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  平成２９年９月２８日（木曜日） 
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午前１０時００分 開 会 
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開  議 

 

○坂本幸一委員長 出席委員は定足数に達して

おりますので、これより本日の会議を開きます。 

 今期定例会において、当決算特別委員会に付

託されました案件は、議第４３号平成２８年度

上山市一般会計歳入歳出決算の認定について外

８件であります。 

 初めに、一般会計歳入歳出決算の審査方法に

ついてお諮りいたします。 

 平成２８年度上山市一般会計歳入歳出決算の

説明と質疑について、各委員に配付いたしてお

ります審査予定表のとおり進めたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、審査予定表のとおり進めることに決

しました。 

 なお、その他の決算については、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、御協力をお願いいたします。 

 

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

 議第４３号 平成２８年度上山市 

       一般会計歳入歳出決 

       算の認定について 

 

○坂本幸一委員長 それでは、議第４３号平成

２８年度上山市一般会計歳入歳出決算について

の審査を行います。 

 初めに、歳入について当局の説明を求めます。

会計課長。 

〔齋藤智子会計課長 登壇〕 
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○齋藤智子会計課長 おはようございます。 

 命によりまして、平成２８年度上山市一般会

計歳入歳出決算について補足説明申し上げます。 

 なお、説明に当たりまして、前年度決算額と

の比較増減を申し上げますが、千円単位とさせ

ていただきますので、御了解くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の３ペー

ジ、４ページをお開き願います。 

 初めに、１款市税について申し上げます。収

入済額は３６億２，６４７万１，４４０円で、

前年度に比べ３，３３２万１，０００円の増、

率にして０．９％の増でありました。法人市民

税の減により市民税が減少したものの、固定資

産税、軽自動車税などが増加したことによるも

のであります。 

 不納欠損額は１，５４２万５，７３７円、収

入未済額は２億４，５８５万２，６２０円とな

っております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項市民税

が１３億２，７７２万５５８円、２項固定資産

税が１７億７，４２０万８６８円、３項軽自動

車税が８，９２７万１，８１７円、４項市たば

こ税が１億８，２４５万２，５１３円、５項入

湯税が４，３４４万８，２５０円、６項都市計

画税が２億９３７万７，４３４円となっており

ます。 

 ２款地方譲与税について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１億１，７３３万７，０

００円で、前年度に比べ９７２万５，０００円

の減、率にして７．７％の減でありました。 

 収入済額の内訳につきましては、１項地方揮

発油譲与税が３，４２７万３，０００円、２項

自動車重量譲与税が８，３０６万４，０００円

となっております。 

 ３款１項利子割交付金について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の４１３万４，０００

円で、前年度に比べ１７９万８，０００円の減、

率にして３０．３％の減でありました。 

 ４款１項配当割交付金について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の６５６万円で、前年

度に比べ４１０万２，０００円の減、率にして

３８．５％の減でありました。 

 ５款１項株式等譲渡所得割交付金について申

し上げます。収入済額は調定額と同額の３３７

万２，０００円で、前年度に比べ５２９万６，

０００円の減、率にして６１．１％の減であり

ました。 

 ６款１項地方消費税交付金について申し上げ

ます。収入済額は調定額と同額の５億１，７１

２万２，０００円で、前年度に比べ６，７９０

万３，０００円の減、率にして１１．６％の減

でありました。 

 ７款１項ゴルフ場利用税交付金について申し

上げます。収入済額は調定額の５８９万５，７

７０円で、前年度に比べ４万１，０００円の増、

率にして０．７％の増でありました。 

 ８款１項自動車取得税交付金について申し上

げます。収入済額は調定額と同額の２，４７０

万４，０００円で、前年度に比べ２００万５，

０００円の増、率にして８．８％の増でありま

した。 

 ９款１項地方特例交付金について申し上げま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 収入済額は調定額と同額の１，２１３万６，

０００円で、前年度に比べ１４９万３，０００

円の増、率にして１４％の増でありました。 

 １０款１項地方交付税について申し上げます。

収入済額は調定額と同額の３９億４，７７０万
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９，０００円で、前年度に比べ１億４，６４３

万５，０００円の減、率にして３．６％の減で

ありました。普通交付税が１億４，８０５万８，

０００円減少し、特別交付税が１６２万３，０

００円増加したことによるものであります。 

 １１款１項交通安全対策特別交付金について

申し上げます。収入済額は調定額と同額の５６

４万円で、前年度に比べ３０万６，０００円の

減、率にして５．１％の減でありました 

 １２款分担金及び負担金について申し上げま

す。収入済額は１億３，７１７万６，５５９円

で、前年度に比べ２，４２７万７，０００円の

減、率にして１５％の減でありました。防犯灯

ＬＥＤ化整備事業分担金の皆増により分担金が

増加したものの、保育施設入所負担金などの減

により負担金が減少したことによるものであり

ます。収入未済額は３３９万４，９６０円とな

っております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項分担金

の収入済額は１２０万７，８６３円、２項負担

金の収入済額は１億３，５９６万８，６９６円

となっております。 

 １３款使用料及び手数料について申し上げま

す。収入済額は１億３，７４２万９，４３７円

で、前年度に比べ６３万８，０００円の増、率

にして０．５％の増でありました。市有土地建

物使用料などの増加に加え、飲料水供給施設水

道料金が皆増したことにより、使用料が増加し

たことによるものであります。収入未済額は４

６５万８，４２７円となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項使用料

が６，７６１万２，７７７円、２項手数料が２，

９１０万１６０円、３項証紙収入が４，０７１

万６，５００円となっております。 

 １４款国庫支出金について申し上げます。収

入済額は調定額と同額の１６億１，５６５万６，

７８１円で、前年度に比べ４２５万３，０００

円の減、率にして０．３％の減でありました。

生活保護費負担金、子どものための教育・保育

給付費国庫負担金などの増により国庫負担金が

増加したものの、社会資本整備総合交付金など

の減により国庫補助金が減少したことによるも

のであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

担金が９億６，４４９万９，０６９円、２項国

庫補助金が６億４，４７４万５，０７３円、３

項委託金が６４１万２，６３９円となっており

ます。 

 １５款県支出金について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の９億２，１５５万６，９

６２円で、前年度に比べ５，２２７万７，００

０円の増、率にして６％の増でありました。子

どものための教育・保育給付費県費負担金など

の増により県負担金が増加するとともに、介護

施設等開設準備交付金、参議院議員通常選挙費

委託金の皆増により、県補助金及び委託金も増

加したことによるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項県負担

金が４億８，７４６万８，５８４円、２項県補

助金が３億５，７８２万８，０７５円、３項委

託金が７，６２６万３０３円となっております。 

 １６款財産収入について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の１億５，０６３万２６円

で、前年度に比べ２，４３１万５，０００円の

増、率にして１９．２％の増でありました。主

に蔵王みはらしの丘市有地処分による土地売払

収入の増より、財産売払収入が増加したことに

よるものであります。 

 収入済額の内訳につきましては、１項財産運

用収入が６，００６万２，１６０円、２項財産
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売払収入が９，０５６万７，８６６円となって

おります。 

 次のページをお開き願います。 

 １７款１項寄附金について申し上げます。収

入済額は調定額と同額の１４億７，０１７万９，

７２１円で、前年度に比べ６億３，０５７万５，

０００円の増、率にして７５．１％の増であり

ました。主にふるさと納税寄附金が増加したこ

とによるものであります。 

 １８款繰入金１項基金繰入金について申し上

げます。収入済額は調定額と同額の２億９，０

００万円で、前年度に比べ２億２，９８７万円

の増、率にして３８２．３％の大幅な増であり

ました。平成２７年度末をもって廃止された地

域の元気臨時交付金基金からの繰入金が皆減し

たものの、減債基金繰入金が皆増したことによ

るものであります。 

 １９款１項繰越金について申し上げます。収

入済額は調定額と同額の４億４，１０２万２，

８３７円で、前年度に比べ３，７３６万円の減、

率にして７．８％の減でありました。 

 ２０款諸収入について申し上げます。収入済

額は１０億９，８３７万６，０６９円で、前年

度に比べ２億２，０５０万８，０００円の増、

率にして２５．１％の増でありました。主に、

産業立地促進資金預託金返還金の増により貸付

金元利収入が増加したことによるものでありま

す。収入未済額は１７０万５，７５７円となっ

ております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項延滞金、

加算金及び過料が７２２万２，２１４円、２項

市預金利子が１２万７，２６６円、３項貸付金

元利収入が８億４，６９６万８，０００円、４

項受託事業収入が８９０万５，８４５円、５項

雑入が２億３，５１５万２，７４４円となって

おります。 

 ２１款１項市債について申し上げます。収入

済額は調定額と同額の２０億１，８００万円で、

前年度に比べ５億２，１６０万円の増、率にし

て３４．９％の増でありました。社会資本整備

総合交付金事業で減少したものの、庁舎整備事

業で増加したことなどによるものであります。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１８２

億１５４万７，０００円に対し、調定額１６８

億２，２１４万７，１０３円、収入済額１６５

億５，１１０万９，６０２円、不納欠損額１，

５４２万５，７３７円、収入未済額２億５，５

６１万１，７６４円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ１４億１，５１８

万９，０００円の増、率にして９．３％の増で

ありました。 

 以上で一般会計の歳入についての説明を終わ

りますが、よろしくお願い申し上げます。 

○坂本幸一委員長 これより質疑に入りますが、

質疑は区分して行います。 

 初めに、１款市税から１０款地方交付税まで

について質疑、発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、１１款交通安全対策特別交付金から２

１款市債までについて質疑、発言を許します。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 ８６ページですが、有料広告

掲載料とネーミングライツ料ということで９６

万４，６００円及び１２０万円というふうに記

載されておりますが、使途をお聞きしたいと思

いまして、お示しください。 

○坂本幸一委員長 財政課長。 

○金沢直之財政課長 使途につきましては、一

般財源という形で考えてございますので、明確



－１１４－ 

にこれというものはございませんが、特に体育

施設などについては体育施設のほうに使うとい

うような考え方に立っておるものでございます。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 そうしますと、ネーミングラ

イツはおおむね体文とか、野球場に関しても約

３０万円ぐらいあると思いますけれども、野球

場に使っていくという方針ということでわかり

ました。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 １７款寄附金のふるさと納税

について伺います。 

 ふるさと納税のそれぞれのどのような使途に

使われたのか。あと、このふるさと納税で歳入

されたうち、まだ使用されていないものがあれ

ばお知らせください。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 ふるさと納税につき

ましては、活用先につきまして、「はぐくむ」

いわゆる子育て・文化・スポーツの事業、「や

すらぐ」健康・福祉の事業、「にぎわう」産業

振興の事業、「うるおう」環境・防災・安全等

の事業、「つながる」まちづくり・国際交流等

の事業に分けまして充当をしているところでご

ざいます。 

 今現在、まだ充当していない事業があるかと

いうことでございますが、決算に対しまして全

額充当をしております。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 それぞれの割合、パーセント

でも構いませんけれども、そういったものはお

示しできますか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 大まかな金額を申し

上げたいと思います。 

 「はぐくむ」につきましては１０億４，００

０万円ほど、「やすらぐ」につきましては１億

３，０００万円ほど、「にぎわう」につきまし

ては１億２，０００万円ほど、「うるおう」に

つきましては１億円ほど、「つながる」につき

ましては３，５００万円ほど、大体概算でこの

ような割合になります。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 これは記憶によると、いわゆ

るどの使途に使ってほしいかということを明記

してふるさと納税する方が選ぶというもので、

市長にお任せというふうな項目もあったと思い

ますけれども、これはそれぞれ最初からなんで

しょうか。それとも、市長にお任せという割合

というのは結構多いものなのでしょうか。お知

らせください。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 市長にお任せを選ん

だ方が一番多い状況になっております。その中

で主に子育て関係、教育関係に振り分けたもの

でございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で歳入についての質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出について当局の説明を求めます。

会計課長。 

〔齋藤智子会計課長 登壇〕 

○齋藤智子会計課長 それでは、一般会計の歳

出について申し上げますので、９ページ、１０

ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項議会費について申し上げま

す。支出済額は１億５，４５３万６，９５３円

で、前年度に比べ１，３９６万５，０００円の
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減、率にして８．３％の減でありました。不用

額は１５１万４７円となっております。 

 ２款総務費について申し上げます。支出済額

は３３億５，７５８万５，１４５円で、前年度

に比べ１２億９，６２２万３，０００円の増、

率にして６２．９％の増でありました。本庁舎

耐震化等にかかる工事請負費、ふるさと納税業

務委託料、基金積立金などの増により、総務管

理費が増加したことによるものであります。翌

年度繰越額は９億１，７３２万９，０００円、

不用額は８，４３５万１，８５５円となってお

ります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項総務管

理費３０億３９５万８，７０２円、２項徴税費

が１億７，６４８万１，０９５円、３項戸籍住

民基本台帳費が８，３５６万９，１３４円、４

項選挙費が２，８６２万９，３６７円、５項統

計調査費が４，４２２万９，３１６円、６項監

査委員費が２，０７１万７，５３１円となって

おります。 

 ３款民生費について申し上げます。支出済額

は４３億４，８３６万５，５６５円で、前年度

に比べ１億８，４７３万４，０００円の増、率

にして４．４％の増でありました。保育園建設

事業費などの減により児童福祉費が減少したも

のの、臨時福祉給付費の増により社会福祉費が

増加したことによるものであります。翌年度繰

越額は３億７，７２７万８，０００円、不用額

は２億２５万６，４３５円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項社会福

祉費が２６億８，０７５万５，５０３円、２項

児童福祉費が１３億８，９９１万４，４８５円、

３項生活保護費が２億７，７６９万５，５７７

円となっております。 

 ４款衛生費について申し上げます。支出済額

は７億４，３１３万２，７６７円で、前年度に

比べ６，８１８万円の減、率にして８．４％の

減でありました。消防庁舎太陽光発電システム

設置工事が平成２７年度に完了したことにより、

主に保健衛生費が減少したことによるものであ

ります。不用額は２，９３７万２，２３３円と

なっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項保健衛

生費が３億９，２７６万３，８９６円、２項清

掃費が３億５，０３６万８，８７１円となって

おります。 

 ５款１項労働費について申し上げます。支出

済額は７，３６９万２，２２４円で、前年度に

比べ２１３万４，０００円の増、率にして３％

の増でありました。勤労青少年施設費の皆減が

あったものの、雇用促進事業費が増加したこと

によるものであります。不用額は３６２万２，

７７６円となっております。 

 ６款農林水産業費について申し上げます。支

出済額は４億８，６９１万７，４３６円で、前

年度に比べ１，７４８万２，０００円の増、率

にして３．７％の増でありました。地域農業振

興事業費、果樹園芸産地形成事業費などの増加

により、農業費が増加したことによるものであ

ります。不用額は２，８９９万９，５６４円と

なっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項農業費

が４億５，７６８万１，４８７円、２項林業費

が２，９２３万５，９４９円となっております。 

 ７款１項商工費について申し上げます。支出

済額は１３億９，２６０万２，０５１円で、前

年度に比べ３億５５３万６，０００円の増、率

にして２８．１％の増でありました。主に商工

業振興資金原資預託金の貸付金が増加したこと

によるものであります。翌年度繰越額は１億３，
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４８０万４，０００円、不用額は１億３，１１

５万８，９４９円となっております。 

 ８款土木費について申し上げます。支出済額

は１１億２８６万２，９２５円で、前年度に比

べ４億３９４万４，０００円の減、率にして２

６．８％の減でありました。市営金生住宅長寿

命化事業費の増により住宅費が増加したものの、

中部コミュニティセンター建設工事が平成２７

年度に完了したことにより、都市計画費が減少

したことによるものであります。翌年度繰越額

は１，４００万円、不用額は４，２７２万８，

０７５円となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 支出済額の内訳につきましては、１項土木管

理費が２，４２１万６，３９９円、２項道路橋

梁費が５億７，８６３万４１８円、３項河川費

が５１１万２，６９４円、４項都市計画費が３

億６，０４９万７，４０３円、５項住宅費が１

億３，４４０万６，０１１円となっております。 

 ９款１項消防費について申し上げます。支出

済額は５億２，１３１万３，７８６円で、前年

度に比べ５，３６８万６，０００円の増、率に

して１１．５％の増でありました。高規格救急

自動車整備等により、主に消防施設費が増加し

たことによるものであります。不用額は１，０

３７万８，２１４円となっております。 

 １０款教育費について申し上げます。支出済

額は１９億９，３７４万１，３９３円で、前年

度に比べ２，６４９万３，０００円の増、率に

して１．３％の増でありました。蔵王グリーン

グラウンド改修工事が平成２７年度に完了した

ことにより保健体育費が減少したものの、上山

小学校建設事業費の増により小学校費が、西郷

地区公民館建設事業費の皆増により社会教育費

が、それぞれ増加したことによるものでありま

す。翌年度繰越額は９，０５８万４，０００円、

不用額は８，２４０万５，６０７円となってお

ります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項教育総

務費が１億９，６９８万１，００５円、２項小

学校費が７億５，６５７万２，２１８円、３項

中学校費が１億５，７５７万５，３０４円、４

項学校給食費が１億７，９８１万４，０４７円、

５項社会教育費が５億５，３２５万４，２５２

円、６項保健体育費が１億４，９５４万４，５

６７円となっております。 

 １１款災害復旧費について申し上げます。支

出済額は７０１万４，３９２円で、前年度に比

べ５，８５８万２，０００円の減、率にして８

９．３％の減でありました。主に史跡羽州街道

楢下宿金山越災害復旧工事が平成２７年度に完

了したことにより、文教施設等災害復旧費が皆

減したことによるものであります。不用額は５

８万５，６０８円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項農林水

産業施設災害復旧費が６２万７，１５６円、２

項土木施設災害復旧費が６３８万７，２３６円

となっております。 

 １２款１項公債費について申し上げます。支

出済額は１７億５，４５６万１，４３１円で、

前年度に比べ３億４，７７４万９，０００円の

増、率にして２４．７％の増でありました。市

債償還利子が減少したものの、市債償還元金が

増加したことによるものであります。不用額は

３，９６８万３，５６９円となっております。 

 １３款諸支出金１項普通財産取得費について

申し上げます。支出済額は７，６１７万２，４

３７円で、前年度に比べ１，５２３万４，００

０円の増、率にして２５％の増でありました。

蔵王みはらしの丘宅地分譲用地の土地取得費が
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増加したことによるものであります。不用額は

５６３円となっております。 

 １４款１項予備費について申し上げます。当

初予算額は２，０００万円でありましたが、全

額を２款総務費に充用したため、不用額はゼロ

となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

支出済額は１６０億１，２４９万８，５０５円、

翌年度繰越額は１５億３，３９９万５，０００

円、不用額は６億５，５０５万３，４９５円と

なったものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ１７億４６０万１，

０００円の増、率にして１１．９％の増であり

ました。 

 次のページをお開き願います。 

 歳入歳出差引残額は５億３，８６１万１，０

９７円となり、うち２億１，４００万円を減債

基金に繰り入れたものであります。 

 以上で平成２８年度上山市一般会計歳入歳出

決算について補足説明を終わりますが、よろし

くお願い申し上げます。 

○坂本幸一委員長 これより質疑に入りますが、

質疑は区分して行います。 

 初めに、１款議会費、２款総務費について質

疑、発言を許します。枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 それでは、総務費の総務管理

費でしょうかね、市ホームページについてちょ

っとお伺いしますが、適正な情報を自治体とし

ては市民に、外国人も含めた人たちに流すべき

だという観点でお尋ねするのですが、先般、韓

国人の方から、上山市のホームページの訳がめ

ちゃくちゃだという指摘を受けました。その後、

中国語に堪能な学校の先生から、やはり中国語

訳もめちゃくちゃだというふうな指摘を受けま

した。 

 私も見たんですけれども、上山の「上・山・

市」が「神」になっていたり、喫緊な例でいう

とそういうところですが、訳がもう全然訳にな

っていない、誤訳なんですね。英語も同様です。 

 では、ほかの自治体はどうかということで調

べてもらったところ、幾つかのまちでやっぱり

同様のレベルなんですね。 

 ということは、韓国の方が言ってましたけれ

ども、生活情報を手に入れたいと思って市のホ

ームページをクリックしてみると、もう間違っ

た情報になってしまっていて、かえってないほ

うがいいというような指摘だったのです。 

 ですから、これは機械でやっているからそう

いう状況でありまして、機械でやったほかに人

間がチェックをするということも可能なわけで

すから、まず中国語訳、韓国語訳については人

間を張りつけるいとまもないでしょうから、こ

れは廃止すべきだと思っております。そして、

英語１本だけに絞って、そこを人間の手をかけ

てやってみるというようなことについてどうな

のか。 

 これからインバウンドにも取り組もうとして

いるわけでありますし、ドナウエッシンゲン市

の上山に来る子どもたちが、上山はどういうと

ころかなということで英語訳をあけた途端わけ

のわからないことが書いてあったら、これは幻

滅であります。今後、市全体の広報活動という

面でも方針を伺いたいと思います。 

○坂本幸一委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 現在、市のホームページ

は、委員おっしゃるように、英語と韓国語、中

国語の翻訳ということでリンクができるように

設定しておりますが、おっしゃるように自動翻

訳のために完全翻訳は不可能ということでござ

います。 
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 翻訳機能を完全に外すという御提言でござい

ますけれども、１つは、やはり利便性が悪くな

るという危険性がございますし、２つ目は、外

国の方が独自にグーグル等の翻訳機能を使うこ

とで結果的に同じ翻訳になるということもあり

ますし、３つ目は、全てのホームページを３カ

国語、たとえ英語だけにしたとしましてもかな

り経費的にも難しいものがあるのかなというふ

うに現在考えているところでございます。 

 さきに委員から担当者のほうにこうしたお話

があったものですから、私どものほうで早速県

内の他市の状況を調査いたしました。その結果、

全てが自動翻訳機能を使っておりまして、ただ

その中で５つの市が、完全翻訳ができないので

本来の内容と異なる場合があるので、御理解の

上御利用いただきたいというようなお断りの文

面が入っておりました。 

 そうしたことから、本市といたしましても昨

日から同様の手法によりまして、まず対応して

おりますけれども、今後翻訳機能の進展といっ

たこともあわせまして考えていかなければなら

ないというふうに思っております。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 お断りをくっつけたというこ

とについては一歩前進だと思いますが、意味が

とれないホームページを載せても、これはやっ

ぱり意味がないというふうに思うんです。 

 私もたまたま英語を訳すときに長い文だとグ

ーグルの翻訳は使ったりしますけれども、やっ

ぱり意味がとれなかったりするわけですよね。

そうすると、再度そこで辞書を引いてというふ

うになるんですけれども、正しい情報を伝える

というやっぱり市のメンツにかかわることだと

思うんですけれども、お断りで済むものなのか

どうか。英語だけでもきちんと仕上げてほしい

と思いますけれども、その気はないということ

ですか。再度伺って終わりたいと思います。 

○坂本幸一委員長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 現在の時点では英語だけ

実施するというのは考えてございません。今後

の研究課題かと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

井上学委員。 

○井上 学委員 ２款１項６目企画費の中で何

点かお聞きしたいと思います。 

 まず、バス路線維持補助金ですけれども、こ

れは決算額で近年の推移を教えてください。 

 次に、地域おこし協力隊のことですけれども、

たしかずっといてもらうのではなくて、何年か

というふうな、たしか期限が３年だったと思う

んですけれども、平成２８年度において満了し

たとかそういった事例、またその後の隊員はど

ういったことになったのか。平成２８年度にな

ければ、今まで過去にどういった経緯になって

いるのか、お示しください。 

 次に、主要施策の成果説明書の中で、地域活

動のための計画を自主的に新たに設定した地域

数を目標としているわけで、平成２８年度は実

績ゼロというふうなことですが、決算の中でど

ういった事業でこれを手当てしていったのか、

お示しください。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 まず１点目、路線バ

スの補助金につきましては、ほぼ同様の金額で

推移をしているところでございます。 

 ２点目、地域おこし協力隊、平成２８年度末

で３年満期でやめた方はおりませんが、１名、

２年でクアオルトガイドの協力隊員が諸事情に

よりやめております。 

 ３点目、地域活動計画の予算措置でございま
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すが、この計画を立てた場合、元気なかみのや

ま創造支援事業の補助金で手当てをする予定で

ございましたが、実績はゼロでございましたの

で、この部分では支出をしておりません。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 まず、バス路線維持ですけれ

ども、多分私の認識だと、利用者がふえればこ

の補助金がその分公共の交通会社が減ってくる

というふうな部分で、やはり地域の人としては

変わらないというふうなことは利用者もそんな

にふえていないのかなというところなんですけ

れども、そういった今ある公共交通機関に対し

て、もっとほかの交通機関、市営バスだったり

あとデマンドタクシーだったりというふうな要

望があるので、ぜひその点を調査していただき、

今後平成３０年度に向けて検討していただきた

いので、その点考えをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 あと、地域協力隊の活動はわかったところで

すが、やはり終わったり諸事情で途中でという

ふうな部分があるかとは思うんですけれども、

やはり定住してもらって一番効果が最大限に発

揮されるのではないかなと思うので、その点の

手だて、今後についてもどういったことを考え

ているのか。そういったふうに進めていってい

ただきたいのですけれども、よろしくお願いし

ます。 

 あと、地域活性化のための計画を自主的に策

定した地域に関しては、策定するのであれば手

助けをしていくというふうなことだったのです

が、私もこれをぱっと見ただけでどういったこ

とをしたらいいのかというふうなことがわから

ないので、講習会なりそういったものにも予算

措置をして、地域が元気になるためにどうやっ

ていくかという場の提供にも予算措置が必要か

と思うんですが、その点について再度お願いい

たします。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 １点目の公共交通、

いわゆる民間バス、今走っている場所に対して

の例えば市営バスとかデマンドタクシーで代替

する必要があるのではないかという御指摘でご

ざいますが、基本的な方針としまして、これま

でも申し上げてまいりましたが、現時点で民間

の路線バスが走っているところにつきましては、

まずはその確保を第一義に考えてまいりたいと

思っております。 

 ２点目、地域おこし協力隊の卒業後、任期後

の活動につきましては、現在の協力隊につきま

しても今やっておりますが、その後の自立を目

指している隊員につきましては、行政としても

支援しながら、また国の補助金でもその自立に

対する支援の財政措置もありますので、そうい

ったところもあわせて支援をしっかりしていき

たいと考えております。 

 ３点目の地域計画でございますが、本来、各

地域が自主的につくるということが一番理想的

ではございますが、地域の単位もさまざまある

と思います。いわゆる出張所単位ではございま

せんが、地域からの相談もこれまでうちのほう

で受けてある案件もありましたので、そういっ

た案件がしっかり成功するような形で相談・支

援を続けてまいりたいと思っています。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。最後の点につ

いてですけれども、例えばどのような計画とか

行政の中で例とかありましたら、お示しいただ

きたいと思うんですけれども、よろしいでしょ

うか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 



－１２０－ 

○鈴木直美市政戦略課長 例えば小さい単位で

あれば、その地区で１つ地域資源、ものをつく

るとか名産を育てていくとか、そういったこと

を目指す計画でも結構だと思っております。 

 あるいは、最初に申し上げました出張所単位

で大きな地域の計画をつくるというのが一番理

想的だとは思いますが、そういったできること

からの計画でまずは始めていくことも必要かと

思っております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１０時４８分 休 憩 

                  

    午前１０時５８分 開 議 

○坂本幸一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次に、３款民生費について質疑、発言を許し

ます。守岡等委員。 

○守岡 等委員 １２６ページの子育て支援医

療給付費についてお尋ねします。 

 本市でも中学３年生まで医療費の無料化が行

われ、市民から大変好評な制度となっています。

わかりにくい診療報酬制度のもとで、財布の心

配がなく医療が受けられるということは本当に

ありがたいことだと思います。 

 まずお尋ねしたいことは、子育て支援医療給

付費として１億８１５万円ほど計上されていま

すが、この内訳について県の支出金、市の持ち

出しそれぞれどれぐらいになっているか、まず

教えてください。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、子育て支援医

療給付費の内訳でございますけれども、県のほ

うの子育て支援医療費補助金が３，０１５万４，

０００円ほど、また、市は残りということで７，

８００万円ほどというふうなことになっており

ます。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 市の持ち出しが約７，８００

万円ということで、最近ではこの子育て医療給

付費、高校３年生まで無料化の対象を広げてい

るところがふえておりまして、県内では白鷹町、

飯豊町、遊佐町、川西町で１８歳まで対象を拡

大しているようです。 

 恐らく今後もそういうところがふえて、多分

高校卒業１８歳までというところで高どまりす

るのではないかと思いますけれども、もし本市

で１８歳までこの子育て医療費の無料化対象を

広げた場合、市の持ち出しがどれくらいになる

のか、試算があれば教えてください。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 １８歳まで拡大した

場合というふうなことでございますけれども、

まず、条件としまして現在の中学生の入院及び

外来の１人当たりの医療費をベースとしてなら

しまして、それに対象となる高校生の数を掛け

て、ざっとですけれども約２，０００万円前後

かかるというふうに見ております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 ２，０００万円前後というこ

とで、これは決してできない数字ではないなと

思って聞いていました。 

 次に、１３４ページ目の第３子以降の保育料

無料化についてお尋ねします。 

 定住人口の増あるいは出生率の向上に向けて、

子育てしやすい上山の実現に向けて、第３子以

降の保育料無料化は非常に重要な政策だと思い

ます。この施設型給付費の委託料と扶助費とい
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うことで約４億１，４００万円ほど計上されて

いますけれども、この負担内訳も教えていただ

けますか。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 保育園、認定こども

園ということで私立に対する委託料補助費でご

ざいますが、国の負担というのは１億５，１７

９万８，９７０円、県の負担につきましては８，

３９４万１，０３３円、市の負担につきまして

は１億７，９０２万７５円ということで、負担

割合からいきますと、国は３７％、県は２０％、

市は４３％の割合で負担しているということで

ございます。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 この保育料の無料化について

は、ひとり親世帯については第１子を半額、第

２子以降を無料にしているようですけれども、

これをひとり親に限らず第２子まで無料化の対

象を拡大した場合、市の負担額、持ち出しは幾

らぐらいふえるというふうに試算していますで

しょうか。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 直近のものというこ

とで平成２９年４月時点の数字でございますが、

保育園、認定こども園、幼稚園、中川児童セン

ターも入れまして４月１日現在の入所児童数が

８０２名、うち第２子を市単独で無料化した場

合については２７９名の方が対応になるという

ことで想定しておりまして、金額としましては

約６，２００万円ぐらいの負担が出てくるもの

と思っております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 第２子まで無料化する場合６，

２００万円ほどの負担が生じるということで、

試算ありがとうございます。 

 今、この保育料、子どもの教育費全体につい

て国のほうでも動きがあるようですけれども、

国に先駆けて充実させていってほしいというこ

とをお願いして質問を終わります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 民生費の社会福祉費社会福祉

総務費ということでお聞きいたします。 

 福祉大会等平成２８年度参加者目標が２００

人ということがあって、実際１４０名ぐらいし

か参加しなかったと。あわせて仲人養成講座、

これも２回ほど開催して、実質２回していただ

いたということです。 

 まず、福祉大会のほうですけれども、平成２

８年度合算して１，１２０万円ほど予算がつい

ておりますが、１４３名しか参加していただけ

なかったと。理由といたしまして、ボランティ

アフェスタと同時開催だということで、ボラン

ティアフェスタのほうに人がとられているとい

うような状況があるということですが、ボラン

ティアフェスタのほうの要するに人の流れとい

いますか、ちゃんとそれを把握なさっているの

かということがまず１点。 

 あと、仲人養成講座も平成２８年度は２回開

催されて登録してくれた人が５名ということで、

私の記憶ですと平成２９年度はまだなされてい

ないというような認識ですが、仲人養成講座の

ほうは引き続き実施すると、そして仲人の重要

性をさらに広報し、結婚サポーターの増員、組

織化を図っていきますということですけれども、

仲人養成講座等開催なさっているのか。また、

今後の予定は、本年度どうなっているのか、お

示しください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 福祉大会につきまし
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ては、平成２８年度につきましてはボランティ

アフェスタと同時開催ということで、午前中が

福祉大会、午後からボランティアフェスタとい

うことでございましたが、同じような方がボラ

ンティアフェスタと福祉大会のほうでかかわっ

ているということもありまして、どちらに出て

いいかというか、どちらにも出られるような形

ということがなかなか難しいということをお聞

きしまして、平成２９年度についてはボランテ

ィアフェスタと福祉大会のほうを分けて実施す

るものでございます。 

 あと、仲人養成講座の平成２９年度の予定で

ございますが、まだ実施はしておりませんが、

１０月、１２月に仲人養成講座及び仲人レベル

アップ講座、こちらにつきましては山形市の結

婚サポーターとの交流会含めまして計画してい

るところでございます。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 福祉大会のほうですけれども、

単純に考えまして、時間もずらしてなさってい

るということですが、違う日に開催したほうが

いいというふうにおっしゃった方がどのぐらい

なのかわかりませんが、単純に時間をずらせば

それなりに参加してくださるというふうに解釈

しているんですけれども、ことしやってみない

とまずわからないことですので、まずよろしく

お願いしたいということと、仲人養成講座です

けれども、やっぱり最低でも１０人ぐらい本市

では登録してもらうのがベストかなというふう

に思っておりますので、しっかり広報等をよろ

しくお願いしたいなというふうに思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

井上学委員。 

○井上 学委員 ３款２項１目の中で孫守りの

ことと３款２項２目の児童措置費の中で何点か

お聞きしたいと思います。 

 孫守り事業はたしか平成２８年度が初年度と

いうことで総括的に利用者は予定どおりとか、

あと、利用した方のよかったとか悪かったとか

そういった情報がありましたらお示し願いたい

と思います。 

 あと、待機児童のことですが、平成２８年度

は５名ほど、ずっと５名いたというわけではな

いとは思うんですけれども、なったというふう

な中で、成果書の中でいろいろ理由と今後に向

けた取り組みが示されているんですけれども、

何ていうのか、理由もいまいち、いましたとい

うふうな、年度途中の待機者が生じたというふ

うなところで、もう少し分析が必要ではないか

と。 

 あと、今後の取り組みについてもちょっとぱ

っとしない、具体的に保育士が足りなかったの

か、それとも施設的なところが足りなかったか

というふうなところが不十分なのではないかと

思うので、その点どういった認識なのかをお聞

きいたします。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 まず、最初の孫守り

につきましては、平成２８年度は認定者が１７

名、対象児童が１９名ということでございまし

て、内訳につきましては、外勤の方が１２名、

自営の方が３名、農業の方が２名ということで

御利用されております。多いか少ないかという

ことでございますが、該当なされる方が申請さ

れたということだと思いますので、使っていら

っしゃる方からは大変ありがたいということで

お言葉をいただいているところでございます。 

 なお、三世代同居につきましても今後ともＰ

Ｒしていきたいなということで考えております。 

 もう一つ、待機児童につきましては平成２８
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年度５名ほどということでございますが、今現

在の待機児童というのはゼロということでござ

いまして、待機児童の取り組みということでご

ざいますが、年々やっぱり入る子どもの数がふ

えてきているということもございまして、問題

は途中入所の子どもをどう入れるかということ

だと思いますが、その辺も最終というか３月ま

で待機児童がゼロになるようなことで実態を分

析しまして、そういう取り組みを続けていきた

いなということで考えているところでございま

す。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 孫守りのほうは利用者の方に

は助かっているというふうなことで、周知もこ

れから進めていっていただけるというふうなこ

とで、本当にじいちゃんばあちゃんから子育て

手伝ってもらうと現役世代も物すごく助かりま

すので、ぜひ進めていっていただきたいなと思

います。 

 待機児童に関しては、具体的に途中入所がな

んだということはここにも示されてあるとおり

わかったんですけれども、やはり具体的にそこ

が、これから分析していくということですが、

保育士がいれば対応できるのかとか、あと、も

っと面積的な部分、施設的な部分の対応が必要

なのか、さらに研究を進めていっていただきた

いと思います。 

 あと、また違った点ですけれども、前の決算

審査意見でも述べたのですが、病児保育につい

て予定よりおくれているということで、早急に

進めるべきだというふうな決算審査意見を平成

２７年度かな、出させていただきました。その

点について、今現状どういったところにあるの

か、お示しください。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 病児保育につきまし

ては、計画の中では平成２９年度ということで

出ておったと思うのですが、なかなかちょっと

そこら辺、関係者というか相手方の部分もあり

ますので、なかなか進捗ができない状況でおり

ましたが、今もそちらのほう、平成３１年度と

いうことで以前議会でも答弁なっていると思う

のですが、平成３１年度開設に向けて今準備中

でございますので、今現在の時点でそういう準

備中だということでお答えいたしたいと思いま

す。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 具体的に前もお示しいただい

たと思うんですけれども、平成３１年というふ

うなところですが、どういう用意なのかわかり

ませんけれども、少しでも平成３１年度も早い

うちとかという段階があると思いますので、ぜ

ひそういった早期というふうな点をお願いした

いと思います。以上です。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 現在のめんごりあの使用状況

についてです。 

 めんごりあの使用される方については、高ど

まりから微減という状況が続いているかと思い

ます。その中で、本市のめんごりあに関しては

市外からの利用者というのも比較的多いのかと

思います。その市外からの利用者の割合に関し

ても同様に推移しているのかについてお示しく

ださい。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 めんごりあは平成２

１年度から開所しておりますが、大体市外の方

が３割から４割、市内の方が６割から７割とい

うことで、開所当時と同じように推移している
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ということでございます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 平成３０年度からこのカミン

の中に移動ということでありますけれども、比

較的また今後も市外の利用者という方について

利用が多くなるのではないのかなというふうに

見込まれておりますので、現状のうちからその

周知という部分に関してはよろしくお願いした

いなというふうに思っております。 

 あと、もう一点ですが、今週、産業厚生常任

委員会のほうでめんごりあのほうを視察してき

たということでありましたけれども、平成３０

年度からめんごりあに設置予定の備品について

現在のめんごりあに保管するという回答を頂戴

しましたけれども、現在のめんごりあでどこに

置くのか想像できなかったというお話を伺って

おりますので、改めてお示しいただければと思

っております。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 備品の購入につきま

しては基本的にはカミンの工事の状況を見なが

ら、大部分はカミンということで想定しており

ます。補正の中でちょっと言葉足らずのところ

があったと思うのですが、備品の数、種類も多

いため少しずつ準備を始めて、めんごりあの邪

魔にならないようなものについてめんごりあの

ほうにも置いておきたいということで考えてお

ります。 

 また、めんごりあで使用している備品につい

ても移動ということで出てきますので、４月以

降移動する予定でございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 社会福祉協議会の補助金が１，

７７３万円ほど支出されておりますが、せんだ

って山形市のよりそいホットラインという電話

相談窓口の電話相談を担当している方から、上

山についてはちょっと福祉と社協の連携がまず

いんではないかというふうな指摘を受けました。 

 まず１つは、お金がなくて食べるものがなく

て市役所に相談に行く。そうすると市役所では

もちろんパンとかラーメンを置いているわけで

はないので、ない。よその自治体ですと社協の

ほうに行かせてそこで対応してもらっていると

いうことで、上山は何でそういう態勢をとれな

いのかということを指摘をされたわけでござい

ますが、今現在、市のほうにそういう相談が来

ているかと思うんですけれども、時々来ていな

いですか。窓口に来ておりませんか。どう対応

していますか、その際。ちょっと伺います。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 窓口に生活保護にな

る前の方も相談には来ます。基本的に、自立支

援相談員という形の中で、社協のほうに今委託

しているというような事業もございますので、

生活保護に至る前の方につきましては、社会福

祉協議会のほうに行って御相談していただいて、

その中で就労支援並びにフードバンクとかそう

いった部分について、あとは借入金も含めて御

相談いただいているような状況でございます。

生活保護ということでなるようであれば、こち

らのほうで受けているというような状況でござ

います。 

 ただし、相談ということでありますので、全

般的な相談は福祉事務所のほうでも受けており

ますし、社会福祉協議会のほうでも受けている

というような実態でございます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 社協に１，７７３万円も補助

金を出しているわけでございまして、やはり役
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所ができない部分については社協がフォローす

るというのが筋だと思います。 

 それで、社協に尋ねると、そういった物の対

応はしていませんと。じゃ、どうするんですか

というと、山形のさっきの電話の相談窓口のほ

うに紹介をしたりして、山形の人がわざわざ上

山まで来て食品を提供したりという、現実にそ

れが発生しているということでありまして、お

金だけじゃなくて、そういった食料の提供とい

うことについて上山はちょっと対応が悪いとい

う指摘について、やっぱりきちんと対応してい

ただければありがたい。 

 それで、保護の申請をしてから決定まで２週

間とか一定程度かかるわけですが、その間につ

いても、かつてだと善意銀行とかいうのを利用

して当座のお金を供していたわけですが、それ

についても実質的に機能していないということ

があるようですから、貧困対策についてそこは

きっちりやっていただきたいというふうな思い

でございまして、社協の強化という観点からも

ぜひその点に御配慮いただきたいと思いますが、

所長の見解を伺っておきます。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 社協の強化というこ

とでございますが、そのように強化というか、

市も含めてともにそういった部分の対応につい

ては考えてまいりたいと思います。個々のケー

スはあると思いますが、そのケースについても

情報交換しながら対応していきたいなというこ

とで考えております。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 ３款民生費の児童福祉費につ

いてお伺いします。 

 まず、ファミリーサポートセンターの認知度

がかなり低かったというような、子育ての充実

の側面としては欠かせないものだと思いますけ

れども、これについて理由として１６歳以上を

対象としたためということで、平成２８年度の

目標５０％とあったんですけれども、そもそも

これはそれも含めての数字だったのではないで

しょうかということが１点。 

 あと、さらに子育てや教育について相談でき

る人がいると答えた人の割合も目標を大きく下

回っている現状についてお伺いします。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 平成２８年度の目標

数値から実績のほうが下がっているということ

の御指摘かと思いますが、こちらについては、

初めにファミリーサポートセンターということ

で認知度にとった数字というのは、子育て中の

方を対象にとった数字でございます。同じく子

育てや教育を相談できる人がいるという部分に

つきましても同じような数字でございまして、

ただ毎年ここの部分だけピックアップしまして

調査するというわけにはなかなかできないもの

ですから、市の全体のアンケートの中からとい

うことで数値のほうを出させていただいている

ところでございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 繰り返しになりますけれども、

そもそも市の全体のアンケートの中からという

ことで目標を立てたのではないのでしょうか。 

○坂本幸一委員長 福祉事務所長。 

○武田 浩福祉事務所長 市の全体のアンケー

トという部分で、平成２９年度、３０年度、３

１年度の目標数値というのがございますが、作

成した時点では、そこの数字というのはその全

体のアンケートというようなスタンスでつくっ

たわけではございません。 

 ここの数字については、今後対象を絞ったよ
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うな形で考えたいなと思っているところでござ

います。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 平成２９年度目標のそれぞれ

５３％、９０％、単なる数合わせにならないよ

うに、あと、この充実した子育てというものが

しっかり浸透するようにお願いいたします。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、４款衛生費について質疑、発言を許し

ます。井上学委員。 

○井上 学委員 ４款１項１目の中で、自然エ

ネルギー活用推進事業が１００万円弱措置され

ているわけですけれども、具体的にこれはどう

いった事業だったのか、お示しください。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 こちらは県のみどり

環境交付金を使用した事業でございまして、み

はらしの丘上山発電所のほうでの環境整備とし

ての支障木の伐採、それから、その支障木を利

用しまして、ほだ木をつくって、それでキノコ

の植栽とかしているという事業でございます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 この事業についてはよくわか

ったのですが、今後についてですけれども、７

次振の目標についても発電量の目標があったと

思います。いろいろな話を聞く中で大半は金谷

にできる施設というふうな部分が担うとは思う

んですが、やっぱり市民もこういった自然エネ

ルギーの活用というものを促していかなければ

ならないと考えるのですが、今後こういった自

然エネルギーの活用の事業についての展望をお

示しください。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 ７次振につきまして

は、この再生エネルギーですけれども、地球温

暖化対策に向けた観点の事業として捉えており

ますので、再生可能エネルギーの拡大につきま

しては、その支援のあり方なども研究いたしま

して進めていく考えでございます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 もう一点、そこで確認ですが、その中に市民

のエネルギー活用というものも含まれるのかど

うか、お聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 市民の活用、その中

では１つは住宅の太陽光発電ということが大き

いとは思いますけれども、それについても県の

補助もございますので、その辺において啓発等

してまいりたいと思っております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 それでは、まず斎場の管理費

について伺いますが、斎場は建設して３５年を

超えるというふうなお話だと思います。それで、

毎年定期的に１４２ページにもあるように修繕

をしながら延命措置を講じているというのが現

状だと思いますけれども、公共施設等総合管理

計画についても、斎場については計画的にする

というだけで何ら方針は見えてこないんです。

どういうふうに考えておられるのか。毎年少し

ずつ２００万円ぐらいずつやっているようです

けれども、今後について大規模改修も含めてそ

の辺の考え方があれば伺います。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 やはり斎場につきま

しては建設から年数がたっているということで、

平成３２年度まで修繕補修を計画しておりまし
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て、毎年計画に沿って、延命措置といいますか、

維持するようにしておるところでございますが、

ただ、なかなか老朽化により施設自体のお棺が

今だとサイズが大きくなったり、炉のサイズも

今の方に適応できなくなっているという部分が

ございますので、施設の建てかえ等も含めて今

後、それを市単独でやるのか、それとも広域的

に考えるのかということも含めて検討してまい

ります。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 明確には答えられないという

ことだと思います。十分その辺、施設のこれか

らどれぐらいもつのか、計画的にひとつ進めて

ください。 

 そして、先ほど井上委員からもあったのです

が、支障木の伐採でそれに菌を打つほだ木にし

てというふうなお話があったと思うんです。み

はらしの丘の発電所に８１万５，４００円とい

う委託料です。同じページ。さっき井上委員が

言ったものですよね。 

 平成３０年に発電所ができるわけですが、バ

イオマスの。そこにほだ木じゃなくて燃やして

しまう、売る、すなわち金にかえるということ

も可能かと思いますけれども、この自然エネル

ギー活用推進事業というふうに銘打っているん

ですが、ほだ木とはシイタケでも栽培するとい

うことですか、これは。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 こちらは平成２８年

度は県のみどり環境交付金を使いまして、８１

万５，０００円というのはその支障木の伐採の

委託ですけれども、そのほかに市民の方を募り

まして、市民の方にその支障木でほだ木をつく

ってキノコの植栽をしていただいて、持ち帰っ

ていただいて自然環境の啓発みたいなものを含

めてやった事業でございます。 

 ですので、平成２９年度についてはまだこれ

からということでございます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 わかりました。キノコと自然

エネルギーも関係ないわけではないんでしょう

けれども、木材が恐らく足らなくなるんですよ

ね、金谷の発電所では、上山の市域だけでは賄

い切れない。恐らく山形から持ってくるんだと

思いますけれども、キノコも結構ですけれども、

そういう状況も踏まえて、エネルギーとしてま

さに使うという観点も平成３０年度以降ぜひ検

討してほしいと思いますが、平成３０年度もキ

ノコつくりますか。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 まだ事業について決

まっておりませんので、そのキノコということ

になるかどうかは別としまして、有効活用とい

うことで考えてまいりたいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 ４款衛生費ということで、

健康増進事業、本当に健診をすることで健康維

持ということですけれども、こちらのほうの委

託の本市の状況をお示しいただく。というのは、

やはりなかなか健診率が上がっていないという

状況の中で、対応策をとっているとは思うんで

すけれども、これははがきか何かで再度お知ら

せするということになっていると思うんですけ

れども、そのほかの方策というか、そういった

ものもお示しください。 

 それから、せっかく無料クーポンをいただく

わけですけれども、こちらのほうも１００％健

診に至っていないというふうな状況だと伺って

いるんですけれども、その辺のところもせっか
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くのクーポンなので使い切っていただいて健康

に生かしていただきたいというような思いでお

尋ねします。 

 それから、次の廃棄物の処理事業費というこ

とで、現在、上山市も有料ごみ袋というような

ことで、以前も私、質問させていただいたと思

うんですけれども、このごみ袋の収入といった

ものの使途ということで、時折市報等でお示し

くださいというようなことを申し上げていたん

ですけれども、こういったことも今現状として

はどうなっているのか。 

 それから、ごみ集積所で持ち去りの状況とか

そういったことの苦情とかあるやにちょっとお

聞きしたことがあったのですけれども、その後

どういう対策をとられたのか、お聞きします。 

 それから、撤去処分の委託料ということで、

大した金額ではないんですけれども、たしか不

法投棄のパトロールをしていると思うんですけ

れども、毎日するわけではないとは思うんです。

その辺のところをお尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、健康増進事業

の健診の部分でございますけれども、委託につ

きましては山形県の健診センターのほうに委託

をしておりますけれども、再勧奨等のやり方等

についてだと思いますけれども、まず、年度当

初２月の時点で健診の世帯票をお配りしており

ますが、その回収をした後、市の健診を受ける

かどうかといったような意思表示がない方に対

して再度時期を見て発送をしております。 

 また、市の健診を受けていただけるというふ

うな回答をいただいている方で、期日が来ても

受診がなされていないという方につきましては、

再度受診についてお知らせをしているところで

あります。 

 なお、平成３０年度以降、勧奨をすることと

いうのは非常に大事だというふうに私どもも考

えておりまして、その勧奨の仕方を少し工夫を

していきたいなということで今考えているとこ

ろでございます。 

 また、委員御指摘の無料クーポン、確かに非

常にいい制度であるというふうに思っておりま

すので、引き続きＰＲに努めたいと思います。 

 ただ１点、民間の事業所であってもやはり会

社でそのまま無料で受けられるというふうな方

もいらっしゃいますので、そういった方がたま

たま市のクーポンに当たるというふうな部分も

ありますけれども、なお、これは引き続きいい

ことだということでＰＲに努めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 まず、ごみ袋の収入

の使途につきましては、ごみ処理費用に充てて

いる状況でございます。 

 それから、市報で知らせるということでござ

いますが、衛連だより等で広報しているという

状況でございます。 

 それから、集積所からの持ち帰りの対策でご

ざいますけれども、集積所につきましては基本

地区の衛生組合の方にお任せをしておりますの

で、市のほうとしましても必要があればパトロ

ール等していきたいと考えております。 

 それから、不法投棄のパトロールでございま

すが、こちらは定期的にシルバー人材センター

に委託しておりまして、大体不法投棄というの

は同じようなところでされているところがござ

いますので、そこを中心にしながら市内を回っ

ていただいているという状況でございます。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 引き続き、健康増進という



－１２９－ 

か、上山市の市民の皆さんにはこういったこと

の勧奨をぜひお願いしたいというふうに思いま

す。 

 ごみ袋の使途についての答弁だったんですけ

れども、これについて多分市報等で収支といっ

たことも含めてお示しいただけるはずだったん

ですけれども、今、それはお答えいただいたん

でしょうかね。 

 それとあわせて、もしごみ袋有料化がその収

支があって、ごみ袋は２市２町のものでしょう

かね、料金を下げるとかそういったこともでき

るのかどうか、それもちょっと伺います。 

 それから、パトロールですけれども、実は持

ち去りがあったということを聞いておりまして、

そのパトロールももちろん抑止力にはなると思

うんですけれども、もしかして監視カメラとい

うか、ダミーなのかしら、それも何点かつけて

いただけるというようなことを伺ったんですけ

れども、そういったことの今件数がどのぐらい

あるか、お尋ねいたします。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 まず、ごみ袋の費用

につきましては２市２町で契約しておりまして、

これによりまして金額については抑えられてい

るというふうに認識しております。 

 あと、ごみ持ち去りの件ですけれども、監視

カメラのダミーとかという設置につきましては、

設置している状況というのは今現在私把握して

おりません。御要望があればちょっと検討はさ

せていただきたいと思いますけれども、基本、

先ほど申しましたように、その地区の衛生組合

の方に管理等をお願いしているので、引き続き

していただければと思っております。 

 それから、ごみ処理費用の収支の報告でござ

いますが、市報で公表するということでござい

ましたので、それについてもやっていきたいと

思っております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、５款労働費について質疑、発言を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、６款農林水産業費について質疑、発言

を許します。守岡等委員。 

○守岡 等委員 農業振興費の有害鳥獣対策に

ついてです。 

 有害鳥獣の捕獲によって一定の成果は上がっ

ているようで、平成２８年度も猿が４３頭、カ

ラスが１０５羽、イノシシ９９頭の捕獲が行わ

れたと伺っています。 

 ただ動物というのは、ホメオスタシスという

一定の個体数、密度を保つような恒常性が備わ

っているようで、捕獲してもその分をすぐに補

うようになっており、猿とかイノシシはなかな

か個体数が減らないという問題があるようです。 

 こうしたことから捕獲以外の有害鳥獣対策も

行っていく必要があるのではないかと考えてい

ますけれども、山形大学の先生は動物界と人間

界の緩衝地帯を設けるべきだということを主張

しています。この緩衝地帯を設けて、人間の住

む区域と動物のすむ区域を分けることによって

有害鳥獣被害を減らせると思いますけれども、

そのためには耕作放棄地をきちんと整備して、

少なくとも自生していて果樹、作物とかをきれ

いに整理して、動物が来られないような対策を

とって、動物の個体数の調整と被害を防ぐこと

ができるのではないかと考えているんですけれ

ども、この考えはいかがでしょうか。 
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○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○藤田大輔農業夢づくり課長 有害鳥獣対策に

ついては、御指摘のとおり、捕獲もさることな

がら、守るであるとか環境整備であるというの

が３つ合わさって総合的に対策しないといけな

いというふうに聞いておりまして、もちろん守

るということの御指摘ですけれども、緩衝地帯

を設けるとかといったところも効果的な１つと

して一般的に言われているところでして、耕作

放棄地のことについてもお触れになっていまし

たけれども、農業に使っていない土地というの

は耕作放棄地だけの対策というわけではないん

ですけれども、そこに例えば新規就農者という

のが入ってきたときに農地を使ってもらうとい

う紹介の中でそういうのを検討しながら解消に

努めているようなところなので、総合的に対策

させてもらっているというところです。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 カラスの問題ですけれども、

カラス対策ではお隣の山形市で、今、動物行動

学を専門とする大学院の先生たちがカラスの鳴

き声を使ってカラスを移動させる実証実験が行

われて誘導に成功したというふうな報道もあり

ました。 

 また、今後はカラス型ドローンを使ってカラ

スと自動で対話しながら誘導するということで、

第１回目はちょっときのうのニュースによると

失敗したみたいですけれども、こういうふうに

動物行動学とか人工知能というものを活用した

有害鳥獣対策が必要になると思うんですけれど

も、担当課長の見解をちょっとお示しください。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○藤田大輔農業夢づくり課長 有害鳥獣に関し

ては全国各地でいろいろ研究がされているよう

で、その研究について注目しているところでご

ざいます。例えば鳴き声という話もありました

けれども、ただ一般的に音や光に対してはなれ

てしまうといったところも言われていますので、

ドローンとかという話もありましたけれども、

他市とか他県も研究をたくさん精力的にやられ

ているようですので、それもウオッチしながら

使えるものは使っていくように研究してまいり

たいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

井上学委員。 

○井上 学委員 ６款１項３目で有害鳥獣対策

のことですけれども、一般質問等でもさせてい

ただいて、さまざまな対策があってなかなか特

効薬はないというふうな、私もそういう認識だ

と思うんですが、その中でも効果があると思わ

れるのが追い払いパトロールというふうなこと

で提案させていただいて、回数の増加、あと人

員的な部分での増員というふうなことを求めま

した。 

 平成２８年度の追い払い活動において強化が

されたのか、それとも今までどおりだったのか、

その点についてお聞きします。 

○坂本幸一委員長 農業夢づくり課長。 

○藤田大輔農業夢づくり課長 パトロールにつ

いては、例えば猿に関するパトロールですと原

則として土日に行っているわけですが、平成２

８年度ですと延べ動員人数が１８０人程度とい

うことでやっております。これは平年並みに行

わせていただいております。 

 平成２８年度強化というところですけれども、

パトロールの人員を直接強化したということで

はありませんけれども、平成２８年度の結果を

踏まえてその次平成２９年度のほうには、各所

で御説明させてもらっていますけれども、ハン

ターをふやしていくとか狩猟免許の支援の増額
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とかということで政策を打たせていただいてい

る次第です。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。平年並みとい

うふうなことですけれども、ぜひこれから先、

追い払いというのが、私がいろいろ農家の人か

ら聞いても効果があるというふうに思いますの

で、ハンターはふえたけれども追い払いになか

なか参加してもらえないというふうなことのな

いような手だてをお願いしたいと思います。 

 あと、もう一点、６款１項７目遊休農地解消

支援事業です。 

 これも多分ですけれども、ほぼ予算額満額な

っているのではないかなと思うのですが、その

点、余裕があるのかどうなのか１点お聞きする

のと、あと、使い勝手の部分で、機械のリース

とかそういった部分にも使えるように提案させ

ていただいたのですが、その点現状どうなって

いるのか、お聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 遊休農地解消

支援事業につきましては、市単独で遊休農地を

畑に再生する際に補助を出しておりますが、平

成２８年度につきましては補助金の予算額を超

える要望がありましたので、補正ではなくて、

同じ科目の中で予算を若干流用して対応させて

いただいているところであります。 

 あと、機械のリースということでありますが、

これは遊休農地を解消する際に自分が機械を借

りてきてする際の経費も対象としております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 予算を超えるというふうなこ

とで、進んでいるのかなと。そういった使い勝

手の部分でも改善されているということが理解

できました。 

 あと、遊休農地解消に当たってですけれども、

以前話の中で、そういった目に見えたところで

解消していくこともですが、もう既に荒廃して

農地に戻せない部分についてもこれから考えて

いかなければいけないのではないかというふう

な話もされました。それについてはいいのか悪

いのかもあるんですけれども、その点について

今後の取り組み、そういったことも含めて進め

ていくのかどうなのか、お示しください。 

○坂本幸一委員長 農業委員会事務局長。 

○前田豊孝農業委員会事務局長 遊休農地につ

きましては、現在、農業委員を中心に農地パト

ロールをして、遊休農地かどうかという判定な

んかをしておりますけれども、その中でやはり

農地に復元できないだろうという農地、そうい

う判定をされた農地というのは確かにございま

す。 

 その中で、周囲の農地に悪影響を与えないも

のとか、あともう既に山地化している、太い木

が生えているもの、こういったものについては

地目変更ができるような形で進めたいと思って

おります。 

 なお、国のほうでも、農地を非農地にする制

度につきましては以前よりもその辺のところが

できるような制度改正を行っておりますので、

非農地にする部分と遊休農地を解消するという

のと２つ並行して進めていきたいというふうに

考えております。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 青年就農給付金についてお伺

いします。 

 今、平成２８年度の現状で何名の方が受けて

いらっしゃるのか、まずお伺いします。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 青年就農給付金の平成２
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８年度の受給者につきましては２０名でござい

まして、平成２９年度も同じ人数でございます。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 それで、２０名の方が受給し

ているということで、研修が２年ということで、

研修が終わって自立をする、独立をするという

ふうな運びになる方がほとんどだと思われます

が、その際の、私のちょっと聞いた話ですけれ

ども、アドバイスのされ方が余りよくないみた

いなことをお伺いしております。 

 ちょうど２年の研修が終わって自立するとき

に、新年度からすぐに作業を始めたいというふ

うにお伺いしているんですけれども、そうした

ときに自分で前もって土地を借りておいてその

場所で作付などをして、ちょっと前倒しで始め

たいというふうなことを言っていたんですけれ

ども、それがなかなか法律的には難しいみたい

なところで、その辺をうまく前倒しでできるよ

うにアドバイスをいただきたいというふうなこ

とを言っていたのですが、その辺の対応につい

てお伺いします。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 青年就農給付金で先ほど

２０名と申し上げましたのは、いわゆる経営開

始型と言われる独立営農を開始している方に対

して市のほうを通じて給付しているものでござ

いますが、いわゆる準備型と言われる研修をし

ながら給付を受ける分については県のほうで事

務をとっておるものでございますけれども、そ

の準備型から経営開始型に切りかわる場合、準

備型を２年間完全給付を受けて、そして経営開

始型に切りかえるというのが通常の形だと思い

ますが、前倒しして経営する場合、農地を借り

るときに農業委員会の許可を得て借りる、それ

で農地の権利を取得するわけですけれども、そ

の時点で経営を開始するという意思を示したと

いう形で考えるというのが国の制度でございま

すので、準備型２年間必ず受けなきゃならない

ということはありませんので、前倒しでする場

合は準備型を途中でやめて、経営開始型のほう

に移っていくというふうなこともございます。

そういうこともできます。 

 なお、相談に来られた際に相談への対応が適

切でなかったという部分については改めたいと

いうふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 私も有害鳥獣、特に市内のカ

ラスの被害について質問したいと思います。 

 カミンの周辺等大変ひどいところであります

が、有害鳥獣対策専門員の方がＬＥＤレーザー

ポインターを使用しましてのカラスの追い払い

を目撃することができました。大変見たところ

有効で、今、ドローンや猛禽類などの追い払い

のほうも検討していらっしゃるやのことだった

んですけれども、このレーザーポインターを利

用したカラスの追い払い等は、その後検討や取

り組みはどうか、どのようにか進んでいるとこ

ろはありますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 市民生活課長。 

○土屋光博市民生活課長 レーザーポインター

につきましては、市民生活課で平成２８年度も

実施しておりまして、地区の方に貸し出すとか

というようなこともやっておりましたけれども、

現在、当ててそのときはその場を逃げるんです

けれどもまた戻ってくるとかということがござ

いまして、それについてどの程度有効かという

のはこれからもっと探っていく必要があるのか

と思っております。全く有効でないということ

はございませんけれども、その点でちょっと研
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究してまいりたいと思っております。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 ドローンも猛禽類の放逐によ

っての追い払いも、やはりコストと、あとそれ

を担当する人手がかかりますが、レーザーポイ

ンターの場合ですと、安全にしっかりと配慮し

た上であれば、プログラム等を組んだもので人

力も削減できますし、非常に有効視されている

部分があるかと思いますので、今後も検討のほ

どよろしくお願いいたします。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 この際、正午にもなりますので、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。 

    午前１１時５８分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○坂本幸一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次に、７款商工費について質疑、発言を許し

ます。佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 山形・上山・天童三市連携の

観光地域づくり推進協議会についてお伺いしま

す。 

 平成２８年度の実績でＤＭＯによる旅行商品

件数４件、旅行商品利用者数７１１人というふ

うにありますが、これについての詳細をお示し

ください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 これは主に観光物産協会

が取り扱っている商品でございまして、クアオ

ルトの暮色ウオーキングの商品、それから、あ

たたまる号というふうにありますけれども、市

内のタクシー業者と旅館が連携いたしまして蔵

王の夜の樹氷見学に行くツアー、それから、西

山ホタル祭りの観光物産協会がガイドをしてい

るというようなこと、それからバス企画という

ことで、これは月山の雪灯篭祭りですけれども、

上山観光物産協会がバスを仕立てて旅館に泊ま

ったお客を中心にして月山のほうにお連れする

というツアー、４件ということでございます。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 平成２８年度目標で利用者数

が３００人ということで、大変大幅に実績とし

てあったということは大変いいことだと思いま

す。 

 平成２９年度目標が利用者数で５００人とい

うふうになっているんですけれども、今後の旅

行商品のどういったものを進めていくのかにつ

いてお示しください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 特に冬の坊平を活用した

旅行商品を何とか企画造成できないかというふ

うに考えてございまして、具体的には坊平の観

光関係者の協力を得ながら樹氷トレッキングツ

アー等を商品化できないかというふうなことで

考えております。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 これについても今後も多くの

利用者数になるように事業のほうをしっかりと

模索していってほしいと思います。 

 それと、観光課のほうに地域おこし協力隊も

配置されていると思いますが、それでワインを

活用した旅行商品などもしているというふうに

お伺いしましたが。それについてお示しくださ

い。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 ワインについては、最終
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的な目標というのはワインツーリズムといった

範疇で商品化をしたいというふうに思いますけ

れども、まださまざまな課題があります。 

 そこで、今現在進行中ですけれども、フルセ

ットのワインツーリズムというものを追求する

前に、もっと広くあるいは浅くお客を何とか集

められないかということで、山形のミニコミ誌

と提携をして、上山のワイナリーあるいは上山

の店、あるいは山形の店ですけれども、こうい

うところにこの冊子を持っていきますとワイン

１杯サービスしますよとかそういう内容で、こ

れは既に発行しておりますけれども、そういっ

たものを今取り組んでおりまして、これを広め

ていきたいというふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 １６６ページにフィルムコミ

ッション負担金というのがあります。金額的に

は３万円というふうに非常に少ない額ですけれ

ども、これは負担金を払っているわけですけれ

ども、どのぐらい紹介していただいているかと

いうのが１点、件数がわかれば。 

 あと、多分中山、山辺、天童あたりにも負担

金とかが発生していると思いますけれども、ど

のぐらいなのか、わかればお示しください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 このフィルムコミッショ

ン、山形市が事実上リーダーシップをとって、

要は映画のロケ地と観光を結びつけるというよ

うなことでございますけれども、残念ながら上

山のほうには具体的な誘客に結びつくようなそ

ういったものというのはなかなかないというの

が現状でございます。 

 中山、山辺、天童の負担金について、ちょっ

と済みません、数字的なものなので、今手持ち

ございませんので、申しわけございません。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 ちょっと金額が少なかったの

で、ふやせば紹介してもらえるのかなと単純な

ことでお聞きしたわけですけれども、わからな

かったなら、わかりました。 

 あと、次のページに海外プロモーション事業

補助金ということで３４万３，０００何がし載

っておりますけれども、これはどこでプロモー

ションなさったのかという場所がわかればお示

しください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 この海外プロモーション

事業補助金ということで３４万３，０００円で

ございますけれども、海外プロモーション全体

の御説明をいたします。 

 これは１２月に台湾で東北感謝祭という一般

観光客向けの東北全体でのイベントがありまし

て、それに上山市も参加したということで、実

はこれは補助事業ですけれども、補助事業で出

し切れなかった部分、この３４万３，０００円

を一旦市のほうから上山市観光推進キャンペー

ン協議会のほうに支出しましてそこで使ったと

いうことで、内容的には上山の干し柿とノベル

ティーがどうしても必要だというようなこと、

あるいは上山城の手拭い、そういったものを現

地の旅行会社に配らないとなかなか上山に注目

してくれないというふうなことで、そういった

ものが中に含まれてございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 １６４ページにある商工費の

全国ご当地日用品創出プロジェクト、これは平

成２８年度からできたもので芽出しという感じ

で受けとめていたのですが、平成２９年度にど
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う変わって、この先の展望、この事業は１２０

万円使っていますけれども、結果的にどういう

結果がもたらされたのか、お示しください。 

 それから、１６６ページに企業立地奨励金が

３本あります。企業立地奨励金として９，４０

０万円、蔵王フロンティア工業団地の奨励金で

１，８００万円、みはらしの丘のほうで４，８

００万円と、その内容について概略をお知らせ

ください。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、ご当地日用品の開

拓支援事業につきましては、そういったご当地

日用品をプロモーションして販売しているよう

な会社からアドバイスを受けて、市内の企業に

おいて新商品をつくっていくというような事業

で、地方創生事業の花巻市との連携事業という

ことで、花巻市が先行してやっておりましたの

で、そのノウハウをお聞きしながら実施してき

たところでございます。 

 ３つほど取り組みたいということで手を挙げ

られましたけれども、実際にできたのは２つの

品物ができたということで、ただまだ洗練され

たものになり得なかったものですから、平成２

９年度以降については、産業振興アドバイザー

というものを市のほうで委嘱をしまして、そち

らの方からのアドバイス等でブラッシュアップ

を図りながら、現在１件については製品化する

ところまで出てきております。 

 今後についても、そういった産業振興アドバ

イザーのほうで企業回りをしながら、新商品の

開発について支援をしていくという考えでおり

ます。 

 次に、企業誘致のほうの奨励金ということで

ございますけれども、まず、東和薬品に支援し

ている部分と、あとはフロンティア工業団地と

いうことで東和薬品の北側のほうにも数社企業

が張りついている部分がございますので、そち

らの部分についての支援の部分、あと、みはら

しの丘につきましては、例えばコストコとかミ

クロン精密というような企業に対する支援とい

うことで分かれておるところでございます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 そうしたら、日用品のほうで

すが、２つほど残ってその１つが製品として世

に出回るようになるようですが、そうすると、

今後はこれはとりあえず一旦終了と、ブラッシ

ュアップはしていくんだけれども、この事業そ

のものは終了ということでしょうかね。見通し

をお伺いします。 

 そして、奨励金３本分かれていて、その中身

というか場所はわかったんですけれども、どう

いう奨励金の中身なのか。余り細かいようでし

たらあれですけれども、概略で結構ですからお

知らせください。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 ご当地日用品につきまし

ては、これは地方創生の交付金で単年度の交付

金だったものですから、こういった名称での支

援というのはここで終わりになりますが、先ほ

ど申し上げましたとおり、産業振興アドバイザ

ーを通じて同じような継続の支援をしてまいり

ますし、新商品開発につきましても市の単独の

補助金をつけておりますので、そちらを利用し

ていただいて新商品開発に努めていくというよ

うな考えでおります。 

 あと、先ほどの奨励金の中身でございますが、

例えば用地取得費の何割ということで、これは

企業によって違いますけれども、用地取得費と

か建設費、固定資産税に当たる部分についての

支援の部分と、あとはお金を借り入れした場合
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の利子補給というような考え方での奨励金とい

うことになっております。 

 また、人材の雇用の面、通常の市内にある企

業にも出しておりますけれども、それと同じよ

うに市内に住んでいる方を就職ということで採

用した場合に対する補助金ということの部分に

なってございます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 了解しました。 

 そして、次に観光関係でございますが、ちょ

っと順番を逆にして申し上げます。 

 この間、観光物産協会に対して私どもにいろ

いろと苦情というか、何とかもうちょっとして

ほしいというようなことがございまして、観光

物産協会と市の観光課の関係というのは、先ほ

ど私が午前中に申し上げた福祉と社会福祉協議

会のような関係であって、切っても切れない、

そして、観光行政は市民から見ると観光物産協

会も観光課も同じように見えるわけですね。 

 ですから、そこの体制の強化というようなこ

とについてぜひ、今までは局長がおったかと思

いますが、平成２８年度、今見るとスタッフが

３人しかいなくて、大変ばたばたしているとい

う現状もあって、ぜひこれを強化すべきではな

いかというふうに考えておりまして、これだけ

の事業を今までもこなしてきているわけですか

ら、新しくふるさと納税のほうも受け入れてい

るというふうなことから、場所も今度は駅前に

事務所を構えるということもあって、観光振興

の１つの上山の核としての地位を確保するため

に体制を強化すべきだと思いますけれども、い

かが考えておられますか。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 今、委員からお話あった

点、観光課といたしましても課題だなというふ

うに考えております。 

 しかしながら、今、人員体制というお話があ

りましたけれども、どうしても人件費というこ

とで財源の確保といったものが出てくるという

ようなことで、それで平成２９年度からふるさ

と納税の業務を受託しているという部分で、財

源的に非常に改善されるのではないかというふ

うに期待しておりまして、その結果を見ながら

体制強化といったものを働きかけられればなと

いうふうに考えておるところでございます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 何としても観光物産協会の体

制強化については努力をお願いいたします。 

 そして、ワンウエイタクシーというふうにこ

こにも計上されておりますが、９万円ほどの負

担金。このワンウエイタクシーは私は大変いい

取り組みだと思っていたんですけれども、もっ

とＰＲをしながら、タクシーを活用した観光と

いうことについてどんなふうにお考えなのか、

伺っておきます。 

 それから、もう一つ、グリーンツーリズムな

んていうのはもう大分何十年も前から聞いてお

って、あれっまだこんな言葉残っているんだっ

けというような印象を持っているところですが、

このグリーンツーリズム推進協議会なるものに

８万円ほど支出をしておりますけれども、一体

山形県のグリーンツーリズム協議会というのは

どんな活動をしている団体として今存在をして

いるのか。ＤＭＯとかそういうことでしたらわ

かるんですが、グリーンツーリズム協会として

どんな活動をされているのか、お示しいただき

たいと思います。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 ワンウエイタクシーにつ

いて申し上げます。ワンウエイタクシーは主に
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観光果樹園を中心にしまして、市のお金も入っ

ていますけれども、自分たちで負担をしながら

平成２８年度はタクシーの２，１００円を超え

た部分についてこの協議会で負担するというよ

うな事業でございましたけれども、なかなか２

次交通は重要ではありますけれども、一方でそ

の負担という部分、その構成員の合意といった

ものが若干とりづらくなってきているというよ

うなことで、この辺何とか構成員の理解をもっ

と得ながら２次交通として確保したいという思

いがあるんですけれども、これからまた十分話

し合っていかなればいけない課題だというふう

に思います。 

 それから、グリーンツーリズム協議会ですけ

れども、今はどういう活動ということですけれ

ども、確かにＤＭＯといったものが出ましたの

で、地域資源をどういうふうに旅行商品化して

いくかというそういう中では、ちょっと今日的

な意義づけというのは若干薄れてきつつあるの

かなというふうに思いますけれども、ＤＭＯの

とろうとしている部分と確かに重複あります。 

 しかし、１つのアイデア提供といいますか、

要は農産物を利用してとか、あるいは一歩進ん

で共通チケット、これはまだやっていないんで

すけれども、上山のさまざまな店で共通チケッ

トをつくって売れないかなんていうのはグリー

ンツーリズムの事務局のほうで考えておりまし

て、そういったものが話題として提供されてい

るという状況でございます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 本当に観光課のこの決算書を

見ると、負担金の多さにびっくりしますよね。

３万円ぐらいから多額のものまでありますけれ

ども、必要なものは必要でしょうけれども、整

理できるものであれば、今のグリーンツーリズ

ムもそうなんですけれども、湯布院の隣の旧安

心院町で始まったものでもう大分古い、ちょっ

ともういいんじゃないかなという感じもありま

すので、今後事業をさらに精査をしていただい

て、観光振興に頑張っていただきたいと申し上

げて終わります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

井上学委員。 

○井上 学委員 ７款１項４目の各種大会開催

支援事業補助金ですけれども、私の感覚として

大体予算の半分まで行かないぐらいの執行なの

かなというふうなところですけれども、私、本

当に毎回言うんですけれども、上山でいろんな

ことを呼び込むのに重要で、泊まってもらうに

は本当にいい取り組みではないかなと思うとこ

ろです。 

 たしか１００人以上の宿泊が伴う大会に対し

て１人当たり５００円というふうなところだっ

たと思うのですが、これ、せっかくたしか１０

０万ぐらい予算あると思うんですけれども、そ

れを使い切ってＰＲするという意味で、条件の

緩和というか、１００人のところを５０人にす

るとか、５００円のところを倍とは言いません

けれどももう少し上げるとか、今後そういった

ことでさらに本市での大会誘致を進めるという

ような考えについてお聞かせください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 確かに予算１００万円に

対して執行額が４３万９，５００円というよう

なことで、予算の半分に満たないというような

ことでございますけれども、上山の旅館を活用

した１つの誘客の施策というようなことで重要

かなと思いますけれども、ただ悩ましいのが、

要は直接宿泊料を助成する、５００円ではあり

ますけれども助成する形になるというようなこ
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とで、これはやっぱり一定程度、これが限度な

のかなというふうに思っているところです。 

 ただ予算が１００万円の半分も行ってないわ

けですから、これは特に旅館関係者からの宣伝

といったものがちょっと足りないのかなと思っ

ておりますので、そういったところを訴えてい

きたいというふうに思います。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 やはり私が評価したいのは、そういった中で

も平成２９年度も同じように予算をとっていた

だいているというふうなところで、やはり課長

からもありましたように、旅館というか業界の

ほうでさらに活用していく方策を促すと同時に、

やっぱり行政としてももっと使ってほしいとい

うふうなことを旅館等に指導というか示してい

くことが必要だと思います。 

 あと、金額については何となくわかりますけ

れども、人数的な部分で１００人というのはな

かなか難しい、大きなものだと思うんですけれ

ども、それに準ずるようなところでの適用とい

った点について再度よろしくお願いします。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 先ほどの答弁で申し上げ

ましたけれども、要は制度的に横出しといいま

すか、対象者を広げるというのはやっぱり直接

宿泊料を補助する補助金というふうになります

ので、この辺が限度ではないかなというふうに

考えているところでございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 ７款１項３目企業立地費につ

いてお伺いします。１６４ページですけれども。 

 企業誘致事業費ですけれども、平成２８年度

予算で企業誘致が成立しなかったということを

受けて、企業の立地意向調査の企業数を１万社

予定していたところが７，６３３社、新規企業

訪問件数が１００社を予算化していたのが１１

件ということで、この辺をもう少し詳しくお話

しいただけますか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、企業立地に向けて

最初に調査ということで、立地意向とか投資意

向についてアンケート調査などをしております

けれども、そのアンケート調査につきましても

やはり企業の業績等を勘案して出させていただ

いている状況ですので、その選定の中で七千数

社しか該当するところがなかったというのが実

情でございます。 

 また、企業訪問につきましては、本来、企業

訪問をそのアンケートを通じて、アンケートの

中で立地意向等あるところについて積極的に企

業訪問に努めているところですけれども、なか

なか立地意向というものを示される企業が少な

いという部分と、また一方で、産業団地の関係

での業務が多忙であったという部分もありまし

て、なかなか企業の訪問が進まなかったという

ところでございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 それを受けて、平成２９年度

ですが、再び１万社、新規企業訪問件数１００

社というのは可能だと思っているのでしょうか

ということ。 

 あとは、事業概要として、インターチェンジ

周辺、みはらしの丘に加え、住宅福祉エリアを

初めとするというふうに書かれていますが、こ

の福祉エリアというのはどこのことを指すのか

をお示しいただきたいということ。 

 さらに、市民の憩いの場となるレストラン・

カフェなどについての誘致を図ります。これは
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どのエリアを想定しているのかを教えていただ

ければと思います。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 現在については、平成２

８年度よりも速いピッチで企業誘致を進めてお

りますし、アンケート調査についても同様にエ

リアを変えたりしながら進めているところでご

ざいます。 

 次に、福祉エリアというのは、みはらしの丘

に福祉エリアというゾーンがございますので、

そちらについてということになりますけれども、

みはらしの丘につきましてはＵＲのほうで保有

していたところについては全て不動産会社に一

括して、みはらしだけではなくて、ほかのＵＲ

の開発地と合わせて販売されているような経過

もありまして、なかなか本市で誘致する対象に

なってくるのは難しいような今現状でございま

す。 

 次に、レストラン・カフェについてでござい

ますが、一応市民の方からも強くそういったレ

ストラン・カフェの立地について求められてい

る部分がございますので、第一義的には市街地

の中に置きたいというのが本音でございますが、

企業のほうの意向を聞くと、やはり沿道関係、

道路沿いとか人が集まるようなところの意志が

強いという部分もございますので、その辺につ

いては若干柔軟に対応しながら進めていきたい

というふうに考えておるところでございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 了解しました。 

 この飲食店についてですけれども、これはこ

の企業誘致件数の１つというふうに考えてよろ

しいのでしょうか。また別枠で考えているので

しょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 市民の意向も強いという

こともありますので企業誘致の中という考え方

で、別物ではなくて、まず同じ枠の中で考えて

いるところでございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

守岡等委員。 

○守岡 等委員 商店や商店街の機能充実につ

いてということで、平成２８年度はカミン再生

のハード整備にあわせて中心市街地のにぎわい

づくりのソフト事業も必要不可欠だということ

で、カミンと隣接している十日町商店街でカミ

ンとの連携事業を中心とした自分たちの商店街

の将来像や具体的取り組みについて検討したと

のことです。 

 その際に、中小企業庁の商店街活動における

ＰＤＣＡサイクル活用促進に関する調査業務の

モデル地域としての選定を受けて、中小企業庁

商業課、株式会社三菱総研、山形大学、そして

上山市の商工課が参画して、４回ほど検討会を

実施して取りまとめを行ったということです。 

 これはこれで結構なことだと思いますけれど

も、今後、この商店街の機能充実のためには、

タウンマネジャーを配置して企業マネジメント

の手法を取り入れていく必要があるのではない

かと考えます。 

 中心市街地活性化法で制度化したものにＴＭ

Ｏ、タウンマネジメントオーガニゼーションと

いうものがあります。中心市街地を１つのショ

ッピングセンターとしてマネジメントするとい

うものですけれども、中心市街地活性化に成功

している自治体で広く取り入れられているよう

です。その中でもタウンマネジャーの役割が非

常に決定的で、大手流通業界の経験者をタウン

マネジャーとして招聘し、貴重な助言をいただ

いているようです。 
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 本市においてもそうした視点から商店街に対

して行っていくべきだと考え、このタウンマネ

ジャーの紹介など行っていくべきだと考えます

が、いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 タウンマネジャーの配置

が有効である例があるということは承知してお

りますけれども、中心市街地活性化基本計画の

策定の中で、商店街との話し合いを何度か持た

せていただいておりますけれども、やはりこう

いった商店街の方々がタウンマネジャーを望ま

れるというような意向がなければ、市のほうで

配置したとしても余り意味のないものになって

しまいますので、これらについて商店街の意向

というものを踏まえた上で対応していきたいと

いうふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 確かにそのとおりだと思いま

す。ただやっぱり商店街のそういう意見とかを

聞いたのでは、どうもこれまでの枠から外れな

いものになってしまうのではないかということ

を非常に恐れるわけです。全国的なそういう成

功例を商店街の人にも示しながら、そしてこの

タウンマネジャーという役割の意義と価値を幅

広く勉強して紹介しながら、やっぱり市として

もう少し積極的に商店街の人たちに働きかけて

もいいのではないかと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 これまでも市のほうの意

向等についてもお話をさせていただきながら話

し合いを持っているところでございますけれど

も、やはりこれは商店街の方々がどうしたいん

だと、こういうことをしたいので支援してほし

いということがなければ、やはり余り意味のな

いものになるということを、何度でも申し上げ

ますけれども、そのような形で捉えております

ので、市からの押しつけではなくて商店街の

方々がそういったことが必要ということであれ

ば、商店街振興会というふうに商店街を束ねる

団体もございますので、そういったものを通じ

ながら支援していくというのは可能であるとい

うふうに私どもは考えておりますので、あくま

でもやはり商店街の意向を大事にしたいなとい

うふうに思っております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 商店街の意識の可能性として

ということでこの言葉を進呈して、もう終わり

ます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 決算の委員会に当たりまして

事前に頂戴した資料に基づいて質問をいたしま

す。 

 初めに、上山型温泉クアオルト事業を活用し

た健康づくりの推進ということで、ウオーキン

グ、特にクアオルトウオーキングに関するもの

ですが、平成２８年度の目標が７３％で実績が

８７．８％と非常にすばらしい結果が出ており

ますけれども、これに関して要因をどのように

分析されておりますでしょうか。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 クアオルトの認知度

ということで今おっしゃった数字が出ておりま

す。 

 この要因としては、やはり地道に、特に市民

の方々に対しましてはウオーキングを中心とし

た参加の呼びかけ、ＰＲ、あと、それに加えま

して県外からも非常に評価が高まっており、さ

まざまマスコミ等で取り上げる機会が多くなっ
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ているということも要因の１つかと考えており

ます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 ここの目標値の区分が、ウオ

ーキング参加者のうち健康度が維持及び向上し

た人の割合ということで、これは健康度、認知

度どちらなのか、改めて御回答をお願いしたい

と思います。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 失礼いたしました。 

 ２６ページのこの数値につきましては、おっ

しゃるとおり参加者のうち健康度が向上した人

の割合でございますので、実際参加されまして、

参加された後に御自身の主観的な健康度が上が

ったと感じている方が非常に多かったというこ

とで、今回、県立保健医療大学との連携した調

査の中でもそういった傾向が出ておりますので、

そういった要因になっていると考えております。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 まず、この書き方として、平

成２８年度目標と実績の間に乖離がある場合と、

これは非常にいい数値なので、ネガティブな乖

離ではなくてポジティブな乖離と受けとめられ

るのかと思うのですが、やっぱりそのような結

果が出た検証、市政戦略課としての要因を記入

いただくべきなのかなと思ったのと、あともう

一点、ウオーキング参加者のうち健康度が維

持・向上した人の割合と書いてあります。これ

は先般一般質問でお話しさせていただいて、私

はクアオルトのエビデンスを抽出できているの

ではないかと勘違いしてしまうような書き方な

ので、向上したと思う人の割合という捉え方で

いいのか、改めて回答ください。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 まず、この様式の理

由の欄につきましては、今回全ての項目につき

ましては、目標達成したものについては空欄と

しております。今後、今委員からあったとおり、

もし特別にそういった出したほうがいいような

ものがあれば検討していきたいと思いますが、

今回は一律のそういった基準に基づいて作成を

したものでございます。 

 あと、この表現でございますが、アンケート

調査の項目がこの表現でしておりましたのでこ

のとおりでございますが、意味としては「思う

人」という内容でございます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 改めてその書き方について、

先ほどいただいた話だと、例えば設定した事前

の目標値の部分で達成しやすかったのではない

かという検証なんかもできると思います。なの

で、目標値との乖離が大きかった部分について

は、プラスともマイナスともぜひ書いていただ

くべきではないかなというふうに思ったので、

改めてそこについて回答をお示しください。 

○坂本幸一委員長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 今回、この成果説明

書の作成をしたのが最初ということもあります

ので、今後、この作成基準あるいは方法につい

ては検討してまいりたいと思います。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 この件についてはよろしくお

願いいたします。 

 次に、観光課の管轄になろうかと思うのです

が、宿泊施設を生かした戦略的な観光振興とい

うことで、こちらも目標値と実績値の比較とい

うことになろうかと思います。 

 平成２８年度目標値と実績値で１万１，００

０人ほどの減少があります。その乖離の理由と

しては、大型旅館が休業したということが原因



－１４２－ 

としてありますけれども、この１万１，０００

人分はまるっきりこの大型旅館の休業の影響に

よるものなのかという部分の観光課の所感をぜ

ひお示しいただきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 御承知のとおり、大型旅

館が休業したので上山全体で約２万５，０００

人減ったというふうに分析しておりますけれど

も、その中でこの部分については１万２，００

０人ということで、これは大型旅館が大半だと

いうことでございます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 その中で、特に仙台市、新潟

市、首都圏からの宿泊者数ということで、事前

の説明だとこれからは新潟というお話をこの事

業展開の際に御説明を伺ったと記憶しておりま

す。 

 ただ平成２８年度に関しては新潟市の実績は

なかったというような話でありましたが、新潟

に向けたプロモーションとかそういうものが展

開できなかった理由をお示しください。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 実は、新潟につきまして

は平成２７年度に、旅館有志でありましたけれ

ども、新潟の旅行会社のほうにキャラバンを組

んで出向いて宣伝をしております。確かに平成

２８年度は予算事業を行わなかったんですけれ

ども、そのおかげをもって実際に一定の旅館で

新潟の旅行会社から引き合いが来ているという

ふうなことで、それに対応しているというよう

なことでございまして、確かに平成２８年度は

予算事業はありませんでしたけれども、その効

果として、あるいは引き続き対象として新潟の

ほうを狙っていくということには変わりござい

ません。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 このたび県への要望の中でも、

仙台に山形のブースをつくってほしいなんてい

う要望もありました。 

 観光課から説明をいただいたときに、例えば

仙台だったり首都圏だったりという発想はある

といえばあるんですけれども、新潟という考え

方は非常におもしろいなというふうにちょうど

思ったところでした。 

 なので、平成２９年度はそのような動きとい

うことでありますので、まず市内、平成２８年

度は現実しなかったと。そのかいもあってその

次の年という回答ではありましたけれども、特

に今回宿泊客数の目標値を下げるという判断を

なされました。やらないで下げるという部分に

ついては、ぜひやって、これぐらいのことをし

たんだけれどもやはりこれでは厳しいと、その

ような判断をなされてしかるべきと思いますの

で、特にこのできなかった理由、新潟に関して

はということがありましたけれども、改めて今

後の、この３カ所についてが主になろうかと思

うんですが、ここの部分の取り組みについて改

めてお示しいただければと思います。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 このエリアの基本的な考

え方ですけれども、人口が減らない、あるいは

新潟も若干減りますけれども、新潟市そのもの

は８０万人しばらく維持する、あるいはあの辺

を下越地域というらしいんですけれども、１５

０万人圏域だということで、要は、仙台も首都

圏も人口を維持するところからお客を誘客しよ

うというそういう発想があります。 

 そういうことで、そこを重点エリアにしてい

くんだというようなことでございまして、今、

実は考えていることがございまして、その前に
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２万５，０００人減ったということで目標値を

下げることはどうかということでございました

けれども、余りにも２万５，０００人というの

が構造的に当年度として減ったわけではなくて、

１つの大きな事件があって減ったということで、

それはそれで受けとめて、そこからまた増加を

図っていこうというような趣旨で２万５，００

０という数字を捉えております。 

 今現在考えておりますのは、要は上山の宿泊

者数といったものがずっと長期低落傾向にある

というようなことで、非常にこれは深刻なこと

だということで、旅館組合あるいは観光物産協

会の役員と話しました。じり貧だなということ

で、じゃどうするんだと、旅館としてあるいは

観光物産協会としてどういうふうに考えるんだ

というふうなことを話しまして、特に旅館組合

は役員会を何回か開いていただいて検討して、

要は、ちょうど東北中央自動車道が米沢まで１

１月に来ますし、その後上山まで来るというこ

ういう契機を使って、特に首都圏あるいは福島

も含めますけれども、そういうところからの誘

客を図ろうということで、旅館組合のほうもお

金を出してキャンペーンをやろうじゃないかと

いうことで、今準備を進めているというような

状況でございます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 あと、この観光客入れ込み客

数というのは入湯税に基づいた算出だと思うん

です。ただ温泉旅館を使わない観光客というの

も本市にいらっしゃると思うんですけれども、

延べというか、漠然とした数字で構わないんで

すけれども、本市に対する観光客数というのは、

入湯税によらない部分で大体市として把握して

いる数字というのはありますか。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 まず基本的な考え方とし

て、漠然とした数字は使うべきでないだろうと

いうことで、できる限り実測できるそういう部

分ということで捉えておりまして、上山城ある

いはリナワールド、茂吉記念館、そういったと

ころをカウントしているということでございま

して、上山城については平成２８年も約５万２，

０００人、リナワールドについては１５万数千

人、茂吉記念館については１万人くらいとちょ

っと減ってきているんですけれども、そういっ

た数字が入湯税で把握した数字にプラスなると

いうことで、確かにそのほかにもいろいろある

かとは思うんですけれども、実測できるという

ことに重きを置いております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 ページ数でいうと１７０ペ

ージの部分です。まつり行事の補助金として３

９５万円ほど出されておりますが、どんな行事

に出されているのか、詳細に御説明お願いしま

す。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 まず、大きいものから申

し上げますと、かかし祭２００万円でございま

す。それから、踊り山車１００万円、それから

上山城まつり５０万円、それから上山青年会議

所のすまいるプロジェクトの花火が５０万円、

そのほか加勢鳥が３０万円、秋まつりに１５万

円、西山ホタル祭りに１７万円という数字でご

ざいます。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 祭りをやるときに、特に上

山城の部分ですが、売店も出ますよね。その売

店の方が、人が来なくて困ったとよくおっしゃ

っているんですね。多分市報とかチラシとかで
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いろんな行事なんかも広報はされるんでしょう

けれども、その広報の仕方をスピーカーつきの

車なんかで広報する、市内の人にも周知をして

いただき、その市内の人から親戚なんかにも周

知をしていただくというようなことは考えてい

ませんでしょうか。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 この予算というのはあく

までも補助金でございます。祭りをどうするの

か、それは主催者がまずどう考えるかというこ

とが一義的にはあるのではないのかなというふ

うに思います。その努力というのは促していき

たいと思います。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 補助金ということですね。

わかりました。 

 でも、上山を活性化するためにはやっぱり人

が動いてもらわないとだめだと思いますし、ス

ピーカーつきの車というのは、あるものは使っ

てしたほうがいいのかなと思いましたので、ち

ょっと提案させていただきたいと思います。 

 あと、駅前のことについてですが、平成２８

年はたしか花を置いてなくて、その前の年はア

イビー、ゼラニュウムなどを置いてくださって

いたと思うんですね。観光客に対するおもてな

しという意味で、平成２９年は置いてはいない

のですが、観光拠点を今からつくるわけですけ

れども、その跡地については花を置くとか考え

ているかどうか、伺います。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 駅前ということでござい

ましたけれども、ちょっとカリヨンタワーの周

りに置くというのは、どうしてもプランターな

んか壊れたりしていますし、そこはどうかなと

いうふうに思っておりますので、今後というこ

とであれば、駅前の観光拠点・公共施設それも

含めて、おもてなしあるいは集客力アップとい

う観点、ＰＲという観点ですかね、そういった

ところから花というものを含めて考えてまいり

たいと思います。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 花があるないでは大分雰囲

気が違うのかなと思いますので、その辺をお願

いしたいと思います。 

 あと、蔵王国定公園利用調整連絡協議会とい

うのが１７６ページにありまして、この部分で

ですけれども、噴火警報発令が以前出たという

こともありましたので、例えば今から噴煙が上

がった場合に備え待避所のようなものを道路に

設置するというような考えはないかどうか、ち

ょっと聞いてみたいと思います。 

○坂本幸一委員長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 火山の危機管理対策とい

うことになるかと思いますけれども、その課題

につきましては、今委員から発言ありましたこ

の連絡協議会という範疇ではなくて、別のもっ

と大きいしっかりした組織がありますので、そ

こで考えてまいります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

谷江正照委員。 

○谷江正照委員 １６４ページの大相撲かみの

やま温泉場所支援の補助金でございますが、大

変まちが明るくなり、多くの人が訪れたすばら

しい取り組みでございました。 

 これにおきましての宿泊数の入れ込み数です

とか、あとは商業祭も周りで開催されましたが、

そういったところの成果等をわかりましたらお

示しいただければと思います。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、宿泊者数ですけれ
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ども、大相撲関係者ということで２５９名ほど

宿泊をされたということで聞いております。そ

のほかの部分では、なかなかお盆近くの時期で

ございましたので、観客の方が宿泊されたのは

少なかったのかなというふうに思っております。 

 また、８月５日から１１日までの間で、温泉

商店街振興会のほうで３６店舗が参加をいたし

まして大売り出しをしておりますけれども、売

り出し期間がお盆の売り出しと重なったという

ことで、実際の金額がその期間幾らくらいとい

うのは集計されておりませんけれども、大相撲

の観客の方でも寄っていかれた方がいらっしゃ

ったということでお聞きしております。 

○坂本幸一委員長 谷江正照委員。 

○谷江正照委員 大変人気の各地で引っ張り合

いのイベントではございますが、上山市のイメ

ージアップに大きく寄与していると思いますの

で、今後とも、大変難しいかとは思いますが、

誘致活動等を引き続き続けていくのかどうか、

お示しいただきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 大相撲の場所の誘致につ

きましては、数年先まで埋まっているというこ

ともございますし、あとはかなり企業のほうか

ら御支援というか協賛金をいただきながらの事

業でございますので、近々開いていくというの

はなかなか厳しいことだというふうに思ってお

りますが、相撲に限らず、そういったにぎわい

の出せるようなものについてはずっと考えてい

きたいというふうに思っております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午後 １時４９分 休 憩 

                  

    午後 １時５９分 開 議 

○坂本幸一委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次に、８款土木費について質疑、発言を許し

ます。井上学委員。 

○井上 学委員 ８款５項２目の住宅リフォー

ム支援事業補助金についてお聞きします。 

 たしかこれは平成２８年度だったと思うんで

すけれども、県からの事業打ち切りのような話

もあった中で、何とか担当課の働きかけもあっ

て継続して県もあったというふうなことを理解

しているところですけれども、私が感じるとこ

ろでは毎年度大体落ちついた需要になってきて

いるのではないかと感じているところですが、

リフォームを行う際に大体市民の全ての方がこ

のリフォーム制度を使っているのか、それとも

この制度を使わず独自にやっているという部分

があるのか。もしつかんでいればお示しくださ

い。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 リフォーム補助の制度を

使わないでしている部分については、うちのほ

うでは把握してございません。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 そうであるとすれば、私は大

半の方がこのリフォームを使ってやっているの

ではないかなと感じるところですが、そういっ

た中で、このリフォームは市単独で県に該当し

ないところを充当しているわけですけれども、

その部分に関してさらなる拡充をすることによ

ってリフォーム需要がまたふえるのではないか

と考えるのですが、その補助の拡大について今

後の見解をお示しください。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 
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○近埜伸二建設課長 基本的に、まず県のほう

が１０％、市が５％にしておりますので、これ

を上げるとなると基本的には県と同じになって

しまうということで、県は県、あとはそれでで

きなかったものに対しては市でリフォーム補助

をするという考えのもと、今現在の金額でやっ

ていきたいというふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 県との絡みの部分では現状で

よろしいかと思うんですけれども、市単独で県

に充当しない部分に関してだと、まだ県は余り

関係ない部分なのかなと思うので、そういった

部分で、なかなか市民の方も県には当たらない

けど市ではやれるんだというふうな部分を理解

して、またそういったリフォームの需要を喚起

していく部分には有効だと思われるのですけれ

ども、その点に関してもやはり県との絡みとい

うふうな部分で難しいとお考えですか。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 基本的にリフォームとし

て県の補助があって、その中でできないものを

市のほうで支援する、そういう形の支援をして

いきたいという部分でございますので、今のま

までやっていきたいというふうに考えておりま

す。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 市民公園のことでお伺いい

たします。 

 市役所の裏の市民公園についてですが、たし

か平成２８年度で園路の整備ということがなっ

ていたと思いますが、進捗状況をお知らせくだ

さい。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 平成２８年度につきまし

ては、途中までの舗装で終わりでございます。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 途中までということは予算

の関係なんでしょうか。途中までの残りの部分

はどのように予定しているか、伺います。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 残りの部分につきまして

は、平成３０年度の予算でできればというふう

に今のところは考えているところでございます。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 平成２７年１２月に一般質

問をさせていただいた部分だったのですが、市

長からは、やるからには徹底して全部やるとい

うような答弁をいただいておりました。 

 平成３０年度、予算の関係もあるのでしょう

が、ツール・ド・ラ・フランス大会についても

やっぱり足もとがよくないというような答弁の

中にもありましたので、幾らでも早くやっぱり

園路整備をしてほしいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 １８６ページの危険空家解体

事業費についてお伺いします。 

 危険空き家が実際に平成２８年度も９件あっ

たわけですけれども、それ以前の空き家に対し

ての今後の取り組みとして、地区会長と連携し、

地区内の空き家の把握に努めるとともにという

ふうにありますけれども、市としての空き家の

把握というのは、現状いつの調査の何件なんで

しょうか。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 基本的には平成２７年度

で６９４戸でございます。 

 その後、ことしに入りまして、各地区の地区

会長のほうに回りまして、今何件かということ
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で調査中でございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 平成２７年度現在の数字とい

うことで、これは毎年ではなくて２年ごとなん

でしょうか。 

 というのは、ある地区会長の話を伺ったとこ

ろ、前地区会長から空き家の地区として市に上

げた地図上の資料を見せてもらったところ、地

区役員の住んでいる家が空き家になっていて、

隣の空き家が今住んでいる状況になっていたと

いうふうなので、現状がしっかりちゃんと把握

できているのかできていないのか不安に思った

もので、その点もう一度、何年置きにやって、

その現況調査といったものは市としては行われ

ているのでしょうか、お伺いします。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 一番最初にやったのが平

成２２年でございました。その後平成２７年に

実施しておりまして、その後、先ほどお話しし

たように、棚井委員のほうからもお話あったよ

うな形で、空き家だったものに住んでいたりと

か、逆に住んでいたのが空き家になっている部

分がありますので、平成２９年度はそれについ

て精査ということで調査を実施しているところ

でございます。 

 それで、期間につきましては、何年に一遍と

いう期間については今のところ考えてはござい

ません。その都度という形で調査をしていきた

いというふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 南小学校から陸橋があります

けれども、あの下の通学路に使われている道路

の管理の件ですが、１７８ページにあります道

路管理費の委託料に措置されているものがそれ

に該当するんでしょうかね。 

 以前は水があふれて、子どもが壁伝いに忍者

のように横歩きで行ったりとか、そういうこと

が何度かありましたが、原因は水をかき出すポ

ンプにふぐあいがあってというふうなあの当時

のことでしたが、このポンプ点検あるいは地下

道管理というものとの関連をちょっと説明をお

願いしたいと思います。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 長清水の地下道のお話だ

と思いますけれども、やはり以前はかなりあそ

こで水がたまっているというような状況がござ

いましたけれども、今は１年に一遍ずつ必ず点

検をしておりまして、それでポンプ等がふぐあ

いがあれば早急に直しているという状況でござ

いまして、あと、ポンプのほうについても異常

があれば電話でこちらのほうに来るようになっ

ておりますので、早急な対応は今はできるよう

な状況になっております。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 大変ありがたいことだと思い

ます。 

 それで、みちづくりサポート事業、これも大

変結構なことで住民に喜ばれていることだと思

いますが、きのうの常任委員会で課長のほうか

ら、市道の延長距離というのは大体東京に行く

ぐらいの距離だというようなお話も聞きました。

ですから、市道であっても完璧に整備が行き届

くとは私も思っておりませんが、やはり市道と

名のつく限り一定の整備は必要だろうと思いま

すね。 

 それで、水たまりがプールのような状態にな

っているところもあって、原口から上生居に抜

ける道路でありますが、原口のほうからはみち

サポで５０メートルとかでだと、奧まで行くの
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に１０年もかかるのかみたいなそういう感じの

スピードなんですけれども、上生居のほうから

はみちサポは適用ならずということで、市道で

すからね、こういったところもぜひ住民の要望

として、クアの道にもなっているというふうな

話も聞いておりますので、ぜひ市道全部はでき

ないとしてもやっぱりやってほしいなと思いま

すけれども、市道整備に当たっての課長の見解

を再度お伺いしておきます。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 基本的には、当然市道の

中でも舗装なっている部分のうちで約８５％が

何らかの補修が必要な状況でございます。その

中でやはり緊急性のあるもの、あとは交通量の

あるもの、その辺から計画的に実施していきた

いというふうに考えておるものでございます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 都市マスタープラン策定業務

委託料についてです。 

 平成２８年度一般質問のやりとりでもありま

したけれども、特にこの現況について精査して

いくというお話でありました。平成２８年度の

状況をお伺いします。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 都市マスにつきましては、

３月の議会でも御説明させていただいたように、

基本的な都市計画的要素の部分につきまして考

察、現状分析と課題抽出までを行ったものでご

ざいます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 平成２９年度に協議会等を開

催するという話もありましたけれども、平成２

９年度の取り組み。 

 あと、今言われたようなことを平成２８年度

に行ったということでありますが、それは都市

マスタープラン策定業務委託料として、例えば

成果品とかそのようなものというのはあるのか

どうかについても改めてお伺いします。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 まず、成果品については

成果品はございます。ちゃんとした図書として

ございます。 

 あと、取り組み状況でございますけれども、

今現在、幹事会のほうを１カ月半に１回ずつぐ

らいで実施させていただいておりまして、それ

を今練っているところでございます。それで、

まず近々委員会のほうにかけて、その後に住民

の協議会みたいな形をつくっていきたいという

ふうに今考えているところでございます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 一般質問の答弁の中で答えて

いただいた策定に関する時系列というか策定ま

での期間というのに、大体おくれなく順調に経

過していると考えてよろしいですか。 

○坂本幸一委員長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 実際的にはちょっと１カ

月ぐらいおくれてはいますけれども、これは取

り戻して、最終的には平成３１年の３月までで

すか、その間には確実につくってまいりたいと

いうふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 次に、９款消防費について質疑、発言を許し

ます。佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 消防団員の確保についてお伺

いします。 

 先日、一般質問でも消防団員の確保策として

ビデオやパンフレットなどの独自制作というこ
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ともしました。 

 主要施策の成果説明書の８０ページにあると

ころを見ますと、地区会長に消防団入団の協力

依頼を行いましたというふうにありますが、そ

の成果はどうだったのか、お示しください。 

○坂本幸一委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 地区会長のほうにもお願い

しておりますが、現場のほうでは、その１件１

件募集についてお伺いしたところ、一般質問で

もお話あったとおり、本人に会えない、もしく

は家族ともお話をよくできないという、今後そ

ういうところをどうすればいいんだという御意

見がありまして、それは多くはないですけれど

も、そういう事実が発生していることは確かで

ありまして、なおこのことに関して消防団員と

の協議におきましても同じ内容をお伺いしてお

ります。この対応については現在検討中でござ

います。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 目標値として定数割れしてい

るのが現状なところで、今後の課題として検討

しているということでありますが、定数の見直

しや再編などは考えているのでしょうか、お示

しください。 

○坂本幸一委員長 消防長。 

○佐藤浩章消防長 消防団員の７９１名の定員

数に対して現在７７１名と、充足率は９７．

４％と記憶しています。この数字に関しては山

形県の市町村においても非常に高いほうでござ

いまして、非常に消防団員、また市民の皆様か

ら御協力をいただいているところでございます

ので、定員に達するまで、このところをこれか

らもう少し検討しなければならないということ

でございます。 

 なお、再編成に当たりましては、近日の一般

質問でありましたように、就業形態の変化等々

がありまして、その対応についてはよくお話を

進めていかなければならない前に、よく把握し

なければならないと私は考えておりまして、練

りながらよく話しながら進めてまいりたいと思

っています。消防団長ともこの件に関しては情

報共有しておりまして、近々しなければならな

いねという状況は現在のところに至っておりま

す。 

 定数に当たりましては、現状の火災は少なく

なっていますけれども、全国的に水害または地

震の対応については消防団員の皆様の力が非常

に強力なことでございまして、市民の皆様も非

常に期待しているところでございます。 

 現状のところは考えておりませんが、先ほど

のとおり、把握した中で、地域の中からよく話

を聞かなければわからない、また地域によって

は非常に格差がありまして、高齢化とまず人が

いないんだというようなことも伺っております

から、まず再編等々を考えなければならないな

と考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 

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

散  会 

 

○坂本幸一委員長 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 ２時２０分 散 会 
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