あともう一つでございますが、やっぱりそれ

詳しくは話はしておりませんけれども、私のほ

にはかなりの量を確保しなければならないとい

うとしては運営者側の問題かなと思っておりま

うようなことで、森林組合とか生産森林組合と

す。

か、そういった方々との連携をつくりまして、

○尾形みち子委員長 副市長。

そことの連携をしっかりとしてやっていくとい

○塚田哲也副市長

うことでございます。

だきましたので、中湯の件は私から。

説明会に私が出させていた

ですから、我々のいわゆる市に対するメリッ

全体の基本方針は１２月にお示しさせていた

トという話になるわけでございますが、これに

だいたとおりでございまして、中湯については

つきましては、やっぱり針葉樹の森林等につい

廃止する方向でということで、御説明させてい

ては、きれいになるだろうなと。しかも、そう

ただきました。

いった今までにできなかった間伐も必ずしもや

現場ではいろいろな御意見をいただいたとこ

まがた緑環境税に頼らなくてもできるといいま

ろですけれども、本当にさまざまな御意見、多

しょうか、そういう可能性もあるのではないか

くは残してほしいということだったんですが、

なということが１つです。

我々のほうからは毎年３００万円ぐらいの赤字

あともう一つ、広葉樹でございますが、ナラ

がずっと続いているというふうなことを御説明

枯れとか、そういう形で広葉樹が伐採されない

させていただいて、それで御理解をというふう

がためのいろいろな病気なんかも発生している。 には思っておりましたけれども、そこは丁寧に
あるいは倒木なんかも出ているということで、

説明していく必要があろうと思っています。

そういった森林の新しいといいましょうか、森

中で出た御意見の中で、民間事業者でやれる

林のサイクルをうまくやっていくということに

ところもあるんじゃないのかと。例えば中山町

もつながるんじゃないかなということで、そう

ではやっているところがあるんだというような

いったもろもろのことを勘案し、しかもまた、

御意見もありましたので、そこは宿題という形

民間でやっていただくということでございます

で、我々は受けとめさせていただきまして、そ

ので、しかも本社を上山に持ってきていただく

こをまず研究させていただこうということで、

ということでございましたので、そういうこと

その場を終わったところでございます。

を踏まえて、誘致といいましょうか、そういう

今後の進め方でございますけれども、先ほど

形になったところでございます。

申し上げました民間の主体という可能性のとこ

○尾形みち子委員長 市民生活課長。

ろまでいくのかどうかは別としまして、まずそ

○鏡

こは研究させていただくという、研究成果をま

順市民生活課長

湯町の共同浴場の跡

地の利用のことについてお答えいたします。
これは、運営者側の希望という段階でござい

ずお話しさせていただく。
それから、今後の中湯は、建物自体も古いで

－２０３－

すし、どのぐらいの投資が必要になるのかとい

○尾形みち子委員長 副市長。

うことも含めて、もう少し開示していこうと思

○塚田哲也副市長

いまして、そこをまず担当課と話している中で

すが、まずはそこをお示ししてからということ

もしというお話でございま

は、２カ月ぐらいかけて研究させていただいて、 になりますので、ちょっとまだ仮定の御質問は
２カ月後ぐらいに地元に、まずは役員の方々に

ちょっと控えさせていただければと思います。

お話をさせていただいた上で、改めて平場とい

○尾形みち子委員長

うか、説明会なりでやっていきたいなと思って

○横戸長兵衛市長

います。

的なものというものはきちんと確保するという

市長。
相当の発電ですから、基本

それにしても、我々のスタンスは、冒頭から

ことが大事だと思うんですね。その附帯といい

申し上げていたとおり、これまでこれずっと続

ましょうか、それにプラスアルファの部分で、

けていくのは民業圧迫という観点もございます

庄内のほうで実は木材、自分の山、軽トラック

ので、そこにも配慮する必要があるということ

で運んで山もきれいにする、自分にも実入りが

で、市としての運営は難しいというところは変

あるということでやっているところがあります

わらないと思っています。

ので、そういったいいところといいましょうか、

その後どうなるかというのは、その後になっ

いい取り組みは我々も業者のほうに話を進めて

てくるというふうに理解しております。

まいりたいと考えております。

○尾形みち子委員長 枝松委員。

○尾形みち子委員長 枝松委員。

○枝松直樹委員

○枝松直樹委員

それで、まず副市長からです

最後に要望にいたしますが、

が、そうしたら、もし中湯が廃止できない、あ

ペレットストーブ、私も６シーズン目ですけれ

るいは民間でやるところが出てきたというよう

ども、ペレットを買う場所がないんですね。市

なことになった場合は、昔あったあの例の優良

内の小売店はあるんですけれども、価格差が物

賃貸住宅の建設というのはどういうふうに影響

すごいんです。寒河江の販売店だと１０キロで

を受けるんですかね。後でそれを伺います。

４３０円、市内で買い求めますと約６００円と

それから、バイオマス発電は、白鷹町の事例

いう、１０キロ単位ですね。これがもう１シー

などにもありますけれども、個人が軽トラック

ズンといったらとんでもない金額になってしま

で運んで、それを木の駅というのが制度として

います。

白鷹では持っているようでありますが、個人の

小国でもつくっているわけでありますけれど

搬入、先ほどもどなたか言われたと思いますが、 も、せっかくこういった大きな施設ができるわ
それもぜひ入れていただくと、これはもう市民

けですから、そういったペレットの製造あるい

が非常にメリットもある。高齢者も自分の小遣

はチップ、こういったところについてもぜひ幅

いぐらい稼げるということにもなりますから、

広くやっていただけるように、機会があったら

より多く、あの発電所ができたことによって山

市長からもぜひ要請をお願いしたいと思います。

がきれいになるという方向で努力をしていただ

○尾形みち子委員長 浦山委員。

きたいなと思っております。では、副市長、お

○浦山文一委員

願いします。

いて、ちょっとお話を伺います。

－２０４－

それでは、温泉健康事業につ

今いろいろなお話を聞かせてもらって、市長

ったならば、もう一度その場に足をとめ、街の

の心の中ではもう固まっているなというような

中心街を見てもらって、それで、じゃあどのよ

感じ、私自身はとりました。

うにしたらいいのかということが、私はもう一

でも市長、それで本当にいいんだろうかとい

度申し上げますけれども、それが一番先決問題

うことをもう一度立ちどまって考えてみてほし

であると。この所管の課長の方々とともにお話

いなということで、今私はこの場に立たせても

をしていただき、それを我々のほうにも返して

らっております。

いただき、そして市民のほうにも下に落として

実は、中心市街地と言われている上・中・下

いただき、このようなやり方をすればどうなん

十日町、石崎、あと駅前商店街、本当に静かな

だろうかとなれば、それがうまくつながってい

街になっていますよね。それはもう市長も十分

けば必ず温泉健康施設は成功します。

おわかりですよね。

今のままのことで強行していくと、私はこん

それに、ましてやカミンがああいうふうな立
場になってしまっていると。

なことを言っては申しわけございませんが、確
信しているんですよ。あのとき横戸市長、議員

これをやっぱりみんな言っているとおり、こ

のときよくわかっていますよね。カミンをつく

れをそのままにして、それでこれから新しくで

るときに、どのように議員の方々が言っていた

きる温泉健康施設、それが本当に成功に導いて

か。

くれるんだろうかと。こう思ったときに、私は
疑問を感じている一人でございます。

何でこういうふうにカミンがなったのかとい
うこと、これは私は申しませんけれども、横戸

市長、足元をきちんとしてから事業をされて
も遅くはないんじゃないでしょうか。私はその
ように思います。

市長は十分わかっていると思います。
あのときの二の舞を踏まないようにせよと私
は思うのです。

結局足元をしっかりするということは、上山

ですから、私はこの場所に立たせて、市長と

に来て、いやすごいねと、物すごく明るい人が

お話をさせていただいているわけですので、市

多いね、そして気持ちが本当に朗らかになるね、 長、ちょっと御意見を胸を開いて私に聞かせて
力をもらえるねと、こういうふうな商店街をつ

ください。

くることがまず一番最初にやるべきことではな

○尾形みち子委員長

いでしょうか。

○横戸長兵衛市長

市長。
この健康施設でございます

私は、とにかく今までやってきている市長の

が、御存じのとおり、第一義的には街の中とい

事業を見せてもらって、さすが横戸市長だと私

うことで議会にも提示をさせていただいた経緯

は思っています。でも、この温泉施設が逆に言

もございます。

えば命取りになる危険性にもなるんだというこ

その中で、議会筋からも駐車場の問題とか、
あるいはお湯の量的なものとか、最終的には土

とを私は申し上げたいのであります。

先ほどから言われている掘削はするけれども、 地の御理解も得られなかったというようなこと
まだ時間はたっぷりあるからというような言葉
がありました。でも、確かにたっぷりあるんだ

で、撤退した経緯があるわけでございます。
今、商店街というようなこともありましたけ

－２０５－

れども、私はどういうものが特効薬になるとい

○尾形みち子委員長 浦山委員。

うんでしょうか、街の活性化に、街の中に持っ

○浦山文一委員

てくるものがどうなのかということは、さまざ

分お話を聞いていますのでわかります。

まだと思うんですよね。

今、市長が言われたことは十

でも、やはり今の答弁からしますと、もう弁

ですから、我々も中心市街地活性化計画を入

天につくるんだと。市長、いろいろな話、みん

れたり、あるいは空き家対策というんでしょう

な市民の方、いろいろな方々から話を聞いて、

か、あいている商店街に新たな店を持ってこら

総合的に上山の発展のことを思い描いていくん

れるような補助制度とか、いろいろやっている

だということを今市長の胸の内を聞かせていた

んですよね。

だきました。

ですけれども、なかなか来てもらえないとい
うのが現状です。

でも、私からしてみますと、とにかくそれは
わかります。でも、やっぱり上山の中心をきち

ですから、この健康施設、じゃあ街の中のど

んとしないとだめなんだというのは、上山の鉄

こに持ってくるかということとか、あるいはそ

則というような、商売人の心からいくとそこな

うなったときに交通量、例えばカミンという話

んですよ。

がありますけれども、カミンにだって一番心配

こんなことを言っては申しわけございません

されているといいましょうか、最初から心配さ

が、大手スーパーが来ていますよね、上山に。

れていたのがいわゆる駐車場ですよね。あの駐

大手スーパーは、税金が上がらなかったらすぐ

車場、狭くて、行くとわかると思いますけれど

さま撤退なんですよ。撤退しても経費がかから

も、壁にはいろいろな色がついていますけれど

ないような建物をつくっているんですよ。

も、そういった経緯なんかもあります。

ところが、今まで上山市民を、市を守ってき

ですから、やっぱりそういったものを総合的

た市民の方々、商店街の方々、工業の方々、そ

に考えたときに、必ずしも街なかということじ

の方々から税収を、安定した税収をいただくよ

ゃなくて、上山市一体という形の中で考えたら

うになれば、何をやっても事はうまくいくんで

どうだというようなことで、しかも検討委員会

すよ。

からそういった３カ所という御意見もいただき

ところが、今市長は総合的なと、こう大きい

ましたので、その中で検討させていただいたと

エリアの中で今申し上げましたけれども、これ

いうことでございます。

こそまさしく大変な、それをまとめていくため

ですから、今回については、きょう委員の皆

にも市民一人一人の、３万五、六千の市民の気

さんからいろいろ議論いただきましたので、ま

持ちをきちんと捉えていくためには、そうじゃ

ずは掘削等については、まずやらせていただき

なくて、まず足元でしょうという人はまず大半

たいと思いますし、その後いろいろな形で検討

だと思いますよ。

していただいて、市民の皆さんからいわゆる理

ですから、健康的なことはわかります。わか

解と協力を得られるような説明会なり、いろい

りますけれども、でも、市長、もう一度申し上

ろな開示をさせていただいて、そういった事業

げますけれども、とにかく上山ぐらいは、足元

展開をしてまいりたいと考えております。

である中心市街地をきちんとやってこそ市長の

－２０６－

やろうとするものが光輝くものになっていくわ
けなんですよ。これは同僚議員も申されたとお
り、市民の気持ちが市長がこれをやってきた、
ああいいね、すばらしいねと、こういうふうに
持っていくのが成功に導く一つの道です。
それができなかったら、本当に私が最初から
私わかっていました。これ絶対無理だよと。で
も、心を入れかえた中で、市民を巻き込んだも
のにするならば、絶対に成功するぞと。こうい
うふうなことである。だからこそ、私は申し上
げているのであります。市長、よろしく心の中
に置いてください。
○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。

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

散

会

○尾形みち子委員長 本日はこの程度にとどめ、
あすは午前１０時から会議を開くこととし、本
日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
午後１時５３分

散

会

－２０７－

－２０８－

