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－１５１－ 

  平成２９年９月２９日（金曜日） 

 

本日の会議に付した事件 

 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 

 議第４４号 平成２８年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４５号 平成２８年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４６号 平成２８年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４７号 平成２８年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議第４８号 平成２８年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

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

出 欠 席 委 員 氏 名 

出席委員（１５人） 

       守  岡     等  委員         井  上     学  委員 

       中  川  と み 子  委員         髙  橋  恒  男  委員 

       谷  江  正  照  委員         佐  藤  光  義  委員 

       枝  松  直  樹  委員         浦  山  文  一  委員 

       坂  本  幸  一  委員         大  沢  芳  朋  委員 

       川  崎  朋  巳  委員         棚  井  裕  一  委員 

       尾  形  み ち 子  委員         長  澤  長右衛門  委員 

       髙  橋  義  明  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  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  土  屋  光  博 市民生活課長 

尾  形  俊  幸 健康推進課長  武  田     浩 福祉事務所長 

冨  士  英  樹 商 工 課 長  平  吹  義  浩 観 光 課 長 
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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  板  垣  郁  子 

選挙管理委員会 
委 員 長 

花  谷  和  男 
農 業 委 員 会 
会 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 査  後  藤  彩  夏 主 事 
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午前１０時００分 開 議 

 

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

開  議 

 

○坂本幸一委員長 おはようございます。 

 出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより決算特別委員会を開会いたします。 

 

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

 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 本日は、昨日に引き続きま

して、平成２８年度上山市一般会計歳入歳出決

算の審査を行います。 

 それでは、１０款教育費１項教育総務費、２

項小学校費、３項中学校費、４項学校給食費に

ついて、質疑、発言を許します。守岡等委員。 

○守岡 等委員 ２項及び３項の小中学校就学

奨励費の扶助費、いわゆる就学援助についてお

尋ねします。 

 本市でも平成２８年度に就学援助制度が活用

されて、小学校で約６４０万円、中学校で７７

０万円支給されています。この就学援助制度は
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生活保護基準の１．４５倍を所得基準として支

給されているようですが、子どもたちが安心し

て学校で学べるセーフティーネットとしての役

割はますます重要になってきていると思われま

す。 

 しかし、特に保護者のほうから、入学する際

の制服代や体操服など入学準備の多額の費用が

家計を圧迫する中、現在の就学支援制度では申

請認可の後で実際に振り込まれるのが７月とな

っておりまして、これをぜひ入学前に支給して

ほしいという切実な声が寄せられています。 

 こうした中、平成２９年３月３１日に文部科

学省の初等中等教育局長の名前で通知が出され

まして、新入学児童生徒学用品費等の拡充や支

給時期についても、中学校は入学前でも可能で

あることを明示しまして、小学校についても交

付要綱を改正して入学前の支給を可能にしてい

ると伺っています。 

 こうした通知を受けて本市でも入学準備金の

入学前支給を行う必要があると考えますが、見

解をお示しください。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 結論から申し上げま

すと、今現在は考えておりません。 

 委員おっしゃるように他県でもそのことを実

施しているところはございますが、やはり山形

県の場合、３月３１日の正午現在で入学する子

どもの数をはっきりさせまして教職員定数など

を割り出しております。したがいまして、それ

以前に支給するということは、その前に必ず子

どもが上山市に存在するということを確認する

作業が必要でございます。 

 就学援助に関しましては、入学前のいろいろ

なものがあるのはわかりますし、必要なことだ

とは思っておりますが、そういった物理的な側

面で保証をどうするかというところでまだ検討

の余地があると思います。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 そういう何か形式的な理由は

わかりましたけれども、普通に考えればそうい

う困っている家庭があって、例えば４月１日の

段階でその辺の実際に入学するかどうかという

のはわかるわけで、ちょっとした行政のやりく

りでその辺はカバーできるのではないかと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 確かにその点検討の

余地はあると思います。したがいまして、今現

在は考えておりませんが、他県のやり方、実施

しているところのやり方を今後研究していきた

いと思います。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 ぜひよろしくお願いします。 

○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 教育費の教育指導費につい

てお尋ねいたします。 

 学力検査ということの委託料２７８万４，２

２０円というようなことでありますけれども、

この本市の学力の現状も含めて、課題といった

こともどういう状況なのか、まずお示しくださ

い。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 学力検査委託料に関

しましては、ＮＲＴという全国標準学力テスト

がございますけれども、偏差値でいいますと５

０．０が全国平均でございます。その前後に各

教科で推移している状況でございます。 

 あと、それとはちょっと違うんですけれども、

全国学力・学習状況調査では、国語に関しては
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全国を上回っている。ただ算数・数学に関して

は、特に応用の部分で課題がございますので、

今後そこを克服するような方向で考えておりま

す。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 本市の特色あるというか、

それよりも成果の説明の中ですけれども、その

中に、満足型学級の形成というようなことが１

０ページをお開きいただくと書いてあるんです

けれども、この確かな学力というようなところ

の部分で、年２回昨年も実施したというような

ことでありますけれども、これが学力にどうい

うふうに結びついているかというようなことも

含めて、それから、その中に先生の担任力、教

科担任の担任力、そういったものの改革も推進

されるというようなことであったと思うんです

けれども、そういった指導も含めてどのように

推移なされたかというのも含めて、この結果、

どういうふうにこれから学力向上に取り組むか

というようなことについてお願いしたいと思い

ます。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、確かな学力に

関しましては、学校教育法３０条によりまして、

点数だけでなく意欲や表現力なども含まれてお

ります。 

 したがいまして、委員がおっしゃった学級の

満足度ということに関しましては、やはり学級

の中で居心地がいいかどうか、安心して学習が

できる状況かどうかということを、Ｑ－Ｕテス

トで年２回検査をしまして、担任が客観的にそ

れを見て指導に生かしているところでございま

す。 

 そういう中で、担任力というのは、授業力や

生徒指導能力、特別支援能力という３つの種類

に分かれるんですけれども、その３つをいろい

ろな研修や、今申し上げたＱ－Ｕテストの中で

担任が自己分析しながら、わかる授業、楽しい

授業をつくっていくことを今目指しているとこ

ろです。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 教科の部分だけではないと

いうことで、豊かな人間性というようなことも

育む、社会性も、当然それは必要なことではあ

りますけれども、やはり本市の魅力発信という

よりも、学力向上についてはやはり課題がある

というように認識しているわけですけれども、

そういったところで平均値以上の推移をやはり

市民の皆さんというか、今、子育て中の皆さん

は大変期待しているというようなところもござ

います。 

 そういったところで、これから分析、力を強

めていくというようなことを今後どういうふう

に進められていくかということを、もう一度伺

います。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 今おっしゃった内容

は大きく２つに分かれると思います。１つは応

用力、もう一つは基礎力ということに大きく分

かれると思います。 

 応用力に関しましては、今推進している学び

合いの授業を今後も深く研究の視点として位置

づけていきたいと思います。 

 あと基礎力に関しましては、もちろん応用力

が高まりさらに授業が楽しくなると基礎力に結

びつくわけですけれども、その中に家庭との連

携、つまり家庭学習などの授業以外の分野も含

めながら、やはり整合性をとって総合的に学力

が上がるように考えております。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 
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○尾形みち子委員 教育の多様性といったもの

も含めて、社会性もあるわけでございますけれ

ども、やはり子どもたちのますます環境づくり

がより推進されるようにお願いしたいというふ

うに思っております。 

 上山市は２０１５年に上山市子ども読書推進

計画を立てておりまして、平成２５年度から平

成２９年度で計画の一通りのことが、その後ど

うなさるかということも含めて、本の出会いと

か知る楽しさとか、もう既に豊かな心を育むと

いう、この５年間でやられた実績ということも

含めてお示しください。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、読書に関しま

しては、全ての学力の基礎を育むものとして重

要な位置づけと捉えております。 

 それで、各学校の判断により読み聞かせや読

書活動などをまずやっていることが１つ。もう

一つは、司書教諭を集めて、生涯学習課と連携

しまして図書館での研修会、あとは学校にある

図書館そのものをレイアウトを工夫するなどの

研修会をしながら、子どもがより本に親しむよ

うな取り組みでやってきました。 

 その結果、まず、校長の話によれば、読書に

向かう子供はふえつつあるということです。し

かしながら、これは何か結果が出たからやめる

という問題ではございませんので、今後も全て

の教科の基礎として推進していく方法を研究し

てまいります。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 今ちょっと１点、平成２５

年から２９年までの５年間の計画の後の、その

後をどうするかということをお答えいただいて

おりません。お答えください。 

 それから、読書と学力の関係そういったもの

も含めてお答えいただきたいのと、それから、

今後どのようにして子どもたちの読書推進を、

均等にというわけにはいきませんでしょうけれ

ども、やはり本市の特色ある読書推進計画とい

うこともありますので、その辺のところも含め

てお答えください。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、読書推進計画

に関しましては、今後継続する方向で考えてお

ります。 

 ２つ目、読書と学力の関係は具体的な研究成

果はございませんが、読書を進んでする子ども

は総合的な学力もアップすると、それは各教師

の中で感じておりますので、重要な位置づけと

して今後推進していきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 尾形みち子委員。 

○尾形みち子委員 学校図書室の経営について

も大変図っているというようなことであります

ので、それは本当に期待したいというふうに思

っております。 

 やっぱり学校図書司書といった配置がきちっ

となされていると、そういった環境の整備も整

うというようなことでありますけれども、それ

が充実しているのかどうかということも含めて、

やっぱり大変子どもたちの成長を支える側とし

て重要な拠点、それから居場所づくりというよ

うなところになっているはずです。 

 そういったところも含めてこの計画の中にも

ぜひ取り入れていただくとともに、やはり学校

図書司書の向上ということも含めてでしょうけ

れども、今大変研修をしたりしてそういう水準

を上げているというようなことでありますので、

引き続きそれは私たち望むところでございます

ので、ぜひ子どもたちの環境というところ、居

場所づくりというところを重点的にお願いした
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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。

井上学委員。 

○井上 学委員 １０款２項２目のスクールバ

ス運行事業についてお聞きいたします。 

 冬期においてですが、通常は運行していない

ところに危険があるというふうなことで運行の

要望があった地域があると聞いておりますが、

そういったところに平成２８年度において運行

しているかどうか、お聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 基本的には統合をし

た学校に関しましてはスクールバスを配置する

ということで、そうではない地域から要望があ

ったことに関しては、ちょっと私知り得ており

ません。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 では、統合があった地域で、

具体的に言いますと宮川小学校学区で大門、菖

蒲地区ですけれども、そこから冬期が危ないと

いうふうなことで運行要請が、ちょっとＰＴＡ

なのか保護者会なのか学校側からなのかわから

ないんですけれども、あったと認識しているん

ですけれども、それに対して対応なされたかど

うか、ちょっとお聞きします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 どのようなレベル、

場面での要望かわかりませんが、私は対応して

おりません。 

 ただそういったことがあった場合は、特に旧

東小学区の方の距離と、あとは旧本庄、旧宮生

小学区の距離がちょっと不公平だという話は聞

いたことがございますけれども、その点に関し

ましてはお応えしていない状況でございます。 

 ただ遠距離の補助ということをしまして、山

交バスの利用等で以前話はしているところでご

ざいます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。ぜひ危険とい

うふうな、冬期に限ってというふうなことで私、

話を聞いていたもので、ぜひその辺の安全確保

ということで今度御検討を、スクールバスなの

か既存の交通機関を使うのかはありますが、本

当に安全確保という部分を検討していただきた

いということと、あと、スクールバスの運行に

ついて今後見直しというか、そういったことを

平成３０年度以降お考えがあるかどうか、お聞

きいたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 今現在はございませ

ん。ただ、市内全域で平等性とか、いろいろな

ほかの要望もございますので、聞き取りをきち

んとして耳は傾けていきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。現在ないとい

うふうなことを了解いたしました。 

 聞き取りということですが、やはり保護者の

方のこととか、子どものことを一番に考えた対

応を望みます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 １９４ページの下のほうです

けれども、外国人等子ども日本語習得支援事業、

そして外国人英語指導助手招致事業の実際の事

業内容、そして、その内訳についてまずは質問

いたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、子ども日本語

習得支援事業に関しましては、これは発生した

場合対応するということで、平成２８年度１名
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の中国からいらっしゃった子どもに対して、授

業中、中国語と日本語を話せる指導員を配置し

まして、授業がわかるように対応したという内

容でございます。 

 あとは、外国人英語指導助手招致事業費に関

しましては、平成２８年度は非常勤１名、あと

はＪＥＴから導入した２名、合計３名。途中か

ら１名が不在になりましたけれども、途中から

は２名体制で各小中学校に配置して、授業のＴ

Ｔとして生かしております。 

○坂本幸一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 まずは、中国人に対する手当

てのほうを迅速にやられたということは大変あ

りがたいことだというふうに思っております。 

 これまでもこの外国人の英語指導助手に関し

ては常時２名以上の体制でこられたはずだとい

うふうに思いますけれども、これまで上山の文

化にも溶け込んでいただきまして、子どもたち

との触れ合いも十分なされているというような

光景を目にしておりまして、非常に好ましく思

っているところです。 

 今後、現在小学校に入る前の児童から含めて

の英語の教育のあり方などが実践的にも進んで

いるというような状況で、上山市におきまして

は観光情報・交流施設をつくり、そして２０２

０年のオリ・パラのホストタウンにもなってい

るという中で、子どもの英語力をどう高めてい

くかというのも１つの課題ではないかというふ

うに思っているところです。今後の英語教育の

方針についてお願いいたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 今後、もちろん英語

教育、英語力は大事になってくると思います。

そのために、先ほどＡＬＴの配置で小中学校と

申し上げましたが、授業中だけでなく、休み時

間に一緒に遊ぶとかいろいろな行事に参加をし

て、英語を教えるのではなく英語を使って一緒

に活動する、そういったことから本物の英語力、

そしてコミュニケーション能力が高まると思っ

ております。 

 したがいまして、今後、勤務時間の関係はあ

りますが、授業はもちろんそれ以外の活動に一

緒にさせることが、今後上山の子どもの英語力

向上に必ず役立つと感じまして、それをできる

限り実践していきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 方向性が示されたところでご

ざいますが、英語力の強化策としてＡＬＴの人

数の増加、あるいはこれらのカリキュラムに直

接かかわることだと思いますので、単元の関係

で非常に難しい問題はあるかと思いますけれど

も、そういう人数の増加あるいは時間の増加等

を考えていればお願いいたします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 増員に関しましては、

今現在は考えておりません。 

 しかしながら、小学校３・４年生に今度入っ

てくるということ、あとは、各学校が配置され

たＡＬＴをどのように活用していくか。やっぱ

り効果的にやることが重要だと思いますので、

今後各学校の英語担当の職員から話を聞きなが

ら考えていきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 髙橋義明委員。 

○髙橋義明委員 今ありましたように、学年が

幅広くなるということからすれば、当然人員の

強化も考えていかなければならないのかなとい

うふうに思っておりますので、それに期待をい

たします。 

○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。 
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○枝松直樹委員 今ほど髙橋委員からもあった

ことについて、続けて質問したいと思います。 

 ＡＬＴのことですが、私は、日本人に英語が

身につかないのは使う場面がないからだと思っ

ています。学校で例えば１コマ勉強してきても、

うちに帰ったら日本語をずっと使っているわけ

ですから、週何回か仮にあったとしても、これ

は興味、入り口に立たせることはできます。だ

けれども、実践的な英語にはほど遠いと思って

います。ですから、今ＡＬＴをふやす予定はな

いと、ただ授業以外でもＡＬＴと接するような

機会を設けて話す機会をふやすような答弁があ

ったかと思いますが、例えばフィリピンなんか

だったらタガログ語と英語と公用語が２つあり

ますし、ドイツだって両方しゃべりますよね。 

 日本のこの現状を直すために、よそがやって

るからやってるということではなくて、もうち

ょっと効果的な実践的なものができないかと思

っておりますが、その件について、今答弁は既

にされているんですけれども、私が言っている

使う機会がとにかく余りにも少ないと、それで

はＡＬＴが何人いても意味がないということに

ついて、どうお考えになりますか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、英語指導には

大きく研究のレベルで２つあります。一つは第

２公用語として教える英語と、もう一つは外国

語として教える英語。両者の違いは、社会全体

が第２公用語に英語を使う環境にある場合と、

そうじゃない場合というふうにカテゴリーが分

かれます。 

 日本の場合は後者になると思われます。その

際、一番大事なのは文化を教えるということに

なっております。つまり、英語をただ技術的に

教えるのではなく、環境の中で、場面の中で使

える英語をどう教えるかということだと思いま

す。 

 したがいまして、授業の中にその場面を設定

したものを多く持っていく。そして、先ほど申

し上げたとおり、可能な限り英語を利用して活

動をともにする、そんな機会をふやすことを今

後各学校とともに考えていきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 かつてはペンフレンドクラブ、

ＰＦＣなども結構盛んな時期がございました。

大分前の話ですけれども。手紙を書く。それで

それを先生から添削をしてもらって、向こうか

ら返ってくる。自分で理解できないところはま

た職員室に行って先生から見てもらってと、こ

れは非常に効果的なことだったと思っています。

そういう学習活動を今現在やられておられます

か。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 平成２８年度からＡ

ＬＴが学校の中に箱を置きまして、いわゆる相

談箱ではないんですけれども、英語で交流する

というようなことは平成２８年度から実施して

おります。ただそれはいろいろデメリット、問

題もございますが、英語を表現したい子どもが

直接ＡＬＴと手紙を通して触れ合うという活動

はしております。 

 ただそれ以外の校外との活動は現在していな

い状況でございますが、今後、いろいろしなけ

ればいけないことが学校にたくさんございます

ので、その本当にしなければいけないことをま

ずした上で、今のようなアイデアはぜひ生かさ

せていただきたいなと考えます。 

○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。 

 それでは、そういった一生懸命英語教育をさ
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れている観点から、きのう庶務課長から回答を

もらったホームページの話ですが、英語バージ

ョン、これも悲惨な結果でしたので、ちょっと

英語教育に携わる者としてどう考えるか伺いた

いのですが、例えば今議員の紹介ですけれども、

１５人います。１５人の数字は１、２、３、４、

５と算用数字なんですよ。しかし、なぜか４番

はfourと英語で書いてある。５番five、１０番

はten。算用数字であとは書いてあるんですよ。 

 １５人の名前、誰ひとりとして正確なものは

ないです。これはもう当然です。そんな能力は

機械にはありませんから。金生、金に生まれる

ですからkinsei。同じです。 

 このレベルで、議会の紹介で写真は間違いな

く自分の写真ですが、載せられてもはた迷惑と

いうか、この間違ったことを教育者として許せ

ますか。教育長、いかがですか。 

○坂本幸一委員長 教育長。 

○古山茂満教育長 間違ったことは許せません。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 そういうことで、これは１５

人のうち、固有名詞はまず間違ってもしようが

ないと思いますけれども、算用数字１５人のう

ち１０人で、あとは英語表記だったりね、これ

はもう本当にひどいんです。上山市と書いてな

いんですから。神様の山の……まあ、後で見て

ください。 

 このことほどさようにそのレベルなんですよ、

翻訳なんていうのは。これだったら私はないほ

うがいいということで、韓国語、中国語も閉鎖

をし、英語だったら、全部のページは大変でし

ょうけれども特定のところだけを訳すとかとい

うこともあるし、逆になくてもいいと思ってい

ます。 

 子どもたちも、昔から教育の現場で小説の一

節あるいは詩を教材に使うこともある。今度は

例えば市のホームページを英語で訳したのを見

てみましょうなんていうことで、もし教員が使

おうとしたら、何じゃこりゃということにもな

るわけです。 

 ですから、国際観光都市とまではいわなくと

も、これから英語に力を入れてインバウンドに

力を入れていくという姿勢として、もう少し正

しいことを伝えていくというそういう発想が私

は求められると思いますけれども、市長からも

一応どんなもんか伺っておきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 市長。 

○横戸長兵衛市長 きのうからるるいろんなこ

とが出てきておるところでございますが、国際

化時代という中ではやっぱりきちんとしたもの

の表現をしていくということが大事だと思いま

す。 

 実はけさテレビの報道がありまして、長野県

の伊那市かな、そこが中国人の方々が来て大変

潤っているといいましょうか、そういう報道が

ありました。その中でやはり何がツールになっ

ているかというと、スマホでした。スマホを通

して全然日本語ができない中国人が来て、それ

で農家民泊というんでしょうかね、そういうこ

とをやっておりましたが、やっぱりそういった

意思を通じる、あるいは通すというツールはい

ろいろあろうかと思いますけれども、ただやっ

ぱり公用語といいましょうか、英語といいまし

ょうかね、日本語もそうですが、やっぱりきち

っとしたものをやらなければならないというの

は当然だと思います。 

 ですから、やっぱりきのうからの議論の中で

は、いろいろ不都合なことがあったり、あるい

は表示が正確でなかったりということがあるわ

けですが、やっぱりここはきちっと直していく
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必要があるんだろうなというふうに思っていま

す。 

 ですから、現時点においてはそういったいろ

んな方、そういったことで頼ってといいましょ

うかね、そういう表現をしておりますが、やっ

ぱりここはきちっとしたものにしていきたいと

いうふうに思っています。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 恐らくコミュニケーションツ

ールとしての翻訳機は８割方正確に伝えること

はできるかもしれません。短いセンテンスであ

れば。 

 ただやっぱり市政情報とかこういうものは、

もうとてもじゃないけど機械には頼ることはで

きないということが今回私もわかりましたので、

十分その辺御検討いただいて、やっぱり上山市

の名折れだなんて私も言われて悔しく思ったん

ですが、現実にそういうことが発生しておりま

すので、どうぞよろしく是正のほうをお願いい

たします。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 教育費の１９６ページの中

のスクールソーシャルワーカー活用事業費の中

でお伺いいたします。 

 たしか平成２８年度にスクールソーシャルワ

ーカーという方をお願いしていたと思いますが、

この方が、言い方がちょっと余り的確でないと

思いますが、活躍したというときはあったので

しょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 活躍はしております。 

 ただ配置した学校が問題行動がとても少なか

ったということで、本来なら各関係機関との窓

口となる役割が力を発揮できなかったというこ

とが平成２８年度ございました。平成２９年度

は配置がえをしております。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 そうですと、ことしもこの

活用事業というのは予算に組んでありましたっ

けかね。 

 それで、今、いじめや不登校ということでい

ろいろ学校に行ってない子どもも多いというふ

うに聞いております。この方は社会福祉士とい

う資格がないとできないということではあるん

ですが、今もこの方がスクールソーシャルワー

カーとして仕事をしてくださっているか、ちょ

っと確認のため伺います。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 今、私が申し上げた

のは市費のスクールソーシャルワーカーの件で

ございます。 

 実は平成２８年度県のほうから配置されてい

るスクールソーシャルワーカーがおりまして、

その方に関しましてはさまざまな福祉の資格を

持っておりましたので、そういった窓口で活躍

していただきました。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 市のほうで今スクールソー

シャルワーカーとしている方はいないというこ

とでよろしいんですか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 平成２８年度もおり

ましたし、平成２９年度もおります。 

○坂本幸一委員長 中川とみ子委員。 

○中川とみ子委員 子どもたちのためにぜひそ

の方の活躍を期待したいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 小中学校耐震化ということで、
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２０４ページは中学校の耐震化事業となってい

ます。 

 ４，５７６万５，０００円の総事業費という

ことで、構造体ということで、校舎及び屋内運

動場等の耐震化は平成２８年度をもってこの金

額をもって完了をしたというふうにいただいた

資料に載っております。 

 そこで、今後の方向性も載っておりますが、

旧西郷第二、旧本庄小学校、あと旧宮生小学校、

今後使ってもらうにしてもいろいろ耐震化の問

題とかもあると思うのですが、このままほった

らかしにしておくのか。本庄に関しては耐震化

がなっているとは思いますが、今後どうしてい

くのかという方向性をちょっとお示し願います。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 統廃合になって今使われ

ている校舎の今後の方向性ということでござい

ますけれども、以前も議会の中で出ておりまし

たけれども、基本的には地元の意向を確認をし

て、その意向に沿った形で活用していきたいと

いうことでございますが、耐震化なってないと

ころもありますので、そういったところについ

てはなかなか、例えば宮生小学校の旧校舎の部

分は難しいのかなという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 ですと、使わせる使わせない

に関係なく宮生のほうは難しいというお答えで

すが、それこそ本当に前からお話ししているん

ですけれども、地区の方の意向ということで、

これも何回も多分常任委員会等でもお話とかも

させていただいておりますが、地区の方々から

は市の方向性を示してくださいと、使い方に関

して、そういった話し合いをしてくださいとい

うふうに、議会としてもお願いしているはずで

すし、まず議会報告会などで本庄なんかに行き

ますとその都度言われて帰ってくるのですが、

そういった話し合い等もしっかり行っているん

でしょうか、今まで。 

 また今後、そういった答えが返ってくるわけ

ですから、する見込みがあるのでしょうけれど

も、早急にしていただきたいということで、そ

ういった話し合いをなされていたのか、今後す

るのかということでお聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 現在、そのような話し合

いを設けてはおりませんけれども、今後そうい

った方向で努めてまいりたいなというふうに思

います。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 もう二、三年前からこういう

話は出ておりますので、ぜひ早急にお願いした

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。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 英語教育についてお伺いしま

す。 

 特に先生方のほうのレベルアップのほうはど

のような状況になっていますでしょうかという

ことと、あと、特に中学校ですか、英検、漢検

などの検定についての取り組みの状況、あと、

受検者数もどのくらい、数字でなくてもいいで

すけれども、どのくらいの生徒が受検なさって

いるかどうか。その辺を教えていただければと

思います。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、英語教育のレ

ベルアップに関しましては、文科省から説明を

受けてきた教員が、いろいろ研修をする県の会

議に悉皆研修として参加をさせているところで

す。 
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 あとは、市の教育研究会の英語部会がござい

ますので、そこに講師を派遣して研修を行って

レベルアップを図っている、それ以外にもちろ

ん学校の指導を行っているところです。 

 英検に関しましては、３つの中学校各校で実

施しておりますが、その形態は学校でやる場合

と自主的に任せるということでそれぞれの学校

で違っておりますが、全部の学校で実施してお

ります。 

 なお、そのパーセント、何％受けているかと

いうのは把握しておりません。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 先ほどの英検の話ですけれど

も、学校でやらないということは、いわゆる団

体ではないということで、一般の受験会場に行

くことになると思うんですけれども、山形市内

になると思いますけれども、やっぱりそうなっ

てしまうと受験の機会というのがなかなか奪わ

れてしまう感が否めないと思います。 

 ですから、大学入試のほうでセンター試験が

様変わりして、そういう英検などの試験も導入

されることも予想されていると思いますので、

やはりそういう受験の機会というのをそれぞれ

の中学校で平等に与えてほしいと思いますが、

その辺はどうお考えでしょうか。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 英検を各学校でやる

場合に、放課後を使ってやっている状況でござ

います。つまり授業の中ではできるものではな

いという判断でございます。 

 ただおっしゃるように機会均等といいますか、

機会をふやすという点では、今度の校長会で話

題を出しまして、まず校長の考え方を聞いてか

ら、今後やはりこの世の中では英検の受験とい

うのは１つ大事な要素でございますので、研究

してまいります。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 教科書の採択について伺いま

す。 

 本市では採択地区として、山形と一緒にとい

うことになっていると思います。平成２７年と

平成２９年その採択というのが検討されたと思

うんですけれども、予算の執行として平成２８

年度その採択地区の中で本市のどういう取り組

みがあったのかについて、採択なかった年だっ

たのか、その部分についてお示しください。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 平成２８年度は採択

協議会がございませんでしたので、予算の執行

はございませんでした。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 その採択に当たる前に、例え

ば閲覧機会が設けられているというふうに思い

ます。教育事務所とそれぞれの自治体という部

分で設けられていると思うんですが、例えばそ

の教科であったり対象であったりによってその

数というのが違うと思うんですけれども、例え

ば上山市で教科書を閲覧する機会を設けた場合

に、その閲覧してくださる数というのは大体ど

れぐらいなのかについて、正確な数字でなくて

も構いませんので、お示しください。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 平成２８年度はそう

いったものがなかったんですけれども、ことし

ありまして、約６０名の方が閲覧しているとい

う状況です。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 先般、常任委員会のほうで、

平成３０年度の道徳の教科の際使用する教科書
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が決まりましたと。それで、山形市と一緒にな

ってその採択をするわけでありますけれども、

その教科書を選定するに当たって、例えばどの

ような意見が出たのかという部分についてお示

しいただきたいなというふうに思うんですけれ

ども。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 まず、道徳に関して

は、大きく今まで領域だったものが教科に変わ

るということで、中身が議論する道徳、つまり

上から今まで価値観をやや一方的に教えていた

価値観を、子どもが生活の中で実感できるよう

に自分たちが議論する道徳として変わりました。 

 したがいまして、教科書がそのような視点で

構成されているかどうか。具体的にいいますと、

その価値が大きく前面に出ているものがいいの

か、逆にそれが出ないものがいいのか、そうい

った意見が出た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 道徳の教科化に関しては承知

いたしました。 

 もう一点ですが、小学校管理費に当たるのか

なと思うのですが、平成２８年度の西郷第一小

学校における複式学級の数についてちょっとお

示しいただきたいなと言うふうに思うのですが。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 平成２８年度の複式

学級の数は１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 小中学校将来構想検討委員会

の答申の中で、今後複式学級が複数になったと

き今後の小学校のあり方について検討を始める

というような答申があったかと思います。もし

想定されるならば、それは平成何年度からと想

定されるのかについて改めてお示しください。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 西郷第一小で複式学級が

複数になるという見込みの年については、平成

３０年度からそうなるというふうな見込みでご

ざいます。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 その件については、市の教育

委員会としても例えば学校の後援会であるとか

ＰＴＡであるとか、特に地域の人々との話し合

いの中で慎重に丁寧に進めていくという回答を

これまで頂戴していたと思います。 

 その検討の段階を始めるに当たって、もう既

に始めていてもおかしくない。これはゆっくり

時間をかけて進めていくのであれば、始めてい

てもおかしくないのではないかというふうに思

いますが、今後の取り組みについてお示しいた

だければというふうに思います。 

○坂本幸一委員長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 平成３０年度から複式学

級が複数になるというのは現在の見込みで、も

しかして今から転入者があるかもというような

こともございますので、基本的には平成３０年

度になってそういう事態になってから解消して

いくということで、平成２９年度できることと

いいますと、複式学級が複数になった場合に、

例えばスクールバスの関係でありますとかそう

いったことを検討しておく必要があるのかなと

いうところで、今後進めてまいりたいなという

ふうに思います。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 今の管理課長の答弁は、恐ら

く複式学級は複数になるであろうが、もしかし

たらならないかもしれないんじゃないかという

答弁に聞こえました。 

 恐らくなるであろうということが想定されて
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いる現状でありますので、急にこういう話にな

ったということがないように、本当に慎重に時

間をかけて進めていくべきではないかというふ

うに考えます。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 外国人英語指導助手について

です。 

 たびたび質問がありましたが、ＡＬＴの勤務

時間という話もありましたが、月の時間校数と

いうのが今どのようになっているか、お伺いし

ます。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 月のというよりも１

日４時半までの勤務、朝８時半からということ

でなっております。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 だとすると、平日４時半まで

ということで、毎日市内の小中学校で英語学習

をしているという状況ですか、お示しください。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 そのとおりでござい

ます。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 そして、内容なんですけれど

も、日本人の英語学習というのがやはり実践向

きではなくて、型にはまったというか、文法が

大事だとかそういうことでなかなか身につかな

いというのが、私は現状だと思うんですね。 

 先ほど枝松委員のほうも日常的に使う場所が

ないというふうなこともありました。これもも

ちろんもっともっと必要になってくると思いま

す。その中で、小学校からではなくて就学前か

ら、幼稚園や保育園などに伺って少しずつ実践

的な英語に触れていくべきだというふうに私は

考えますが、その見解についてお伺いします。 

○坂本幸一委員長 学校教育課長。 

○加藤洋一学校教育課長 今おっしゃった問題

は、上山だけでなく全国の問題だと思います。 

 それで、現在工夫していることは、先ほど４

時半までの勤務と申し上げましたが、放課後何

か行事がある場合、あとは例えば放課後子ども

教室で土日に英語の何かをする場合には、勤務

割を変更してさせております。そういった工夫

をまずしているということ。 

 そういったことを就学前の幼少期まですると

いうことは、１つの試みとしては大事かなと思

います。ただそれが習得に結びつくかどうかと

いうよりも、窓口として、きっかけとして触れ

させるということ、そして、そこで英語は嫌だ

と思わせない、その部分が大事かなと考えてお

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。 

 この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１０時５０分 休 憩 

                  

    午前１１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、５項社会教育費、６項保健体育費につ

いて質疑、発言を許します。井上学委員。 

○井上 学委員 １０款５項２目公民館の整備

についてお聞きいたします。 

 平成２７年度の決算審査意見でも、耐震化を

含め地域住民の核となる施設なので公民館の整

備を早急に進めていくべきだというふうなこと

を申し上げました。 

 その中で、平成２８年度は西郷地区公民館の
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整備というふうなところやさまざまな部分で進

んだところは大変評価いたします。 

 現在、今後そういった耐震化という部分で必

要となってくる公民館はどのような状況になる

のか、まず初めにお聞きいたします。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 公民館の耐震化事業

につきましては、市内１０地区公民館のうち耐

震診断が必要な公民館が７地区公民館ございま

す。 

 市のほうでは、平成２７年度から公民館の耐

震化に取り組んでおりますけれども、最初に中

山地区公民館が診断を行いまして耐震補強の工

事が必要だということで、その後設計、平成２

９年度耐震化の工事を行っているところです。

年次計画で進めているところですけれども、平

成３２年度までには７地区公民館の耐震化が完

了するような計画でいるところです。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 平成３２年度というふうに、

本当に期限を切って進められることは非常に評

価します。 

 あわせまして、耐震化だけでなく、今後使い

勝手というふうな部分でも公民館の整備を進め

ていかなければいけないと思うのですが、そう

いった要望等の取りまとめで現在出ているよう

なところがありましたら、お示しください。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 公民館の整備につき

ましては、毎年公民館のほうから整備の要望を

いただいております。１０万円以下の修繕等に

ついては、指定管理公民館については指定管理

の予算から実施していただいておりますけれど

も、高額な補修については市のほうで予算措置

を行っているところです。そういった要望をお

聞きして、平成２８年度は本庄、東地区公民館

の駐車場整備などを行ってきております。 

 今後も公民館のほうから要望をお聞きして、

今現在、トイレの洋式化等の要望なども出てお

りますので、優先順位等をつけて順次整備をし

てまいりたいと考えております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 羽州街道金山越の修理、それ

で保全、このことについて伺いますが、平成２

８年度も相応の予算を使って復旧工事などもさ

れたようでありますが、今後のここの活用、歩

いてみると結構足腰にも来るんですけれども、

「いやあ、江戸時代の人は偉かったな」という

ような思いを新たにする場所でありますし、貴

重な史跡として文化庁も認定しているようです

から、今後の市のもうちょっと積極的な活用に

ついてお聞かせください。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 金山峠の活用につい

てお答えいたします。 

 金山峠につきましては、平成９年に楢下宿と

ともに国の史跡に指定されております。平成２

６年７月の大雨で金山峠のほうが甚大な被害を

こうむったわけですけれども、それをきっかけ

にいたしまして、貴重な石積み等の遺構が発見

されております。 

 その後、平成２７年、２８年と復旧工事、あ

と発掘調査のほうを行いまして、平成２９年度

は楢下宿のエリアの調査を行っております。そ

れを総括いたしまして、平成３０年度に保存管

理活用計画というものを策定する予定でおりま

す。その策定においては、各専門の方々から策

定委員になっていただいていろんな御意見をお

伺いして、今後の金山峠の活用についてもその
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計画書の中にまとめていく予定でおります。そ

の後、その計画に基づいて整備のほうを行い、

活用のほうを図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 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 ぜひよそにないものですから、

整備をお願いいたします。 

 そこに到達する前に、三本松のところの追分

についても、これもまたすごいものですから、

あわせてもうちょっと立派に見えるように、右

米沢街道、左江戸とかと書いてあって、上山か

ら江戸というその距離感ですね、感動するもの

ですし、もうちょっとはっきりわかるように整

備もしてもらえればと思っていたところですか

ら、あわせてよろしくお願いします。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 三本松のところの追

分の碑も含めてですけれども、市内の文化財等

については、その案内看板等も含めて市民の皆

さんにわかりやすいような整備のほうを進めて

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。

佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 図書館費のことでお伺いしま

す。 

 主要施策の成果説明書の中で、図書館新規登

録者数が平成２８年度目標で１，０００人、実

績で４７６人となっています。これが目標を大

幅に下回ったのが、初年度の実績を見誤ったた

めというふうになっておりますが、今後平成２

９年度目標、平成３０年度目標と１，０００人

というのは変わらないんですけれども、これに

ついて見直す考えはあるのかどうか、お伺いし

ます。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 市立図書館の新規登

録者数につきましては、平成２７年度の実績が

５４４人であったのに対し、平成２８年度の目

標を１，０００人と設定したことにつきまして

は、目標を過大に設定してしまったかなという

反省はございます。平成２８年度の実績につき

ましては、さらにカミンの店舗撤退等もござい

まして、減少をしております。 

 １，０００人の目標につきましては、振興計

画の目標値を設定してそれに基づいて今現在事

業のほうを進めているわけですので、達成でき

るように、平成３０年度についてはカミンの中

にめんごりあも移設してまいりますので、でき

るだけその目標値に近づけるように努力は続け

てまいりたいと思います。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 平成３０年度にカミンのほう

もめんごりあであったり遊具施設等もオープン

するという予定なので、それにあわせて多くの

新規登録者の獲得に向けて周知活動のほうをし

っかりしていってほしいと思います。 

 次に、体育施設のことについてお伺いします。 

 体育施設管理運営費の中の芝管理業務委託に

ついて詳細をお伺いします。 

○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○鏡 裕一スポーツ振興課長 芝管理業務委託

料でありますが、こちらは生涯学習センターの

芝の管理でありまして、３年前に芝を張ってお

ります。生育状況もなかなか厳しいものがあり

ますので、専門業者にお願いをいたしまして管

理をしているものでございます。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 業者のほうに管理委託をして

いるということで、たしか平成２９年度３年目

だったというふうに記憶しております。平成３
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０年度からの芝生の管理というのはどのように

お考えなのか、お伺いします。 

○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○鏡 裕一スポーツ振興課長 芝の管理を含め

た生涯学習センターの管理、グラウンドの管理

ですが、現在も使用されているサッカー協会、

あとグラウンドゴルフ協会の方々から周辺の草

刈り等を実施していただいております。芝の管

理につきましては、専門的な知識もありますの

で、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 専門的な知識が必要というこ

とで、利用者からは、ちょっと芝生が荒れてい

るので、しっかりと管理してほしいというふう

な要望が出ております。 

 その中で、なかなか水まきも大変、散水シス

テムもないというふうなところなのですが、そ

の辺もどうなのかと。薬剤をまいたりとか水ま

きのほうも利用者のほうで、薬はちょっと難し

いかもしれないんですけれども、水まきに関し

ては利用者のほうでも実施できるように整備で

きるかなというふうに思うのですが、それにつ

いてもう一度お伺いします。 

○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○鏡 裕一スポーツ振興課長 委員おっしゃる

ように、芝の管理は大変専門的で難しいもので

ありますので、専門業者の方が担ったほうがい

いのか、施設を使っていただいている利用者か

ら担っていただいたほうがいいのか、どちらが

メリット、デメリットがあるかを、スポーツ振

興課と利用者の方々で話し合いを進めまして、

よりよい方向に進めてまいりたいと考えており

ます。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 サッカー協会のほうからちょ

っと伺ったところですと、簡単な手入れであっ

たり水まくことであったり芝生刈ったりとか、

そういったことは幾らでも協力するというふう

なことを聞いております。 

 ただ水まくのも、体育館側のほうは何とかで

きるかもしれないですけれども、奧のほうとな

るとやっぱり水源がないためになかなか厳しい

ので、その辺ちょっと整備してもらえれば、サ

ッカー協会のほうでは協力するというふうなこ

とを伺ってきました。 

 なので、その辺も含めて平成３０年度以降利

用者のほうでもできるように、あと芝刈り機で

すか、そういったものも新たに整備してもらえ

ると大変ありがたいなというふうに思いますの

で、検討のほうをよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 もう一つですけれども、２１８ページの競技

力向上対策事業について詳細をお伺いしたいと

思います。 

○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○鏡 裕一スポーツ振興課長 こちらは体育協

会に委託料をお上げしまして、体育協会におい

て特別種目、あと特定種目等を設定して、競技

力向上、あと競技の底辺拡大を進めるために行

っている事業であります。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 今、底辺の拡大というふうな

答弁がありました。この底辺の拡大を図るため

には、まず、スポーツが好きだとかということ

が子どもたちにとって必要だというふうに思い

ます。 

 主要成果説明書の中に、スポーツを好きだと

いうふうな回答が非常に数値的に低いものであ

りました。これについて今後どのように底辺拡

大というのを図っていくのか、お示しください。 
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○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○鏡 裕一スポーツ振興課長 平成２８年度の

実績の目標値で、スポーツが好きな市民の割合

ということで３９％ということで、こちらの数

値につきましては、スポーツが好きということ

の設定でしたところ低い数値が出てしまいまし

たので、今後につきましては、平成２７年度か

らスポーツによる地域活性化推進事業というこ

とで、各地区１０地区公民館の出前スポーツ教

室、あと温泉入浴スポーツ教室等を実施してお

ります。 

 平成２９年度につきましてもさらに種目等を

ふやして、高齢者の方々、あと冬でもできるス

ポーツ、あと女性の方も親しめるスポーツとい

うことで、スポーツをするきっかけを提供いた

しまして、より多くの方々からスポーツを実践

していただくような取り組みを進めてまいりた

いと考えております。 

○坂本幸一委員長 佐藤光義委員。 

○佐藤光義委員 運動が好きな割合として実績

が３９％と今の答弁の中にありました。これの

理由について、運動が好きの定義について、ス

ポーツを見るを含めた目標値で、実績の３９％

はスポーツをすることが好きな方の割合という

ふうになっております。 

 これはスポーツを見るということも好きな割

合の中に含めてしまうと、底辺の拡大にはつな

がらないというふうに考えますけれども、これ

についてどうお考えですか。 

○坂本幸一委員長 スポーツ振興課長。 

○鏡 裕一スポーツ振興課長 確かに「する」

ということが主体的ではありますが、スポーツ

庁でも掲げているとおり、「する」「見る」

「支える」というのが現在スポーツ事業を推進

する上で大事な目標ということになっておりま

すので、主体的な「する」ということは大事で

はありますけれども、「見る」ということも含

めてスポーツを好きになっていただくというこ

とも大事な方法ではありますので、含めた形で

スポーツの実施率を向上してまいりたいと考え

ております。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 第１４回斎藤茂吉ジュニア短

歌コンクールについてお伺いします。 

 平成２８年度の応募者数と参加校数が前年比

１５校増、１，９９３人増加しています。多分

例年どおりの周知方法だと少子化の影響で間違

いなく減っていくところだと思うんですけれど

も、どういうような周知をして参加者の増加に

つなげたかについてお伺いします。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 斎藤茂吉記念館のほ

うで直接小中学校、高校等を回りまして、作品

の応募について依頼をして、このような実績に

なっております。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 この増加のぐあいというのは

非常にすばらしい成果なのかなというふうに思

います。 

 先ほど英語教育の話が多々ありましたけれど

も、よそにないものという観点からいえば、ま

ず一番に私は日本語の教育という部分に力を入

れるのが本市のあり方なのかなというふうに思

います。恐らく教育委員会としてもそのように

捉えているのではないかと。 

 学力テストの国語の点数でも平均より国語に

関してはよかった印象を受けています。総合的

な結果によるものかと思いますけれども、本市

の特徴あるこの短歌の教育というものも、その
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影響の１つにあるのかなというふうに考えてお

ります。日本語教育というか国語の教育のあり

方について、ぜひ教育長の意見をお伺いしたい

なと思います。 

○坂本幸一委員長 教育長。 

○古山茂満教育長 考えるのは国語で考える、

言葉で考えるわけです。そういう意味からして、

１に国語、２に国語、３、４がなくて５に算数、

あとは１０以下というふうに言う人もおります。

そういうことから、やはり国語が大事だという

のが根底にありますけれども、この茂吉の歌に

関しては、ふるさと学習の中で各学校で短歌学

習をしていると、そういうふうなことも多く投

稿しているということについては大いにかかわ

っているのではないかなということで、国語教

育は大事です。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 その中で、やはりこちらの今

後の事務事業調査の評価の中で、小学校、中学

校における短歌の作成というものを学ぶわけで

す。ただその後、短歌、斎藤茂吉のふるさとで

あるということを多分自分の意識の中に置いて

成長という過程を迎えると思うんですけれども、

その後、短歌というものにかかわる人が短歌人

口の高齢化の歯どめにもなるのかなというふう

に思いますが、短歌の創作人口をふやすため短

歌に関心を抱く新たな機会を創出するというと

ころについて、具体的に今後の方向性について

どのように考えておられるのか、ぜひお示しく

ださい。 

○坂本幸一委員長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 上山市の短歌学習に

つきましては、小中学校で授業の中に取り入れ

て取り組んでいるところもあり、高い評価をい

ただいているわけですけれども、やはり今、川

崎委員のほうからありましたように、その後短

歌を継続するところに課題を持っているところ

です。 

 今後、中学校以降どうやって短歌を継続して

いただくかというところについては、茂吉記念

館あるいは市の教育委員会のほうといろいろ模

索をしているところでありますけれども、例え

ば高校教育の中に短歌クラブのようなものを設

けていただくことはできないかなどということ

で、県の教育長のほうにもいろいろお話をさせ

ていただいているところです。 

○坂本幸一委員長 川崎朋巳委員。 

○川崎朋巳委員 今、斎藤茂吉記念館のお話も

ありましたけれども、ただのハードとしての施

設によらない、例えば館長が市内の小中学校に

出向いて短歌の作成の手伝いをして短歌教室を

開催するなど、ソフトの面においてもその取り

組みというのが充実しているのではないかなと

いうふうに感じております。 

 ぜひ本市の日本語の教育の原点ともなり得る

短歌の小中学校を卒業してからの学びという部

分についても、ぜひ充実と今後の検討をお願い

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。 

〔「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款災害復旧費、１２款公債費、１

３款諸支出金、１４款予備費について質疑、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。 

 以上で、議第４３号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま

す。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 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は、原案のとおり認定

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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４３号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第４４号 平成２８年度上山市 

       国民健康保険特別会 

       計歳入歳出決算の認 

       定について 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４４号平成２８

年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について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、平

成２８年度上山市国民健康保険特別会計歳入歳

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。 

 それでは、歳入から申し上げますので、決算

書の１５ページ、１６ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項国民健康保険税について申

し上げます。収入済額は７億７，３４３万８，

３４０円で、前年度に比べ１，４２３万２，０

００円の減、率にして１．８％の減でありまし

た。これは国民健康保険被保険者の減少による

ものであります。不納欠損額は２，０８０万８

１円、収入未済額は１億２，６２６万８，９２

４円となっております。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料について申

し上げます。収入済額は２６万９，６００円で、

前年度に比べ２万２，０００円の減、率にして

７．６％の減でありました。不納欠損額はなく、

収入未済額はマイナス１００円となっておりま

すが、還付未済によるものであります。 

 ３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９億２，１１１万５，６

３４円で、前年度に比べ８，９９６万４，００

０円の増、率にして１０．８％の増でありまし

た。これは一般被保険者の医療給付費の増加が

主な要因となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項国庫負

担金が６億７，９７３万６，６３４円、２項国

庫補助金が２億４，１３７万９，０００円とな

っております。 

 ４款１項療養給付費等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１億５，７

１４万１，３３９円で、前年度に比べ４，８５

３万１，０００円の減、率にして２３．６％の

減でありました。これは退職被保険者の医療給

付費の減少によるものであります。 

 ５款１項前期高齢者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９億３，０５

３万６，８４８円で、前年度に比べ１，８４８

万８，０００円の減、率にして１．９％の減と

なっております。これは前期高齢者の医療給付

費の伸び率が下がったことによるものでありま

す。 

 ６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２億１４３万２，６６１円
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で、前年度に比べ１，６５９万４，０００円の

増、率にして９．０％の増となっております。

これは一般被保険者の医療給付費の増加が主な

要因となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、１項県負担

金が２，８２３万６６１円、２項県補助金が１

億７，３２０万２，０００円となっております。 

 ７款１項共同事業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１０億７４８万

３，３１６円で、前年度に比べ６，０９１万６，

０００円の増、率にして６．４％の増となって

おります。これは対象となる高額な医療費の増

加によるものであります。 

 ８款財産収入１項財産運用収入について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の１４５万

６，００２円で、前年度に比べ２６万５，００

０円の減、率にして１５．４％の減となってお

ります。これは国民健康保険給付基金の運用利

子の減少によるものであります。 

 ９款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２億９，３８６万７，８７５

円で、前年度に比べ１，４４７万７，０００円

の減、率にして４．７％の減となっております。

これは事務費や財政安定化支援事業繰入金など

の一般会計の繰入額の減少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項他会計

繰入金が２億９，２４１万７，８７５円、２項

基金繰入金が１４５万円となっております。 

 １０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１億９，６２７万２，

１５７円で、前年度に比べ１，７８２万円の減、

率にして８．３％の減となっております。 

 １１款諸収入について申し上げます。収入済

額は調定額と同額の１，９１９万２，１４９円

で、前年度に比べ１，４４１万４，０００円の

増、率にして３０１．６％の増となっておりま

す。これは山形県国民健康保険団体連合会から

診療報酬支払基金預託金の全額返還があったこ

とによるものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 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４９万２，１３６円、２項預

金利子がゼロ円、３項雑入が１，８７０万１３

円となっております。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額４４億

３，３００万円に対し、調定額４６億４，９２

７万４，８２６円、収入済額４５億２２０万５，

９２１円、不納欠損額２，０８０万８１円、収

入未済額１億２，６２６万８，８２４円となっ

たものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ６，８０５万３，

０００円の増、率にして１．５％の増でありま

した。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款総務費について申し上げます。

支出済額は７，０７６万１，７２２円で、前年

度に比べ２０７万９，０００円の減、率にして

２．９％の減でありました。これは職員人件費

等の減によるものであります。不用額は１，３

６２万９，２７８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

理費が６，６３０万４，８５７円、２項徴税費

が３９２万７１５円、３項運営協議会費が１０

万９，１１８円、４項趣旨普及費が４２万７，

０３２円となっております。 

 ２款保険給付費について申し上げます。支出

済額は２５億７，３２１万６，３４４円で、前

年度に比べ６５０万５，０００円の減、率にし
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て０．３％の減となっております。一般被保険

者の高額療養費の増により高額療養費が増加し

たものの、退職被保険者等の療養給付費の減に

より療養諸費が減少したことによるものであり

ます。不用額は８，９５６万８，６５６円とな

っております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項療養諸

費が２２億４，０１７万５４３円、２項高額療

養費が３億２，３８９万５，８０１円、３項移

送費がゼロ円、４項出産育児諸費が６３０万円、

５項葬祭諸費が２８５万円となっております。 

 ３款１項後期高齢者支援金等について申し上

げます。支出済額は４億１，４７０万５，３３

５円で、前年度に比べ８２９万３，０００円の

減、率にして２．０％の減となっております。

これは国民健康保険被保険者数の減少によるも

のであります。不用額は４，５７４万１，６６

５円となっております。 

 ４款１項前期高齢者納付金等について申し上

げます。支出済額は２９万６，４２５円で、前

年度に比べ２万３，０００円の増、率にして８．

５％の増となっております。これは国民健康保

険被保険者１人当たりの負担調整対象額の増に

よるものであります。不用額は２４万３，５７

５円となっております。 

 ５款１項老人保健拠出金について申し上げま

す。支出済額は１万５，１２１円で、前年度に

比べ４，０００円の減、率にして２１．４％の

減となっております。不用額は１万３，８７９

円となっております。 

 ６款１項介護納付金について申し上げます。

支出済額は１億６，８７５万６，３６１円で、

前年度に比べ１，３９９万２，０００円の減、

率にして７．７％の減となっております。これ

は国民健康保険被保険者数の減少によるもので

あります。不用額は６３９円となっております。 

 ７款１項共同事業拠出金について申し上げま

す。支出済額は９億８９８万６，６６８円で、

前年度に比べ１，３３２万３，０００円の増、

率にして１．５％の増となっております。これ

は県内の高額医療費共同事業基準拠出対象額の

合計額の増加による拠出金の増によるものであ

ります。不用額は３，３３２円となっておりま

す。 

 ８款保健事業費について申し上げます。支出

済額は４，４０９万３，２１１円で、前年度に

比べ２８２万５，０００円の減、率にして６．

０％の減となっております。不用額は１，６６

３万３，７８９円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項特定健

康診査等事業費が３，９６５万３，７２９円、

２項保健事業費が４４３万９，４８２円となっ

ております。 

 次のページをお開き願います。 

 ９款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額は１４５万６，００２円で、前年度に

比べ２６万５，０００円の減、率にして１５．

４％の減となっております。これは国民健康保

険給付基金の運用利子が減少したことに伴い、

積立金も減少したことによるものであります。

不用額は３，９９８円となっております。 

 １０款１項公債費について申し上げます。支

出済額は１万３，４２４円で、前年度に比べ皆

増となっております。不用額は５８万６，５７

６円となっております。 

 １１款諸支出金について申し上げます。支出

済額は２１６万４，０００円で、前年度に比べ

３，２８１万３，０００円の減、率にして９３．

８％の減となっております。これは国庫支出金

精算返還金が減少したことによるものでありま
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す。不用額は５５３万５，０００円となってお

ります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項償還金

及び還付加算金が２０６万６，０００円、２項

貸付金が９万８，０００円となっております。 

 １２款１項予備費について申し上げます。当

初予算額は７，６５７万５，０００円でありま

したが、支出がなかったため全額が不用額とな

ったものであります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額４４億

３，３００万円に対し、支出済額は４１億８，

４４６万４，６１３円、翌年度繰越額はゼロ円、

不用額は２億４，８５３万５，３８７円となっ

たものであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ５，３４１万７，

０００円の減、率にして１．３％の減でありま

した。 

 歳入歳出差引残額は３億１，７７４万１，３

０８円となり、全額を平成２９年度に繰り越し

たものであります。 

 以上で平成２８年度上山市国民健康保険特別

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。 

 質疑は歳入、歳出を区分して行います。 

 初めに、歳入について質疑、発言を許します。

井上学委員。 

○井上 学委員 １款の健康保険税のことでお

聞きいたします。 

 決算額比較で減って、その理由は、ちょっと

聞き違いだったら申しわけないんですけれども、

国保加入者が減ったというふうな説明があった

と思います。こういった現状というのは平成２

８年度からですか。それとももう既に国保の加

入者というのは、多分私の認識だと、１００％

ではないですけれども、退職者の方の増減でふ

えたりする部分が多いのかと思うのですけれど

も、その点についてお聞かせください。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 国民健康保険の被保

険者数についてでございますけれども、全体的

にここ数年来ずっと減少傾向でございます。 

 それは委員おっしゃるとおり退職者数とかと

いうこともあるかと思いますが、市の全体の人

口も減っているというふうなことも大きな要因

の１つである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 わかりました。 

 その点で、どんどん多分被保険者が減ってい

くのかなというふうな見通しが予想されるんで

すけれども、そういった点で国保の収支に与え

る影響とかいう部分でどういう認識があるのか、

お示しください。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 国保会計の収支でご

ざいますが、平成２８年度につきましては、前

年度の繰越金も２億円近くあったということで、

結果的に医療費等も見込みよりも少なかったと

いうふうなことで、このような繰越金等が発生

したわけですけれども、将来的には、やはり上

山市に限らず県内の市町村、全国的に見ても経

営的には非常に厳しい状況というふうなことで、

国のほうで法改正を行いまして、平成３０年度

より国保の県単位化というふうなことになると。

財政の規模を県一本というふうな形で、財政的

な責任については県のほうで主体的にすると。

市町村については従来の業務を引き続き行うと

いうふうな形になります。 

 その中でやはり県全体の医療費の中で、当然

高齢者がふえていくわけですので、まして国保
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の加入者も減っていくというふうな状況でござ

いますので、その辺新しい制度の状況とあわせ

まして、今後どういうふうな、保険税の改正も

含めてどういった対応が必要か、検討している

最中でございます。 

○坂本幸一委員長 井上学委員。 

○井上 学委員 わかりました。 

 国保は被保険者の増減もそうだし、あと医療

費の部分が重要だというふうなことが示されま

した。前々からそういったことだと思ってはい

たんですけれども、県一本化の話もありました

が、基本的には上山市でどうやっていくかとい

うふうなことも必要かと思いますので、その点

を十分留意して運営に当たっていただきたいと

思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。

守岡等委員。 

○守岡 等委員 平成２８年度の国保会計は約

３億１，７００万円の黒字となっています。 

 多くの市町村では、この国保会計を黒字にす

るために、一般会計からの法定外繰り入れを実

施してなるべく保険税を抑えているのが実情だ

と思いまして、現在、県内の１３市の中でこの

法定外繰り入れを実施しているのが１０市です。 

 実施していないのは３つの市で、山形市、新

庄市、上山市となっていますけれども、この実

施していない３つの市はやはり保険税が高くな

っていまして、平成２６年度の国保事業年報に

よると、一番高いのが新庄市、山形市が３番目、

そして本市は５番目に高いというふうになって

います。 

 本市の市民からも国保税が高過ぎると、払え

る国保税にしてほしいという声は多数寄せられ

ておりまして、やっぱり国保税を引き下げるた

めに一般会計からの法定外繰り入れを実施すべ

きではないかと考えますけれども、見解をお示

しください。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 国保税の引き下げと

いうことで一般会計からの法定外繰り入れをす

べきではないかというふうなことでございます

けれども、今度、平成３０年度におきましては

県単位化というふうになりますので、そこの部

分では、市町村に対してまずこれだけ納めてい

ただきたいという納付金という制度に変わりま

す。そのお金を納めますと、上山市でかかった

医療費の全額を県のほうで支払うというふうな

形になりますので、制度の仕組み的に一般会計

の法定外繰り入れという必要性はなくなってく

るというふうに聞いております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 私の得ている情報では、これ

までどおり法定外繰り入れを実施するのは可能

だと。必要なくなるかもしれませんが、可能だ

ということで国会で答弁されているようです。 

 平成３０年度から国保の都道府県化というの

が始まりますけれども、先日も国保運営協議会

が開かれたようですが、この都道府県単位化に

向けて現在どのような段階に来ているのか。保

険料のいろんな試算とか出されているかと思い

ますけれども、こうしたものの議会及び市民に

対する周知というものをどのようにお考えでし

ょうか。 

○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、平成３０年度

からの県単位化に向けての現在の状況ですけれ

ども、県のほうで、今委員おっしゃったとおり、

９月の中旬だったと思いますけれども、県の運

営協議会のほうで運営方針案について提示され

たというふうに聞いております。 
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 その中で、市町村ごとの保険料等のシミュレ

ーション、納付額がどのくらいになるかという

ふうな一定程度のシミュレーションは示されて

おりますが、今現在、１００％というふうな状

況ではございません。それはあくまでも参考的

な数字でございますので、今後、具体的な率と

かそういったものがぎりぎりでないと正直決ま

ってこないというふうに聞いております。 

 そういった中で平成３０年度当初からという

ふうになりますので、ぎりぎりのタイミングに

はなるとは思うんですけれども、情報また方向

性がきちっと示される段階になる時点において、

それぞれ必要な説明とか周知はさせていただき

たいというふうに思っているところでございま

す。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 非常に不安なんですけれども、

ぎりぎりというと、どれぐらいぎりぎりなんで

しょうか。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 予算等については、

仮の計算で出させていただくような必要があろ

うかと思います。 

 それに向けて、それを提案する段階でまず皆

様のほうにご説明をさせていただきたいと思い

ますが、本当に数字が確定する情報がいただけ

るのは、国から県に対してがもう年末ぎりぎり

というふうなお話で聞いておりますので、そこ

からのスケジュールとなりますと、県からまた

市町村に対しても一定程度の期間があるという

ふうなことがございますので、大分ぎりぎりに

なるというふうなことで、速やかに情報等は提

供させていただ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 あと、国保の都道府県化に伴

いまして、国保税の収納率の向上というのは至

上命題になってきます。そのため、保険税の滞

納者に対する短期保険者証や資格証明書の発行

が今まで以上に進むことが危惧されます。 

 短期保険者証は滞納者との連絡を図る上でも

有効だとは思うんですけれども、資格証明書と

いうのは実質の保険証の取り上げでありまして、

それが発行されるともう受診抑制につながって、

疾病の重症化とか最悪死亡に至る場合もあると

いうことで、その発行は慎重に行うべきだと考

えますけれども、いかがでしょうか。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 資格証明書の発行を

慎重にすべきではないかというふうなことでご

ざいますが、上山市におきまして、まず短期保

険証の交付につきましては、納税相談等に応じ

ていただいて幾らずつでも支払うよというふう

なことで、税務課等の相談に応じていただいて

意思表示をした方に対して、期間を切って保険

証を交付させていただいております。 

 資格証明書を交付させていただいている方に

つきましては、基本的には、そういった相談に

来てくださいということで連絡等を差し上げて

もずっと反応がない方というふうなことで、そ

ういった方に対して証明書を交付しているよう

な状況でございます。 

 そういう中にあっても、１８歳までのお子さ

んがいらっしゃるところについては、子どもさ

んの部分については短期証を交付するような対

応をさせていただいておりますので、医療にか

かることを抑制させるというふうな目的で交付

しているということではないということでござ

います。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 
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○守岡 等委員 ぜひこれは命にかかわること

なので、ほかの市では夜間や休日も含めて訪問

をしたり電話したり、とにかくコンタクトをと

って状況把握ということに努めているようです

ので、払えるのに払わないというよっぽど悪質

なものに限定するという考えで、ぜひ今後対応

していただきたいと思います。 

○坂本幸一委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「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。 

 続いて、歳出について質疑、発言を許します。

大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 ジェネリック医薬品利用率と

いうことで、本市におきましては医療費通知及

びジェネリック医薬品の差額通知等により、平

成２８年度の目標６４％を超える実績の６９．

６％という平成２８年度の実績がございました。 

 平成２９年度目標もクリアしているわけです

が、年度別に差が出てくるとは思いますが、本

市から本市で開業している病院、医院には通知、

啓発活動の依頼等は出していらっしゃるとは思

いますが、調剤薬局等にもこういったジェネリ

ック使用率を上げてくださいというような通知

等を出していらっしゃるのか、まずお聞きいた

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 調剤薬局等に対して

通知をしているかというふうなことですけれど

も、現在のところ、通知という形では対応して

おりません。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 では、どういったことで対応

しているのでしょうか。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 調剤薬局に対しての

通知というふうな部分について、確かに大沢委

員がおっしゃるとおり、これからどんどんジェ

ネリックを普及させていくためには必要なこと

だというふうに私も思っておりますので、その

ような対応をさせていただきたいというふうに

考えております。 

○坂本幸一委員長 大沢芳朋委員。 

○大沢芳朋委員 ぜひそういったこともしてい

ただければ、平成３１年度までの目標の７６％

はもうクリアがすぐできるのかなというふうに

も感じているところでありますので、よろしく

お願いしたいなというふうに思います。 

 あと、今後の取り組みということで、１人当

たりの医療費は増加していると。医療費抑制に

はジェネリック医薬品はつながっているんです

けれども、その医療費が上がっているというこ

とに関して、高齢化率も上がっておりまして、

御年配の方も本市ふえているということで、要

するに受診回数とかそういったものが上がって

いるという認識でよろしいのでしょうか。伺い

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 上山市についてまず

医療費が高どまりしている要因としましては、

やはり受診環境が非常に恵まれているのかなと

いうところが１つあるかと思います。 

 例えば急性期の大病をした場合であっても、

市内ではございませんが、山形市という県庁所

在地のほうに大きな総合病院がございますので、

そういった中で高度な医療を受けられるという

ふうなこと。 

 また、診療所の数も今現在であれば結構な数

がございまして、そういったところにやはり高

齢の方が定期的に受診されているというふうな

状況が見られますので、委員おっしゃっている
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ような傾向にあるのかなというふうに把握して

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。 

〔「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、議第４４号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、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〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４４号平成２８年度上山市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４４号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 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５４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。 

 

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

 議第４５号 平成２８年度上山市 

       公共下水道事業特別 

       会計歳入歳出決算の 

       認定について 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４５号平成２８

年度上山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について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、平

成２８年度上山市公共下水道事業特別会計歳入

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２３ペ

ージ、２４ページをお開き願います。 

 初めに、１款分担金負担金１項負担金につい

て申し上げます。収入済額は１，０５４万８，

０４０円で、収入未済額は２７５万６，７８０

円となっております。 

 ２款使用料及び手数料について申し上げます。

収入済額は５億６５２万７，３３２円で、不納

欠損額は５２万８，２０５円、収入未済額は４，

５９６万１，６３５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５億６５１万５，８６２円、２項手数料が１

万１，４７０円となっております。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の２億６，

４６０万円となっております。前年度に比べ２，

６７５万１，０００円の増、率にして１１．

２％の増でありました。社会資本整備総合交付

金が増加したことによるものであります。 

 ４款１項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２億３，８００万円とな

っております。前年度に比べ３，８００万円の

増、率にして１９％の増でありました。一般会
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計からの繰入金であります。 

 ５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１，２６５万１，２６１

円となっております。 

 ６款諸収入について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の２，６５８万５，９０８円と

なっております。前年度に比べ１，２６３万３，

０００円の増、率にして９０．５％の増であり

ました。東北中央自動車道建設に伴う施設移転

補償費の増により、雑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項市預金

利子、２項延滞金、加算金及び過料がなく、３

項雑入が２，６５８万５，９０８円となってお

ります。 

 ７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３億３，０１０万円となっ

ております。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１４億

２，４００万円、調定額１４億３，８２５万９，

１６１円、収入済額１３億８，９０１万２，５

４１円、不納欠損額５２万８，２０５円、収入

未済額４，８７１万８，４１５円となったもの

であります。 

 歳入決算額は前年度に比べ７，８５９万６，

０００円の増、率にして６％の増でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款１項公共下水道費について申し

上げます。支出済額は８億９，５２７万９，２

８９円で、前年度に比べ１億４，１９６万８，

０００円の増、率にして１８．８％の増であり

ました。委託料及び工事請負費が増加したこと

によるものであります。翌年度繰越額は２，７

８０万円、不用額は１，４６０万９，７１１円

となっております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は４億８，２５７万２６３円で、不用額は

３１０万５，７３７円となっております。前年

度に比べ１，１８８万４，０００円の減、率に

して２．４％の減でありました。 

 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はなく、不用額は６３万５，０００円とな

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１３億７，７８４万９，５５２円、

翌年度繰越額は２，７８０万円、不用額は１，

８３５万４４８円となったものであります。歳

出決算額は前年度に比べ８，００８万４，００

０円の増、率にして６．２％の増でありました。 

 歳入歳出差引残額は１，１１６万２，９８９

円となり、全額を平成２９年度に繰り越しした

ものであります。 

 以上で平成２８年度上山市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算についての補足説明を終わ

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。 

 質疑は歳入、歳出を区分して行います。 

 初めに、歳入について質疑、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。 

 続いて、歳出についての質疑、発言を許しま

す。枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 歳入のところに戻ってちょっ

と説明をさせていただきますと、国庫支出金が

２億６，４００万円、繰入金一般会計から２億

３，８００万円、それで全体の予算が１４億円

というそういう財源の構成になっていて、下水

道事業の借金が６０億円残っているという現状

ですね、平成２８年度末。 
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 それで、老朽化が大分進んでいる管もあると

いうことで、それをこれからかえていきながら

６０億円の借金を返していかなきゃいけないと

いうことですが、要するに市債を償還していく

額以上に交換費用、運営費がかかるというふう

なことになると借金は一向に減らない。むしろ

ふえていくということになるかと思うんですけ

れども、今後の下水道会計の見通しどんなふう

に推移していくのか。ちょっと私には見通せな

いところがありますので、そこの説明をお願い

します。 

○坂本幸一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 まず、歳出の主なも

のでございますけれども、やはり工事費が多く

なってございます。工事費につきましては、今

後整備をしていくという中で、一定の整備が完

了した時点では整備に対しての支出は終了する

ものと考えております。その後は管路を長寿命

化、いわゆる更新期間を延ばすなどの延命措置

を図りながら、長期的な中での管理をしていく

という形になっていこうかと思います。 

 したがいまして、支出につきましては、やは

り整備期間中というのはどうしても多くなって

くるというような状態になっていると考えてお

ります。今後は、そういった借り入れについて

の返済なども含めながら、より効率的な事業運

営に努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 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 効率的な運営に努めながら市

債の償還にも努めていくということですが、そ

うするとこの６０億円の市債残に対して毎年、

ことしも４，６００万円ぐらいしか返せていな

いんですね。減少させていくことができなかっ

た。それを考えると、これからの整備期間など

を考えると、６０億円に到達するのにはもう際

限のない時間が費やされるような気がしている

のですが、その辺のところをもう少し踏み込ん

で答えていただくわけにはいきませんか。 

○坂本幸一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 今後の見通しという

ことでの御質問かと思いますけれども、下水道

会計につきましては、平成３２年度から公営企

業会計という形に移っていきます。そのために

現在持っている資産などの調査を今やっている

ところでございます。 

 こういった資産を明らかにしていくことで、

将来的な当然予測も立ってくるというふうに考

えております。現時点で明確にお答えできると

いう資料はないんですけれども、公営企業化に

あわせまして資料を整理していくことで、さら

に効率的な運営につなげていけるものというふ

うに考えておりますので、現時点ではその公営

化に向け事業を整理していくというふうなこと

で進めながら、長期的な収支についても考えて

いきたいというふうに考えております。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 公営化に向かう中で整理をし

てということですが、ちょっといま一つわから

ないところがあって、とにかく１４億円余りの

予算に対して使用料手数料が５億円ほど、あと

は国と県と市で出しているわけですから、これ

で自前でもうけることもできませんし、結局は

一般会計からの持ち出し額がふえざるを得ない

というふうに思うんですけれども、公営化にな

るからということがちょっと私にはいま一つ理

解できなかったのですけれども、とにかく持ち

出しがふえるというふうに、市が全部抱え込む

しかないというふうに理解をしてよろしいんで

すか。 
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○坂本幸一委員長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 現時点での差し引き

についてはやはり持ち出しが多いということに

なっています。これは他市も含めまして公共下

水道事業の大きな特徴であると捉えています。 

 しかし、先ほど申しましたように、公営化を

していくことでそういった部分を減らしながら

進めていく方向でということで、国からもそう

いった公営化の指導を受けているところでござ

いますので、今までの公共下水道事業の事業の

考え方が少し変わっていくというようなことで、

これは全国的に同じような形で進めていくこと

になろうかと考えております。 

○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。 

 以上で、議第４５号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、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〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４５号平成２８年度上山市公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４５号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第４６号 平成２８年度上山市 

       農業集落排水事業特 

       別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４６号平成２８

年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について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、平成２

８年度上山市農業集落排水事業特別会計歳入歳

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、御了承くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の２７ペ

ージ、２８ページをお開き願います。 

 初めに、１款使用料及び手数料１項使用料に

ついて申し上げます。収入済額は３，５６１万

５，６４０円で、前年度に比べ３４万円の減、

率にして０．９％の減でありました。収入未済

額は７万１，１６０円となっております。 

 ３款１項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６，６００万円で、前年

度に比べ１００万円の減、率にして１．５％の

減でありました。 

 ４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１２６万５，４９４円で

ありました。 

 ６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３，３３０万円で、前年度

に比べ１１０万円の増、率にして３．４％の増

でありました。 

 ７款分担金及び負担金１項分担金について申

し上げます。収入済額は調定額と同額の１３６
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万８，６００円で、前年度に比べ７０万３，０

００円の増、率にして１０５．５％の増であり

ました。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１億４，

２００万円に対し、調定額１億３，７６２万８

９４円、収入済額１億３，７５４万９，７３４

円、不納欠損額はなく、収入未済額７万１，１

６０円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ６１万７，０００

円の増、率にして０．５％の増でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、決算

書の２９ページ、３０ページをお開き願います。 

 初めに、１款農業集落排水事業費１項農業集

落排水施設管理費について申し上げます。支出

済額は３，４７０万１，８８４円で、前年度に

比べ金額では１０６万４，０００円の増、率に

して３．２％の増でありました。不用額は３５

２万１，１１６円となっております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は１億２１７万８，３３６円で、前年度に

比べ金額では１４万９，０００円の増、率にし

て０．１％の増でありました。不用額は６７万

４，６６４円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額１億４，

２００万円に対し、支出済額１億３，６８８万

２２０円、不用額５１１万９，７８０円となっ

たものであります。歳出決算額は前年度に比べ

１２１万３，０００円の増、率にして０．９％

の増でありました。 

 歳入歳出差引残額は６６万９，５１４円とな

り、全額平成２９年度に繰り越したものであり

ます。 

 以上で平成２８年度上山市農業集落排水事業

特別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。 

 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。枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 これも下水道と似たような構

図になっていて、ただ違うのは、歳出のところ

ですが、市債償還金、そして市債利子及び割引

料として２，５００万円の計上がありますが、

償還金が７，６００万円で２億５，０００万円

という比率が非常に利子のほうが高いんですけ

れども、もしわかればですが、当初の借入時の

条件、２，５００万円というのはかなり高いと

私は認識するんですけれども、この場でわかれ

ばちょっと教えていただけないでしょうか。そ

こはどういうふうになっていたのか。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 正確な利率の数字はつか

んでおりませんが、当初６％台のもので、現在

は２．５％程度に下がっておりまして、そちら

のほうのなるべく負担を軽減するような形で、

現在は推移するように努めているところであり

ます。 

○坂本幸一委員長 枝松直樹委員。 

○枝松直樹委員 今現在は２．５％ということ

で、借りかえしたということで下がっているわ

けですか。 

○坂本幸一委員長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 利率の低いものに借りか

えをしながら負担軽減を図っているということ

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、議第４６号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、討論に入ります。討論の発言を許しま
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す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４６号平成２８年度上山市農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４６号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第４７号 平成２８年度上山市 

       介護保険特別会計歳 

       入歳出決算の認定に 

       ついて 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４７号平成２８

年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について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、平

成２８年度上山市介護保険特別会計歳入歳出決

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。 

 それでは、歳入から申し上げますので、決算

書の３１ページ、３２ページをお開き願います。 

 初めに、１款保険料１項介護保険料について

申し上げます。収入済額は７億１，７０３万２，

１０５円で、前年度に比べ１，２１８万３，０

００円の増、率にして１．７％の増でありまし

た。これは第１号被保険者数の増によるもので

あります。不納欠損額は３４１万７，７７２円、

収入未済額は１，２５０万９，６０５円となっ

ております。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料について申

し上げます。収入済額は７万４，２００円で、

前年度に比べ１万５，０００円の減、率にして

１６．７％の減でありました。不納欠損額はな

く、収入未済額はマイナス１００円となってお

りますが、還付未済によるものであります。 

 ３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９億１３１万８，７９４

円で、前年度に比べ９２４万６，０００円の増、

率にして１．０％の増でありました。これはサ

ービス給付費の見込み額の増を見込んだことに

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６億３，２４７万３，８７４円、２項国

庫補助金が２億６，８８４万４，９２０円とな

っております。 

 ４款１項支払基金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９億４，７２８

万１６４円で、前年度に比べ１，８８１万９，

０００円の増、率にして２．０％の増でありま

した。これはサービス給付費の見込み額の増を

見込んだことによるものであります。 

 ５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４億８，９３７万９，３４

７円で、前年度に比べ９７３万７，０００円の

増、率にして２．０％の増となっております。

これは過年度の給付費負担金の精算分の収入が

あり、県負担金が増加したことによるものであ

ります。 
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 収入済額の内訳につきましては、１項県負担

金が４億７，３０７万７，５７９円、２項県補

助金が１，６３０万１，７６８円となっており

ます。 

 ６款財産収入１項財産運用収入について申し

上げます。収入済額は調定額と同額の１９万３，

６９９円で、前年度に比べ１８万８，０００円

の減、率にして４９．３％の減となっておりま

す。これは介護給付費準備基金の運用利子の減

少によるものであります。 

 ７款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５億１，２１５万１３９円で、

前年度に比べ１１９万１，０００円の増、率に

して０．２％の増となっております。 

 収入済額の内訳につきましては、一般会計繰

入金が５億１，２１５万１３９円、２項基金繰

入金がゼロ円となっております。 

 ８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６，３６４万７，９７９

円で、前年度に比べ３，６３３万２，０００円

の増、率にして１３３．０％の増となっており

ます。 

 ９款諸収入について申し上げます。収入済額

は調定額と同額の８，６７４円で、前年度に比

べ３３８円の減、率にして３．８％の減となっ

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３，０００円、２項預金利子

がゼロ円、３項雑入が５，６７４円となってお

ります。 

 次のページをお開き願います。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額３５億

９，０００万円に対し、調定額３６億４，７０

１万２，３７８円、収入済額３６億３，１０８

万５，１０１円、不納欠損額３４１万７，７７

２円、収入未済額１，２５０万９，５０５円と

なったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ８，７３０万５，

０００円の増、率にして２．５％の増でありま

した。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款総務費について申し上げます。

支出済額は８，０４４万１，４０４円で、前年

度に比べ２５５万円の減、率にして３．１％の

減でありました。これは介護保険制度改正に伴

うコンピュータシステム開発等業務委託料の減

により総務管理費が減少したことによるもので

あります。不用額は３７７万１，５９６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

理費が５，００３万６２８円、２項徴収費が１

８６万３，８８７円、３項介護認定審査会費が

２，８２５万３，７９５円、４項趣旨普及費が

３万２，１１８円、５項運営協議会費が２６万

９７６円となっております。 

 ２款保険給付費について申し上げます。支出

済額は３２億８，９６６万５，９１８円で、前

年度に比べ２，２２４万円の減、率にして０．

７％の減となっております。これは平成２８年

度から要支援者に対する訪問介護、通所介護が

介護予防・日常生活支援総合事業に移行したこ

とによる介護予防サービス給付費の減によるも

のであります。不用額は５，９６８万２，０８

２円となっております。 

 支出済額の内訳につきましては、１項介護サ

ービス等諸費が２９億８，８３９万２１５円、

２項介護予防サービス等諸費が９，９７３万３

２３円、３項その他諸費が３５１万８，８６２

円、４項高額介護サービス等費が５，５８５万
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２，６１１円、５項高額医療合算介護サービス

等費が８３７万９，８７７円、６項特定入所者

介護サービス等費が１億３，３７９万４，０３

０円となっております。 

 ３款１項基金積立金について申し上げます。

支出済額は１９万３，６９９円で、前年度に比

べ１８万８，０００円の減、率にして４９．

３％の減となっております。これは介護給付費

準備基金の運用利子が減少したことに伴い、積

立金も減少したことによるものであります。不

用額は３０万６，３０１円となっております。 

 ４款地域支援事業費について申し上げます。

支出済額は１億２５４万８０９円で、前年度に

比べ３，４８７万２，０００円の増、率にして

５１．５％の増となっております。これは平成

２８年度から要支援者に対する訪問介護、通所

介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行

したことにより、介護予防・生活支援サービス

事業費が増加したことによるものであります。

不用額は２，３７７万６，１９１円となってお

ります。 

 支出済額の内訳につきましては、１項介護予

防・生活支援サービス事業費が３，８８５万３，

４４９円、２項一般介護予防事業費が１，３８

３万４，３０８円、３項包括的支援事業・任意

事業費が４，９７７万５６４円、４項その他諸

費が８万２，４８８円となっております。 

 ５款１項公債費について申し上げます。支出

済額は８万１，８９０円で、前年度に比べ６万

９，０００円の減、率にして４５．９％の減と

なっております。不用額は１６万８，１１０円

となっております。 

 次のページをお開き願います。 

 ６款諸支出金１項償還金及び還付加算金につ

いて申し上げます。支出済額は２，７０１万７

１６円で、前年度に比べ９９７万８，０００円

の増、率にして５８．６％の増となっておりま

す。これは過年度の国・県の給付費負担金の返

還金の増によるものであります。不用額は７３

万７，２８４円となっております。 

 ７款１項予備費について申し上げます。当初

予算額は１６２万４，０００円でありましたが、

支出がなかったため全額が不用額となったもの

であります。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額３５億

９，０００万円に対し、支出済額は３４億９，

９９３万４，４３６円、翌年度繰越額はゼロ円、

不用額は９，００６万５，５６４円となったも

のであります。 

 歳出決算額は前年度に比べ１，９８０万２，

０００円の増、率にして０．６％の増でありま

した。 

 歳入歳出差引残額は１億３，１１５万６６５

円となり、全額を平成２９年度に繰り越したも

のであります。 

 以上で、平成２８年度上山市介護保険特別会

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。 

 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。守岡等委員。 

○守岡 等委員 歳出の部分ですけれども、保

険給付費が３２億８，９００万円ということで

前年度よりも５，５００万円ほど減って、その

分、地域支援事業費が１億２００万円で前年よ

りも３，４００万円ふえているということで、

先ほどの説明では要支援１・２の方がこの地域

支援事業に回った結果だという説明でした。 

 多分そういうことだろうと思うんですけれど

も、ただその差額が２，０００万円ほどあると
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いうことで、この辺はやっぱり地域支援事業に

よって少しサービスが低下したというようなこ

とはないんでしょうか。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 確かに大きな要因に

つきましては、総合事業に移行したというふう

な部分が主な理由かと考えますが、常任委員会

等でも御報告させていただいておりますが、平

成２８年度につきましては、要介護認定者数そ

のものも初めて、２人ですけれどもマイナスと

いうふうな結果になったということで、サービ

スを使う方そのものも若干伸びなかったという

のも要因の１つというふうに考えております。 

 なお、通常サービスに予防サービスの移行し

た部分については、それまで使っていた方が同

じように移行しているというふうな形ですので、

決してサービスの低下ということでは捉えては

いません。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 当初のこの支援事業をつくる、

要介護認定者を減らす、介護予防の成果だとい

うことで、その辺は非常に理解したいと思いま

す。 

 次に、介護保険料の問題ですが、２年間以上

滞納している方が９２名いるということを伺っ

ています。普通は年金から天引きされるのが特

別徴収ということでやっていますけれども、こ

の９２名というのは天引きされない普通徴収、

自分で納める人たちですけれども、年金の年額

が１８万円にも満たない非常に低所得の方たち

だと思いますけれども、国の制度ではこうした

２年以上滞納すると１割の窓口負担を３割にし

たりだとか、あるいは保険給付を制限するよう

なペナルティー制度があるわけですけれども、

本市では、こうした２年以上保険料を滞納した

人に対してそういうペナルティー措置をとって

いらっしゃるのでしょうか。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 そういった方でサー

ビスを利用する方がいるとすれば、そういう形

になろうかと思いますが、実際問題として平成

２８年度につきましては、そういったサービス

の負担割合がふえたという方はいないというふ

うに記憶しております。 

○坂本幸一委員長 守岡等委員。 

○守岡 等委員 そうすると、介護サービスを

受けていないというこういう人たちだというこ

とで、ひょっとしたら受けたいけども受けられ

ないというような人たちかもしれませんので、

その辺の調査というか状況把握をお願いしたい

と思います。 

 本来であれば、こうした方たちは生活保護で

対応すべき人たちだと思いますけれども、その

辺も含めながらこの低所得者の方たちに対する

対応というのをよろしくお願いして、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。

棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 介護予防・生活支援サービス

事業についてお伺いします。 

 要支援１・２の認定を受けた方及び生活機能

評価チェックリストで該当になった方の運動機

能とか栄養改善教室、口腔機能向上教室の参加

者が実績として少なかったと。それはなぜかと

いうのが、該当する人がいなかったためという

ことですけれども、これは実際にいなかったの

か、参加する人がいなかったのか、お伺いしま

す。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 総合事業の中で、先
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ほど要支援者の方が利用しているデイサービス

だったりヘルパーの部分については、それまで

の方が同じように認定の月ごとに移行してきて

おりますので、そういった方が少ないというこ

とではなくて、前に介護予防事業が一般的な６

５歳以上の高齢者を対象とした１次予防という

ふうな部分と、より介護の状態に近い、手をこ

まねいているとそういった状態に陥る危険があ

るというふうな方に対して、運動機能であった

り栄養教室、それから口腔機能向上ということ

で短期間の集中的な教室等を開催して救ってい

たというふうな実態がございます。 

 それは対象者を把握する際に、６５歳以上の

高齢者で介護認定を受けていない方に対して、

日常生活の圏域を中学校単位に分けまして、宮

川学区、それから南中学区、北中学区というこ

とで、それぞれ時期を若干ずらしながら該当す

る方に対して通知を行って、その基本チェック

リストにひっかかった方に対して声がけを実施

をしてきたというふうな経過がございます。 

 ただ国のほうで、その効果が余りにも十分で

ないというふうなことでそういうやり方をやめ

るというふうな形になったものですから、では

どういった方をチェックリストで拾うのかとい

った場合には、窓口等に相談等に来た方とか、

例えば民生委員が回っていてちょっと心配だと

いったような方を紹介いただいて、その都度チ

ェックリストをかけて御希望に応じてそういう

教室を開くというふうな流れに変わったという

ことでございまして、それが少なかったという

ような状況でございます。 

○坂本幸一委員長 棚井裕一委員。 

○棚井裕一委員 とすれば、今年度以降も同じ

ような方向でチェック体制も進められるのかと

いうことと、あと、サロンなどにおいての百歳

体操などの実施グループがふえているというこ

とで、運動機能向上については実質的な参加者、

この支援サービスとは別だと思いますけれども、

ふえていると思いますけれども、栄養改善、口

腔機能などについても予防というものが非常に

大切だと思うんですけれども、その辺のいわゆ

る自主的なグループとかサロンとかでの積極的

な事業展開などの予定はないんでしょうか、お

伺いします。 

○坂本幸一委員長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 それで、そういった

栄養改善、口腔機能、運動機能の向上も含めて、

対象者が余り出てこないというふうなことが１

年間の結果で出てきましたので、実は平成２９

年度につきましては、介護認定を受けている方

は７５歳以上の方の３割ということで、よく７

０歳を過ぎると要介護認定者数がふえてくると

いうふうな傾向がありますので、平成２９年度

については、７０歳と７１歳の方を対象に、先

ほど言ったようなチェックリストを郵送させて

いただいて、その中で口腔機能であったり栄養

改善が必要な方等をピックアップしまして、事

業を今後進めていくということで対応している

ところでございます。 

 また、サロンなどでそういった運動機能も含

めた自主的な取り組みというのは、一般介護予

防の中で、まずは百歳体操とかそういったもの

で集まる機会、閉じこもり防止も含めて体を動

かす機会というふうなことを設けながら対応し

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。 

 以上で、議第４７号議案に対する質疑を終結

いたします。 
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 次に、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〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４７号平成２８年度上山市介護保険特別

会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４７号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

 議第４８号 平成２８年度上山市 

       浄化槽事業特別会計 

       歳入歳出決算の認定 

       について 

 

○坂本幸一委員長 次に、議第４８号平成２８

年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の

認定について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、平

２８年度上山市浄化槽事業特別会計歳入歳出決

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、御了承くださるようお願

いいたします。 

 歳入から申し上げますので、決算書の３９ペ

ージ、４０ページをお開き願います。 

 初めに、１款使用料及び手数料について申し

上げます。収入済額は９３０万２，６２０円で、

前年度に比べ９万９，０００円の減、率にして

１％の減でありました。収入未済額は１０万３

２０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９２９万９，０２０円、２項手数料が３，６

００円となっております。 

 ２款１項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４３０万円となっており

ます。前年度に比べ４０万円の増、率にして１

０．３％の増でありました。 

 ３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１６１万８，０２２円と

なっております。前年度に比べ６万円の減、率

にして３．６％の減でありました。 

 ４款諸収入１項市預金利子について申し上げ

ます。収入済額はありませんでした。 

 以上の結果、歳入合計では、予算現額１，５

３０万円、調定額１，５３２万９６２円、収入

済額１，５２２万６４２円、収入未済額１０万

３２０円となったものであります。 

 歳入決算額は前年度に比べ２４万１，０００

円の増、率にして１．６％の増でありました。 

 次に、歳出について申し上げますので、次の

ページをお開き願います。 

 初めに、１款浄化槽事業費１項浄化槽管理費

について申し上げます。支出済額は８０８万６，

５６２円で、前年度に比べ１８万３，０００円

の増、率にして２．３％の増でありました。需

用費の修繕料などが増加したことによるもので

あります。不用額は１５０万３，４３８円とな

っております。 

 ２款１項公債費について申し上げます。支出

済額は５４５万８，４１４円で、不用額は５８

６円となっております。 
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 ３款１項予備費について申し上げます。支出

済額はありませんでした。不用額は２５万１，

０００円となっております。 

 以上の結果、歳出合計では、予算現額に対し、

支出済額は１，３５４万４，９７６円、不用額

１７５万５，０２４円となったものであります。

歳出決算額は前年度に比べ１８万３，０００円

の増、率にして１．４％の増でありました。 

 歳入歳出差引残額は１６７万５，６６６円と

なり、全額を平成２９年度に繰り越したもので

あります。 

 以上で平成２８年度上山市浄化槽事業特別会

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。 

 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〕 

○坂本幸一委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、議第４８号議案に対する質疑を終結

いたします。 

 次に、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〕 

○坂本幸一委員長 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議第４８号平成２８年度上山市浄化槽事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定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〕 

○坂本幸一委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議第４８号は原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

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

散  会 

 

○坂本幸一委員長 本日はこの程度にとどめ、

１０月２日は午前１０時から会議を開くことと

し、本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 １時５３分 散 会 

 


