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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 ４ 日） 

平成２９年３月９日（木曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 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 

 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 

 議第１１号 平成２９年度上山市介護保険特別会計予算 

 議第１２号 平成２９年度上山市浄化槽事業特別会計予算 

 議第１３号 平成２９年度上山市施設貸付事業特別会計予算 

 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 

 議第１５号 平成２９年度上山市水道事業会計予算 
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出 欠 席 委 員 氏 名 

出席委員（１５人） 

       守  岡     等  委員         井  上     学  委員 

       髙  橋  恒  男  委員         谷  江  正  照  委員 

       棚  井  裕  一  委員         川  崎  朋  巳  委員 

       佐  藤  光  義  委員         尾  形  み ち 子  委員 

       長  澤  長右衛門  委員         中  川  と み 子  委員 

       枝  松  直  樹  委員         浦  山  文  一  委員 

       大  沢  芳  朋  委員         髙  橋  義  明  委員 

       坂  本  幸  一  委員 

 

欠席委員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者 

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 
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鈴  木  英  夫 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 鈴  木  直  美 市政戦略課長 

金  沢  直  之 財 政 課 長  舟  越  信  弘 税 務 課 長 

鏡        順 市民生活課長  尾  形  俊  幸 健康推進課長 

土  屋  光  博 福祉事務所長  冨  士  英  樹 商 工 課 長 

平  吹  義  浩 観 光 課 長  前  田  豊  孝 
農 林 課 長 
（併）農業委員会 
事 務 局 長 

藤  田  大  輔 農業夢づくり課長  近  埜  伸  二 建 設 課 長 

秋  葉  和  浩 上下水道課長  齋  藤  智  子 
会 計 管 理 者 
( 兼 ) 会 計 課 長 

佐  藤  浩  章 消 防 長  古  山  茂  満 
教 育 委 員 会 
教 育 長 

太  田     宏 
教 育 委 員 会 
管 理 課 長  加  藤  洋  一 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

井  上  咲  子 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長  鏡     裕  一 

教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

大  和     啓 監 査 委 員  渡  辺  る  み 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

佐  藤     毅 事 務 局 長  遠  藤  友  敬 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 任  後  藤  彩  夏 主 事 
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午前１０時００分 開 議 
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開  議 

 

○尾形みち子委員長 出席委員は定足数に達し

ておりますので、これより予算特別委員会を開

会いたします。 

 本日は、特別会計予算及び水道事業会計予算

の審査を行います。 

 

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

 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 

 

○尾形みち子委員長 それでは、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を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 
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〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 おはようございます。 

 命によりまして、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について御説明

申し上げますので、１５７ページをお開き願い

ます。 

 平成２９年度上山市の公共下水道事業特別会

計の予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１４億４００万円と定め

るものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 債務負担行為、第２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２表債

務負担行為」によるものであります。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第３表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は８億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明であります

が、重複説明を避けるため、事項別明細書によ

り御説明申し上げますので、１６９ページ、１

７０ページをお開き願います。 

 歳出から御説明申し上げます。 

 １款公共下水道費１項１目公共下水道管理費

４，６１９万２，０００円は、前年度当初対比

８９万５，０００円の減でありますが、公課費

の減によるものであります。 

 内訳は、一般管理費では、委託料に台帳作成

業務や下水道使用料徴収委託料などを、負担金

補助及び交付金に下水道事業子育て世帯補助金

などを、公課費に消費税を措置するものであり

ます。 

 公共下水道普及促進費では、排水設備等設置

改造資金利子補給などの経費を措置するほか、

職員人件費であります。 

 ２目公共下水道事業費７億２９６万４，００

０円は、前年度当初対比６，３１３万２，００

０円の増でありますが、委託料や工事請負費な

どの増によるものであります。 

 内訳は、公共下水道維持保全費では、マンホ

ールポンプの維持、保全に必要な光熱水費、修

繕料、雨水管渠内の清掃や汚水管渠調査の業務

委託料、マンホールぶたの交換などの工事請負

費を、公共下水道事業費（補助）では、委託料

として三本松地区などの測量設計のほか、汚水

管路の更生及び浄水センター設備等の計画策定

業務委託などを、工事請負費では、三上、金瓶

地区などの汚水管布設や浄水センター施設更新

工事などを計上し、公共下水道事業費（単独）

では、久保手地区の設計、計画策定業務委託な

どのほか、単独分の三上地区などの汚水管布設

や公共汚水ます設置、マンホールぶた改築など

の工事請負費のほか、職員人件費などの措置で

あります。 

 ３目浄水センター費１億９，９１２万３，０

００円は前年度当初対比１６４万７，０００円

の減でありますが、電気料金の減などによる浄

水センターの指定管理料の措置であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ２款公債費１項１目元金３億５，３１７万６，

０００円は、前年度当初対比２，３７０万５，
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０００円の減でありますが、市債残高約６０億

円の償還元金を措置し、２目利子１億１６８万

５，０００円は、前年度当初対比７１１万円の

減でありますが、その利子などの措置でありま

す。 

 ３款予備費１項１目予備費８６万円は、前年

度当初対比２２万５，０００円の増額措置であ

ります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

１６５ページ、１６６ページをお開き願います。 

 １款分担金及び負担金１項１目受益者負担金

７７１万円は、前年度当初対比９万円の減であ

りますが、相生、三上地区などの受益者負担金

として措置したものであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目下水道使用料

５億６００万円は、前年度当初対比３０万円の

増でありますが、下水道使用料として措置した

ものであります。 

 ２項１目督促手数料５，０００円は、前年度

当初対比５，０００円の減でありますが、督促

手数料として措置したものであります。 

 ３款国庫支出金１項１目下水道事業費国庫補

助金２億６，７３０万円は、前年度当初対比２，

０１０万円の増でありますが、社会資本整備総

合交付金として措置したものであります。 

 ４款繰入金１項１目繰入金２億５，１６７万

３，０００円は、前年度当初１，４７２万５，

０００円の減でありますが、一般会計からの繰

入金の措置であります。 

 ５款繰越金１項１目繰越金１万円、６款諸収

入１項１目市預金利子１，０００円、２項１目

延滞金１，０００円は、それぞれ存目程度の措

置であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目雑入９２０万円は、前年度当初対比

９９８万円の減でありますが、東北中央自動車

道整備関連の下水道管路移設補償費などを措置

したものであります。 

 ７款市債１項１目下水道事業債３億６，２１

０万円は、前年度当初対比３，４４０万円の増

でありますが、公共下水道事業に係る起債を措

置するものであります。 

 次に、第２表債務負担行為について御説明申

し上げますので、１６０ページをお開き願いま

す。 

 第２表債務負担行為、下水道事業子育て世帯

補助金ですが、期間を平成３０年度から平成３

４年度までとし、限度額は平成３０年１月から

補助終了月までの間に支払う下水道使用料の２

分の１相当額の累計額とするものであります。 

 次に、排水設備等設置改造資金利子補給につ

きましては、期間を平成３０年度から平成３４

年度までとし、限度額は融資総額１，０００万

円の融資残高に対し、基準日における長期プラ

イムレートに０．２％を加えた利率以内の割合

で計算した額とするものであります。 

 次に、地方公営企業法適用基本計画策定業務

について、期間を、平成３０年度から平成３１

年度までとし、限度額を３，６２２万４，００

０円とするものであります。 

 次に、地方債について御説明申し上げます。 

 第３表地方債、起債の目的は、公共下水道事

業、限度額は３億６，２１０万円。起債の方法

は普通貸借または証券発行とし、利率は借入先

との協定によるものであります。ただし、利率

見直し方式で借り入れる資金について、利率の

見直しを行った後においては、当該見直し後の

利率とするものであり、償還の方法は、借入先

の融資条件によるものであります。 

 ただし、財政上の都合により据置期間及び償
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還期限を短縮し、または繰り上げ償還もしくは

低利に借換えすることができるものとします。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を区分し、債務負担行為、

地方債及び一時借入金は歳入とあわせて行いま

す。 

 初めに、歳出について質疑、発言を許します。

中川委員。 

○中川とみ子委員 １款１項２目の部分でお伺

いいたします。 

 ３年前でしょうか、矢来の浸水被害があった

のですが、そのための対策工事ということで矢

来南町の浸水対策工事と受けとめてよろしいん

でしょうか。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 南町の工事につきま

しては、矢来南町地区の浸水対策工事として実

施するものであります。 

○尾形みち子委員長 中川委員。 

○中川とみ子委員 二度とないようにと思って

いましたので、ありがとうございます。 

 それで、工期とその南町のどの辺の部分か、

もし大丈夫でしたらお願いします。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 工事の概要でござい

ますけれども、まず１つは、雨水を一度ためる

貯留施設を設けます。そこから水量調整しなが

ら河川のほうに水を排出していくという形にな

ります。順番としましては、まず、２８年度か

ら貯留槽のほうを手がけながら、２９年度で貯

留槽及びポンプ設備の設置のほうを実施してい

く考えでございます。 

 場所につきましては、矢来のスーパーのとこ

ろに貯留施設を設け、そこから水路といいます

か、南町と矢来のところのスーパーのところに

貯留槽を設け、下流側にポンプを設置する考え

であります。 

 具体的な工事の工期につきましては、平成２

９年度発注になりますので、その時点ではっき

りしていきます。 

○尾形みち子委員長 中川委員。 

○中川とみ子委員 実は来週の１３日に説明会

があると伺っていますので、地元の方に丁寧な

説明をお願いしたいと思います。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。枝松委員。 

○枝松直樹委員 下水道、また新たに管を延長

されるようですが、これはどこまでの延長で、

いつごろまでこの計画は続いていくのか。 

 後の議案で浄化槽事業特別会計がありますが、

本庄街道はたしか三上あたりで終わってその上

は農集排になるんだと思いますけれども、その

ところで、今回久保手も新たにやられるという

んですかね、農集排、浄化槽、公共下水道とこ

の全体像がいつきちんと定まっていくのか、そ

の辺のところがまだ私には見えておらなかった

ので、お示しをいただければと思います。 

 そして、社会資本整備総合交付金ですか、こ

れに該当するものと市単独と２つあるわけです

けども、そこはどこで峻別をされるのか、もし

わかれば教えてください。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 下水道の整備計画で

ございますけれども、現時点での計画の中では、

現在、本庄地区におきましては、三上地区まで

を実施しており、その後、皆沢地区を整備して

いく考えでございます。そのほか、久保手地区

を実施し、その後、金瓶地区を実施していく考
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えでございます。 

 工事における単独と補助の違いでございます

が、工事におきましては補助要件というのがご

ざいまして、いわゆる本管的な部分がございま

す、管路の設置におきましては。そういった部

分についてが補助対象になりますけども、引き

込み管的な部分で受益者の方のところに管を延

ばさなくてはいけないんですけれども、そこま

での接続部分であったり、そういった部分が単

独という取り扱いになります。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 皆沢、久保手、金瓶という地

区名が今出てきたわけでありますが、やっぱり

利用者が多くないと、なかなかコスト的にもた

ないということがありますので、その辺で普及

率、加入率というか、毎年、ふえてはいるんだ

と思いますけどもちょっと懸念される部分もあ

りますので、住民からすると、利便性は高まる

ということになるんでしょうが、採算の面で非

常に気がかりなので、その普及率についてお知

らせください。 

○尾形みち子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 普及率、大変大事なので、

特に本庄街道、三上まで整備しましたけども、

普及率、加入率ですか、非常に低いということ

で困っているという状況にあります、はっきり

申し上げまして。ですから、地区会長にお願い

したり、あるいは業者から勧めていただくとか、

いろんな手だてをしているところでございます

が、現時点までの整備については大変低いとい

うことで、今度、皆沢に延ばすわけですが、こ

の件についても担当課のほうに、やはり整備は

するけども加入率どうなんだと、例えば農業集

落排水はほとんど入るわけですけれども、自由

といえば自由なんですよね。ですから、その辺

は、やはり投資対効果ということもございます

ので、皆沢地区に関しましては、そういった事

前に説明をして、そして、やっぱり理解を得る

といいましょうか、ある程度の加入率がなけれ

ばということも含めて対応するということで今、

指示しているところでございます。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 加入率の関係でござ

いますけれども、平成２７年度、市全体になり

ますけれども、約９１.５％の水洗化率となっ

ております。 

 本庄地区におきましては、現在、５割程度、

３割から５割程度、地区によって違いますけれ

ども、３割から５割程度の加入となっておりま

す。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 続いて、歳入、債務負担行為、地方債及び一

時借入金について質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第９号議案に対する質疑を終結い

たします。 

 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〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第９号平成２９年度上山市公共下水道事業

特別会計予算は、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。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第９号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 
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○尾形みち子委員長 次に、議第１０号平成２

９年度上山市農業集落排水事業特別会計予算を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。農林課長。 

〔前田豊孝農林課長 登壇〕 

○前田豊孝農林課長 命によりまして、議第１

０号平成２９年度上山市農業集落排水事業特別

会計予算について御説明申し上げます。 

 １７３ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の農業集落排水事業特別

会計の予算は、次に定めるところによるもので

あります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１億４，２００万円と定

めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第２表地方債」によるものであり

ます。 

 一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は１億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算についてでありま

すが、重複説明を避けるため、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、１８３ペー

ジ、１８４ページをお開き願います。 

 １款農業集落排水事業費１項１目農業集落排

水施設管理費３，７９４万５，０００円は、前

年度対比８２７万８，０００円の減であります

が、農業集落排水処理施設の機能診断調査委託

料の皆減などによるものであります。 

 ２款公債費１項１目元金７，９３３万６，０

００円は、前年度対比２５２万８，０００円の

増でありますが、これまでの建設事業に係る市

債の償還元金を計上したものであります。 

 ２目利子２，３８５万５，０００円は、前年

度対比２１９万円の減でありますが、市債の償

還利子及び一時借入金の利子を計上したもので

あります。 

 ３款予備費１項１目予備費８６万４，０００

円は前年度対比６万円の減を計上したものであ

ります。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、

１８１ページ、１８２ページをお開き願います。 

 １款使用料及び手数料１項１目使用料３，５

３１万３，０００円は、前年度対比４１万４，

０００円の減でありますが、各施設の使用料を

見込んだものであります。 

 ２款繰入金１項１目繰入金７，２２７万７，

０００円は、前年度対比５８万６，０００円の

減でありますが、一般会計からの繰入金であり

ます。 

 ３款繰越金１項１目繰越金１０万円は、前年

度と同額でありますが、前年度繰越金を計上し

たものであります。 
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 ４款諸収入１項１目市預金利子１万円は、前

年度と同額でありますが、預金利子を計上した

ものであります。 

 ５款市債１項１目農業集落排水事業債３，４

３０万円は、前年度対比１００万円の増であり

ますが、償還額及び利子を軽減するため資本費

平準化債を計上したものであります。 

 次に、第２表地方債について御説明いたしま

すので、１７６ページをお開き願います。 

 起債の目的は農業集落排水事業で、限度額は

３，４３０万円、起債の方法は普通貸借または

証券発行とするものであります。利率は、借入

先の協定によるものとします。ただし、利率見

直し方式で借り入れる資金について、利率の見

直しを行った後においては、当該見直し後の利

率とするものであります。 

 償還の方法については、借入先の融資条件に

よるものとします。ただし、財政上の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮し、または繰り

上げ償還もしくは低利に借換えすることができ

るものとします。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、地方債及び一時借入金を

一括して行います。 

 質疑、発言を許します。髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 農業集落排水施設管理費の中

で施設の点検委託料の皆減という御説明がござ

いましたけれども、その点検の結果、修繕の必

要性が生じたものがあるかどうか。そしてまた、

その事業の負担についてはどのようになってい

るか、お知らせください。 

○尾形みち子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 施設の修繕に関しまして

は、毎年、小規模の修繕を行っております。 

 なお、機能診断調査事業につきましては、国

の補助を受けて機能診断調査を行う予定であり

ましたが、平成２８年度、採択になりませんで

したので、平成２９年度の採択を目指して現在、

申請中でございますので、機能診断調査による

結果というのは、現在、ございません。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。井上委員。 

○井上 学委員 過去の予算特別委員会でなん

ですが、使用料を算定する上で基準が年に１回

だというふうなところを指摘させていただき、

もう少し基準の見直しを年何回かに分けてやっ

たらいいのではないかと提案させていただき、

たしか改善されたと思います。そこで、今現在、

年何回の基準というか、人数割の部分、算定し

ているのかをお聞きするとともに、それによる

利用者の効果、またなかなか行政として業務が

負担になるというふうな点も示されたかと思っ

たんですが、その点についての評価をお聞きし

ます。 

○尾形みち子委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 委員御指摘のとおり、農

業集落排水施設を導入した当初は、年度当初、

１回の利用者数を基準としておりましたが、そ

の後、４月１日と１０月１日を基準日としまし

て半年に１回、見直しをしているところでござ

います。 

 ただ、農業集落排水の施設の、いわゆるシス

テムそのものが、導入当初から何回か改修とい

いますか、入れかえとかをしておりますが、利

用者数については紙ベースのものと住民基本台

帳のデータとアナログチェックしているような

状況ございまして、半年に１回でなく、もう少

し利用者の利便を図るためにできないかという
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ことで課内では検討しておりますが、なかなか

その部分についてはちょっと難しい部分がござ

いまして、今後、システムの入れかえなんかも

含めた根本的な部分も含めて今後、どうしてい

くかという話し合いをしている状況でございま

す。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１０号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 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〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１０号平成２９年度上山市農業集落排水

事業特別会計予算は、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〕 

○尾形みち子委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議第１０号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第１１号 平成２９年度上山市 

       介護保険特別会計予算 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第１１号平成２

９年度上山市介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔尾形俊幸健康推進課長 登壇〕 

○尾形俊幸健康推進課長 命によりまして、議

第１１号平成２９年度上山市介護保険特別会計

予算について御説明申し上げます。 

 予算書の１８５ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の介護保険特別会計の予

算は、次に定めるところによるものであります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ３８億６，６００万円と

定めるものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は５億円と定めるものであります。 

 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２

０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合

は、次のとおりと定めるものであります。 

 第１号、各項に計上した保険給付費に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用であります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明でございま

すが、重複説明を避けるため事項別明細書によ

り御説明申し上げます。 

 初めに、歳出から御説明いたしますので、２

００ページ、２０１ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費４，８７３万

８，０００円は、前年度対比１１９万５，００

０円の減でありますが、一般管理費では、電算

システムの処理業務委託料などを計上したもの

であります。そのほか職員人件費でございます。 

 ２項１目賦課徴収費２６０万円は、前年度対

比２万３，０００円の減でありますが、介護保

険料の賦課徴収を行うため所要額を計上したも
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のであります。 

 ３項１目介護認定審査会費４８４万３，００

０円は、前年度と同額でありますが、毎週１回

開催している介護認定審査会の運営経費を計上

したものであります。 

 ２目認定調査等費２，５４４万７，０００円

は、前年度対比６，０００円の増でありますが、

介護認定調査員の報酬、介護認定に係る主治医

意見書の手数料、介護認定調査業務の委託料な

どを計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目趣旨普及費３万６，０００円は、前

年度と同額でありますが、介護保険事業のパン

フレットなどを作成する費用であります。 

 ５項１目運営協議会費２９万７，０００円は、

前年度と同額でありますが、介護保険事業運営

協議会の開催費用であります。 

 ６項１目計画策定費４０万円は、前年度対比

皆増でありますが、第７期介護保険事業計画の

策定に要する費用を計上したものであります。 

 ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給

付費１２億８，２８３万円は、前年度対比３，

５８４万５，０００円の増でありますが、在宅

における介護サービスを利用した場合に給付す

るもので、通所介護サービスなどの各種サービ

スの利用者見込みにより計上したものでありま

す。 

 ２目特例居宅介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、緊急やむを得ない

理由で、要介護認定前に居宅介護サービスを利

用した場合の給付費であります。 

 ３目地域密着型介護サービス給付費６億７，

１１３万円は、前年度対比２，１７５万８，０

００円の減でありますが、小規模特別養護老人

ホームなどの各種サービス見込みにより計上し

たものであります。 

 ４目特例地域密着型介護サービス給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に地域密着型介護サービスを利用した場合

の給付費であります。 

 ５目施設介護サービス給付費１１億８，５０

０万円は、前年度対比１億６，０１３万８，０

００円の増でありますが、介護老人福祉施設、

新設される介護老人保健施設などの施設の給付

費を計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ６目特例施設介護サービス給付費５０万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設介護サービスを利用した場合の給付費であり

ます。 

 ７目居宅介護福祉用具購入費４５６万円は、

前年度対比８万１，０００円の増でありますが、

入浴補助用具等の福祉用具の購入に係る給付費

を計上したものであります。 

 ８目居宅介護住宅改修費１，４４８万円は、

前年度対比４４万円の増でありますが、手すり

などの住宅改修に係る給付費を計上したもので

あります。 

 ９目居宅介護サービス計画給付費１億６，０

１２万円は、前年度対比３４１万２，０００円

の増でありますが、居宅介護支援事業所の介護

サービス計画作成費用に係る給付費を計上した

ものであります。 

 １０目特例居宅介護サービス計画給付費１０

万円は、前年度と同額でありますが、要介護認

定前に居宅介護サービス計画を利用した場合の

給付費であります。 

 ２項１目介護予防サービス給付費８，００９

万円は、前年度対比３，３１９万４，０００円

の減でありますが、在宅において利用する介護
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予防通所リハビリテーションなどの介護予防サ

ービス給付費を計上したものであります。 

 ２目特例介護予防サービス給付費１０万円は、

前年度と同額でありますが、要支援認定前に介

護予防サービスを利用した場合の給付費であり

ます。 

 ３目地域密着型介護予防サービス給付費９９

８万円は、前年度対比２７１万６，０００円の

減でありますが、介護予防小規模多機能型居宅

介護などの給付費を計上したものであります。 

 ４目特例地域密着型介護予防サービス給付費

１０万円は、前年度と同額でありますが、要支

援認定前に地域密着型介護予防サービスを利用

した場合の給付費であります。 

 ５目介護予防福祉用具購入費６４万円は、前

年度対比２万６，０００円の減でありますが、

入浴補助用具等の福祉用具の購入に係る給付費

を計上したものであります。 

 ６目介護予防住宅改修費５２４万円は、前年

度対比１２万１，０００円の減でありますが、

手すりなどの住宅改修に係る給付費を計上した

ものであります。 

 ７目介護予防サービス計画給付費１，３９８

万円は、前年度対比６７万９，０００円の増で

ありますが、介護予防支援事業所の介護予防サ

ービス計画作成費用に係る給付費を計上したも

のであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ８目特例介護予防サービス計画給付費１０万

円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に介護予防サービス計画を利用した場合の給

付費であります。 

 ３項１目審査支払手数料３８７万円は、前年

度対比１１万１，０００円の増でありますが、

保険給付費の請求審査手数料を計上したもので

あります。 

 ４項１目高額介護サービス費５，５６０万円

は、前年度対比４３１万２，０００円の増であ

りますが、利用者負担額が高額になった場合に

支給するサービス費を計上したものであります。 

 ２目高額介護予防サービス費２２万円は、前

年度と同額でありますが、要支援の方を対象に

支給する高額サービス費を計上したものであり

ます。 

 ５項１目高額医療合算介護サービス費９８０

万円は、前年度対比１６５万１，０００円の増

でありますが、医療と介護の利用者負担額が高

額になった場合に支給するサービス費を計上し

たものであります。 

 ２目高額医療合算介護予防サービス費２２万

円は、前年度と同額でありますが、要支援の方

を対象に支給する高額医療合算サービス費を計

上したものであります。 

 ６項１目特定入所者介護サービス費１億４，

２３９万円は、前年度対比２７９万８，０００

円の増でありますが、介護老人福祉施設などを

利用した場合の食費及び居住費について、低所

得者の負担軽減を図るため支給するサービス費

を計上したものであります。 

 ２目特例特定入所者介護サービス費５万円は、

前年度と同額でありますが、要介護認定前に施

設などの食費及び居住費のサービスを利用した

場合に支給するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３目特定入所者介護予防サービス費２５万円

は、前年度と同額でありますが、要支援の方が

短期入所生活介護などを利用した場合の食費に

ついて、低所得者の負担軽減を図るため支給す

るサービス費を計上したものであります。 

 ４目特例特定入所者介護予防サービス費５万
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円は、前年度と同額でありますが、要支援認定

前に短期入所生活介護などの食費のサービスを

利用した場合に支給するものであります。 

 ３款基金積立金１項１目介護給付費準備基金

積立金５０万円は、前年度と同額でありますが、

預金利子などを介護給付費準備基金に積み立て

るため計上したものであります。 

 次に、４款地域支援事業費１項１目介護予

防・生活支援サービス事業費（１号訪問・通

所・生活支援）４，６９３万２，０００円は、

前年度対比９０４万２，０００円の減でありま

すが、介護予防・日常生活支援総合事業に係る

要支援者及び基本チェックリストに該当する方

を対象に、訪問型、通所型サービスなどを実施

するため、給付費などの事業費を計上したもの

であります。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費１，１

５０万３，０００円は、前年度対比３９万５，

０００円の増でありますが、介護予防・日常生

活支援総合事業に係る介護予防ケアプラン作成

相談業務などを地域包括支援センターに委託す

るための委託料として計上したものであります。 

 ２項１目一般介護予防事業費２，０２０万８，

０００円は、前年度対比１０７万６，０００円

の増でありますが、一般高齢者を対象とした転

倒予防教室などのほか、水中ストレッチ運動教

室などを実施するための委託料などの事業費を

計上したものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項１目総合相談事業費１，０３１万２，０

００円は、前年度対比１０万１，０００円の増

でありますが、高齢者の総合的な相談業務に関

する事業を地域包括支援センターに委託する委

託料及びコンピューター借上料を計上したもの

であります。 

 ２目権利擁護事業費４０５万円は、前年度対

比１万７，０００円の増でありますが、高齢者

の権利擁護に関する事業を地域包括支援センタ

ーに委託する委託料を計上したものであります。 

 ３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業費１，２２５万８，０００円は、前年度対比

１５５万２，０００円の増でありますが、介護

支援専門員などに対する個別相談や関係機関と

の協力支援体制を確立するための事業を地域包

括支援センターに委託する委託料、及び電算シ

ステム保守管理委託料を計上したものでありま

す。 

 ４目任意事業費２，５１４万７，０００円は、

前年度対比９万円の減でありますが、認知症高

齢者等見守り事業、配食サービス事業などの委

託料及び高齢者の方を対象とする紙おむつ支給

事業のための扶助費などを計上したものであり

ます。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費３７万７，

０００円は、前年度と同額でありますが、在宅

医療と介護の連携を推進するため、関係機関に

よる研修会や市民公開講座などを開催する費用

を計上したものであります。 

 ６目生活支援体制整備事業費３万１，０００

円は、前年度と同額でありますが、高齢者の生

活支援の体制整備に向けた協議体の設置などに

要する経費を計上したものであります。 

 ７目認知症総合支援事業費６１９万円は、前

年度対比２６万４，０００円の増でありますが、

認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チ

ームを設置するための委託料等を計上したもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目審査支払手数料１８万４，０００円

は、前年度対比６万６，０００円の減でありま



－２９３－ 

すが、地域支援事業費の請求審査手数料を計上

したものであります。 

 ５款公債費１項１目利子２５万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子であり

ます。 

 ６款諸支出金１項１目第１号被保険者保険料

還付金１１０万円は、前年度と同額であります

が、被保険者の資格喪失などに伴う保険料の還

付金であります。 

 ２目第１号被保険者還付加算金１万円は、前

年度と同額でありますが、還付に伴う加算金で

あります。 

 ３目償還金１万円は、前年度と同額でありま

すが、国庫支出金精算返還金であります。 

 ７款予備費１項１目予備費２５７万７，００

０円は、前年度対比９５万３，０００円の増で

ありますが、予備費として計上したものであり

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

１９４ページ、１９５ページをお開き願います。 

 １款保険料１項１目第１号被保険者保険料７

億９６４万５，０００円は、前年度対比７９３

万３，０００円の増でありますが、第１号被保

険者の保険料所得段階区分見込みにより計上し

たものであります。 

 １節現年度分特別徴収保険料６億６，２９２

万５，０００円は、第１号被保険者の年金から

特別徴収する見込み額を計上し、２節現年度分

普通徴収保険料４，５２２万円は、市が直接徴

収する見込み額を、３節滞納繰越分普通徴収保

険料１５０万円は、過年度における滞納繰越介

護保険料の徴収見込み額を計上したものであり

ます。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、介護保険

料徴収に係る督促手数料であります。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金６

億５，５５８万８，０００円は、前年度対比１，

５７８万４，０００円の増でありますが、１節

現年度分６億５，５５７万８，０００円は、保

険給付費に国の負担割合を乗じて計上したもの

であります。２節過年度分１万円は、過年度精

算分を存目程度計上したものであります。 

 ２項１目調整交付金２億３，５６３万４，０

００円は、前年度対比１，５６７万円の減であ

りますが、１節現年度分２億３，５６２万４，

０００円は、保険給付費の実績見込みにより計

上したものであります。２節過年度分１万円は、

存目程度計上したものであります。 

 ２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合事業）１，５７６万５，０００円は、

前年度対比５８５万１，０００円の減でありま

すが、１節現年度分１，５７５万５，０００円

は、介護予防・生活支援サービス事業費及び一

般介護予防事業費に国の負担割合を乗じて計上

したものであります。２節過年度分１万円は、

存目程度計上したものであります。 

 ３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援）２，２７６万２，０

００円は、前年度対比７１万９，０００円の増

でありますが、１節現年度分２，２７５万２，

０００円は、包括的支援事業・任意事業に国の

負担割合を乗じて計上したものであります。２

節過年度分１万円は、存目程度を計上したもの

であります。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付

金１０億１，９７６万円は、前年度対比４，２

４６万３，０００円の増でありますが、１節現

年度分１０億１，９７５万円は、保険給付費に

第２号被保険者の負担割合を乗じて計上したも
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のであります。２節過年度分１万円は、存目程

度を計上したものであります。 

 ２目地域支援事業支援交付金２，２０７万１，

０００円は、前年度対比２１３万８，０００円

の減でありますが、１節現年度分２，２０６万

１，０００円は、介護予防・生活支援サービス

事業費及び一般介護予防事業費に第２号被保険

者の負担割合を乗じて計上したものであります。

２節過年度分１万円は、存目程度計上したもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ５款県支出金１項１目介護給付費負担金５億

２，８０６万円は、前年度対比３，３５０万２，

０００円の増でありますが、１節現年度分５億

２，８０５万円は、保険給付費に県の負担割合

を乗じて計上したものであります。２節過年度

分１万円は、存目程度計上したものであります。 

 ２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業）９８５万３，０００円は、

前年度対比９５万５，０００円の減であります

が、介護予防・生活支援サービス事業費及び一

般介護予防事業費に県の負担割合を乗じて計上

したものであります。 

 ２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援）１，１３８万１，０

００円は、前年度対比３６万円の増であります

が、包括的支援事業・任意事業費に県の負担割

合を乗じて計上したものであります。 

 次に、６款財産収入１項１目利子及び配当金

５０万円は、前年度と同額でありますが、介護

給付費準備基金の利子であります。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金４億５，

５２５万円は、前年度対比１，８９５万７，０

００円の増でありますが、１節現年度分４億５，

５２４万円は、保険給付費に市の負担割合を乗

じて計上したものであります。２節過年度分１

万円は、存目程度を計上したものであります。 

 ２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生

活支援総合事業）９８５万３，０００円は、前

年度対比９５万５，０００円の減でありますが、

介護予防・生活支援サービス事業費及び一般介

護予防事業費に市の負担割合を乗じて計上した

ものであります。 

 ３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生

活支援総合以外地域支援）１，１３８万１，０

００円は、前年度対比３６万円の増であります

が、包括的支援事業・任意事業費に市の負担割

合を乗じて計上したものであります。 

 ４目低所得者保険料軽減繰入金４４６万８，

０００円は、前年度対比１万１，０００円の増

ですが、低所得者保険料軽減に係る繰入金を計

上したものであります。 

 ５目その他一般会計繰入金８，２５６万１，

０００円は、前年度対比７３万７，０００円の

減でありますが、職員人件費を含む事務費繰入

金を計上したものであります。 

 ２項１目介護給付費準備基金繰入金７，１３

６万８，０００円は、前年度対比５，２２１万

７，０００円の増でありますが、介護給付費準

備基金からの繰入金を計上したものであります。 

 ８款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ９款諸収入１項１目第１号被保険者延滞金１

万円は、前年度と同額でありますが、保険料に

係る延滞金を存目程度計上したものであります。 

 ２項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 ３項１目第三者納付金１万円は、前年度と同
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額でありますが、交通事故等の第三者の行為に

よって生じた納付金を存目程度計上したもので

あります。 

 ２目雑入１万円は、前年度と同額であります

が、他市町村からの介護保険認定調査料などを

存目程度計上したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出、一時借入金及び歳出予算

の流用を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。井上委員。 

○井上 学委員 歳出の１款３項介護認定の部

分で去年も質疑させてもらった点ですが、障が

い者控除対象者認定証の発行、発送についてで

す。これは本市では窓口に行って介護度等、医

師の所見表を審査してもらって１０分間程度か

かったと思うんですが、それで発行してもらう

と。それを発行してもらうと、確定申告におい

てだと思うんですが、控除が受けられるという

認定証なんですが、これは本市では窓口に行か

ないと対象になっているかどうかもわからない

と。こういったことがあるというのは市報では

知らせているということでしたが、去年の質疑

の中では、山形市はある程度、そういった介護

度を加味したりして認定して送付しているとい

うことで、窓口に出向く手間がなくやれるとい

うことで市民にいいようなことになっているん

ですが、それを本市でも行うべきだということ

で去年質疑させてもらって、健康推進課長から

の答弁では、そういったことを山形でどのよう

にやっているかを確認し、可能であれば対応さ

せていただきたいという答弁だったと思います。

多分、ことしもそういうふうな送付はなかった

と思いますが、今後、そのことについてどうな

のかということをお聞きして議論を深めていく

中で、この障がい者控除対象者認定証について、

本市においてどのくらい発行があるのか、また

これは多分その発行されるべき人がどれぐらい

いるのかというのは、把握していれば教えてい

ただきたいのですが、また、ことしにおいては、

天童市でもそういった行政である程度、認定し

て発行しているという中で、特別障がい者の部

分で要介護４または５の方には発行していると

いうことで、要介護度４または５の方、どの程

度、いらっしゃるかお示しください。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、証明書の発行

の件なんですけども、私どもも山形市等の状況

を確認しておりますが、その中で、まず、山形

市におきましては、要介護認定を受けていれ

ば、基本的に普通障がい者もしくは特別障がい

者という形に認定できるという状況になってお

りますので、例えばお知らせにしろ、そういっ

たものを一律で出しているということでござい

ます。 

 本市の場合ですけれども、介護認定というの

は、要件としてあるんですけども、例えば要支

援者の場合であっても実際の認知の度合いであ

ったり、生活の自立度、そういったものでさら

に対象者については認定調査の主治医意見書と

か、調査員の調査等のデータに基づいて、より

多くの方に対象になっていただいているという

現状がありますので、まずこの点は御理解をい

ただきたいという部分でございます。 

 また、証明書の発行ということでございまし

たけども、その後、いろいろ検討させていただ

きまして、平成２９年度からまず介護認定を申

請されますと、その申請した時点で認定になれ

ば、その通知が行くわけですけれども、その通
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知にあわせてこういった障がい者の控除の制度

がありますよということをまずお知らせすると。

必ずしも全員が全員、税控除の対象になるとい

うことでございませんので、その御家族の方と

いうことになりますので、まずはそういう制度

を知らさせていただいて、また近くなりました

ら、市報等で実際の手続ということで情報を提

示していきたいと思っております。 

 控除の発行者数でございますけれども、２７

年度で８４名、２８年度今現在で８５名という

ふうな数字でございます。 

 先ほど言ったような認知度、日常生活の自立

度というものを含めた対象者ということで、そ

の数からいきますと、１，８００人ぐらいいら

っしゃる、そういった状況でございます。 

○尾形みち子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 ある程度前向きな答弁をいた

だいたかなと思うところなんですが、上山では、

山形よりはそういった認定の幅が広いという認

識でいいのかということが１点と、そうであれ

ば、そこの部分の人はまた窓口に来て申請して

いただければいいというところで進めて、山形

みたいに自動的に介護度に応じてやっているん

だという部分にやってもらえれば、窓口に来る

ことも必要なくなってくるので市民としてはい

いと思うので、その点お聞きしたいのと、あと

１，８００人対象がいて、そのうちの８０人っ

て物すごい、何％、５％くらいかな、ちょっと

わからないですけども、それぐらいの人しか使

っていないというのは、物すごく市民の不利益

になっていると感じます。 

 私の試算なんですが、確定申告において、ち

ょっと議論を限定させてもらうために特別障が

い者の場合なんですが、課税所得で２００万円

から３００万円程度の方、多分この方、税率１

０％だと思うんですけども、この場合、同居の

場合、基礎が５８万円と特別障がいの部分で７

５万円、控除額が１３３万円、税額にすると、

その１０％なんで１３万３，０００円というふ

うな額が税的に優遇されると。施設入所等で同

居でない方は、８４万円の基礎とあと４０万円

のというふうな部分で控除額が８８万円、１

０％で８万８，０００円程度優遇されるという

市民に、特に介護とか大変な部分でそういった

税的な措置がなされていると思うので、そうい

った方が受けられないという方が１，７００人

以上いる可能性があるというのは本当にゆゆし

きことだと思うんですが、市長、この件に関し

てもっと前進させていくような手だてを示して

いただけないでしょうか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、１，７００人

が受けられないということでございましたけれ

ども、必ずしもそういうことではないと捉えて

おります。 

 まず、基本的に申請していただくというのが

原則なものですから申請主義という前提の中で、

しかも認定したそのものの方というよりも、御

家族の方が控除として必要とするという場合も

ありますので、そういった部分については、や

はりこちらとしては、こういった制度があると

いうことをお知らせした上で申請していただく

ことが第一義かなと思っています。 

 ただ、その状況によって、例えばどうしても

申請ができないとか、そういった方がいらっし

ゃるようであれば、そういったものは今後、検

討していきたいと考えております。 

○尾形みち子委員長 井上委員。 

○井上 学委員 課長の言うことはよくわかる

んですが、昨年度は山形市、今度は天童市とい
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うふうな形で進めているわけです。申請主義と

いうふうなところがわかりつつなんですが、そ

ういったことを行政間で格差があっては私はよ

くないと思うんですが、再度、市長、その点も

含めて示していただきたいのですが、よろしく

お願いします。 

○尾形みち子委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これはそれぞれの市の考え

方もあるだろうし、ただ、共通しているといい

ましょうか、どこの市も政策的なものでなけれ

ば同じくできるということは基本的に可能だと

思いますし、その点、担当課長の説明があった

わけでございますが、これからそういった方々

が利用しやすいといいましょうか、手続等も含

めて負担にならないような制度といいましょう

か、そういうものはやっていくべきだと考えて

おります。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。守岡委員。 

○守岡 等委員 ２款１項の３目地域密着型介

護サービス給付費ということで、今、高齢者が

どんどんふえていてこの介護サービスもふえる

のかなと思っていて、非常に気になったのはこ

の部分だけ減額になっているということです。

これは多分、小規模多機能施設が影響している

んではないかと思うんですけれども、非常に小

規模多機能というのは丸め料金で、必要でない

サービスも全部組み込まれる仕組みになってい

て、それは介護報酬がそうなっているので仕方

がないと思うんですけれども、ただ、やっぱり

利用する側からいうと、非常に料金が高くなっ

てしまってそれでこのサービスがちょっと敬遠

されているのかなと思ったんですが、どうでし

ょうか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 地域密着型のほうの

対前年度減に関してですけども、こちらにつき

ましては、グループホーム、認知症対応型共同

生活介護のほうの利用状況により、減の見込み

をさせていただいております。 

 委員おっしゃいました地域密着型の一つであ

ります小規模多機能型居宅介護なんですけれど

も、確かに第６期がスタートしたときには、大

分新しい施設ができてそちらのほうにだけ集中

して、大分周りの利用者が減ったという状況が

あったんですけども、平成２７年度になります

と、ほぼ全ての事業所さんのほうで定数並みく

らいに増加しているという状況でございます。 

○尾形みち子委員長 守岡委員。 

○守岡 等委員 そうしますと、認知症という

のも最近、すごくクローズアップされて重要な

事業になっているんですけれども、それがこの

減になっているというのは、どういう要因なん

でしょうか。 

○尾形みち子委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 その原因というとこ

ろは、正直詳細まで分析はし切れていないとこ

ろはありますけれども、施設を利用しないから

といって認知症の方が減ったという理解もして

おりませんし、認知症の部分につきましては、

そういった共同生活の部分だけではなく、新た

な取り組みという形で認知症の総合支援事業の

中でも対応させていただいているという状況で

ございます。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１１号議案に対する質疑を終結



－２９８－ 

いたします。 

 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〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１１号平成２９年度上山市介護保険特別

会計予算は、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〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１１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。 

    午前１１時０７分 休 憩 

                  

    午前１１時１７分 開 議 

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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       浄化槽事業特別会計 

       予算 

 

○尾形みち子委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、議第１２号平成２９年度上山市浄化槽

事業特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１２号平成２９年度上山市浄化槽事業特別会

計予算について御説明申し上げます。 

 ２１４ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の浄化槽事業特別会計の

予算は、次に定めるところによるものでありま

す。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１，５３０万円と定める

ものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明でございま

すが、重複説明を避けるため、事項別明細書の

歳出から御説明申し上げますので、２２３ペー

ジ、２２４ページをお開き願います。 

 １款浄化槽事業費１項１目浄化槽管理費９６

１万６，０００円は、前年度当初対比２万６，

０００円の増でありますが、市管理浄化槽２１

０基の法定検査や保守点検、清掃業務委託料な

どの措置であります。 

 ２款公債費１項１目元金３６３万１，０００

円は、前年度当初対比７万７，０００円の増で、

２目利子１８２万８，０００円は、前年度当初

対比７万７，０００円の減でありますが、内訳

は、市債４件、起債残高約８，５７０万円の市

債償還の元金及び利子の措置であります。 

 ３款予備費１項１目予備費２２万５，０００

円は、前年度当初対比２万６，０００円の減額

措置であります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

２２１ページ、２２２ページをお開き願います。 

 １款使用料及び手数料１項１目浄化槽使用料

９３６万円は、前年度当初対比３万４，０００

円の増でありますが、市管理浄化槽の使用料の

措置であります。 

 ２項１目督促手数料１万円は、存目程度の措

置であります。 
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 ２款繰入金１項１目繰入金５９１万円は、前

年度当初対比３万４，０００円の減であります

が、一般会計からの繰入金を措置し、３款繰越

金１項１目繰越金１万円、４款諸収入１項１目

市預金利子１万円は、存目程度の措置でありま

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 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１２号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 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〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１２号平成２９年度上山市浄化槽事業特

別会計予算は、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〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１２号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 
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○尾形みち子委員長 次に、議第１３号平成２

９年度上山市施設貸付事業特別会計予算を議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。財政課長。 

〔金沢直之財政課長 登壇〕 

○金沢直之財政課長 命によりまして、議第１

３号平成２９年度上山市施設貸付事業特別会計

予算について御説明申し上げます。 

 予算書の２２５ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の施設貸付事業特別会計

の予算は、次に定めるところによるものであり

ます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ８，５００万円と定める

ものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、５，０００万円と定めるものであり

ます。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明であります

が、重複説明を避けるため、事項別明細書で御

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、

２３４ページ、２３５ページをお開きください。 

 最初に、１款施設貸付事業費でありますが、

１項施設貸付事業費１目総務管理費は３，４５

４万円で、前年度対比１，１８６万６，０００

円の減でありますが、一般管理費で、勝馬投票

券払い戻し資金として株式会社ニュートラック

かみのやまへの貸付金について、自己資金等で

調達する方向に変えてきていることから減額す

るもので、そのほか施設貸し付けに係る総務的

経費、消費税を措置するものであります。 
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 ２目施設管理費は、８１万円で、前年度と同

額でありますが、施設管理費で、飯舘場外発売

所の施設及び設備の警備や保守に要する経費を

措置するものであります。 

 ２款１項１目基金積立金は５０万円で、前年

度と同額でありますが、施設貸付事業施設整備

等基金利子の基金積立金を措置するものであり

ます。 

 なお、平成２８年度末の基金の残高は、２億

６，０００万円ほどと見込んでおります。 

 ３款１項公債費１目元金は、４，６６０万９，

０００円で、前年度対比８６万９，０００円の

増でありますが、ニュートラックいいたて建設

に係る市債の償還元金であります。 

 なお、平成２９年度末の市債残高は、２，６

１９万２，０００円となるものであります。 

 ２目利子は、１３３万４，０００円で、前年

度対比８６万８，０００円の減でありますが、

市債利子及び一時借入金利子であります。 

 ４款１項１目予備費は、１２０万７，０００

円で、前年度対比１３万５，０００円の減とす

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ので、

前に戻りまして、２３２ページ、２３３ページ

をお開きください。 

 １款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付

収入は、１，７９７万円で、前年度対比２６９

万円の増であります。 

 場外発売施設に関する市有土地建物貸付料に

ついては、飯舘施設の除染作業用事務所として

の貸付面積がふえたものであります。 

 ２目利子及び配当金は、５０万円で、前年度

と同額でありますが、施設貸付事業施設整備等

基金の利子を計上したものであります。 

 ２款繰入金１項１目基金繰入金は、３，５０

０万円で、前年度対比６００万円の減でありま

すが、施設整備等基金からの取り崩しを措置す

るものであります。 

 ３款１項１目繰越金は、１５０万円で、前年

度対比１３１万６，０００円の増でありますが、

前年度繰越金を計上したものであります。 

 ４款諸収入１項１目市預金利子は、１万円で、

前年度と同額でありますが、歳計現金預金利子

を計上したものであります。 

 ２項貸付金元利収入１目勝馬投票券払戻資金

貸付金元利収入３，００１万２，０００円で、

前年度対比１，０００万４，０００円の減であ

りますが、勝馬投票券払戻資金貸付金の返還金

とその利子を計上したものであります。 

 ３項１目雑入は、８，０００円で、前年度対

比２，０００円の減でありますが、拾得物満期

分を計上したものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出及び一時借入金を一括して

行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１３号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 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〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１３号平成２９年度上山市施設貸付事業

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの
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と決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１３号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

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

 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 

 

○尾形みち子委員長 次に、議第１４号平成２

９年度上山市後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。健康推進課長。 

〔尾形俊幸健康推進課長 登壇〕 

○尾形俊幸健康推進課長 命によりまして、議

第１４号平成２９年度上山市後期高齢者医療特

別会計予算について御説明申し上げます。予算

書の２３６ページをお開き願います。 

 平成２９年度上山市の後期高齢者医療特別会

計の予算は、次に定めるところによるものであ

ります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ４億円と定めるものであ

ります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よるものであります。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、１億円と定めるものであります。 

 次に、第１表歳入歳出予算の説明でございま

すが、重複説明を避けるため、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

 歳出から御説明いたしますので、２４７、２

４８ページをお開き願います。 

 １款総務費１項１目一般管理費３１０万４，

０００円は、前年度と同額でありますが、被保

険者証の郵送料、コンピューターシステムの保

守業務委託料などの管理経費を計上したもので

あります。 

 ２項１目徴収費２０７万３，０００円は、前

年度対比３５万１，０００円の減でありますが、

保険料通知書の郵送料、コンピューターの使用

料及び賃借料を計上したものであります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金３億９，１３８

万１，０００円は、前年度対比３２６万２，０

００円の増でありますが、保険料等負担金など

の納付金を計上したものであります。 

 ３款公債費１項１目利子１０万円は、前年度

と同額でありますが、一時借入金の利子を計上

したものであります。 

 ４款諸支出金１項１目還付加算金１万円は、

前年度と同額でありますが、保険料の還付加算

金を計上したものであります。 

 ２目過誤納還付金１００万円は、前年度と同

額でありますが、過年度に納付された保険料の

還付金を計上したものであります。 

 ５款予備費１項１目予備費２３３万２，００

０円は、前年度対比１０８万９，０００円の増

でありますが、予備費として計上したものであ

ります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。２

４３ページ、２４４ページをお開き願います。 

 １款後期高齢者医療保険料１項１目特別徴収

保険料２億１，４９３万５，０００円は、前年

度対比１１万４，０００円の増でありますが、

被保険者数及び軽減措置等を勘案して計上した
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ものであります。 

 ２目普通徴収保険料５，２５２万８，０００

円は、前年度対比７３万２，０００円の増であ

りますが、１節現年度分５，２２１万９，００

０円は、普通徴収者の軽減措置等を勘案して計

上し、２節滞納繰越分３０万９，０００円は収

納見込み額を計上したものであります。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料５

万円は、前年度と同額でありますが、後期高齢

者医療保険料の徴収に係る督促手数料でありま

す。 

 ３款繰入金１項１目事務費繰入金１，７００

万１，０００円は、前年度対比１０６万８，０

００円の増でありますが、広域連合の事務費負

担に係る繰入金を計上したものであります。 

 ２目保険基盤安定繰入金１億６９０万７，０

００円は、前年度対比１３４万８，０００円の

増でありますが、保険料の軽減措置に対する繰

入金として計上したものであります。 

 ３目その他繰入金８０１万９，０００円は、

前年度対比７３万８，０００円の増であります

が、一般管理費及び徴収費等の経費に対する繰

入金として計上したものであります。 

 ４款繰越金１項１目繰越金１万円は、前年度

と同額でありますが、前年度繰越金を計上した

ものであります。 

 ５款諸収入１項１目延滞金１万円は、前年度

と同額でありますが、保険料に係る延滞金を存

目程度計上したものであります。 

 ２項１目還付加算金１万円は、前年度と同額

でありますが、保険料の還付加算金として広域

連合からの歳入を計上したものであります。 

 ２目保険料還付金５０万円は、前年度と同額

でありますが、広域連合からの保険料還付金を

計上したものであります。 

 ３項１目預金利子１万円は、前年度と同額で

ありますが、預金利子を存目程度計上したもの

であります。 

 次のページをお開き願います。 

 ４項１目雑入２万円は、前年度と同額であり

ますが、広域連合の事務費負担金に係る決算剰

余金等を計上したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

申し上げます。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳入歳出及び一時借入金を一括して

行います。 

 質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１４号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 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〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１４号平成２９年度上山市後期高齢者医

療特別会計予算は、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〕 

○尾形みち子委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議第１４号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第１５号 平成２９年度上山市 

       水道事業会計予算 
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○尾形みち子委員長 最後に、議第１５号平成

２９年度上山市水道事業会計予算を議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。上下水道課長。 

〔秋葉和浩上下水道課長 登壇〕 

○秋葉和浩上下水道課長 命によりまして、議

第１５号平成２９年度上山市水道事業会計予算

について御説明申し上げますので、水道事業会

計予算書の１ページをお開き願います。 

 総則、第１条、平成２９年度上山市水道事業

会計の予算は、次に定めるところによるもので

あります。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次

のとおりとするものであります。（１）給水戸

数１万６００戸、（２）年間給水量３６５万立

方メートル、（３）１日平均給水量１万立方メ

ートル、（４）主な建設改良事業、配水管布設

替工事等。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 

 収入、第１款水道事業収益を８億３，１００

万円とするものであります。内訳は、第１項営

業収益７億６，１５５万６，０００円、第２項

営業外収益６，９４１万４，０００円などであ

ります。 

 支出、第１款水道事業費用を８億２，８００

万円とするものであります。内訳は、第１項営

業費用７億８，０９８万７，０００円、第２項

営業外費用４，６６２万３，０００円などであ

ります。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので

あります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２億６，７００万円は、過年度分損益

勘定留保資金４，９５３万５，０００円、当年

度分損益勘定留保資金から１億７，７４６万５，

０００円、減債積立金から４，０００万円で補

塡するものであります。 

 収入、第１款資本的収入は９，２００万円と

するものであります。内訳は、第１項企業債５，

０００万円、第４項工事負担金１，４５０万円、

第６項国庫補助金１，５４０万円などでありま

す。 

 ２ページをごらん願います。 

 支出、第１款資本的支出は３億５，９００万

円とするものであります。内訳は、第１項建設

改良費３億１，６２１万９，０００円、第２項

企業債償還金４，２７８万１，０００円であり

ます。 

 債務負担行為、第５条、債務負担行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定めるものであります。 

 事項は、水道事業子育て世帯補助金、期間は、

平成３０年度から平成３４年度、限度額は、平

成３０年１月から補助終了月までの間に支払う

水道料金の２分の１相当額の累計額であります。 

 企業債、第６条、起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定めるものであります。 

 起債の目的は、上水道事業、限度額は５，０

００万円、起債の方法は、普通貸借または証券

発行、利率は借入先との協定によるものであり

ます。ただし、利率見直し方式で借り入れる資

金について、利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率とします。 

 償還の方法は、借入先の融資条件によるもの

であります。ただし、財政上の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、または繰り上げ償
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還もしくは低利に借換えすることができるもの

とします。 

 一時借入金、第７条、一時借入金の限度額は、

２億円と定めるものであります。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、第８条、

予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定めるものであり

ます。 

 （１）営業費用と営業外費用の間、（２）建

設改良費と企業債償還金の間。 

 議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費、第９条、次に掲げる経費については、

その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ないものとします。 

 （１）職員給与費７，１０３万８，０００円、

（２）交際費２万円。 

 たな卸資産購入限度額、第１０条、たな卸資

産の購入限度額は１，０００万円と定めるもの

であります。 

 次に、予算の明細について御説明申し上げま

すので、１６ページ、１７ページをお開き願い

ます。 

 資料１、収益的収支でございますが、収益的

収入の第１款水道事業収益８億３，１００万円

は、前年度当初対比７００万円の増を予定する

ものであります。 

 １項営業収益７億６，１５５万６，０００円

は、前年度当初対比３４万４，０００円の減で

ありますが、内訳は、１項１目給水収益７億３，

０１８万８，０００円は、前年度当初対比１０

８万円の減であります。 

 ２目一般会計負担金１，３１２万４，０００

円は、前年度当初対比２３万５，０００円の減

でありますが、旧小倉簡易水道減価償却費及び

消火栓維持管理の負担金などを計上し、３目受

託工事収益１万円は存目程度の計上であります。 

 ４目その他営業収益３５１万４，０００円は、

前年度当初対比１９万４，０００円の増であり

ますが、給水装置工事申し込みに係る工事検査

手数料及び開閉栓手数料などを計上し、５目受

託金１，４７２万円は、前年度当初対比７７万

７，０００円の増でありますが、下水道使用料

の徴収事務受託金の計上であります。 

 ２項営業外収益６，９４１万４，０００円は、

前年度当初対比７３４万４，０００円の増であ

りますが、１目受取利息及び配当金に預金利息

３０万円を計上し、２目長期前受金戻入６，９

００万４，０００円は、前年度当初対比７４５

万７，０００円の増でありますが、平成２８年

度以前の資産に対する戻入額を計上し、３目雑

収益１１万円は存目程度の計上であります。 

 ３項特別利益３万円は、１目固定資産売却益、

２目過年度損益修正益、３目その他特別利益に

存目程度を計上するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 収益的支出の第１款水道事業費用８億２，８

００万円は、前年度当初対比６００万円の増を

予定するものであります。 

 １項営業費用７億８，０９８万７，０００円

は、前年度当初対比９１３万５，０００円の増

を予定するものであります。 

 内訳は、１目原水及び浄水費３億８，２４９

万９，０００円は、前年度当初対比１８３万８，

０００円の増でありますが、１０節修繕費では

大石配水池などの施設修繕、１１節動力費では

各施設の電気料、１３節委託料は、各水道施設

の電気計装設備の管理業務委託料など、１５節

受水費は、村山広域水道からの受水費用のほか、
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職員人件費の計上であります。 

 ２目配水及び給水費７，６３０万５，０００

円は、前年度当初対比４５万４，０００円の増

でありますが、職員人件費のほか、次のページ

をお開き願います。１１節修繕費では漏水修理

など、１６節委託料では、量水器取りかえ、漏

水調査のほか管路図修正などの業務委託料を計

上し、３目受託工事費１３万円は、前年度当初

と同額の計上であります。 

 ４目総係費５，２００万円は、前年度当初対

比８７万円の増であり、１２節手数料では、金

融機関及びコンビニの取扱手数料を、次のペー

ジをお開き願います。１８節で貸倒引当金繰入

額、２０節委託料は、検針業務委託料などを、

２１節補助金では子育て世帯補助金の計上であ

ります。 

 ５目減価償却費２億６，１５５万３，０００

円は、前年度当初対比５９７万３，０００円の

増となったものでありますが、有形固定資産減

価償却費の計上であります。 

 ６目資産減耗費８１０万円は、前年度当初と

同額で、２節固定資産除却費などを計上し、７

目その他営業費用４０万円は、前年度当初と同

額で、量水器の売却原価などの計上であります。 

 ２項営業外費用４，６６２万３，０００円は、

前年度当初対比３１３万５，０００円の減を予

定するものであります。 

 内訳は、１目支払利息２，８１１万３，００

０円は、前年度当初対比７２万５，０００円の

減でありますが、１節企業債利息では、企業債

償還利息の計上であります。 

 ２目繰延勘定償却８２０万２，０００円は、

前年度当初対比２４１万円の減で、管路図等の

開発費償却を計上し、３目消費税１，０００万

円、４目雑支出３０万８，０００円は、前年度

当初と同額を計上するものであります。 

 ３項特別損失１万円、４項予備費３８万円は、

前年度当初と同額計上するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 資料２の資本的収支について御説明申し上げ

ます。 

 資本的収入、第１款資本的収入９，２００万

円は、前年度当初対比１，４００万円の増を予

定するものであります。 

 内訳は、１項１目企業債５，０００万円は、

前年度当初と同額計上でありますが、配水管布

設替工事などに充てるための借入金を計上し、

２項１目加入金２６７万８，０００円は、前年

度当初対比４万３，０００円の増でありますが、

給水装置新設などの加入金の計上であります。 

 ３項１目他会計負担金９４１万２，０００円

は、前年度当初対比５７０万７，０００円の増

でありますが、消火栓の更新などを一般会計か

らの負担として計上し、４項１目工事負担金１，

４５０万円は、前年度当初対比１，０００万円

の増でありますが、高速道路や下水道工事に関

連した負担金の計上であります。 

 ５項１目固定資産売却代金１万円は、存目程

度の計上であります。 

 ６項１目国庫補助金１，５４０万円は、前年

度当初対比１７５万円の減でありますが、生活

基盤施設耐震化交付金の計上であります。 

 資本的支出、第１款資本的支出３億５，９０

０万円は、前年度当初と同額計上するものであ

ります。 

 内訳は、１項建設改良費３億１，６２１万９，

０００円は、前年度当初対比５０１万２，００

０円の減でありますが、１目配水管布設費３億

９７５万円は、前年度当初対比４４０万円の減

でありますが、老朽管更新や高速道路に関連し
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た配水管移設の設計委託料や工事請負費のほか、

民間開発に伴う配水管布設工事補助金などの計

上であります。 

 ２目固定資産購入費１７２万８，０００円は、

前年度当初対比６９万２，０００円の減であり

ますが、鉄管探知機や給水タンク購入費の計上

であります。 

 ３目リース債務支払額４７４万１，０００円

は、前年度当初対比８万円の増でありますが、

リース料支払額元本相当分の計上であります。 

 ２項１目企業債償還金４，２７８万１，００

０円は、前年度当初対比５０１万２，０００円

の増でありますが、企業債償還元金を計上した

ものであります。 

 次に、平成２９年度の資金の収支について御

説明申し上げますので、５ページにお戻り願い

ます。 

 説明書２、平成２９年度上山市水道事業会計

予定キャッシュ・フロー計算書。 

 １、業務活動によるキャッシュ・フロー。当

年度純利益からその他流動負債の増減額までの

小計２億４，３０１万１，０００円に、利息及

び配当金の受取額、利息の支払い額を増減し、

業務活動によるキャッシュ・フロー合計を２億

１，５３３万８，０００円と予定するものであ

ります。 

 ２、投資活動によるキャッシュ・フロー。有

形固定資産の取得による支出から一般会計また

は他の特別会計からの繰入金による収入までの

投資活動によるキャッシュ・フロー合計を、マ

イナス２億３，４６３万円と予定するものであ

ります。 

 ３、財務活動によるキャッシュ・フロー。建

設改良費等の財源に充てるための企業債による

収入から、リース料の元本支払い額までの小計

２４７万８，０００円からリース料利息の支払

い額１３万円を差し引き、財務活動によるキャ

ッシュ・フロー合計を２３４万８，０００円と

予定するものであります。 

 業務活動、投資活動、財務活動それぞれのキ

ャッシュ・フロー合計の結果、資金の減少額が

１，６９４万４，０００円となり、資金の期首

残高４億７，５４９万８，０００円から差し引

き、資金の期末残高を４億５，８５５万４，０

００円と予定するものであります。 

 次に、平成２９年度の予定貸借対照表につい

て御説明申し上げますので、１０ページをお開

き願います。 

 説明書５、平成２９年度上山市水道事業予定

貸借対照表。 

 資産の部でありますが、１、固定資産、

（１）有形固定資産は、イ、土地からリ、リー

ス資産までの減価償却を行い、有形固定資産合

計を４９億１，９０５万２，０００円に、

（２）無形固定資産の施設利用権を前年度同額

の１１８万２，０００円を見込み、固定資産合

計を４９億２，０２３万４，０００円と予定す

るものであります。 

 ２、流動資産は、（１）現金預金から（３）

貯蔵品までの流動資産合計を５億３，０８７万

５，０００円とし、３、繰延勘定（１）開発費

は５９６万１，０００円で、資産合計を５４億

５，７０７円と予定するものであります。 

 次のページをお開きください。 

 負債の部でありますが、４、固定負債は、

（１）企業債、（２）リース債務で、固定負債

合計１６億５，０５８万１，０００円とし、５、

流動負債は、（１）企業債から（５）預り金ま

で、流動負債合計２億４，９８８万７，０００

円とし、６、繰延収益は、（１）長期前受金か
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ら（２）長期前受金収益化累計額を差し引き、

繰延収益合計を１０億４，２８６万４，０００

円とし、負債合計を２９億４，３３３万２，０

００円と予定するものであります。 

 資本の部、７、資本金（１）自己資本金は２

１億９，３１９万６，０００円で、８、剰余金

（１）資本剰余金は、イ、受贈財産評価額で、

資本剰余金合計５９５万３，０００円に、

（２）利益剰余金は、イ、減債積立金からハ、

当年度未処分利益剰余金まで、利益剰余金合計

３億１，４５８万９，０００円とし、剰余金合

計を３億２，０５４万２，０００円と予定する

ものであります。 

 その結果、資本合計は２５億１，３７３万８，

０００円となり、負債・資本合計は５４億５，

７０７万円と予定するものであります。 

 なお、６ページからの給与費明細書、その他

の説明書等につきましては、説明を省略させて

いただきますので、御参照いただきたいと思い

ます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

いたします。 

○尾形みち子委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑は、全部を一括して行います。 

 質疑、発言を許します。棚井委員。 

○棚井裕一委員 平成２８年度末の水道管の耐

震化率をお伺いします。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 平成２８年度末の耐

震化率でございますが、約１３％を見込んでお

ります。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 内訳として導入管、送水管、

配水管、それぞれ内訳と、あと、平成２９年も

耐震化工事を行うみたいですけども、あわせて

平成２９年度末の耐震化率の予定をお知らせく

ださい。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 耐震化率についてで

ございますが、各分野ごとには分けてはおりま

せんけれども、平成２９年度末における耐震化

率は、全体として約１４％を見込んでおります。 

○尾形みち子委員長 棚井委員。 

○棚井裕一委員 一応基幹というか、一番基幹

となる導入管及び送水管というのは、もちろん、

そちらのほうを優先して行っていらっしゃるん

でしょうか。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 確かに重要になる導

入管、送水管のほうが重要ではございますけど

も、今は老朽度が進んでいる管をまずは着手し

ております。導入管、送水管につきましても、

年次計画の中で速やかに対応していきたいとい

うふうに考えております。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。枝松委員。 

○枝松直樹委員 総水収益、前年度対比１０８

万円の減と説明がありましたけれども、これの

主な理由などを聞かせてください。 

 それから、高速道路の件が出てきておりまし

たけど、どういった本会計に対する影響という

のはあったのでしょうか。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 収入の減の理由とい

うことでございますが、大きなものとしては、

給水収益のほうで減額を見込んでおります。給

水収益の減額につきましては実績から見込んだ

ものであり、平成２８年度の使用水量から見込

んだ数値となっております。 

 高速道路との関連でございますが、水道事業
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においては、高速道路の関連の事業については

あと１カ所残すのみとなりましてほぼ完了して

いるということから、大きな影響というものは

考えておりません。 

○尾形みち子委員長 枝松委員。 

○枝松直樹委員 ちょっと理解ができないとこ

ろがあったので。 

 長期休業している旅館などもあって、どんな

要因があってこういう水道料金が下がってきて

いるのか、収益が下がっているのかということ

を聞いたわけでありまして、入湯税なんかも大

分下がったわけでありますが、そこが一番大き

な原因なのか、ただ、１つの大きいところで１

０８万円というのは、もっと下がるのかなと思

っていたものですから、その辺、ちょっともう

少しわかれば聞かせてください。 

 そして、高速道路で水を使うと。そのことと

いうのは、この先、どうなっていくのか、もう

ちょっと詳しく聞きたいと思ったんですが。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 今回減っているとい

う料金に対しましては、やはり高速道路関係と

いうのは若干影響はしているというふうに判断

しております。といいますのは、高速道路の工

事に係る部分で大分水道量が使用されていると

いうこととか、それに伴う作業員の方が若干ふ

えているということからの増加というのがあっ

たのですけれども、平成２９年度では大分落ち

つくであろうという見込みから、そういうこと

の影響も考慮した数字となっております。 

○枝松直樹委員 ふえる要因と減る要因がある

と。高速道路関係は落ちつくから減るだろうと。

あそこの長期休業もあると。だけどマイナス１

０８万円というのは少ないなと思ったものです

から、その辺の中身がわかればということであ

って、再度質問します。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 確かに長期休業の部

分につきましては減額になりますけれども、も

ともと井戸水を使っているところでありまして、

大きく減少の要因としては、余り大きいものと

しては見込んでおりません。結果、１００万円

程度ということの減額で推移するだろうと見込

んだところでございます。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。川崎委員。 

○川崎朋巳委員 給水戸数と年間給水量につい

てです。本市の給水というのは、ほぼたしか９

９％超、村山広域水道からの受水だったと記憶

しております。それで、村山広域水道と本市の

受水に関する契約は、平成何年度までであった

かについてお知らせください。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 契約の期間でござい

ますが、平成２９年度までの契約で、平成３０

年度からは新たな契約となる見込みでございま

す。 

○尾形みち子委員長 川崎委員。 

○川崎朋巳委員 本市にも、例えば新たな企業

の立地であったりという側面のほかに人口減少

という問題を抱えています。今後の村山広域水

道との受水に関する契約いかんで、本市市民の

水道料金負担の軽減という部分にもつながって

こようかと思います。契約に当たっては、給水

戸数であったり、その他本市の今後の要因をど

のように考えて契約に当たる予定であるのか、

現状、わかる範囲であれば教えてください。 

○尾形みち子委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 平成３０年度からの

契約の概要ということだと思いますけども、ま
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ず１つは、県のほうの供給に関しての各料金設

定、そういったものが新たに設定される場合が

あります。 

 あともう一つが、こちらのほうで受水する量

というのがありまして、そういったものについ

ては村山広域水道の施設を建設する時点から、

ある程度の共通の負担をしながら建設している

という経過もありまして、ある一定の責任水量

と申しまして各市町村で負担すべき水量という

ものがございます。そういったものについては、

大きな変動はないのではないかと見込んでおり

ますので、実際の使用量に応じた部分だけの変

動なので、そう大きな差は生じないのではない

かと現時点では見込んでおるところでございま

す。 

○尾形みち子委員長 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、議第１５号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 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〕 

○尾形みち子委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第１５号平成２９年度上山市水道事業会計

予算は、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〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１５号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案の審

査は全て終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員長報告の取りまとめは、正副委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○尾形みち子委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告の取りまとめは、正副委

員長に一任することに決しました。 

 

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

閉  会 

 

○尾形みち子委員長 これにて予算特別委員会

を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後０時０８分 閉 会 

 


