
平成１９年３月定例会会議録（第１号） 
 
 
          平成１９年３月２日 金曜日 午前１０時００分開会 
        議 長 清 水 清 秋     副議長 新 田 道 尋 
 
 出 席 議 員（２４名） 
 
  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   山  口  吉  靜  議員 
  ３番   星  川     豊  議員     ４番   奥  山  省  三  議員 
  ５番   斎  藤     敏  議員     ６番   斎  藤  義  昭  議員 
  ７番   渡  部  平  八  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 
  ９番   小  嶋  冨  弥  議員    １０番   小  野  周  一  議員 
 １１番   遠  藤  敏  信  議員    １２番   佐  藤     隆  議員 
 １３番   新  田  道  尋  議員    １４番   沼  澤  恵  一  議員 
 １５番   中  川  正  和  議員    １６番   森     儀  一  議員 
 １７番   柴  田  忠  志  議員    １８番   下  山  准  一  議員 
 １９番   石  田  千 與 三  議員    ２０番   平  向  岩  雄  議員 
 ２１番   亀  井  信  夫  議員    ２２番   今  田  雄  三  議員 
 ２３番   髙  山  和  男  議員    ２４番   金     利  寛  議員 
 
 欠 席 議 員（０名） 
 
              出席要求による出席者職氏名 
 
市      長  髙 橋 榮一郎         助 役  八 鍬 長 一 
総 務 課 長  武 田 一 夫         政 策 経 営 課 長  小笠原 謙 一 
税 務 課 長  鈴 木 吉 郎         市 民 課 長  大 場 和 正 
環 境 課 長  田 口 五 郎         健 康 課 長  星 川   基 
農 林 課 長  坂 本 孝一郎         商 工 観 光 課 長  羽 賀 千 尋 
都 市 整 備 課 長  中 部   力         下 水 道 課 長  佐 藤 新 一 
会 計 課 長  矢 口 喜一郎         福 祉 事 務 所 長  矢 口   孝 
神 室 荘 長  奥 山   栄         水 道 課 長  髙 橋   敦 
教 育 委 員 長  伊 藤 輝 昭         教 育 長  佐 藤   博 
教 育 次 長  奥 山 芳 彦         学 校 教 育 課 長  小 野 和 夫 
                          生 涯 ス ポ ー ツ 
生 涯 学 習 課 長  大 江 雅 夫                   黒 坂 光 悦 
                          課      長 



選挙管理委員会                  選挙管理委員会 
          小 関 俊 也                   小 野 正 一 
委 員 長                  事 務 局 長 
                          監 査 委 員 
監 査 委 員  國 分 政 嗣                   渡 部 秋 夫 
                          事 務 局 長 
農 業 委 員 会 
          斎 藤 友 一 
事 務 局 長 
 
              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
 
局 長  田 中 紀 雄         総 務 主 査  野 崎   勉 
主 査  沼 澤 順 子         主 査  佐 藤 嘉 信 
 
              議 事 日 程 （第１号） 
           平成１９年３月２日 金曜日 午前１０時００分開議 
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              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
日程第３３までは議事日程（第１号）に同じ 
日程第３４ 議案の訂正について 
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日程第３７ 議案第１７号平成１８年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第３８ 議案第１８号平成１８年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第２号）     
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     開      会 
 
 
清水清秋議長 ただいまの出席議員は24名、欠席通

告者はありません。 
  それでは、これより平成19年３月新庄市議会定

例会を開会いたします。 
  直ちに本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第１号）によって進めます。 
 
 
  日程第１会議録署名議員指名 
 
 
清水清秋議長 日程第１会議録署名議員の指名を行

います。 
  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において奥山省三君、今田雄三君を指名

いたします。 
 
 
  日程第２会 期 決 定 
 
 
清水清秋議長 日程第２会期決定を議題といたしま

す。 
  議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長柴田忠志君。 
   （柴田忠志議会運営委員長登壇） 
柴田忠志議会運営委員長 おはようございます。 
  これより議会運営委員長の報告を行います。 
  去る２月23日午前10時より議員協議会室におい

て、委員７名の出席のもと、執行部より助役、各

関係課長並びに議会事務局職員の出席を求め、本

日招集されました３月定例会の運営について協議

をいたしたところであります。 
  会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成19年３月定例会日程表のとおり、本日から

３月15日までの14日間に決定いたしました。また、

会期中の日程につきましても、日程表のとおり決

定いたしましたので、よろしくお願い申し上げま

す。 
  この度提出されます案件は、報告２件、議案13

件、議会案３件、補正予算７件、新年度予算９件

の計34件であります。 
  案件の取り扱いにつきましては、本日報告２件

の後、議案第１号、議会案第１号から議会案第３

号の計４件を上程し、委員会の付託を省略して直

ちに本日の本会議において審議をお願いいたしま

す。議案第２号から議案第13号までの議案12件は

本日一括上程、提案説明後、総括質疑を受け、各

常任委員会に付託し、審査をしていただきます。

議案第21号から議案第29号までの平成19年度予算

９件につきましては、本日一括上程、提案説明後、

本日全議員をもって構成する予算特別委員会を設

置して、後日審査をしていただくことに決定いた

しました。議案第14号から議案第20号までの補正

予算７件は、本日一括上程、提案説明後、委員会

の付託を省略して直ちに本日の本会議において審

議をお願いいたします。 
  次に、一般質問でありますが、今期定例会の質

問者は７名でありますので、１日目４名、２日目

３名に行っていただきます。質問時間は、答弁を

含めて１人50分以内といたしますので、質問者並

びに答弁者の御協力を特にお願いいたします。 
  以上、議長よりよろしくお取り計らいください

ますようお願い申し上げ、報告を終わります。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員長

から報告のありましたとおり、本日から３月15日

までの14日間にいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 



   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、会

期は３月２日から３月15日までの14日間と決しま

した。 
 
 

平 成 １ ９ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 
 

 会 期  月  日  曜  会 議 別  場   所  開議時刻          摘      要 
       開会。報告（２件）の説明。議案（１ 
       
       件）の上程、提案説明、質疑、討論、 
       
       採決。議会案（３件）の上程、提案 
       
       説明、質疑、討論、採決。平成１９ 
       
       年度施政方針の説明。議案（１２件）、 
       
    本 会 議  議   場  午前10時  予算（９件）の一括上程、提案説明、 
       
 第１日  ３月２日  金     総括質疑。予算特別委員会の設置。 
       
       議案、請願の予算特別委員会、各常 
       
       任委員会付託。補正予算（７件）の 
       
       一括上程、提案説明、質疑、討論、 
       
       採決。 
               予   算   本 会 議  
     議   場   正副委員長の互選 
    特別委員会   終 了 後               第２日  ３月３日  土           休      会      第３日  ３月４日  日                      一般質問 
       
 第４日  ３月５日  月  本 会 議  議   場  午前10時   平向岩雄、髙山和男、 
       
        小嶋冨弥、金 利寛の各議員                      一般質問 
       
 第５日  ３月６日  火  本 会 議  議   場  午前10時   今田雄三、佐藤悦子、 
       
        石田千與三の各議員                    産 業 建 設   
       
     （議員協議  午前10時  委員協議会 
       
     会室）   
 第６日  ３月７日  水  常任委員会            文 教 厚 生   
      午後１時  
     （議員協議   付託議案の審査 
          30分  
     会室）                      総   務   
       
 第７日  ３月８日  木  常任委員会  （議員協議  午前10時  付託議案、請願の審査 
       
     会室）           

 



 
 会 期  月  日  曜  会 議 別  場   所  開議時刻          摘      要 
    予   算    平成１９年度一般会計、特別会計、 
 第８日  ３月９日  金   議   場  午前10時  
    特別委員会    水道事業会計予算の審査              第９日  ３月10日  土           休      会      第10日  ３月11日  日                   予   算    平成１９年度一般会計、特別会計、 
 第11日  ３月12日  月   議   場  午前10時  
    特別委員会    水道事業会計予算の審査                   予   算    平成１９年度一般会計、特別会計、 
 第12日  ３月13日  火   議   場  午前10時  
    特別委員会    水道事業会計予算の審査              第13日  ３月14日  水      休      会  本会議準備のため                    予算特別委員長報告、採決。各常任 
 第14日  ３月15日  木  本 会 議  議   場  午前10時  
       委員長報告、質疑、討論、採決。         

 
  日程第３報告第１号新庄市土地開 
  発公社の経営状況の報告について 
 
 
清水清秋議長 日程第３報告第１号新庄市土地開発

公社の経営状況の報告についてを議題といたしま

す。 
  提出者の説明を求めます。 
  助役八鍬長一君。 
   （八鍬長一助役登壇） 
八鍬長一助役 おはようございます。報告第１号新

庄市土地開発公社の経営状況について御説明申し

上げます。 
  この経営状況の報告は、地方自治法第243条の３

第２項の規定によりまして議会に報告することに

なっております平成19年度新庄市土地開発公社事

業計画及び予算でございます。平成19年度事業計

画及び予算につきましては、２月９日に開催いた

しました平成19年第１回新庄市土地開発公社理事

会におきまして、出席理事全員の承認をいただい

ております。平成19年度の事業計画につきまして

は、土地取得による土地造成事業の小檜室地区宅

地分譲用地といたしまして130平方メートルの土

地を325万円で取得する予定をしております。 

  次に、土地処分による土地造成事業につきまし

ては、万場町、往還東、松本地区及び小檜室地区

宅地分譲用地の処分を行うことにしております。

これら事業の処分面積の総計は、2,260.82平方メ

ートルを予定しております。これらの事業を実施

いたしますと、平成19年度は3,435万6,000円の純

利益を予定しております。 
  お手元の予算書の１ページから５ページまで事

業計画並びに予算の内容を記載しておりますので、

ご覧いただきたいと存じます。 
  以上で平成19年度新庄市土地開発公社の経営状

況の報告といたします。よろしくお願いいたしま

す。 
清水清秋議長 本件は報告事項でありますので、御

了承願います。 
 
 
  日程第４報告第２号新庄市国民の 
  保護に関する計画の作成について 
 
 
清水清秋議長 日程第４報告第２号新庄市国民の保

護に関する計画の作成についてを議題といたしま

す。 



  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 おはようございます。いよいよ年

度末 後の３月議会になりました。来年度の予算

をはじめ、多くの議題、議案を提案させていただ

いておりますが、何とぞよろしく御審議のほどを

お願い申し上げます。 
  それでは、報告第２号新庄市国民の保護に関す

る計画の作成について御説明申し上げます。本計

画は、武力攻撃が発生した場合、またはその予測

がなされたとき、または平成７年の地下鉄サリン

事件などに見られる緊急事態などにおいて国民の

生命、身体及び財産を保護するために制定されま

した「武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律」に基づきまして、山形県国

民保護計画並びに新庄市地域防災計画との整合性

に配慮し、作成したものであります。 
  この度県との協議が調いましたことから、法規

定に基づき報告するものでございますが、本計画

を遂行するような事態にならないことを念願しな

がら御報告申し上げます。どうぞよろしくお願い

いたします。 
清水清秋議長 本件は報告事項でありますので、御

了承をお願いいたします。 
 
 
  日程第５議案第１号新庄市長等の 
  期末手当の特例に関する条例の設 
  定について 
 
 
清水清秋議長 日程第５議案第１号新庄市長等の期

末手当の特例に関する条例の設定についてを議題

といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 

髙橋榮一郎市長 議案第１号新庄市長等の期末手当

の特例に関する条例の設定について御説明申し上

げます。 
  本市の財政状況にかんがみ、平成16年度から今

年度まで私以下助役、収入役及び教育長の期末手

当を私の場合は77％、助役は46％、収入役及び教

育長は31％削減してまいりました。これは、給料

の年額に換算いたしますとそれぞれ30％、18％、

12％相当となります。平成19年度においても同様

の独自削減を行うため、本条例を設定するもので

あります。 
  期末手当の削減率は、私が82％、助役が49％、

教育長が33％といたします。収入役につきまして

は、後に議案第３号で御説明いたします地方自治

法の一部改正により制度が廃止されることになり

ましたので、本条例から除外しております。 
  給料の年額に換算した場合の削減率はそれぞれ

今年度と同様の30％、18％、12％というふうにな

ります。平成16年度に策定し、毎年見直しを行っ

ております新庄市財政再建計画は、市民の皆様方

の御理解と御協力により、順調に進捗しておりま

すが、この度の特例に関する条例はこれをさらに

進めるために設定するものであります。 
  なお、後に議案第５号の中でも御説明申し上げ

ますが、一般職の職員についても独自削減を実施

いたします。 
  よろしく御審議をいただき、御決定くださるよ

うお願い申し上げます。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第１号は、会議

規則第37条第２項の規定により委員会の付託を省

略したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第１号は委員会の付託を省略することに決しま

した。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 



清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 厳しい財政状況の中で市

長自ら、また特別職自ら削減という立場にはいい

というか、敬意を表したいと思います。しかし、

市民の中には夕張か新庄市かと言われるほど厳し

い財政難になっていることに対する市民の怒りと

いうか、それはとても大きなものがあります。そ

ういう意味では、市長及び三役、そして進めてき

た、賛成してきた議員の責任というのは非常に大

きいものがあると思いますし、市民に対してさま

ざまな教育、福祉関係で直接市民にサービスと言

われるものを行うものが削られている中で、改め

て厳しく財政を健全化する立場でやっていかねば

ならないと思いますが、私としては疑問に思いま

すのは、月３割、市長であれば３割カットという

そこはわかりますが、なぜ条例のそのものの市長

の本俸について、掛ける３割カットというような

ことにできなかったのかという点についてお聞き

したいと思います。 
  というのは、鮭川村だか他の首長の選挙におい

て大幅な条例そのものからカットして、財政健全

化に資する長としての立場をあらわすと、そうい

う厳しい姿勢で臨んでいる首長が多くなっており

ます。なぜ条例、本俸の３割カットというふうに

厳しく直せなかったのかお聞きしたいと思います。

そういうことで、まずお願いします。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
清水清秋議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 今回の市長の年収からすれば給

料月額の30％というのが年収の22％に当たりまし

て、これまでも21％ほどの削減ということで、５

年間継続されるような形になります。そうすると、

１年分は全く給料なしで働くというふうな、20％

というのはそういうふうな状況になるかと思いま

す。 
  ただ、これを本則、いわゆる条例で改正すると

なりますと、これは後々まで、いわゆる次という

か、今の市長の現職時代だけではなくて後々まで

その影響を引きずるというふうなことで、そのと

きはいいんでしょうけれども、いろいろな影響と

いうのが考えられておりまして、本則を変えるこ

と自体はいかがなものかというような判断の中で、

今回特例条例というようなことに提案させていた

だいたというようなことでございます。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 後々ということであれば、

後の次に市長になった時代になったときに改めて

また検討すればいいわけで、現在の新庄市の財政

難の厳しさ、そういう点から考えた場合、私は後

は後に考えるべきで、今はそこまで考えてもよか

ったのではないかと思います。なぜそこまで考え

られなかったのか、私は非常に厳しく言わせてい

ただければ、退職金などとも関わってくるからで

はないのかと思うのです。そこの点について考え

ていたのかお聞きしたいと思います。 
  というのは、市長は本当に、個人的には非常に

言いづらいですが、新庄市の全体の財政というこ

とから考えたときに、本俸を削ってやるというこ

とまで踏み込んで財政対策に当たるという、そう

いう姿勢こそやはり必要だと思うんです。今のま

まであれば、市長の退職金は４年間務めれば2,500

万ほどと聞いておりますが、そういう退職金を市

民から聞いたときにやはり多過ぎるのではないか、

そういう厳しいお言葉もあります。 
  そういうことから考えて、市民のサービスとい

う点で財政再建ということからもできるだけ市長

自らただして、市民になるべくサービスを削らな

いようにする、そういう姿勢こそ必要なんではな

いかと思うんですが、もう一度お願いします。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
清水清秋議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 ただいまの条例はその時々で変

えればいいんじゃないかというようなお話があっ

たんですけれども、条例というのは議会に諮って

議決を得て施行されるというようなことでござい



ますので、その時々でいろいろ変えられるという

ものではない。そのとき決めれば、それはある程

度未来永劫そのものが続くというような考えの中

で提案を申し上げているわけでございまして、特

例条例というようなことでありますと時限という

ようなことでございますので、後々に影響を与え

ないものになると。後々の影響というのは、考え

られるのが市長の給与を下げることによってお金

の豊かな人しか市長になるチャンスが奪われてし

まうんじゃないかと、お金のない人は市長になる

チャンスが奪われるというふうな、そういうふう

な懸念もあって今回特例、今そういう財政再建期

間中に限った特例というようなことで取り扱わせ

ていただいているところでございます。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第１号新庄市長等の期末手当の特例に関す

る条例の設定については原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第１号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第６議会案第１号議会の議員 
  の期末手当の特例に関する条例の 
  設定について 

 
 
清水清秋議長 日程第６議会案第１号議会の議員の

期末手当の特例に関する条例の設定についてを議

題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  石田千與三君。 
   （１９番石田千與三議員登壇） 
１９番（石田千與三議員） おはようございます｡

議会案第１号議会の議員の期末手当の特例に関す

る条例の設定について。以下読み上げます。上記

の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会

議規則第14条の規定により提出いたします。平成

19年３月２日、新庄市議会議長清水清秋殿。提出

者は私石田千與三、賛成者は中川正和議員、柴田

忠志議員、今田雄三議員の会派の代表者でござい

ます。 
  提案の理由でございますが、末尾に記載してあ

りますとおり、本市の厳しい財政状況に鑑み、昨

年度に引き続き議員の期末手当について14.3％削

減するものであります。なお、この削減額は報酬

年額にして5.25％に相当するものであります。 
  以上、よろしくお願い申し上げます。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議会案第１号は、会

議規則第37条第２項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第１号は委員会の付託を省略することに決し

ました。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 前に会派代表者会議など

で案の中で議員の報酬の削減案について…… 
   （「マイクを上手に使ってくださ 



     い」と呼ぶ者あり） 
１ 番（佐藤悦子議員） 済みません。前に議員の

会派代表者会議の中での案などをお聞きしたとき

に、今よりも厳しい内容というか、今までの減額

に相当するようにするか、それとも少し緩めたも

のにするかという２つの案があって、私としては

市全体の財政が非常に厳しいことがあるわけで、

なるだけ節約に努める今までの案の方がよりベタ

ーではないかという立場で言っていたわけなんで

すが、それが緩和の方になったように思うんです

が、その理由はどういうことだったのかお願いし

ます。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） 佐藤悦子議員の今の質

問の内容がいま一つ把握できないんですけども、

もう一度要点を詳しくお話し願いたいと思います。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 前に議員の会派代表者会

議などで議会議員の期末手当削減案という

のであったわけなんですが、２つ案があって、
財政再建のためにも協力して節約する方向で

話をするということで２つ案があったんですが、

今回の案はそのうちのどちらになったのかという

ことをお聞きして、そしてその理由はどういう意

味なのかということです。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） どちらになったのかと

いうことについては、７％に相当する、期末手当

の支給月数削減分の0.15カ月を含めた７％に相当

するものということになります。 
  理由は、先ほど申し上げたとおりでございます。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 報酬年額の８％相当額に

なるように節約幅を大きくするといいますか、削

減幅を大きくするという案もあったわけなんです

が、それをなぜそうできなかったのか。市長や特

別職の場合は、非常に厳しい案の方で自ら行って

いる中で、議員としても今までやっていた８％相

当額の方に協力してやるべきが筋ではないかと私

なりに考えるわけなんですが、なぜ少ない削減で

おさまってしまうのか。 
  財政再建ということにやはり協力するという立

場で、本当は財政の今の状況を招いたのは市長だ

けではないし、賛成してきた議会の責任は非常に

大きいと思いますし、そういう意味でも節約をな

るだけ大きくやるべきだと私は考えるわけなんで

すが、なぜ少ない節約でまとまってしまったのか、

その点についてお答えいただきたいと思います。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） もっと削減をすべきで

ないのかということかと思います。このことにつ

きましては、削減率については期末手当の支給月

数の改正なども念頭にして、現在財政再建期間中

であること、議員定数の削減などを踏まえて、24
名から20名になりました。各会派において十分

に検討をいただいたものであります。その結
果、本案をまとめたものでありますので、御理解

願いたいと思います。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 



  議会案第１号議会の議員の期末手当の特例に関

する条例の設定については原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第１号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  議会案２件一括上程 
 
 
清水清秋議長 日程第７議会案第２号新庄市議会委

員会条例の一部を改正する条例の制定について及

び日程第８議会案第３号新庄市議会会議規則
の一部を改正する規則の制定についての２件を

一括議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  柴田忠志君。 
   （１７番柴田忠志議員登壇） 
１７番（柴田忠志議員） 議会案第２号新庄市議会

委員会条例の一部を改正する条例の制定について

を御説明いたします。 
  上記の議案を地方自治法第112条及び会議規則

第14条の規定により提出いたします。平成19年３

月２日、新庄市議会議長清水清秋殿。提出者は私

柴田忠志、賛成者は今田雄三議員、小嶋冨弥議員、

佐藤隆議員、沼澤恵一議員、石田千與三議員、金

利寛議員の議会運営委員会の各委員でございます。 
  改正の理由でございますが、末尾に記載してあ

りますとおり、地方自治法の一部が改正されたこ

と及び新庄市議会議員定数条例の一部を改正する

条例が公布され、議員定数が定められたことから、

必要な改正を行うものであります。 
  主な改正として、議員定数に合わせて常任委員

会の委員数を総務常任委員会及び文教厚生常任委

員会は７人に、産業建設常任委員会は６人にそれ

ぞれ改め、また議会の閉会中における委員の選任

は議長の指名によることとし、その旨を次の議会

に報告することに改めようとするものであります。 
  次に、議会案第３号新庄市議会会議規則の一部

を改正する規則の制定について御説明します。上

記の議案を別紙のとおり地方自治法112条及び会

議規則第14条の規定により提出いたします。平成

19年３月２日、新庄市議会議長清水清秋殿。提出

者は私柴田忠志、賛成者は今田雄三議員、小嶋冨

弥議員、佐藤隆議員、沼澤恵一議員、石田千與三

議員、金利寛議員の議会運営委員会の各委員でご

ざいます。 
  改正の理由でございますが、末尾記載のとおり

地方自治法の一部が改正されたことに伴い必要な

改正を行うもので、改正内容として法改正により

可能となった常任委員会等の議案提出について必

要な手続を定めるとともに、条項ずれ等の改正を

行うものであります。 
  以上、よろしくお願い申し上げます。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議会案第２号及び議

会案第３号は、会議規則第37条第２項の規定によ

り委員会の付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第２号及び議会案第３号は委員会の付託を省
略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 



  これより採決いたします。 
  まず初めに、議会案第２号新庄市議会委員会条

例の一部を改正する条例の制定については原案の

とおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第２号は原案のとおり可決されました。 
  次に、議会案第３号新庄市議会会議規則の一部

を改正する規則の制定については原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第３号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第９平成１９年度施政方針の 
  説明              
 
 
清水清秋議長 日程第９平成19年度施政方針の説明

をお願いいたします。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 平成19年度予算案をはじめとする

諸議案の審議をお願いするに当たり、市政運営に
臨む所信の一端と施策の大要を申し上げ、市民の

皆様並びに議員各位の御理解と御協力をお願い申

し上げます。 
  国全体の社会情勢では、「いざなぎ景気」を超

えて戦後 長期間となる景気の拡大基調が続いて

おりますが、本市においては、電子部品等製造業

の求人倍率の改善などが見られるものの、まだま

だ景気の実感が希薄なものとなっております。こ

のような中で、市民サービスの直接の窓口である

市町村への地方分権が推進され、2007年の骨太の

方針でも示されているとおり、地方交付税等の「三

位一体の改革」の総仕上げとも言える国税から地

方税への大幅な税源移譲が実施されます。しかし

ながら、国及び地方の公債残高は依然として莫大

であり、本市としても、行財政改革の手綱を緩め

ることなく着実に実践していくことが肝要である

と思います。それにより、新たな施策展開への道

が開けてくるものと確信しております。 
  初めに、第３次振興計画においては、昨年３月

に基本計画の10カ年を検証し、新たな時代に合っ

た施策体系に再構築し、「後期５箇年基本計画」

を策定したところでございます。基本となる考え

方に「限られた資源（人、金、もの）の中で施策

の選択と集中による重点化」を据え、数値目標を

設定し評価するとともに、予算に連動させていく

ことといたしました。具体的には、組織としての

各課がどのような使命（ミッション）を持ち、ど

のような達成目標（ビジョン）に向かって、重点

戦略を実行していくのかをあらわしており、また、

選定された重点施策に位置付けられたものには、

平成22年度までの間で集中して資源を投入してい

く覚悟であります。 
  第２に「財政再建計画」に基づく財政の健全化

でありますが、16年度策定の再建計画においては、

人件費や公債費などの経費削減対策及び市税の収

納率改善や遊休市有地の売払収入などの収入確保

対策、これの歳入歳出両面で進めております。20

年度の経常収支比率及び起債制限比率は、目標を

さらに２％程度抑制できる95.1％、12.4％の見込

みとなっており、着実に改善されております。こ

れも、財政健全化対策に対する市民の皆様並びに

議員各位の御理解の賜物と感謝しております。ま

た、新たな財政指標としての「実質公債費比率」

については、高い数値となっておりますが、投資

的経費の年度ごとの事業費配分を調整しながら、

公債費の抑制を図り、着実に市債残高を減らして

いきます。 
  第３に、「協働推進のための指針」に基づく市

民との協働による実施手法やプロセスがキーポイ

ントとなります。協働の目指すところは、行政が

公共サービスを提供する唯一の主体であるという



考え方から脱却し、自治会、ＮＰＯ、企業などさ

まざまな活動主体と連携しながら、市民一人一人

が自らの創意と努力で主体的にまちづくりを担う

という意識の醸成であり、仕組みの確立でありま

す。協働推進計画の 終年度である19年度には、

「協働モデル事業」と「地域づくり活動の活性化」

を図る地域づくり団体の掘り起こしに力を注いで

まいります。さらに、市民活動交流ひろば“ ぷら
っと” を核に、市民と行政の協働を広げてまいり

ます。 
  また、 上公園をはじめとする５つの都市公園

を地元の町内会で管理していただいておりますが、

19年度はさらに４カ所増を計画しております。新

たな管理手法の指定管理者制度は、管理経費節減

とサービス向上を目的とした制度でありますが、

昨年12月に移行いたしました“わくわく新庄”ま

で、計画しております12施設の半数を上回る８施

設を数えるまでになっており、移行した施設では、

民間の利点を生かした施設運営が行われておりま

す。４月には、児童館 後の本合海児童センター

も実施されますし、今後ともスポーツ施設等も含

め可能性を検討してまいります。 
  ４番目の行動計画として、「行財政改革大綱」

に基づく行政運営組織及び機能の充実がございま

す。行政を経営するという視点で、これまで
以上に政策判断を的確にするため、政策調整会

議をはじめとする政策決定機能の充実を図
るとともに、政策形成及び行政評価制度の確立を
推進してまいります。その中核となる行政評価シ

ステムでは、計画と予算の連動を図るため施策評

価にも着手しましたが、評価体系の整備と制度の

浸透に力を入れてまいります。 
  各々の施策や事務事業の推進に当たりまして、

以上の４つの行動計画に照らし合わせ、実践に移

してまいります。 
  次に、計画期間の中で資源を集中すべきとした

重点施策と19年度の主要事業について、その概要

を申し上げます。 

  基本計画の第一の基本目標であるにぎわいと交

流では、改正まちづくり３法の趣旨である中心市

街地を再生するための「中心商店街の活性化を図

る」ことが、重要であります。民間ベースでは、

経済産業省の“がんばる商店街77選”に選ばれた

“本町100円商店街”という斬新なソフト事業など

に新たな息吹が感じられます。しかし、一方では

残念ながら、しにせ商店の閉店など現実的には非

常に厳しい状況が続いております。このような中

にあって、５つの商店街では、この２月に自ら「新

庄中心市街地再活性化検討委員会」を立ち上げま

して、現状の認識と今後の方向性を模索し始めた

ところであり、また、市、県及び商工団体などが

メンバーである「新庄市コンパクトなまちづくり

推進連絡会議」では、再生に向け空き店舗の有効

活用を含め、まちづくりの方策について、早期に
検討してまいりたいと考えております。 

  また、コミュニティー助成事業、これを活用し

て、はっぴや太鼓等の祭り用品の整備を図り、市

民みんなが参加する新庄まつりの活発化に努めま

す。さらに、交流の基盤の１つである公共交通網

の維持、充実では、路線バスの廃止に伴う交通弱

者の足の確保のため、新たに市営バスを運行させ

ることといたしました。 
  次に、生活環境づくりでは、将来の新庄市を担

う人材の「子育て支援」の充実が、長期にわたる

重要課題であります。乳幼児に係る医療措置、
児童手当の支援等を堅持し、予防接種の自己負担

の無料化を図るなど、将来を見据えて、施策の具

体化を図っていく所存であります。また、近年、
自然災害に対する防災意識の高揚などが重要視さ

れるようになってきており、水害時の情報伝達方

法や避難場所等を記載したハザードマップ、これ

を作成いたします。 
  日々健康で暮らすための「医療体制づくり」は、

基幹となる施策でございます。19年度は、夜間休

日診療所における応急診療がスタートしますが、

市民の利用し易い診療所として運営していきます。



これは、１次救急医療に大きな力を割いている県

立新庄病院の負担軽減にもつながります。さらに、

今課題となっている県立病院としての存続とその

機能の強化は、市民の も望むところであり、議

員各位と連携を図りながら、市民の皆様とともに

存続運動を構築してまいります。 
  安全な飲料水の供給では、野中地区をはじめと

する５地区約150世帯の水道未普及地域への給水
事業を、第６次拡張事業として実施することとい

たしました。22年度には、おおむね、市全域に安

全・安心な水道水を供給することが可能となりま

す。また、下水道の普及推進では、処理場の能力

増強・設備改善のため、水処理施設3,000立方メー

トル増設などの建設事業に着手いたします。 
  雪のふるさと新庄での冬の快適な生活を実現す

る「流雪溝整備と用水の確保」は本市独自の施策
であり、協働の理念のもとに、地域住民で構成す

る利用組合の充実を図り、行政も連携しながら、

機能が十分発揮されるよう推進いたします。既存

河川の水量不足を補う、 上川からの補水の枠組

みのめどもつきましたので、着実に進めてまいり

ます。 
  地域産業における第一として、農業振興では、

「複合経営による農業所得の向上を図る」ことに

より、農業経営の安定と地域農業の持続的な発展

を目指していきます。19年度から品目横断的経営

安定化対策が導入されます。あわせて、産地づく

り対策をはじめとする米の生産調整対策の見直し

を行うとともに、新たに始まりますのが、農地・
水・環境保全向上対策であります。地域の住民を

含めた共同活動として、農地等の環境保全に資す

る営農活動へ支援するものであります。さらに、

米依存から脱却し、独自ブランドである「ニラ」

や「トルコギキョウ」などの園芸作物、そして資

質が高く評価されている「肉用牛」等の生産に力

を注ぎ、競争力の高い新庄の農業を実現していき

たいと考えております。 
  次いで、「企業誘致と地場産業の振興」は、定

住対策のかなめの施策であり、雇用もそこから生

まれます。ここ一、二年、新たな企業の進出や、

既存工場での増設など設備投資の拡大も見られ、

誘致への弾みをつけたいと考えております。 
  人づくりの分野では、これまで「心の教育」を

重点に掲げ、「いのち輝くたくましい新庄っ子

の育成」を、長期教育プランのもとに確実に推進

してまいりました。今後、学校、ＰＴＡ、地域が

連携し、「地域の子どもは地域が育てる」意識の

啓発と活動の輪を広げ、安全で安心な教育環境の

充実に努めていくことが課題となります。特に、

「つまずきのある児童生徒」に対応する個別学習

指導員の配置も継続し、和んだ雰囲気の楽しいク

ラスづくり、学校づくりを推進してまいります。 
  後に、「ごみの分別、資源化、減量化を進め

る」ことが、 も身近な具体的な行動であり、地
球温暖化を防ぎ、地球環境の保全に大きく貢献し

ます。ヨコタ東北さんが米国の気候保護賞を受賞

し、世界的にも名を馳せました“Ｐ＆Ｐトレーリ
サイクル新庄方式”を実現しております。今後も

より多くの使用済みトレーがリサイクルの流れに

乗り活用されるよう、家庭ごみからの回収システ

ムの整備・充実に力を入れてまいります。 
  バイオマス堆肥製造事業については、延期する

こととなりましたが、食品トレーのリサイクル事

業及び下水道汚泥の燃料化事業とともに、「環境

３事業」と位置付け実証事業を継続し、財政状況

が好転し次第、実施してまいりたいと考えており

ます。 
  いずれにいたしましても、財政再建計画でもお

示ししたとおり、ここ一、二年が正念場のときと

心得ております。そして、このような中にあって

も、夢と希望を失うことなく、創造と勇気を持っ

て物事に対していきたいと決意しております。さ

まざまな機会をとらえて、市民の皆様の御意見を

頂戴しながら、協働の精神で確かな市政運営を進

めてまいります。 
  政治信条であります「いい人～いい街～いい暮



らし」を念頭に置き、豊かな田園都市が実現され

るよう、今後とも、私を先頭に職員一丸となって、

努力してまいる所存でございます。 
  ここに、改めて市民の皆様並びに議員各位の御

理解と御支援をお願い申し上げまして、平成19年

度の施政方針といたします。御清聴誠にありがと

うございました。 
清水清秋議長 どうも御苦労さまでした。 
  ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１０時５９分 休憩 
     午前１１時０９分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  議案２１件一括上程 
 
 
清水清秋議長 日程第10議案第２号新庄市副市長定

数条例の設定についてから日程第21議案第13号山

形県市町村職員退職手当組合規約の一部変更につ

いてまで及び日程第22議案第21号平成19年度新庄

市一般会計予算から日程第30議案第29号平成19年

度新庄市水道事業会計予算までの計21件を一括議
題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第２号新庄市副市長定数条例

の設定について御説明申し上げます。 
  昨年、これは18年の６月７日でありましたが、

公布された地方自治法の一部を改正する法律によ

り、これまでの助役制度が見直されました。改正

後の地方自治法では、市に助役にかえて副市長を

置き、その定数は条例で任意に定めることとされ

ております。このため副市長を置き、その定数を

１名とする本条例案を提案するものであります。

なお、改正法の定めにより、改正法が施行される

際現に助役である者は平成19年４月１日に副市長

として選任されたものとみなされます。副市長と

みなされた本市の助役の任期は残任期間でありま

す平成22年３月10日までとなります。 
  議案第３号地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定に

ついて御説明申し上げます。この条例の施行によ

り、新庄市特別職の職員の旅費及び費用弁償に関

する条例、新庄市特別職の報酬等審議会条例、新

庄市実費弁償条例及び新庄市市税条例の４条例が

改正されます。これは、地方自治法の一部を改正

する法律の施行により、助役にかえて副市長を置

くものとされたこと、また収入役制度を廃止し、

一般職の職員として会計管理者を置くものとされ

たこと、吏員とその他の職員とに区別されていた

一般職の職員を職員と総称することとされたこと

などにより、本市の関係条例について必要な改正

を行うものであります。 
  議案第４号新庄市特別職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の設定について御説

明申し上げます。平成18年10月の山形県人事委員

会勧告に基づきまして、山形県の特別職の職員の

給与に関する条例等が改正されました。本市にお

きましてもこの勧告に基づき、議員の皆さん並び

に私、助役及び教育長の給与について改正を行う

ものであります。その内容でありますが、期末手

当の支給割合につきまして、現行の年間3.3月分を

3.15月分にいたします。また、先ほど議案第３号

で御説明申し上げました地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴い、必要な改正をあわせて行
います。改正の内容といたしましては、助役を副

市長に改称し、また収入役に関する規定を削除い

たします。 
  議案第５号新庄市一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について御説明

申し上げます。平成18年８月に人事院により、ま

た18年10月、山形県の人事委員会により給与勧告



がなされました。本市におきましては、地域の実

態をより反映した山形県人事委員会の勧告に基づ

き、一般職の職員の給与について改正を行うもの

であります。改正の内容といたしましては、期末

手当及び勤勉手当の支給割合につきまして現行の

年間4.4月分から年間4.2月分にいたします。なお、
期末手当及び勤勉手当につきましては、平成16年

度より実施している独自削減を平成20年度まで継

続して実施し、支給月数の引き下げと合計して年

間5,843万円の削減を行います。また、３人目以降

の子等の扶養親族に関わる扶養手当を現行の１人

当たり月額5,000円から、２人目までの扶養親族に

関わるものと同様の１人当たり月額6,000円にい

たします。 
  議案第６号新庄市監査委員条例の設定について

御説明申し上げます。昨年公布された地方自治法

の一部を改正する法律により、監査委員に関する

事項の見直しが行われ、これまで条例で定めるこ

ととされていた監査委員の定数が法律で２名と規

定されております。本市の監査委員に関する事項

は、定数に関しては新庄市監査委員条例で、また

事務の取り扱いについては新庄市監査の執行に関

する条例で規定されております。この度の地方自

治法の改正に伴い、これらの条例を廃止し、新た

に新庄市監査委員条例を設定する本条例案を提案

するものであります。 
  議案第７号新庄市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の制定について及び議案第８号新庄

市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、あわせて御説明申し上げます。提案理由に

つきましては、両議案とも末尾に記載しており
ますように、国民健康保険税及び介護保険料そ

れぞれの納期の数を現在の７期から８期に増
やし、１期当たりの納付額の平準化を図り、納付

し易い環境整備を行うものであります。 
  議案第９号新庄市生涯学習センター設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。議案末尾の改正理由に

記載しておりますように、新庄市民プラザに設置
しておりましたトレーニング器具、これを撤廃し

たために、ヘルシールーム、これは個人使用であ

りますが、その区分を削除するために改正するも

のであります。また、わくわく新庄の教養文化室

１と教養文化室２、これを１室に統合し、効率的

な利用とあわせて使用料を改正するものでありま

す。 
  議案第10号新庄市屋内ゲートボール場設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。改正の理由につきま

しては、議案末尾に記載しておりますとおり、屋

内ゲートボール場の利用料金の適正化を図るため

改正するものであります。屋内ゲートボール場の

運営につきましては、これまで指定管理者が管理

経費のほぼ全額を利用料金で賄う利用料金制で運

営しております。この利用料金につきましては、

条例の定める範囲内において教育委員会の承認を

得て指定管理者が定めることになっておりますが、

利用料金が伸び悩んでいることや燃料費の高騰な

どにより管理経費が増加していることから改正す

るものであります。 
  議案第11号指定管理者の指定について御説明申

し上げます。提案の理由につきましては、議案末

尾に記載しておりますとおり、屋内ゲートボール

場の管理を行わせる指定管理者を指定するため、

議会の議決を求めるものであります。指定管理者

となる新庄市ゲートボール協会は、平成５年、屋

内ゲートボール場が開設した当時より施設管理を

委託し、17年４月からはゲートボール場の指定管

理者に指定され、今日に至っております。今後の

施設管理におきましてもゲートボール協会が指定

管理者として適正であると判断し、御提案申し上

げるものであります。また、その期間は19年４月

１日から22年３月31日までの３年間とするもので

あります。 
  議案第12号 上広域市町村圏事務組合規約の一

部変更について御説明申し上げます。今回の改正



は、地方自治法の一部改正及び地方教育行政の組

織及び運営に関する法律施行令の一部改正に伴い

まして、 上広域市町村圏事務組合規約の一部を

変更するものであります。地方自治法の一部改正

による変更点の１つ目は、収入役制度の廃止に伴

うもので、これまで組合の収入役には理事長の属

する市町村の収入役を充てていたものを組合に会

計管理者を置き、会計管理者は組合の職員のうち

から理事会が命ずることとしたものであります。

２つ目は、これまで組合の職員を吏員とその他の

職員とに区別していたものを職員と総称すること

としたものであります。また、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律施行令の一部改正に伴い、

必要な規定の整備もあわせて行うものであります。 
  議案第13号山形県市町村職員退職手当組合規約

の一部変更について御説明申し上げます。今回の

改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴い、山形県市町村職員退職手当組合規約の一

部を変更するものであります。改正の１つ目は収

入役制度の廃止に伴うもので、これまで組合長が

収入役の職務を行っていたものを組合に会計管理

者を置き、会計管理者は組合の職員のうちから組

合長が命ずることとしたものであります。２つ目

は、これまで組合の職員を吏員とその他の職員に

区別したものを職員と総称するものであります。

この内容は、退職手当組合に加入する県内47地方

公共団体同じ内容の改正となります。 
  議案第21号から議案第29号までの一般会計及び

特別会計並びに水道事業会計の平成19年度当初予

算について御説明申し上げます。 
  平成19年度の予算編成は、18年３月に策定いた

しました第３次新庄市振興計画後期５カ年基本計

画の基本計画策定方針にあるように、「限られた

資源の中で施策の選択と集中による重点化を図

る」、「毎年度評価を加えて改善を図っていく」、

「計画と予算の連動を図っていく」ということを

実行していくことを目標といたしました。このこ

とは、それぞれの目標を達成するための手段であ

る政策、施策、事務事業についても 少の経費で

大の効果を図るべく、さまざまな指標や達成度

などから適切な選択を行い、限られた行財政資源

を重点的に投入していくことにより、掲げた目標

を一つ一つ着実に実現していくことであります。 
  国が示します平成19年度地方財政対策において

は、本格的な税源移譲があり、暫定的な財源が廃

止となります。国全体としては、回復基調にあり

ます企業業績や個人消費の影響、さらに税源移譲

が地方税が15.7％の増となる反面、地方交付税は

4.4％の減、また臨時財政対策債は9.6％の減、減

税補てん債は廃止となり、地方一般財源としては

18年度並みを確保したとされております。しかし

ながら、本市の19年度を展望いたしますと、義務

的経費の減少はあるものの、税源移譲による市税

収入も当初の想定ほど増加とならず、歳入一般財

源が18年度当初より約２億円の減少となり、非常

に厳しい財源調整に迫られました。 
  御提案申し上げます一般会計の予算額は130億

8,500万円であります。18年度と比較いたしますと

１億5,000万、1.1％の減となり、８年連続のマイ

ナス予算であります。 
  以上で私からの説明は終わりますが、一般会計

の詳細及び７つの特別会計については政策経営課

長から、また水道事業会計については水道課長か

らそれぞれ説明させますので、よろしくお願いい

たします。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
   （小笠原謙一政策経営課長登壇） 
小笠原謙一政策経営課長 それでは、議案第21号平

成19年度一般会計予算案について御説明申し上げ

ます。 
  １ページお開きください。一般会計の予算総額

は、第１条にございますように歳入歳出それぞれ

130億8,500万円であります。前年度対比１億5,000

万円、1.1％の減で８年連続の減となっております。

第２条、債務負担行為と第３条、地方債につきま

しては後ほど御説明申し上げます。第４条、一時



借入金の 高額は15億円と定めております。予算

の流用につきましては、第５条に定めているとお

り、人件費に関する部分でございます。 
  ２ページから６ページまでの第１表、歳入歳出

予算につきましては後ほどご覧いただきたいと思

います。 
  ７ページ、第２表債務負担行為につきましては

２件ございます。１つは、18年度中に整備いたし

ました山形県電子申請システム運営費負担でござ

います。19年度から山形県電子申請推進協議会に

その運営費を単年度当たり158万1,000円、今後５

カ年で790万5,000円を負担するものでございます。

もう一つの農業経営基盤強化資金利子補給は、認

定農業者が利用いたしますいわゆるスーパーＬ資

金の利子補給でございます。返済期間が今までの

資金より長期で25年となっております。 
  次に、地方債について御説明申し上げます。８

ページをお開きください。第３表地方債は県営土

地改良事業負担をはじめとします９件でございま

す。19年度は、県振興資金の借り換えがございま

す。これら９件によります19年度に新たに発行い

たします地方債は、７億1,070万円でございます。

前年度との比較で9,530万円の減となります。 
  11ページからの歳入歳出事項別明細書を説明い

たしますが、歳入、歳出ともに款ごとの予算額並

びに前年度比較については９ページ、10ページの

総括にございますので、事項別明細書と交互にご

覧いただきますようにお願いいたします。 
  初めに、歳入でございますが、９ページ、総括

の１款市税は46億6,817万円で、前年度対比３億

6,651万1,000円の増でございます。11ページの個

人市民税にございますとおり、個人市民税は19年

４月から本格的な税源移譲が行われ、10％の定率

課税となること、18年度までございました定率減

税が廃止することにより、予算額14億3,922万

4,000円で、前年度比較３億2,722万7,000円の増が

大きく影響しております。 
  13ページでありますが、市たばこ税でございま

すが、３億3,989万7,000円で前年度対比1,133万

6,000円の増となっております。たばこの売り上げ

本数は減少しておりますが、18年７月に税率改正

があったことによります影響分でございます。 
  14ページの２款地方譲与税から16ページ、９款

地方特例交付金までは、18年度の決算見込み及び

19年度の地方財政計画上での伸び率を勘案し、計

上いたしております。 
  15ページでございますが、２款の地方譲与税、

３項所得譲与税は19年度から本格的な税源移譲に

より廃止されております。 
  ６款地方消費税交付金は、17年度途中に算定が

変わったことや地方における消費がなかなか改善

しない実情を考慮し、前年度から1,100万円、2.3％

減を見込んだところでございます。 
  16ページをお開きください。９款地方特例交付

金は、定率減税の廃止に伴い税源補てん特例交付

金は廃止されましたが、経過措置といたしまして

特別交付金が19年度から21年度の３カ年に交付さ

れます。その予算額が3,300万でございます。その

上段にあります児童手当特例交付金は、18年度に

おいては1,000万円を見込んでおりましたが、さら

なる制度改正がございまして2,200万円を見込む

ものでございます。 
  10款地方交付税は44億8,000万でございます。前

年度から2,000万円、0.4％の減でございます。地

方財政計画では、地方交付税は4.4％の減とされて

おりましたが、18年度の基準財政需要額の内容や

本市の市税の収入見込み等を勘案し、見積もりい

たしました。また、交付税の減額分を補う財源対

策といたしまして、臨時財政対策債は３億6,850

万円で、地方財政計画により前年度対比9.6％、

5,500万円の減となっております。 
  続いて、17ページご覧ください。12款分担金及

び負担金に神室荘保護措置費負担金１億7,238万

8,000円でございますが、前年度から507万3,000

円の減となっております。これは、神室荘入所者

が介護サービスを利用することにより、保護措置



費が減額になるところによる内容でございます。 
  13款使用料及び手数料の総務使用料に市営バス

使用料202万6,000円がございます。４月から運行

の市営バス使用料が新たな収入となりました。 
  また、２目民生使用料が304万8,000円の減とな

っておりますが、これは本合海児童センター使用

料を指定管理者の収入とすることによります減で

あります。 
  さらに、３目衛生使用料には夜間休日診療所使

用料2,185万がございます。これも19年度予算から

新たな収入でございます。 
  19ページお開きください。１目総務手数料に住

民基本台帳手数料800万円がございますが、前年度

から200万円の減の予算でございます。 近の申請

件数の減少による予算額となっております。 
  20ページからの14款国庫支出金は全体で9,060

万円の減、６億1,867万1,000円でございます。１

項１目民生費国庫負担金では、障害者自立支援給

付費負担金が昨年10月からの施行に伴い、前年か

ら名称が変わっております。また、被用者児童手

当負担金等の児童手当関係負担金は支給額が改正

されたことによりまして、前年度から増額の予算

額となっております。 
  21ページ、２項２目土木費国庫補助金は3,300

万円で、１億707万7,000円の減でございます。こ

れは、２つの街路事業費の減と18年度当初予算に

ございました公営住宅家賃対策補助金の減による

ものでございます。 
  22ページの４目消防費の総合流域防災事業費補

助金50万円は、県補助金にも同様の50万円がござ

いますが、県河川４カ所の洪水ハザードマップ作

成業務に対する補助金でございます。 
  15款県支出金、１項１目民生費県負担金の障害

者自立支援給付費負担金7,342万3,000円は、国庫

負担金にもございましたが、障害者自立支援法の

施行に伴い県負担が定められたことによる新たな

歳入予算でございます。 
  23ページ、２項１目総務費県補助金の山形県総

合交付金は3,605万1,000円で、前年度から686万

3,000円の減でございます。県の19年度予算編成に

おけるやまがた改革の確実な推進による減でござ

います。 
  ２目民生費県補助金は、重度心身障害者医療給

付事業費補助金の減、それから18年度にもござい

ました身体障害者関係の補助金が負担金に移行し

たことによります3,052万7,000円の減となってお

ります。 
  ３目農林水産業費の県補助金も2,180万3,000円

の減でございますが、18年度にございました園芸

産地拡大強化支援事業費補助金の減によるもので

ございます。また、19年度から新たな取り組みと

なります農地・水・環境保全向上対策費推進交付

金56万が新たな歳入予算としてございます。 
  24ページでございますが、３項１目総務費委託

金には個人県民税徴収取扱費交付金5,200万円が

ございます。前年度から1,900万円の増となってお

りますが、取扱交付金の算定基準を見直したこと

によります増額となっております。25ページには

県議会議員選挙費と参議院通常選挙費の委託金が

ございます。 
  25ページ、16款の財産収入、１項１目財産貸付

収入915万円で、前年度比較443万7,000円の減でご

ざいます。土地家屋の評価額の減と大手町駐車場

用地並びに大手町郵便局用地と建物を売却したこ

とによります減でございます。 
  26ページの２項１目不動産売払収入は１億

2,000万円の減でございますが、遊休地の処分がな

かなか進まない状況にございまして、できる限り

の努力を今後とも継続してまいります。 
  27ページ、18款繰入金でございますが、２項基

金繰入金では財政調整基金から繰り入れが6,400

万円ございます。また、昨年度ございました減債

基金は残高が数十万でありまして活用できない状

況でございます。財政調整基金の残高は、18年度

３月補正予算を含み、19年度の繰越金を除きます

と１億7,800万円となる見込みでございます。 



  19款前年度繰越金は前年度と同様の１億8,000

万でございます。 
  27ページからの20款諸収入においては3,549万

5,000円の増でございまして、合計３億2,678万

1,000円となっております。 
  ２項１目市預金利子は27万8,000円の増となっ

ております。若干ではございますが、預金利率が

上昇していることを反映した予算でございます。 
  28ページでございますが、３項１目貸付金元利

収入は4,117万1,000円の増で２億1,745万3,000円

でございます。産業立地促進資金融資制度貸付金

元金収入の増によるものでございます。 
  ４項５目雑入には、コミュニティー助成事業助

成金1,430万円がございます。例年ですと、補正に

て予算措置を行っておりましたが、19年度分は内

示が早く、当初予算に間に合いましたので、計上

いたしました。また、18年度までございました予

防接種個人徴収金470万円ほどが19年度にはござ

いません。本市も予防接種の無料化を19年度から

実施いたします。 
  後に、29ページでございますが、21款市債で

ございます。総額は７億1,070万円で953万円の減

でございます。２目土木債や５目臨時財政対策債

の減によるものでございます。また、19年度から

減税補てん債が廃止になっております。 
  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、地方交付税などの一般財源の総額は105億

9,940万9,000円と前年度より約２億118万の減で

ありまして、財産売払収入や基金繰入金の減がそ

のまま一般財源を縮小した形となりました。 
  続きまして、歳出でございますが、具体的な内

容につきましては30ページからとなりますので、

ご覧ください。ただいま市長が申し上げましたよ

うに、少ない財源を有効に活用するため、厳しい

事業の集中と選択を行い、新しい事業にも何とか

予算を配分することができました。 
  １款議会費は１億8,442万9,000円で、前年度比

較1,306万円の減であります。議員数が４月の改選

で24名から20名になり、４名の減となります。歳

入歳出の予算事項別明細書、歳出にもそれらの款

項目等々の額が計上しておりますので、ひとつご

覧いただきたいと思います。 
  次に、31ページの２款総務費には14億4,663万円

で、712万2,000円の増でございます。１項１目一

般管理費は、18年度退職者の職員給与費を項から

一括して減じておりますので、１億222万1,000円

の減となります。また、32ページ、職員研修費に

は人事評価研修の予算25万2,000円がございます。 
  34ページの６目財産管理費では、道路維持セン

ター用地の埋設物撤去費に係る工事請負費800万

円となっております。 
  35ページ、７目企画費には例年補正予算で計上

しておりましたコミュニティ助成事業補助金、先

ほどの件でございますが、1,350万円がございます。

18年度に要望しておりました６町内すべてに交付

の内示がございました。19年度当初に間に合いま

したので、計上したところでございます。さらに

は、市民プラザ費にもございます青少年健全育成

体験活動事業委託料80万円、これについても青少

年のボランティア体験活動となり、したがいまし

て歳入のコミュニティ助成事業助成金は総額で

1,430万となります。また、同じページの鮭川村営

バス利用負担金13万4,000円でございますが、鮭川

村営バスが新庄市に乗り入れすることにより、市

民が利用できることになります。したがいまして、

運行経費の一部を負担するものでございます。 
  続いて、36ページでございます。９目電算管理

費には後期高齢者医療制度に関わるシステム改修

費787万5,000円がございます。また、財務関係や

住民記録関係の電算機器が19年度中にリース期間

が満了となるため、機器更新の業務がございます。 
  また、37ページには12目市営バス費377万5,000

円の新たな歳出予算がございます。市営バスの安

全な運行を願っているところでございます。 
  続きまして、39ページでございます。２項２目

賦課徴収費では、固定資産税事務における標準宅



地鑑定評価手数料1,089万4,000円がございます。

評価替えは21年度でありますが、19年度における

標準宅地120ポイントの鑑定のための予算でござ

います。 
  続いて、41ページ、４項選挙費でございますが、

平成19年４月８日執行の県議会議員選挙費1,777

万8,000円と、42ページには４月22日執行の市議会

議員選挙費4,471万8,000円と、43ページには７月

に執行予定の参議院議員通常選挙費2,790万2,000

円がございます。 
  45ページからの３款民生費は33億1,066万7,000

円で、641万7,000円の減であります。１項１目社

会福祉総務費は、国民健康保険事業特別会計への

繰出金3,679万1,000円の増により増加しておりま

す。保険基盤安定制度の保険者支援分3,368万

6,000円の増が要因となっております。 
  47ページでございますが、３目障害者福祉費と

次のページの４目の障害者自立支援費は、18年度

の予算科目を大幅に組み替えいたしました。52ペ

ージにその名残といたしまして18年度での科目が

ございます。身体障害と知的障害と精神障害の３

つに区分されていた事業が、障害者自立支援法に

よりその区分がなくなりました。さらに、児童母

子組織として事業を行っておりました障害者の居

宅生活支援費等もこの４目の障害者自立支援費で

行うことになったところであります。 
  ３目障害者福祉費と４目障害者自立支援費の違

いは、障害者自立支援法に関わる予算が４目、そ

れ以外の障害者支援予算が３目となっております。 
  48ページですが、３目障害者福祉費に重度心身

障害者医療給付費１億219万がございます。18年度

よりも3,091万8,000円の減となっております。利

用者の医療費１割負担が制度化されたことによる

ものでございます。 
  51ページお開きください。９目には後期高齢者

医療事業に係る予算を新設いたしました。山形県

後期高齢者医療広域連合に対する負担金と市の事

務費でございます。 

  次に、52ページからの２項児童福祉費では、２

目児童母子措置費の児童母子措置事業費において、

先ほど障害者自立支援費との関わりで1,363万

3,000円の減、児童手当支給事業費が支給額の改正

によりまして4,142万5,000円の増、児童扶養手当

支給事業費も1,631万8,000円の増となっておりま

す。また、児童手当給付費の増額のうち市負担分

は児童手当特例交付金として18年度より1,000万

ほど増えております。 
  続いて54ページ、３目の保育所費には民間立保

育所運営費負担金として8,730万9,000円がござい

ます。18年度と同額を計上いたしました。 
  ４目児童館費では、本合海児童センターが19年

４月から指定管理者による管理運営を行います。

これで３カ所の児童館、児童センターすべてが指

定管理者制度に移行することになります。 
  56ページの３項生活保護費、２目扶助費は国全

体におきまして母子家庭や持ち家に住む高齢者の

支給額の縮小がございまして、減となっておりま

す。本市の18年度支給状況を勘案いたしまして、

18年度と同額の２億988万4,000円を計上いたしま

した。 
  57ページからの４款衛生費でございますが、260

万2,000円の減であります。15億8,667万でござい

ます。１項１目保健衛生総務費は、18年度にござ

いました夜間休日診療所設置事業費が減となって

おります。また、本市が夜間休日診療所を運営す

ることによりまして、18年度にございました 上

広域救急医療対策分担金137万円が廃止されてお

ります。 
  ２目の予防費は459万7,000円の減となっており

ます。これは日本脳炎の予防接種に係る予算の減

で、接種するワクチンの開発が遅れていることに

よるものでございます。 
  また、59ページ、６目の診療所費2,799万4,000

円を新設いたしました。特別会計での予算管理の

方法も検討してまいりましたが、独自財源での管

理運営は難しく、当初予算においても一般財源負



担を伴うものでありましたので、一般会計での予

算管理とするところでございます。 
  続きまして、63ページの５款労働費は6,184万

8,000円で、20万6,000円の減でございます。 
  ６款農林水産業費は2,134万1,000円の増で、７

億4,953万9,000円でございます。１目の農業委員

会費では、18年度までございました農地流動化支

援事業費が廃止されております。18年度限りで事

業が完了することになります。 
  66ページ、４目畜産業費でも18年度でございま

したエコエリアやまがた推進事業費補助金が廃止

されております。 
  67ページの５目でございますが、農地費の土地

改良事業費には工事請負費2,934万と公有財産購

入費2,736万がございます。これは、野中谷地小屋

を結ぶふるさと農道緊急整備事業のうち市が施行

する事業費でございます。また、68ページには同

名称の、同じ名前の県営土地改良事業負担金5,675

万がございます。こちらが県で施行する事業に対

する市負担金でございます。双方で１億1,345万円

の市の事業予算となります。今年度中の完成を目

指しているところでございます。 
  同じページに小規模畑地化整備支援事業費317

万4,000円がございますが、19年度新規事業で県補

助金を市がトンネルする予算でございます。また、

69ページには農地・水・環境保全向上対策事業費

1,543万3,000円がございます。これも19年度新た

な事業で、経営所得安定対策として今後５カ年間

の取り組みで、市は山形県地域協議会へ負担金と

して支出し、地域協議会から活動組織に交付され

るという形になります。 
  続いて、71ページでございます。12目バイオマ

ス推進費606万2,000円は、バイオマス堆肥製造事

業を実証事業として継続していく予算でございま

す。 
  また、果樹園芸振興費は県の園芸産地拡大強化

支援事業が18年度限りで廃止されたことにより廃

止しております。 

  続いて、72ページ、２項１目林業振興費の森づ

くり推進事業費220万円がございます。これは、19

年度新設されました緑環境税を充当した事業で、

森林整備や保安林機能の維持、増進、森林病害虫

対策などの森林整備を推進するものでございます。 
清水清秋議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午後 ０時００分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
  政策経営課長小笠原謙一君。 
   （小笠原謙一政策経営課長登壇） 
小笠原謙一政策経営課長 それでは、73ページから

の７款商工費でございます。１億827万5,000円の

増で４億9,832万6,000円となっております。２目

商工振興費は、18年度で増額補正いたしました産

業立地促進資金融資制度貸付金の増により3,649

万2,000円の増となっております。 
  75ページお開きください。３目観光費は、 上

広域交流センター費分担金の増により8,035万

2,000円の増でございます。これは、19年度におけ

る 上広域ふるさと市町村圏基金の繰替運用額が

18年度に比べ6,400万減少したところにより減少

したことと、19年度普通交付税算入額が減少する

ことによります増額でございます。 
  77ページからの８款土木費は12億9,024万1,000

円で、対前年度比12.4％、１億8,203万9,000円の

減となりました。79ページ、２項３目道路新設改

良費の福田工業団地線整備事業費は6,000万円で、

前年度対比5,000万円の増となっております。地す

べり対策工事を行うものでございます。梅ケ崎吉

沢線は4,000万円で、前年度同額を計上いたしまし

た。80ページにございます公共土木事業負担金は

745万で、前年度比2,883万の減となっております。 
  81ページ、４項２目街路事業費は沼田角沢線整

備事業費が１億4,000万円の減、関屋小檜室線整備



事業費が2,000万円の減でございます。どちらも用

地買収の課題がございまして、早期の解決を探っ

てまいりますが、予算は地方道整備事業臨時交付

金事業を継続するため、1,000万ずつの予算となっ

ております。また、道路同様に公共土木事業負担

金が4,526万の減の400万円となっております。 
  続いて83ページでございますが、５項１目住宅

管理費は2,138万4,000円でございます。 近の退

去修繕や施設の老朽化による修繕費がかさむよう

になってきております。 
  84ページでございますが、６項１目除排雪費は

18年度とほぼ同額になっております。財源の関係

で要求どおりの査定はなっておらず、平年どおり

降雪があれば予算の追加が必要になってまいりま

す。 
  ２目雪総合対策費では、厳冬期における消流雪

用水確保のための光熱水費や業務委託料を計上し

ております。また、流雪溝整備事業費は3,000万円

で、18年度とほぼ同額を確保したところでござい

ます。 
  85ページ、９款消防費は4,887万3,000円の減で

５億9,755万7,000円となっております。 上広域

消防費分担金3,526万4,000円の減や避難地、避難

所標識設置事業を完了したことによることが影響

しております。また、87ページお開きください。

87ページには小型動力ポンプ積載車購入費570万

2,000円がございますが、19年度で計画台数の配備

が完了したところでございます。 
  87ページからの10款教育費は11億5,418万9,000

円で、347万8,000円の増となりました。90ページ

につまずきのある児童生徒支援事業費669万2,000

円は、14年度から16年度までは緊急雇用対策とし

て、17年度以降は完全な市単独事業として実施し

ている事業であります。普通学級に在籍する発達

障害を抱える児童生徒に対しまして、個別学習指

導や支援計画の作成、普通学級担任の負担軽減並

びに学校教育活動の充実に貢献してまいりました。

18年度より100万円ほど増額いたしましたが、発達

障害を抱える児童生徒が年々増えてきており、同

事業の重要さを実感しているところでございます。 
  96ページお開きください。４項２目市民プラザ

費には工事請負費218万2,000円でございますが、

これは大ホール電気機器の改修を行うものでござ

います。また、企画費の説明の中で申し上げまし

たコミュニティー助成金を活用した事業、青少年

健全育成活動事業の委託料80万がございます。 
  97ページ、４目図書館費では施設管理業務委託

料が830万ほど増えております。これは、18年度ま

では日々雇用賃金として市が雇用していたものを

管理運営する団体を立ち上げ、その団体に管理運

営の大部分を委託するためのものでございます。 
  98ページでございますが、５目文化会館費には

工事請負費902万6,000円がございます。大ホール

つりもの関係設備の改修を行います。 
  102ページご覧ください。10目わくわく新庄費は、

指定管理者による管理となっております。 
  後に、105ページお開きください。12款公債費

でございますが、総額は21億8,489万9,000円で、

3,701万9,000円の減となっております。減少率と

もに少ないわけでありますが、これは山形県市町

村振興資金の借り入れ利率３％以上の借入金を19

年度新たな制度として借り換えを行えることにな

りました。その金額が6,967万でございますので、

実質的な公債費は１億668万、4.8％の減となりま

す。19年度新たに発行する地方債と12款公債費に

よる定時償還によります19年度末市債残高の見込

みは115ページに資料がございますので、お開きく

ださい。ここの中に169億4,732万2,000円と19年度

末にはなる見込みとなります。18年度末見込額か

ら10億6,295万6,000円減ることになります。 
  以上で一般会計の説明を終わりまして、今度は

特別会計に入らせていただきたいと思います。123

ページお開きください。議案第22号国民健康保険

事業特別会計の予算額は、第１条にございますよ

うに41億4,150万6,000円、前年度対比で４億7,072

万の増であります。18年度の予算の９月補正にも



ございました18年10月から保険財政共同安定化支

援事業の創設によりまして、歳入では６款共同事

業交付金の１項２目の保険財政共同安定化事業交

付金が、歳出では５款共同事業拠出金、１項２目

の保険財政共同安定化事業拠出金が４億ほどずつ

増えているのが原因でございます。第２条、一時

借入金の限度額は１億円と定めております。歳出

予算の流用は、第３条に規定しておりますように

保険給付に関する部分でございます。 
  131ページをご覧ください。131ページの事項別

明細書歳入をご覧ください。１款国民健康保険税

は13億8,967万5,000円で、前年度に比較いたしま

すと468万5,000円の減となっております。 
  132ページの３款国庫支出金は1,485万9,000円

の減、11億8,361万6,000円となっております。 
  歳出につきましては、136ページからでございま

す。お開きください。136ページ、１款総務費、２

項１目賦課徴収費には後期高齢者医療制度に係る

国民健康保険税賦課徴収システムの改修経費420

万円がございます。 
  139ページお開きください。２款保険給付費の４

項１目出産育児一時金と５項１目葬祭費は、18年

度に支給額を改正したところによります増減とな

っております。 
  続きまして、145ページお開きください。議案第

23号交通災害共済事業特別会計の予算案を御説明

申し上げます。予算総額は967万4,000円となって

おります。歳入歳出の明細につきましては148ペー

ジにございますが、前年度とほぼ同額の予算とな

っております。 
  151ページお開きください。議案第24号老人保健

事業特別会計の予算総額は33億4,071万6,000円で、

前年度対比２億2,912万8,000円の減額となります。

これは、老人保健被保険者数が余り増加していな

いということ、それから医療費の本人負担が２割

から３割に改正されたことによりまして、全体の

医療費の減少を招いているものでございます。 
  次に、161ページお開きください。161ページの

議案第25号公共下水道事業特別会計の予算案を御

説明申し上げます。予算額は、第１条にございま

すように15億5,378万5,000円でございます。前年

度に比較いたしますと6,641万4,000円の増となっ

ております。 
  債務負担行為及び地方債につきましては164ペ

ージをご覧ください。第２表債務負担行為は、水

洗便所改造等資金利子補給であります。普及率の

向上の手法として毎年行っているものでございま

す。また、処理場整備委託４億7,590万円は、19

年度から処理場の処理施設を増設するに当たりま

して、年度を越えて業務委託契約をする必要があ

るからでございます。 
  第３表地方債、公共下水道事業の限度額４億

1,140万円でありますが、その他に高資本費対策と

いたしまして平成18年度残分の借り換え2,960万

円を見込んでおります。歳入歳出の内容につきま

しては、166ページ以降からでございますので、ご

覧ください。 
  続きまして、171ページの歳出でございますが、

処理場建設事業費１億7,600万円であります。18

年度より１億5,800万円の増額となっております。 
  172ページ、公債費は借換債の減もありまして、

18年度より9,456万1,000円少ない９億2,954万

8,000円でございます。 
  続きまして、181ページお開きください。181ペ

ージには、議案第26号農業集落排水事業特別会計

予算案でございます。予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ8,733万円であります。前年度比303万1,000

円の減額となっております。 
  続きまして、189ページお開きください。議案第

27号営農飲雑用水事業特別会計の予算案でござい

ます。予算総額は6,478万3,000円でございます。

前年度対比3,732万3,000円の増となっております。

これは、かねてより懸案でございました休場、市

野々地区の用水確保のための施設改修事業費の増

によるものでございます。 
  後に、199ページお開きください。199ページ



には議案第28号介護保険事業特別会計の予算案を

記載してございます。予算総額は24億8,806万

5,000円で、前年度対比1,069万7,000円の増となっ

ております。歳出予算の流用につきましては、国

保会計と同様に保険給付費の各項間の流用であり

ます。18年度から実施となりました介護予防事業

や包括的支援事業の充実を図ってまいります。 
  以上で平成19年度の一般会計及び特別会計予算

案の説明を終わらせていただきます。よろしく御

審議の上、御決定くださいますようよろしくお願

い申し上げます。 
清水清秋議長 水道課長髙橋 敦君。 
   （髙橋 敦水道課長登壇） 
髙橋 敦水道課長 それでは、議案第29号平成19年

度新庄市水道事業会計予算について御説明申し上

げます。 
  予算書の１ページをご覧願います。第１条、平

成19年度新庄市水道事業会計の予算は次に定める

ところによります。 
  第２条、業務の予定量は次のとおりといたしま

す。（１）、給水件数１万2,189件、（２）、年間

総給水量419万2,395立方メートル、（３）、１日

平均給水量１万1,486立方メートル、（４）、主要

な建設改良事業として、給配水設備工事費４億

6,147万8,000円、第６次拡張事業費1,365万円であ

ります。 
  第３条、収益的収入及び支出の予定額でござい

ますけども、収入の第１款水道事業収益は13億

2,101万3,000円で、前年度対比2,361万2,000円、

1.8％の増であります。次に、支出の第１款水道事

業費用は12億8,646万6,000円で、前年度対比2,260

万6,000円、1.8％の増であります。 
  ２ページをご覧ください。第４条、資本的収入

及び支出の予定額でございますが、収入の第１款

資本的収入は8,240万1,000円で、前年度対比2,081

万円、33.8％の増であります。次に、支出の第１

款資本的支出は７億1,414万1,000円で、前年度対

比１億7,881万1,000円、33.4％の増であります。

なお、資本的収入額が支出額に対して不足する額

６億3,174万円は過年度損益勘定留保資金等で補

てんしてまいります。 
  第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、営業費用と営業外費用と

の間といたします。 
  第６条、議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費として、（１）、職員給与費１億

2,160万1,000円、（２）、交際費５万円といたし

ます。 
  第７条、他会計からの補助金として、高料金対

策などのため、一般会計から水道事業会計へ補助

を受ける金額は１億5,595万5,000円といたします。 
  第８条、たな卸資産の購入限度額を520万円とい

たします。 
  次に、予算実施計画に基づいて御説明申し上げ

ます。３ページをご覧ください。初めに、収益的

収入及び支出の収入関係でございますが、第１款

第１項の営業収益は11億3,116万円、内容といたし

ましては給水収益、受託工事収益、その他の営業

収益などであります。第２項の営業外収益は１億

8,985万1,000円であります。 
  次に、４ページから７ページは支出でございま

す。まず、第１款第１項の営業費用は10億9,707

万5,000円、内容といたしましては原水及び浄水費、

業務及び総係費などであります。また、第２項営

業外費用は１億8,488万9,000円であります。 
  次に、７ページをご覧ください。資本的収入及

び支出について御説明申し上げます。収入の第１

款第１項の工事負担金は1,330万円であります。第

２項の国庫補助金は5,000万円で、老朽管更新事業

であります。第３項の他会計出資金は1,910万

1,000円で、企業債元金償還金に充てるための一般

会計の出資金であります。 
  次に、８ページの支出でございますけども、第

１款第１項の建設改良費は４億6,830万3,000円、

第２項の第６次拡張事業費は1,365万円、第３項の

開発費は2,730万円、第４項の企業債償還金は２億



275万9,000円となっております。 
  ９ページは資金計画、10ページから12ページは

給与明細、13ページは平成18年度の予定損益計算

書、14ページから17ページにかけましては平成18

年度及び19年度の予定貸借対照表であります。後

ほどご覧いただきたいと思います。 
  以上をもちまして、平成19年度新庄市水道事業

会計予算の説明を終了させていただきます。御審

議の上、御可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 
清水清秋議長 それでは、これまで説明のありまし

た議案21件のうち、平成19年度予算を除いた議案

12件について一括して総括質疑を行います。質疑

ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議案第５号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について質問いたします。 
  改正の理由に人事院勧告のことで地域の実態に

近付けるというものでありました。そのことにつ

いて、職員労働組合の方との話し合いなどはどの

ような話し合いになったのか、１つ１点目お聞き

します。 
  それから、２つ目に市独自削減が平成20年度ま

で実施するという説明もありました。これについ

ては、この条例の中に含まれているのか。それか

ら、この市独自削減についての考え方についてお

聞きしますが、新庄市の財政難から市独自削減と

いうことにしているわけですが、果たして新庄市

財政難が働く職員に責任を負わせるべきものなの

か疑問に思います。私は、職員には責任はないも

のと思いますし、決められたとおり頑張っている

職員に対する削減は間違っているし、やめるべき

ではないかと思います。その点についてどうお考

えか。 
  ３点目についてですが、年5,843万円の削減にな

るという説明がありました。確かに人件費だけの

削減というか、一般職の人件費の削減はそういう

ことになると思います。しかし、これは実は経済

波及効果と考えた場合、職員の給料が減るという

ことは、それだけ支出が減るということですから、

全部生活のためのお金でありますから、減るとい

うことは外食をしなくなったり、あるいはできる

だけ本当は市商店街から買いたいと願っていても

ちょっと安いものをということで格安のスーパー

に走らざるを得なくなったりということで、実は

経済波及効果ということではむしろマイナスでは

ないのか。中心商店街の活性化ということをよく

議会で言われておりますが、本当であれば市職員

自ら先頭に立ってこのお金を、市の税金でいただ

いているお金を中心商店街などに使いたいと願っ

ていながら、お金がないために安売りに走らざる

を得ないというような、そういう生活に追いやる

ことが果たしてこれ以上の大きな市の財政が波及

効果として、経済効果として非常に悪影響を及ぼ

しているのではないのかという点についてお聞き

します。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
清水清秋議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 １点目は、職員労働組合との話

し合いというふうなことでございましたけれども、

この件に関しては私、総務課長との話し合い、交

渉が４回、助役との交渉が２回、 後は市長との

交渉が１回ということで、総計７回組合とは一定

程度の理解を得るための話し合いを持って、我々

としては一定程度の理解は得たものというふうな

ことで今回この条例案を提案しているというふう

なことでございます。 
  それから、２点目は独自削減の考え方というふ

うなことでございますけれども、この独自削減を

するというようなことは職員に責任を押し付ける

というようなことで独自削減をしているものでは

なくて、こういう非常事態、財政再建という非常

事態の中でともに汗を流してこれを克服していこ

うというようなことの中で、これも組合と先ほど



申し上げました話し合いを行って理解を得て独自

削減をしていくというような状況でございます。

この独自削減の内容につきましては、一番削減率

が大きいのが管理職でございまして、いわゆる職

務の重要度の割合に応じて大きくなるというふう

なことで、若手の職員は削減があまりないという

ような、そういうふうな削減のやり方をしており

ます。 
  それから、３番目の5,800万ほどの削減がなかっ

たらこの地域経済が豊かになるのではないかとい

うふうな御質問でございますけれども、歳入歳出

予算というのはプラ・マイ・ゼロで、いわゆる歳

入があって歳出があるというふうなことで、5,800

万ほどの職員の人件費の削減そのものは他の部分、

要は配分が違うというだけで、他の部分にいって

地域経済に影響を及ぼすというか、この職員の削

減がなかったから、じゃ歳入が増えるかというと

そうではない。ただ、配分の問題というようなふ

うに考えております。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） 議案の第11号です。総括

なので、所管が文教厚生の方に係るわけですが、

10号、11号で指定管理者になっているわけですが、

別表料金の適正化を図るために改正するというこ

とでありますけれども、こういうふうに改正して

どれぐらいの収入増になるのかどうなのか、これ

によってゲートボールを行われている方々がだん

だん少なくなっている傾向にあると思いますが、

どういうふうにその影響を見ているのか、そこの

点総括的なのでお伺いをしたいというふうに思い

ます。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 議長、黒坂光悦。 
清水清秋議長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 お答えいたします。 
  今回御提案申し上げておりますのは、いわゆる

限度額というふうなことで上限額でございます。

実際料金を設定する場合は、指定管理者と相談の

上決定するということになっておりまして、現在

はまだその料金は決まってございません。このき

っかけでございますけども、平成17年度の決算を

いただきましたときに歳入と支出がほぼ同額にな

ってしまったというふうなことが１つの原因であ

りました。できるだけ指定管理者制度を活用して

安定的な経営と申しますか、運営をお願いするに

は、やはり現在の料金体系ではだめだというふう

なことを私どもが感じたわけでございます。 
  あと会員数でございますけども、平成８年にゲ

ートボール協会の方々の会員数なんですが、180

名ほどおりました。平成18年度当初では53名とい

うことで、三十数％の方々しかいないというふう

なことでございます。ただ、利用につきましては

ほぼ毎日使っていただいているというふうなこと

で、営業的にはある程度値上げすれば何年間は何

とかやっていけるのではないかなというふうには

思ってございます。 
  以上です。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） 分母が要するに150から53

というかなり３分の２ぐらい減っている状況で、

維持管理費、ゲートボール場等の使う費用という

のは大体そんなに減るわけじゃないわけですから、

分母がかなり減っているわけですから、だんだん

とこれから少なくなって維持管理ができなくなっ

てしまうのではないかなと懸念しているものです

から、せっかく指定管理者制度で民間活力の導入

等も含めてこういうふうになったのですが、何年

間は続くであろうとは生涯スポーツ課長言われて

いますけども、果たしてそうなのかなと思うのは

私ばかりじゃないと思いますので、これらのとこ

ろはゲートボールの会長であります今田さんとは

少なくなってどうだったというような状況等は話

し合いはされたのでしょうか、されないのでしょ

うか。何年ぐらいこういうふうにして、だんだん



少なくなっていくのではないかなと懸念するから

お伺いしています。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 議長、黒坂光悦。 
清水清秋議長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 今回これ御提案する前

に何度か指定管理者制度を活用できるかどうかお

話し合いは持ちました。会長さんの方は、何とか

やるというふうなお言葉をいただきましたんで、

今回御提案申し上げたというふうなことでござい

ます。 
  以上です。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
１１番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
清水清秋議長 遠藤敏信君。 
１１番（遠藤敏信議員） 先に行われた全員協議会

の席上、ここ３年ほど主要事業の１つとして鳴り

物入りで行うと言っておりました家庭系生ごみの

堆肥化事業についてでございますけれども、これ

を延期、凍結というふうな…… 
   （何事か呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 一般会計予算の中での質問だと思い

ますんで、これは12件の一括議題の中での質問と

ちょっと外れておるかと思いますんで、よろしく

お願いしたいと思います。 
  他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 
 
 
  日程第３１予算特別委員会の設置 
 
 
清水清秋議長 日程第31予算特別委員会の設置を議

題といたします。 

  お諮りいたします。 
  議案第21号から議案第29号までの平成19年度予

算を審査するため、委員会条例第６条第１項の規

定により、予算特別委員会を設置したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、予

算特別委員会を設置することに決しました。 
 
 
  予算特別委員の選任 
 
 
清水清秋議長 次に、ただいま設置されました予算

特別委員会の委員の選任を行います。 
  お諮りいたします。委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により議長におい

て全議員を指名したいと思います。これに御異議

ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、全

議員を予算特別委員会の委員に選任することに決

しました。 
 
 
  日程第３２議案、請願の予算特別 
  委員会、各常任委員会付託    
 
 
清水清秋議長 日程第32議案、請願の予算特別委員

会、各常任委員会付託を行います。委員会の付託

につきましては、お手元に配付してあります付託

案件表のとおりそれぞれ所管の委員会に付託いた

します。 

 
 

平 成 １ ９ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 



 
  付 託 委 員 会 名        件                名 
  ｏ議案第２１号平成１９年度新庄市一般会計予算 
  
  ｏ議案第２２号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 
  
  ｏ議案第２３号平成１９年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 
  
  ｏ議案第２４号平成１９年度新庄市老人保健事業特別会計予算 
 予 算 特 別 委 員 会  
  ｏ議案第２５号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 
       議案（９件）  
  ｏ議案第２６号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 
  
  ｏ議案第２７号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 
  
  ｏ議案第２８号平成１９年度新庄市介護保険事業特別会計予算 
  
  ｏ議案第２９号平成１９年度新庄市水道事業会計予算 
  ｏ議案第２号新庄市副市長定数条例の設定について 
  
  ｏ議案第３号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 
  
   例の整理に関する条例の設定について 
  
  ｏ議案第４号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改 
  
   正する条例の設定について 
  
  ｏ議案第５号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正 
  
 総 務 常 任 委 員 会   する条例の制定について 
  
       議案（８件）  ｏ議案第６号新庄市監査委員条例の設定について 
  
       請願（１件）  ｏ議案第７号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制 
  
   定について 
  
  ｏ議案第１２号 上広域市町村圏事務組合規約の一部変更について 
  
  ｏ議案第１３号山形県市町村職員退職手当組合規約の一部変更につ 
  
   いて 
  
  ｏ請願第１号「安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求めるこ 
  
   と」に関する請願 
  ｏ議案第８号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ 
  
   いて 
  
  ｏ議案第９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の 
 文 教 厚 生 常 任 委 員 会  
   一部を改正する条例の制定について 
       議案（４件）  
  ｏ議案第１０号新庄市屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条 
  
   例の一部を改正する条例の制定について 
  
  ｏ議案第１１号指定管理者の指定について 

 



  議案６件一括上程 
 
 
清水清秋議長 日程第33議案第14号平成18年度新庄

市一般会計補正予算（第４号）から日程第39議案

第20号平成18年度新庄市水道事業会計補正予算

（第３号）までの議案７件を一括議題といたしま

す。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第14号から議案第20号までの

一般会計及び特別会計並びに水道事業会計補正予

算について御説明申し上げます。 
  一般会計補正予算は歳入歳出それぞれ２億652

万8,000円を減額いたしまして、補正後の予算総額

を133億1,072万9,000円とするものであります。 
  歳出予算の主な補正内容についてでありますが、

６ページに債務負担行為の設定がございますが、

これは４月22日執行予定の市議会議員の選挙ポス

ター掲示場の設置撤去業務委託300万があります

が、これは業務の速やかな推進を図るものであり

ます。 
  23ページ、歳出４款衛生費には奥羽金沢温泉施

設整備費補助金1,000万円がございます。この温泉

施設は、長年多くの市民が利用し、市民の健康増

進と憩いの場としてその果たしてきた役割は非常

に大きいものがございました。この度この施設の

改修に対し、市としての何らかの支援が必要と判

断し、予算措置を行うものであります。 
  また、27ページ、農林水産業費には堆肥製造施

設整備事業費に工事請負費1,122万1,000円の減額

がございますが、これは同施設建設の延期に伴い

まして、現存施設をそのまま堆肥製造実証事業と

して利用するため、撤去工事を行わないことによ

る減額補正であります。 
  以上、一般会計の主要な部分についての御説明

を申し上げましたが、なおこの補正予算の詳細と

特別会計の補正内容につきましては政策経営課長

に、また水道事業会計の補正内容につきましては

水道課長に説明させますので、よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
   （小笠原謙一政策経営課長登壇） 
小笠原謙一政策経営課長 議案第14号一般会計補正

予算（第４号）について御説明申し上げます。 
  １ページをお開きください。一般会計補正予算

は、歳入歳出それぞれ２億652万8,000円を減額し、

補正後の総額は133億1,072万9,000円となります。

各款各項の補正予算額並びに補正後の額につきま

しては、２ページから５ページまでの第１表歳入

歳出予算補正を後ほどご覧いただきたいと思いま

す。 
  次に、６ページでございますが、第２表の債務

負担行為補正でございますが、市長が申し上げま

したとおり、４月22日執行予定の市議会議員選挙

に関連した業務の速やかな推進を図るための300

万円の予算措置でございます。 
  第３表地方債補正でございますが、事業費の確

定、または確定見込みにより減額するものでござ

います。全体といたしまして当初に比べ１億1,350

万円の減額となっております。 
  10ページからの歳入でありますが、初めに１款

市税には各費目に滞納繰越分の減額補正がござい

ます。昨今の厳しい納税環境から予算額を確保す

ることが困難となりましたので、減額させていた

だくものでございます。 
  また、固定資産税現年度分につきましては、調

定額から納付見込額を想定いたしますと1,000万

円の増収を見込めますので、増額補正とするもの

でございます。 
  入湯税は、12月に滞納繰越分の納付がございま

したので、その実績に基づいて追加するものでご

ざいます。 
  11ページの４款配当割交付金は、12月の交付実

績に伴う追加でございます。 



  ６款地方消費税交付金につきましては3,600万

円と大きく減額でございますが、地方の消費が伸

び悩んでいる現実を反映した結果となり、予算ど

おりの収入を見込むのが困難な実情と考慮し、減

額したところでございます。 
  使用料には市民スキー場等の使用料収入の減額

がございますが、少雪暖冬の影響によります収入

減となっております。 
  12ページお開きください。14款国庫支出金では、

１項１目民生費国庫負担金に障害者自立支援給付

費負担金1,614万5,000円の追加がございますが、

これは国庫補助金から国庫負担金に組み替えを行

ったことによります増額となっております。また、

児童手当の各負担金はそれぞれの給付実績に応じ

て財源の調整を行ったものでございます。 
  13ページの２項２目農林水産業費国庫補助金に

バイオマスの環づくり交付金510万円の減額がご

ざいます。堆肥製造施設整備のための実施設計業

務が堆肥施設の建設を延期することにより、交付

金の対象外となってしまうことによります減額補

正でございます。 
  15ページお開きください。15款県支出金の２項

２目民生費県補助金に重度心身障害者医療給付事

業費補助金1,354万6,000円の減額がございますが、

18年度から利用者の１割負担とする県要綱の改正

があったことによります給付費の減額による補助

金の減でございます。 
  16ページお開きください。16ページの16款財産

収入、１項１目財産貸付収入に土地、建物貸付収

入115万4,000円の減額がございますが、土地、建

物の評価額の減額によります貸付金額の減による

ものでございます。 
  また、２項１目の不動産売払収入に土地、建物

売払収入4,182万6,000円の減額がございますが、

当初この収入予算を１億2,000万と見込んで遊休

市有地の処分を進めてまいりましたが、西部運動

広場などなかなか応募がなく、予算の確保が困難

であると判断いたしまして減額するものでござい

ます。 
  17款寄附金でございますが、１項２目民生費寄

附金の児童福祉向上寄附金１万5,000円は、毎年サ

クラ堂様より頂戴いたしております寄附金でござ

います。中部保育所の遊具整備に使わせていただ

きたいと思います。また、障害者福祉向上寄附金

９万3,000円も毎年駅前通り商店街様から頂戴し

ているもので、精神障害者施設の充実のために使

わせていただきたいと存じます。 
  17ページ、21款市債には地方債補正で申し上げ

ましたとおり、全体で１億1,350万円の減額となっ

ております。３目の土木債、道路橋りょう債や都

市計画債の公共土木事業負担債の減額が大きく影

響しての減額であります。ほとんどが事業費の精

算に伴います減額となっております。 
  続きまして、18ページからの歳出に入らせてい

ただきたいと思います。歳出の補正のほとんどが

事業費の精算に伴います減額補正となっておりま

す。２款総務費、１項４目財産管理費に財政調整

基金積立金1,000万円の追加がございますが、他の

歳入歳出科目予算の増減によります剰余財源を積

み立てるものでございます。 
  ７目企画費は、12月で補正いただきました市営

バス関連予算を精算により減額しております。 
  続きまして、20ページでございますが、３款民

生費でございます。１項１目社会福祉総務費に人

件費1,957万3,000円の減額がございますが、これ

は介護保険事業特別会計の地域支援事業において

事業費支弁人件費を計上することができましたた

め、そのために歳出科目の更訂を行うための措置

でございます。 
  ３目身体障害者福祉費には、身体障害者施設訓

練等支援費904万3,000円の減額がございます。こ

れは、施設の利用月数及び利用人数の減による減

額となっております。また、21ページには心身障

害者医療給付費、いわゆるマル身医療費2,641万

5,000円の減額がございます。 
  ６目老人福祉費の養護老人ホーム入所者措置費



419万9,000円の減額は、身障者施設同様に入所月

数及び利用人数の減によるものでございます。 
  22ページでございますが、９目介護保険費の介

護保険事業特別会計繰出金854万円の減額は、介護

保険事業特別会計において保険給付費の減額補正

を行うことによる一般会計影響分を減額するもの

でございます。 
  ２項２目の児童母子措置費に児童手当給付費

775万4,000円の減額がございます。今年度から支

給対象年齢が９歳から12歳まで拡大されましたが、

予算と給付実績の差を減額するものでございます。 
  23ページには民間立保育所運営費負担金185万

4,000円の追加をしておりますが、パリス保育園の

入所児童数や年齢構成から今年度支出予定額の

8,900万円ほどになります。その予算との差額を追

加するものでございます。 
  ３項生活保護費、２目扶助費は、12月におきま

しても追加補正いたしましたが、その後医療扶助

に係る費用の増大が959万4,000円の追加となって

おります。 
  ４款衛生費でございますが、１項１目保健衛生

総務費には市長説明もございました奥羽金沢温泉

施設整備費補助金1,000万の追加がございます。市

民の健康増進と交流、憩いの場として長年多くの

市民に親しまれてまいりました同施設により安心

して満足のいただける温泉利用の推進を図るため、

施設整備の補助を行うものでございます。 
  24ページになります。夜間休日診療所管理運営

事業費52万の追加は、３月26日の開業のための予

算措置でございます。 
  24ページ、２目予防費の予防接種業務委託料548

万4,000円の減額は、日本脳炎がワクチンの関係で

予防接種の実績が極端に少なかったことによる減

額でございます。 
  また、５目老人保健費の基本検診等委託料625

万7,000円の減額も人間ドック等の受診件数の減

少による減額となっております。 
  続きまして、25ページでございますが、５款労

働費、１項１目労働諸費の修繕料197万3,000円の

追加は、雇用促進住宅３号棟、４号棟の水道メー

ターの交換に要する予算の追加でございます。以

前取り交わしました雇用促進事業団と市との協定

によりまして、市の費用負担としているものでご

ざいます。 
  続きまして、26ページお開きください。６款の

農林水産業費でございます。１項５目農地費の県

営土地改良事業費500万円の減額は、県事業の確定

に伴います減額でございます。 
  27ページ、13目バイオマス推進費の堆肥製造施

設整備事業費に工事請負費1,122万1,000円の減額

がございます。先ほど市長が御説明申し上げまし

たとおりでございますが、同施設の建設が延期と

なりますので、堆肥製造モデル事業を継続してい

くには旧施設の利用が不可欠でございます。解体

撤去を行わないことにいたしました。したがいま

して、当初見込んでおりました解体撤去の予算を

減額するものでございます。 
  続きまして、28ページでございます。８款土木

費、２項３目道路新設改良費に公共土木事業負担

金2,131万9,000円の減額がございます。同じく４

項２目街路事業費にも公共土木事業負担金4,786

万3,000円の減額があり、両方で6,918万2,000円の

減額となります。これは、歳入でも御説明申し上

げましたが、県事業において当初予定の事業の中

止や大幅な事業の縮小により、非常に大きな減額

となっております。沼田角沢線におきましては、

臨時地方道整備事業分の事業費の縮小があり、

1,392万の減額でございます。また、関屋小檜室線

整備事業におきましては、臨時地方道整備事業分

2,000万円全額が事業中止となりましたことによ

ります減額となっております。 
  29ページ、５項１目住宅管理費の修繕料は162

万7,000円の追加は、入所者退去の修繕件数が増加

しておりまして、退去修繕を追加するものでござ

います。 
  30ページ、９款消防費でございます。１項２目



非常備消防費では、工事請負費205万8,000円の減

額がございますが、避難所、避難地の標識設置工

事費の減額でございます。 
  10款教育費でございますが、教育費におきまし

ては精査された内容の補正になっております。31

ページの２項３目学校保健費に小学校給食管理運

営事業費に62万9,000円の追加がございます。これ

は、他の事業等を精査いたしまして米飯用保温箱

の更新をするための予算でございます。 
  続きまして、34ページになります。11款災害復

旧費でございます。１項１目農地災害復旧費の工

事請負費150万円の追加は、災害復旧工事を１月末

に発注いたしましたが、今冬の少雪の影響により、

雪上での作業道の確保が不可能となりました。仮

設道を設けて施行する経費を計上いたしておりま

す。 
  以上で一般会計を終わります。 
  次に、特別会計に入らせていただきます。35ペ

ージでございます。議案第15号国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）でございますが、歳

入歳出それぞれ6,192万9,000円を追加し、補正後

の予算総額を39億6,534万8,000円とするものでご

ざいます。 
  42ページ、歳入の繰越金でございます。42ペー

ジお開きください。42ページの繰越金の追加１億

2,380万3,000円は、平成17年度分の確定によるも

のでございます。 
  続きまして、43ページでありますが、歳出の退

職被保険者等療養給付費に3,433万1,000円と国民

健康保険給付積立金5,034万4,000円の追加が主な

補正内容となっております。 
  47ページになります。申し忘れました。積立金

で、先ほどの国民健康保険給付費の積立金、今回

5,034万4,000円を追加いたすところでございます

が、なお積立金の合計額は３億6,600万ほどとなり

ますので、申し添えておきます。 
  続きまして、47ページに入らせていただきたい

と思います。議案第16号公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）でございますが、歳入歳出そ

れぞれ252万3,000円を減額いたしまして、補正後

の予算総額を14億5,479万とするものでございま

す。 
  50ページの歳入の部分でございますが、受益者

負担金590万円の追加と使用料496万5,000円の減

額でございます。 
  次に、51ページでございますが、１款総務費、

１目一般管理費に仮称ではございますが、新庄脱

水汚泥燃料化施設保有機構出資金50万円を計上し

てございますが、テスト事業完了後ＮＥＤＯの財

産を行政が円滑に引き継ぐため出資するものでご

ざいます。なお、出資による債務保証はございま

せんので、申し添えておきたいと思います。 
  続きまして、53ページでございます。議案第17

号農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

は歳入歳出それぞれ50万円を減額いたしまして、

補正後の予算総額を8,986万1,000円とするもので

ございます。 
  56ページの歳出のところをご覧いただきたいと

思います。56ページの歳出にございますとおり、

平成17年度決算に基づく消費税納付金が不要とな

りましたので、減額をするものでございます。 
  続きまして、57ページの議案第18号営農飲雑用

水事業特別会計補正予算（第２号）は歳入歳出そ

れぞれ220万4,000円を追加いたしまして、補正後

の予算総額を5,486万4,000円とするものでござい

ます。 
  60ページの歳出をご覧ください。60ページの歳

出でございますが、営農飲雑用水事業施設管理業

務を水道事業に委託してございますが、水道事業

と出納閉鎖時期の相違から委託契約事項にのっと

りまして261万3,000円を追加する内容となってお

ります。 
  続いて、61ページ、議案第19号介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）でございますが、歳入

歳出それぞれ6,169万4,000円を減額いたしまして、

補正後の予算総額を24億7,443万9,000円とするも



のでございます。 
  68ページからの歳出をご覧ください。68ページ

の第１款総務費、１項１目一般管理費には介護保

険システム改修業務委託料189万の追加がござい

ます。これは、後期高齢者医療制度が平成20年４

月から開始されますが、医療制度に係る保険料の

徴収方法が介護料の徴収方法に影響を及ぼします

ので、その制度に合わせた賦課徴収システムの改

修経費でございます。しかしながら、現在のとこ

ろ制度の詳細が不明で、今年度中の事業完了は不

可能となります。したがいまして、翌年度に繰り

越しして事業を実施するものでございます。 
  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費では、

地域密着型介護サービス給付費や施設介護サービ

ス給付費等の減額がございますが、施設利用者の

移動やサービスの利用状況から減額するものでご

ざいます。 
  69ページの２項介護予防サービス等諸費におき

ましても12月補正で減額いたしましたが、さらに

利用実績に近い形で減額をさせていただいたもの

でございます。 
  以上で一般会計及び４特別会計の補正予算案の

説明を終わらせていただきます。よろしく御審議

をいただき、御決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 
清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 ２時０５分 休憩 
     午後 ２時１５分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
  水道課長髙橋 敦君。 
   （髙橋 敦水道課長登壇） 
髙橋 敦水道課長 それでは、議案第20号平成18年

度新庄市水道事業会計補正予算（第３号）につい

て御説明申し上げます。 
  １ページをご覧願います。収益的収入の補正に

つきましては、第１款水道事業収益の第２項営業

外収益に937万円を増額し、計13億4,599万5,000

円といたします。その内容ですが、その他雑収益

の雷害保険金であります。 
  次に、支出でございますが、第１款水道事業費

用に974万8,000円を増額し、計12億9,812万1,000

円といたします。その内容は、第１項営業費用の

第２目配水及び給水費の修繕費937万円の増額な

どであります。 
  第２項営業外費用につきましては、第２目繰延

勘定償却の上水道開発費償却120万円の減額、第４

目消費税及び地方消費税の180万円の増額であり

ます。 
  次に、資本的収入の補正でございますが、第１

款資本的収入の第２項補助金を150万円減額いた

しまして、計7,129万1,000円といたします。なお、

資本的収入額が支出額に対し不足する額４億

9,113万9,000円は、過年度損益勘定留保資金など

で補てんするものといたします。 
  以上、平成18年度新庄市水道事業会計補正予算

（第３号）について御説明申し上げました。御審

議の上、御可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました補正予算７件は、会

議規則第37条第２項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、補

正予算７件は委員会付託を省略することに決しま

した。 
 
 
  日程第３３議案第１４号平成１８ 
  年度新庄市一般会計補正予算（第 
  ４号）             
 
 



清水清秋議長 これよりただいま説明のありました

平成18年度補正予算の審議に入ります。 
  まず初めに、議案第14号平成18年度新庄市一般

会計補正予算（第４号）について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
清水清秋議長 小野周一君。 
１０番（小野周一議員） 先ほど来市長なり政策経

営課長から入湯税についてるる説明があったわけ

でございますけど、10ページと23ページの入湯税

についてお聞きしたいと思います。 
  この入湯税については、いろんな議員がいろん

な形で一般質問なり決算委員会で説明を求めてき

た経緯があります。そういう中で、15年の秋以来

未納となっていました奥羽金沢温泉からいわゆる

入湯客から預かり金として預かっておりました、

この10ページにもありますけど、1,695万9,000円

ですか、滞納繰越分として計上されたわけでござ

いますけども、私はこの支援に対しては異存とい

うか、そういう意味で質問するわけではございま

せんけども、そして23ページのところに奥羽金沢

温泉株式会社施設整備費補助金として1,000万円

が計上されています。市長は、一般質問なり各議

員の質問に対して、この支援に対しては入湯税の

収納が前提であって、それにはその会社の運営計

画なり改善計画が市に示されたらそういう支援策

を前提として考えますと我々に答弁しています。

そういう中で、どのような改善策が市の方に提出

されたのか、まずそれを１点お聞きしたいと思い

ます。 
  それから、話によりますと約500万円弱の延滞金

がこの1,600何がしの入湯税の中に含まれている

のか、それが２点目であります。一般的に考えま

すと、やはりそういうすべてのお金が、預かり金

である入湯税が市に納入されてこそ、市長が答弁

されているそれらを前提として奥羽金沢温泉に支

援をすべきであると私は思うわけでございます。 
  とにかくその２点と、あとはもう一つ、その

1,000万円の内訳、どうしてあと１カ月も満たない

この18年度補正予算にその緊急性がどのようにあ

るのか、この1,000万円というのは。来年度の19

年度予算にこの支援策というものを盛ることがで

きなかったのか。それらの点についてお聞きした

いと思います。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 奥羽金沢温泉の出資に関する窓

口が健康課ということで、いろいろこれまで対応

してきた経過ありますので、私の方からすべての

項目ではないんですが、お答えさせていただきま

す。 
  改善計画ということについてのお尋ねありまし

たが、温泉側からある程度の長いスパンにわたっ

ての今後の運営改善についての計画は説明受けま

した。ただ、計画書すべてが完全に財源裏付けと

か、そういった形のものまでいっておりませんで

したので、市としてはそれをもって、その改善計

画書をもってこれで受け取ったという形では、そ

ういう認識はしていませんが、今後こうしていき

たいという説明は詳しく受けたところであります。 
  それから、金額の問題ですけども、今回３月補

正という形で支援についての予算計上させていた

だいたことについては、市長かねてから奥羽金沢

温泉については設立当初の出資の際の確認のとお

りでありますけども、市民の健康増進に寄与する

施設だという認識で出資もしているわけで、今の

いろいろな状況に対して一定の支援を行うべきと

考えているということは再三この場で申し上げて

きたとおりでありますけども、ただ入湯税未納と

いう問題がありましたので、未納のうちは支援協

議にも入らないということで経過してきたわけで

す。12月に本税が納入されたということで、支援

協議に入ったわけですけども、もちろん時間はか

かるわけで、当初予算の編成というのは御存じの

とおり１月いっぱいぐらいでほぼ終わりますから、

そこには間に合いませんでしたけども、ただ納入



後可能な限り速やかに、あくまでもあそこを利用

している延べ10万人の市民の快適な利用のためと

いうことでありますけども、可能な範囲で支援を

行うべきだという判断で、そういった協議も行っ

てきた経過があります。 
  以上です。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 入湯税の今回の３月補正に計上

しております1,695万9,000円ですけど、この中に

延滞金は含まれておりません。過年度分の本税分

のみでございます。 
  以上でございます。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 議会ごとにこの入湯税のことについ

てはいろいろと御意見をいただいてまいりました。

大きくは、何回も繰り返しますけども、預かり金

が目的税の使途について異論があるので納入しな

いというのは、市としてはそのことについての考

えは今まで何回も申し上げてまいりましたが、こ

の３年余りにわたり非常にある意味では税の扱い

をめぐって異常な事態ではなかったかと思います。 
  そういう経緯の中で、一番 後は12月議会であ

ったんですが、納入の前の段階では支援の中身に

ついては応ずることはできないというのは、市長

が明確に言っていました。そういう関係、そうい

うこともありまして、納入の前の段階での支援の

中身の交渉は、会社側からはこうしてほしいとい

うような、そういう要望はありましたけれども、

それについては市側としては不本意ながらという

ことで応えておりません。御案内のように、12月

の中旬に納入がされましたので、その後健康課長

を窓口として１月の下旬から支援の中身について

の協議を私を責任者としてやってまいりました。 
  その結果、奥羽金沢温泉が果たしている役割、

一方ではまた経営的には債務を持っている中で20

年以上も施設の老朽化がなっているために緊急的

な修繕もしなければならない、そういう実態もあ

ったようでありますから、 終的には 近行った

修繕について利用者といいますか、市民の健康増

進並びに利用者の快適な環境のもとでの入浴をし

ていただくということで、温泉側の社長の方から

の要望並びに改善計画等も考慮に入れまして、私

と会社の社長との 終的なそういう場のセッティ

ングもありまして、市長の了解を得て、 終的に

はこの時期に今までの答弁経過からいってこの時

期に1,000万の支援を行うということを政策的に

判断したものでございます。 
  御案内のように、19年度予算でということもあ

ったんですが、御承知のように新年度予算と３月

補正ではどっちが後になるか、先になるかという

ことでは、先ほど来の話し合いの経過等からいっ

て３月補正というのが一番年度末としてのぎりぎ

りの判断であったということで、あくまでも利用

する市民のためのそういう市としての総合的な判

断で今回の上程を行ったということで御理解いた

だきたいと思います。 
１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
清水清秋議長 小野周一君。 
１０番（小野周一議員） じゃ、別の観点から質問

します。 
  今星川課長が改善計画、そのようなものはもら

っていないと、私そういう判断したんですけども、

話の中でそういう話し合いを進めてきたと。もら

っていないんですか、改善計画。そして、今助役

さんは要望書をいただいたと。これまるっきり違

うんじゃないですか、改善計画と要望書じゃ。ど

うも助役さんと健康課長の話がちょっと違うよう

な感じします。助役さんは要望書をいただいたと。

こっちは、改善計画もらっていないで話し合いで

進めてきたと。でも、市長は何人かの議員の質問

に対して、入湯税の納入が前提であって、それと

ともに運営計画なり改善計画が市役所に示されれ

ば信用しますよという、それ何回も言っているん

です。話が違うんじゃないですか。２人の話が。



どっちが本当ですか、これ。 
  あともう一つ、これ先ほども税務課の課長さん

が言ったんですけども、やはり税の公平さからい

えば延滞金も含めてもらってこそこの支援対策を

すべきじゃないですか。本税と延滞金どうして分

けるんですか。もらってこそ堂々と新庄市として

支援をすべきじゃないですか、奥羽金沢温泉に。

市役所まで奥羽金沢温泉に支援しているんじゃな

いですよ。今債務があったというんですけど、私

も新庄市農協の組合員ですけども、今まで１億円

以上の金を、これは総会で決まったんですけども、

やっているんですよ、奥羽金沢温泉に。市までこ

れから支援しようとするんじゃないですよ。それ

以前に新庄市農協の組合員がやっているんです。

もう総会で決まったんですけども。そういう会社

に改善計画も受け取らないで、果たしていいのか、

本当に。私は反対する意味で言っているんじゃな

いです。これからのこともあるから質問している

んです。 
  私は、この問題についてはもっともっとやっぱ

り全員協議会の中でなり、事前に説明をすべきで

ないかと思うんですけど、あのくらい入湯税とい

ってみんなが質問しているんです、ここで。反対

して質問しているんじゃないです。 
  あと聞きます。延滞金とともにもらってから支

援する考えはないんですか。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 それでは、本税と延滞金という

ふうなことになるわけですけども、本来ならば本

税と延滞金を一緒に納めてもらえば一番いいわけ

でございますけども、それぞれいろいろと事情が

あるというふうなことで、各事業所において一般

的な論になりますけども、本税と延滞金を徴収す

る場合はそれらの事情を見ながら、本税を優先し

て納めていただくというふうな国税通則法に基づ

いた形でやっているというのが一般的な徴収のあ

り方でございます。ですから、当然延滞金につき

ましては本税があって初めて延滞金がつくわけで

ございます。 
  ですから、延滞金というのは従属的な権利とい

うふうなことでございます。ですから、納付期限

までに納付されない場合、当然これは納付遅延に

対する制裁として課せられる性格のものでありま

す、延滞金は。また、当然納付期限内納税者との

負担の公平、そして期限内納期の促進と、そうい

ったものも目的としてありますので、これらにつ

いてはそういったものの性格、それから目的をも

ってしても当然ながら延滞金も納めていただくよ

うな形になります。今現在分割納入も含めて協議

はしておりますけども、税務課の中でも納付義務

があるものの意思表示が認められる承認分限、す

なわち納付誓約書というようなものをできないか

どうか、それらについても今現在課内で検討して

いるといったところでございます。 
  以上でございます、私の方からは。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 助役と私の説明食い違いあると

いうような御指摘だったんですが、要望書と改善

計画書のことにつきまして、正式に市として公の

文書として受理したのは要望書だけです。改善計

画書は示して説明は受けましたが、ちょっと立ち

入ったことまで言いますと、その改善計画書には

市の支援内容まで織り込まれた計画でしたので、

市として決めていない部分まで盛り込んだ形で市

では受け取れないということで、説明は受けまし

たが、正式な形で受理はしていません。私は、は

っきり言ってもらいましたが、市として正式に受

けたのは社長から助役宛の要望書だけです。 
１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
清水清秋議長 小野周一君。 
１０番（小野周一議員） 今担当課の課長さんから

聞くと、経営改善計画ですか、その中身を見ると

やはり入れられない部分が書いてあったという話

がありました。だとすれば、今までの市長の答弁



は我々議員に対して何であったのか。経営改善計

画を示してから支援しますよという、そういう言

葉があったはずです。それはいいんですけど、あ

とその1,000万という金、目的税に沿った使い方な

んですか。それまだ聞いていないんですけど。さ

あ、やりますから、どうぞ、その1,000万使ってく

ださいというお金ですか。つかみ金ですか。その

中身まだ説明受けていないんですけども、やはり

目的税に沿ったお金、補助金なら市民も納得する

と思います。本当にそれでいいんですか。 
  また、税務課長さんが言ったんですけども、そ

れじゃやっぱり税の公平性と言えば納得しますか

ね。我々また選挙あります。市民の負託を受けて

また審判受けます。あの会社は、本当に新庄の名

士が役員になっているんですから、その方々が延

滞金も払わないで本税を払って何とかしろといっ

て、これは法的にはよいかもしれませんけども、

納得させますか、本当に市民の方々に。私は、こ

の問題はやっぱりもう一回凍結か保留すべきだと

思います。 
  終わります。 
   （「休憩」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 暫時休憩いたします。 
 
     午後 ２時４０分 休憩 
     午後 ２時４０分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 １点目は、まず納税の扱いですが、

決して特別扱いということではありませんので、

これまでも何回も言ってきましたように、市民と

同じように扱っていきますということです。市民

の場合もいろんなことがありまして、納税相談と

いう形で納付方法についてはいろいろ協議してい

る場合もありますので、延滞金を全く外に置いて

別扱いにするという考えはありません。そのこと

だけははっきりと申し上げておきたいと思います。 
  それから、目的税の趣旨に合っているのかとい

うことですが、結論的に言いますと合っています。

ただ、今までは鉱泉保護とか管理施設に直接充て

るということは市としてはしてこなかったんです。

これまでいろいろ議会の議論、それから 近の高

齢社会における健康増進に果たす役割とかを総合

的に判断しまして、今までの考えどおりでなくて、

ある程度市民温泉的なそういう健康増進施設に市

としても目的税の納入金額のうちから一部を充て

るということは可能であるというふうに判断した

ものです。 
  それから、なぜ1,000万ということでありますけ

ども、 近この数年間で温泉としても相当の改築

というよりは修繕に近いような内容でありますけ

ども、そういうこともやっておりますので、18年

においては1,400万ほどの投資もやっております。

率直に言って、温泉側としてはこの1,000万につい

ても温泉側として望んでいた金額ではないという

ふうに思いますが、市長と相談して、 終的に議

会、市民の得られるそういう状況からして1,000

万というふうに市側で決定したものであります。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） この問題は、03年からず

っと引き続いてやってきたわけですが、この間に

納めてほしい、納めてもらった方がいいのではな

いかということについて、当初から出資金につい

ての何か取引があったのかという状態からずっと

来ているわけですが、その内容についてもなかっ

たというような状況でありましたが、今回のこの

納入してもらってすぐ1,000万を出すということ

になれば、やはり当初から何かあったのではない

かという疑問を抱かざるを得ないというふうに思

います。私どもも納税してもらうことによって、

やっぱり市民のための施設ですから、早くそうい

う状況の手助けができればいいという状況の中で、

今回４年ほどかかっているわけですが、納税の憂



き目に遭ったと。 
  この問題については、預かり金でありますから、

納めないということの状況というのが私どもとし

てはちょっと理解できないというのが議員の質問

者の総意であったというふうに思います。これを

納めたから、すぐこういうふうにやってほしいと。

さっき星川課長の方も言いましたが、市で認めて

もいない計画までそこに入っているということで

すから、やはり当初出資をした場合、こういう状

態について役所としてはどうなのかということが

やっぱりあったんではないかなというふうに思い

ます。その状況についてぬぐい去れないわけです

から、その点について１つ質問しておきたいとい

うふうに思います。 
  ２つ目については、先ほども小野議員からもあ

りましたが、やっぱり延滞金、これも納めて、そ

してすっきりした形で1,000万を出すべきではな

かったかなというふうに思います。こんなに1,600

万円を納めていただいて、すぐ1,000万をという状

況は機敏がきいて大変よい、新庄市ではこれまで

にない機敏性のものなんですけども、それでもこ

れは考えるべきではなかったかなというふうに思

います。その延滞金を納入してからするというこ

とになってこないと、これからまたずるずる、ず

るずるといって４年も５年もかかるという状況で

はちょっとうまくないのではないかなというふう

に思います。そういう意味での延滞金の納入を確

認してから実行すべきだと思いますが、その点に

ついてもう一つ。 
  それから、こういうふうにして粘り勝ちという

ようなふうに思うんですが、入湯税を納めている

場所はここだけでないわけです。それから、我々

市民も税金を納めています。私の前の橋をかけな

いと納めないよというような状況が続いては大変

だなというふうに思います。そういう前例を残す

ということはどうなのかなというふうに思います

んで、その整理をひとつお聞かせ願いたい。他の

入湯税を納めている方もこういう要望があったら、

やっぱりそこに参加して手助けをするのかしない

のか、そこら辺もお知らせください。 
  それから、今言った1,000万の中身なんですが、

今の話だけではちょっと理解ができませんし、目

的税は私ども議会の中で決定することですから、

それがたった２人でそういうふうなケア、 後に

は市長の決断もあったわけですが、そういうこと

がこれからも行うのか行わないのか、そういうこ

とも含めて４点ほどお聞かせください。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 まず 初に、私から総論的なことを

申し上げまして、担当課長からその後お答えいた

します。 
  まず、前約束あったのかということですが、何

回も申し上げますが、納入される前には普通の、

私が使っていた言葉では事前取引はしない、その

ことはずっと何回も言ってきましたし、そこは私

は神に誓って守りました。昨年の秋に市長と会社

幹部との間で話し合いの場が持たれまして、その

ときに市長の方からも早期納入要請をしておりま

す。そのことが功を奏しまして、12月の納入にな

ったのではないかというふうに言っていますし、

それから金額の入金に当たっては条件がないとい

うことを確認した上で受け取っていますので、そ

のこともあえて申し上げたいというふうに思いま

す。 
  それから、粘り勝ちというんですが、目的税の

いろんな解釈もありますけども、今田議員はそう

いうとり方でなくて、法の目的に沿って今回支援、

歳出の決断をしたということでありますから、そ

の点よろしくお願いしたいと思います。 
  それから、中身と、それから提案の仕方まで議

員の前といいますか、２人だけで決めたというよ

うな、そういう解釈ですけど、決してそうではな

くて市の中でもこのためのプロジェクトチームを

私が総務課長時代から設置していまして、これま

でも相当数いろんな関係課で問題点の整理をして



きております。今回の市長の 終的な意思決定に

当たってもそういう考え方で、これまで市として

取り組んできたこと、それから外に向かって言っ

てきたこととどうなのかということで、整合性を

とった上で今回の補正の対応をしたものでありま

すので、よろしく御理解をお願いしたいと思いま

す。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 入湯税については、１件だけで

ないわけで、他の入湯税納入者への取り扱いとい

う御質問にお答えしますが、今回施設整備補助と

いう形で支援を行うというのは、あくまでも出資

の延長というとらえ方もしております。出資の際

いろんな議論をなされた記録もありますけども、

市民の健康増進に寄与する施設だと、一定の公益

性があるということから、あの施設に対して出資

したと。今回の考え方もそういう線引きの仕方を

しておりますので、他のところへもという考えは

持っておりません。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 それでは、延滞金についてであ

りますが、先ほど小野議員の方にもお答えしてい

るんですけども、今現在分割納入も含めて協議を

しているというふうなところでございます。先ほ

ども助役の方からありましたけども、通常の徴収

のあり方と同じような形でやっておりますので、

絶対に延滞金については要らないというんじゃな

くて、これは必ず納めていただくというふうな形

の中でやっていくというふうなことで、先ほども

申し上げましたとおり、何とか納付誓約書なども

検討しながら今現在進めているといった状況でご

ざいますので、御理解願いたいというふうに思い

ます。 
  以上でございます。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 

２２番（今田雄三議員） あくまでもやはりお互い

の信頼関係を増して、そしてお互いがそういう信

用する、そして市民のために福祉向上に協力する

というふうになってみれば、やはり延滞金も含め

てそのめどはまだわからないわけですか。 
  それから、もう一点は星川課長の方からありま

したが、出資の延長線上だということであります

から、出資の延長線であれば普通の民間のそうい

うところにも新庄市で出資すれば、すべてが対象

になるかというふうになりますと、これは目的税

から逸脱する１つの内容になってきます。そこら

辺でもう一回慎重さを欠かないようにお聞きして

おきたいと思います。 
  以上、２点についてちょっと。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 延滞金の納入についてのめどに

ついては、今の段階ではちょっとわかっておりま

せん。 
   （「休憩」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 暫時休憩いたします。 
 
     午後 ２時５４分 休憩 
     午後 ３時０４分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 他の入湯税納入者に対する支援

といいますか、その点についてちょっと説明不足

の点ありましたんで、改めてお答えしますが、先

ほど申し上げましたのは今回のような形で直接支

援ということは他については今のところ考えてい

ませんので、そのことを申し上げたところでした。

入湯税御存じのとおり、市の観光振興政策全般に

も使えますし、それから防災とか環境衛生施設整

備に対しても充当できるわけですが、それととも

に鉱泉保護といった施設そのものへの投入もでき



ると。かなり多岐にわたった使途が可能な目的税

であります。そういう観点から、これまで例えば

新庄温泉地区についてはさまざまな形で入湯税を

充当した事業を展開してきておりますし、また市

全体の観光振興事業にも充当してきたと。そのこ

と自体は今後も変わりません。入湯税の使い方と

しては変わりませんが、今回と同様な形での支援

は他のところにどうかというお答えについては、

今のところ考えていないということであります。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） 今回1,000万の支出をして

いるわけですが、今後はそういうことはあり得な

いという理解にもなるんですが、それでもよろし

いですか。 
  それから、もう一点は延滞金については、やは

りめどをつけさせていただいて、そして今回の補

正予算を通すというふうになろうかと思いますが、

そこら辺も 後にお聞きしたいというふうに。今

の２点だけお願いします。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 今後については、まだ具体的に

決めているわけではありませんけども、今後も何

らかの支援は検討していくつもりでおります。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 現在も分割納入というふうなこ

とで協議はしているんですけども、その延滞金の

納入のめどについてはまだそこまではいっており

ませんけど、今後とも努力していきたいというふ

うに思います。 
  以上です。 
７ 番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
清水清秋議長 渡部平八君。 
７ 番（渡部平八議員） 今議員の方々と、それか

ら課長さん、助役さんからいろいろと御答弁あっ

たんですが、お客さんが気持ちよくふろさ入って

健康保全とかリハビリとか、そういう目的のもと

に新庄市では出資した、その延長上でこういう支

援をやると。私は、それは大変結構だと思う。前

からそういうふうにやりなさいと私は主張してお

ったんですが、ただここで今延滞の分割ですか、

まだめどが立っていないとなってくる、そういう

お話なんですが、19年度の予算見ると入湯税の延

滞が残目措置として1,000円載っているわけです。

残目というのは、何かあったときこれを目を削っ

てしまうと、起こすのが大変だという、こういう

ケースよくこれだけじゃなくたくさんあります。

なぜめども立っていなくて残目措置として1,000

円になったのか。ただ、これだけ見れば全部ある

程度の時期までは納入されると我々としては見ざ

るを得ないわけよ、これから見れば。この予算書

から見れば。 
  もう一つは、いろんな施設とか設備の改善をや

って、よりよく快適な温泉になってお客さんが来

てもらうようにするんですよと、しますよと、こ

うなったときはなぜ19年度は18年度より入湯税が

少ないのか。逆に34万何がし少ないわけです、19

年度の予算は18年度に比較して。なぜ増えないの

か。本来ならば、30万か50万増えなくてはおかし

いわけでしょう、これ。よくつくるんですから。

だから、この補正予算を見る限りでは何ら疑問は

わいてきませんが、19年度の予算と比較してみる

といろいろ矛盾点がございます。その辺をどうい

うふうに予算計上したときに、これをつくったと

きに御判断なされたのか。 
  それからもう一つ、これは大きい問題だ。我々

が、これ私の個人的なことですが、介護保険、税

金、これが国民年金も対象になった場合は、私も

勉強不足で年金から天引きされると頭あったもん

ですから、されておったんだろうなと思っておっ

たところ、督促状というのですか、ただ年金受給

して半年だか１年たたないと天引きならないと、

そういう説明受けました。その後来ませんでした。

そのとき70円という督促料払うなあぞおらだ。さ



らに、督促料だけでなく、延滞利子、これ何ぼだ、

今。14％ぐらいか。これ下がらないなよ、何ぼ貯

金利子下がっても。そういうことをいろいろ総合

すると、恐らくこれは30万や50万ではきかないん

だ。何百万単位でないかと私なりに頭の中で。そ

ういう金を納入しなくて、我々一般の人がそうい

うことやったら、一般市民がどういうふうに理解

するかということ。しかも、分割で今協議してい

ると。分割で協議していれば、この予算通ったと

き残目処理の1,000円というのはこの辺どういう

もんだかなと私いろいろお聞きしておったんです

けど。 
  私1,000万でも2,000万でもあそこさ支援して結

構なんです。すべきだと思っているんです。みん

なが利用してもらうために市が300万出資して、ピ

ークのときは1,200万超えたんです、あそこの入湯

税の市に対する収入が。そういう意味合いから考

えれば、お互いに会社側と市側と改善計画を立て

て、よりよい温泉を、新庄市民温泉だというよう

な市民から印象を持たれるような温泉場になって

もらいたいわけ。残念ながらまだそこまで何か一

般市民の見る目がそこまで言っていないわけです、

今。 
  それで、質問なんですが、残目の1,000円という

のはどういうことか。これは、４月なり３月まで

全部今の延滞利子をつけたそれは入るのか入らな

いのか。それから、それだけ快適な施設改善をし

て入湯客が減るということはどういうことか。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 予算上の入湯税というのは、２つの

温泉から入ってくる入湯税をしていましたんで、

19年度の予算を編成作業をしているときには、新

庄温泉は昨年から閉めたホテルもあるということ、

それから奥羽金沢温泉についてはずっとここ数年

間の動向を見ますと、減傾向にあったという判断

から、多分そのようになっているんだと思います。 
  しかし、温泉に対する考え方については渡部議

員の考えと近いように私も思っていますが、第一

義的には市からは出資しているとはいえ、一会社

でありますから、その会社として非常に公益性も

持ちながらも市民の健康増進に寄与しているわけ

でありますけども、やっぱり会社として自立する

のがまず第一条件だというふうに思います。そう

いう点からいっても、会社として自立するという

ことは入湯客が増えるということでありますから、

いろんな分析ありますけども、大体12万人くらい

来ると大規模な投資は別にして、経営的に安定す

るのではないかなというふうな分析されています

けども、そういう点でせんだっての改修によって

温泉客が戻ってきております。聞くところによる

と、18年度は久々に10万人台に近づくのではない

かというふうにも聞き及んでおりますし、それは

大変喜ばしいことであるというふうに思っており

ます。 
  温泉側も滞納分の入湯税を納入した後は、毎月

きちんきちんと払っておりますので、こういうル

ールは今後も確立されるのではないかというふう

に思っておりますので、今までのとにかく異常な

事態を双方ともいろいろ話し合うところは話し合

って、市民温泉としてふさわしい温泉に持ってい

きたいというふうに考えておるような状況の中で

の今回の支援策であるというふうに御理解いただ

きたいと思います。 
  あと予算計上上のことについては、担当課長の

方からちょっと補足申し上げます。 
小笠原謙一政策経営課長 議長、小笠原謙一。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 ただいま議員御質問の延

滞金が入っていないではないかというふうなお話

でございますが、現在の段階で延滞金そのものも

今までいろいろお話をされて、議員さんとのいろ

いろやりとりがございましたが、確実に延滞金そ

のものというふうなものが納付できるかどうかと

いうふうなところの要はいろんな面での協議中で

ございました。現在に至ってもさまざまな議員さ



んの方から、セットをもって納入すべきではない

かというふうなお話もいただいております。予算

計上する際には、本来であればそれが確定すると

すれば、当然決算で３月の補正でその額そのもの

が計上されるわけでございます。しかしながら、

それがなかなか３月の定例の中でつかめないとす

るならば、いわば19年度にそのお金をいただくと

いうふうな形になろうかと思いますが、いずれに

いたしましてもここの項目に載っている延滞金が

ここでは250万というふうに載っておりますが、こ

れは総体的なものの１つの考え方でございまして、

温泉に対する延滞金そのものというふうなものは

この中には入っておりません。そういう時期の１

つのずれから、そしてお互いの未確認なところか

ら計上は今回できなかったという内容でございま

す。 
  以上です。 
７ 番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
清水清秋議長 渡部平八君。 
７ 番（渡部平八議員） 今課長さんが言ったとお

り、延滞金とか加算金とか過料という１つの欄で

みんな二百五十何万というのは確かにそういう数

字がございます。それはそれにしても、何百万か

は、私ははっきりした数字はわかりませんよ。恐

らく何百万だと想像しているんです、自分なりに。

１年間の入湯税が、これは金沢温泉だけでなく他

の温泉も含めて六百何がしです。19年度は五百八

十何万。そうすると、その延滞利子を含めた金っ

て、延滞利子の金が恐らく１年間の入湯税のひょ

っとするとそのぐらいになるんでないかと。15年

からずっと計算してみると、14％掛けていくと。

これ税務課長、公表できますか、何百万だかと。

守秘義務とかといろいろありますので。恐らく私

は何百万円と。まず、言われないと思うんです、

個人の会社だから。 
  そこの辺をよく市長も市民本位の政治とか市民

サービスとかと我々を含めてよく出るわけだ。果

たしてこの状況が多くの市民から理解できるもの

か、ものでないかと。これ一番問題よ。今分割を

する協議をしているとかいうことはとんでもない

話だ。分割協議なんてその前に一緒に納税すべき

ものよ。そして、私は1,000万に限らず、1,500万

でも2,000万でも結構ですよというのよ、改善計画

をお互いが練り合って立派なものをつくるために

は、その辺の一番基本となることが欠けているん

でないかと。 
  以上で終わります。私の言うこと理解できると

思いますので。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
清水清秋議長 小嶋冨弥君。 
９ 番（小嶋冨弥議員） この補正予算でいろんな

方々の議員が述べました。私は、温泉の問題は

初は温泉側にとっては20年来目的税という税であ

りながら奥羽金沢温泉の方には余り見えた形の支

援がなかったと、そして今建物も老朽化していろ

いろ改善していかなきゃならないけども、市の方

では温泉にとってはなかなかそういう支援の体制

ができないから何とかしてくれというようなこと

で、話し合うまで預かり金といえども保留してお

ったわけでありまして、その間各議員がいろんな

定例議会等においても議論をなされましたし、そ

のときの答えは市長さんは払うものを払えば支援

するよと、やぶさかでないよというような御意見

をずっと述べてきたわけでありまして、今回12月

に温泉側の方では滞納金を払いました。そして、

払って今日の支援で1,000万を計上して、そして温

泉をやはり市民温泉として喜ばれるというような

考えで私は今回の補正に至ったと思います。 
  私も温泉が興味ありますので、昨今温泉に入り

ますけども、何かお客さんがやはり私の実感とし

てもかなり入っていますし、今までにないくらい

入っていますし、温泉側の担当者に聞くと１月は

１万人ぐらい入ったと。恐らく２月も同じような

傾向でいくのではないかなといって非常に温泉の

見直しと申しますか、そういったことで利用が増



えていますので、やはりそういった意味で支援を

して改善策を講じて、そしてもっとお客さんが喜

んで入ってくれれば預かり税といえども市の方に

はやはり税収が厳しいときにも私は入ってきて大

変いい結果になるんではないかなと思っておりま

すし、議員の中にはそういった方向でいけば1,000

万でなくもっと出しても、そしてもっともっとそ

うした喜ばれて健康増進に役立てばというような、

私もそのとおり同感でございますし、やはり私は

この1,000万は市長の政治決断としてよかったん

ではないかなと思います。 
  以上です。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） 質問する前に、私は温

泉が大好きで毎朝行っています。休みでない限り

は、時々間違って休みの日も行くぐらいですから。

山屋温泉については、先ほどから皆さんが述べら

れております、助役も話をされておりますとおり、

非常に健康増進あるいは健康の維持管理には役立

つ温泉だということで、少々の体調の悪い人でも

温泉に入ることによって体調が回復するとかいろ

んな利点がございまして、できるだけ温泉は市民

の方に多く利用してもらいたいというふうに思っ

ている一人でもあります。 
  ただ、これとこの議会で今論ぜられているもの

は別問題だというふうに理解していただきたいと

思います。後ろにたくさんの農協関係らしき人た

ちが傍聴に来ております。温泉の担当の人もおら

れます。毎朝顔を合わせます。非常に言いにくい

んですけども、質問は質問として、私も議員今期

後ですので、この辺で議員としての仕事をさせ

てもらわないと、おまえ何やっていたと言われる

と困りますので。先ほどから入湯税は目的税でい

ろいろ云々というようなことがあって、納めるか

納めないか、そして納められたと。長年かかりま

した。12月14日ごろとかいう話を聞いております

けども、この入湯税が納められた段階でいわゆる

延滞金というか、今文言だけで延滞金延滞金と言

って、渡部議員が金額はというふうに税務課長に

言ったんですけども、個人の会社だからいいわと、

後ろの方に遠慮されたのかなと思うんですけれど

も、会社は個人ではなく法人でありますから、こ

れはやはり議会で議論されている間は、これは公

表すべきでないかなと思います。入湯税が納めら

れたのが12月何日。そこで延滞金はストップ、そ

れ以上は延滞は課せないということで、いわゆる

本税に対する延滞ですから、本税がおさまれば延

滞はなしということで、これはいいと思います。 
  延滞金そのものを今度はどのようにして徴収す

るかというのが問題だと思うんです。それを今話

を聞くと、分割とか何とかいろんな話が出ていま

すけど、それも定かでない。つまり健康課長の話

しもそうですけども、漠然としています、話が。

これは、やはりしっかりと執行部、ちゃんと協議

してもらってどのようにして徴収していくかとい

うことをまずお答えを頂戴したいと思います。１

つそれだけです。それから、また質問させてもら

います。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 先ほど来申し上げておりますけ

ども、延滞金の徴収に当たっては協議していると

いったところでございまして、さらに納付誓約書

などについても課内の中で検討しながら進めてい

かなければならないというふうに思っているとこ

ろでございます。 
  それから、これはあくまでも個人的な税情報と

いうふうなことになりますので、この場での公表

とはならないというふうに思っておりますので、

その辺御理解願いたいというふうに思っておりま

す。納入についても12月の中旬というふうなこと

で御理解していただければというふうに思ってい

るところです。 
  以上です。 



１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） 勘違いをされているん

じゃないかなと思うんです。個人情報に当たるか

ら、そういうものは公表できないとおっしゃられ

ます。入湯税というのは、一体誰が納めるんでし

ょう。私ら利用者が納めているんです、１回75円。

それの今までたまったお金は幾らですか。あるい

は、延滞金は幾らですか。私ら納税者には知る権

利があります。それが公表できない、個人情報、

変な言葉がはやりましたね。個人情報。これは個

人情報に値しません。勘違いなさっています。で

すから、そういうことでなくて、延滞金はこれぐ

らいですと、幾らですと、それを今分割で年間こ

れぐらいかくかくしかじかで納めるように今話し

合いをしていますというんであれば納得できます。

でなくて、現在協議をしている 中ですのような

ことだけでは納得できかねます。 
  ですから、物事にはきちんと、特に私は税金に

ついては正しい使い方をしてくださいと何回も言

ってきました。別に不正というようなことじゃな

いんです。もっともっと予算が計上されるときに、

いわゆる福祉面でこういうお金は足りないのでこ

っちに使いたいとかいうときには、そういうお金

も回さなきゃいけない。でも、今は山屋温泉とい

う特定の温泉が納めた入湯税に対して、これをそ

れでは前に話もしているので、改修あるいは温泉

側として必要なところに手当てをするためにも、

じゃ1,000万の補助金をつけましょうというのが

今回のいわゆる予算計上になったということだと

思います。 
  私は、こういうことの、つまり手続上のことを

何でもう少し議員に早期に示して、12月に納めら

れて１月中に協議しているんですよね。今３月に

なりました。だとすれば、全員協議会のときなん

かにも提示して、実はこういうかくかくしかじか

でこうなんですと、ですから温泉側にも前から話

があって要望書も来ていますと、こういうふうに

してやりたいんです、いかがでしょうかと、これ

ぐらいの話は出きるんじゃないかなと思うんです。

それができないもんだから、今こうやってみんな

が質問しているわけです。その辺で、個人情報と

か何か言って、変に物事を隠すような感じ、そう

いうのは、新庄市の昔からの体質かな、その辺が

直ってないな、残念だなと思うんですけども、も

っと明朗にみんながわかるように、市民が納得で

きるような、そういう答弁でいただきたいもので

す。 
  今の納入については、いろいろ義務者との間で

話し合いがされているということですから、それ

を進めてできるだけみんなにわかるような形で、

こういう形で納められますというようなことでな

いと、私らも温泉を利用しているんですけども、

他の方々に説明できません。「おまえら温泉さ入

ってだまされているんだべ。」みたいな、それで

はちょっと困るんです。だから、私らもきちんと

説明できるような答弁をきちんともらわないと、

こういうふうな予算をつけるときはもっと前もっ

て議員に理解を求めるような姿勢があってしかる

べきではなかったのかな。それがなかったために、

今こうやってみんなが質問しているんだと思いま

す。でなければ、私らはこういう予算の仕方は計

上はまずいなと思って、あるいは否決するとかい

うふうなことにもなりかねないんです。今考えて

いるのは、一番 良の方法としては、これは少し

凍結でもした方がいいのかなと考えております。

その辺今私の質問にちょっとその辺の個人情報と

の関係をもう一回。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 入湯税につきましては、当然入

湯するお客さんが支払いになるというふうなこと

でございます。それでもって、特別徴収義務者と

いうものが指定されておりますので、その方が納

税すると、税金を納めると。皆さんから、入湯客

からいただいた入湯税を特別徴収義務者が納める



というふうなことでございますので、皆さんが直

接納入するというふうなことではなくて、そこに

特別徴収義務者が入るというふうなことです。そ

の方が全部入湯税を納めるというふうな仕組みに

なっておりますので、先ほど来からお話あります

けども、公表につきましてはあくまでも税の個人

情報というふうな形になりますので、大変申し訳

ございませんけども、御理解していただきたいと

いうふうに思っているところです。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） ３回目なので 後です。 
  どうもいま一つわからないんです。私の勉強不

足で、つまり納税者は一般入湯者、利用者で、特

別徴収義務者が会社で、会社が預かっている私た

ちの税金について、あるいはそれが納められなか

ったので、納めていないので延滞金というのがつ

くわけです。黙ってすんなり納めてもらえば延滞

金つかないわけです。そこに個人情報というのが

該当するんでしょうか。私は、その方々には別に

何も該当しないと思うんですけど。私らが納める

納税者にはそういうものがあるかと思います。個

人の情報どうの。そういうのは個人情報といわな

いんじゃないですか。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 個人情報も含めて税情報の地方

税法上の問題があるというふうなことでございま

す。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
６ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 
清水清秋議長 斎藤義昭君。 
６ 番（斎藤義昭議員） 入湯税の問題については、

何年も前から質問なり答弁されてきましたが、や

はりこれ早急に解決していただきたいというのが

市民全体の問題だと思います。私も奥羽金沢温泉

には余り行っていませんでしたが、昨年は四十何

回行きました。10枚つづり４回買って、その他現

金でも入りました。確かに体はよくなります。こ

れは、私のことなんですが、石田議員がおっしゃ

ったようにすばらしいお湯だと私は思っておりま

す。それで、やはりこのお湯に入るにしても気分

のいいような入り方をしたい、これは当然だと思

うんです。 
  そこで、お伺いしますが、この入湯税について

会社側からの答えとしてはどうも経営者の幹部の

考えしか出てきていないんじゃないかというよう

な気がするんです。金沢温泉は株式会社ですから、

市も300万ですか、持っていますね。株式会社の株

主の方はどういう考えを持っているのか。これ年

１回ぐらい総会していると思います。その中で問

題提起してどういう考え持っているのか、株主の

方が。 
  それからもう一点、本税は入湯税は法律で納め

るわけですから、まけるわけにいかない。しかし、

延滞金はこれは市長裁量で割り引きするとかまけ

るとかできないんですか。これは、私は余り記憶

ないんですが、いろいろそういう流れ、新聞なん

かで見ますとそういうものを割り引きして面倒を

見るとか、そういうものもちょっと見たような気

がするんです。これ延滞金は法律での徴収ではな

いんでしょう。その辺を確認したい。 
  いずれにしても、市も一体となって痛みの伴う

のは伴って、早くすっきりして、そして皆さんが

お湯に入れるようにしていただきたい。私はこう

いう考えです。今の２点答弁お願いします。 
鈴木吉郎税務課長 議長、鈴木吉郎。 
清水清秋議長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 延滞金の税率等につきまして、

延滞金につきましては地方税法上法律で定まって

おります。また、延滞金の減免ですか、先ほどあ

ったんですけども、そういった免除というのは例

えばの話ですけども、災害などがあった場合、天

災、そういったものがあった場合は減額の地方税

法上の規定はございますけど、それ以外はありま

せん。 



八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 昨年４月の株主総会に私出席しまし

たんで、市としての考えはそのときには述べたつ

もりでいますが、あの段階では平行線の状況かな

というふうに感じておりました。秋に先ほど申し

上げましたように、株主というよりも役員、株主

の方々のうちの役員の方と市長とお会いして意見

交換したときには、市長からは早期の納入を要請

したと、そういう状況がありまして、それ以降は

12月の納入に至っては温泉側も歩み寄ったという

ことで、今日の結果になっているんではないかな

というふうに思っております。 
６ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 
清水清秋議長 斎藤義昭君。 
６ 番（斎藤義昭議員） 株主側でも早期に解決し

たいという話で進んでいるわけですね。 
  それから、さっきの災害の場合減免できるとい

うことなんですが、災害と類似するような内容じ

ゃないんですか。これ会社更生法の一歩手前じゃ

ないですか。もしできれば、その辺もさっき申し

上げましたように、痛みを伴ってもできる範囲で

あれば、早急に解決した方がいいじゃないかと私

は言っているのです。いつまで何年もかかったっ

てしようがないんです、この入湯税は。その辺も

ひとつ考慮して考えてもらいたい。 
１３番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
清水清秋議長 新田道尋君。 
１３番（新田道尋議員） 私も関連で申し上げます。 
  これの発端は、前々から滞納ということで議会

でも相当論議されまして、ようやく納付という形

で解決しようとしているところでありますが、今

まで申されたとおり延滞金がまだひっかかってい

るわけで、これの解決方法はいまだ具体的には見

えていないというふうな回答でありますが、これ

はこれとして今回の補正に対しては凍結または否

決、 悪の場合、というふうに考えていらっしゃ

る方もおられるようですが、私もこのままストレ

ートに通したくない一人であります。なぜかとい

いますと、さっきもお話あったとおりいきなりこ

の補正に出てきたというところが一番問題で、も

う一つは金額の1,000万です。なぜ1,000万になっ

たかというふうな明快な姿が全然示されていない

ということに、裏の話があるんじゃないかという

ふうに勘ぐりたくもなるということであります。 
  前々から私も何回も何回も申し上げております

が、もう少しこういうふうに本会議に出る前に少

しぐらいは話があってもいいんじゃないか、さっ

きも協議会で言えたんじゃないかというふうな石

田議員の話もあったんですが、私もそういうふう

に思います。いろんな形で出てくるものがいきな

りすぱっと来られると、私らは何のために議員に

なっているか、その役目というのが出せないうち

にすべてが終わってしまう。今全国的にも有名に

なって、財政上の夕張のせいだとかというふうな

週刊誌に出ているというようなまちのどこからい

っても聞こえてくるわけで、私はそんなことでな

いというふうに説明をして歩くんですが、そうい

うふうなことになるのもそもそも執行部側の私ら

に対する説明不足があると私は思って見ています。 
  それで、何回も何回も耳打ちぐらい、お茶飲み

話ぐらいやったらどうだというふうにお願いを申

し上げてきた過程があるんですけども、一向にし

てそこが改善されない。この1,000万出すのが反対

だと言っている人は誰も今聞いているとおりいな

いわけです。出し方がまずいというふうに言って

いるわけですから、これから19年度の予算も当然

示されましたですが、いきなり出てくる。また、

もっと質問があると思うんですが、ごみ処理問題。 
  方法、方向性といいますか、皆さんのやり方が

納得できない。斎藤議員も言ったんですが、1,000

万でなくもっと出したらいいんじゃないか。私も

賛成です。もっと出した方がいいと思う。なぜか

というと、来年度も580万ですか、予算に収入の部

で入湯税があるわけです。毎年維持管理費かかっ

て何億と出している施設もある。それから比べれ



ば返ってくるんですから、これは出したっていい

わけです。出したものが返ってくるんだから。余

計返ってきている。今まで何億というふうな税収

があったわけですから、健康上も私もあの温泉は

上郡でも他にないような泉質の温泉だと私は認

識しています。それで、県内でも40の今35ですか、

市町村全部温泉があります。それで、みんな市町

村でやっているとこもあるし、第三セクター方式

もある。全部が経営がうまくいっているとは言い

ませんけども、温泉ってやっぱり健康面からいけ

ばあった方がいいんです。ないよりはあった方が

いい。私はそう思います。 
  それで、市民の健康に寄与しているとすれば、

もっともっと施設の整備をやっていくべきだと。

どういうふうな見方をやっているかわかりません

が、私はそう思います。あそこは、入っている石

田さんなんか一番わかると思うんですが、非常に

体が暖まる。私もあそこできた当時から利用して

いますけども、いい泉質です。間違いないです、

これは。 
  それで、なぜそういうふうに入湯者が少ないか

といえば、施設の老朽化だけなんです。隣の舟形、

若あゆ温泉、もう余りまだ年数たたないんですけ

ど、１億幾らかけて改修しています、去年。また

よくなっています。それで、お客が、入湯者がま

た増えている。それだけ投資しても返ってくるか

ら、財政には圧迫をしないと、逆に寄与している

わけですから、だから総合的に考えてみてこの奥

羽金沢温泉は将来どうあるべきかというのが一番

そこに論議を集中していけば、いい悪いというの

はすぐ結果が出てくるんです。延滞金ももらうべ

きか、すぐもらうべきか、そのまま置くか、さっ

き斎藤議員が言ったようにまけるか、将来を見詰

めたときには結果は簡単です。私から考えれば簡

単です。そんなの論議する必要ないと私は思いま

す。ちゃんと整備すれば、もっとお客が増えれば、

必ず税という形で来るわけです。10万人だったら

750万入ってくるんでしょう。すぐ計算できる。だ

ったらば、先行投資やったっていいじゃないです

か。 
  だから、その1,000万というのはどの部分をどう

いうふうに直して、これがお客さん来るような補

助金の使い方であるかどうかというのが知りたい

んです。議員の皆さんだってそうだと思うんです。

なぜきっちり1,000万にならなきゃならないか、こ

こら辺です。内容わかりますか。どこの改修費で

ここの分を1,000万補助するんだということを何

にも言っていないじゃないですか。それじゃ、や

っぱりみんなが納得できない。何か私今まで言っ

た中で回答があればやってください。なければ、

答弁要らないんですけども、今後全体的にやっぱ

り長い目で見て温泉を考えるべきだと私は思いま

す。 
  以上。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 執行部と議会のいろんな信頼関係と

いいますか、説明不足ということでおしかり受け

たわけですが、そういう点では私どもの意思決定

が２月中旬以降に入っての考え方が傾いたという

こともありまして、弁解にはなりませんけども、

不十分であったということは素直に認めなければ

ならないというふうに思っております。しかし、

その中でずっと今までの議論の中で支援そのもの

がだめだという、そういう意見は余りなかったも

んですから、市長の決断をいただいた後の私の配

慮の欠けていたのかなというよう反省していると

ころであります。 
  あと、それから 近行った施設改修の中身につ

いては健康課長からお答えさせます。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 今回補助の検討をするに当たり

まして、対象経費になり得るかなと思っています

のは、今年度の施設、設備の改修でありますけど

も、工事名申し上げます。無圧式温水ヒーター据



え付け工事、給湯用ユニット型ポンプ据え付け工

事、熱源回り機器及び制御工事、浴場ろ過装置及

びろ材交換工事、トイレ及びサウナの改修工事、

こういった経費については対象として今後の手続

を進めたいと思っているところです。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） 本当は補正でもっと他の

ところもしゃべりたかったのですが、入湯税ばか

りいろんな話になっているようでありまして、前

に言われた新田議員さんの言われるとおり、出し

方がまずまずい。みんなが３年半もこれだけいろ

んな議論をしてきて、ああでもない、こうでもな

いと言ってきた中を協議会か何かで事前にやっぱ

りいろんな部分でこれでどうでしょうかと物議を

醸し出さないかどうかということのいろんな話し

合いをした上で出していただかなかったらば、さ

っき言ったように議員と執行部とはもう両輪でな

くて片ちんばで、お互いにやっているこのぐらい

でいいんでないべかという状態の出し方にしか思

えない。 
  よしんばだんだんと入湯する人が多くなってき

て、10万人超えれば本当に750万入るわけですから、

ひとつ物議醸し出してその部分を決着する段階で

すっきりとした状態の中で話ししない限りは、ま

た尾を引いて延滞金を出す出さないで分納するだ

とか、税務課長に至っては契約のいろんな云々を

これから取り交わそうとしているけれどもという

けども、なかなか承諾してくださらない。これも

また後からだんだんとなってくると物議を醸し出

す。新庄市は何やっているんだと、こういうふう

に言われる材料をつくるだけです。 
  ですから、さっき新田さん言われたように、こ

の際せっかく1,695万出されたわけですから、

1,695万9,000円で延滞金も全部含まれて全部でき

るわけだから、そういうふうに修正をかけて一切

この部分については奥羽金沢温泉できちっと話を

してくれて、それで来年から今度すっきりした状

態の中で750万また入湯税として入るわけですか

ら、そういうふうな出し方をするだとか、たとえ

ばよしんば1,000万できちっとするんだとすれば、

それに延滞金も含めた状態の中でどうなのでしょ

うかと折衝した段階で話を出さない限りはずっと

尾を引きますよ、これは。また新庄何やっている

んだという状態になりますよ。 
  私もお湯が好きで、毎日石田議員と競争しなが

ら行っています。だけど、やっぱりいい温泉だっ

たらば民間で、株式会社ですけども、この際です

からそういうような部分で1,000万という論拠、根

拠、1,695万9,000円出したからして半分ちょっと

ぐらい、1,000万出せば切りのいいとこでいいんじ

ゃないかという取り決めしたのかどうなのかはよ

くわかりませんけれども、その中に延滞金も包含

しているのか。包含しなかったんならば、それを

今回のこういうふうな時期にこそすっきり終わら

せて、そして来年からちょっと入湯税ちゃんとお

互いに今度こうやってやったのですからという状

態で750万をいただいた方がいいんじゃないです

か。そうでないと、ずっと尾を引きますよ。あれ

の方から今度延滞金なんか納めないとなってくる

と、税の公平性からするとまた納めないのか、こ

れまた物議醸し出しますよ。何年たったって同じ

ですよ。分納の誓約書だってまだしていないんで

すから、こんな段階で予算の補正に出してくるこ

と自体がおかしいんですよ、本当は。３年半もこ

れは話し合いしたんでしょう。そういうふうな問

題になるということは当然しごくわかる話だと思

うんです。ここのところを包含した状態の中でう

ん百万円あるかはよくわかりませんけれども、延

滞金、これもきちっとした状態の中で、すっきり

した状態の中で、来年度からは750万ちゃんと入湯

税としていただく。これだけちゃんときちっと奥

羽金沢温泉には、先ほど皆さんが誰も出すことに

対しては何も言うことないわけですから、という

観点からすると、じゃまず1,000万にした論拠、根

拠、そういうような状態の延滞金すぐ納まると思



ってこういうふうにして決めたのか。それを包含

してなぜしなかったのか。ここらの手続上の問題

がいっぱいあって尾を引きますよ。これはどうだ

ったんですか。 
清水清秋議長 10分間休憩いたします。 
 
     午後 ３時５５分 休憩 
     午後 ４時０６分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 1,000万についてですが、先ほど

申し上げました７つほどの工事全体の経費の合計

は1,400万程度なんです。それで、補助率幾らとか

という補助要綱の定め方ではなくて、そのうちの

一部を補助するというような定め方を想定してお

りまして、額として1,000万というようなことであ

ります。ですから、全体のうちの一部を補助する

という考え方での額の設定の仕方であります。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） ということは、いったっ

てもう既に私も毎日入っているから、何が直って

何がどうなっているのかってもう既に直っている

んだよ。だから、そういうようなことはとってつ

けたみたいなことを言われたってわかっている話

だからして、要はこれからの話を言っているので

す。要するにこのままで尾を引いて、延滞金をま

た分割、分納、契約云々とかといってずっと尾を

引いたとしたって、これまた平行線ですよという

ことなのよ。これでは、３年半の間いろんな今ま

でこういうふうな状態の出し方に問題ないのかと、

議会の皆さん総意でこれだけのこの時間を費やし

てこういうふうにやることは、出し方に問題があ

るからですよ。これだけみんな話が出ているわけ

でしょう。大略みんなの意見を集約すれば、厚生

施設としては湯の質としてはいいのだから、整備

して新庄に誇りとなれる場所をどんどんやっても

らって入湯客を多くしてもらいたいという思いは

みんな同じなのです。 
  しかし、延滞金が３年半も今までこのやりとり

をやって、まだそれに対する結論も出さないで

長々とずっと引っ張って、その誓約書までもない

状態の中で、よしんば1,000万の論拠云々でなくて、

それだったならば延滞金も包含した金を、要する

にこういうふうな状態にしたあれに対して1,000

万、切りがいいんでしょうけど、そういうふうな

状態の施設に対する整備補助費ということを延滞

金も包含して、即それ出したらばすぐ返してもら

うと、ちょうど1,000万と、こういうふうな方式を

して新たに750万ずつ入湯税をあれした方がいい

んじゃないのかということなのです。こんなやり

方、出し方、こうやって一部云々だからして、な

らこれ出すからしていって、そういうふうな状態

の中の一部援助だからといったとき、じゃその延

滞金はどうなんだと、これからずっと尾を引いて、

そういうような問題はなろうとすることを想定し

なかったのですか、まずそもそもにして。今まで

３年半もこういうふうな議論をやっていて。そう

いうふうにした方がすっきり、あと来年度からま

た入湯税もう10万人超えたら750万今度は間違い

なくということを誓約書でも書いてもらって、そ

れでやった方が新庄市のためにも財政的にはよほ

どいいんじゃないですか。また事あるごとにこれ

話になりますよ。そういうようなスタンスはどう

なのですかということを聞きたいのです。1,000

万のいろんな云々でなくて。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 延滞金の扱いについて、ある意味で

は大変御理解のある提言かなというふうに思って

おりますが、やっぱり補助は補助、払うものは払

うということで、そういうことで対応していきた

いというふうに思っております。補助の中に延滞

金も含んでいるよというようなことでの補助とい



うのはかえって適当ではないというふうに思って

おります。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） それでは延滞金はずっと

尾を引きますよ。３年半以上引くでしょう。そう

いうふうな行政のやり方がまずくて、ずっと市民

におかしな感情を抱いて、税の公平性等も含めて、

相手側からしてみてください。入湯税は、それは

当然お客様からの預かり税なんですから出すんで

しょうけども、それだって一時いろんな云々でと

いうことになったのに、その他に延滞金の分納で

す。それもまた出していかなくちゃだめだとなっ

てきたらば、それぞれ皆さんがいろいろやってい

るところをどういうふうに思いますか。そういう

ふうな出し方でしたら、私もこの部分だけは凍結

して、そしてそれをちゃんと今年度終わるまで今

期定例議会の 終日あたりにそこのところをきち

っとそれまでにそういうふうな状態をどういうふ

うにしたらすっきりするのかということを出して

いただいて、それでやる以外にないんでないかな

というふうに思います。そこのところどうですか。 
清水清秋議長 暫時休憩いたします。 
 
     午後 ４時１２分 休憩 
     午後 ４時４４分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
  皆さんにお願いをしておきます。新庄市議会会

議規則により、会議時間が午後５時までとなって

おりますが、議事の都合によりあらかじめ延長い

たしますので、御了承願います。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午後 ４時４４分 休憩 
     午後 ５時１３分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

  他に質疑ありませんか。 
２０番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 
清水清秋議長 平向岩雄君。 
２０番（平向岩雄議員） この問題につきまして大

変長時間にわたっていろいろ議論なされたわけで

ございますが、何か話、答弁の内容を聞いてみま

すと二転三転してどうもぴったりこないというふ

うな問題があるようでございます。例えば先ほど

星川課長が申し上げております補助金に対する計

画書、これはとらずに返したと、こういうふうな

ことでございますが、集落で公民館等々の建設に

ついては市からの助成金は幾らと、それから地元

の負担は幾らかというふうなことで、総事業費を

計画書というふうなことで提出して初めてこれは

補助金を交付されるという仕組みになっておりま

すけれども、今回はつかみ金でないと、こういう

ふうなことでございますが、まるっきり計画書も

もらわないで単なる要望書で補助金を交付すると

いうふうなことについては、議会の一員といたし

ましてどうも納得がいかないと、こういうふうな

考えが持たれるわけでございます。 
  それから、市長ただいま申し上げましたように

延滞税の納入については 大限の努力をもって納

入すると、こういうふうなことでございますけれ

ども、これまでも何回もそれに類似したようなお

話があったわけでございますので、議員の皆さん

方がまだまだぴったりと納得していない点が多い

のではないかと思います。 
  したがいまして、この問題の結論については議

会制民主主義でございますから、多数決で決をと

るというのも１つの方策かと思いますけれども、

そのようなしこりはなるべく残さないで、 終回

にもう一度それまでの間いろいろと本日の議論さ

れた内容をまとめて審議してはいかがなというふ

うな考えでございます。ひとつその辺よろしくお

願い申し上げます。 
清水清秋議長 暫時休憩いたします。 
 



     午後 ５時１５分 休憩 
     午後 ６時１０分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     日 程 の 追 加 
 
 
清水清秋議長 ここで追加案件が出ていますので、

議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長柴田忠志君。 
   （柴田忠志議会運営委員長登壇） 
柴田忠志議会運営委員長 御苦労さまでございます。

議会運営委員長の報告を行います。 
  本日午後６時より議員協議会室において委員全

員出席のもと委員会を開き、本日の本会議におけ

る追加日程について協議したところであります。 
  市長より本日付で議案第14号平成18年度新庄市

一般会計補正予算（第４号）の訂正について申し

出がありますので、これを本日の議事日程に追加

することと決定いたしました。 
  なお、この追加日程は日程第33議案第14号平成

18年度新庄市一般会計補正予算（第４号）の後に

続きますので、平成18年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算以下の日程は順次繰り下げる

ことといたします。 
  以上、議長よりよろしくお取り計らいください

ますようお願い申し上げ、報告を終わります。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま議会運営委員長の報告のとおり、議案

第14号平成18年度新庄市一般会計補正予算（第４

号）の訂正の件を日程に追加することに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第14号平成18年度新庄市一般会計補正予算（第

４号）の訂正の件を日程に追加することに決しま

した。 
  追加日程を配付するため、暫時休憩いたします。 
 
     午後 ６時１２分 休憩 
     午後 ６時１３分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第３４議案の訂正について 
 
 
清水清秋議長 日程第34議案第14号平成18年度新庄

市一般会計補正予算（第４号）の訂正の件を議題

といたします。 
  市長から議案第14号平成18年度新庄市一般会計

補正予算（第４号）の訂正の理由を説明を求めま

す。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案の訂正について御説明申し上

げます。 
  議案第14号平成18年度新庄市一般会計補正予算

（第４号）について、歳出予算の一部を他の歳出

科目に予算措置を行うため訂正するものでありま

す。 
  別紙訂正内容をご覧いただきたいと思いますが、

４ページ及び５ページの保健衛生総務費の訂正で

ございます。補正予算にございます奥羽金沢温泉

施設整備補助金1,000万円を削除いたします。 
  ３ページに戻っていただきまして、財政管理費

の訂正がございます。補正予算書には財政調整基

金積立金1,000万円とございますが、これを2,000

万円に訂正するものであります。 
  このように18年度には財政調整基金に積み立て

を行いますが、19年度においては延滞金の納付に

ついて書面提出があればしかるべき時期に再提案

したいというふうに考えておりますので、どうぞ



ひとつよろしく取り計らっていただきますようお

願い申し上げます。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま議題となっております議案第14号平成

18年度新庄市一般会計補正予算（第４号）の訂正

の件については、これを承認することに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議がありませんので、承認する

ことに決しました。 
  それでは、これより議案第14号平成18年度新庄

市一般会計補正予算（第４号）の訂正になりまし

た議案について質疑に入ります。質疑ありません

か。 
３ 番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 
清水清秋議長 星川 豊君。 
３ 番（星川 豊議員） 一般会計補正予算の13 
 ページの14款１項１目第６節に絡んでですけれど

も、他に該当するやつもあるんですけども、ここ

のやつの中でちょっと質問していこうと考えてお

ります。 
  というのは、17年度から18年度の予算を比較し

たときに、ずっとここ１年間見てきたんですけれ

ども、ちょっと腑に落ちない点があるので、もう

後になりましたけれども、ぜひともここで質問

させていただきたいというようなことで質問させ

ていただきます。関連して４点質問させていただ

きます。３回質問の30分ですから、一括してまず

質問の内容を４点申し上げます。 
  まずは、児童扶養手当の国庫補助については、

平成17年度までは国が４分の３、市が４分の１と

なっていたが、平成18年度から国が３分の１、市

が３分の２と補助金が大幅に削減されております。

これは、国の三位一体の改革の影響があるのでは

ないかと考えられるが、この補助金の削減に伴う

市への影響をお尋ねいたします。 
  それから、２番目として児童扶養手当受給の原

因の一番は離婚によるものと思うが、新庄市では

この割合はどうなっているのか。また、 上郡内

の状況もわかればお願いしたい。 
  それから、３番目。今後離婚が原因で受給者が

増えれば、市の財政にとってもかなりの負担にな

ることが予想される。そうなっていきますと、や

はりこれらの影響によって市で考えておる事業計

画、これが休止とか、あるいは中止とか、そうい

うようなこともかなり影響される可能性があるの

で御質問申し上げているところでございます。こ

の少子化対策は、国を挙げての緊急な課題であり、

国庫補助金の削減はそれに逆行するものと考えま

す。地方６団体が結束して、国に対し補助金の増

額を要望する必要があると思うが、その点につい

てどう考えておるのか。 
  後に、４点目ですけども、受給者の中には生

活費を援助してもらい、生活に余裕があるにも関

わらず所得がないかのように装い、不正に受給し

ている人もいるという話を耳にすることがありま

すが、その辺の実態の把握はどのように行われて

いるのか。 
  以上、４点御質問申し上げます。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
清水清秋議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 児童扶養手当給付費負担金

198万3,000円の御質問でありますが、まず１点目

ですが、国の負担につきましては17年度と18年度

大きく変わっております。17年度においては、市

が４分の１負担ということでありましたが、18年

度は市が３分の２と大きく負担を強いられており

ます。17年度においては、市負担が3,500万、18

年度においては１億2,000万ちょっとというふう

なことで、約6,700万の負担増ということになって

おります。 
  それから、２番目の児童扶養手当受給の原因で

ございますが、離婚の割合であります。本市にお

いては約９割が離婚ということであります。また、

上郡内においては若干多くなっておりまして、

95％ほどということでございます。 



  それから、少子化対策につきましては以前担当

大臣とか、現在も大きな国の施策あるいは市でも

力を入れておるというところでありますが、なか

なか国におきましても税源移譲とか、あるいは交

付金に組み込まれるとか、そういうようなことで

市の負担が大分大きくなっております。したがい

まして、議員がおっしゃられました６団体等結束

して国に改善を申し入れるということはよろしい

かなというふうに考えます。したがいまして、そ

ういう機会をとらえて要望したいということであ

ります。 
  それから、４番目の不正受給の件ございました

が、年に１回は現況届というものを福祉事務所の

方に提出するようになっております。その際にい

ろいろお話を伺います。それで、いろんな状況を

把握するということにしております。また、各地

区に民生委員の方がいらっしゃいますので、民生

委員の方は自分の担当区域のいろんな状況を把握

するという仕事がございますので、民生委員の方

あるいは婦人相談員の方からの情報も参考にしな

がらそういうことがないように今後も努力してま

いりたいと、そういうふうに考えております。 
  以上です。 
３ 番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 
清水清秋議長 星川 豊君。 
３ 番（星川 豊議員） ４点について御答弁いた

だきましたけれども、まずは１番目の児童扶養手

当の国庫補助等についての金額をお聞きしまして、

改めてびっくりしているんですけども、これはこ

ういうふうなことでなっているわけですから、こ

れが与える市への影響というものはかなり大きい

んじゃないかなと。そういうようなことで、あえ

てもう一つここで質問しておきますけれども、こ

れについての財源の補充があるかないか、私質問

しなかったのかなと思いますけど、改めて再質問

させていただきます。これについての特別の財源

補助があったのかないか。 
  それから、２番目の質問に対してのお答えでし

たが、これについてもお聞きしてびっくりしてい

るところでございますけれども、非常に離婚が多

くなって、先ほどパーセントも提示されましたけ

れども、改めてびっくりしている次第でございま

す。こういうふうな補助事業も昨今のテレビ等に

よって聞いたり見たりしているんですけども、そ

れを見ますと何か助成金が、本当に困っている人

にとっては非常にありがたい制度ではございます

けれども、何か裏を返せば離婚奨励資金みたいな、

そういうふうにとられると大変困るので、先ほど

答弁あったようにその担当部署としては非常に大

変でしょうけれども、その辺の実態を把握されて、

そして公平に困っている人に支給されるように望

んでおります。 
  それから、３番目の質問ですが、これに私の情

報ですとつけ加えますと、国では平成20年度より

５年間受給した世帯は支給額の半分を超えない範

囲で減額されるようなことが決まっているはずで

ございます。この制度については、市の負担が軽

減されるように見えますが、裏を返せば何のこと

はない、国の支払いを少なくして地方の仕事の少

ない、働く場所の少ない、子供がいながらも働き

たいと思っている方々が仕事ができないことによ

って、逆に生活弱者を増やすことになるようなふ

うにも考えられますので、この辺のところもやは

り国に対してやってもらいたい。強く要望して、

この辺の改善もやっていただきたい。 
  それから、４番目の受給者の中には生活費を援

助してもらい云々ということで質問したわけです

けども、これについては先ほど答弁があったこと

でなかなか話しにくいこともあるでしょうし、や

っぱりその部署で一生懸命頑張ってそういった実

態を把握して、先ほど申し上げましたように行く

べきところに行かれるような配慮を常に調査して

やっていただきたい、こういうふうに思うところ

でございます。 
  もっと本当はもう少し話を広めてやりたかった

んですけれども、先ほどの前の問題が長くなった



んで、ちょっとど忘れしたとこもありますし、な

かなかあれですけども、ただ 後に一言、これか

ら答弁していただくわけですけれども、地方交付

税がもし地方交付税の中に含めるとしてこれがプ

ラスされているんだよというようなことで納得さ

れたとしたならば、今年もそうでしょう。新庄市

で事業計画しているものは中止あるいは休止にな

っているわけです。その影響は、次年度になると

今度交付金の削減するわけです。２億円とか３億

円とか。そうやってきたら、ただあめ玉をちょこ

っとしゃぶらせておいて、次の年からもう削減す

ると。それにひっかからないようにひとつよろし

くお願い申し上げたい。 
  それから、ちょっとおかしなことがあるのは、

平成18年12月22日に今の阿部総理と、それから

我々の代表である市町村の市議会の代表の会長で

すか、それから地方６団体の会長と懇談されてお

るわけですけども、その情報があるニュースに載

っておるわけですけれども、その中でこの三位一

体の改革を何か非常に称賛しているような発言を

しているんですけれども、何かその辺のところが

何となく腑に落ちない、遺憾である。もっと要望

するんじゃなくて、何か国から来るやつで一方的

にそれなりにただただ受けているような感じの会

談の内容にも思えましたんで、ここで改めてやは

りこういったものの先ほど申し上げましたように、

詳しく言うと6,711万9,000円の増になっているわ

けです。これを今のこのまんまにしておくと、ま

た来年度も右肩上がりで今の経済情勢からいうと

非常に増えてきているんだそうです。200万、300

万ということで大きい都市では1,000万、2,000万

と、そういうようなことで右肩上がりに補助の金

額が増えてきているんだそうです。だから、恐ら

く国でもそういった先ほど申しました４番目の受

給者の中には生活費を援助してもらう云々という、

ここの中にちょっとはめますと、なかなか実態を

把握するのも難しい。ましてや県や国では、これ

は実態は把握できないわけです。 

  だから、方向性としては、これは地方の一番近

いところにお任せするという方針について方向付

けについては、やっぱりそのとおり間違いないと

思うんですけども、先ほど来申し上げている、や

はりこれに対する予算の補助、交付税、そういっ

たものについてはひとつ地方６団体の代表で市長

は行かれるわけですので、特にその辺のところを

要望してやらないと、行く先新庄の行く末が非常

に誰かさんもおっしゃいましたけれども、公債費

比率29.9の夕張に次ぐあれだなということを言わ

れていますけども、こういったものも１つはやは

りもとになる財源というか、そういったものを減

らさないように、余計多くもらうようなこともあ

わせて考えていかないと、すべてがやはり市民が

期待しておった事業とかそういったものが休止あ

るいは中止に追い込まれていくと。 
  私は前に、関連以外のですから余り膨らませま

せんけども、バイオマスのときも言ったんです。

例えば…… 
   （何事か呼ぶ者あり） 
３ 番（星川 豊議員） 関連じゃないですけれど

も、ただ別にこっちは膨らますつもりはございま

せん。ただ、そこだけ言うんですけど、あのとき

質問したのがいろんな場合を考え、想定されるか

ら、一たん出したものを引っ込めるとか、次の年

に越すようなことはくれぐれも注意してやめてく

ださいよと私提言しているんです。まさしく今回

そのようなことが現実としてなってきているわけ

です。そういったことから、ひとつ市長、そうい

った団体に行ったときには強く地方の状況を訴え

まして、そして強く予算の配分とかは交付税の財

源、そういったものの移譲を促進していただける

ようにお願いして、今私が言ったことに対してだ

け答弁していただければ私の質問を終わります。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
清水清秋議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 市への影響はかなりあると

いうことであります。税源移譲に伴ってというこ



とでありますので、減った分がどれだけの税源移

譲あるいは交付税で幾らということはわからない

というか、把握していないということでございま

す。 
  それから、対象者、いわゆる受給しておられる

方が年々 近増えておりますので、そういう関係

からも負担が増えているということはそのとおり

であります。17年度が318名受給しておりまして、

18年度が369名ということで、50名ほど受給者が増

えておるということであります。 
  それから、さっきの生活弱者のお話ございまし

たが、私どもの方で入手している情報によりまし

ても20年度から支給額を減らされるという情報を

得ております。これについては、やはり経済的に

大変な方が増えていくなという感じを持っており

ます。 
  それから、不正受給に関しましても先ほど申し

上げたように、いろんな手を打ちまして、後で返

還とかということにならないように十分努力をし

たいと思います。あと国に要望するところはきち

んと要望していきたいということです。 
  以上です。 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
髙橋榮一郎市長 まず、予算編成するときに一番や

っぱり苦労するのは歳入の確保であります。もち

ろん交付税もこれから増えるということは恐らく

ないでしょうし、税源移譲といっても税の増はあ

りますが、これも果たして思ったとおりいくかど

うか、これも大変不安な面があります。そういう

面から、今所長も答えましたけども、例えば児童

扶養手当にしてもそれを受給者がやはり本当に困

っている方々多いと思うんです。そういうときに

国の方でやはり削減の方向に向かっていくと、じ

ゃ市もそれに倣って削減していって果たしていい

のかと。じゃ、市独自でまた何とかしていかなけ

ればいけないというふうなことになりますと、や

はり市としての持ち出しも多くなる。こういうこ

ともいろんなことを勘案して、やはり国に対して

申すべきとこは要望していくと。いろんな全体的

なことなんですが、これは今後とも頑張っていか

なければいけないというふうに思っております。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
１１番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
清水清秋議長 遠藤敏信君。 
１１番（遠藤敏信議員） １点だけ質問いたします。 
  先ほどちょっと早まって立ちましたけれども、

あれは市長の所信表明演説の末尾に絡んで質問し

てよろしいかというふうなことを問うた後で質問

すればよかったなと反省しています。 
  生ごみ堆肥化事業の中止についてであります。

凍結延期というふうなことを先日の全員協議会の

席上お聞きしましたけれども、それに至る背景を

いま一度お聞かせいただきたいと思います。ペー

ジ数で言います。27ページ、農林水産業費、バイ

オマス利活用実証事業、以下関連する項目すべて

にわたってでございます。これにつきましては、

今まで何度か私質問してきたわけであります。ま

た、12月議会でも循環型社会を新庄が目指すとす

るならば、これをやるというふうな前提の中では、

生ごみを集める、堆肥をつくる、それを販売する

という、こういうリンクがなっていなければ、こ

れは成功しないだろうというふうなことで、それ

がどうなっているかというふうな問いに対して、

農林課長の答弁はなかった。政策経営課長の答弁

では、予算編成の中でさまざま考えていくという

ふうな発言がありました。トーンダウンしたんじ

ゃないかというふうなことを問うたところ、これ

はトーンダウンではないというふうなこともいた

だきました。中止を決めるに至った背景というふ

うなものをもう一度お話願いたいと思います。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 全員協議会では、市長の言葉をかり

れば、熟慮に熟慮を重ねた上で断腸の思いで延期

という、そういう言葉だったと思うわけでありま



す。平成11年に環境保全都市の宣言をして、いろ

んな点で新庄市は環境に関するいろんな取り組み

をやってまいりました。そのうちの１つがこのバ

イオマス堆肥事業であります。全戸一斉にしたい

ということで、いろいろ住民説明会も始めた中で、

本当に市長査定の 後の 後まで苦しんだ結果の

判断でありました。 
  見方が甘かったのではないかという御批判は甘

んじて受けますが、昨年の段階で計画したときと、

それから新年度予算を編成するに当たっての新庄

市をめぐる情勢が１点は変わっていたということ

です。それは、実質公債費比率、いわゆる29.9、

そのことが政府の方から明らかになったのが確か

９月近かったと思います。そのことと、あと初期

投資、４億近い３億9,000万の初期投資とそのうち

の半分が起債、補助金半分で借金が半分というこ

とで、いろんな分析をした場合、またこの段階で

新たに今この時期に借金を本当に増やせるんだろ

うかということや、今国会で議論されようとして

おります破綻法、新たな財政で苦しんでいる自治

体に対する尺度も新たに決まろうとしていますか

ら、そういう不透明感があったときには一時ここ

で断腸の思いで延期ということで、間もなく好転

する時期もやってきますので、再度組み立てて行

うと。 
  しかし、新投資はそういうことで延期しますが、

従前やってきたその堆肥化に対する市民の理解度

も大変深まっていますので、特に町内によっては

全町内挙げてやっているところもありますから、

引き続き実証事業は継続していくということで、

その点については予算委員会の中でも話になると

思います。そういう状況でありますからよろしく

お願いします。 
１１番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
清水清秋議長 遠藤敏信君。 
１１番（遠藤敏信議員） 夕張市が財政破綻したと

いうふうなことがありました。その後先ほど助役

が言いましたけれども、新たな財政指標でありま

す実質公債費比率が29.9％というふうなことで、

全国の都市を比べて悪い方から６番目というふう

なことが報じられました。そういう中で財政が苦

しい中、新たな財政負担を伴うこの事業に今取り

組む必要があるのかというふうな意見を持つ方が

そういうあたりからにわかに増えてきました。そ

れと同時に、循環型社会を目指すと言ってきた新

庄市が主要事業の１つに掲げて旗を立てていたバ

イオマス事業ですけれど、これさまざまな意味で

全国的な先駆けとなったわけでありますけれども、

そうやって町の１つの姿勢を見せていたもの、そ

れをやめなければならない事態になっていると、

そこまで新庄市の財政というのは危ない状況にあ

るのかというふうな不安を市民により一層植え付

けたとまた思うんです。 
  こういう状況ではやっていけないというふうな

１つの判断は正しいと思いますけども、ここまで

しなければならないのかと、こういう状態に方向

転換しなければならない事態にまで今なっている

のかと、この不安というのは物すごく広まってい

ると思うのです。その事業をやるかやらないかと

いうふうな問題でなくて、金がなければやれない

んですから、それは当然だとしても不安が広がっ

ている。これをどう、市長の所信表明の中では夢

と希望を失うことなく、創造と勇気を持ってとい

うふうな表現を使いましたけれども、どう市民の

意識をなえさせず、頑張るというふうなものに持

っていくかと、これを伺いたいと思います。 
小笠原謙一政策経営課長 議長、小笠原謙一。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 ただいまの遠藤議員の

後のくだりの部分というふうな部分が非常に正直

言って熟慮に熟慮を重ねたところでございます。

29.9％というふうなものが新聞報道等さまざまな

週刊誌から始まって流れてはおりますが、我々も

決して甘んじているわけではございません。起債

制限比率16.4、加えて他会計への繰出金等を加え

た13.5があわせもって29.9であります。13.5％と



いうふうなものそのものは、要は水道への繰出金、

下水道、さらには広域分担金、そして新庄農業水

利事業というふうなもののポイントを加えたもの

が29.9であります。よって、それらの事業という

ふうなものは、今までの新庄市独自の力をもって

独自の考え方で今まで進めてきた事業であります。

その辺あたりをひとつ御理解まず持っていただけ

ればなというふうに思います。 
  しかしながら、議員言われるように楽になった

らできるかというふうなところでございますが、

これは私はやっていく必要性の検討はするべきと

思います。いわば市長も言っております。ここ一、

二年正念場というふうに言っております。私もそ

う思います。ただし、その中から減っていくパー

セントはどこだろうかというふうに考えた場合は、

広域への負担金であります。国営の方は29年度ま

で１億九千何がしというふうなものを持っており

ます。そういうふうなものを考えた場合には、非

常に難しいというふうなところはありますが、何

とかやっていかなきゃならないというふうには考

えております。それがすなわち延期であります。 
  ただ、なかなかこの辺あたりの論議が難しい、

そして分かれるところでありますが、我々は決し

て29.9そのものを甘んじているわけではございま

せん。いろんな説明する場所におって、市民には

しっかりとした29.9の内容を説明し、そうじゃな

いんだと。他の自治体と比較するつもりはござい

ません。新庄市の状態がこうだというふうなこと

を素直に率直にそれらについて説明を申し上げて

いるところであります。その辺あたりは、これか

らもますます市民には浸透させていかなければな

らないのかなと思います。 
  そして、また苦しいからこそ頑張る新庄市、じ

ゃ今の生ごみの製造事業をやったらいいんじゃな

いかというふうなところでありますが、先ほど助

役も言っておりました。３億9,000万、約４億、半

分が補助、そして半分が要は地方債というふうに

なります。その地方債を借りて、この10年間ある

いは15年間でそれを上積みした中で、要は起債制

限比率あるいは地方債の償還でしょうか、という

ふうなものが本当に重荷にならないだろうかとい

う心配事があったわけであります。その辺あたり

を重々我々としても関係課とも相談をしながら、

また検討に検討を重ね、事業費も縮小し、そして

かかるコストといいますか、維持管理費等々も含

めてかなりの検討をしてまいったところでありま

す。しかしながら、ぎりぎりの線を出したとして

も今後これは未来永劫続けていかなければならな

い事業ですから、もう少しやはりそれぞれの決算

時においてさまざまな内容を検討しながら、その

方向性をもう一回見直すべきかなというふうな思

いでの今回の延期となったというふうなことでご

ざいます。ひとつ御理解いただければと思います。 
  以上であります。 
１１番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
清水清秋議長 遠藤敏信君。 
１１番（遠藤敏信議員） 先ほど入湯税の問題で長

時間時間を費やしたわけですけれども、双方が非

常に困った状況にあるというふうなことから、単

なる言葉のやりとりで信頼関係がどうのこうのと

いうふうなことでなくて、きちっとした約束事の

もとに処理しなければできないというふうなこと

でもめたわけです。今の新庄市の状態、これは期

せずして、 初から求めたものではないんでしょ

うけれども、循環型社会というふうな御旗を掲げ

たわけです。けれども、さまざまな事情で今悪循

環に陥っていると思うんです、すべて。町場の店

が閉めたり、それから中心商店街が寂れたり、事

業がやれなくなったり……市民の方というのは、

それこそ夕張ショックが新庄に来ないようにとい

うふうなことを切に切に望んでいるわけです。一

度定着したさまざまな思いをなえてもうだめだと、

次何かするときもとの状態になれないようなこと

のないように、気持ちをなえさせることのないよ

うな市政運営をやっていただきたいなというふう

なことを要望して終わります。 



清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） １つなんですけど、29ペ

ージの土木費の除排雪費です。これが約３億円に

補正が少しプラスされています。今年は、記録的

な暖冬ということなんですけども、まず予定出動

日数、予算組んだときの出動日数をどのぐらいに

見られていたのかということと、暖冬の今年は実

質の出動の日数は何日これまでになっているのか

お聞きしたいと思います。お願いします。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
清水清秋議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 当初除排雪費の予算を組む

ときにどの程度見られていたかというような御質

問だと思いますが、当初予算組む段階におきまし

ては自然現象を相手にしておるもんですから、や

はり何日というふうに決められる数字は持つこと

はできないものですんで、過去の実績等を参考に

しましてそれらから判断しまして予算計上いたし

ております。 
  あと今年の状況といいますか、というふうな御

質問ですけれども、３ブロックに分けて地区設定

しておりまして、それぞれでセンサーにより出動

を管理しております。そういったことから、全体

が出た北部、中部、南部、３地区合わせて出た日

数が６回ございます。あと北部がやはり地形的な

こともありまして出動回数が多くて11回、あと南

部が９回というふうな状況でございます。 
  以上であります。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 除排雪に当たる方が、特

に日雇いなどになっている方などに待機料が、待

機しているときの料金というか、そういうのが出

ていないのではないかということをお聞きしたい

んです。会社に対しては、待機料というのは機械

借り上げなどもあるし出ていると思うんですが、

実は会社への待機料というのは人件費も含まれて

いるのではないか、その点についてお聞きします。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
清水清秋議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 除雪の委託につきましては、

各工区設定を行いまして、それぞれ機種によりま

して時間ごとの委託料、単価を決めて、それによ

り実働に合わせて支払いしているというような状

況でございます。時間につきましては、機械の損

料とか、それからあと運転手の労務費、そういっ

たものが含まれての単価設定しておりまして、特

に待機料というのは設定してございません。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 今年の場合、日雇いで働

くことをさせてもらっている労働者が待機料とい

うのが全くなくて、ほとんどないということだと

すると、今年のように本当に暖冬で雪の仕事がな

いという場合、待つことは待って他の仕事探すこ

ともできずに待ってはいるけれども、仕事になら

ないということで、市民の声としては例えば住宅

ローンを当てして組んでいるんだけど、それが払

えなくて大変困っていると、働く時間がつくれな

くてとれないというような、市民生活に雪が降ら

ないためにとてもいいと言えないというか、喜ん

でいられないという、そういう今年の冬の市民の

声だったように思うんです。そういう意味では、

そういう働く人たちに対して待機料といいますか、

それをやはり働く人に支給できるように会社に支

給するだけでなくて、会社に対して働く予定だっ

た日雇いの労働者の方に待機料を全額でなくても

出すように指導すべきではないかと思うんですが、

いかがでしょうか。今年は、除排雪費が節約にな

ったんでないかと市民から何人かからも言われた

んです。私もそうなると思って、節約になったな

ら別のとこに使えるかなというふうに考えていた

んですが、この補正予算を見たときに全く節約に

なっていなかったというのが意外だったなという



ことで、つまりこれは全部会社には割り振りされ

ているんだと思うんです。それが働く人にいって

こそ、初めて市民の生活を潤すような気がするし、

待機料を働く人に出すように指導できないのかお

願いします。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
清水清秋議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 働いている方と会社の関係

というのは雇用関係になると思いますので、そこ

まではこちらから入っていかれる話ではないとい

うふうに感じております。ただ、今お話ありまし

たように、除排雪費、今年度暖冬によりまして御

存じのようにやはり出動回数も少なく、予算上か

らいきますと相当ある程度減額せざるを得ないよ

うな状況になっております。ただ、この補正予算

組む段階ではまだ２月の当初でありますので、２

月の稼働というのが予想できなかったものですか

ら、予算上はそのままにしております。 終的に

終日に減額の措置等をお願いすることを予定し

てございます。 
  以上です。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
 これより討論に入ります。ただいまのところ討論

の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第14号平成18年度新庄市一般会計補正予算

（第４号）は、訂正された予算のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第14号は訂正された予算のとおり可決されまし

た。 
 
 
  日程第３５議案第１５号平成１８ 
  年度新庄市国民健康保険事業特別 
  会計補正予算（第３号）     
 
 
清水清秋議長 次に、議案第15号平成18年度新庄市

国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 質疑なしと認めます。よって、質疑

を終結いたします。 
 これより討論に入ります。ただいまのところ討論

の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第15号平成18年度新庄市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）については、原案の

とおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第15号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第３６議案第１６号平成１８ 
  年度新庄市公共下水道事業特別会 
  計補正予算（第３号）      
 
 



清水清秋議長 次に、議案第16号平成18年度新庄市

公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
 これより討論に入ります。ただいまのところ討論

の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第16号平成18年度新庄市公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）については、原案のと

おり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第16号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第３７議案第１７号平成１８ 
  年度新庄市農業集落排水事業特別 
  会計補正予算（第１号）     
 
 
清水清秋議長 次に、議案第17号平成18年度新庄市

農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 質疑なしと認めます。よって、質疑

を終結いたします。 
 これより討論に入ります。ただいまのところ討論

の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第17号平成18年度新庄市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第17号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第３８議案第１８号平成１８ 
  年度新庄市営農飲雑用水事業特別 
  会計補正予算（第２号）     
 
 
清水清秋議長 次に、議案第18号平成18年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 質疑なしと認めます。よって、質疑

を終結いたします。 
 これより討論に入ります。ただいまのところ討論

の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第18号平成18年度新庄市営農飲雑用水事業

特別会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議



案第18号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第３９議案第１９号平成１８ 
  年度新庄市介護保険事業特別会計 
  補正予算（第３号）       
 
 
清水清秋議長 次に、議案第19号平成18年度新庄市

介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 質疑なしと認めます。よって、質疑

を終結いたします。 
 これより討論に入ります。ただいまのところ討論

の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第19号平成18年度新庄市介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）については、原案のとお

り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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第19号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第４０議案第２０号平成１８ 
  年度新庄市水道事業会計補正予算 
  （第３号）           
 
 
清水清秋議長 次に、議案第20号平成18年度新庄市

水道事業会計補正予算（第３号）について質疑あ

りませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 質疑なしと認めます。よって、質疑

を終結いたします。 
 これより討論に入ります。ただいまのところ討論

の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第20号平成18年度新庄市水道事業会計補正

予算（第３号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第20号は原案のとおり可決されました。 
 
 
     散      会 
 
 
清水清秋議長 以上で本日の日程を終了いたしまし

た。３日、４日は休会であります。５日午前10時

より本会議を開きますので、御参集を願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さまでし

た。 
 
     午後 ７時０２分 散会 
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平成１９年３月定例会一般質問通告表（１日目）  
 

 発言        質問者氏名          質    問    事    項  答 弁 者  順序    
   １．「戦後農政の転換」と位置付けられている新たな農業助  
    
     成制度が４月からスタートする。その対応について  
  １  平 向 岩 雄   市   長 
   ２．萩野中学校改築の計画事業年度について  
    
   ３．市民が安心して暮らせる緑豊かな新庄の創造について  
   １．「みどり輝くいきいき新庄」の施策実現について  
    
   ２．市勢の発展、財政改善は、定住人口増進から、その施策  
  ２  髙 山 和 男   市   長 
     について  
    
   ３．元気の出る「まち」づくりについて  
   １．ゴミの堆肥化事業について  
    市   長 
  ３  小 嶋 冨 弥  ２．財政再建について  
    教 育 長 
   ３．給食費について  
   １．総務省が「魅力ある地方」の創出にむけて「頑張る地方  
    市   長 
  ４  金   利 寛    応援プログラム」を出された事について  
    関 係 課 長 
   ２．議員は何をなし得るか。  



 
     開      議 
 
 
清水清秋議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は24名、欠席通告者はありません。 
  これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第２号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
清水清秋議長 日程第１一般質問。 
  これより一般質問を行います。今期定例会の一

般質問者は７名であります。質問の順序は、配付

してあります一般質問通告表のとおり決定してお

ります。 
  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以内

といたします。 
  本日の質問者は４名であります。 
 
 
     平向岩雄議員の質問 
 
 
清水清秋議長 それでは 初に、平向岩雄君。 
   （２０番平向岩雄議員登壇）（拍手） 
２０番（平向岩雄議員） おはようございます。早

速でございますが、通告いたしております順序に

従いまして一般質問させていただきます。 
  まず、第１番目でございますが、戦後農政の転

換と位置づけられている新たな農業助成制度が４

月からスタートしますが、その対応についてお伺

いいたします。 
  国の三位一体の改革により地方財政は大きく左

右される中、農業を取り巻く環境も厳しさの一途

であり、また試練の時代であるとも言わざるを得

ません。何と申しましても米生産調整の民間移行

という大きな課題をはじめ、戦後農政の転換と位

置づけられている新たな農業助成制度が４月から

スタートするわけであります。 
  新しい農業助成制度は、農家所得経営安定対策

がねらいでありますが、１つには米の生産調整を

確実に実行していくための米政策改革の推進対策

であり、２つには大豆や麦など転作作物での所得

確保を図る品目横断的経営安定対策であり、３つ

には農村の多面的機能を地域で保全する農地・

水・環境保全向上対策の組み合わせだと言われて

おります。山形県でも４月から始まる品目横断的

な経営安定対策の推進を重点施策に掲げまして、

園芸部門の産出額を1,000億円にするため、果樹、

野菜、花卉についての産地づくりに取り組んでい

ることは御承知のとおりであります。１市町村１

品、１億円以上の産地をできるだけふやすことも

その一環であります。 
  質問の第１点は、米政策改革の推進対策につい

てであります。米政策改革の推進対策取り組みの

ポイントは、米の計画生産の実効性の確保をはじ

め地域協議会の機能強化、地域水田農業ビジョン

の実践強化だと言われております。産地づくり対

策などの支援措置と米生産調整の関係では、生産

調整をしない人には地域づくり交付金をはじめ稲

作構造改革促進交付金、品目横断的経営安定対策

の支援措置から除外されることになっており、そ

の取り組みが成果を上げるには行政の力が大きい

と言われております。本市における計画生産の実

行確保の現状と今後の取り組みについてお伺いい

たします。 
  ２点は、品目横断的な経営安定対策についてで

あります。この対策の取り組み方針のポイントは、

担い手づくりの徹底と対策、加入への支援、担い

手の事業対応の強化が上げられております。山形



県は、担い手経営支援と集落営農推進に１億9,400

万円を予算化し、担い手の育成や組織化に伴う農

機具の整理、合理化などの取り組みを支援するこ

とにしております。品目横断的な経営安定対策で

担い手づくりを徹底することも重要でありますが、

喫緊な課題は担い手の事業対応であると思います。

本市での対応はいかがなものか、また対応の強化

策をどのようにお考えしているのかお伺いいたし

ます。 
  ３点は、食の安全、安心に関わる取り組みと認

証制度の推進についてであります。有機農業推進

法が成立し、地方自治体にも有機農業を進める責

務を課すとしていますが、山形県では県独自の安

全、安心の取り組みを既に実施。その認証制度を

推進し、農薬の適正使用や管理にも万全を期し、

食の安全への信頼を得ていくとしております。本

市での食の安全、安心に関わる対応の現状につい

てお伺いいたします。 
  ４点は、園芸部門でのブランド確立についてで

ありますが、米の生産調整と大豆、麦の振興策は

表裏一体の関係として組み立てられている感がし

ます。過去にも一般質問をした記憶がありますが、

将来を展望して園芸部門を強力に推進する必要が

あると考えます。県内では尾花沢のスイカ、鶴岡

の枝豆、酒田のメロン、山形のきゅうりなどは10

億円以上の産出額で、花卉では寒河江のバラ、酒

田のアルストロメリア、鶴岡のトルコぎきょうな

どが有名であります。本市の場合は長い間稲作を

基幹としているため、園芸部門が定着しなかった

こともありますが、方策としては地域の在来野菜

などの産地づくりを研究、推進するのも１方策か

と思います。品目横断的経営安定対策の一環とし

てぜひ実施すべきと考えますが、市長の御所見を

お伺いいたします。 
  ２番目は、萩野中学校改築の計画事業年度の設

定についてであります。萩野中学校は昭和46年１

月19日未明に不慮の火災により焼失いたしました

ことは御承知にとおりであります。その後緊急に

改築されましたが、本年で36年を経過しようとし

ております。御案内のとおり当時の生徒諸君は地

区公民館や小学校での分散授業を余儀なくされた

ため、同じ年の８月に復旧改築され、まさに突貫

工事でありました。その影響が校舎の老朽化が目

立つようになったことと平成11年度には学級増に

よりプレハブ校舎を増築するなどその都度その都

度の施設整備がなされ、今日に至っております。

現在萩野中学校の生徒数は197名でありますが、１

例を挙げますと部活の柔道場などは畳23畳のスペ

ースしかなく、体育館に仮設の道場を設けるなど

して練習している状況であります。 
  このような環境にあるために、生徒の保護者は

もちろんのこと、地域の多くの人も教育環境、学

ぶ環境の整備は市内全校等しく実施すべきとの意

見が出るようになり、平成14年に萩野中学校校舎

改築推進協議会を立ち上げ、協議を重ね、平成15

年２月26日に萩野中学校校舎改築要望書を市長に

提出した経緯がございます。この要望書に対し、

平成16年３月12日、市長から回答書を受けており

ますが、その内容は火災当時の緊急な改築のため、

経過年数の割合には校舎などの老朽化が進んでい

ることを認められておりますが、財政の硬直化に

より今後かなりの期間は大規模な事業展開が難し

いとして、改築につきましては財政状況を見なが

ら今後考えていかなければならないと思っている

とのことでありました。 
  本市では現在財政再建計画のもと、財政硬直化

の打開に向け、市長を先頭に市民総ぐるみで努力

なされておりますことは十分理解をいたしており

ますが、国の三位一体の改革で地方財政は大きく

左右されるものと承知しております。このような

環境の中にあって、改築の要望書に対する回答を

いただいてから既に３年の歳月が過ぎようとして

おります。昭和小学校改築のときも要望してから

事業実施まで10年の歳月を要したと聞き及んでお

ります。本市の財政再建計画年度は今のところ平

成21年ということであります。早目に改築の計画



事業年度を明確にいたしまして、その実現に向け

対応することが極めて重要かと存じます。あわせ

て保護者や地域の人々に改築に向けての心の準備

を求めることも大切な課題ではないでしょうか。

萩野中学校の改築の計画年度をどのようにお考え

か、市長の誠意ある御所見をお伺いいたします。 
  ３番目は、市民が安心して暮らせる緑豊かな新

庄の創造についてであります。１点は、森林に対

する市民の関心を高揚させるため、陣峰市民の森

に記念植樹ができる場の造成についてであります。

陣峰市民の森は、生活環境保全林整備事業により

美しい郷土の自然を守り、すぐれた森林をつくる

とともに、市民の皆さんが美しい自然の中で明日

への希望と安らぎを求め、緑を通じて心の触れ合

いを広める場として造成されたものとあります。

その面積は50ヘクタール。内容は湖畔の広場をは

じめ緑風の森、四季の森、万葉の森、展望の森な

ど情緒あふれる名称から成っており、すばらしい

環境に恵まれたところと言っても過言ではないと

思っております。しかし、やまがた緑環境税の創

設で見られますように、手入れが完全でなく、市

民の関心も薄らいできた感が持たれる昨今であり

ます。時あたかも山形県では緑環境税の創設によ

り県民みんなで支える新たな森づくりに取り組も

うとしております。 
  このような状況にあって、本市においても陣峰

市民の森に市民が総参加で森づくりができるよう

にさまざまな記念の植樹が可能な場を造成するこ

とについてでありますが、例えば誕生や成人に達

したとき、あるいは結婚など人生の節目の記念に

植樹し、管理するようにすれば、それこそ緑を通

じて心の触れ合いを広めることができるものと信

じております。陣峰市民の森の活性化にも記念の

植樹ができる場の造成についてのお考えをお伺い

いたします。 
  ２点は、やまがた緑環境税の創設に関連してで

あります。山形県では、平成19年度から県民みん

なで支える新たな森づくりに取り組むとして、そ

の財源にやまがた緑環境税を創設することにしま

した。内容は21世紀にふさわしい県民と森林との

関わりの構築や環境保全を重視した施策の展開な

どであります。森林所有者の離村や所有規模が小

さいなどの理由で管理放棄されている人工林の管

理支援もこれまでどおり事業の対象になっており

ます。これまで管理の支援については植樹後一定

の期間内森林の手入れ、下刈りや間伐などに助成

金が交付されているようであります。このことに

ついて森林組合の組合員であれば助成金の制度が

あることは御承知かと思いますが、森林の所有規

模が小さく、森林組合に加入していない人の多く

はこの制度を知っていない現状かと思います。ま

た、助成金を交付する際も森林組合にその事務を

委託しているようであり、森林組合は広域合併で

以前の新庄市単独の組合とは事業運営や制度の周

知にはいささか相違があると思います。やまがた

緑環境税の創設を契機に市が直接管理の支援助成

金を交付すべきと思いますが、市長のお考えをお

伺いいたしまして、壇上からの質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 平向議員からは農業問題を中心に

御質問を頂戴いたしました。特に新しい農業助成

制度、これは４月から戦後農政の転換というふう

な位置づけでかなり大幅な転換があるというよう

なこと、その中でも特に４点に絞って御質問いた

だいたところであります。 
  初めに、米の政策改革の推進対策というふうな

ことでありますが、平向議員も農業問題について

は大変詳しい方でございますので、いろいろなこ

と、御自分の御意見も入れながら状況等々も説明

していただきましたので、あえて繰り返すことも

ございませんが、本市の米の推進対策については

16年２月に水田農業ビジョン、これを決定いたし

ました。稲作を主体としながらも園芸作物等の導



入によって複合経営を充実、強化していくという

ふうな本市農業の基本方向、これを定めたところ

であります。土地利用型作物や、また花卉、野菜、

畜産などこれを組み合わせた生産性の高い複合経

営の構築に現在取り組んでいるとこであります。 
  また、米の需給と価格の安定を図るために水田

農業推進協議会において米の生産調整を推進する

とともに、この産地づくり対策の有効活用図りな

がら米の生産調整、計画生産に取り組んでおると

こでありますが、19年度から始まる３カ年の新し

い需給調整システムの期間中には生産調整方針作

成者であるＪＡ等の関係機関と一体となった取り

組み体制、これを確立して売れる米づくりと、ま

た米の販売力の強化、そして地域の特産品目の開

発などにこれ一層推進していかなければいけない

というふうに考えているところであります。 
  また、22年以降の米の政策改革推進対策のあり

方ですが、これには米の需給動向、あるいは販売

戦略など、これを見据えながら水田協議会の機能

強化に努めていかなければいけない。そして、担

い手の育成、特に確保、これをやはり一番大事な

とこでありますので、これを積極的に展開してい

くと。米の需給状況を踏まえた農家の所得の確保

を図るため、引き続き米の計画生産には全力でこ

れは取り組んでいかなければいけないというふう

に覚悟しているところであります。 
  ２点目の品目横断的経営安定対策というふうな

ことでございますが、これのすべての事業につい

てはやはり担い手を主体とした支援に特化してい

くんではないかというふうにも考えられます。そ

のような中で差し迫った担い手の事業対応及びそ

の推進に当たっては、この国県の事業と連動した

形で実施していくよう努めてまいる所存でありま

す。いろんなことがありますが、例えば現行の政

策資金を無利子で融通するスーパーＬ資金及び農

業近代化資金の無利子化措置とか、あるいは小口

の資金については無担保、無保証で、かつ 短で

あれば１週間程度で融資の可否、これを判断して

いくとか、あるいは無担保、無保証によるクイッ

ク融資とか、いろいろ国県の事業と連動した形で

個別経営体に対しても、あるいは自己負担部分へ

も助成するような形で地域担い手経営基盤強化総

合対策実験事業なども含めて取り組んでいきたい、

このように考えております。 
  本市独自の事業というふうなことになるわけで

ありますが、これには担い手総合支援対策事業が

ございます。これは、本市の認定農業者の会と連

携いたしまして、経営改善、また能力の支援活動、

あるいは認定農業者のフォローアップ活動、認定

志向者の支援活動などに取り組むものであります。

いずれにいたしましても議員が指摘されておりま

すとおり、本対策での担い手育成確保や集落営農

推進だけにとどまることがないように個々の経営

改善と所得の安定確保に向けて、県の担い手支援

センターあるいはＪＡ等の関係団体と、これは連

携を密にして推進していかなければならないとい

うふうに考えているところであります。 
  それから、３点目には食の安全、安心の認証制

度、この推進についてどうかというふうなことの

御質問でございました。18年、昨年12月の有機農

業推進法の施行に見られるように、消費者の農産

物に対する安全性、あるいは健康志向等の関心が

大変急速に高まってきております。食の安全、安

心に関する認証制度には、これは県知事が認定す

るエコファーマー、また山形県の農業振興機構、

これが認証する特別栽培農産物、有機農産物の認

証制度と、また「やまがた農産物安全・安心取組

制度」等がございます。 
  現在エコファーマーと慣行の５割の肥料、農薬

の使用による特別栽培農産物は、各農協の営農指

導のもとで認定者も増え、栽培が拡大しておりま

すが、数年にわたる無農薬栽培を必要とする有機

農産物、この認定者は現在のところまだおらない

ようであります。その中でモデル的な事例であり

ますが、まゆの郷においては安全性の管理協定、

また農薬の適正使用推進員の増員、栽培記録簿の



記帳の徹底の指導、あるいは安全性の検査を行い

まして、「やまがた農産物安全・安心取組制度」

の認証を受けまして、消費者に安全、安心な農産

物を提供しております。 
  このモデル事例のような安全、安心の認証制度

の認証こそが安全性の高い農産物に対する消費者

の信頼を得られるのではないかというふうに考え

ます。今個人の認証だけではなくて、生産組織等

広い範囲の認証がこれからの事業の導入要件にな

ると思われますので、これもまた県あるいは農協

との連携を密にして支援、または指導していきた

いと、このように思っております。 
  それから、園芸部門の話がございました。やは

り地域の独自のブランドの確立についてもっと頑

張って積極的にやったらどうだというような御趣

旨かというふうに思います。御承知のように本市

の農業産出額に占める米の比率については、県の

平均をはるかに上回る米作依存度が非常に高い農

業経営が行われているところでありますが、ここ

のところやはり皆さんが相当頑張ってくださって

おりまして、園芸の生産額の順調な増加、これも

見られることも事実であります。例えばニラなど

においては、エコファーマーによる生産者が増加

いたしまして、出荷実績額、これはもう２億を超

えまして、今県内でも１位というふうなことにな

っておりますし、また秋、冬ニラの生産拡大のた

めの研究もなされております。山菜においては冬

期間農業としてたらの芽、ウルイ、根みつばの出

荷実績額、これも１億円に達しようとしておりま

すし、先日行われました 上地域の農業振興協議

会の主催でありますが、首都圏での「新庄・もが

み山菜フェア」では、これは品質、単価ともに大

変高い評価をいただいて、さらに生産拡大を求め

られているところであります。 
  また、花卉部門においてはトルコぎきょう、こ

れも若者園芸実践塾の効果というふうに評価をし

ておりますが、多くの後継者を確保いたしまして、

全国的にも若い生産者の産地として知られる中、

これも出荷実績も２億円に迫っているというふう

なこと、これは県内では２位というふうなことに

なっておりますし、また近年脚光を浴びてきてい

る在来野菜の特産化や、あるいは農産加工品につ

いても大いに有望であるというふうに思います。

これらを今後特に力を入れて伸ばしていきたいな

というふうに考えております。 
  現在これらの園芸については１億円を上回る品

目、今のところニラ、トルコ、また鉢物がござい

ます。３品目ございますが、近いうちにぜひこの

倍の６品目になるように、これはもちろんＪＡな

ど関係機関と連携して実現してまいりたいと、こ

のように考えておりますので、よろしく御理解の

ほどお願い申し上げます。 
  それから、萩野中学校の改築問題のことについ

ても触れられました。平成15年にお話ありました

けども、要望書をいただきました。老朽化、その

老朽度から判断すれば、大規模改造については萩

野中学校を第１に改築したいというふうにその時

点で申し上げたところであります。その考えにつ

いては現在も変わっておりません。現在197名の生

徒がおるようでございますが、これを含めて地元

の皆さん、あるいは父兄の皆さん方もいつこの改

築に取りかかるのか大変心配といいますか、期待

といいますか、されているんではないかなという

ふうに思います。 
  御承知のとおりただいま財政再建計画中で、平

成16年から始めまして20年度まで、中身について

は詳しく申し上げませんが、３年間間もなく過ぎ

ようとしておりますが、今のところ計画も順調に

来ておりまして、ただあとこれからの一、二年こ

の前も申し上げましたが、正念場というふうに位

置づけまして、なお一層気を引き締めながらこれ

は乗り切っていくというふうな格好で今職員全員

で頑張っているところであります。 
  そういう意味からこの改築についてもできるだ

け早くというふうなことは私の心の中にずっとあ

るわけでありますが、20年の再建計画がある程度



終わり、めどがつくというふうなところまで来ま

したら、ぜひ21年度にはいろんな具体的な調査、

あるいは県、国との折衝等々のアクションを起こ

していきたいというふうに現在のところ考えてお

ります。何とか早く、早い時期に改築できるよう

頑張ってまいりたいと思いますので、地元の方々

についてもぜひ御理解のほどお願い申し上げたい

なというふうに思います。 
  この前山形県で緑環境税、これができました。

それに関して陣峰市民の森のことの御質問がござ

いました。この陣峰市民の森、大変広大な森の中

で非常に雰囲気のいいところでありますが、施設

の老朽化も確かに二十数年という時間が経過して

おりますので、あります。それは、そのときその

ときに補修が必要なところは県と協力して対応し

てまいりました。もちろん下刈りとか不用木の伐

採等々にも維持管理努めてきたところであります。

よく言われるのは、残念ながら市民の皆さん方が

果たして陣峰市民の森をどれだけ認識しているか、

どれだけ足を運んでくれるかというと、大変少な

いんではないかというふうなお話も聞こえてまい

ります。そういう意味からいろんな点でＰＲをし

たりして、できるだけ多くの方々にあそこに足を

踏み入れたり、あるいは散策していただきたいと

いうふうなことで、極力整備を進めているとこで

ありますが、なかなか思うとおりいかないのが現

状だというふうに思います。 
  そういう中で環境税が導入されたとこでありま

すので、それらを利用しながら何とかもう少しい

ろんなことで工面ができないかというふうなこと

であります。例えばいろんな結婚記念日とか、誕

生日とか、いろんなところで植樹なんかもおもし

ろい企画ではないかというふうな御提案がござい

ました。今までも芝生の広場の周辺にスペースを

とりまして、記念植樹等ができるように対応して

まいりましたが、現在の状況の中で可能なスペー

スは大体いっぱいになっているというふうなこと

であります。残された場所、これも記念植樹とい

うのはどこでもいいというわけではない。日当た

りの問題とか、排水の問題とか、いろんな条件が

植樹に適していないというふうな部分もあります

ので、新たに植樹をやるとすれば、これに適した

場所を探して造成していくというふうなことも必

要になります。緑環境税、これらを利用できると

すれば、やはりそういうことも含めて記念植樹、

その他にも多くの市民にあそこに足を運んでもら

えるようないろんな仕掛け、これをやっぱり考え

ていくべきだというふうに思いますので、なおひ

とつこれは研究させていただきたいと、このよう

に思います。 
  それから、これも環境税の創設に関してであり

ますが、これまでも下刈りや間伐に対して助成金

が交付されておりましたが、その窓口は森林組合

と聞いていると、これは市が直接助成金を交付す

るように改善できないかというふうなお話でござ

います。この環境税や活用事業の内容につきまし

ては、県民の歩み、市報など広報紙において一般

市民に周知しておりますし、また農業協力員会議

など各種の会議の場において説明を行って理解が

促進されるよう努めております。この活用事業に

ついては県が森林所有者にかわって実施するもの

でありますが、その対象は民有森林区域、これの

全域となっておりまして、２月26日から３月２日

まで市内５カ所で説明会を開いたところでありま

す。必要であれば今後も集落単位での説明会の実

施も考えております。 
  造林事業をはじめ各種の林業事業には国の補助

制度があります。森林所有者の個人が補助対象の

面積要件を満たさない、あるいは満たせない、満

たしても手続が煩雑であるなど直接やはり交付受

けることが非常に難しい状況にあります。そのた

めに組合の方が整備を希望する森林所有者にかわ

り、事業を実施しているものであります。こうし

た対応によって、国などの補助金が小規模な森林

所有者に等しく行き渡るように、また煩雑な手続

から解放されるというメリットがありますので、



特に小規模な所有者が多く存ずる里山の森林整備

には有効な方法であろうかというふうに考えられ

ますので、これについてもひとつよろしく御理解

のほどをお願いいたします。 
  以上、ひとまず壇上から終わります。 
２０番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 
清水清秋議長 平向岩雄君。 
２０番（平向岩雄議員） 答弁誠にありがとうござ

いました。 
  二、三再質問をいたしますが、米の需給状況を

踏まえた農家所得の確保を図るために引き続き米

の計画生産に取り組むということでありますが、

現在その計画生産の実効性に関連いたしまして、

生産調整の未達成農家数と、そして生産調整未達

の面積がいかがになっておるものかというふうな

ことを１点。 
  それから、担い手の事業対応等の強化策につい

てでございますが、担い手の経営基盤強化総合対

策実験事業の対象農家が現在どのようになってお

りますか、その実験の対象農家が本市であるのか

どうか、それを踏まえてお願いしたいと思います。 
坂本孝一郎農林課長 議長、坂本孝一郎。 
清水清秋議長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 未達農家でありますが、これ

平成18年度の実績でございますが、未達農家は474

戸でありまして、昨年よりも５人ほど増加してご

ざいます。 
  なお、面積でございますが、実施されている面

積の把握はできません。というのは、割り当てら

れた面積を１平米でも達成していないと、これは

未達農家でありまして、その農家は実績を把握し

なくてもよいと。どのくらい転作されているか台

帳に載ってこない状況でありますので、行っては

かるとか、そういったことはいたしません。した

がって、どのくらい実施されているかは今のとこ

把握はできません。ただ、この農家が耕作してい

る総面積は856ヘクタールほどでありまして、配分

している稲作作付の面積は606ヘクタールであり

ます。したがって、転作を割り当てしている面積

は250ヘクタールほどになろうかというふうに思

います。 
  それから、担い手実験事業でありますが、現在

のところ市では実施してございません。希望につ

いては今後県と連携しながら導入できるように広

報、それから対応を推進して強化してまいりたい

というふうに考えています。 
２０番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 
清水清秋議長 平向岩雄君。 
２０番（平向岩雄議員） この実験事業でございま

すけれども、極めて厳しい農業の情勢下にありま

して、農林課の職員の皆さん方は転々と移り変わ

る農政に対応しなくちゃならないわけでございま

すが、非常に大変な時代でありますので、このよ

うな経営基盤強化の総合実験というふうなことは

ぜひ必要なことではないかと思いますが、県と連

携をとりながらと、こういうふうなことでござい

ますけれども、本市でもこのような実験をぜひ実

行いたしまして、これがよければ全市にそれを普

及したらどうかというふうな考えでございますが、

一つ要望しておきたいと思います。 
  それから、３番目の食の安全と安心の認証制度

の推進でございますが、本来これは市そのものよ

りもＪＡが強力に推進するべきものというふうな

ことを考えているわけでございますけれども、た

だいまの答弁で本市の支援というふうなこともご

ざいましたんで、支援の具体策、どのようなこと

をなされるのかというふうなことについてお聞き

いたしたいと思います。 
坂本孝一郎農林課長 議長、坂本孝一郎。 
清水清秋議長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 有機農産物につきましては、

エコファーマーによる作物ごとの生産に農薬とか、

それから化学肥料をできるだけ５割以上削減して

やるというような方向で有機農産物、特別栽培農

産物ですけども、その生産を上げて付加価値を高

めるために頑張っております。その中で特にニラ



については産地全体としてエコファーマーの資格

を取って頑張っておりますし、そういった付加価

値が高まるように市では推進していきたいという

ことであります。 
  具体的な手法としては、エコエリアの推進事業、

あるいはそういったいろんな生産機材、あるいは

畑地化事業とか、そういった具体的な手法につい

て個別にメニューがありますので、有機農業推進

農業者とともにそういった支援ができるように、

有機農業推進法も実施されておりますので、具体

的な手法についてはそういった生産者団体、ある

いは生産組織、農協と協議しながら具体的に進め

てまいりたいというふうに考えてございます。 
２０番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 
清水清秋議長 平向岩雄君。 
２０番（平向岩雄議員） ４点目の園芸部門でのブ

ランド確立関係についてでございますが、 近は

食べ物も古いもの、昔のものというふうなことで

脚光を浴びるような時代になっているわけでござ

いますが、一般質問で申し上げました本市でも在

来野菜の栽培というふうなことを関心持ってはい

かがかというふうな質問しましたけれども、新庄

市で在来野菜、昔からの野菜というふうなことで

つくられておりますものがどんなものがあるかと

いうふうなこと、これを調査した経過がございま

すか。 
坂本孝一郎農林課長 議長、坂本孝一郎。 
清水清秋議長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 近県の方が主体となりまし

て、在来野菜の掘り起こしと保存ということで相

当力を入れてございます。 上地域にも在来の野

菜とか、豆とか雑穀類たくさんあるようでありま

して、掘り起こしを県がやる前から市の方でも調

査はいたしております、部分的に。例えば肘折に

伝わる肘折大根とか 上在来カブ、 上地カブと

いわれますけども、そういったカブあるいは大豆、

金持ち豆とか福豆といいますか、そういった何種

類かは把握してございまして、実験的に作付した

り加工してきた、農家と一緒ですけど、やってき

た経緯はございます。ただ、これをどのようにし

て特産化に結びつけていくかということについて

はいろんな技術的な問題もございますので、それ

をノウハウとして確立しつつある県とか、それか

ら民間と一緒に特産化に向けて足並みをそろえて

やっていければなというふうに考えてございます。 
２０番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 
清水清秋議長 平向岩雄君。 
２０番（平向岩雄議員） 次に、中学校の改築問題

でございますが、市長の御答弁では萩野中学校の

改築は１番目だというんでございますけれども、

２番目はないような感じがいたしますけれども、

20年の財政再建の計画を終わってから21年度から

調査いたしまして、国にも要望なされるというふ

うな御答弁でございましたけれども、21年から何

年ぐらいかけての調査というふうなこと、これを

明確にしていただければ何年ごろには萩野中学校

の改築を計画するんだなというふうな理解はでき

るんですが、21年度から何年間かけて調査するの

か、これをひとつ具体的にお願いしたいと思いま

す。 
奥山芳彦教育次長 議長、奥山芳彦。 
清水清秋議長 教育次長奥山芳彦君。 
奥山芳彦教育次長 お答えいたします。 
  21年から何年で改築年度に結びつけるかという

のは、正直言って予測はつきません。と申します

のは、21年度から市長が先ほど申し上げましたよ

うに改築に向けてのアクションを起こすというふ

うなことで、市の方で調査というのは現況調査に

当たります。それから、改築については平面プラ

ンの１つの構想とかも持った形で県を通じて文科

省に改築要望を出すわけです。改築要望が出して

いきなり採択されるかどうかというところが予測

つかないと。通常ペースでいきましても、恐らく

着工というふうなところまで５年はかかるかと見

ております。 
２０番（平向岩雄議員） 終わります。 



清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１０時５１分 休憩 
     午前１１時０１分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     髙山和男議員の質問 
 
 
清水清秋議長 次に、髙山和男君。 
   （２３番髙山和男議員登壇）（拍手） 
２３番（髙山和男議員） おはようございます。平

成19年３月、今期 後の定例議会、私の一般質問

としても今回が 後となりました。新風21会派の

髙山でございます。よろしくお願いします。 
  初に、行財政厳しい中、市勢の発展と市民の

生活向上に向けて頑張っておられます髙橋市長を

はじめ市職員の皆様に、その御努力に感謝を申し

上げます。特に髙橋市長には、体調が心配される

中、市勢発展と市民生活の安定、向上に向けて心

血注いでおられますことに対して感銘をいたして

おります。また、八鍬助役というすばらしいサブ

がいて、ともにこの厳しい情勢を乗り切るための

努力に対してエールを送るものであります。 
  今冬は何十年ぶりという降雪量が少なくて、市

民生活には本当に助かったんでありますが、また

市の財政状況からみても喜ばしいことであります

が、雪を業としている皆さんには大変厳しいとい

う内容になっております。地球温暖化の影響も心

配されるとこでございますが、前置きをそのぐら

いにしまして質問に入らせていただきます。 
  その前に私歯をちょっと傷めておりまして、聞

きづらい点もあるかと思いますが、御容赦をお願

いしたいというふうに思います。 
  第１点目の質問は、「緑輝く いきいき 新庄」

をシンボルワードとしてまちづくりの展望を平成

８年度策定された第３次新庄市振興計画により進

めてきました。後期５カ年計画として、平成18年

度を初年度として平成22年までの５年間の計画を

審議会より答申をいただき、そしてまた推進して

きておられますが、その答申の中で今後の重点課

題として市民アンケート要望の第１位は冬期間の

除排雪など雪対策の強化を望む都市基盤の整備と

雪のふるさとづくりが第１に求められております。 
  第２に、保育サービスの充実や高齢者世帯等へ

の支援を求めている福祉の充実、また夜間救急な

ど医療体制の充実、雇用対策や企業誘致に力を入

れてほしいという雇用開発の推進と労働環境の整

備、中心街の活性化を求めている商工業振興が重

点課題の順番となっております。 
  今申し上げました諸重点課題実現では、休日夜

間救急は休日夜間診療所の開設として御努力の結

果、この３月26日からの施行ということで喜んで

おるところでございますが、その他の課題につい

てはどのような進捗状況にあるのか。個々の課題

につきましては後段の質問としますが、この厳し

い財政状況を克服するために主人公である市民ア

ンケートでの重点課題をいかにして推し進め、市

民に夢と希望を与えられるか、初日の市長の所信

表明でもお聞きしましたが、掘り下げて市地域の

将来像をどう描いておられるのかお尋ねいたしま

す。 
  22日の山形新聞に夕張市総額約630億円の負債

を抱え、財政再建団体へ移行申し出という記事が

記載されており、市民はいろんな報道から新庄も

夕張市同様とのとらえ方が多く、沈滞感を払拭す

るためにも、私は市民から質問ある度に新庄は将

来何百年にもわたり伝えられる財産を取得したロ

ーンの返済期間中である、峠はここ数年であり、

そのために頑張っているんだから、このように私

は返答いたしております。市民や職員にこの沈滞

感を払拭させ、元気の出る希望を持たせられるビ

ジョンを伺いたく思います。 
  質問２点目でございます。次に、改正「まちづ



くり三法」の中の１つでも私はあると思いますが、

中心市街地活性化法の取り組み、とりわけこの中

の頑張る地方応援プログラム応募への取り組みに

ついてであります。 
  先日の新聞にも記載されておりますが、私もイ

ンターネット上で見ますと安倍晋三首相が所信表

明演説で明らかにした頑張る地方応援プログラム

の概要は、総務省では地方の活力なくして国の活

力なしの観念から、魅力ある地方の創出に向けて

地方独自のプログラムを自ら考え、前向きに取り

組む地方自治体に対して地方交付税等の支援措置

を新たに講ずるというもので、この19年度からス

タートします。支援措置は地方交付税による措置

で3,000億円程度、募集年度は新年度の19年度から

21年度までの３年間とのことでございます。その

うち19年度は2,700億円程度というネット上の記

載でありました。 
  このプロジェクトの内容については市当局は既

に御承知のことと思いますが、あえて申し上げさ

せていただきますが、市町村が総務省のホームペ

ージで公表されたプロジェクトに取り組むための

経費についても特別交付税措置があり、500億円程

度の予算となっております。１市町村については

単年度当たりで3,000万円程度となっております

が、３年間も措置をされるということであります。 
  市は今先ほども申し上げましたように、将来に

わたる大きな財産を購入してローンの返済期間中

で、産みの苦しい期間中であるだけに、ぜひこの

ようなプロジェクトに手を挙げ、適用に向けた取

り組みはいかがか市長の御所見を伺いたいと思い

ます。 
  苦しい財政運営の中、今バイオマス事業や生ご

み堆肥化事業、商店街が行っている100円ショップ

事業、そして後ほどの質問にもありますけれども、

子育て支援のわらすこ広場等々すばらしい事業で

ありますが、今申し上げた事業はすべてこのプロ

ジェクトに適合、該当するものと思いますが、い

かがでしょうか。 

  各自治体は、すべてまちづくりの競争相手であ

ります。厳しさは国も県も各市町村も程度の差こ

そあれ同じだと思います。県も「まちづくり三法」

の見直しを含め、新たな視点でまちづくりを進め

ていくとの表明をいたしております。今後さらに

地方自治体運営は厳しくなる環境と想定されるだ

けに、それだけに他に先駆けた早期情報のキャッ

チと早期行動、差別化が生き残りをかけたまちづ

くりの戦いかと思います。このプログラムへの応

募に向けた取り組みはいかがか、重ねて市長のお

考えをお聞きいたしたいというふうに思います。 
  次に、質問の２点目の市勢の発展、財政改善は

定住人口の増進から、その施策についてお尋ねい

たします。その１点目の質問でありますが、これ

も新聞に「広がる格差背景、出稼ぎフリーター急

増」という見出しで、いざなぎを超える好景気の

影で、職を求めてふるさとを離れる出稼ぎフリー

ターが急増している、このような記事でございま

す。経済の地域間格差が広がり、地元雇用が冷え

込んだままの地方から中央部に労働者が大移動し

ているというもので、新庄市へも人数は少ないよ

うですが、 上郡部を含め東北北部から新庄市に

籍を持たない臨時の方が増えてきており、逆に新

庄からは定住を求め、県内はもとより東北の都市

へ職場を求めて移動する方が増えてきているよう

であります。 
  直近の山形県での平均有効求人倍率は1.1倍と

なっているようでありますが、県内でも地域間の

格差は拡大しており、いかに働く場の確保ができ

ているかの差が出ているようでございます。新庄、

上管内では0.85倍と昨年末よりさらに悪化して

きております。ますます職を求めて他市への移動

も懸念されるところでございます。私の調べでは、

市の人口は62年の４万3,000人をピークに減少し、

この２月では４万500人台となりました。人口の減

少は出生率、そして高齢化の進行も一因であると

は思いますが、働く場を求めて住みなれた新庄を

離れざるを得なかった市民も多くおられます。定



住促進、そのための雇用促進対策の取り組みにつ

いてどのように取り組みを進められようとしてい

るのかお尋ねいたします。 
  企業の海外進出も今国内に向けて矛先が変わり

つつあるようであり、企業誘致を含めての拠点で

あった東京事務所の引き揚げ以来情勢の変化もあ

りましたが、目立った雇用の創出は少ないように

感じられます。働く場の確保は、市の定住対策や

市財政改善の大きな要件の１つでもあります。前

にも述べましたが、人口の増減は市勢発展のバロ

メーターだと思います。ぜひ意欲ある元気の出る

答弁をお願いいたします。 
  次に、２点目の２番目であります。除雪対策に

ついてであります。このことは生活者、市民の立

場でぜひ取り上げていただきたいというふうに思

います。今年は何回も申し上げましたが、記録的

な暖冬であり、除雪等を業としておられる方や小

売業の皆さんにも影響はあるようでございます。

しかし、市民全体では喜ばしい限りではなかった

かと思うところです。しかし、その中でも除雪の

やり方についてもっと生活者や高齢者、児童等弱

者への思いやり、配慮をした除雪のやり方をすべ

きと思い、取り上げさせていただきました。 
  私は、過去何回も冬場における弱者への除雪対

策について質問し、また関係者へも要請をし、歩

道の拡幅や除雪対策を含めて対応をしていただい

た点も多くありますし、感謝をしております。申

し上げる例は、国、県道の例でありますが、市の

除雪についてもぜひ配慮を願いたいと思いますし、

国、県への要請を市としても市民の安全を含めて

の願いとして強力に要請をお願いしたいと思いま

す。特に国、県道は何センチの降雪があると除雪

作業に入るかわかりませんが、過去にも申し上げ

たように一、二センチぐらいの降雪でも除雪車が

稼働するようで、通常一般家庭で玄関先の除雪を

しないような降雪量でも除雪車は何台もひっきり

なしに除雪します。これは、基幹道路の確保、安

全確保から当たり前かもしれませんが、そこへ住

む住民にとり苦痛であり、危険であり、除雪に配

慮をと声を大に言いたいと思います。 
  私の例で申し上げます。私の自宅の前にもバス

停があります。特に冬期、児童の風雪よけに地域

の父兄でバス停のバスの待合小屋をつくり、通学

の子供たちはこの小屋でバスを待っていますが、

あるときに私が除雪した後にまた除雪車が来て、

雪を山積みにしたため、バスに乗ろうとした児童

がこの雪山を越えようとしてバスの下に滑り込み

ました。危険きわまりなく、それ以来降雪量が少

なくとも毎日何回もバス停に足を運び、子供たち

が乗降するバスの除雪をしました。早朝に行い、

また子供たちがバスに乗る直前にしねばならない

のです。かたい雪で作業をしている矢先に雪の塊

を置いていったときなどは、腹立たしくなり、除

雪車に向かい、思わず叫んでしまいました。隣接

のバス停でも同じとのことで、いたし方ないこと

かもしれませんが、小さなことかもしれませんが、

大型機械で除雪された雪の塊を危険防止とはいえ

何回も除雪しなければならない。苦痛であります

し、配慮のある作業をしていただきたいと思うも

のであります。これは、本当に雪国住む人の願い

だというふうに思います。市道除雪はこのような

作業はないと思いますが、ぜひ強力に国、県への

要請を行い、市民生活に優しい配慮のある除雪で

あってほしいものであります。 
  次に、産み育て易い環境づくり、子育て支援策、

わらすこ広場の存続についてであります。２月27

日の記者会見でわらすこ広場をこの３月末まで運

営し、存続か、移転かの方針を中旬まで結論を出

したいとのことでありました。平成12年、新庄シ

ョッピングビルにオープンしたわらすこ広場は、

皆さんも御承知のとおり子供の遊び場、触れ合い

の場や子育て母親の交流、育児の研さんの場とし

てなくてはならないすばらしい施設となりました。

私ども議員有志で他の同施設を視察、設置を提案

した経緯もあり、年間市の総人口を超える４万六

千余人の利用者で、子育て中の市民はもちろん



上郡内でもなくてはならない広場となり、喜んで

おりました。入居ビルの運営会社の倒産で閉鎖を

余儀なくされており、市長をはじめ関係者も存続

へ向けて努力されておられますが、存続へ向けて

の１万二千余の署名の熱い子育てへの思いを酌み

取り、さらなる御尽力を願いたいと思うものです。

代替施設等も当然検討されておられるものと思い

ますが、例えば少子化にある学校の空き教室や福

祉施設、あるいは広域等の関連もありますが、「ゆ

めりあ」等の一画は考えられないか。または、市

民プラザや文化会館の小ホール等もあります。こ

れは、利用者との関係もあると思いますが、ぜひ

検討を願いたいというふうに思います。熟慮中と

思いますが、提案を含めて考えをお尋ねいたしま

す。 
  次に、３点目の元気の出るまちづくりについて

であります。平成３年10月に当時の南部公民館に

おいて「新庄のまちづくり、人づくりを考える」

という講演会が開催されました。講演の講師は萩

原茂裕先生という方で、新庄市にも何度か来られ、

地域開発を考えておられるまちづくりの第一人者

と言われている方ですが、その先生の言葉が今で

も心に残っております。地域の人たちは観光資源

がないと言うが、資源は豊富にあり、つくり出す

ものだとの言葉でございます。新幹線の延伸開業

以来７年ほどを迎えました。交通の便もよくなり、

今では 短で３時間５分余りと東京への日帰りの

出張者も多くなりました。大変な財政的努力もあ

り、実現したこの大きな財産を糧として、都会に

はない魅力の資源が数多くあると考えますし、資

源の掘り起こし、整備も大事な新幹線延伸目的で

ある地域振興につながるものと思います。多くの

方やグループの努力で本合海の 上川河川敷には

立派な遊歩道もできました。国の２年計画の事業

で約２億円とも言われておりますが、今後どのよ

うに進められようとしているのか。国の事業では

ありますが、わかる範囲でお知らせを願いたいと

思います。 

  また、 近 上川水辺環境整備協議会等の会が

発足したとの話を聞いておりますが、どのような

会なのか。地域おこしを検討されるものと思いま

すが、あわせ今後の市の観光資源等の掘り起こし

や創出はどのように考えておられるのか構想があ

ればお聞きしたいと思います。 
  質問の 後となりました。市庁舎内の「行革通

信Ｌｅｔｓ」は、若手職員での取り組みとのこと

でございます。職員が考えている、とらえている

こと、また市民活動を知る上でも参考になります

し、その中にまちづくりに対しての情熱を感じま

す。ぜひ続けてもらいたいものと思います。 
  行革中で何かと厳しい中、過去にも申し上げた

経緯があります職員の福利厚生面、特に昼食をと

る場所、着がえをする場所もない。外部から見て

も、私ども時たま下の方の窓口に寄りますと本当

に奇異に感じられます。職員数約400弱ぐらいだと

思いますが、一般ではこのぐらいの働く人がおれ

ば、そういう施設は整っているわけであります。

ましてや市の玄関であります。外野の目から見れ

ば、本当に柱の影で食事をしなければいけない。

隠れた格好で着がえをしなきゃいけない。とても

よい感じは持たれないと思います。どこか空きス

ペース、あるいは使われていないような場所があ

れば工夫すべきと思います。行革中であり、いろ

んな点で職員も我慢しているようですが、元気を

出して希望を持って進められるように福利厚生面

での検討をすべきというふうに思います。 
  後に、私ごとでございますが、５期18年余市

議会議員を務めさせていただきました。市長をは

じめ皆様から大変な御指導いただきました。あり

がとうございました。特に髙橋市長には平成元年、

私が補欠選挙、市長が初選挙ということでは、そ

ういうことで以来大変御指導いただきました。あ

りがとうございました。いろんなことがついきの

うのように、そして走馬灯のように思い出されま

す。今日まで務められたのも市長をはじめ市当局、

先輩、同僚議員、そして応援してくれた職場の皆



さん、市民の皆さんがあったからこそと思います。

ありがとうございました。また、今定例議会を

後に定年を迎えられる多くの方もおられますが、

長い間市勢発展に向けての御労苦に心から感謝を

申し上げながら、新庄市のさらなる発展に向けて

皆様の御尽力と御健勝を祈念し、壇上からの質問

を終わります。御清聴ありがとうございました。

（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 髙山議員の御質問の第１点につい

ては、大きな視点からこれからの新庄市の地域課

題、これを今後どういうふうな形へ持っていくの

か。特に財政的に非常に厳しい中にあって、それ

を選択と集中をしながらやっていかなければいけ

ない。その辺のところの御質問だというふうに思

います。 
  特に今一生懸命再建に向けて頑張っている市が

ございますが、あえて名前を出すのもあれなんで、

Ｙ市というふうにさせていただきますけども、こ

のことと、それからやはり新庄市、いろんなマス

コミにおいても、特に実質公債費比率29.9％とい

うふうなことでいろんな場面でいろんな場所でこ

の数字が出されております。ただ、この数字のこ

となんですが、皆さん方も御承知のとおりであり

ますけども、やはりある程度市民の方々にも御理

解をいただくというふうなことからちょっと申し

上げておきたいというふうに思いますが、一般会

計分として起債制限比率17年度、これ３カ年の平

均で16.4％というふうな起債制限比率がございま

した。それとプラスして昨年から実質公債費比率

というふうなことをして、連結と言った方がいい

のでしょうか。そういうふうなことで、本当の姿

と言ったらいいんでしょうか、そういうふうなこ

とが数値として指標としてあらわれることになり

ました。うちの方でいえば上水道、拡張工事もい

ろんなことをやっています。これが2.9ポイントで

あります。それから、下水道工事、これも平成元

年から供用されましたけども、これも3.5ポイント

というふうなことであります。それから、広域の

方、これにはいろんなごみの処理場から、し尿処

理場から、それから新幹線絡みの「ゆめりあ」の

建設とか、そういうふうなところがありまして4.8

ポイントというふうな数字でございます。そして、

農業用水、これは平成29年度まで続きますが、こ

れのポイントが1.9ポイントというふうなことに

なって、これを足しますと大体13.5。そして、先

ほどの16.4と13.5を足しまして29.9というふうな

ことになります。 
  その中で一般会計分については16.4、これ17年

度の決算でありますが、これ18年度決算ではもう

15％台の前半を見込んでおります。これも御承知

のとおりいろんな形で起債残高ずっと10億ほど減

ってきておりますので、これポイントが下がって

きます。また、広域の部分では「ゆめりあ」の償

還も間もなく済みますので、これも若干減ります。

ただ、焼却炉とかそういうものについてはまだ時

間がかかりますので、「ゆめりあ」分が一番先に

減っていくというふうなことであります。下水道、

これ3.5ポイントございますが、これは現在も工事

中でありますし、これについてはそう簡単にポイ

ントが下がるというわけにはいかないし、まだま

だやはり工事が長引くわけでありますので、この

辺の3.5ポイントというのはなかなか下げるのは

難しいというふうに思います。また、上水道、こ

れも2.9あるわけでありますが、今度６拡で 後と

いいますか、６拡で野中方面、あちらの方工事や

ります。それで大体全市皆水道というふうなこと

になりますが、やっぱり水道については時間がた

てばたつほど老朽管の整備とか、布設替えとかい

ろんなことが出てきますんで、これもなかなか目

に見えてすとんというふうにポイントが下がると

いうのはちょっと厳しいのかなというふうに思い

ます。ただ、上水道についても、これは高料金対

策というふうなことで国の方からも補助金もらっ



て、起債残高というのはすべて新庄市のお金で払

っているというわけではございません。中には地

総債を利用しているものがたくさんございますの

で、これが多い方で約55％ぐらい、50％ぐらいは

地総債で交付税措置があるというふうなことにな

ります。そういうふうなことも数字御承知だと思

いますが、ひとつ御理解を改めてしていただいて、

まさに髙山議員が社会資本をいろいろ整備した今

ローンの支払い中だという大変うまい表現してい

ただいて説明してくれているようでございますが、

そういうこともあると思います。 
  それで、私も当然他の市の状況とかいろいろ見

聞きして感じているんですが、特にＹ市の場合余

り他の市も一生懸命頑張っているんで、例を出し

たくないんですが、見ますとやはりかつては人口

12万、これは炭鉱ブームのとき。今１万3,000人し

かいない。しかも、40％の高齢化率というふうな

状況の中で、しからば市としてどういうふうにし

て持っていくか。定住人口が増えない。そしたら

ば、やっぱり交流人口ふやさざるを得ない。それ

をどういうふうな形で交流人口ふやすかと。当時

の市長さんはじめ執行部の方々考えたのがテーマ

パーク、これをどんどん、どんどんつくって、そ

してお客を呼ぼうというふうに、これはベストか

どうかわかりませんが、当時としてはベターな考

えというふうなことでやったと思います。そして、

と同時に国もそのときに公共事業については非常

に地方に対してどんどん、どんどんやり易い制度

を地総債も含めて出したわけであります。それに

乗ってああいう形でテーマパークをたくさんつく

った。今遊休施設になってしまっているというふ

うなのが現状だというふうに思います。当時の苦

しみもわかりますし、今の苦しみはなお一層わか

りますんで、何とか同じ地方自治体としてやって

いこう、一日も早く目安がつくように、我々も今

こういう状態ですので、応援はできませんが、や

はり気持ちの中では頑張ってほしいなというよう

なのが本音であります。 

  そういう中で、じゃ新庄市はどういうふうなこ

とになるのかということになります。ローンの返

済、これは確かにそのとおりでありますが、ロー

ンの返済だけではやはり市民の皆さん方の満足感

あるいは閉塞感というのは、これは払拭できない。

これは、言うまでもありません。当然のことであ

ります。そういう点から市の将来像、田園都市実

現のために昨年策定いたしました後期５カ年基本

計画において、11の重点施策を定めました。そし

て、選択して集中的にその資本投下をしていくと

いうことにいたしました。これには市民のアンケ

ートもいただきまして、髙山議員の質問の中にも

ございますが、やはり市民としての一番大事な現

在大事なこと、これについては雪の問題とか、あ

るいは福祉の問題、雇用の問題、商工業の振興の

問題、そういうふうなことがございました。それ

らを一つ一つ分析してピックアップして、それで

やっぱり集中と選択をしながらそれに対する対応

していくというふうな、限られた資源をそこに投

入していくというふうなのが市として今後やって

いかなければいけない１つの道だというふうに思

っております。 
  こういうふうなことで、一つ一つのことについ

ては後ほどまた質問がございましたので、お答え

していきますが、そういうふうな全体的な中で集

中と選択をしながら限られた資源をそれに投入し

て、ローン返済だけではなくて、やはり市民の満

足度を少しでも高めていくというふうなのが我々、

そして皆さん方の御協力をいただきながらやって

いく仕事だというふうに認識をしております。 
  そういう中で２点目ですか、「まちづくり三法」

の中で頑張る地方の応援プログラム、これ金議員

からも御質問いただいておりますが、応援プログ

ラム。これ安倍首相が所信表明演説で頑張る地方

を応援していこうと、そのプログラムをつくろう

と総務省がその案を出してきました。大変頑張っ

て知恵を出して、そしてそれを行動に移すという

ふうなところの市にとっては非常に年間3,000万



ほどの交付金がもらえるというふうなことで、魅

力ある制度でありますが、また一方いろいろこれ

にも課題がございまして、９つほどの成果の指標、

これを計画の中に出していきます。そして、メニ

ューが10ほどありますが、このメニューを見ます

と我々がやっていこう、これから今やろうとして

いること、これから計画しようとしていること、

ほとんどが網羅できるようなメニューになってい

るようであります。ただ、９つの成果指標、例え

ば出生率とか、事業所数の導入とか、転入人口の

割合とかいろいろ、それから就業率とかそういう

ものが並べてありますが、これはどうなんでしょ

うか。人口の少ないとこについては、成果指標を

クリアするということが非常に厳しいというふう

な声も上がっていることも事実であります。それ

らを並べて、じゃ総務省はどういうふうな判断を

していくか、どういうふうなことで採択していく

かというふうなとこが１つ問題あります。 
  それと、私思うに交付税15兆何がしあるわけで

ありますが、そのうちの約２％、3,000億、これを

こっちに充てるというふうなことでありますが、

交付税というのはそもそもこれ成果配分の性質の

もんではない。やはり基準財政需要額をもとにし

て算定して、どうしても要るものに対しての配分

ですから、できればこの3,000億も外枠で3,000億

用意して、頑張ったとこに出していくというふう

なことであればもっともっとよかったのかなとい

うふうにも思いますが、国も大変厳しい状況であ

りますので、これはこれでいたし方のないあれか

なというふうにも思います。 
  あと、やはりこれにもし手を挙げて採択されな

かった、漏れた場合、これは勘ぐるわけではあり

ませんが、やはり総務省が大臣がわざわざ地方に

出てこうやって話をしていくということは、将来

への合併への布石、これも何か考えているのかな

というふうな思いもいたします。将来的にはやは

り合併というふうなことは当然必要で、小さいと

こはなかなか厳しい中でやっていかなければいけ

ませんので、そういうふうなことも布石があるの

かなと。言っていませんよ。大臣言っていません

けども、そんなふうにも考えられないわけではな

いなというふうに思っております。ですから、や

はり人口の小さいとこ、小さい地域、これは相当

な知恵と努力をしていかないとなかなかこの応援

プログラムに乗っかっていくのは非常に厳しいの

ではないかというふうに思います。ただ、厳しい

と言ってばっかりいられませんので、ぜひ新庄市

はこのメニュー見ますと大概当てはまるような気

がいたしますんで、これにぜひ乗っかっていける

ようにこれから頑張って計画を立てながらやって

いきたいなというふうに思います。 
  それから、雇用対策についても、これはやはり

定住人口を増進するには私もいつも申し上げてお

ります住環境の整備、これも大事ですけども、働

く場がないとどうしても若い人は出ていくという

ふうなことなんで、これについてはやはり雇用の

場の選択肢をどれだけ多くするか。雇用の場があ

ってもなかなかミスマッチも多いんで、働きたい

ところ、それで欲しいこういう人材、これがうま

く合致して初めて雇用が生まれるというようなこ

となんで、できるだけやはり多くしなければなん

ないというふうに思います。 
  県の若者就職支援センターの開設もありました。

また、高校２年生を対象だったと思いますが、予

備就職面接と言ったらいいんでしょうか、そうい

うものもありましたし、またＵターンする方々を

対象としたチャレンジ就職面接会など開催して地

元への就職にも努めておるようでございます。 
  また、受け入れ側でございますが、御承知のよ

うに工業団地でもここのところ大分工場の増設も

含めて設備投資が多くなってきております。横根

山では山形航空電子がプレス工場の新設、これ精

密プレス工場では１万平米ほどなんで、これ東北

でも１番ぐらいというふうに聞いておりますし、

また平井精密の工場の増設もございました。また、

中核の方ではハザキエンジニア、また 上機工の



工場の新設、間もなく竣工式ありますけども、山

形東亜ＤＫＫ、この工場増設もあります。ただ、

今やはり工場増設、大きくしたから、即雇用の増

というふうにはなかなかいかないとこで、大体聞

きますとおよそ工業団地全体で100名ほどの雇用

増加に結びついているようであります。いずれに

しても、これは我々にとっては非常に大事なテー

マでありますので、いろんな点でこれからも工業

団地なり、あるいは地場産業なりにあれして、雇

用の場の確保については取り組んでいきたいとい

うふうに思います。 
  それから、除雪関係、これも何回も髙山議員か

ら御質問というか、御提言もございました。特に

国道に面している福宮地区、福田地区、今歩道一

部あれされておりますが、やはり除雪のやり方に

よって、せっかく玄関から出るとこあれしたとこ

に、またばっと来ると。これは、何か目に浮かぶ

ような感じがいたします。これも国の管理者にも

いろいろ常に話しているんですが、今後も歩行者

対策も含めて路肩の排雪にはできる限り配慮をし

ながら行っていくというふうに言っておりますの

で、今後もぜひ毎日、今年はあれでしたけども、

通常であれば毎日のようにこの悩みが起きるわけ

でありますので、今後もずっと続けてやっていき

たいというふうに思います。 
  それから、わらすこ広場のこともございました

が、これも私常々申し上げておりましたが、わら

すこ広場の利用者の数４万6,000、そしていろんな

面で波及がありまして、非常にいい施設だという

ふうに私も認識しております。ぜひこれは存続を

前提としてやっていくというふうなことでありま

す。今のとこ３月まで引っ張っておりますが、ま

だまだ期待しているところもございますし、これ

についてぜひ 後まで頑張って、何とかできれば

あの場所でやることによっていろんな波及が、あ

れがもしなくなりますとあそこ全体がまた何もな

くなるというふうなことで、これもまちにとって

も非常にマイナスイメージになりますので、これ

は何とか頑張っていきたいなというふうに思いま

す。 
  それから、 上川の観光については、国の事業

で２年間でしょうか、遊歩道の整備もなされまし

た。市としてもトイレとか水場の要望もございま

すので、これについても計画をしながらこれもや

っていかなければいけないなというふうに思いま

す。 
  それから、庁舎内での福利厚生施設、限られた

場所ですので、なかなかなんですが、これも知恵

を出して、できるだけ職員の皆さん方が快適に仕

事ができるような形で再度これは検討させること

にいたします。 
  以上、ひとまずちょっと時間がなくなりました

んで、終わらせていただきます。 
２３番（髙山和男議員） 議長、髙山和男。 
清水清秋議長 髙山和男君。 
２３番（髙山和男議員） 大変丁重な御答弁いただ

きまして、ありがとうございました。 
  時間も余りないようなんで、はしょって申し上

げますけども、まず１点目の財政難に向けて現状

ということで、詳しく数値を上げられていただき

ましたけども、この内容聞くだけではやはり元気

というか、それには沈滞ムードというのを盛り上

げるためにはちょっと欠けているんじゃないかな

というふうに思います。そういう面では市民に対

しても当然、その前に職員がそうなんですが、職

員から少し元気を盛り上げてもらいたいと。先ほ

ども申し上げました「Ｌｅｔｓ」のグループじゃ

ないんですが、本当に元気があっていいことをや

っているんです。ああいうものをもう少し市民に

もこういうことやっていますよ、こういうことや

っていますよということでアピールした中で、市

民をもう少し元気づけてもらいたいというふうに

思います。その１点は確認します。 
  それから、地方の応援プログラムについてでご

ざいますけども、本当に市長が言われますように

指標が確かにあるんです。だけども、成果の指標



の算定に当たってはいろんな条件を加味されるわ

けなんです。今生ごみのやつとか、いろいろいい

ことをやっているわけです。生ごみは今回延期だ

というふうに財政難から言っていますけども、そ

の辺含めて少子化対策プロジェクト含めまして、

いろんなプロジェクトが網羅されています。ぜひ

これを挑戦してほしいんです、まず。無理だろう

というんじゃなくて、挑戦してほしい。それをひ

とつお願いしておきたいというふうに思います。 
  雇用対策について。100名ほどの雇用増になると

いうことでございますが、やはり東京事務所含め

まして、やはりそういう意味で情勢が情勢だけに

少しうちにこもったんじゃないかという気がしま

す。今後そういう面では大いに売り込んで、そう

いう努力をしてもらいたいというふうに思います。 
  わらすこ広場、それから除雪についてはわかり

ました。本当に雪国に住む人の、もう時間がない

ですから、答弁は要りません。雪国に住む人の本

当に真からの願いだと思います。本当ひどいもん

です、あの除雪は。ぜひお願いしたいというふう

に思います。よろしくお願い申し上げまして、私

の質問終わります。 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
髙橋榮一郎市長 後に御提言いただいたことにつ

いては真摯に取り組んでいきたいというふうに思

います。 
  先ほど壇上で申し上げようと思ったんですが、

髙山議員には18年間の議員生活、先ほど正式に御

勇退というふうなお話を伺いました。私もお話の

とおりちょうど同期生と言ったらいいんでしょう

か、同じ時期にスタートいたしまして、以来市勢

発展のために一生懸命にお互いに切磋琢磨しなが

らやらせていただいたというふうなことでござい

ます。エールをいただきましたけども、ぜひ今後

もいろんな立場でまた市政のことについては御指

導いただけば大変ありがたいなというふうに思い

ます。本当に長い間お世話になりました。ありが

とうございました。 
清水清秋議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時５２分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     小嶋冨弥議員の質問 
 
 
清水清秋議長 次に、小嶋冨弥君。 
   （９番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 
９ 番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。定例議

会初日、午後一の質問をいたします新政倶楽部の

小嶋冨弥であります。ひとつよろしくお願い申し

上げます。 
  先ほど５期18年の議員を務めた髙山和男先輩議

員が格調ある 後の一般質問に立ちました。大変

感銘を受けました。長い間御苦労さまです。経緯

を申し上げます。 
  さて、例年ならば今のこの時期は雪解けを待ち、

春を待ちわびる季節なのに、一足も二足も早く季

節が進み、今年の夏は一体どうなるのか心配する

声が出る昨今であります。 
  さて、私の今議会の一般質問の発言通告は３件

であります。通告の順に従いましてお聞きしたい

と思います。 
  まず初めに、ごみの堆肥化事業についてであり

ます。市長は18年度の施政方針において、環境保

全宣言都市新庄として、18年度においては生ごみ

や木材チップ、畜ふんなどを廃棄物としてでなく

循環できるバイオマス資源として活用する高機能

堆肥の製造事業を本格的に推進し、資源環境型農

業の確立を目指すと述べました。そのために総量

約3,000トンと推測される市内全域の家庭系生ご



みの分別収集体制の確立を着手するとともに、ま

ぜればごみ、分ければ資源を定着させ、生ごみ以

外の減量化を推進する。そして、堆肥を活用した

こだわりの農産物の生産拡大とブランド化による

農業産出額の拡大に努めるなど環境保全型農業を

基本にした資源環境型社会の形成と地球に優しい

まち新庄の実現に向け、課題の解決に取り組むこ

とを示したのであります。これらを踏まえ、全市

民を巻き込み、鳴り物入りでこの事業を19年の秋

から施設稼働を行うとして、数多くの地域で市民

説明会を開催、市民協働を訴えてきた市の主要事

業の１つであった事業が今ここに来て延期、フリ

ーズとなったことは、歌の文句ではありませんが、

まさにうれしがらせて泣かせて消えたようなもの

ではないでしょうか。 
  今回の補正予算で農林水産の国庫補助金のバイ

オマスの環づくり交付金、工事請負費の減額を余

儀なくなりました。何を今さらではありませんが、

まさにこのような一連の作業展開は何であったの

でしょうか。聞くところによりますと環境課の職

員等による地域説明箇所160カ所、参加人員延べ

3,000人と伺っていますが、このようなことなので

しょうか。 
  また、これらに市民各位の反応内容はいかがだ

ったのかお聞かせください。 
  このような経過に費やした職員の労力と時間は

行政評価の費用対効果にどう映し出されるのでし

ょうか。もちろん財政等勘案、断腸の思いで延期

したと市長は言いましたが、多くの市民の方は行

政に対しての不信は免れないものと思います。18

年度の市長の施政方針終わりにの文言の前、12ペ

ージの下段に次のように記しています。「本市に

限らず、地方自治を取り巻く環境が年々厳しさを

増す昨今においては、「明日の発展の礎を築くた

めに今日を見直す」ということが必要不可欠であ

り、今後とも優先すべき課題についてはこれまで

以上に市民の皆様との対話を深め、合意のもとで

決断してまいる所存であります」と述べています。

このような市長の考え、市民との会話、合意を示

すならば、私は生ごみ堆肥化事業延期についてこ

れらの経過と今後のことを考え、区長や衛生組合

長さんの代表者でなく、地域の方々に説明会を開

催したように財政等を含め、わかり易く説明、延

期についての理解を求めることが必要であり、大

切と思うが、市ではどのように図られる所存であ

るかお尋ねいたします。 
  市の広報やお知らせ板に載せて、申し訳ありま

せんでは市民は納得してくれるのでしょうか。御

所見をお伺いいたします。 
  次に、財政再建についての質問であります。巨

額の負債を抱え、財政破綻し、財政再建団体とな

った夕張市の報道が連日のごとく流れています。

夕張ショックの激震は当市にも及びました。生ご

み堆肥化事業の延期は、実質公債費比率29.9％で

は起債制限団体であり、県では起債を認めなかっ

たから、延期に至ったのではありませんか。当市

にとって財政の健全化は緊急の課題です。 
  総務省は、自治体の情報開示をより徹底し、公

営企業会計、公社、第三セクター等の収支を含め、

総合的な財務諸表、民間で言うところの連結決算

の開示を求めています。総務省は2008年度にすべ

ての自治体に４つの財政指標の公表を求め、その

うち１つでも指標基準を超え、悪化すれば財政健

全化計画の策定、公認会計士などの外部監査の義

務づけ、第三者が財務内容を点検し、改善に向け

た意見を表明し、自治体に早急の立て直しを促し、

それでも財政の悪化が進んだときは第２段階とし

て国が強い関与をし、増税や歳出削減の計画策定

を義務づけるとあります。すなわち、地方財政健

全化法案であります。今国会に総務省が提出の運

びであります。約50年ぶりで自治団体が国の管理

で再建を進める再建団体制度を抜本的に見直しと

なるところであります。 
  公表に基づく４つの指標とは、税制の標準的財

政規模に対する普通会計などの赤字額の割合を示

す実質赤字比率、また観光事業などを加えた全会



計ベースの連結実質赤字比率、これは公営企業会

計の把握が可能になるそうです。３つ目は、標準

的な財政規模に対する地方債などの公債負担の割

合を示す実質公債費比率であります。そして、４

つ目として将来負担比率。これは、公営企業や第

三セクターを含め、財政規模に対する負債の重さ

を算出。将来普通会計で負担する可能性の高い実

質的な負債の大きさを示すとしています。この４

つの指標のうち、将来負担比率を除く３つの指標

にはより深刻な状況を示す財政再生基準の数値を

設定。自治体が基準を超え、財政が悪化した場合

職員の給与カット、歳出削減、増税を盛り込んだ

おおむね７年以内の財政再生計画の策定が義務づ

けられ、計画には国の同意が必要で、内容を総務

庁が精査し、総務大臣が必要と判断したときは予

算の変更の勧告を受けるとあります。 
  少子高齢化進むおのおのの自治体は、自主再建

に向け、力量が問われる時代となりました。新庄

市において昨年11月、公債費の負担適正化計画を

作成しました。期間は18年から24年度の７カ年。

その７年目に当たる平成24年度の着地パーセント

は22.5％であるわけです。実質公債費比率は申す

までもなく、自治体の毎年の収入に対して公債費、

すなわち借金返済額が占める割合をあらわすもの

です。数値が大きいほど収入に対して借金返済額

の割合が大きなわけであります。18％を超えれば、

その自治体は起債許可団体、都道府県の許可が出

ないと地方債の発行ができなくなり、25％を超え

ると起債制限団体となり、自治体の単独事業につ

いて起債が制限されるのであります。私は、まさ

に今回のごみ堆肥化事業の延期はこれに尽きるも

のと思います。これらを考え、また将来のことを

考えれば、イエローカードとされる18％以下にな

るように公債費負担適正化計画にかじを切るべき

と私は思いますが、市ではその考えがないかお聞

きいたします。 
  ７カ年というスパンでなく短期間でやって、そ

の後の数値をはっきり示せば市民の理解は得られ

るものと私は思います。多くの市民は、夕張市の

ような二の舞にはなりたくないと心配しておるの

であります。静岡の熱海市では、このままでいく

と財政再建団体に転落するので、非常事態に直面

している、先手を打って財政危機宣言を発表、危

機管理に理解を求めました。髙橋市長の政治信条

は、「いい人～いい街～いい暮らし」、これらを

標榜しています。これらを市民一人一人実感でき

るためにも、財政の健全化が急務ではありません

か。市の諸般を考えれば緊急財政改革宣言を掲げ、

短期間で改善を進めることの考えはないか御所見

をお伺いいたします。 
  次は、給食費についてお尋ねいたします。歴史

的には明治22年、鶴岡市の私立忠愛小学校におい

ておにぎり、焼き魚、漬物といった昼食を貧困児

童に与えたのが日本での初めての給食とされてい

ます。戦後厳しい食料環境の中、1947年、全国都

市児童300万人に対してララ物資の脱脂粉乳等に

よる給食を提供、1952年、完全給食が全国すべて

の小学校を対象に行われました。当時の献立はコ

ッペパン、脱脂粉乳、鯨肉の竜田揚げ、その後瓶

入り牛乳、食パンが登場いたしました。昔は給食

ならではのメニューが多かったが、今は米飯を取

り入れ、ふだんと変わらないか、それ以上のメニ

ューが登場しておると伺っています。 
  先に文部科学省が全国の05年度の小中学校にお

ける給食費滞納の調査を公表いたしました。それ

らによりますと総額で22億円であることがわかり

ました。学校給食費は学校給食法に基づき、公立

小中学校では給食施設の経費、人件費は自治体が

負担、食材費などを含むその他の経費は児童生徒

の保護者が負担する仕組みであるわけであります。

滞納の理由は経済的な問題より保護者の規範意識

に問題があると報道されております。 
  ここでお聞きいたします。当市における未納の

状況と対策はどう図られておるのかお伺いするも

のであります。保育所において給食費としての徴

収は保育費の中に含まれてあると思いますが、保



育費がどのような滞納状況にあるか、あわせてお

聞きするものであります。 
  以上で通告いたしました壇上での質問は終わり

ますが、今期議会を含め３月いっぱいで退職を迎

える６名の課長の方々には、議会での論議を通じ

て大変勉強させていただきました。御礼申し上げ

ます。今後におかれましても健康に留意なされ、

高所より市勢発展のためのお力添えを申し上げる

ところであります。御清聴誠にありがとうござい

ました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 御質問の第１点目、堆肥化事業こ

れ延期したわけですが、これについての御質問で

ありました。 
  全員協議会においてもそれに至るまでの経過お

話し申し上げましたが、生ごみの堆肥化事業、18

年度の施政方針のことも引用されましたけども、

そのとおりで、やっぱり環境保全都市として資源

循環により地球温暖化防止とか、あるいは安全、

安心な農業振興、ごみの減量、資源化の推進、こ

れは市のみならずこれからの地球環境を考えると

大変重要な事業であるというふうなこと、これぜ

ひ全国でも先駆けて取り組んでいきたいというふ

うなことで、私も 重要事業というふうなことで

準備を進めてまいりました。この事業については

建設費、それから収集費等々の問題、そしてこれ

ら広域の負担金の減少分とかいろいろ組み合わせ

しながら精査した結果でありますが、やはり現在

２点目にあります財政再建の重要性、優先度、こ

れを考えますとやはり来年度でなくて、やはり１

歩退いて延期して、そして続けるべきだと 終的

にはそういう判断をさせていただいたというふう

なことであります。もちろん実証事業については

このまんま継続いたしまして、できるだけ早くこ

の財政との兼ね合いを考えながら、ぜひこれは実

現していきたいというふうなことであります。 

  それから、もう一つは行政不信というふうな言

葉が出ましたが、この事業実施に向けて生ごみ収

集に関する地区説明会の開催、またいろんなＪＡ

の生産組織の堆肥活用検討会、これを重ねたこと

によって、市民も堆肥化事業については相当部分

理解をしていただいたものというふうに思ってお

ります。市民の期待も大きくなってきておりまし

たし、また市民もそれに対する参加意欲も増して

きた中で事業を延期するということは、これは大

変大きな影響与えること、これも十分承知してお

りますが、いろいろな事情の中で延期をしたと。

じゃ、しからばそのアフターをどうするかという

ふうなことになりますが、この経過、理由等につ

きましては市民の方へもきちんと説明して、行政

不信を招くことのないようにこれは努力しており

ます。市報はもちろんでありますけども、機会を

とらえてやはり今までも説明してきたように各地

区、各団体への出向いての説明を行いたいという

ふうに思います。 
  そしてまた、これまでいろんな準備をしてきた

わけでありますので、今後これは再開するときに

この準備が決して無駄にならないように、これに

なお一層精査を加えてぜひぜひその時期が来れば

実行していきたいと、このように考えております。 
  それから、財政再建についてであります。 終

的にこの財政再建については大変厳しいお話がご

ざいました。そうすると、第１問目の事業延期に

ついてはっきりはお話いただけなかったんですが、

延期することについてはやはり継続した方がいい

というふうなお考えの上での御質問だったのか、

それともこの財政再建との兼ね合いで延期したの

がよかったのか、その辺のところ後ほどお願いし

たいと思います。 
  この公債費負担適正化計画、29.9％というふう

な数字が非常に大きく取り上げられまして、全国

６番目というふうなことになっておりますが、

我々も16年度から財政再建計画、緊急財政宣言

云々のお話もありましたけども、もう既に３年前



からそれに類似する事態、これを承知しながらこ

の計画を立てて、今実行をしているところであり

ます。 
  18％まで何とか早くできないかというふうなこ

とでございますが、これについて先ほど髙山議員

の方にも御説明申し上げましたが、一般会計分の

公債費比率は16.4、これ今年はもう15％前半にな

りますが、その他の部分、これがやはり13.5とい

うふうなことになります。これを急激に減らすと、

広域分は急激に減らすというか、これは計算でき

ますが、その他の上下水道、それから農業用水等々

については急激に減らすというのは非常に難しい。

そういう面から一般会計分のこれを減らしていか

なければいけない。そういうわけで、この財政再

建計画の24年、これ23年決算分でありますが、

10.2％、約6.2％減ずるというふうな計画になって

おります。ですから、18％まで短期間でやったら

どうだというふうなことでありますが、その辺の

ところはやはり一切市債を発行しないで、何もし

ないで、そして仕事をしていく。それにしても19％

台にしかならないというふうなことでございます

が、やはり市民の皆さん方のことを考えますと一

切市債を発行しないで市政運営していくというこ

とは、これすべきではないというふうに思います。

やはり重点的にいろんなものを資本投下して、そ

してやはり市民への行政サービスをできるだけ低

下しないように、こういう苦しい中でも低下しな

いようにしていくのは当然だというふうに思いま

すので、これはある程度時間が、短期間で18％ま

で持っていくというのは非常に難しいというふう

なことだというふうに思っておりますので、その

辺のところひとつ御理解いただきたいなというふ

うに思います。 
  いずれにしても緊急的な財政の熱海に倣ってや

ったらどうだというふうなことでございますが、

これも１つの方策だと思いますけど、片っ方では

やはり市民の皆さん方にもある程度こちらの計算

上こういうふうになるというふうなことは説明申

し上げて、ある程度希望、夢、これも与えながら、

与えると言うと変なんですが、これも示しながら

やはりやっていくというのも行政として大変大事

な部分ではないかと、このように思います。そう

いう意味から今計画している財政再建計画、これ

でも 初目標立てたときよりも約２％ぐらいは改

善できる状況で今来ておりますので、なお一層こ

れについてはできるだけ早く18％に近づけるよう

に今後も頑張っていきたいというふうに思います。 
  それから、給食の問題については、これは教育

委員会と、それから福祉の方から答弁させます。 
奥山芳彦教育次長 議長、奥山芳彦。 
清水清秋議長 教育次長奥山芳彦君。 
奥山芳彦教育次長 給食費について、本来であれば

教育長答弁というふうなことの指定であるんです

が、私の方からお答えさせていただきます。 
  先ほど小嶋議員おっしゃったように、平成17年

度の決算状況の中から文科省が未納問題を全国的

に調査いたしました。先ほど触れておりましたよ

うに全国で22億円、かなり額が大きいというふう

なことで驚きを隠せないわけですが、じゃ17年度

の新庄市の状況というふうなことでございますの

で、お答え申し上げます。 
  17年度の給食費の未納状況、新庄市では学校数

では小学校３校、中学校１校の４校、生徒の児童

数では両方合わせて18名、総額で約34万円という

ふうなことで、全体の給食費総額の0.25％という

ふうな状況でございます。従来給食費については

現金での徴収というふうなことから、 近の傾向

として現在小学校で７校、中学校で２校が口座振

替によって集金を行っているというふうな状況ご

ざいまして、口座振替の採用から少し未納額が増

えてきているという傾向がございます。これは、

納入者の顔が見えない制度というふうなことでご

ざいまして、未納になっていても全く無関心の保

護者が若干増加したのかなと。また、家計の中で

学校に納めなければならない給食費だけではない

教材費、ＰＴＡ会費等の優先順位が生活全体の中



で低くなっている傾向があるのかなと。そしてま

た、給食費に対しては必ず払わなければならない

という意識の低下がその要因になっているという

ふうに考えられるところであります。 
  給食費の徴収、また未納対策、あわせてそれぞ

れの各学校で行っておるのが現状でございます。

未納者には 初に電話連絡、未納通知書を送付し

て納入依頼をいたします。それでも納入されない

場合は直接家庭訪問し、依頼する方法をとってい

るのが大部分でございますが、ある学校では納入

方法等の相談日を設けたり、また給食管理運営委

員会、ＰＴＡの役員で構成しているようでござい

ますが、そういうものを設置し、直接家庭訪問し

て入金依頼するというふうな対策をとっておりま

す。 
  市の教育委員会としましても、経済的な問題で

給食費を未納というふうな保護者に対しましては、

制度上は生活保護による教育補助や就学援助制度

の活用、そういうものを奨励し、その中で給食費

を補てんしていくというふうな方法をとっており

ます。また、学校給食法の規定によって、学校給

食の食材費等保護者負担であるというふうなこと

を申し上げまして、学校給食の意義、役割を保護

者に認識していただくとともに、一部の保護者の

未納が他の保護者に影響があるというふうなこと

を周知して理解と徹底を図っていきたいと思って

おります。 
  このような状況で現在対応しているわけですが、

給食の実際の未納者とは別に食材費等の支払い等

の問題もございますが、現在給食は１食255円とい

う単価で積算して集金しているわけですが、実際

の給食が毎日255円かというとそうでございませ

ん。240円ぐらいで終わる日もあれば、あるいは260

円ぐらいかかる日もあるという。そのときの使う

食材によって実際かかる経費が異なりますので、

現実的にはこういう未納部分というふうなものも

ございまして、ある程度年間の前半には少し抑え

ぎみで食材を調達するというふうなことも各学校

では対応策としてとっておるようでございます。

その差額をもって年間の業者等への支払いを滞る

というふうなことはございません。 
  また、未納者に対してはその年で終わりという

ふうなことではございませんで、過年度になって

も納入の依頼をお願いして過年度に入ったものに

ついては過年度分というふうなことで給食会計に

繰り入れているというのが実態でございます。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
清水清秋議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 保育所の給食費の件でござ

いますが、小嶋議員御指摘のとおり給食費は別途

徴収ということでありませんので、保育料の中に

含まれております。保育料の収納率につきまして

は、17年度99.5％という収納率でございます。 
  未納対策につきましてはほとんど学校と同じで

ございまして、電話による催告、あるいは訪問に

よる催告等を行っております。今後納入率100％を

目指して頑張っていきたいと、そういうふうに思

います。 
  以上です。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
清水清秋議長 小嶋冨弥君。 
９ 番（小嶋冨弥議員） ありがとうございました。

市長の方から生ごみ延期かどっちかとありました

けど、 初の質問終わってからお答えしたいと思

うんですけど、生ごみの堆肥化は大変市民も期待

した方もかなりあると。職員も従来はなかなか地

域の方に入っていって、そういった説明会という

ものがなかったんですけども、今回は非常に入っ

ていって、市民と親しくお話ししながらいい方向

に行っているなというようなことでございました。

私も私の町内のところに行って、非常に職員が一

生懸命に説明なさって、御婦人方もかなり集まっ

て、もうすぐにも協力したいというような体勢で

ございました。 
  そこで気になったのは、大変循環型で非常にい

い案でありますし、その中でそうすることによっ



て今まで週２回の燃えるごみの収集もなくなって、

することによって広域のごみ施設の延命化も図る

と、大変いいことおっしゃいました。そうだと思

う部分もありますし、ただしその後にこのプラン

トなりするにお金がどのぐらいかかるんです、持

ち出しがどうだという部分がほとんど知らしめな

かった。それで、私も12月の一般質問の中で、施

政方針の中でそういう事業展開やりながら、プラ

ントの計画とか予算は幾らですかとお聞きしたら、

答えが出なかった。随分不親切だなと思いました。

やはり出なかった、今になりますと出せなかった

んでしょうね、残念ながら。そういった意味で、

やはりいいことばっかりでなくて、やはり財政を

伴った部分の説明が私は欠けた嫌いが大いにあっ

たと思うんですけども、その辺のやり方に対して

執行部はどうお考えになるか。 
  あと、もう一点です。製造プラント中止になり

ましたよ、新聞で見ました。新聞では約３億9,000

万かかると。稼働から半年の運営費だけで3,000

万円がわかったと、その他に市の持ち出しがある

から、中止になったというんだけども、こういっ

たことは我々議会の方には全然提示もお知らせも

なかった。新聞報道によって私どもが知り得たと。

こういった点についてどうなのか。その前に私ど

もに説明なぜできなかったかというこの点まずお

聞きしたいと思います。 
坂本孝一郎農林課長 議長、坂本孝一郎。 
清水清秋議長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 まず、プラントの建設費がど

のくらいかかるのかということでありますが、当

初昨年前半実施設計にかかる以前につきましては

概算をはじき出して、我々としては大体３億ぐら

いというふうに見込んでおりました。その後実際

詳しくあそこら辺の周辺の地形、あるいは土質、

そういったことを調べてみたところ、土質に非常

にもろい地層が入っているということで、これは

実際十数メーターボーリングしてみないとわかん

ないことなんですけども、実際ボーリングしてみ

ました。十数メーター、20メーターぐらい掘り下

げましたけども、当初予想しなかったもろい土質

が入っているということで、強度を補強する必要

があると。じゃ、どういった工法で補強すればい

いのかという専門的な検討がずっと一定程度の時

間がかかりました。くいを打ち込むとか、それか

ら全面的に土を入れかえるとか、それからコンク

リートを流して補強しながら建物を建てるとか、

そういった工法の検討を 終的に経費の比較とか、

それから工期の設定とか、そういったことを出す

のに約半年近くいろいろな面から検討しました。

その結果、当初我々が考えていたよりも正確には

4,000万ほどかかりましたと。 
  それから、排水の面、鮭川の同じような養豚場

から出る堆肥施設を建設する際に、下流域の住民

といろいろそういった環境をめぐる問題として話

題になりました。我々としても環境調査、基本調

査とか、それから実際のいろんな面から検討を加

えた結果、より環境に配慮した工法を導入すると

いうことで、これもまた当初考えていたよりもよ

り安全な工法を導入を検討したと。そういった方

面で相当時間がかかってしまったと。あるいは、

工法を決定するのにいろんな専門家からとか、い

ろいろコンサルの皆さんから知恵を出していただ

いて、 終的に市として決定するまでには相当時

間かかったということで、工法の検討に相当時間

をとられて、その概算をなかなか皆様方に伝えら

れなかったというような理由がございます。そう

いったことで、なかなか額が押さえ切れないで、

恐らく説明会行ってもそこら辺について触れるこ

とができなかったということがございます。 
  それから、皆様方にそういったお知らせが 後

の 後までできなかったということについては、

これをもっと精査して圧縮できないのかというこ

とを 後までいろいろ議論重ねた結果、 後の

後までちょっとそこら辺の詰めについては流動的

な面があってお伝えできなかったということもご

ざいます。そういった意味でなかなか我々の意図



した内容を適切に正確にお示しすることがなかな

か遅れてしまったということであります。 
  以上であります。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
清水清秋議長 小嶋冨弥君。 
９ 番（小嶋冨弥議員） やはり情報開示ですから、

やはり情報を流してお知らせいただいて、我々議

会も目的は同じなんです、執行部と。市民がよく

なる、新庄市がよくなればいいという観念で私た

ちもこういう場面に立たせてもらって議論をして

いるわけですので、やはり情報の透明化、開示と

いうものは、やはりいつのときにおいても両輪の

ごとくという標榜している限りはしてもらいたい

なと思います。 
  次に、政治不信を払拭するためには市民にお知

らせするというような市長、今お答えありました

けど、具体的にはどういうふうにして地域の方々

にあれする。例えばやはり私は、開催して説明会

したところの方にやはり出向いていって説明する

べきだと私は思うんです。事業を進めるときはな

かなかこれは勢いでやりますけども、いろんな仕

事でも商売でも今戦争という言葉が適当ではない

かもしれないけど、戦の場合にも進めより撤退の

場合が、これ今回延期ですから、撤退という言葉

じゃありませんけども、一時凍結なりそうすると

きは、市長はまた再開すると、実証実験をやりな

がら再開する時期を待っているというようなこと

を踏まえれば、実現のときやはりんだが、んだが、

わかったというようなことをつくっていく必要は、

これ政治とともに市民の理解を得ることの第一前

提と思うんです。そういったことでの説明に入る

フォローはいかがいたします。具体的にまだ案が

ありませんか。 
田口五郎環境課長 議長、田口五郎。 
清水清秋議長 環境課長田口五郎君。 
田口五郎環境課長 事業実施についての説明会なん

ですが、大体事業の目的や概要をお示しするとと

もに、実際の実施に当たりましていろいろ問題点

等に対して地域の方々から出た意見を取り入れた

いという目的で説明会を開催させていただいたと

ころでございます。 
  今回の延期につきましてもどのような方法で市

民の方にお示しするかということも検討したんで

すが、大体説明会で一番時間設定の多かった時間

帯が大体７時ごろでございます。特に環境課の方

から区長さんとか衛生組合長さんにお願いしたの

は、実際に各御家庭の中で一番生ごみを処理して

いる立場の方で御参加いただきたいということで、

結果的には非常に女性の参加者が多かったと。今

回の延期についての説明を考えた場合に大体また

町内に設定をお願いするということになれば、ま

た同じような時間帯なのかなというふうに想定し

てございます。午後７時という時間帯は勤めから

帰られて、慌ただしく夕飯の支度をして家族に御

飯を食べさせて、後片づけを終わって一番家庭の

中でもくつろぎの時間帯ではないかというふうに

思っております。したがいまして、そういった今

回延期にせざるを得なかった理由を説明するだけ

のためにそういった御家庭、御家族にとって一番

貴重な時間お集まりいただいた場合に本当に迷惑

にならないのかなと。事業実施の場合ですと具体

的にいろんな御意見いただいて、よりよい方向で

したいということで無理してお願いしたんですが、

延期についての御説明につきましては環境課の方

から地域の方にお願いして設定していただくとい

う考えは今のところございません。ただ、地域の

方からぜひ今回の延期について説明しなさいとい

うことであれば、環境課はいつでも参ります。 
  主に延期の説明なんですが、市報等をまず活用

させてもらいまして、それと同時に衛生組合長さ

ん、あるいは区長さん等の集まりの席上でまず詳

細な説明をさせていただいた上で、何とか地域に

おろしていただくと。その上で各地域において必

要だということであれば、先ほど申し上げました

ように環境課ではいつでも説明にお伺いするつも

りでおります。 



  以上です。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
清水清秋議長 小嶋冨弥君。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 私行くべきと思います｡

やっぱり市民に理解を得ることが次のステップに

私はつながると思います。来いと言うから行くと

いうよりも、行きますよというような姿勢がやは

り私は求められると。これから、恐らくどこの町

内会でも総会。そのあたりに日程いかがですかと、

行きますよというぐらいの、やはり出前講座みた

いな感じで入っていくべきです。そうしないと、

やっぱり市長が言っている協業とか協働というの

はなかなか芽生えてこないと思います。それはそ

ういうお考えでいくんでしょうけども、私はそう

すべきだと思います。 
  あと、市長の方から私に延期か再開すべきかと

いう問いあったんですけども、この場合延期は私

はよかったと思います。延期して、やはり財政再

建の方に持っていくべきが筋でした。私のとこに

も電話で御不審の方から何件かから問い合わせあ

りました。新庄市の財政を勘案しながら、このま

まプラントつくっていいなが、やめた方いいんね

がというような声が私のところに来ました。私も

そうですと言いました。この場合は政治的判断は

私は賛成です。延期するのに賛成です。ただ、や

ると言って途中でやめた、そのやる見通しの甘さ

なりそういったものに対しては市民はいささかや

はり不満というか、不信というものは必ず芽生え

ているんではないかなといって、それを払拭する

ためにもやはり出ていってしかじかこうでしたよ、

次はやりますので、この次はというような、そう

いった姿勢をやはり私はそのためにもつくっても

らいたいなと思っているわけでございます。 
  あと、前回の12月で質問して財政問題で施政方

針とか予算規模聞いたとき、市長は公債費の負担

適正化計画については来年２月、県へ正式な提出

をしますけども、その以後ホームページに掲載し

ますというようなお答えいただきましたけども、

県の方にはこの計画はもうお出しになったんでし

ょうし、大体かいつまんだ内容をお聞きしたいと

思いますし、けさ新庄市のホームページ見ました

けども、私の見るところではこの計画は載ってい

ません。その件についてお答えいただければと。 
小笠原謙一政策経営課長 議長、小笠原謙一。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 予定としては今週に参る

予定でございます。秋に示させていただきました

公債費負担適正化計画の内容をそのままヒアリン

グを受けたいというふうに考えております。 
  なお、ヒアリングでございますから、その場で

了としていただければそれでよろしいんですが、

内容等々にまた手直し等があればまた新たにその

点については再提出と。しかしながら、これでい

くんでないかというふうな我々としては考えてい

るところです。それが決定次第議員言われるよう

に開示をしていきたい、そのように考えます。 
  以上です。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
清水清秋議長 小嶋冨弥君。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 時間も迫りました。 
  給食問題も伺いました。未納が0.25だというよ

うなことで、山形県は0.5ですので、非常に新庄市

の場合は余りそういった未納は出ていないという

ように判断いたしました。大変いろいろ親の意識

の問題が取り上げられていますけども、そういっ

たことに子供がやはり健全に育つように、健全な

給食の方向付けをしてもらいたいと思います。終

わります。 
清水清秋議長 ただいまから２時まで休憩いたしま

す。 
 
     午後 １時４９分 休憩 
     午後 ２時００分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 



 
     金 利寛議員の質問 
 
 
清水清秋議長 次に、金 利寛君。 
   （２４番金 利寛議員登壇）（拍手） 
２４番（金 利寛議員） 平成19年３月定例議会一

般質問を新風21の一員としてさせていただきます。 
  春、３月は別れと出会い、本当に慌ただしい月

であろうと思いますが、別の角度からすれば来年

度の予算編成も含め、国でもそれぞれ各省庁でま

た新たな方針、施策を打ち出し、来年度の仕込み

の時期であろうというふうに思います。当市も来

年度予算を財政上大変な中やりくりを行いながら、

次々と飛び込んでくる難問、課題をそれと格闘し

ながら来年度への方向性を取り決めするところだ

と思っています。しかし、ここで見落としていけ

ない方向性もあるのでないかというふうに思いま

す。それは、国でも大変な中、いろいろな角度か

ら地方への各分野に応援するプログラムを用意し

て、何とか地方も頑張って地域格差をなくしてい

ただきたいとの思いからかわかりませんが、地方

応援プログラムを実践されようとしております。

忙しい時期だけに国の動向など眼中に入れること

などできないときだというふうには思いますが、

この仕込みの時期に目先のみにとらわれ過ぎてい

ると、将来展望をにらみつつどう自分自身の自治

体に元気をつけようとしているその自治体とはお

のずから差が生じてくるのではないかと。国は何

を考えて、なぜいろんなそういうふうな施策を展

開してくるのかとそのとらえ方、当市にどういう

ふうにその展開をとらえることができるのかとの

グローバルな観点のとらえ方がないと、それこそ

じわりじわりと地方自治体間の格差が生じてしま

うのではないかと心配でなりません。どうか当市

が財政的にも今一番大変な時期であることは十分

承知の上で、それであるがゆえに何も事業を起こ

さないで時の過ぎるのを待つ。財政上の起債の償

還ピークが過ぎるのを待つというだけではなくて、

それだけではだめなのではないか。市の職員は市

民の公僕であるとすれば、何をすれば市民が頑張

れるのか、どうすればやる気と活気ができるのか、

そこまでは考えるのですが、じゃ何の事業でも行

えば市の税金を必ず導入しなければいけないとい

う変な偏見のみにとらわれて、すべてに目を閉ざ

して今のことのみ時を過ごそうという感が強いの

ではないでしょうか。これではまた他市との、や

る気のある自治体との格差が出てきてしまうので

はないかと懸念しています。そこで、今この現状

を早く脱却していただきたいというふうに望みな

がら、提案も含めて元気あるまちづくりをお願い

したいことも含めて質問をさせていただきます。 
  まず、髙山議員も触れられておりましたが、重

複するところは省いて、先ほど市長が話をされて

いただいた発言はその上に立って議論を詰めてい

ただければ幸いだというふうに思いますが、まず

総務省が魅力ある地方の創出に向けての地方独自

のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地

方自治体に対して地方交付税などの支援措置と、

そして自治体が取り組むプロジェクトの経費につ

いては支援、単年度で3,000万円を支援されて、頑

張って独自の特徴のある自治体、市にしていただ

きたいとの提案を総務省が示しています。まず、

この制度を御存じだとは思いますが、どうなのか

をお伺いをしたいというふうに思います。 
  それと、なぜ今国はこのような施策を出してき

ているのか。国の方向性もどういうふうに認識を

されているのかをお伺いをしたいというふうに思

います。 
  時代は少しずつ変わってきていまして、本格的

に自治体間、地域間の競争の時代に突入してきて

いると思えてなりません。要はやる気のある自治

体と出おくれる自治体とは、おのずからすべての

面で格差が生じてくる時代に入ったのではないか

というふうに思っているのであります。この認識

はどうでありましょうか。当市はどう考えている



のかお伺いします。 
  もう既に岩手県宮古市の市長は手を挙げられて

いるようでありまして、壇上からは省略しますが、

後でこういうふうに頑張っているということを示

したいというふうに思います。 
  それで、頑張る地方応援プログラムに関する施

策は、当市でもよく知ってられることとして話を

進めさせていただきますが、プロジェクトの分野

別には10項目がありまして、新庄市のあらゆる課

に関係しているプロジェクトであります。当市の

商工観光に関係する項目でお伺いしたいというふ

うに思いますが、なぜかといいますと頑張り、元

気の出るまちづくりは、物流、人口交流に大きな

要因があるからであります。また、当市の人口増

が早急には望めない今、いかに交流人口を多くし

て各イベントを 大限に利用して、当市に何なり

の利害をもたらしていただきたいと望むからであ

ります。 
  観光振興、交流とまち中再生では、都市と農山

漁村の共生、対流、地産地消、食育の推進、外国

人観光客の誘致などにより地域の活性化や交流に

取り組む自治体を支援するというふうにあります。

想定される事業としては、グリーンツーリズム、

そして郷土料理体験セミナー、教育ファーム、そ

の開催、食や伝統芸能等を生かした観光ルートの

設置、観光情報の発信、また外国人観光客に向け

た通訳ガイド等々、またまち中再生プロジェクト

では、まちづくりと一体となった中心市街地の活

性化、高齢者や子供を含めた多くの人にとって暮

らし易い賑わいのあふれるまちづくりに取り組む

自治体を支援をするというふうにありまして、想

定される事業としましては中心市街地における空

き店舗を活用したコミュニティーや賑わいの場の

整備、またコミュニティーバスの運行などによる

公共交通の再生、交通弱者の救助、またまちづく

りファンドによる地域の担い手の支援等々などが

挙げられておりました。知恵と工夫とやる気と市

民協働等で、市財政負担なくして中心市街地の活

性化の一翼を担える事業なのであります。今まで

決してやっていなかったというわけなのではあり

ません。いろいろやってこられて今のこの現状が

あるのでありましょうけれども、さらなる工夫と

知恵とで交付金の措置も鑑み、支援金等を 大限

に活用して、さらに活気の出る取り組みは考えら

れないものなのでしょうかという点でお伺いした

いというふうに思います。 
  次に、議員は何をなし得るかについてお伺いし

たいというふうに思います。御承知のように今新

庄市は財政再建真っただ中でありまして、ありと

あらゆるところで行政側も議員側にも心の奥底に

は閉塞感があり、何とかしようとすれば必ず財政

負担が伴うと考え、何をするにしてもちゅうちょ

と不安を感じ、ためらいがあり、それがまた新た

に閉塞感を増大させているという感が否めません。 
  一方で、市民協働とうたいながら与えられた事

業を遂行しようとするときに、議員も市民より負

託をいただいている市民の代表でありますので、

市の財政再建に努力しながら再生しようとするそ

の道筋をともに進んでいく責務もあるはずであり

ます。 
  私ごとで大変恐縮なのでありますが、昨年６月

には環境省で環境副大臣に大臣室でバイオエタノ

ールの普及と循環型社会構築のための国庫補助金

を獲得するべく、八鍬助役と大友教授とも要望書

を持って提出してまいりました。それは、市のた

めにと要請してまいりました。環境福祉都市にふ

さわしく、国庫補助金で何とか軌道に乗っていた

だきたいとの思いからであります。 
  また、泉田地区のＡＤＳＬというパソコンの通

信速度を速める工事をＮＴＴの山形支店長に市長

とともに商工観光課長と要望書等を手渡してまい

りました。それは、即座にＮＴＴよりＡＤＳＬの

工事を実現させていただくことができました。当

地区が通信網の整備から遅れをとっては困るとい

うその観点からであります。 
  また、少し古い話になりますが、新幹線延伸の



実現が決まってからＪＲの新庄の駅長より温泉新

幹線のポスターをいただいて、新宿のど真ん中の

駅の中にそのポスターを張らさせていただきまし

た。それは、新幹線の波及効果で何とか当市も潤

っていただきたいという思いからであります。 
  また、新幹線延伸のポスターは早稲田通りの商

店街にも、その商店街の会長というのは今実戦派

の方でありまして、今は小泉チルドレンで衆議院

議員になっているようでありますが、彼にも頼み

込んで新庄市の商工会議所でも呼んで講演もして

もらいましたし、環境シンポジウムで全国で民放

もＮＨＫもニュースを除いてはすべて環境問題一

色の番組編成があったときでありますが、そのと

きに早稲田通り商店街の取り組みの番組が１時間

流されたのでありますが、そのときそのバックに

新庄市の文字がくっきりと映し出されるように新

幹線延伸のポスターを何枚も張らさせていただい

た記憶もあります。これも何とか新庄市をアピー

ルしていただきたい、そういうふうな思いからで

あります。 
  また、私たち新風21の３人の議員は、新庄の駅

長が会長をしているＳＬ庫に所属をしておりまし

て、年に五、六回ありますが、いろんなイベント

にスタッフとして参加してボランティアを行って

おります。新幹線延伸後の新幹線を中心とした交

流人口が少しでも多くなって、物流が大きくなれ

ば、その分当市に好影響をもたらすのではないか

との思いからであります。 
  私のことばかり言ったようでありますが、議員

の方々も新庄丸の一員であります。苦しいときに

こそ行政側と一体となって再生への確かな道のり

と協働をしていきたいという思いは誰の議員でも

持っていると思えてなりません。市長が平成19年

度の施政方針の中に夢と希望を失うことなく創造

と勇気を持って物事に対していきたいと決意され

ているとおり、議員の方々にも節制と自粛のみで

はなく、創造と勇気が持てる何らかの指標をお願

いしてもいいのではないかというふうに思います

が、どう考えられていますかお伺いをしたいとい

うふうに思います。 
  後に、生活保護の世帯の申請のあり方につい

てお伺いをしたいというふうに思います。 近い

ろいろ座談会やっておりますと、誰々さんに頼む

とすぐ生活保護を申請してくれるそうだというう

わさをよく耳にします。そもそも生活保護とは思

いがけない事故や病気、精神の障害等いろんな事

情によって本当に生活に困っている方、 低限度

の生活を保護することで困った状態から抜け出し

て、一日も早く生活保護を受けずに自分の力で生

活ができるように支援するのが国の制度なのであ

ります。また、この制度は各自がその努力に応じ

て収入を得るためにあらゆる努力をして、その結

果においてもなお 低限度の生活を営むことがで

きない場合に初めて適用されるものです。そして、

これは国が４分の３で新庄市が４分の１の扶助制

度で成り立っています。新庄市も４分の１の扶助

費は市の税金で賄われます。安易に困っているか

らといって、簡単に権利として生活保護を受ける

ということができるといったものではありません。

一日も早く生活保護を受けずに自分の力で生活が

できるように支援する人間力回復までの支援措置

なのであります。それが安易に誰々さんに頼むと

生活保護がすぐできる、それではおかしな話であ

ります。新庄市の税金をもその扶助費に入るわけ

ですから、自分自身の人間力回復までの期間の生

活保護費であるのであれば、権利ゆえに安易に困

れば誰でもがもらえる制度ではないはずでありま

す。このところをはっきりとさせていただきたい

と大変な中で生活保護をいただかないで頑張って

いる方々に対しては申し訳ないと思いませんか。

税のそれこそ不平等になりかねない事象だけに、

御見解をお伺いしたいというふうに思います。 
  後に、今期３月定例議会で御勇退される課長

さん方に対しまして心からお礼を申し上げながら、

壇上よりの質問を終わらせていただきます。御清

聴ありがとうございました。（拍手） 



髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 第１点目は、今これは全国の地方、

特にどちらかというと規模の小さい都市皆共通の

悩みだと思いますが、財政問題、行財政改革等々

に取り組んでおります。この御質問の中にありま

す頑張る地方応援プログラム、やはり国としても

これら今非常に困っている、あるいは努力を重ね

ている地方に対して何とか応援していこうと、こ

ういうプログラムを組んで総務省が案として提案

されたというふうに思います。今どんな自治体で

もこの御時世で頑張らない自治体はないと思いま

すが、その中でもやはり知恵と工夫をしながら、

そして行動力を持ってこの物事に対すること、こ

れを国の方で認めた場合はそれについての応援を

していこうというふうなことだというふうに思い

ます。当然自治体間の競争も激しくなります。今

までもそうでしたけども、これからなお一層激し

くなるというふうに思います。負けたと言うと変

なんですが、そういう場合に遅れをとった自治体

も出てくると。じゃ、そういうふうな自治体はど

うなのかと、同じ国民の中でやはり優劣をつけて、

そのまんま頑張っているところだけに応援してい

いのかという多少そういうふうな疑問は残ります

が、それはそれでその地域間の事情を十分に考慮

しながらまた応援していくというふうなことです

ので、この応援プログラムについてはやはりぜひ

乗っていくべきだというふうに思います。 
  分野については金議員から紹介ありましたけど

も、10項目ほど挙げられております。この10項目

を見ますと新庄市でもほとんど該当するといいま

すか、今までやってきたこと、あるいはやろうと

していること、それらのことが列挙されておりま

す。地域の経営改革、これはやっぱり財政改善計

画等々も含めて手がけておりますし、また地場産

品の発掘、これは午前中の平向さんにもお答えい

たしましたが、ブランド化、これなんかも新庄と

して今一生懸命手がけております。少子化対策、

これは言うまでもないことでありますし、企業立

地促進、定住促進、そしてまた特に例を挙げて説

明されました観光振興、交流、まち中再生、これ

についても新庄市としても今までいろんな形で手

がけてきたところであります。こういうふうなこ

と、これもやはり採択される場合にはこれの成果

指標、これも計画の中で示していくというふうな

ことになります。成果指標というのが二、三例を

挙げますと農業の産出額、製造品の出荷額、ある

いは出生率、転入者の人口、あるいは若年者の就

業率とか、そういうふうな指標、これが９つやは

り示されております。それの成果を上げることに

よって、国としてそれを認めて、そして応援して

いくというふうなことで、この辺のところが自治

体によってはもう一つ異論がある、議論の中でや

っぱり異論が出ているところで、小さいとこが果

たしてこういうふうな成果指標、成果目標を達成

できるかというふうなところの不安があるわけで

あります。だから、その辺の不安を消すために地

域事情も勘案して国としてもやっていくというふ

うなことでございますので、これにはやはり乗れ

るところは十分に乗っていった方が当然いいと思

います。単年度で約3,000万ぐらいの応援がいただ

けるというふうなことでございますので、頑張り

の成果が交付税の算定に反映されるというふうな

ことであります。 
  この中でも特に金議員は観光振興、またまち中

再生について特にお話がございました。いろんな

観光振興についても新幹線がこちらの方に延伸に

なって以来、いろんな新庄市だけではなくて、

上全体を１つのキャンパスとして見て、新庄を含

めていろんなメニューを考えながら、そしてお客

さんを誘導してやると。例えば巨木ツアーなんか

もかなりの人気ございますし、また今駅長さんが

大変頑張っていらして、駅長お勧めの小さな旅、

これもかなりの人気で多いときはもう60人、70人

の団体が参加してくれるというふうなこともあり



ます。また、ボランティア協会、これもボランテ

ィアの人たちがいまして、そしてお客さんをそれ

ぞれ案内していろんなとこ案内してくれるという

ふうなことで、観光振興、また交流プロジェクト

についてもかなり取り組んでおります。この辺の

ところも認めていただけるんではないかなという

ふうなこともあります。 
  また、まち中再生プロジェクトについても空き

店舗、これはＴＣＭを中心として空き店舗の活用

等々についても今まで長い間取り組んでまいりま

した。また、考え方としては前にも申し上げたん

ですが、やはりこれからはコンパクトシティーと

いって、まちの中に商店街のみならずいろんな２

次産業、３次産業も誘致して、そこで人の賑わい

を醸し出す。そして、当然人が住む、今どちらか

というとまち中から人が出ていって、周辺の方に

住む方が多い。これを逆に何とかまちの中で誘導

できないかというふうなこと。やっぱり人が住ま

ないとどうしてもそこに賑わいが生まれないとい

うふうなことで、こういうふうな再生プロジェク

ト等についても合致するんではないかなというふ

うにも思っております。 
  企業立地もそうです。定住促進、これもいろん

な要素があるわけでありますが、住環境の整備、

雇用の場の選択肢をどれだけふやすかというふう

なこと、こういうことも含めてこういうふうなメ

ニューを今までより一層深めて、そして計画する

というふうなこと。そして、これ市だけではなか

なかできない。行政だけではなかなかできない。

やはり多くの市民の方々、いろんな団体の方々と

いろんな点で協議をし、相談して一緒になってや

っていくことによってより効果が生まれる。より

評価が高くなるというふうに思いますので、この

辺のところもぜひ頑張っていっていきたいなとい

うふうに思っております。 
  それから、第２点目のことでありますが、私の

方から議員の皆様方に議員活動についてどうこう

申し上げるというふうなことでは、立場ではない

かというふうに思います。やはり議員の皆さん方

もそれぞれ市民の方々から負託を受けられて、議

員としての活動やっていくというふうなことであ

ります。ただ、時々おしかりも受けますが、執行

部と議員はこれは当然両輪であります。時々アク

セルを踏んだりブレーキをかけたりしながら、片

方の車だけちょっと回り過ぎる、あるいはこっち

がとまってブレーキがかかる。こういうことも当

然ありますが、やはり 終的には修正しながら両

輪として走っていって、初めて市政がうまくいく

んだというふうに思います。適度なやっぱり緊張

感を持つというふうなこと、これはブレーキとア

クセルの踏み分けお互いにしながらやっていくこ

とがよりよい知恵も生まれますし、よりよい方策

も生まれると。これは、当然だというふうに思い

ます。 
  一般論でしかなかなか申し上げることできない

んですが、ただ決まった、もう議会が執行部の提

案について議会も 終的にオーケーだと、じゃこ

れをやろうといった場合にはぜひ皆さん方もやっ

ていただいておりますが、一緒になって行動して

いただいて、そしてそれを事業、あるいは成果が

より高まるような活動を一緒にさせていただけれ

ばこれは大変ありがたいというふうに思います。

そこへ行くまでの議論については、これは当然の

ことだと思いますし、そこのところは我々も一生

懸命議論させていただいて、そして御納得がいく

までやはり皆さんの賛同を得られるようにしなが

ら、そして物事を決めていきたいというふうに思

います。 
  やはり我々も、我々といいますか、私も市民の

方々から負託を受けてこの場に立たさせていただ

いております。議員の方々も同じく市民の方々の

負託をいただいているわけでありますので、市民

の方がどういうつもりで負託をしたかということ

は、やはり目的、目標は同じだというふうに思い

ます。新庄市がより発展するように、市民の暮ら

し向きがよくなるように、「いい人～いい街～い



い暮らし」が実現できるように我々も負託を受け

ているわけでありますので、大いに議論をして、

ブレーキを踏むとこは踏む、アクセルを踏むとこ

は踏む、そんな形でこれからもやっていただけれ

ば大変ありがたいなというふうに思います。 
  一般論で大変恐縮ですが、議員活動にやはりそ

れぞれ個性のある皆さん方でございますので、そ

れぞれの立場でやはり立派な議員活動をされてい

るわけでありますので、ひとつよろしくお願い申

し上げたいというふうに思います。 
  それから、生活保護申請の場合やり方等につい

ては福祉事務所長の方から答えさせていただきま

すが、常に福祉事務所長の方に申しておるのはぜ

ひ公平に物事を判断して、そして対応するように、

対処するようにというふうなことを常に申してお

りますので、そのようにしているというふうに信

頼しております。やり方等については、じゃ福祉

事務所長の方からお話をさせていただきます。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
清水清秋議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 生活保護の申請のあり方と

いうことであります。市民の方が申請に来られま

すと、それなりにうちの方ではきちっとした調査

をして開始あるいは却下という手続をとっており

ます。収入調査、資産あるいは扶養義務調査とい

ったような調査をして決定するわけでございます。 
  あと、１つ考え方でございますが、生活に困っ

た方の生活保障ともう一つは議員言われた自立助

長ということでございます。いろいろな考え方、

生活保護の原則ございますが、その１つに補足性

の原理というのがございます。これにつきまして

は、先ほど金議員が言われたように生活に困って

おられる方が利用し得る資産、能力、その他あら

ゆるものを 低限度の生活の維持のために活用す

ることを要件とするという、これが前提でありま

して、あともう一つは他の法律で救えるものがあ

ったらその法律が生活保護に優先するという原則

がございます。それらを一つ一つ利用できるか、

あるいは適用できるかということを調査いたしま

して、その後開始あるいは却下という決定をして

おります。 
  もう一つ、税金といいますか、負担のお話ござ

いましたが、国が４分の３、市が４分の１と、25％

を市が負担しております。17年度におきましては

２億600万の保護費が支給されております。したが

いまして、市としては5,000万強の負担をしている

わけでございます。そういうことでございますの

で、市長が 後に申し上げました生活保護の運用

につきましては不公平感を感じさせないように適

正な運用を図ってまいりたいと、そういうふうに

考えております。 
  以上です。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） ありがとうございました。 
  まず１つ、議員はまず何をなし得るかという観

点からお伺いしたいと思いますが、議員もそれぞ

れ負託をもらっているわけでありまして、議員の

物事の考え方も360度で行政がやったことに対す

るチェックだけで、下からばっかりものを見てい

る方もいらっしゃるでしょうし、何とかしたいな

と思う方もいらっしゃるでしょう。だけど、例え

ばわらすこ広場、今回も何回か出ていましたけど

も、わらすこ広場にしてもあそこで存続するかし

ないかとか、議員の人方にある程度の指標がある

とすれば例えば文化会館の小ホールあたりはどう

でしょうかとか、いろんな知恵が総合的にやっぱ

り議員活動していて皆さんそれぞれ市民との接触

がいっぱい多くなるわけですから、そういうよう

なところが出ると思うのです。それは、そういう

ような部分の全体のコンセンサスというか、合意

形成も皆さんから広く聞いておいて、ここに決め

ましたというんだったら納得性があるのですが、

そういうようなところをまず聞かないで、議員は

両輪と言うけれども、まず出す場合にいろんな議

員からまた否決されるかもしれないから、指摘し



ないでおいててとまずこれ決めてから云々。これ

は、この前の入湯税が たるもんだと思うんです。

ここどうでしょうかというやつ、主要なところの

あれのとこにここ何か問題点ありますかというや

つを聞けるキャパを持って、やるとすれば、合意

形成が、ある程度指標があるとすればもっともっ

と両輪としては進むのだと思うのですが、この点

どうでしょうか。 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
髙橋榮一郎市長 議案なりなんなり提案するときは、

執行部としてある程度意思決定をしてこれ提案す

るのはこれ当然だというふうに思います。どうい

たしましょうかというふうな提案の仕方はないん

で、ただし提案する前にいろいろ議員の方々、あ

るいは市民の方々から聞いて、それぞれ意見は千

差万別のところがあります。御指摘のように180

度、360度全然反対の意見もたくさんございますん

で、これを調整するということは非常に難しい。

しかし、執行部の責任でそれをまとめて 終的に

こういうような形でやりたいんだけども、いかが

ですかと、これをぜひ審議していただきたいとい

うのが提案の仕方だというふうに思います。前段

の方が大事だということ、これも重々承知してお

ります。ただ、物事、ケースによっては一字一句

初から 後まで御相談申し上げることができな

い場合、これは具体的な例は申し上げませんが、

そういう場面もございます。確かにございます。

やはりある程度情報をとって、そしてある程度固

めてやんなきゃなんない場合もございます。これ

はケース・バイ・ケースです。 初からどういう

ふうな感じでやった方がいいかといっていろいろ

相談しながら、これは委員会でも全協でも、ある

いは市民懇談会でも同じですが、そういうふうな

形でやっていく。そして、固めて提案するという

ふうな手法をとっているつもりなんですが、なか

なか皆さん方にすべて 初からお話しできなくて、

時々おしかりを受ける場合ですが、今申し上げた

ように両輪ですんで、ぜひこれはブレーキを踏ま

れるときも当然あってしかるべき、アクセルを踏

んでいただくときも当然あってしかるべき、そん

な形でやらせていただいたところであります。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） 今市長が言われましたよ

うに、もの決める場合に 低限やっぱりある程度

予定される、予想されるいろんな部分の問題点

等々もやっぱり事前に協議していただくとより両

輪が回っていくのではないかなというふうな思い

で発言させていただきました。今後余りに行政が

やっぱりぽんとやって、これはおかしいとなって

しまって、それをこのテーブルでやってもう何時

間もかけて、結局はこうだったというのが余りに

も今までやった状態の中で、いろいろは言いませ

んけれども、大きな事業であって、そのままの状

態にもうとんざしてしまってできなくなってしま

ったというケースが余りにも多過ぎるような感が

しますので、今後そういうようなこと 低限ない

ように努力をお願いしたいなというふうに思いま

すが、それじゃ地方の応援プロジェクト、この件

についてお伺いをします。 
  これは、前にも髙山議員さんもしましたけども、

２人で共同的にいろんないいプロジェクトだよね

ということで話で、髙山さんが 初にいろんな部

分の話をしていただいた。そして、私もその部分

の中で、10項目あるうちで新庄市の今の状態の交

流人口多くなるためにはという状態のために、こ

ういうふうな事業があるんでないかというふうに

発言させていただきました。 
  市長、ちょっと誤解されているところがあるの

です。それは、９つの指標があるのですけれども、

行政改革指標も含めてごみ処理だとか。この10項

目の中で、今市長がずっと言われました。例えば

巨木ツアーだとか、新庄市のいろんな部分の交流

のためのいろんな部分のやっているその部分に対

してある程度、要するに指標全部網羅すれば、こ



こにも書かれていますようにそれが全部例えば達

成するとすれば、成果のあれに当たっては要する

に交付税の算定に反映をさせていただきますと。

指標の、例えば今まで一生懸命やった。同じだと

しても、単年度の何千万円というのは来るんです、

いろいろ計画をしていろんな出せば。まち中再生

だったらまち中再生プロジェクトでやれば出るの

です。そのかわり公表しなくちゃだめです。だけ

れども、それだってここに書かれていますように、

成果指標の算定に当たっては、条件の不利益地域

などについては地域の状況を配慮することとして

おりますということで、この９つの指標を全部網

羅しない限りはこの部分のプロジェクト、10のプ

ロジェクトあるわけですが、そのプロジェクトに

全然着手できないというわけじゃないのです。先

ほど市長がずっと言われていた状態をそれを整理

整とんして、例えば新庄市の中心商店街今活性化

なんない。いろんなクローズしているというか、

要するに倒産の日を見てシャッター通りになって

いる。そこにいろんな、だから今みたいな状態で

コミュニティー施設をする。そして、この中で、

３年間の中でこのぐらいの人口、ここに入ってく

る人方を多くしたい、この指標をちゃんと出せば、

それなりのいろんな部分が網羅されれば、それは

それで交付金が出る仕組みになっているのです。 
  これは、今私は商工観光ばっかり言いましたけ

れども、農業も同じです。プロジェクトも、それ

から環境にしても、すべて教育関係にしたって全

部ここに入っているのです。ですから、こういう

ふうな部分を、例えば市長が先ほど言われました

ように市長のスタンスがやってみろと、全部もう

国のそういうような単年度の支援金でできるのだ

からと、知恵出してやってみろと、こうトップダ

ウンしてくださればみんな喜々としてやれるのだ

ろうけれども、今市長の話ではこうあるけれども、

こういうふうな状態に９つのクリアできなかった

らばどうするべとか、こうするべで、だから結局

はそういうふうなスタンスが全部の皆さんに網羅

するから、じゃ結局やらないべやとなってくると

出おくれるのです。 
  先ほども言いましたように、もう本当に一生懸

命頑張ってやる自治体と、まずいろいろあるけれ

ども、そんなことはないよと言ってやらない自治

体とでは、おのずから自治体間の競争が今始まっ

ているのです。この点についてはどうなんだか、

先ほど髙山議員の方にも市長が答えられていまし

た。交付税の意味合いが違うでしょうと、２％の

300億のいろんな云々は。だけども、そういうふう

にして地域に活性化させたいという総務省の思惑

もあるのです。それから、市長の言われた要する

に合併を上手にそこにもくろんでいるのではない

か、それも確かにあるでしょう。だけども、それ

に手を挙げて動いたらば3,000万の単年度３年間、

9,000万です。成果に乗じて、それまたプラスアル

ファ、交付金にも算定されるんです。こんなすご

いプロジェクトを今の言われたスタンスだと、あ

あ、新庄またやらないでしょうねと、こういうふ

うないいプロジェクト出たのにねと提案をさせて

いただいているのですけれども、今のスタンスだ

と動かないでしょうねというのが、もうこれ一般

質問です。みんな喜々として何とかしてもらいた

いという思いがあるんで、言わせていただいてい

るのですけれども、この点どうでしょうか。 
  商工観光課長だと思いますけれども、まち中再

生と地域振興のこの二点について私は言いました。

コミュニティーバスなんか３年間あれですよ。い

ろんな部分の施設を有利にもう3,000万無料で、い

ろんなのを運行できるようなシステムなんです。

それで、何人乗ったかさえちゃんときちんと、こ

のぐらいの人数を乗せるよという指標をちゃんと

書ければ。こんないいプロジェクトをどういうふ

うにとらえているのかお伺いしたい。 
羽賀千尋商工観光課長 議長、羽賀千尋。 
清水清秋議長 商工観光課長羽賀千尋君。  
羽賀千尋商工観光課長 頑張る地方応援プログラム

についていろいろ御指摘あったわけでございます。



いずれにしても地方が元気になる施策を国で今い

ろいろ考えているわけでございます。それで、今

金議員は総務省の件についていろいろあったわけ

でございます。その中で10の事業のうち、まずや

れない事業がないというようなことで、大変メニ

ューが広うございます。それで、私たちが今一番

苦慮しているといいますか、件はやっぱり雇用対

策、いわゆる定住促進、あとはまち中再生と観光

交流でいかに交流人口拡大するかというようなこ

とでございます。 
  その中で、じゃすぐやれという金議員の御指摘

でございますけれども、もうやっているやつもあ

るわけです。ただ、こういう補助事業があるから、

計画書をつくるということでは基本的にはないは

ずでございまして、実際新庄市がどういう方向に

向かっていくという各計画は持っているわけでご

ざいます。その中で、じゃどういう補助メニュー、

あるいはどういうものが一番新庄市にとって得な

のかということだと思います。それで、１つ企業

誘致の例を例えれば、経済産業省では地域産業活

性化法というやつはもうつくってございます。こ

れは、事業者の設備投資に関する資金面での支援

とか地域を担う人材育成、こういうものも国でつ

くっておりまして、これについては私どもで現在

手を挙げるべき準備をしています。これも実際の

まちづくり応援プロジェクトにもリンクされる事

業でございます。そういう中でいろんなものをア

ンテナを広く張りましていろんな中身、何が一番

いいのかということでいろいろ調査研究している

とこでございます。 
  それから、観光につきましても今何でもいろん

な観光分野、特に地場産品の開発等も観光振興に

きますので、今いろいろガイド協議会、あるいは

観光協会と交流拡大より一層促進するには何がい

いかというようなことをいろいろ現在詰めている

ところでございます。 
  あと、まち中再生、これについても商店街の振

興ということで現在「まちづくり三法」、これが

ございます。それで、御存じだと思いますけれど

も、中心市街地の活性化の認定受けたのが第１号

が青森と富山でございます。これは、人口規模が

違うかもしれませんけども、富山は路面電車、車

に頼るんじゃなくて路面電車とか、あと集合住宅

をまちの中へ持ってこようということでございま

す。あと、青森が介護保険とかとねぶた会館です

か、通年見れる。そんなことで現在中心市街地活

性化法の認定でやろうとしているわけでございま

す。それで、新庄市も何とかこの活性化法で認定

とれるか、いろいろ商店街の方とかいろんなこと

で議論していますので、この中でやはり新庄市に

とって何が一番いいのか、この事業やるにはこの

制度が一番いいのかを研究しながら前に進んでい

きたいというふうには考えてございます。 
  以上です。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） 岩手県宮古の市長はこう

いうふうに言っていました。これ担当者から直接

電話入れて聞きましたんですが、今担当者間で具

体的な交付金の算定を、新たに交付金をどういう

ふうに生まれるのかを措置をしていただくために

はとの調査中で、頑張る地方応援プログラムに関

する連絡先に対していろんなやりとりをやってい

ると。じゃ、具体的に新庄市はやりとりやってみ

たんでしょうかというとこが問題だと私は思うの

です。本当にやる気あるとすればですよ。今商工

観光課長が言われたようにやっている事業は今や

っているんです。このやっている事業にもプラス

交付金が3,000万ついて、支援する状態がついて、

それをもう少し人口が多くなる状態に今やってい

る事業に対してもっとプラス膨らみがあって、交

付金でなくてあれでやるんです。だから、そうい

うようなところが、今の話をお伺いしていると青

森はどうであって、これはこうであってはってい

い。新庄市をどうするのかと。コミュニティーバ

スだって3,000万のいろんな云々、9,000万もらっ



てみて、こういうふうな状態にすればできるのか

という状態だってできるのです。できないと思っ

ているのでしょう。今もう政策経営課長なんか首

ひねっていたけども。これは聞いてみましたか、

広報に。聞いてみる、そういうようなもう一歩早

く手を打って、だめだな、これはという状態は。

広報室だって何とか頑張る地方にという意味なの

ですから。私は直接に聞いてみたのです、岩手の

宮古の市長の担当者に。やろうしているんです。

どうですか、そこいらのとこ。今の商工観光課長

言われているやっぱり交流、だって新庄人口これ

から減でしょう。交流人口多くしたいといって、

いろんな施策を展開したんでしょう。展開したけ

ども、まだそんなに定着していないでしょう。そ

れに3,000万のいろんな云々したら、もっと来れる

ような状態をもっともっと英知を出せばできるで

しょう。それもらえるかどうかも担当者に聞いて

みていないでしょう。そうすると、今までやった

とおりしかやれないんじゃないですか。もう少し

やれるようなことを考えてみることが、聞いてみ

て当たり前で、もっともっと知恵を出し合ってと

何回も私言っているように。言ってみて当たり前、

何とかしたいという思いから言っているんです。

それ聞いてみもしないでこうでした、ああでした

だったらおかしいでしょうと思うんですけども、

ここいらの見解をお伺いしたいというふうに思い

ます。商工観光課長も 後ですから、張り切って

後にいいことを残していってもらいたい、お二

人も。 
羽賀千尋商工観光課長 議長、羽賀千尋。 
清水清秋議長 商工観光課長羽賀千尋君。  
羽賀千尋商工観光課長 後だから、答弁するわけ

ではございませんので、 後であろうとなかろう

と当然いいものはしなきゃなんないわけです。そ

の中で今いろいろ担当者は、ただ私ちょっと言っ

たのは単品、たった１つのものでは難しいわけで

す。それで、観光でもいろんなものをリンクさせ

ながらこういう事業を、プロジェクトを立ち上げ

ますよと。そういうことで担当の方からもいろい

ろ聞かせています。その中で何とか前に進みたい

というようなことでございます。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） 頑張れということですか

ら、政策経課長、見解をお伺いしたい。 
小笠原謙一政策経営課長 議長、小笠原謙一。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 ただいま金議員の方から

さまざまいただいているんですが、要は3,000万を
例えばいただく方法。歳出が3,000万で歳入も
3,000万、イコール交付金というふうな形がとれる
か否か、あるいは500万を使って500万が交付金で
入ってくるか否かというふうなことそのものをや
っぱり総体的な１つの事業を展開しながら、その
辺あたりは検討していかなければというふうに考
えているところです。 

  以上です。 
２４番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
清水清秋議長 金 利寛君。 
２４番（金 利寛議員） ぜひ知恵を出し合って、

今国がそういうふうな施策を展開しようとしてい

るわけですから、それを大いに活用して活気ある

夢のある新庄市つくってもらいたいという思いを

込めて終わります。 
 
 
     散      会 
 
 
清水清秋議長 以上で本日の日程を終了いたしまし

たので、散会いたします。 
  明日６日午前10時より本会議を開きますので、

御参集を願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さまでし

た。 
 



     午後 ２時５０分 散会 
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     開      議 
 
 
清水清秋議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は23名ですが、欠席通告者はありません。

なお、中川正和君より少し遅れるとの連絡があり

ました。 
  それでは、これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第３号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
清水清秋議長 日程第１一般質問。 
  これより２日目の一般質問を行います。本日の

質問者は３名であります。 
 
 
     今田雄三議員の質問 
 
 
清水清秋議長 それでは 初に、今田雄三君。 
   （２２番今田雄三議員登壇）（拍手） 
２２番（今田雄三議員） おはようございます。新

風21の一人として、３月議会一般質問を行います。 
  沼田小学校が図書室改革事業の指定を受け、本

のデータベース化することにより、06年度２月中

旬で１人当たり平均貸し出し数が44冊と例年の２

倍になりました。利用状況から児童の好む本がわ

かり、新たな本の購入にも役立つと言います。ま

た、図書整備委員を配置したことにより、環境が

和らぎ、児童の表現力や集中力がついてきたと報

道されていました。多くの成果を得ることができ

ましたが、３年の指定事業のため、もとのもくあ

みにならないように願うのは私だけでしょうか。 
  それでは、通告に従いまして質問を行います。

初めに、行財政改革についてお尋ねします。 
  １つ目に、新型交付税が具体化されようとして

います。地方六団体からは、地方側が配分調整に

参加する地方共有税の創設を求める意見書を内閣

や国会に提出しています。新型地方交付税を試算

した和歌山県で見ますと、05年度地方交付税額の

３分の１に当たる７兆2,000億円に新型交付税制

度が導入され、８割を人口、２割を面積に応じて

配分したケースを想定した場合東京都は不交付団

体と仮定していますが、その結果05年度の実績に

比べ、増えたのは16都道府県で、北海道が1,687

億円と 大で神奈川県は840億円、埼玉県は517億

円となりました。減少したのは長崎県の他、沖縄

県271億円、島根県は261億円などで、100億円以上

の減少は21府県に上がったと言われます。山形県

は83億円の減少と試算されています。人口と面積

の配分率をそれぞれ５割にした場合の試算結果で

は、大阪府や愛知県など都市圏を含め、31府県が

減少となり、北海道の他面積の広い東北６県など

が増額となり、山形県は236億円の増となりました。

比率の割合によって自治体間の配分に隔たりが出

るとして、現行の地方交付税の堅持を求める自治

体が多かったとお聞きしています。現行の地方交

付税の配分は、各自治体の財政に応じてきめ細か

く算定、道路の長さなど都道府県で42、市町村で

53の基準を設定し、気候条件などを考慮して配分

しているのは周知のとおりです。私は、これまで

どおりの地方交付税でよいと思うのですが、市長

は現行堅持か新型交付税やむなしで、要望すると

すればどのような項目か、共有税を含めお聞かせ

ください。 
  ２つ目に、道州制が2015年をめどにビジョン策

定や移行について明らかにしております。国の役

割として外交、防衛、治安の維持、課税と徴収、

出入国管理などを例示しています。福祉や保健衛



生など住民生活に関わる権限は、原則として道州

と市町村に移管するとしています。 
  三位一体の構造改革も国庫補助金負担金、国か

ら地方への税源移譲、地方交付税の３つを同時に

見直すものでした。目指すところは分権の推進、

拡大にあります。補助金負担金や交付税を減らす

かわりに相当分の税財源を地方に移すことにあっ

たはずですが、相変わらず交付金だけが減額され

続けています。各自治体は、一部を除き地方交付

税、補助金なしで運営できる自治体はないのです。

国は、税源移譲などとともに使途を限定しない包

括的補助金の導入を要望すべきであったと思いま

す。 
  この経過を見ても、道州制の提案は理解するこ

とはできないのです。知事会、地方分権推進委員

会でも目的は地方分権ではなく、行政改革のため

ではと批判が相次いでいたと言われます。平成の

合併が3,231市町村から1,822と減ったことのみで

道州制導入を実行するとすれば、国民の合意は得

られないと思います。道州制は必要なのか、どう

あるべきか、市町村の役割をどう担うのか肝心な

ことなのです。議論されず調査会議論が優先して

いるように思われます。国は行財政の効率化ばか

り優先して権限や税財源の移譲などの分権が伴わ

なければ、しょせん道州は国の下請機関になると

懸念されます。 
  新庄市の19年度の予算は８年連続で前年度比マ

イナス1.1％を計上しています。市長は道州制が導

入されても再建計画に影響がないと考えますか。

また、道州制導入にどのような見解を持って意見

を反映しようとしておられるのかお聞かせくださ

い。 
  ２番目に、活気のある安全、安心なまちについ

てお尋ねします。１つ目に、安全対策についてお

聞きします。現在水道老朽管の交換が進められて

います。管の水漏れや破損で市民に迷惑を余儀な

くされた経過もあり、交換工事が進んでいます。

北海道や京都等で水道、下水道管等が古くなり、

交通量に耐えられなくなり突然陥没する。また、

ガス漏れが発生、死傷者がテレビを通して報じら

れています。新庄市では埋設管の老朽等により破

損することはありませんか。庁舎や学校等の耐震

など安全調査は実施していますか。その結果と対

応についてお聞かせください。 
  ２つ目に、県立新庄病院についてお聞きします。

12月議会初日に県立新庄病院の存続を要望する決

議案を全会一致で可決しました。12月25日に 上

全地域の首長と議長が県知事に要望してこられま

した。このことは、県立新庄病院は 上地域唯一

の基幹病院として地域住民の医療を担っているか

らです。今後も高度医療機能の充実や医師の確保、

定着の諸課題は、 上地域市町村による一部事務

組合に移管されても運営が困難なことは周知のと

おりです。多くの市民も不安を感じております。

３月議会で方向性が明らかになるのではと期待し

ております。その後の経過と対応や今後市民を巻

き込んだ要望行動についてお聞かせください。 
  ３つ目に、わらすこ広場についてお尋ねします。

平成12年10月に待望の屋内遊び場が設けられまし

た。雨や雪に悩まされることなく、広いスペース

を有効に活用して好評を得てきました。特にトラ

ンポリンやすべり台、ジャングルジムなどの遊具

があり、子供たちも時間のたつのも忘れ、汗だく

になっていました。当初は視察の人も多く、８万

人を超える入場がありました。現在は４万6,000

人の利用が定着してきています。市外の人は7,000

人で、主に市内を中心に 上地方の育児拠点とし

て重要な役割を果たしてきました。その後併設す

る地域子育て支援センターに保育士２人が常駐し、

悩みや子育て相談に親身に応じていました。信頼

関係が深まるばかりです。それが入居ビルの運営

会社が破産したことにより、存続か移転かその方

針を決めかねていました。利用者からは１万2,000

名の署名があり、日増しに存続の声が広まってい

ます。議会開会中に方針が明らかになるのではと

期待する声もあります。現状と今後の見通しにつ



いてお尋ねします。 
  ４つ目に、市街地活性化についてお聞きします。

これまで本町や駅前通りを中心に多くのイベント

を通し、交流と活気のあるまちづくりを行ってき

ました。そして、賑わいのあるまちづくりを目指

してきたものの、一方で閉店を余儀なくする商店

も見受けられます。市街地活性化については議員

からも多くの提言がされてきましたが、一向に効

き目がありません。市長の公約にもありましたが、

企業誘致制度を創設したまち活性化の進捗状況は

どのようになっているのかお聞かせください。 
  本来あきないは誘客があって成り立つものです。

収入が減少し、商店街の負担が多くなっているの

です。加えてアーケードが腐食して補修した場合

ますます負担が重みを増します。駅東の賑わいだ

けが気がかりになるのです。そこで提案ですが、

アーケードの補修に助成する手立てを考えられな

いか。また、税制の負担も響いているようです。

宅地評価額をもとに課税標準額を算出し、税額が

決められているとお聞きしています。税制の優遇

措置で商店を救う手立ては考えられないでしょう

か。市長の市街地活性化の特段の措置をお聞かせ

ください。 
  後に、桜回廊についてお尋ねします。今年は

暖冬の中で桜の開花が早まるのではないかと予想

されています。新庄盆地も桜の名所が点在してい

ます。これまでも名所めぐりの回廊を提言してき

ましたところ、バス運行が実現してきました。特

に巨木めぐりやもちつき体験を 後にお湯につか

り、旅の疲れをいやしているようです。そこで、

桜回廊に枝張り日本一の桜で、 上の巨木でも人

気上昇中の大森山のオクチョウジザクラを加えて

はいかがでしょうか。そのために大森山の農道に

見易い立て看板を立ててほしいのですが、市長の

御見解をお聞かせください。 
  これをもちまして壇上からの一般質問を終わり

ます。御清聴ありがとうございました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 

清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 今田議員の第１点目の質問は、新

型交付税についての質問でございました。平成５

年に和歌山県で試算した数字をもとにしての展開

でございますが、これによりますと交付税額の約

３分の１、７兆2,000億円に新型交付税が導入され

るというふうな前提の中でいろいろ試算されたわ

けでありますが、この19年度算定から導入されま

す新型交付税については、３月２日に総務省が変

動額の試算について発表されました。それにより

ますと新庄市は18年度基準財政需要額86億2,500

万に対して変動額が1,300万円、0.15％プラスとい

うふうになっております。また、県分も合算した

山形県全体では0.02％のプラス、これは３億8,800

万というふうに試算されております。山形県の各

自治体で見ますと大体30％の自治体が減額されて

いるようでありますが、減額幅もそんなにも大き

くはない。一番大きいところで鶴岡市の7,000万で

しょうか。それから、米沢が5,000万、酒田が5,000

万というふうなことで、そんなふうな試算が出て

いるようであります。 
  また、交付税の算定基準というか、指数はかな

りの数多いわけでありまして、それを何とか簡素

化していこうというふうなのが新型交付税の導入

になります。そのうち交付税総額の約10％分を新

型交付税でくくっていこうというふうなのがねら

いのようでありまして、それぞれの項目もほとん

どの算定指標は残しながら、そしてくくれる部分

だけくくってやっていると。結果的にはやはりそ

れほどでっこみへっこみがあってはならないわけ

でありますので、その辺のところには特に人口が

少ない市町村には不利だというようなお話をよく

耳にいたしますが、新型の意味合いについては今

まで増え続けてきた交付税の算定上の項目、これ

をある程度人口とか面積に集約できるものをまと

めて算定を簡素化していこうというふうなことで

あります。 



  交付税というのは御承知のとおりこれは毎年の

地財計画に左右されますが、地方が担っている事

務に対して不足する財源、これを補てんするもの

でございますので、算定の仕方が変わることによ

って交付税に著しい増減が生じるということは、

これはできない性質のものであります。ですから、

新型交付税と申しましても地方が担っている事務

に大きな変更のない場合、これについては算定結

果にも大きな変動はないというふうに思っており

ます。 
  また、19年度の交付税予算、これは対前年、18

年度で4.4％の減というふうになっておりますが、

これは基準財政収入額において法人関係税、それ

から個人住民税が増となりまして、交付額が減と

なるということでございますので、決して新型に

よっての減というふうなことではないというふう

に私も理解しておりますので、その辺のところも

ひとつ御理解いただきたいと思います。 
  また、地方共有税の話がございました。これは、

昨年６月に地方六団体から示された地方財政自立

のための７つの提言の１つであります。地方交付

税のように国から恩恵的に与えられるものではな

くて、自らの財源を他の自治体のために融通し合

うというふうなことによって、すべての自治体が

国に依存せずに住民に対して一定水準の行政サー

ビスを提供できるようにするべきであるというふ

うなことを求めておったところであります。昨年

12月の19年度の地財対策の内容には残念ながら地

方共有税については触れられておりませんでした

が、地方交付税の役割といたしましてはこれから

の自治体の財政格差、これを是正することであり、

国の関与はございますが、やはり地方共有税の役

割を担っているというふうに考えております。 
  それから、２点目は道州制についてのお話がご

ざいました。平成15年でございましたが、地方制

度調査会から導入の答申を受けまして、翌年から

本格的な検討がなされております道州制は、現在

の国、都道府県、そしてまた市町村の役割分担、

これを再構築いたしまして、時代に即した行政運

営の組織制度、これを整備しようとするものであ

りますが、その前段階の市町村合併は現在も進行

中で、御承知のとおりであります。3,000以上あっ

た市町村、昨年の10月末では1,817、約６割程度に

再編されまして、新たな自治体として今スタート

しているところであります。 
  山形県も44が35というふうなことで、その動き

としては若干鈍いかもわかりませんが、交通網の

整備の進展、あるいは情報化の推進などによりま

して日常の生活圏が非常に拡大しているというふ

うなこと、そしてまた既存の市町村の行政区域の

枠内ではおさまらない。現況を見た場合。その内

容については市民の皆さん方にも合併については

相当認識が高まってきているんではないかという

ふうに思います。 
  こういうふうな中でやっぱり次のレベルとして

道州制の課題というのは当然出てくるわけであり

ますが、これは国からの行政権限の移譲とそれに

あわせて財源の移譲、これをどのようにするのか

十分に検討されて、これはやはり国民的な議論も

なされた中でその方向性が見出されていくべきも

のというふうに考えております。道州制もさるこ

とながら、合併新法の期限、これも平成22年まで

というふうになっておりますので、市町村にとっ

てより身近な課題であります合併等についてもや

はり重要な命題の１つではないかというふうに考

えているところであります。 
  それから、安全、安心なまちづくり、その中で

地下埋設物の問題のことがございました。この地

下埋設物については、それぞれの施設管理者が法

令あるいは通知、通達によって管理しております。

水道管については、これまで進めてきました石綿

管の更新事業、これは今年度で終了いたします。

また、老朽管更新事業では耐震型の管や、あるい

は継ぎ手の布設替工事、これは引き続き行う予定

であります。下水道管につきましても平成９年度、

下水道施設の耐震対策推進指針の改訂に伴いまし



て、12年度までの施工箇所を耐震設計診断を行い

まして、13年度からは新しい基準に基づいて施工

しております。これに加えまして、道路管理者も

毎週パトロールを実施しているわけでありますが、

埋設物が原因の道路陥没箇所など、これを発見し

た場合は埋設物の施設管理者と原因を調査すると

同時に、支障箇所の復旧を行っているところであ

ります。 
  次に、市が管理する建築物の耐震に関する対応

でありますが、一般的には耐震強度に不安がある

とされている昭和57年度以前の耐震基準で建築さ

れた建築物のうち、県が実施した予備診断、ある

いは市が独自に簡易診断を行っておりますが、ま

だこれを実施していない施設、簡易的な診断では

なかなか判定できない物件もございますので、こ

れはできるだけ早期に調査を行って、建物の実態

把握に努めていきたいというふうに思います。 
  それから、県立新庄病院についてのお話がござ

いました。昨年の12月、議会の存続要望決議がな

されまして、要望活動も行ってまいりました。

上地域の８市町村の首長、議長がそろって副知事

あるいは県議会議長等に存続をじかに訴えたとこ

ろであります。 
  県の回答については地域医療から県が手を引く

ことはないと、責任を持ってやるという答えをい

ただいたんですが、ただ運営主体の検討について

は今後も進めていくというふうな考えでありまし

た。この問題は御承知のとおり 上地域全体の問

題でありますので、あくまでもこれは８市町村共

同で取り組んでいく考えであります。地域住民と

一体の運動展開のために１月には八鍬助役を座長

とする市町村連絡会議、これを設置いたしました。

また、先般は広域の議員と、それから首長と席を

同じゅうしてこの件についてもいろいろ議論を交

わしました。 
  また、これからの運動についても管内の全戸チ

ラシによって住民に周知を図って、署名運動など

も行うというふうなことで、来年度の当初予算に

その経費を盛り込んだところであります。現在は

区長協議会、あるいは衛生組合の連合会など主要

市民団体に説明し、協力要請、これを行いまして、

運動母体づくりを進めておりますが、何としても

県立病院として存続させる覚悟で、息長くこれは

取り組んでいかなければいけないというふうに思

います。 
  それから、わらすこ広場のこともお尋ねありま

した。これ昨日髙山議員にお答えしたとおりであ

ります。市としてもあそこの存在意義というもの

については十分認識しておりますし、高い評価を

しております。御承知のような今あそこのビルそ

のものが破産というふうなことで、状況の中でど

うやって存続していくか、どうやって継続してい

くかというふうなことで、今非常に暗中模索をし

ながら今まで粘ってきているところでありますが、

市で買うということにはなりませんけども、民間

の方々にもそういうふうな動きがあることを大き

な期待を持って、今 後まで粘っていくべきだと

いうふうに思っております。また、利用者の会か

ら１万人以上の署名をいただいたというふうなこ

と、これについては大変重く受けとめております

ので、これについても何らかの形で応えていかな

ければいけないというふうに考えております。 
  それから、これにも関わるというふうにも思い

ますが、商店街の皆さん方の活性化といいますか、

非常に中心商店街が苦戦をしているというふうな

現実であります。そういう中でこのショッピング

ビルの再生もそれの１つだというふうに思います

が、その他にも商店街の方々困っていることに対

して市として何らかの形で支援できないかという

ふうなことであります。 
  まち中へ何とか２次産業、３次産業の企業誘致

制度もやっていきたいというふうなことでいろい

ろ努力しているとこでありますが、場所、あるい

は面積的な面から現在のところなかなか難しい面

がございます。これについては適切などんな制度

がいいか、今後も研究し、努力を続けていきたい



というふうに思います。 
  また、アーケードについて20年以上経過してい

るというふうなこと、かなり老朽化進んでいる。

これについて管理は所有者である商店街が行うも

のでありますが、これを市が補修したりすること

は他の商店街とのやはり公平な観点からも難しい

ものというふうに思います。ただ、歩行者に対し

て危険、危害が及ぶようなことがあれば、これは

商店街と連携をとってしかるべき対応策をとらな

ければいけないというふうに思います。 
  また、税制上の助成等のお話もございました。

これもやはり税の公平性から見て非常に難しい面

がありますが、夢未来支援事業による家賃の助成

の活用、あるいは「まちづくり三法」改正による

税制の支援措置などの可能性、これについては研

究していきたいと、このように思います。 
  それから、オクチョウジザクラのこともござい

ましたが、これは商工観光課長の方から答弁する

ことにいたします。 
羽賀千尋商工観光課長 議長、羽賀千尋。 
清水清秋議長 商工観光課長羽賀千尋君。  
羽賀千尋商工観光課長 大森山のオクチョウジザク

ラにつきましての件でございます。休場地区の広

域農道から約200メーター程度離れた道路からお

りていったところにございます。それで、巨木と

いっても上に高い大きい桜じゃありませんで、地

面にはっているというんですか、そういう桜でご

ざいます。それで、花が咲かないとやっぱりなか

なか一般の方も見逃すというようなこともござい

まして、私の方でも暫定的に設置、看板したんで

ございます。 
  そういう中で16年３月に制作しました桜回廊マ

ップなんですけども、 上の桜めぐりというマッ

プ、ここにもこの桜を掲載してございます。そう

いう中で大変今桜回廊、桜の名所をめぐるという

ことが大変人気のコースになってございます。そ

れで、新庄にも泉田の桜通りとか 上公園、あと

升形の増田製作所とか、大変桜の名所が多うござ

います。そういう中で今後もいろいろＰＲはして

いきたいと思っておりますけども、何分ここの場

所は山間部でございまして、なかなか見えにくい

場所にもあるということでございます。そのため、

ガードレールに防水加工したカラーの案内標識は

臨時に設置しておりますけれども、なかなか見に

くいということもございます。そういう中で、こ

の桜は一般のソメイヨシノより開花の時期が遅く、

大体開花期間も１週間ほどでございます。ただ、

常設の看板どうするのか等いろいろございますけ

れども、現在 上総合支庁の観光協議会の中でも

いろいろそういうサイン計画、名所、巨木の案内

看板もいろいろ手がけておりますので、その辺と

も協議しながら何とか見易い設置看板に向けて努

力してまいりたいと思います。 
  以上です。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） 初に、新型交付税につ

いてお尋ねしたんですけども、先ほど市長の答弁

の中ではいろいろ地方の財政も見ながらというこ

との配慮はあるんだというやに受け取ったんです

けども、これは平成16年の予算執行の大変な御苦

労があって、そして各六団体が結束して地方の財

政を何とかしてほしいというような要望がされて、

そういう状況が見られたというふうに理解してお

ります。そういう意味ではこれまで市長も含めて

中央に対する意見を反映してきたなということが

今の言葉の中に存在しているというふうに思いま

す。私たちが幾ら自主財源を努力して減らしても、

やはり交付税の占める量が新庄の場合は半々とい

うふうな率ですから、そういう意味ではこのこと

なくして語れないということで質問させていただ

いております。そういう意味合いでは今お話しし

ましたような市長の気持ちのまんまに中央がいけ

ば大変ありがたいんですが、そういうふうにはな

らないということが前提にありますから、ここで

あえて質問させていただいて、市長の御見解など



もいただきました。 
  そういう中で、やはり地方の問題が中央につい

ても語られる内容として地方の声をというものが

相当数反映され、そして意識しているような感じ

もします。今後も忘れないでそういう状況にやっ

てほしいというふうに要望をこれは申し上げてお

きたいと。引き続き運動するということで要望を

申し上げておきたいというふうに思います。 
  あと、道州制についてでありますが、道州制に

ついてはどうも理解が得られないと、合併の前段

ではないかというふうに私も意識しているわけで

すから、そういう意味合いでは大変だなというふ

うに思います。ある議員は県の段階が要らないで

はないかと、中央があって市町村があればいいで

はないか、そういうふうな状況で、そうした場合

県の存在というのがどちらに振られるのかという

ような状況もありますから、そういう意味合いで

は簡単に言うのはたやすいんですけども、無責任

にそういうこと言ってもらっても困るなというふ

うに私も思っております。 
  そういう中で21万の都市であれば不交付の範囲

でということで、交付税が受け取られない市町村

になるというような状況で、合併すれば交付金が

得られないのかなというふうに思いますと合併し

ない方がいいのではないかというふうにも思いま

す。そういう意味合いでこれらの問題はやはり地

方の現在を見て要望していくべきだなというふう

に思うんですが、その点についてもう一度御努力

の結果をお聞かせください。 
小笠原謙一政策経営課長 議長、小笠原謙一。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 ただいま市長が道州制の

考え方につきましては御答弁申し上げたところで
ございますが、自民党の中でも道州制調査会とい
うふうなのがございます。その中でるる検討をし
ておりますが、おおよその概略の概略というんで
しょうか、骨子というふうなものでき上がっては
おりますが、まだまだ今田議員言われるように大

きな課題はたくさんございます。いずれにいたし
ましてもそれらをクリアするというふうなことの
前に今盛んに言われております市町村合併という
ふうなものが、まずもってそれらの検討の方がや
はり早いんじゃないかというふうに思います。い
ずれにいたしましてもまだ極めて不透明な部分も
結構多いわけですが、資料的にはかなり整ってき
ているようですが、まだまだ検討の余地はあると
いうふうなことでございまして、まだ先が見えな
い。その前に合併新法の期限も平成22年の３月と
いうふうなことがございますので、まずはそちら
の方の対応の方が先ではないかというふうに思い
ますので、これについてはもう少し時間をかけな
がら検討してまいりたい、そのように思います。 

２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） 今お話聞きましたとおり

やっぱり先の見えない面で確認をして行動をとる

というのは大変難しいようですから、私たちは素

直にやっぱり地方の財政の乏しさ、そして努力し

たにも関わらずなかなか思うようにいかないとい

う率直な意見をやっぱり中央に反映していってほ

しいなと。それが結果として地方をやっぱり意識

する１つの政策になってきているということの繰

り返しだと思いますんで、その点を御要望してお

きたいというふうに思います。 
  それから、安全、安心の点についていろいろお

尋ねしました。その１つでありますが、埋設物に

ついては北海道やその他のところを見ますと大変

大きな陥没などあって、マスコミの目を引いたわ

けですが、新庄の場合はそういうことはないなと

いうふうに思っているんですけども、ここにも提

案の中にもありますが、水道管だけは何としても

２回ほど大きな破裂というか、そういうことがあ

りました。しかし、それを判断するといっても予

算の関係上ということで、今までは即工事をする

ということでなく行ってきたような感じがします。

そういう意味合いでは、やっぱりそういう危険性



があるものに早目に手をつけておけば大事に至ら

ないというような状況だと思うんです。そういう

意味合いで御提言したところ、いろいろな状況は

水道管を通しては措置されているように思います。 
  ただ、庁舎関係については県では行ったが、市

では簡易的なものでは具体的なものはわからない

ということでありますが、前回の髙山議員の質問

にもありましたが、やっぱり庁舎関係の安全、こ

れらについては早急にということで、あれから２

回ほどの議会が過ぎているわけですが、その間に

も行わなかったというふうに理解してよろしいの

でしょうか。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
清水清秋議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 市が管理しております建築

物についての調査というふうなことでの御質問だ

と思いますが、１つは私どもで管理しております

市営住宅につきましては平成17年、18年の２カ年

におきまして、特に問題となります昭和56年以前

の建築された建物、旧耐震基準といいますか、そ

れに基づいて建築された建築物８棟ございますけ

れども、それについて17、18年の２カ年にわたり

まして簡易診断を行っております。これにつきま

しては、特に地震の震動及び衝撃に対しての倒壊

とか崩壊、そういった特に危険性が低い範囲とい

うようなことでの結果を得ております。ただ、こ

のうちの２棟、玉の木団地でありますけども、以

前一部火災にあっているというようなことで、こ

の２棟につきましてはさらに精密診断を行った方

がいいというふうな結果を受けているところでご

ざいます。 
  以上でございます。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） 回答見ましても、市長の

答弁見ましても、やはり新庄は大丈夫だというよ

うな１つの自信があるような感じがするんですが、

自信があることは大変結構でありますんで、それ

らの調査についてと対応については抜かりのない

ように今後もお願いしたいなというふうに思いま

す。要望しておきます。 
  それから、県立病院についてはこれまでもいろ

いろやってきましたし、知事の答弁を見てもなか

なか監査法人の方に従っていこうというような気

持ちの方が多いような感じで受け取っています。

そういう意味合いでは、やはり住民を巻き込んで

運動していかないとやっぱり大変だなというのが

実感としてあります。そういう意味合いで今のま

まで流れていきますと知事ペースというふうにな

りますから、そういう意味のめどが今出たようで

ありますが、その具体的なものについてもう少し

あればお聞かせ願いたいと思います。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 問題の内容については皆さん御

承知ですんで、今後どんなふうに活動していくか

について御説明しておきますけども、市長から答

弁ありましたとおり１月に８市町村で県立病院運

営主体問題に関する市町村連絡会議という８市町

村共同で今後具体的にどうしていくかということ

を検討する場が設置されまして、会議も終わって

いますけども、今の予定では４月いろいろ諸団体

総会シーズン迎えますんで、そこにまずいろいろ

説明、行動要請等を行っていくと。そして、５月、

６月に集会、あるいは署名といったことで具体的

に住民に周知を図るということで、今の段階は新

庄じゃ既に終わりましたが、広報でまずこの問題

について全住民に対して周知を図っていこうとい

うことで確認をして、各町村も含めてそのような

取り組みを行っております。その後団体要請、全

戸チラシ、全戸署名といったことを考えておりま

して、３月中にその辺詳細にわたっての確認をい

たす予定でおります。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） これからいろいろな諸団



体の会議なども出てくると、その中で要請してい

くというふうに受け取ったんですが、やはりやる

とすれば 上地域一斉に総行動をするという気構

えでいった方がいいのではないかなというふうに

思います。その点あれば聞かせてください。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
清水清秋議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 今説明申し上げた予定行動は、

すべて８市町村共同での行動です。市長からも話

ありましたとおり、昨年12月の要望活動はじめ８

市町村共同でこれまでも取り組んできましたし、

県に対する効果としてもばらばらの動きよりは８

市町村一体で動いた方が８倍以上の力が、効果が

出るものと思っておりますので、御指摘のとおり

今後とも共同で、さらに市として独自に上積みで

きるものあれば、そういう形で進めていきたいと

いうふうに考えております。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） それが早目にできること

要望しながら、この項は終わりたいと思います。 
  次に、わらすこ広場についてきのう髙山議員に

もお話しいただきました。今日もきのうと変わっ

た文言をちょっと探したんですが、ないような感

じですが、特にこの前までいろいろ話がありまし

た。そこを買ってもいいよ、何してもいいよ、今

までどおりそこを私が買えば新庄市に今のままで

のとおりでいいよというような話も浮き沈みして

おったような感じがします。そういう意味合いで

８日の競売の時期を過ぎればそれが明確になると

いうように私自身思っています。そういう意味合

いで今市長の言葉をおかりしますれば、その購入

をする人があって協力していただければ、それに

対して対応していくと、その努力もするというよ

うに受け取ったのでありますが、そういう意味合

いでは今のままで存続できると大変ありがたいと

いうふうに思います。その購入する方の気持ちも

いろいろあると思いますが、やはりそこは今まで

の基本をベースにしながらとやかくという言葉は

ちょっと大変なんですが、いろいろな文句もつけ

ないでそこに対応するというお気持ちでいくのか、

そこら辺だけちょっとお聞かせください。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
清水清秋議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 今田議員今お話ししたとお

りでございまして、経過を見守っていると。市と
しても、なるべくあそこで存続したいという気持
ちでいるところであります。 

  以上です。 
２２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
清水清秋議長 今田雄三君。 
２２番（今田雄三議員） それが早目に来ることを

期待して、この項も終わりたいと思います。 
  後に、大森山のオクチョウジザクラでありま

すが、やはり今お話ししたとおり新庄の桜が通り

過ぎて約１週間ぐらいしますと山の方にこの桜が

きれいに見えます。それが農道が通ったために発

見されるという状況と私たちがそこ見ることがで

きるということで、大変私も見ましたが、きれい

だなというふうに思います。やはりそこに行きま

すと近くに寄ってみたいというふうに思いますが、

その表示の仕方がちょっと去年までは一工夫必要

だなというふうに思います。ガードレールにポス

ターを張っておいても、なかなかスピードを出し

ていきますと見えないということで、今お話しの

とおり掲示板があればもう少しその人気が増すの

ではないかいうふうに思います。 
  以上を要請しながら終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 
清水清秋議長 11時まで休憩いたします。 
 
     午前１０時５１分 休憩 
     午前１１時００分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 



 
     佐藤悦子議員の質問 
 
 
清水清秋議長 次に、佐藤悦子君。 
   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 
１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いたし

まして一般質問をいたします。 
  第１点目は、全国一斉学力テストを教育産業に

丸投げ実施することは問題ではないかということ

についてです。文部科学省が各教育委員会に送付

した全国学力・学習状況調査実施マニュアルにつ

いて、通知ですけども、１月19日付によりますと

４月に日本中の小学６年生と中学３年生約240万

人を対象に行われる全国学力テストの実施を小学

校は株式会社ベネッセコーポレーションに、中学

校は株式会社ＮＴＴデータに丸投げ委託するとの

ことです。個人情報を民間に、しかも教育を利益

の対象にする企業に丸投げするのはデータの外部

への漏えいや利用という心配がぬぐいきれないの

ではないでしょうか。 
  また、かつて日本で1961年から全国一斉学力テ

ストが行われていたことがありますが、わずか４

年で中止に追い込まれました。その理由をどうと

らえておられるでしょうか。 
  愛知県犬山市では参加しないということをきっ

ぱり宣言しています。その理由をどうとらえてお

られるでしょうか。 
  禍根を残すことのないようこのテストには参加

しないということを表明すべきではないでしょう

か。また、もしも実施しなければならないとして

も、結果を公表しないということはどうでしょう

か。また、実施するとしても生徒名は無記名で、

あ、い、う、え、おでもいいですし、Ａ、Ｂ、Ｃ

でもいいですし、生徒名は無記名でなどの対策が

必要ではないかと思いますが、御見解を伺います。 
  ２つ目として、障害者自立支援法の改善につい

て伺います。障害者自立支援法実施から原則とし

て１割の利用者負担とされました。障害者が人間

として当たり前の生活をするために必要な支援を

益とみなして負担を課すという応益負担は憲法や

福祉の理念に反します。障害者１割負担は障害が

重いほど負担が重くなり、負担に耐えられない障

害者はサービスを受けられなくなるなど障害者と

家族を苦しめています。施設や事業所では、報酬

の日払い化や報酬単価の引き下げによって大幅な

減収となっています。利用者の負担を軽減し、施

設運営を安定化させる補助拡充が必要ではないで

しょうか。御見解を伺います。 
  ３つ目として、電磁波の人体への影響防止と携

帯電話の中継鉄塔紛争解決について伺います。堀

端町で建設中止になった携帯電話基地局が川西町

に住民の反対運動にも関わらず、建設着手されて

います。住民の不安の 大の理由は電磁波が人体

に絶対安全とは言えないことにあり、携帯電話会

社が住民によく説明もせずに抜き打ち的なやり方

で鉄塔を建設しようとしていることです。住民の

安全、安心を守る自治体として、携帯電話会社に

対して熊本県が実施しております「お願い」を学

び、新庄市でもその立場で実施していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 
  ４つ目に、中心商店街活性化のために、月１回

歩行者天国とフリーマーケットの開催を提案しま

す。郊外の大型店の野放しの出店、規制緩和政策

によって、新庄市の中心商店街を守ってきた人々

の生活と市民の交流が破壊されようとしています。

市民の多くが心を痛めています。新庄まつりのよ

うな賑わいとまではいかなくても、せめて月１回

人が集まる場所づくりを行政と商工会議所などが

協力して事務局となって、安い料金でできる出店

募集、広告、歩行者天国などして若者のデートス

ポットにもなるようにしてはいかがでしょうか。

産業まつりも兼ねてもいいのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 
  ５つ目に、これ以上の保育所の民営化はやめる

べきだと思います。保育所の民営化は、今までの



先生ではなく１年契約が基本の若い先生にかわる

ことです。子供が落ちつかなくなる恐れがありま

す。次世代を守る保育が効率化のもとで民営化さ

れるのは、市の責任を放棄することになります。

一生に関わる重大な影響を与える保育であるから

こそ、保育所は公設、公営で行うべきであると思

いますが、いかがでしょうか。 
  ６つ目に、特別職の報酬の見直しについて提案

いたします。特別職のうち市三役、議員の特権的

なボーナスの割り増し率を廃止して、一般職と同

じ割合にしてはどうかということです。給与の市

独自の削減を除いて、県の人事院勧告によって一

般職の期末手当は勤勉手当を入れて１年間で延べ

4.2カ月分が支給されます。議員と市三役は勤勉手

当はなく、3.15カ月分ですが、これに割り増し率

1.4を掛けて支給されます。掛ける1.4というのは

割り増し率といって、役職に応じた加算だそうで

す。割り増し率は課長職６級には1.15ですが、市

独自削減で1.075です。５級、４級職は1.1ですが、

市独自削減で1.05です。主任級の３級は1.05です

が、市独自削減で1.025です。以下の職員にはあり

ません。下に薄く上に厚い特権的なものとなって

います。特に議員は毎日出勤でないですから、勤

勉手当がないのは当たり前ですし、特別職は役職

に応じた報酬が毎月支給されているわけです。特

権的な割り増し率は市民の厳しい批判もあります。

廃止すべきではないでしょうか。 
  以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 第１点目の学力テスト関係につい

ては教育委員会の方から答えるようにいたします。 
  ２点目の障害者自立支援法の改善についてのお

話でありますが、御質問の趣旨は低所得者層のさ

らなる軽減措置、そしてまた事業者の収入の確保

かと思います。低所得者の軽減措置については軽

減対象要件の枠を拡大するというふうな措置をと

っておりますし、また入所等の利用者については

工賃の控除の徹底、あるいは個別減免の資産要件

が拡大されております。 
  また、事業者に対する収入確保の面では激変緩

和措置によりまして、通所事業所の収入が月額か

ら日割化したことによって減収となった場合、こ

れまでの80％補償を90％まで引き上げます。また、

新法への移行のための緊急措置というふうなこと

で、移行が困難な小規模作業所に助成する制度、

あるいは移行するための改修経費等の助成が特別

対策事業として実施されております。 
  本市においても特別対策事業の就労意欲促進事

業による個別減免、また補足給付に関わる費用、

これを３月補正に計上したところでありますし、

また19年度以降の軽減措置制度についても国県の

実施要綱に基づき対処していくものであります。 
  制度がスタートして１年弱というふうなことで

ありますが、まだ施設を含めた本格施行が半年弱

でありますので、法の円滑な施行、これを図るた

め、利用者あるいは事業者に制度の内容、趣旨、

これを理解していただきながら着実な定着を推進

していきたいというように思います。 
  それから、電磁波の問題です。これもうちの方

でも業者の方に十分に住民と話し合ってくれるよ

うにというふうなこと再三お願いといいますか、

要請をしております。なお、詳しいことについて

は政策経営課長の方から経過と結果についてお話

し申し上げることにいたします。 
  それから、提案で中心商店街の活性化のために

いろんなイベント等をやったらどうだというふう

なことでございますが、これも考えてみれば100

円商店街、これ頑張る商店街77選にも選ばれた。

また、青空マーケットもやっていると、いろんな

ことをやっております。ただ、一過性のもので、

その辺のところが非常に悩みの種なんですが、こ

れについても後ほど商工観光課長の方から詳しく

答弁させることにいたします。 



  それから、保育所の民営化についてやめるべき

だというふうな話がございました。これは、民営

化については17年の５月に策定いたしました行財

政改革大綱及び18年２月に策定した大綱の実施計

画に基づいて現在実施を検討しているところであ

ります。 
  民営化の考え方としては、単に人件費の抑制と

か効率性という観点だけではなくて、現在非常に

多様化しているわけです、保育ニーズが。それに

柔軟に、また機敏に対応できるか、そして保育サ

ービスの向上をどういうふうに図っていくかとい

うふうなことも１つのねらいであります。 
  市が責任の放棄ではないかというふうな御指摘

ありましたが、保育の実施責任、これは自治体に

あることが児童福祉法に定められておりますので、

民営化されても法の精神として市が責任を負うと

いうふうなことは自治体の責務であり、これは何

らそういう立場は変わることはありません。 
  また、引き継ぎ先の選考につきましても社会福

祉法人などを対象にして、また経営内容や実績の

他、特色ある保育の提案などいろんな角度から評

価して選定していきたいというふうに思います。

いずれにいたしましても今後保育所の民営化を進

めるに当たりましては、指摘ありましたけども、

１年契約が基本の若い先生にかわると子供が落ち

つかなくなると、こういうふうな理由もあったよ

うでありますが、これ市の保育所においてもやは

り短期契約の先生もおりますし、ベテランの先生

もおりますし、若い先生もおりますし、これにつ

いては何ら変わることはないというふうに思って

おります。そんなことも含めて今後も保育、民で

できることはやっぱり民間でやっていただくとい

うふうな立場から進めていきたいというふうに思

います。 
  それから、報酬関係については総務課長の方か

ら答弁いたします。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
清水清秋議長 教育長佐藤 博君。 

佐藤 博教育長 全国一斉学力テストについての御

質問ですけども、来年度４月下旬に実施されます

文部科学省によります全国学力・学習状況調査に

ついての御質問かと思いますので、その点につい

てお答えします。 
  全国学力・学習状況調査につきましては、現在

の全国の児童生徒の学力や学習意欲の低下傾向の

原因や学校教育の現状や課題把握をする必要から

小学校では６年生、中学校では３年生を対象に学

力及び学習環境などを調査しまして、その結果を

分析しまして教育委員会や各学校がその指導の改

善を図ることを目的として実施されるものであり

ます。したがって、決して学校間、自治体間の競

争をあおるものではないというふうに確認してお

ります。 
  議員のお話のようにかつて昭和36年当時ですけ

ども、全国一斉学力テストにつきましては確かに

学校や自治体間の競争をあおるという批判があっ

たということは、事実として受けとめておるとこ

ろでございます。 
  なお、今回の全国調査に参加するか否かは、各

市町村教育委員会に一任されております。本市に

つきましては全国調査によりまして、全国と比し

て本市の特徴と課題を把握するため、そして新庄

市の子供たちの基礎学力の定着と学習意欲の向上

に向けての重要な資料となるというふうに判断し

まして、それを有効活用すべく参加する予定であ

ります。 
  犬山市は確かに不参加を表明しておりますけど

も、その理由につきましては子供の学力は地方の

教育目標に即して総合的に評価すべきで、全国一

律の調査では測定できないという考えのようでご

ざいます。 
  なお、文部科学省のこれまでの調査によります

と、全国の公立の小中学校の99.96％が参加する予

定です。さらに、調査の実施に当たっては迅速か

つ確実な採点事務、分析事務が必要でありまして、

膨大な事務量になります。学校現場の負担軽減を



図るため、事業の一部を民間機関へ委託すること

になったものと考えます。文部科学省によります

とこの度委託を受けた機関につきましては、採点

システム及び組織体制に実績があるというふうに

されております。個人情報の保護などの問題につ

きましては、厳正な外部監査を導入されることに

なっておりまして、特に懸念される面はないとい

うふうに判断しております。 
  なお、この度の調査結果については都道府県単

位のみ公表としておりまして、市町村単位では公

表しないものとされております。学校間の序列化

や過度の競争につながらないように十分に配慮さ

れているというふうに確認されております。 
  また、学習状況調査によりまして、児童生徒の

生活習慣や学習環境、また学校における教育条件

の整備状況と学力との相関関係を分析しまして、

これは公表することになっております。市といた

しましても調査結果はあくまでも児童生徒の個人

の、または学校の学力向上対策の資料として活用

することが第一義でありまして、公表はいたしま

せん。いずれにしましても全国調査のみならず、

さまざまな客観的なデータを分析しながら、子供

たちの学力向上のために今後も努力してまいる所

存でございます。 
  以上です。 
小笠原謙一政策経営課長 議長、小笠原謙一。 
清水清秋議長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 中継鉄塔からの電波につ

きましては、総務省が策定いたしました電波防護
指針並びに世界保健機構等の研究結果などを照ら
し合わせますと、それら調査した結果認めがたい
というふうに言われているところです。しかしな
がら、住民にしてみれば大きい鉄塔が近場に立つ
というふうなことで、非常に不安があるというふ
うなことも、これは我々も理解できるところであ
ります。 

  さきの議会でもお答え申し上げましたが、鉄塔
の紛争解決のため、これにはやはりいかにして地

元住民からの理解をいただくかというふうなこと
だと思います。今議員からは熊本県で実施したお
願いというふうなことを言われておりましたが、
市としても業者に対しまして住民に十分同意を得
るようにというふうなお願いをしてまいりました。
具体的に川西町というふうなことのお話でござい
ますが、業者の方でも住宅そのものを訪問いたし
まして、住民の理解をいただいた結果、町内会と
業者そのものが協定を結びまして合意形成をされ
たというふうに聞いております。 

  以上であります。 
羽賀千尋商工観光課長 議長、羽賀千尋。 
清水清秋議長 商工観光課長羽賀千尋君。  
羽賀千尋商工観光課長 中心市街地活性化の件でご

ざいます。新庄ＴＣＭは、平成12年４月に設立さ

れましたまちづくり会社でございます。これは、

市と商工会議所が事務局となって運営してござい

ます。 
  それで、事業内容としては市街地活性化のため

のソフト事業を多く実施しているところでござい

ます。御存じだと思いますけれども、これまで「か

むてん市」のフリーマーケット事業や大変現在人

気のあります「まちなかひなめぐり」、あるいは

まち中情報誌の「ＪＯＵＬＥ」の発行、あるいは

ママ・ナビによる子育て情報誌の発信、空き店舗

対策として手づくり長屋事業等、あと新庄のまち

なか楽校、学ぶ校じゃなくて楽しむ校の方でござ

いますけど、そんなことで県と市の補助を活用し

ながらやってまいってきたところでございます。

また、商店街独自でも駅前通では駅前青空市、あ

るいは北本町では毎週もてなし金曜市というよう

なことで、大変活性化に向けて地元の方々も頑張

ってございます。 
  先ほど提案されました月１回のフリマとか歩行

者天国、これ月１回というふうに限定してしまい

ますと大変相当前から準備も必要でございますし、

商店街の方も月１回と決めてしまうと大変重荷に

なりまして、長続きしないというようなことも大



変懸念されるわけでございます。そういう中でや

はり「まちづくり三法」も改正されましたので、

それを踏まえて根本的な活性化につながるような

方策を地元の方々と進めていくことが肝要ではな

かろうかというふうに思ってございます。 
  以上でございます。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
清水清秋議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 特別職の報酬の見直しについて

の御質問でありますけれども、特別職における期

末手当の算定過程における加算の割合が一般職よ

りも大きいということにつきましては、特権的な

割り増しではありません。職務と責任の度合い及

び社会的地位、一般職の職員の給与の改定の状況、

他の地方公共団体の特別職との均衡を考慮して総

合的に決定するための計算の基準というか、そう

いうようなものでございます。 
  先ほど御質問の中に100分の40と勤勉手当とい

うふうなことの関係性というようなことがありま

したけれども、これにつきましては市長あるいは

補助職員については勤勉手当の支給はできますけ

れども、議員につきましては地方自治法によりま

して勤勉手当は支給できないことになっておりま

す。そういうふうな関係上、特別職の報酬の中の

100分の40というのは勤勉手当との関係性はない

と。 
  それから、役職加算というふうなお話もありま

したけれども、一般職につきましては昭和46年以

降民間の期末手当等々の支給の状況に役職手当を

算定の基礎に入れているというようなことが多数

あるというふうなことで、そういうような意味合

いの中で一般職については役職加算的なことで、

先ほど質問にもありましたように100分の15から

５までの割合を職責に応じて支給をしているとい

うようなことでございましたけれども、特別職に

つきましてはそういうふうな観点ではなくて、総

合的に期末手当の額を定めるというようなことで

決められたものでございます。 

  県内の状況を見ましても山形県、あるいは山形

市は100分の45を乗ずると。他の市については新庄

市と同じように100分の40というようなことで、他

の自治体との均衡等も考えまして、条例で決めさ

せていただいて、それにより支給をするというよ

うな状況でございます。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 全国一斉学力テストのこ

とについてですが、今教育長の方から市としては

公表しないということはいただきまして、その点

はいいと思うんですが、本当に参加していいのか

という問題と、また実施する場合教育長の理由な

ど見ても生徒名を書かねばならない理由はないよ

うにも思いますし、そうするとやるとしたらば生

徒名は無記名ということでも個人情報保護という

ことからも可能ではないか。教育長の本当の今の

新庄市の学校や市の教育の状況を調べると、そし

てこれからに生かしていく、指導に生かしていく

ということを考えれば、別に生徒名を明らかにし

なければならないという理由は１つもないと思う

んです。その点どう考えられるのかということお

願いしたいと思います。 
小野和夫学校教育課長 議長、小野和夫。 
清水清秋議長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 学力テストについてですけ

ども、本当に参加していいのかというふうな再度

の御質問でした。 
  犬山市は、先ほど教育長が申し上げた理由があ

って不参加を表明したわけですけども、私どもと

しましては学習指導要領に示されている内容、つ

まり子供たちが共通して身につけるべき内容とい

うことになりますが、このことが子供たちにどう

いうふうに定着しているか、身についているかと

いうことを把握するということが非常に大切なこ

とと考えております。現在教研式の学力診断テス

トというものも予算をつけて、全部の学年、全部

の教科ではございませんが、絞った形で実施をし



ております。それらと相まって、この度の全国の

学力・学習状況調査をやることによって、より精

度の高い子供たちの実態を把握できるのではない

かというふうに考えております。 
  そういう中で、課題に浮かび上がってきたこと

を、じゃどういうふうに解決していくかというの

が次の段階になるわけです。つまり指導に生かし

ていくというふうなことでございます。そういっ

た意味で子供たちの学力を高めていくためにこの

調査を大いに活用していきたいというふうに思っ

ているところであります。したがいまして、今後

も継続して参加して、データを蓄積していくとい

うことが大事だというふうに思っております。 
  それから、生徒名を書かなくてもいいのでない

かと、調査のねらい上というふうなことでござい

ました。書かなくてもデータは出てまいります。

しかし、せっかく子供たちが参加して、自分の結

果がどうだったのというふうなことになるわけで

す。ですから、学校は返ってきたデータを個人ご

とに返すというふうな責任が出てくると思います。

そういった意味ではＡ、Ｂ、Ｃということでなく

て、きちんと自分の名前を書いて、そして自分の

名前のものが自分に戻ってくるという、そういう

仕組みを整えていかなきゃいけないんじゃないか

なというふうに思っております。学校が個人ごと

に成績を公表するということはございませんので、

その点は御心配なさらなくて結構かと思います。

個人にその結果が返るという、そして個人もその

結果を受けて自分がどこを頑張らなきゃいけない

かというふうなことを自分で認識するということ

が非常にこれからの学習に大切になるわけですの

で、そういうことができるような仕組みをつくっ

ていきたいというふうに思っているところです。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 今の学校教育課長の答弁

ですが、個人に返すにしてもＡ、Ｂ、Ｃとか、あ、

い、う、え、おとかついていることは、試験をす

るとき担任としてはちゃんと把握して、誰があだ

とかと決めているわけですから、そういう意味で

は個人に間違いなく返せるわけです。そういう意

味で個人名を書かせるということがどういうこと

かということを考えていただきたいんです。１民

間機関が全国の小学校６年生と中学校３年生の個

人情報すべて握るということになります。それが

文部科学省の委託であることから、文部科学省が

そのデータをすべて握るということになります。

子供に固有名詞を書かせることについて、事前に

子供、父母、保護者に知らせ、了解をとるという

手続も行わず集約を行う、こういうふうにやると

いうことがマニュアルに書いてあるようですが、

これは個人情報保護に照らして大問題であり、重

大な人権侵害ではないでしょうか。 
小野和夫学校教育課長 議長、小野和夫。 
清水清秋議長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 個人名を書いた場合、その

個人名とともに情報が漏れるのでないかというふ

うな、そういう御心配のようです。これにつきま

しては、現在も同じように教研式の、先ほど申し

上げましたが、教研式の学力診断テストを実施し

ております。これもやはり民間の業者に委託をし

て、そして成績表を返してもらっているというふ

うなことで、そのことを毎年やっているわけです。

そういう中でそういった個人情報の漏えいとか、

そういった問題は一切起きておりません。 
  それから、今回文科省で行う全国学力・学習状

況調査につきましても、そういった情報漏えい等

がないように監査も実施するというふうなことで

ございますので、そのような心配は無用かと存じ

ます。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 2006年４月25日に発表さ

れている全国的な学力調査の実施方法などに関す

る専門家検討会議の全国的な学力調査の具体的な

実施方法についてというのでも、得られた調査デ



ータの取り扱いで、全国的な学力調査により得ら

れた調査データについては個人情報の適切かつ確

実な保護はもとより外部への漏えい、不適切な使

用、改ざんなどにつながらないよう十分な配慮を

とされています。このことに照らしても、個人情

報は確実に保護されなければならないと思います

し、個人が特定できる情報を文部科学省と特定な

民間企業がすべて把握できるようなやり方は断じ

て行ってはならないと思うんですが、どうなんで

しょうか。すべて握られるんです。 
小野和夫学校教育課長 議長、小野和夫。 
清水清秋議長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 今前段で議員が読み上げら

れたような配慮をするというふうなことでござい

ますので、現段階でその心配はないというふうに

考えております。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 心配は私はあるというふ

うに言わねばならないと思います。 
  それから、全国一斉学力テストがかつて行われ

ていた。これがたった４年間で中止になった。な

ぜ中止になったのか。これ実際に言われたことな

んですが、成績が悪い子を当日休ませたり、教師

が子供に答えを教えたりするなどが実際にあった

と裁判などで明らかになっているんです。教育と

は全く無縁の事態が数々引き起こされて、国民的

な批判が高まる中でとうとう中止に追い込まれた

と言われています。 
  じゃ、今現在どうなのかといいますと、東京都

で全国に先駆けて一斉学力テストを実施していま

す。４回やっています。区や市ごとの結果を公表

して、重大で深刻な問題を子供と教育の中に引き

起こしています。区、市の中に学校ごとの成績を

発表しているところがありますが、おまえの学校

は成績 下位だ、おまえがいると成績が下がるか

ら休め、友達からこう言われて心を深く傷つけた

子供も少なくありません。これは、すなわち学習

意欲の低下につながります。また、１点でも平均

点を上げて順位を上げるのだと授業で予想問題の

練習や模擬テストを繰り返す学校、夏休み短縮や

土曜日返上で無理に授業時数をふやす学校、朝自

習から放課後の補習までテストのための課題を学

校に示したり、テスト対策用の子供用点検票サン

プルまでつくった区教育委員会も出ています。ま

さに競争の激化が東京都で行われています。テス

トの問題が事前に流れたとのうわさも絶えません。 
  こういう中で成績公表が学校選択の自由化と結

びついて成績上位校に子供が集中する一方で、入

学者ゼロの学校も生まれています。市や学校が調

査結果を公表すれば、このように学校の序列づけ

ももたらすのではないかと思うのです。 
  市は公表しないと教育長がおっしゃっていまし

たが、学校によっては公表すること、学校独自で

ホームページなどで公表するということもできる

とも言われておりまして、そういうこともやりか

ねないわけです。そういうことを広げて東京都の

ような今の大変厳しい競争というか、学校の序列

づけだとか、それから競争の激化だとか、学習意

欲の低下だとか、そういったことをこれがやられ

ることによって出てくる。もう既に東京出ている。

この問題について教育長はどう考えるのかお願い

したいと思います。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
清水清秋議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 先ほども申し上げましたように、

この調査をする意味は生徒個々の学力向上のため

に有効な資料としてそれを使っていくんだという

ような大前提があります。そのようなことから考

えますと、おっしゃられましたような本当に教育

的意味がどこにあるのかと今事例として挙げられ

ましたけども、そういうことをも考えます。その

ようなことは一切心配ないようにこれから進めて

いくつもりです。 
  なお、子供たちの個人名を記号でみたいなお話

もありましたけども、子供たちも１人の人間です。



それを記号で書くということ自体が個人の尊厳と

いうか、そのような意味からも教育的な意味から

もいかがなものかというふうに考えます。堂々と

名前を書いて自分の結果を得て、そして今後の学

習に生かして、向上のために生かしていけばいい

のではないのかなというふうに指導してまいりた

いと思います。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 東京都では、中学校の校

長会が一斉学力テストは重大な悪影響を学校にも

たらしていると厳しい批判を行っています。日本

ばかりじゃないです。安倍首相が教育再生のお手

本にしているイギリスでも一斉学力テスト、ナシ

ョナルテストと言っていますが、これと結果の公

表が学力向上に結びつかなかったばかりか学校間

の競争をあおり立て、事前に問題が漏えいするな

どさまざまな不正事件を生む一方で、子供も親も

大変なストレスに苦しむ中で、スコットランドや

ウェールズなど一斉学力テストをやめる地域が続

出して、根本的な見直しが必要になっています。

そういったことがもう既に前にやっているイギリ

スで起きています。このことについて考えても、

私は非常に問題があると思います。どうでしょう

か、教育長。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
清水清秋議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 今事例を挙げられましたけども、

そのような心配ないということでこの事業を進め

ていくわけです。あくまでも教育的な見地からこ

れを実施して、子供たちの力になるように進めて

いきたいと思います。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 私は、既に東京やイギリ

スなどで、またかつて1961年の全国一斉学力テス

トで既にこうしたことの問題が出ていたというこ

とを厳しく指摘して、まずこの問題については質

問を終わりたいと思います。 
  次に、障害者自立支援法の改善についてです。

厚生労働省は、今市長から出たように一定の手直

しをせざるを得なくなっています。通所在宅サー

ビスや障害者世帯全般の月額負担上限額を引き下

げたり、それから従来の２分の１から４分の１に

下げる、そして収入資産の要件もあります。入所

施設者の工賃控除の拡大、これもやろうとしてい

ます。年間28万8,000円までの工賃ならば応益負担

と食費をかからなくする。資産要件もありますが、

などしております。全面実施からわずか数カ月で

手直しをせざるを得なくなること自体が重大な欠

陥法であるということを示していると思います。

しかし、政府は障害者や施設を苦しめる元凶であ

る応益負担には手を触れようとしていません。 
  自治体の何らかの形での独自支援策が今現在18

都道府県と22の市町村に広がっています。例えば

川崎市は、通所施設の月額負担上限額を所得に関

わらずすべて7,500円に抑えて、施設作業所などに

独自の報酬加算を行っています。大分県も同じよ

うなことをやっており、低所得者の利用料が無料

になるというところも出ています。こういうこと

で、利用中止した人が通所を復活させるというふ

うに変わってきております。 
  そこで、市としてですが、地域生活支援事業に

ついて国からの補助の増額を求めながら、市とし

て無料、もしくはより低額となるよう市独自の補

助拡充が必要と思いますが、いかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
清水清秋議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 障害者自立支援法につきま

しては、支援費制度が発足してから１年半ぐらい
で新しい法ができたということで、国としても抜
本的な改革という言い方をしています。いろんな
関係団体、あるいは地方公共団体等の要望等もた
くさんあったと思います。そういう要望等を勘案
しながら、国においては特別対策事業というもの



を持ってきたというふうに理解をしております。
こういうふうな法につきましては、最初から完璧
なものというのは私はないと思います。それを補
うために経過措置と、あるいは軽減措置というも
のがあるというふうに理解をしております。 

  利用者、あるいは施設の軽減措置につきまして
は、先ほど佐藤議員が言われたようにたくさんご
ざいます。それを見ましても、かなり以前よりは
軽減措置が大幅に図られたというふうに理解をし
ております。何回も申し上げますが、本市にとっ
ては財政の再建計画中であります。国の法律どお
りに本市においても自立支援法を施行していきた
いというふうに考えております。 

  以上です。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） すぐに新しい事業体系に

移行できていない、できない小規模作業所に今年

度国は１カ所110万円の補助金を復活する補正を

行いました。当市の作業所へ直ちに予算措置し、

補助金を継続、拡大していただきたいと考えます

が、この点についてはいかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
清水清秋議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 施設につきましては、５年

間の経過措置というものがあるということであり
ます。個々の施設につきましてもうちの方といろ
いろ将来の計画、あるいは19年度からどうするか
とかいろいろ話し合いをしてございます。ある小
規模作業所につきましては、新庄市とそこに通っ
ておられる町村と一緒になりまして支援をすると
いうような形で、総額としては若干予算は減りま
すが、小規模作業所と今後もいろいろ話し合いを
続け、障害者のためになるように頑張っていきた
いと、そういうふうに考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 続きまして、携帯電話基

地局についてです。確かに先ほど政策経営課長が

おっしゃるように、町内会としては協定を結びま

した。しかし、町内会としては反対で、できれば

立てないでほしい、そういう立場だったんです。

しかし、同意がなくてもやるという、こういう法

律だということで、建設着手されております。そ

の中で今後このまま別れるわけではなくて、やは

り継続して話し合いできれば撤去させるような方

向に持っていけるようにということで、町内会と

してはぎりぎりの判断をせざるを得なかったとい

うことなんです。本当は立てないでほしいという

住民の願いを実現する方向になってほしかったと

いうのが一番深い願いです。 
  電磁波の人体の影響、安全については極めて慎

重な対応が求められていると思います。ＷＨＯ、

世界保健機構傘下のＩＡＲＣ、国際がん研究機関

は02年６月、高圧電線や電化製品など超低周波の

磁界は人に発がん性の可能性があると全会一致で

ランクづけをしました。国内でも02年10月に国立

環境研究所が高圧電線や家電製品などから出る電

磁波の影響について細胞を使った実験を行って、

がん抑制作用を持つホルモン、メラトニンが磁界

によって働きが阻害されると発表されました。ま

た、横浜市の岩丸正男さんという方は、屋上に携

帯電話の大きなアンテナが立てられてから頭痛、

吐き気、睡眠障害になり、いろいろ調べたら低周

波過敏症と診断され、男性機能も障害ありと診断

されました。電磁波過敏症となり、電磁波を発す

るものの近くにはいられないなど健康と生活に深

刻な影響が出ています。イギリスでは携帯電話に

ついて、人体の電磁波の吸収率、これは子供が非

常に危険だということで、利用を下げるように言

っています。そういう意味では住民の不安は間違

いなくやっぱりそのとおりだと思います。熊本県

でやっているように、確認申請受ける前に住民の

同意をよく得たかという確認をやっていただきた

い、このことをお願いして終わります。 
清水清秋議長 ただいまから１時まで休憩いたしま



す。 
 
     午前１１時５０分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     石田千與三議員の質問 
 
 
清水清秋議長 次に、石田千與三君。 
   （１９番石田千與三議員登壇）（拍手） 
１９番（石田千與三議員） ３月議会、一般質問

後の人間になりました。緑政会の一人として質問

させていただきます。改めまして石田千與三です。 
  12年、３期４年を３回繰り返しました。常に私

は１期４年がその議員の仕事だというふうに考え

ておりました。ですから、俗にベテランの議員と

か、長く務めた議員との比較で新人の議員として

の差とかいうふうなことはないというふうなこと

で、ずっと考えておりました。今も同じでござい

ます。そんなことで、これから私らがやめた後、

やめたというんでなくて、新しく出ない。そうい

うところに新人の方が恐らく何人かは出てくると

思いますけども、ひとつ皆さんともども新庄市の

発展のために議員として頑張っていただきたいと

思っております。今まで本当に皆さんからはお世

話いただきました。執行部の方々、そして議員の

方々はもちろんですけども、特に市長には当初か

らいろいろと御指導、御鞭撻いただきました。あ

りがとうございます。 
  それでは、通告に従って３つ用意しております

ので、壇上からの質問とさせてもらいます。 
  新聞でいろいろとにぎわしております。どうい

うわけか私どもに入ってくる情報が市からの情報

とは違ったものがございまして、例えば一番先に

通告しておりますバイオマス関係事業について、

そして生ごみ問題、それから 後は観光について

というふうに題しておりますけども、初めに申し

上げますバイオマス関係事業について。私たちは

スイートソルガムというふうに教わったんですけ

ども、今私の席から離れるときにうちの遠藤議員

から、これは固有名詞で使えないから、ソルガム

だというふうに教わりました。初めて聞きました。

スイートソルガムとは言っていけないと、あくま

でもこれはソルガムなんだということだそうです。

市の方からはその話を聞いた覚えはちょっとなか

ったんですけども、いかがなもんでしょうか。 
  このソルガムを使って、絞り汁からアルコール

をつくる。そのアルコールを石油からできたガソ

リンと混ぜて、環境に優しい燃料にしようという

ことで、新庄市が全国にも先駆けたようにしてや

った事業でございますので、私たちはもろ手を挙

げて賛成をしたわけです。それがいつのころかこ

のガソリンのスタンドといいましょうか、供給し

てくれる業者が仕事をしなくなったというような

ことを新聞で知りました。うかつにも私はそのこ

とを知らなかったわけです。えっ、どういうこと

かなと、そんなことで今回の質問となったわけで

す。市民の協力のもとスタートを切ったのはいい

んですけども、この事業についてはどういうふう

になったのでしょうか。今後の対策と見通しにつ

いてと、こういうことでございます。 
  次、生ごみの問題です。これも新聞で知りまし

た。ある新聞が、つまり新庄市のこれからやろう

としている生ごみを堆肥化する計画がこのように

コストが膨大なためにちょっと財政的な裏づけが

とれないままにいるのか、市の内部でも職員間で

賛成、反対の話が出ているよというようなことも

記事には載っているようです。その内容について

詳しく知りたいと思って、次の日早速関係担当課

長にお聞きしました。３人３様といいましょうか、

私たちは連係プレーで新庄市の行政というものを

やってほしいとかねがね申しておりますので、連

携がうまくいっていなかったのかなと。そのわけ



はどういうことかなと、そんなことをお尋ねした

いわけです。前に同じ問題で議員が質問しており

ますから、この辺は省略させてください。 
  後の３つ目です。観光についてと書きました。

新庄市の観光については、いろいろと市民の方々

が熱心にボランティア活動やっております。ある

方はボランティアでガイドをされております。ボ

ランティアガイド協会、確かそういった名称かと

思いますけども、そんなことで新庄市のいろんな

方が身銭を切って自分たちで新庄市のいいところ

をよそから訪れる方々に説明をしながら、各名所、

旧跡といいましょうか、史跡、そういったところ

を案内して、そして御自分もそれも食事を満足に

とらないような状態で、これは経済的な理由から

じゃなくてです。時間的な理由からですから、誤

解のないように。そんなことで、一生懸命案内を

されているという話も聞いております。 
  今回はある新聞で頑張る観光新庄発信、外国語

リーフ、独自ツアーガイド育成と、こんな記事が

載っておりました。これを新聞に記事として取り

上げてくださった記者の方には本当によく書いて

くださったなと思ってお礼を申し上げたいと思っ

ておりますけども、ここでこの方々がやっている

こと新聞等でご覧になった方はわかると思います

けども、まだまだ一般的には知られておりません。

その方々がこの間全国から選び抜かれて、これは

常滑市と東北では青森、盛岡、それから福岡とこ

の４つが選ばれたということで、そこで全国大会

というんでしょうか、そこで発表なされたと。御

自分たちがやっておられるボランティアガイドの

お話をされたと。 
  ＮＰＯとしてこれはやっておられますけども、

特に特筆すべきというか、私がここで申し上げた

いのは、この方々がいわゆる補助金、助成金、な

かなか新庄市の場合は 近困難になりました。そ

れがつけられないということで県の方からの話が

あって、国の方で何かこういう事業があるんだよ

ということを聞いたと。それで手を挙げて、自分

たちがそこでガイドマップをつくった。日本語じ

ゃないんです、これは。外国語のリーフ、これが

日本語の他に台湾語、韓国語、英語、こういうこ

とでリーフレットをつくって、新庄を訪れる観光

客にこれを手渡すと。そんなことで、非常に苦労

されたと言います。日本語を韓国語あるいは台湾

語、そういった訳をしなきゃいけません。そうい

った訳をする方々もボランティアでやっていただ

いたと。そんなことで、大変頑張っておられると

いうことでございます。そういう方々に私は敬意

と感謝を申し上げたいと思います。御苦労さまで

す。ありがとうございます。 
  いろいろと壇上からお話ししたいことたくさん

ございます。この間議会運営委員会がありまして、

後ですから、私に新庄市民歌を歌わせてくださ

いとお願いをしましたところ、議会は音はだめで

すと、言葉だけにしてくださいと言われました。

うちの仲間がどうせ懲罰だって、やめる人はいい

んじゃないかと、こういう人もいるんですけども、

本当は懲罰覚悟で歌いたいと思うんですが、それ

やったら皆さんのひんしゅくを買って、 後の私

の花道がおかしくなるのかなと思いますので、歌

詞だけ紹介させてください。この歌詞の中に含ま

れていること、これをよく皆様方お聞きいただき

たいと思います。新庄市民歌です。「朝日にはゆ

る月山の山の若葉のさわやかに。汽笛のひびきは

つらつと。伸びる鉄路の我が郷土。誇らん、いざ

や新庄市。２番。春らんまんの花咲けば、人波ま

ねく観光の。名所、旧蹟数あまた。栄えいやます

わが郷土、歌わん、いざや新庄市。３番。 上の

流れ、水清く。希望のかげを映しつつ。振興都市

の意気高く。行手さんたり我が郷土。たたえん、

いざや新庄市」。この市民歌を私は事あるごとに、

例えば入学式、卒業式、小学生、中学生、義務教

育年限の方々に歌っていただければありがたいな

と思っております。これは、要望も兼ねて、ここ

で発言させていただきます。 
  もう一つ、ここに「漫画アクション」という本



を持ってまいりました。これは、どちらかという

と中の記事については子供たちには余り読ませた

くないなと思われるものも入っていますけども、

ところがここには連載で「めぐみ」と題するもの

が載っておりました。毎朝私早くコンビニ行きま

すので、たまたまこれを見つけて買いましたとこ

ろ、とんでもないことが書いてありました。「北

朝鮮拉致ドキュメンタリーめぐみ」、原作、監修、

横田滋、早紀江。めぐみさんのお父さんとお母さ

んです。そして、作画は本そういちという人です

けども、1970年の11月15日、新潟県新潟市水道町

というところからこの漫画の１ページが始まって

おります。そして、ずっと読み進むと1997年１月

21日、13歳で行方が断たれた横田めぐみさんの消

息というか、生きているというふうな話が伝わり

ました。北朝鮮から拉致された人が日本に帰って

きたときにめぐみさんという人が生きているよと

いうふうなことがわかったということで、いろい

ろとこの話が進められております。横田さんも今

御夫妻で拉致された被害者を早く帰してくれと、

北朝鮮がやっていることについては人道に反する

ことであるし、国際法にも違反するから、返して

くれというようなことを６カ国協議の中でもこれ

を声を高らかに話をしておるわけですが、今の政

府なかなか腰が引けるというか、なかなか前に進

まないようです。 
  新庄市は平和都市宣言をやっております。私初

めて議会に入ったときに、議会だよりでかむてん

を登場させました。それで、議会の案内をかむて

んにしてもらいました。議会に皆さんに興味を持

ってもらおうということで、今回からわしが議会

の案内をするのじゃというようなことで書いたん

ですけども、その２枚目に平和都市宣言、記念事

業の内容はというふうな項目もございます。 
  そんなことで、平和都市宣言をした新庄市の首

長さんである髙橋榮一郎さんは、この拉致問題に

ついてはどういうふうにお考えかなというような

こともお聞きしたいということでございます。こ

れは通告にありません。通告にないので、これは

正式な質問ではないので、お答えにならなければ

それはそれでいいと思いますけれども、一応壇上

からの質問はこれで終わらせていただきます。あ

とはその後で私の席から質問させてもらいますの

で、よろしくお願いします。御清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
清水清秋議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 まず、石田議員、今回をもって３

期12年の議員生活御勇退されるというふうなお話

がございました。石田議員は、私の１つ先輩でご

ざいまして、この間12年間非常に石田節といいま

すか、いろんな点で御提言をいただいたり御意見

をいただいたりして御指導いただきました。その

間の御活躍については、心から敬意を表したいと

いうふうに思います。また、いろんな議員活動に

も関わるんですが、その他の活動にも大変一生懸

命やられた方だなというふうに思います。今後も

ぜひバッジは外されるわけでありますが、今まで

以上に地域振興のために頑張っていただければ大

変ありがたいというふうに思います。大変御苦労

さまでございました。 
  それでは、第１点目のバイオマス関係、特にＥ

３のことについてのお話がございました。これは、

御承知のとおり平成15年８月から全国初めての取

り組みというふうなことで、市内のスタンドと業

務委託を締結いたしまして、市の公用車、そして

またこれには 上総合支庁の公用車も参加してい

ただきましたし、そしてまたモニター制によりま

す一般市民の車も走行しておりますが、この実証

事業というふうなことで、大変注目された事業で

ございました。それが昨年の９月末でもってこの

スタンドが閉鎖というふうなことになりまして、

供給先がなくなってしまって実証走行も中止せざ

るを得ないというふうなことになりました。 
  国においてはＣＯ２を削減するこの自動車燃料



普及、これに本腰を入れておりまして、４年後に

は、平成2010年には50万キロリットルを普及する

計画でありますが、ガソリンとエタノール、これ

を直接混合する国の方針とイソブテンという物質

を混合したＥＴＢＥ、これを推奨している石油業

界の対立があるようでございます。したがって、

石油メーカーと提携しているスタンドはＥ３の燃

料、これを取り扱いができないわけでありまして、

県内では市が委託していたスタンド以外にＥ３燃

料を取り扱うスタンドはございませんでした。そ

ういう意味で中止というふうなことでございます。

しかし、この事業は市の知名度を大分アップした

ことも事実であります。また、国の方針にも大き

な影響を与え続けておりますし、小泉前首相も新

庄市の名前を出していただいて、ラジオでこれを

披露してくれたというふうな事実もございます。

こういう点では、この実証走行もある意味では成

功したかなというふうに、また寄与したなという

ふうに評価しておりますが、今申し上げたような

事情で中止のやむなきに至ったわけでありますが、

これからはどうでしょうか。石油業界も国が進め

ております直接混合方式に移行することも考えら

れますので、これまでの実証成果、これを生かし

ながら県と連携してエタノールの地産地消に取り

組んでまいりたいと、このように考えているとこ

であります。 
  それから、生ごみ問題、これきのうも小嶋議員

の御質問がございまして、いろいろお答えしたと

こでございますが、石田議員は別の視点からの御

質問のようでございます。こういうふうないろい

ろ事務事業を行うに当たって、やはり各課の連携

がうまくいっていないんではないかというふうな

御懸念があったように思います。決してそんなこ

とはありませんで、やはり各課にまたがる事業、

それから例えばまたがらない事業であっても、こ

れは課長会議等々でこういうふうな、市としては

こういう方向でこういう事業をやっていくという

こと、これは常に報告をし、そして理解をしなが

らやっていっているつもりでありますが、印象と

してそういうふうに受けとめられたこともあった

かもしれません。しかし、基本的には今申し上げ

たようにやはりばらばらでは仕事というのはでき

ないわけでありますので、私、助役、それから担

当課長、担当課長イコールこれは職員というふう

に考えていただいて、そしてそれをやはり一致団

結してやっていって、初めて事業の成果が上がる

というふうなことでございますので、この辺のと

ころは足りない部分、御指摘の部分については今

後もっともっと充実させ、深い連携をとるように

いたしますので、何とぞ御理解のほどお願い申し

上げたいというふうに思います。 
  それから、観光問題についても御質問というか、

御紹介も兼ねての御質問でございました。新庄市

の観光ガイド協議会、これは新幹線延伸にあわせ

て観光客の受け入れ態勢を整備するために11年に

発足いたしまして、昨年４月にはＮＰＯ新庄観光

ガイド協議会と名称を変更いたしまして、「ゆめ

りあ」の 上情報案内センター、この中でいろん

な観光情報の提供とか、あるいはレンタサイクル

の運営とか、また観光ガイド等々を実施いたしま

して、新庄の観光振興に大変大きな役割を果たし

ていただいております。市といたしましても協議

会と連携を図りながら、観光協会とともに観光情

報の受発信、あるいは受け入れ態勢の強化に努め

ているところであります。 
  先ほど御紹介ありましたけども、常滑市で全国

で５カ所対象とした国交省の委託事業になったこ

とで、これの実践報告をされたわけであります。

先月の22、23日でしょうか、その中で協議会の長

岡会長が全国に新庄を売り込む絶好のチャンスだ

ということで、張り切ってこの事業の報告をして

いただいたというふうに伺っております。 
  そういうことでガイドマップの作成、これは外

国語仕様のやつもつくって、外国の方々にもぜひ

アピールしたいというふうなことで頑張ってやっ

ていただいておりますので、これからもぜひ引き



続き、これからやはりきのうも出たんですが、な

かなか定住人口というのが非常に難しいわけでご

ざいますので、観光を中心とした交流人口の増加、

これにはやはりもう一歩、もっともっと力を入れ

ていくべきであろうというふうに思います。そん

なことで、協議会の皆さん方の果たしていただい

ている役割非常に大きいものがございますので、

今後とも市と連携を深めながら、これからもぜひ

頑張っていただきたいなというふうに思います。 
  それから、拉致問題についてはどうかというふ

うなことで、新庄市も平和都市宣言をやっており

まして、恒久平和を願うもの、これはもう当然の

ことであります。拉致問題というと、これは非常

に複雑な外交問題も絡んでおりますので、軽々に

申し上げることもできないところもありますが、

我々としては、気持ちとしてはぜひ一日も早い解

決、そして無事を祈っていること、これはもうど

なたも同じだというふうに思います。特に石田さ

んはこれについては深い関心を持たれておりまし

て、拉致問題については常にいろんなところに行

かれて調べられたり、あるいは協議をされておる

ようでございますので、ぜひこの問題については

我々としても早い解決を願うものであります。 
  以上、ひとまず壇上から答弁終わらせていただ

きます。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） いろいろと御丁寧な答

弁ありがとうございます。特に 後に拉致問題の

ことで申し上げましたところ、平和都市宣言の首

長として、あるいは髙橋榮一郎としてお話しされ

たのか、非常にうれしく思っております。今後と

もこの活動は続けていきたいと思っておりますの

で、その節はいろいろとよろしくお願いします。 
  壇上でかなり省略しました。前に小嶋議員が生

ごみに関してはいろいろと説明しておりますので、

そのこともバッティングしますので、答弁も同じ

ような状況なのかなと思っておりました。 

  そんなことで、先ほどバイオマスについてソル

ガムを生産をして、それから絞り汁をとってアル

コールにするということ。ところが、これは余り

にも費用がかかり過ぎるということもあって、他

の業者からエタノールを購入しておったというこ

とのようです。となると今後は、今もお話伺いま

した。一応中止というふうな、直接燃料を自動車

に供給することが難しくなったと、国の法律があ

ってということなので、その辺は仕方のないこと

かなと思って理解はできます。理解はできるんで

すけども、いわゆる法改正をすることによって環

境に優しい燃料ということで、これは今後とも可

能性を秘めておりますので、まるっきりこれでピ

リオドを打つということでなくて、新庄市として

これからやらなければならないという何かを皆さ

んでいい知恵を出し合って、ぜひ環境に優しい燃

料づくり、そういったものも取り組んでいただけ

ればありがたいなと思っておりますので、よろし

くお願いします。 
  生ごみの件ですが、かなり環境課では熱心に全

市内を回って市民にいろいろと説明をして歩かれ

ました。その席で絶対これは新庄市としても頑張

ってやってほしいという市民の声を受けて、環境

課の職員もそれなりに頑張ってこられたのではな

いのかなと思っております。ですから、ある日突

然新聞でこれが問題になったと、ちょっとコスト

が膨大になって、事業としては暗雲だというよう

な表題の新聞記事を見たときには私も驚いたんで

すけども、この間補正予算のとき、あるいは市長

の話をお聞きして、事業として中断するのでなく

て、延期をするというふうな解釈で事業を進めら

れるということのようですので、これは今の財政

上仕方のないことかなと思っておりますので、そ

れはそれで、私の質問はこれ以上の答弁はいただ

かなくても結構ですので、ひとつ今後ともあきら

めることなく、全国に先駆けた事業だというふう

になっておりますから、ぜひこれは成功していた

だきたい。 



  ただ１つ、先ほど市長の方からは連携について

は今後もそういうことのないようにやっていきま

すということですので、担当の課長がおられます

から、その方々から一言ずつでも何でこうなった

のかなというようなことも含めて、恐らくそんな

ことは課長方のお気持ちの中にはなかったと思う

んですけども、ある日突然新聞記事になったとい

うことで、実はそんなはずではなかったのだった

というようなこともあるのかなと思いますので、

その辺ちょっとお聞きしたいと思います。よろし

くお願いします。これにはひとつ助役も加わって

いただいて。 
八鍬長一助役 議長、八鍬長一。 
清水清秋議長 助役八鍬長一君。 
八鍬長一助役 至った経過等については、これまで

も２月19日の全員協議会から始まりまして、市長

からも何回となくお話ししていますから、そのこ

とについては重複を避けたいというふうに思いま

す。 
  先ほど示されました新聞記事、あれは確か１月

の下旬ころの新聞記事だったというふうに思うん

ですが、あの記事の段階では市長査定は終了して

いましたが、市長としての意思決定はしておりま

せんでした。そういう状況の中でのあの新聞報道

については、私どももいささかそういう見方もあ

るのかなという、そういう考えもあったわけであ

りますが、あの段階では意思決定はしておりませ

ん。その後市長査定が終わりましてから両課の調

整、それから今後の財政の見通し、そしてまた市

長の施政方針にもあるように夢と希望を失わずと

いうことで、19年度の市政をどう運んでいくかと

いうことで、市長ともかなりの時間の議論をいた

しました結果であります。 
  それから、連携のことについて職員間でもどう

こうという話もあるようですが、意思決定過程と

いいますか、方針を出して、方針を決めるまでに

は私ども職員はいろんな議論をいたします。それ

がないと発展はないと思います。ある意味では口

角泡を飛ばしてといいますか、そのぐらいの議論

がなければ、いろんな物の見方もあるわけですか

ら、１つの方向からだけの見方でなくて、いろん

な分析をした上でそういう結果をもとにして市長

の判断をいただくということも必要ですから、ふ

だんからそういうことをやっています。そういう

ことが伝え聞かれた場合には職員同士でやり合っ

ているとか、異論があるとかというふうに、そう

いう表現に誤解といいますか、の点もあったので

はないかなというふうに思います。とりわけ法定

事務といいますか、法律によって定められた仕事

というのは、それは法に基づいてきちんとやって

いけばいいわけですけども、これからしなければ

ならない地域振興とか地域の課題をどうクリアし

ていくかというのは、ある意味では正解のない仕

事かもしれません。そのだけに職員同士で議会の

皆さん方に提示する前にいろんな議論をしていま

すので、その過程についても職員と私と、それか

ら市長も含めて、その結果によって議会の皆さん

方に方向性をお示ししているということでありま

すから、ぜひ前向きの点での理解をお願いしたい

というふうに思います。そういうことでございま

す。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） 各課というふうに申し

上げたところ、助役が総括で全部御答弁いただい

たみたいですから、それはそれで口角泡を飛ばす

ような議論をしながらここまで頑張ったんだとい

う意味のことも伝わってきましたので、ぜひひと

つ今後口角泡を飛ばしながら新庄市の市勢発展の

ために頑張っていただきたいなと思っております

ので、ただ１つ、今の新庄市の財政厳しいもんで

すから、するよりも何もしない方がいいのだとい

うふうな考えにはなってほしくないと思いますの

で、ぜひここの席にお座りの執行部以外の後ろで

聞いている人もいるかもしれませんが、職員の

方々にもやる気を出してもらって、何もやらない



方がいいなんていうことの考えが起きないような、

そういうことで、やることによって何か余計なこ

とをやっちまったというようなことで評価される

と困るというような考えがないように。もしかし

てそういうふうな考えあるとすれば、路線を変更

してもらって、その方は新庄市をやめていただく

というぐらいの気構えで課長方は指導していただ

きたいなと思っておりますので、よろしくお願い

します。 
  それから、 後の方の観光。これは、先ほど市

長の答弁でボランティアガイドの方々が一生懸命

になってやられたということで、常滑市で発表を

されてきたと。１泊２日でしょうか、22、３日、

両日ですけども、非常にこちらも資金のないとこ

ろでマップづくりも大変だったというふうなお話

も伺っております。残念ながら新庄市、補助金を

つけるというふうなことまではいかなかったとい

うようなことかもしれませんが、こういうふうな

場合今後もあろうかと思います。何らかの形で支

援をすると、していくんだという。つまり民活、

民間の方々と協働でいくという精神をたっとばれ

るならば、ある意味ではこういうふうなところに

補助金といいましょうか、そういう予算を計上し

ていただきたいなというふうに思っております。 
  ちなみに、このボランティアガイドの方々が２

日間常滑の方に参りました。商工観光課としては

どのような手立てがあったんでしょうか。 
羽賀千尋商工観光課長 議長、羽賀千尋。 
清水清秋議長 商工観光課長羽賀千尋君。  
羽賀千尋商工観光課長 まず、前段で各議員さんが

それいけどんどんですか、あとＳＬ庫フェスティ

バル実行委員会で誘客に向けて大変御尽力された

ことに対して、まず前もってお礼を申し上げたい

と思います。 
  それで、今ガイド協議会の話ございましたけれ

ども、市は何をやっているんだというようなこと

だと思いますけども、今回のガイドマップ作成に

しても、まず１人が専門的についていて、いろい

ろ一緒にやったということは御理解していただき

たいと思うんです。それで、金銭的なことについ

ても、これは国土交通省から100％の補助事業、こ

れ140万でございます。その中で何とかやりくりし

て行った事業でありますので、これに対して市が

補助とか、そういうことはございません。ただ、

ガイド協議会も先ほど御指摘あったように市の補

助金がだんだん減ってございます。そういう中で

うちでも何とかガイド協議会一生懸命頑張ってい

るわけですから、その中で今までレンタサイクル

事業、これ市の、うちの方で直営でやっていたん

でございますけれども、有料化にいたしまして、

何とかガイド協議会の財源というようなことで、

そういうものもガイド協議会に入るようにやりま

したし、また新庄まつりのときいろいろ荷物を持

ってくる人が多かったんで、その辺「ゆめりあ」

といろいろ交渉しまして、ガイド協議会であそこ

で手荷物の一時預かり所、そういうようなことを

設置していただきまして、何とかガイド協議会の

財源の確保に向けていろいろ私どもも市でない中

でガイド協議会、あとは観光協会と頑張ってきた

わけでございます。 
  あと、あそこで情報案内センター、あそこの中

でもガイド協議会の方々がいろいろ案内してもら

っていますけども、これにつきましても県の観光

キャンペーン推進協議会、あとは総合支庁の 上

地域観光協議会、その中からいろいろ人材養成の

金を引き出しまして、弁当代ぐらいになるかなら

ないか、その辺はちょっと少ないかなとは思って

いますけども、そういうことでいろんな面で財源

の確保に今後も努めてまいって、何とか交流人口

の拡大に向けて頑張っていきたいと思ってござい

ます。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） ありがとうございます。 
  国の事業で100％国から出るんだということで、

市の方ではその手当てはしなかったということ、



これは理解できます。ただ、国の100％事業だとい

うことであっても、そのお金は簡単にはすぐ来な

い。いろんなことで、例えばマップをつくったこ

とにしても全部立てかえて、誰かがどこかで何か

をされているみたいな資金がないということで、

そういうことがあろうかなと思います。そういう

ことが今後もし何かあったときには、何らかの形

でしっかりと応援体制を組んでいただければあり

がたい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
  あと、 後になります。この間市民から例の丸

仏という場所が市に寄附されました。それと、鳥

越にある一里塚のブナ、その辺を線で結ぶことに

よって１つの観光のスポットになるのではという

話が前々からありました。一里塚のブナについて

は当時、10年ぐらい前に寿命でもう枯れる寸前だ

から、ほっておくみたいな話もあったんですけど

も、そこに活力を与えたところ、みごとよみがえ

って今の一里塚のブナがあるわけです。そんなこ

とも新庄市民は知っている人は知っている、知ら

ない人は知らない。また、よその観光客について

もこれがどういうふうなところにどういうふうな

意味であるのかということもわかっていない。そ

れも含めていろいろとスポットとして取り上げて

もらえばありがたいなと思うんですけども、この

辺について、このラインの今後の位置づけ、その

辺ちょっと一言お聞きしたいと思います。 
羽賀千尋商工観光課長 議長、羽賀千尋。 
清水清秋議長 商工観光課長羽賀千尋君。  
羽賀千尋商工観光課長 今おっしゃいました角沢街

道の丸仏と一里塚、それで一里塚につきましては

観光パンフにも場所は入れてございます。それで、

ただ丸仏の場合宝暦５年ですか、餓死というか、

大飢饉で随分亡くなった方を祭ったというような

こともございます。そういう中で、じゃこれが餓

死聖霊碑というんですか、ちょっと難しい言葉な

んですけど、これが観光スポットになるかという

ことはいろいろ議論はあるかと思います。ただ、

やはりこれだけのものが立っておりますので、そ

の辺はいろいろ今後ガイド協議会とか、どういう

見せ方をするのかをいろいろ考えていきたいと思

います。 
  あと、一里塚につきましても、記録見ますと江

戸日本橋を起点に各１里ずつにそういう塚をつく

ったというようなことがございます。そういうこ

とで、こういうこともございますので、間もなく

先ほど申し上げました 上地域の観光協議会、こ

こで現地ツアーいろいろやっています。その中で

鳥越の一里塚についても視察研修の中に組み込ん

でおりますので、今後そういうものもネットワー

ク化できるのか、その辺もいろんな関係機関と協

議してまいりたいと思います。 
１９番（石田千與三議員） 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 石田千與三君。 
１９番（石田千與三議員） 後ろの方で生涯学習課

長が私も答弁した方がいいのかと盛んにこちらの

顔を見ていらっしゃいますけども、その必要はな

いと思います。もし答弁していただければ答弁し

ていただいてもいいんですけども、今回の答弁は

一応観光の方に当てていますので、教育委員会の

方については前に質問しておりますから、それは

いいと思います。 
  ただ、今の答弁にもありました。丸仏、餓死者

を葬った聖霊碑というかあるんですけども、余り

観光としては芳しくないのではないかというよう

なこともあるようですけども、非常に珍しいもの

なんだということでの意味でございます。ですか

ら、別に何か脚光を浴びさせて、そこをみんなに

鳴り物入りで紹介するんでなくて、こういうこと

もあるんだという。新庄まつり250年祭この前やり

ました。そんなことも含めてこういうものがある

んですよというような紹介もあっていいのかなと

思います。そんなことからこの質問させてもらい

ました。 
  何か答弁したいというふうな感じでこちらを見

て笑っている方がいるんですけども、もし何かお

気づきの点で私の質問でこれが足りないんじゃな



いかと思われる方はぜひ補充していただいて、こ

んなことはどうでしょうかと言ってもらえばあり

がたいんですけども。 
  よくモデル事業というようなことを言います、

モデル事業。先ほどの生ごみに戻るわけじゃない

んですけども、モデル事業で成功して、いざ本番

でこれはやるんだよというときに、モデル事業の

中でやっている段階でいろいろとそれこそお得意

の言葉で言うと精査、そのことをやってもらえれ

ば、余りプレーボールが始まってからずっこける

ようなことはないと思うんです。陸上競技でいう

３段跳びをして、用意ドンで走って２つぐらい障

害物を越えて倒したところで号砲またどんどんと

鳴って、今のはノープレーというような感じのこ

れはいただけないと思いますので、ぜひひとつ今

後そういうことないようにお願いしたいと思いま

す。要望を含めて終わります。 
清水清秋議長 以上で今期定例会の一般質問を終了

いたします。 
 
 
     散      会 
 
 
清水清秋議長 明日７日から14日まで本会議を休会

いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、７

日から14日まで本会議を休会とし、15日午前10時

より再開いたしますので、御参集願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さまでし

た。 
 
     午後 １時４７分 散会 
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   （予算特別委員長報告）                                 
日程第 １ 議案第２１号平成１９年度新庄市一般会計予算                    
日程第 ２ 議案第２２号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算            
日程第 ３ 議案第２３号平成１９年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算            
日程第 ４ 議案第２４号平成１９年度新庄市老人保健事業特別会計予算              
日程第 ５ 議案第２５号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計予算             
日程第 ６ 議案第２６号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算            
日程第 ７ 議案第２７号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算            
日程第 ８ 議案第２８号平成１９年度新庄市介護保険事業特別会計予算              
日程第 ９ 議案第２９号平成１９年度新庄市水道事業会計予算                  
 
   （総務常任委員長報告）                                 
日程第１０ 議案第２号新庄市副市長定数条例の設定について                   
日程第１１ 議案第３号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の 
      設定について                                   
日程第１２ 議案第４号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につい 
      て                                        
日程第１３ 議案第５号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
日程第１４ 議案第６号新庄市監査委員条例の設定について                    
日程第１５ 議案第７号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について       
日程第１６ 議案第１２号最上広域市町村圏事務組合規約の一部変更について            
日程第１７ 議案第１３号山形県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について          
日程第１８ 請願第１号「安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求めること」に関する請願    
 
   （文教厚生常任委員長報告）                               
日程第１９ 議案第８号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について          
日程第２０ 議案第９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制 



      定について                                    
日程第２１ 議案第１０号新庄市屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
      の制定について                                  
日程第２２ 議案第１１号指定管理者の指定について                       
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議事日程（第４号）のほか 
日程第２３ 議案第３０号新庄市わらすこ広場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の設定につ 
      いて                                                                            
日程第２４ 議案第３１号平成１８年度新庄市一般会計補正予算（第５号）             
日程第２５ 議案第３２号平成１８年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）      
日程第２６ 議案第３３号平成１８年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）     
日程第２７ 議案第３４号平成１８年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）       
日程第２８ 議会案第４号山形県新庄最上地域道路整備財源の確保に関する意見書の提出について   
日程第２９ 閉会中の継続調査申し出について                                                  



 
     開      議 
 
 
清水清秋議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は24名、欠席通告者はありません。 
  これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第４号）によって進めます。 
 
 
     予算特別委員長報告 
 
 
清水清秋議長 日程第１議案第21号平成19年度新庄

市一般会計予算から日程第９議案第29号平成19年

度新庄市水道事業会計予算までの９件を一括議題

といたします。 
  本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 
  予算特別委員長星川 豊君。 
   （星川 豊予算特別委員長登壇） 
星川 豊予算特別委員長 おはようございます。 
  これより予算特別委員長の報告を行います。予

算特別委員会は全議員をもって構成されておりま

すので、簡単に御報告を申し上げます。 
  予算特別委員会に付託されました案件は、議案

第21号平成19年度新庄市一般会計予算から議案第

29号平成19年度新庄市水道事業会計予算までの新

年度予算計９件であります。この審査の経過並び

に結果について御報告申し上げます。 
  審査につきましては、３月９日、12日、13日の

３日間当議場において会議を開き、慎重に審査を

行ったところであります。 
  まず初めに、議案第21号平成19年度新庄市一般

会計予算は、特に各委員より数多くの質疑があり、

活発な論議が交わされました。討論の折、佐藤悦

子委員より反対討論があり、また石田千與三委員

より賛成討論がありました。採決の結果、議案第

21号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 
  次に、議案第22号平成19年度新庄市国民健康保

険事業特別会計予算、議案第23号平成19年度新庄

市交通災害共済事業特別会計予算、議案第25号平

成19年度新庄市公共下水道事業特別会計予算、議

案第28号平成19年度新庄市介護保険事業特別会計

予算、議案第29号平成19年度新庄市水道事業会計

予算の５件は、それぞれ質疑を行い、討論はなく、

採決の結果、いずれも全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第24号平成19年度新庄市老人保健事

業特別会計予算、議案第26号平成19年度新庄市農

業集落排水事業特別会計予算、議案第27号平成19

年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算の計３

件は、特に質疑、討論はなく、採決の結果、いず

れも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと

決しました。 
  以上、簡単でございますが、予算特別委員長の

報告を終わります。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  予算特別委員会は全議員をもって構成されてお

り、質疑、討論は終わっておりますので、直ちに

採決したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、直

ちに採決することに決しました。 
  これより採決いたします。 
  議案第21号平成19年度新庄市一般会計予算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 
   （賛成者起立） 
清水清秋議長 起立多数であります。 
  よって、議案第21号は委員長の報告のとおり可

決されました。 



  次に、議案第22号平成19年度新庄市国民健康保

険事業特別会計予算、議案第23号平成19年度新庄

市交通災害共済事業特別会計予算、議案第24号平

成19年度新庄市老人保健事業特別会計予算、議案

第25号平成19年度新庄市公共下水道事業特別会計

予算、議案第26号平成19年度新庄市農業集落排水

事業特別会計予算、議案第27号平成19年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計予算、議案第28号平成

19年度新庄市介護保険事業特別会計予算、議案第

29号平成19年度新庄市水道事業会計予算の計８件

は委員長の報告のとおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  よって、議案第22号、議案第23号、議案第24号、

議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28

号、議案第29号の議案８件は委員長の報告のとお

り可決されました。 
 
 
     総務常任委員長報告 
 
 
清水清秋議長 日程第10議案第２号新庄市副市長定

数条例の設定についてから日程第18請願第１号

「安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求め

ること」に関する請願までの議案８件、請願１件

の計９件を一括議題といたします。 
  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めます。 
  総務常任委員長石田千與三君。 
   （石田千與三総務常任委員長登壇） 
石田千與三総務常任委員長  

おはようございます｡それでは、私から総務常任

委員会の審査の経過と結果について御報告申し上

げます。 
  本定例会で当委員会に付託されました案件は、

議案８件、請願１件であります。審査のため３月

８日午前10時より議員協議会室において委員８名

出席のもと、総務課、税務課より関係職員の出席

をいただき審査をいたしました。 
  初めに、議案第２号新庄市副市長定数条例の設

定について及び議案第３号地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の設定については、関連がありますので、総

務課から一括して説明を受け審査に入りました。

議案第２号については、昨年６月公布された地方

自治法の改正法により助役制度から副市長制度が

設けられ、その定数は条例で定めることとされま

した。条例に定めることとされたことにより、本

市においては副市長を１名とするものであるとの

こと。この法改正は市町村長のトップマネジメン

トを支える助役機能の強化が目的であり、助役か

ら副市長への名称変更はより適切にその役割をあ

らわすものとして改称されたもので、その職務に

長の命を受け政策及び企画をつかさどること及び

長の委任によりその事務の一部を執行することが

加えられ、職務の明確化が図られたとの説明であ

りました。 
  次に、議案第３号については、これも自治法の

改正に伴うもので、改正点は３つあり、１点は副

市長を置くこと、２点目は収入役制度が廃止され、

一般職の会計管理者を置くこととされたこと、３

点目は吏員とその他の職員の区分が廃止され、職

員と総称することとされたことであり、このため

これらに関係する４条例について改正を行うもの

で、１つは新庄市特別職の職員の旅費及び費用弁

償に関する条例で、助役を副市長に改め、収入役

の名称を削る改正であります。次に、新庄市特別

職報酬等審議会条例では、収入役の名称を削るこ

と、条項移動に対応した条文の整理を行い、３つ

目は新庄市実費弁償条例で、条項移動に対応した

条文の整理、最後は市税条例において吏員を職員

に改める改正であるとの説明でありました。さら

に、収入役制度の廃止は会計事務の電算化などに

より、一般職の会計管理者を置くことにより、会

計事務の適正な執行が確保できるとされたためで、



その職務権限は収入役と変わらないということ、

また吏員とその他の職員の区分の廃止については、

地方公務員制度上任用及び勤務条件に区分がない

ことから、職員に統一されたとのことでありまし

た。 
  委員からは、副市長制度の定数に法律上の上限

がないのかとの質問に、法律上制限は設けられて

おらず、条例で定めるとの答弁でありました。 
  その他質疑はなく、採決の結果、議案第２号及

び議案第３号はいずれも全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 
  次に、議案第４号新庄市特別職の職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

て及び議案第５号新庄市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定については、

これについても関連がありますので、総務課から

一括して説明を受け審査に入りました。まず、議

案第４号については特別職の期末手当について、

平成18年10月の山形県人事委員会の勧告に基づき、

本市の市長、副市長並びに教育長の期末手当の年

間支給月数を0.15月引き下げ、また自治法改正に

対応して助役を副市長に改め、収入役の文言を削

り、さらに上位法の改正に伴い条文の削除、整理

を行うものであるとの説明でありました。 
  議案第５号については、一般職の職員の給与に

ついて山形県の職種別民間給与実態調査、並びに

地域の実態をより反映した山形県人事委員会の勧

告に基づき、期末、勤勉手当について年間支給月

数を0.2月引き下げを行い、また人事院勧告及び県

人事委員会勧告に基づき、配偶者以外の扶養親族

に係る手当を一律１人当たり月額6,000円とする

こと、再任用職員の期末、勤勉手当についても2.3

月を2.2月に0.1月引き下げるという改正内容との

説明でありました。加えて、財政期間中の平成20

年度までは給与条例施行規則の改正により、期末

手当の役職の加算割合を50％削減するとの説明で

ありました。 
  委員より、勤勉手当の用語の定義について質問

があり、勤勉手当は民間の賞与に類するもので、

勤務成績に応じて支給されるものであるとの答弁

でありました。 
  また、委員から、勤勉というのは当たり前で、

民間では既になくなっており、名称が古いとの意

見に対し、手当については法律に規定されたもの

が支給できるもので、市がその名称を変えて支給

することはできないとの答弁でありました。 
  また、委員から、勤勉手当は仕事等を一生懸命

するよう支給するのか、仕事をした結果に対して

支給するのかとの質問があり、結果を評価すると

いうことだが、人事評価が確立していないため、

評価が連動しておらず、規則により休んだ期間に

応じて減額するということになっているとのこと

でありました。 
  他にも勤勉手当に関する質問がありましたが、

採決の結果、議案第４号及び議案第５号はいずれ

も全員異議なく可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第６号新庄市監査委員条例の設定に

ついてでありますが、総務課より説明をいただい

た後に審査に入りました。本案は、地方自治法の

改正により条例で監査委員の数を増やせることを

前提に、政令で定める市は４人、その他の市町村

は２人とされたため、監査委員の定数を条例で定

める必要がなくなったこと、さらに定数を定めて

いた新庄市監査委員条例と定例監査の期日、期限

等を定めた新庄市監査の執行に関する条例とを１

つにして新庄市監査委員条例とするものであると

の説明でありました。 
  さしたる質疑もなく、議案第６号については全

員異議なく可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第７号新庄市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定については税務課より

説明をいただいた後に審査を行いました。本案は、

国民健康保険税の納期について１期当たりの納付

額の平準化を図り、納付し易い環境整備を行うた

め、７月から１月まで７期ある納期を７月から２

月まで、８期に納期を１期増やすものであるとの



説明でありました。 
  委員より、平準化を図るということであれば、

12期にする考えはどうかとの質問に、所得の確定

が６月であるため、納期の初めはどうしても７月

からとなり、また納期の最後についてもこれを３

月までとすると督促が４月となり、出納閉鎖との

関係から非常に厳しい、県内他市でもほとんどが

８期であるとの答弁でありました。 
  また、委員より、市民要望など納期を増やす発

想は何から発想したのか、収納率にどの程度効果

があるのかとの質問があり、平成15、16年の国保

税の引き上げに伴い、７期では納め切れないとい

うことで分納の相談を受け、１期分ではあるが、

１期当たりの納付額を引き下げ、納付し易い環境

にしたという考えであり、当然収納率のアップを

期待しているとのことでありました。 
  委員より、納期数について法律上の標準制限は

あるかとの質問に、国保税については法律等で定

まっておらず、各団体が条例で定めることとなる

との答弁でありました。 
  さらに、委員より年税額が変わらないのだから

納入し易いということはないのではないかとの質

問に、平均24万円税額の場合では年税額は変わら

ないが、１期当たり4,300円納める金額が減ること

となるとのことでありました。 
  他にも議案第８号介護保険料との関連について

の質問、収納率アップの目標数値を定めるべきと

の意見が出されましたが、採決の結果、議案第７

号は全員異議なく可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第12号最上広域市町村圏事務組合規

約の一部変更について及び議案第13号山形県市町

村職員退職手当組合規約の一部変更については、

関連がありますので、総務課から一括して説明を

いただき審査に入りました。これら２件の議案に

ついてもいずれも地方自治法改正に伴うもので、

収入役制度が廃止され、会計管理者を置くこと及

び一般職を職員と総称することの変更であり、さ

らに議案第12号では政令改正による条項移動に対

応した改正との説明でありました。 
  委員より、構成団体で議決しない場合はどうな

るのかとの質問に、一団体でも議決がないと規約

の変更はできないとの答弁があり、採決の結果、

議案第12号及び第13号は両案とも全員異議なく可

決すべきものと決しました。 
  最後に、請願第１号「安心・安全な公務・公共

サービスの拡充を求めること」に関する請願につ

いては、請願提出団体から説明を受けるため、ま

ず委員協議会を開き、請願者の退席をしていただ

いた後に協議会の内容を踏まえ、委員会の審査を

行いました。 
  委員より、この請願が具体性に欠け、願意が何

か漠然としてわからないこと、また請願中表記さ

れている大企業、大金持ちの定義についての質問

があり、請願者からは請願者が起案した意見書を

参考に納得できる部分の意見書を提出していただ

きたいということ、また大企業、大金持ちという

のは一般的な感覚であり、基準は設定していない

との説明でありました。なお、委員の承認をいた

だき、請願者の起案した意見書の提出を受け、審

査の参考といたしました。 
  さらに、委員より、願意は民間委託をしてはい

けないということなのか、また安心・安全とは労

働者の身分保障のことをいうのかとの質問があり、

民間委託の全部を否定しているものではなく、公

務として中立的に行う必要のあるものまで民間に

開放するのはいかがなものかとの意見であること、

また安心・安全とは労働者の身分保障についてと

いうのではなく、きちっと住民サービスを提供で

きる体制を考えるべきということであるとのこと。 
  委員より、政府へ要望していただきたい事項の

３項目について説明を求める質問があり、請願者

から１項目めは医療、教育、福祉、雇用の分野に

おける公から民への民間開放の動きを戻していた

だきたいというのが本音であり、サービスの低下

をしないでいただきたいというもの、２項目めは

社会保障制度が引き下げ、減額されている現実が



あり、これを充実していただきたいとのこと、３

項目めについては職場や会社同士の競争において

敗れた方に対して最低ラインの保障はするべきと

いう考え方であるとのことでありました。 
  委員より、国家公務員、地方公務員、独立行政

法人の請願団体への加入割合の質問があり、おお

よそ３分の１との説明があり、さらに委員より、

最近において民間委託することにより個人情報の

流出などの支障が発生した例の有無、民でできる

ことは民でという考えについて質問があり、請願

者から市場化テスト等を行い、個人情報流出など

トラブルがあったかは把握していないとのこと、

民でできることは民でという考え方については、

基本的に公務でやらなければならないものは公務

でという考えであり、本来どこが行うものかを十

分に検討していただきたいとの説明でありました。 
  さらに、委員より耐震偽造等は民間だからとい

う考えか、民間への委託についての考えはどうか

との質問があり、国、地方公共団体と民との違い

は目的が違っており、国、地方公共団体にあって

は住民サービスを基本に考えるが、民間企業は利

潤追求という部分が出る心配があり、公平にやれ

るか危惧しているとのことでありました。 
  委員より、消費税の問題では国会において十分

な審議をしており、国の借金の状態から地方交付

税までかなり吟味されるということからすれば、

消費税で対応するしかないと認識している、非常

に受け入れがたいが、もう少し審議が必要であり、

継続すべきという意見、また政府へ要望していた

だきたい事項の３項目を約すると、公務員は不安

がなくて心安らかに危険がない職場にしてもらい

たい、首にしないでもらいたいというもので、競

争原理を全く無視したもので不採択とすべきとい

う意見、市は現下の財政状況を鑑み、公務公共サ

ービスの充実に一生懸命努力しており、政府へ要

望していただきたい事項の１、２は今さらその必

要はなく、３は論外であり、大企業、大金持ちの

定義もなくおかしい、受け入れがたいという意見

がありました。 
  継続審査という意見もありましたが、採決の結

果、委員全員により不採択とすべきものと決しま

した。 
  以上、総務常任委員会に付託されました案件の

審査の経過と結果についての報告を終わります。

よろしくお願い申し上げます。 
清水清秋議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） まず、一般職の職員の給

与に関する条例について、これについて一番大き

なところは県の人事委員会勧告で引き下げられて

いるので、それで合わせてというのが一番基本に

なっているように思います。そこでですが、この

人事院勧告という意味について御検討なさったか

どうかということです。というのは、本来であれ

ば労働者は団体を組んで組合などをつくって、本

来は生活を守るために賃金が低ければ争議なども

できるということになっているんですが、公務員

の場合はそれを法律で禁じているために代償とし

て人事院勧告というのをつくって公務員の利益を

擁護するという立場であったと思うんです。その

ときに今公務員の方々に働く人たちに賃金引き下

げをするというのが、日本全体の経済を見たとき

に本当に正しいのだろうかというのは検討なさっ

たのかお聞きしたいのです。というのは、いざな

ぎ景気とか非常に日本全体の特にトップの企業な

どが史上空前の利益を上げていると言われていま

す。非常に景気がよくてトップの企業が多くの利

益を上げているというふうに言われています。景

気がよいとも言われています。そういうときにな

ぜ労働者の賃金を下げなければならないのかと、

私はそういう点から検討なさったのかお願いした

いと思います。 
  それから、もう一つは請願についてですが、請

願の中で要望していただきたい事項の１に関して



だと思いますが、民間委託にしたことによって問

題が起きているのがあるんだと思うんです。特に

耐震偽装の話が委員会で話なされたということで

した。耐震偽装というのは、これはもとは公が、

必ず公共が偽装が行われないように建築構造など

を必ずチェックするということになっていたと思

います。それが民間委託もできるように、民間に

も開放されて民間がやるようになってきた。とこ

ろが、民間は利益追求ということから、早く、そ

して見逃すというか、偽装も見逃していたという

ことが今回の住民に大変な不安を及ぼす大問題に

なったと思います。そういう意味では、耐震偽装

など行うことができないように、あの点について

は公共サービスを充実させることというのが必要

だったと思うんです。そういうことが必要だと思

います。 
  また、新庄市で大問題になりつつあるのが県立

病院の問題だと思います。これも県で責任を負っ

ていた公共サービスを県は独立行政法人というこ

とで、県の公共サービスを変えようとしています。

その点について私は考えると、やっぱり県の責任

は公共サービスとして充実させるという立場でや

るべきだと思います。これは医療の問題です。 
  それから、三つ目ですが…… 
   （「質問の論点がわかりません」 
     と呼ぶ者あり） 
１ 番（佐藤悦子議員） １番については、偽装請

負の耐震偽装の問題を民間委託だからかという質

問があったことについて、民間委託だから起きた

んでないかということです。その点についてもう

一度お願いします。 
   （「簡潔に質問して」と呼ぶ者あ 
     り） 
１ 番（佐藤悦子議員） はい。それから、３番に

ついては要望事項の３番について論外という委員

長の報告でした。しかし、大企業、大金持ちの優

遇税制の中身をこういうことがあるというふうに

認識なかったのか、学習していなかったのか、勉

強していなかったのか、その点についてお聞きし

ます。 
石田千與三総務常任委員長 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 総務常任委員長石田千與三君。 
石田千與三総務常任委員長 初めに、質問者の論点

が委員長として少し理解しがたいことがあります。

私なりに今聞き取りをさせていただきましたが、

佐藤議員がおっしゃりたいことを要約すると、人

事院勧告について論議されたのかということと、

耐震偽造についてどうなのかということかと思い

ます。 
  １番目の人事院勧告については、当委員会では

議論されておりません。国、県の上位法があると

いうことで、私どもの新庄市にそれをどうするか

ということの議論をさせてもらいました。 
  それから、耐震偽造については今委員長報告を

したとおりでございます。 
  また、論外という文言についての質問だと思い

ますけども、この件については請願者お二人お越

しいただきました。その方々から説明を頂戴した

んですけども、いわゆる大企業、それから大金持

ちとの定義はというふうな質問が委員からあった

んですけども、委員長報告で申し上げたとおり、

それに関しては定義なるものの説明はありません

でした。以上のことから論外ということが出たと

思いますので、よろしく御理解いただきたいと思

います。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） まず、請願について、そ

の前の議案５号については議論がなかったという

ことで、非常に審議不足ではないかというふうに

指摘したいと思います。やり直しをする必要があ

るんじゃないかと思います。人勧についてもう一

度話し合う必要があるんじゃないかと、そもそも

何かということで話し合う必要があるんじゃない

かと思いますが、いかがでしょうか。 
  それから、論外と言われたことで、大企業とは



何か、大金持ちとは何かという定義がなかなか請

願者がお話しできなかったから論外だというお話

だったようですが、しかし税制を見たときにかつ

ては個人の最高税率が75％、所得税ですけど、だ

った時代もあったと聞いております。今は最高税

率が37％ですか、所得税で、そこまで下がってお

りますし、またこの間予算委員会で述べたように

超大金持ち、武富士の社長一族が株配当で38億円

所得あったと、これが税率10％しかつかない。こ

れは、見ても大金持ちの優遇税制に当たるんでは

ないか…… 
   （何事か呼ぶ者あり） 
１ 番（佐藤悦子議員） ちょっとしゃべらせない

でください。私がしゃべっているんです。大金持

ちが明らかに優遇されているという問題を認識な

さっていないのではないかと思うんです。それか

ら、大企業の税制についてもかつては法人税率

40％だか、今よりもかなり高かったと聞いており

ます、法人税率が。それが下げられていると。こ

れは、法人税、大企業というのはやはりもうけが

ある、法人税を払っている企業が多いわけで、法

人税を払うはずの大企業が税率を下げられている、

この優遇税制を直してくれれば、庶民にお金がな

い人までかかってくる消費税は上げなくてもでき

るという内容であり、私は全体として論外には値

しない当たり前のことだと思うんですが、委員長

のお話を伺いたいと思います。 
石田千與三総務常任委員長 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 総務常任委員長石田千與三君。 
石田千與三総務常任委員長 先ほど申し上げました。

佐藤悦子委員の質問が私にとって非常に聞き取り

にくい、つまり論点がどこにあるのかということ

がわかりません。初めの質問についてやり直しと

いう話がありました。その気持ちはございません。

委員会ではそういうふうに決しました。 
  それから、長々と国の件についてお話がありま

した。私どもは、新庄市に関して請願を頂戴した

分についての審査をいたしたので、国や県、そう

いうところで論議されるものとは違いますので、

そのことも御理解いただきたいと思います。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） この請願についての新庄

市についてというお話でしたけれども、新庄市民

にもやはり消費税の問題関わってきます。上げら

れれば圧倒的多数の市民が何にも所得もなく、住

民税も払えないような方であっても消費税を払わ

ねばならなくなるわけで、上げられればもっと上

がるわけであります。そういう意味では、市民全

体に関わってくる問題でもあります。この税制、

税制というのは国で変えてくるわけです。なかな

か新庄市だけで税制を変えるということはほとん

ど不可能というふうに考えられます。そうします

と、国に対して意見を上げてほしいという当たり

前の内容なんです。新庄市についてだけ言ってい

るということではないと思うんです。新庄市の市

議会で国に対して言うべきことを言っていただき

たいと、こういう内容だと思うので、委員長の今

新庄市についてというお話は納得できないなと思

ったんですが、もう一度お願いします。 
石田千與三総務常任委員長 議長、石田千與三。 
清水清秋議長 総務常任委員長石田千與三君。 
石田千與三総務常任委員長 長い質問をされますの

で、私の方では逆に短くしたために言葉足らずで

そのようなお聞きをされたかと思いますが、国、

県でやられている例えば人事院勧告、そういうも

のについて私どもでは別に議論の余地がない、も

う国で決まったこと、県で決まったこと、上位法

とよく言われているかと思いますけど、それに沿

って新庄市の職員の場合はどうかということの審

査でありましたので、そういうふうにさせてもら

いました。 
  あと今国のこと、あるいは地方のこと話が出ま

した。確かにおっしゃるとおりです。私どもは、

新庄市の議会として県や国に対してもやはり要求

するものは要求する、そういうことで常にその姿



勢は変わっていません。ただ、今議員から質問が

あった件についてのみを答弁させていただくと、

当委員会ではそのような審査についてなされてい

なかったということでございますので、御理解い

ただきたいと思います。 
  以上です。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
   （１番佐藤悦子議員登壇） 
１ 番（佐藤悦子議員） 議案第５号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、私は日本共産党を代表して反対

討論を申し上げます。 
  人事院と県人事委員会は、今年から職種別民間

給与実態調査の対象を企業規模100人以上から50

人以上に変更しましたが、その論理的な根拠は薄

弱です。上場企業が市場最高の利益を謳歌する中

での期末手当引き下げ勧告は、労働者にとって納

得できるものではありません。公務員の争議権、

団体交渉権などの労働基本権を大幅に制限する代

償措置として1948年12月導入された人事院勧告制

度は、公務員の福祉、利益保護の機能を発揮する

ことに存在理由があります。公務員給与は、生活

費、民間賃金との均衡、国民の納得性の３原則に

基づき、人事院及び人事委員会勧告が行われてき

ましたが、手法についての検証が必要です。１つ

は、日本は大企業と中小企業の格差が先進資本主

義国でも際立って大きいということ、２つ目は新

卒者がそのまま定着する標準労働者の割合は、民

間企業の規模が小さくなるほど官民の乖離が大き

いという特殊事情があります。そのため、企業規

模100人以上を調査対象として公務員の特殊性に

ふさわしい賃金水準を確保することの相関関係が

解明されず、今日に至りました。 
  学歴別、勤続年数別給与の官民比較方法として

公務員の人員構成を用いるラスパイレス方式と民

間の人員構成を用いるパーシェ方式があり、ラス

パイレス方式が公務員給与に不利に働くという試

算結果を人事院が発表したことがあります。現在

人事院と県人事委員会は、国公給与等実態調査と

職種別民間給与実態調査を経てラスパイレス方式

による勧告をしています。県の総務常任委員会で、

県内の企業は他県に比べて協力的だが、それでも

職種別民間給与実態調査拒否が13％あることが明

らかになりました。これは、職種別民間給与実態

調査が指定統計でないために企業に提出義務がな

いことに原因があります。また、賃金比較に必要

な勤続、経験年数別賃金実態や一時金の個人別実

態という調査項目もありません。山形県職員給与

の民間準拠を強調するならば、職種別民間給与実

態調査を任意調査から指定統計に格上げし、調査

項目を改善する必要があります。 
  以上、反対の理由を申し上げ、反対討論を終わ

ります。 
清水清秋議長 他に討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議案第２号新庄市副市長定数条例

の設定については委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第２号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第３号地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の



設定については委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第３号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第４号新庄市特別職の職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

ては委員長の報告のとおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第４号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第５号新庄市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

は委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  議案第５号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
清水清秋議長 起立多数であります。よって、議案

第５号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第６号新庄市監査委員条例の設定に

ついては委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第６号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第７号新庄市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定については委員長の報

告のとおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第７号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第12号最上広域市町村圏事務組合規

約の一部変更については委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第12号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第13号山形県市町村職員退職手当組

合規約の一部変更については委員長の報告のとお

り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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第13号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、請願第１号「安心・安全な公務・公共サ

ービスの拡充を求めること」に関する請願は委員

長の報告のとおり決することに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  請願第１号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
清水清秋議長 起立多数であります。 
  よって、請願第１号は委員長の報告のとおり不

採択と決しました。 
 
 
     文教厚生常任委員長報告 
 
 
清水清秋議長 日程第19議案第８号新庄市介護保険

条例の一部を改正する条例の制定についてから日

程第22議案第11号指定管理者の指定についてまで

の議案４件を一括議題といたします。 
  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求め

ます。 
  文教厚生常任委員長金 利寛君。 
   （金 利寛文教厚生常任委員長登壇） 



金 利寛文教厚生常任委員長 おはようございます。

私から文教厚生常任委員会の審査の経過と結果に

ついて御報告申し上げます。 
  当委員会に付託されました案件は議案４件であ

ります。審査のため３月７日午後１時30分より議

員協議会室において委員８名の出席のもと、審査

を行いました。 
  初めに、議案第８号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定についてでありますが、福

祉事務所から説明を受けた後に審査に入りました。

福祉事務所からは、納期についての改正であり、

現在７月から１月まで納期が７回だが、これを７

月から２月まで８回の納期にすることにより、１

回の納付額を少な目にして納め易くするために改

正をするとの説明でありました。 
  委員から、毎月納付の12回にできないかという

要望がありましたが、福祉事務所からは市民税額

によって保険料が決まる、市民税額が確定するの

は６月なので、それ以降でないと保険料が確定を

しない、県内の市では酒田市が４月から３月まで

の12回にしているが、保険料が確定していない４

月から６月までは暫定額ということで、７月以降

に額の手直しをする方法をとっているが、他市は

ほとんど８回の納期にしており、保険料が確定し

てから納付していただく考えをとっているという

説明でありました。 
  また、委員から、年金受給者はどうなるのかと

いう質問があり、福祉事務所からは今回の改正は

普通徴収の方の改正であり、年金受給者は年６回

の支給月に年金から引き落としされる特別徴収な

ので該当しないという説明でありました。 
  その他質疑はなく、採決の結果、議案第８号は

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
  続きまして、議案第９号新庄市生涯学習センタ

ー設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでありますが、生涯学習課から

説明を受けた後に審査に入りました。生涯学習課

からは、市民プラザ２階のヘルシールーム内に設

置していたトレーニング機器を撤廃したので、ヘ

ルシールームの個人使用の分を削除すること、ま

たわくわく新庄の２階の教養文化室１と２の２つ

の和室があるが、これを１室に統合して効率的な

活用を図ることとあわせ、使用料は和室１室分に

1.5を乗じた額に改正するとの説明でありました。 
  委員から、教養文化室１、２を同時に別々の団

体が借りた回数はどれぐらいあるのかという質問

があり、生涯学習課からは同時に別々の団体が借

りたことは今までにはない、また仕切りはふすま

１枚であり、主に使用しているのは踊りと民謡の

団体であること、音楽を流すので防音上別々に使

うのは難しい、さらに１室しか申し込んでいない

が、隣があいているので使ってしまうという実態

もあり、それをも考慮して１室に統合するという

説明でありました。 
  また、委員から、ふすまはそのまま残すのか、

それとも取り外すのかという質問がありましたが、

生涯学習課からは冬期間の暖房を考えればあった

方がいいが、要望があれば取り外すという説明で

ありました。 
  その他さしたる質疑はなく、採決の結果、議案

第９号は賛成多数で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 
  続きまして、議案第10号新庄市屋内ゲートボー

ル場設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてと議案第11号指定管理者の指

定については関連していますので、一括して審査

を行いました。生涯スポーツ課から説明を受けた

後に審査を行いました。生涯スポーツ課からは、

議案第10号は利用料金の改定で、指定管理者から

平成17年度の決算書が提出され、利用者の減少と

燃料費の高騰で余剰金がわずかしか出なかったこ

と、ゲートボール場は利用料金制度を採用してい

るため、このままでは運営が成り立たないという

ことで改定するということでありました。また、

この改定についてはこれまでの運営状況、経費の



状況、利用実績を精査し、利用者の声も参考にし

て設定をしたとのこと、今回の改定は上限額の改

定であり、その額の範囲内で指定管理者と市が協

議をして実際の利用料金を設定する、またこれま

で他の体育施設と比べて低く抑えてきた経過もあ

ること、そして利用者の拡大については現在指定

管理者になっているゲートボール協会と協議をし

て改善項目を話し合ったということでありました。 
  次に、議案第11号については指定管理者の指定

期間が満了するので、指定管理者候補選定委員会

においてこれまで指定管理者であったゲートボー

ル協会に絞って審査し、適当という結果になった

とのこと、指定期間は平成19年４月１日から平成

22年３月31日までの３カ年ということの説明であ

りました。 
  審査に入り、委員から、利用実績、それから経

営状況、運営状況について質疑、意見等がありま

した。利用実績については、減少の理由は把握し

ているのか、利用料金を設定する際に利用者数の

把握をどうしたのか、会員と会員以外の利用状況

は把握しているのかという質疑がありました。こ

れについては、会員とそれ以外の人の区別はして

いない、利用者は減少しており、平成12年度が

6,705人、そして平成17年度には4,701人と減って

いると、減少の理由は最近ペタンクやターゲット

バードゴルフ、それからグラウンドゴルフとかい

ろんなニュースポーツが増えてきたので、分散し

てしまったのではないかと見ている、利用料金を

算定する際には今後の利用改善対策も考慮して算

定したが、減少すると見込んでいるという説明で

ありました。 
  経営の状況については、利用料金から何に支出

しているのか、今の利用料金は上限額より低く設

定している、上限額にすれば改定しなくともいい

のではないか、赤字が出た場合にはどこで負担す

るのかという質疑がありました。これに対して、

利用料金の使途については平成17年度決算では、

収入は利用料金等は約60万円、支出は電気料13万

円、下水道料５万2,000円、電話料６万6,000円、

灯油代26万5,000円、諸修繕料が７万円、合計59

万7,000円で、余剰金は3,000円という状況でした。

その他に市でも一部負担しており、敷地の一部が

民地なので、その借地料や機械警備費、それから

消防設備点検、除雪費で年間約65万円を負担して

いる、上限額の改定については、現行設定の上限

額いっぱいまで上げたとしても赤字になる見込み

であるために、複数年管理を考えた場合には上限

額の見直しが必要であり、その範囲内で段階的に

設定されると思う、ただし新たに指定される指定

管理者と今後協議をして決定されること、また赤

字にならないよう運営してもらうのが大前提だが、

厳しくなったら市と協議をしてくれと言っている

ので、何らかの方法をとっていきたいと考えてい

るという説明でありました。 
  運営状況については、会員以外は使わせないな

どとならないように、会員だけが利用すれば特定

の団体のための施設となる、また近くの人だけが

利用しているとなった場合にはその対策が必要で

ある、大会はやっているのか、会員以外も参加し

ているのかという質疑、意見等がありました。会

員以外の利用者への対応については、利用者の拡

大に努めなければならないことはゲートボール協

会も十分にわかっている、また市の施設なので会

員だけが使うようなことがあってはならないので、

十分に注意をし、指導していくということであり

ました。また、近隣の人だけが使うということは

ないようだとのこと、大会は年間約10回程度あり、

会員以外、また市民以外も参加しているようだと

いう説明がありました。 
  指定管理者の指定についてでありますが、委員

から、選定委員の中に市民委員、市民の中の委員

はどのような人かという質疑があり、生涯スポー

ツ課からは体育関係者という説明でありました。 
  その他にも質疑、意見等がありましたが、採決

の結果、議案第10号については賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決しました。また、議案



第11号については全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決しました。 
  以上で文教厚生常任委員会に付託されました案

件の審査の経過と結果について報告を終わります。

よろしくお願いを申し上げます。 
清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１０時５８分 休憩 
     午前１１時０８分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
  ただいまの委員長報告に対して質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 質疑なしと認めます。よって、質疑

を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議案第８号新庄市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定については委員長の報

告のとおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第８号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第９号新庄市生涯学習センター設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定については委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  議案第９号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
清水清秋議長 起立多数であります。よって、議案

第９号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第10号新庄市屋内ゲートボール場設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定については委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  議案第10号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
清水清秋議長 起立多数であります。よって、議案

第10号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第11号指定管理者の指定については

委員長の報告のとおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第11号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  ここで追加案件がありますので、暫時休憩をい

たします。 
 
     午前１１時１０分 休憩 
     午前１１時２９分 開議 
 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     日 程 の 追 加 
 
 
清水清秋議長 ここで追加案件が出ておりますので、



議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長柴田忠志君。 
   （柴田忠志議会運営委員長登壇） 
柴田忠志議会運営委員長 御苦労さまでございます。

それでは、これより議会運営委員長の報告を行い

ます。 
  本日午前11時10分より議員協議会室において委

員７名出席のもと、執行部より助役、関係課長並

びに議会事務局職員の出席を求め、本日の本会議

における追加案件についての協議をいたしたとこ

ろであります。 
  議案第30号新庄市わらすこ広場の設置及び管理

に関する条例を廃止する条例の設定について、議

案第31号平成18年度新庄市一般会計補正予算（第

５号）、議案第32号平成18年度新庄市公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）、議案第33号平

成18年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）、議案第34号平成18年度新庄市介護

保険事業特別会計補正予算（第４号）、議会案第

４号山形県新庄最上地域道路整備財源の確保に関

する意見書の提出についての議案５件、議会案１

件の計６件を本日の本会議に追加することにいた

しましたので、議長よりよろしくお取り計らいく

ださいますようお願い申し上げ、報告を終わりま

す。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま議会運営委員長より報告のありました

とおり、議案５件、議会案１件の計６件を本日の

日程に追加することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案５件、議会案１件の計６件を本日の日程に追加

することに決しました。 
  ここで追加日程を配付するため、暫時休憩いた

します。 
 
     午前１１時３２分 休憩 
     午前１１時３３分 開議 

 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第２３議案第３０号新庄市わ 
  らすこ広場の設置及び管理に関す 
  る条例を廃止する条例の設定につ 
  いて 
 
 
清水清秋議長 それでは、追加日程に入ります。日

程第23議案第30号新庄市わらすこ広場の設置及び

管理に関する条例を廃止する条例の設定について

を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第30号新庄市わらすこ広場の

設置及び管理に関する条例を廃止する条例の設定

について御説明申し上げます。 
  わらすこ広場につきましては、平成12年10月の

開館以来約６年半を経過しておりますが、35万人

を超える多くの子供たちに利用されまして事業を

行ってきたところであります。しかしながら、御

承知のとおり昨年11月、ビルの所有者であります

新庄ショッピングビルが破産いたしまして、現在

は破産管財人の管理となっているところでありま

す。また、５階で営業しておりましたセントラル

スポーツクラブも先月末日をもって完全撤退をい

たし、３月からはわらすこ広場だけの運営となっ

ております。このような破産管理という不安定な

中で、市の公の施設としてのわらすこ広場を今後

も引き続き運営することはできないと判断し、今

月末日をもって一時休止するための本条例案を提

案するものであります。 
  なお、わらすこ広場については今後も存続する

方向でいろいろ方策を検討してまいりたいと思っ

ておりますので、何とぞよろしく御審議をいただ



き、御決定くださるようお願い申し上げます。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第30号は、会議

規則第37条第２項の規定により、委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第30号は委員会の付託を省略することに決しま

した。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第30号新庄市わらすこ広場の設置及び管理

に関する条例を廃止する条例の設定については原

案のとおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第30号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  議案４件一括上程 
 
 
清水清秋議長 日程第24議案第31号平成18年度新庄

市一般会計補正予算（第５号）から日程第27議案

第34号平成18年度新庄市介護保険事業特別会計補

正予算（第４号）までの４件を一括議題といたし

ます。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第31号から議案第34号までの

一般会計及び特別会計補正予算について御説明申

し上げます。 
  補正予算書１ページ、議案第31号一般会計補正

予算（第５号）は歳入歳出それぞれ１億542万2,000

円を追加し、補正後の予算総額を134億1,615万

1,000円とするものであります。 
  ４ページ、第２表、繰越明許費は２件ございま

す。沼田角沢線整備事業におきましては、用地取

得と物件移転の契約が２月末になり、今年度の物

件移転が困難となったことによります。繰越額

9,020万2,000円でございます。農地災害復旧事業

費は、作業条件の悪い場所で復旧作業領域を雪上

に求めておりましたが、今冬の少雪により雪の利

用が困難になりました。そのため、作業道や作業

領域の仮設協議に時間を要し、年度内の完成が不

可能となり、次年度への繰越額536万9,000円であ

ります。 
  ７ページの歳入予算補正の内容を申し上げます

と、10款地方交付税は交付済み額と予算措置の差

１億443万6,000円を追加するものでございます。 
  17款寄附金２万円は、リボンの会様から頂戴し

たもので、児童福祉のために使わせていただきま

す。 
  20款諸収入には、最上広域派遣職員の給与費負

担金の増や駅東駐車場の最上広域からの委託金の

減がございます。 
  ８ページからの歳出予算補正は、ほとんどが除

排雪に関わる予算の減額となっております。今冬

の暖冬少雪によりまして、10ページにございます

道路の除排雪費１億3,700万円ほどの減額をはじ

めといたしまして、除排雪費全体で１億7,000万円

ほどの減額となっております。それら歳出削減分

と普通交付税の追加分を８ページにございますよ



うに財政調整基金に２億7,440万を積み立てる内

容になっております。補正後の財政調整基金現在

高でございますが、19年度当初予算取り崩し分を

減じますと４億6,200万円ほどになります。 
  また、８ページ、３款民生費にはわらすこ広場

の運営費60万円の追加がございます。これは、セ

ントラルスポーツが２月末日をもって完全撤退し

たことによります３月分施設管理費を追加するも

のでございます。 
  次に、13ページ、議案第32号公共下水道事業特

別会計補正予算（第４号）はそれぞれ歳入歳出に

26万円を減額し、補正後の予算総額を14億5,453

万円とするものであります。 
  また、17ページ、議案第33号農業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号）は歳入歳出それぞれ

71万円を減額し、補正後の予算総額を8,915万

1,000円とするものであります。両議案とも汚水処

理場の除排雪経費、これを減額するものでありま

す。 
  最後に、21ページ、議案第34号介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）でありますが、これは

予算書にございますとおり、繰越明許費の補正で

介護保険制度の改正に伴い、介護保険料賦課徴収

システムの修正が必要になりましたが、制度の詳

細が不明で年度内の完成が不可能となり、次年度

への繰越額189万円でございます。 
  以上で補正内容の説明を終わらせていただきま

すが、よろしく御審議をいただきたいというふう

に思います。 
清水清秋議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました補正予算４件は、会

議規則第37条第２項の規定により、委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、補

正予算４件は委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 
 
  日程第２４議案第３１号平成１８ 
  年度新庄市一般会計補正予算（第 
  ５号）             
 
 
清水清秋議長 これより先ほど説明がありました平

成18年度補正予算の審議に入ります。 
  初めに、議案第31号平成18年度新庄市一般会計

補正予算（第５号）について質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 10ページの土木費の除排

雪費１億3,700万円、道路除排雪費が節約になると

いう話なんですが、これを出動回数で見た場合、

今年度は非常に少ない状況になったわけなんです

が、待機していた人への待機料といいますか、待

機していれば他のものに使えないし、働けないし

ということで、その間待機しなければならなかっ

た人たちがたくさんおられるわけです。会社もそ

うだと思います。そういう意味で今回これで働け

なかった、仕事がなかった人たちが他に行ってし

まって、このまんまにしておけば来年また雪が降

ったときにやる人がいなくなるとかやる会社がな

いとか倒産してしまうとか、そういう不安がある

ような気がするんですが、その点について待機料

を払うべきではないかと考えるんですが、他の町

村など待機料などを待機の割合について出すとい

うようなことはないのか、その点についてお聞き

します。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
清水清秋議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 今年度は、御承知のように

暖冬でありまして、ここに来て寒の戻りのような

天気になってございますけども、今年度の出動回

数等を見てみますと、御承知のように当市におい

ては出動の基準を市内３ブロックに分割しまして、



それぞれの地域に合った出動基準を定めてござい

ます。それからいきますと北部が、これ今日現在

になりますけども、15回、それから南部ブロック

が13回、あと中部地区が10回と。全地区合わせて

すべてが出たというのは10回ございます。そうい

ったことで、それぞれ適切にその地域に合ったよ

うな出動基準を定めて、指令を出して除雪をやっ

ているというような状況でございます。 
  あと待機料というようなお話でございますけれ

ども、契約上特に待機料についての補償基準等定

めているわけでございませんので、特にそういう

ふうな考えは今ございません。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 他の市町村で待機料につ

いて出しているようなところはないんでしょうか。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
清水清秋議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 他の市町村ってすべて把握

しているわけでございませんけど、何か先日の新

聞報道等によりますと置賜地区の方で米沢市をは

じめ、補償といいますか、そういうふうなことで

報道されておりました。以前調べたものですと、

やはり置賜地区においては契約上こういった場合

には補償するというふうなことで、明記した上で

の支出というふうなことで伺っております。それ

には、回数とか、あとそれから補償時間を下回っ

た場合の差額、時間に対しての補償と、そういっ

たそれぞれ町村まちまちのようでございます。た

だ、特に置賜地区においてはそういった契約上で

規定している例が多いようでございますけども、

特に最上管内では舟形町が契約上規定していると

いうようなことを伺っております。それ以外は、

特に規定はないというふうなことでございます。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） この度の待機したけれど

も、仕事がなくてという個人や会社が大変な経済

状況に追い込まれておりまして、倒産か、あるい

は仕事を別のとこに行かねばならないかというぐ

らい追い詰められているような気がするんです。

そういう意味では、このようなことも考えて、本

当は補償料というのもしておく必要があるのでは

ないかなと思うんです。そういったことを今回は

要望でしかないかもしれませんが、考えていただ

きたいなと思いますし、今後倒れるかもしれない

会社が出るかもしれない、あるいは仕事がなくて

生活困窮しているかもしれないという建設関係者

のことを考えると、改めて緊急の仕事など、特に

生活関連の生活道路の補修とかあるような気がす

るんですが、そういった仕事などを掘り起こして

仕事をさせるような手立てなどないのか、お考え

をお聞きしたいなと思います。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
清水清秋議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 来年度できるだけ早期工事

等の発注を目指して頑張っていきたいというふう

には考えております。 
清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第31号平成18年度新庄市一般会計補正予算

（第５号）については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議



案第31号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２５議案第３２号平成１８ 
  年度新庄市公共下水道事業特別会 
  計補正予算（第４号）      
 
 
清水清秋議長 次に、議案第32号平成18年度新庄市

公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第32号平成18年度新庄市公共下水道事業特

別会計補正予算（第４号）については、原案のと

おり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第32号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２６議案第３３号平成１８ 
  年度新庄市農業集落排水事業特別 
  会計補正予算（第２号）     
 
 
清水清秋議長 次に、議案第33号平成18年度新庄市

農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第33号平成18年度新庄市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第33号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２７議案第３４号平成１８ 
  年度新庄市介護保険事業特別会計 
  補正予算（第４号）       
 
 
清水清秋議長 次に、議案第34号平成18年度新庄市

介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 



   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第34号平成18年度新庄市介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）については、原案のとお

り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） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第34号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２８議会案第４号山形県新 
  庄最上地域道路整備財源の確保に 
  関する意見書の提出について   
 
 
清水清秋議長 日程第28議会案第４号山形県新庄最

上地域道路整備財源の確保に関する意見書の提出

についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  小嶋冨弥君。 
   （９番小嶋冨弥議員登壇） 
９ 番（小嶋冨弥議員） 山形県新庄最上地域道路

整備財源の確保に関する意見書の提出についてで

あります。 
  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の

規定により提出します。平成19年３月15日、新庄

市議会議長清水清秋殿。提出者、新庄市議会議員

小嶋冨弥、以下産業建設常任委員の方々が賛成者

であります。小野周一議員、斎藤義昭議員、新田

道尋議員、柴田忠志議員、平向岩雄議員、今田雄

三議員であります。 
  山形県新庄最上地域の道路整備財源の確保に関

する意見書。 
  道路は、国民生活や経済・社会活動を支える最

も基本となる社会基盤であり、その整備をより一

層推進することは、活力ある地域社会や安全で快

適な国民生活を実現する必要不可欠な資本である。 

  とりわけ、地方においては都市間の距離が長く、

自動車交通の依存度が高いにも関わらず、道路整

備が立ち遅れている状況にあり、救急医療や災害

対応、冬期の道路交通対策など、雪国における生

活の安定確保と地域の振興を図るうえでも、道路

網の整備が喫緊の課題である。 
  このため、山形県新庄最上地域においては、高

規格幹線道路の東北中央自動車道をはじめ、地域

高規格道路の新庄酒田道路、石巻・新庄道路など

の骨格道路網の整備と、県道・市町村道を含む体

系的なネットワークの形成が急務となっている。 
  しかし、政府においては、道路整備の財政的基

盤である道路特定財源を一般財源化する前提で具

体案を取りまとめ、平成20年の通常国会において

所要の法改正を行うこととされている。この法改

正によって、道路整備が地域間の連携・交流や、

活力ある地域づくりに果たす役割を軽視し、これ

まで以上の地域間格差を生じさせることになって

はならない。 
  よって、国においては、幹線道路網や公共交通

機関が整備されている大都市部と本地域のように

整備が遅れている地方都市では、道路整備に対す

る国民の意識に違いがあることを十分に認識し、

地域の実情に配慮した道路予算の確保が図られる

よう、また、道路財源については受益者負担の原

則を維持するとともに、今後とも計画的かつ着実

に道路整備を推進されるよう強く要望する。 
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出します。 
  宛先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣総理

大臣宛、総務大臣宛、財務大臣宛、国土交通代人

宛。 
  よろしくお取り計らいお願い申し上げます。 
清水清秋議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時５９分 休憩 
     午後 １時００分 開議 



 
清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 
  お諮りいたします。先ほど説明のありました議

会案第４号は、会議規則第37条第２項の規定によ

り委員会の付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第４号は委員会の付託を省略することに決し

ました。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） お聞きします。道路特定

財源を温存しろという中身なのでしょうか。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
清水清秋議長 小嶋冨弥君。 
９ 番（小嶋冨弥議員） この意見書の中へありま

すけども、道路特定財源の一般財源化はすると言

っていますので、温存なんていうことは言ってい

ません。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 本当は、道路特定財源を

温存しないで一般財源化を図るということを阿部

首相は申されました、財政構造改革ということで。

しかし、政府は自民党の道路族議員や国土交通省、

石油自動車産業などの抵抗を受けて、結局阿部首

相は一般財源化を見送り、20年度に見直し、国会

において法改正を行うというふうに先送りしたん

ではないでしょうか。 
清水清秋議長 佐藤悦子君、小嶋議員の道路特定財

源に関しての意見書は内容をきちっと確かめて質

問してください。 
１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
清水清秋議長 佐藤悦子君。 
１ 番（佐藤悦子議員） 20年度においてここに書

いてあるように、国会で見直すこととされたとい

うことで、つまり20年度でも見直さないでもらい

たいという中身だと思うんです、これは。私は、

地域間格差を生じさせることはあってはならない

というふうにここで言っているんですが、地域間

格差というのは一番はやっぱり所得だと思うんで

す。地域間格差の一番ひどいのは。都市で所得が

多くて、こちら新庄では所得が少ないという、こ

れが一番地域間格差なわけですが、これを道路が

整備されて所得が上がるかということなんです。

上がりません。さっぱり上がっておりません。本

当は、道路に使うんでなくてすべて一般財源とし

て早目に、阿部首相が言ったように早目に改革し

て一般財源化して、農業や社会保障や地方交付税

に少しでも増やすことによって新庄市の所得が上

がると思うんです。そういうことの方が道路より

も私は重要だと思うんです。 
  その中で新庄市が地方交付税を受けた中で市の

選択でこの道路に使おうとかというのは大いに結

構かもしれません。しかし、道路だけに一般財源

化をまず先送りにしてやっていくようなやり方で

はなくて、一般財源化を早めて地方にお金をよこ

すような農業、社会保障、地方交付税、ここに増

やすことこそ地域間格差をなくしていく大事なこ

となんだと思うんです。逆なことやられていると

思うんです。そういう意味では、この意見書は結

局道路特定財源を見直すのを先送りするというこ

とで、一般財源化するのをするなみたいに言って

いるような気がします。そうじゃないですか。 
９ 番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
清水清秋議長 小嶋冨弥君。 
９ 番（小嶋冨弥議員） かなり見解の相違があり

ますので、私どもは新庄最上地方の道路整備の財

源の確保に関する意見書でありまして、ここにあ

りますように国においては幹線道路網や公共交通

機関が整備されている大都市と違いがあることを

十分認識し、地域の実情に配慮した道路予算の確

保を図られるようというような文言でしておりま

すので、御理解のほどを賜りたいと思います。 



清水清秋議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議会案第４号山形県新庄最上地域道路整備財源

の確保に関する意見書の提出については原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
清水清秋議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  議会案第４号については、原案のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
清水清秋議長 起立多数であります。よって、議会

案第４号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２９閉会中の継続調査申し 
  出について 
 
 
清水清秋議長 日程第29閉会中の継続調査申し出に

ついてを議題といたします。 
  お諮りいたします。閉会中の議会運営委員会の

活動について、委員長より別紙のとおり閉会中の

継続調査の申し出がありますので、申し出のとお

り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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、委

員長からの申し出のとおり決しました。 
 
 
     閉      会 
 
 
清水清秋議長 ここで市長よりごあいさつがござい

ます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 ３月２日から２週間にわたりまし

て３月議会、大変長い間御苦労さまでございまし

た。特に今議会は、いずれの議会も大事なんです

が、来年の方針を決める予算の審議をしていただ

きました。いずれも活発に、しかも慎重に御審議

をいただきまして、結果的にはすべて可決いただ

いたこと厚く御礼を申し上げたいというふうに思

います。その他いろいろ御意見も頂戴いたしまし

たが、これについては十分に重く受けとめながら、

職員一同来年度以降頑張っていきますので、何と

ぞ今後ともよろしくお願い申し上げたいというふ

うに思います。 
  それから、今期限りをもって御勇退される議員

の方々のお話もございましたが、本当に長い間市

勢発展のために尽くされた御功績に対し心から敬

意を表したいというふうに思います。また、私を

はじめ、課長をはじめ職員一同にその折々につい

ていろんな御指導をいただいたこと、これについ

ても御礼を申し上げたいというふうに思います。

今後もひとつバッジは外されるわけですが、それ

ぞれの立場でまたいろんな点での地域振興のため

の御指導方よろしくお願い申し上げたいというふ

うに思います。 
  それから、職員の方でありますが、今回主幹、

課長職９人を含めまして13人の職員が退職という

ふうなことになりました。これまた本当に長い間

市勢発展のために皆さん方の御指導をいただいて



一生懸命努力してまいりました。それについても

私の方からも感謝を申し上げたいというふうに思

いますが、今までいろんなこと、後ほどちょっと

ごあいさつを申し上げることになりますが、その

御労苦に対しても敬意と感謝を申し上げたいとい

うふうに思います。いずれも今後とも健康に気を

つけていただいて、これからもぜひ地域のために

頑張っていただくよう私の方からもお願い申し上

げたいというふうに思います。 
  それでは、３月議会本当に皆さん方の御指導の

中で無事終了しましたことを重ねて御礼を申し上

げまして、一言ごあいさつにさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手） 
清水清秋議長 以上で３月定例会の日程をすべて終

了いたしましたので、閉会いたします。 
  大変御苦労さまでした。 
 
     午後 １時１０分 閉会 
 
   新庄市議会議長  清 水 清 秋 
 
   会議録署名議員  奥 山 省 三 
 
    〃   〃   今 田 雄 三 
 
 



予算特別委員会記録（第１号） 
 
 
           平成１９年３月２日 金曜日 午後７時０５分開議 
       委員長 星 川   豊      副委員長 沼 澤 恵 一 
 
 出 席 委 員（２４名） 
 
  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   山  口  吉  靜  委員 
  ３番   星  川      豊  委員     ４番   奥  山  省  三  委員 
  ５番   斎  藤     敏  委員     ６番   斎  藤  義  昭  委員 
  ７番   渡  部  平  八  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 
  ９番   小  嶋  冨  弥  委員    １０番   小  野  周  一  委員 
 １１番   遠   藤  敏  信  委員        １２番   佐  藤     隆  委員 
 １３番   新  田  道  尋  委員        １４番   沼  澤  恵  一  委員 
 １５番   中  川  正  和  委員    １６番   森     儀  一  委員 
 １７番   柴  田  忠  志  委員    １８番   下  山  准  一  委員 
 １９番   石  田  千 與 三  委員    ２０番   平  向  岩  雄  委員 
 ２１番   亀  井  信  夫  委員    ２２番   今  田  雄  三  委員 
 ２３番   髙  山  和  男  委員    ２４番   金     利  寛  委員 
 
 欠 席 委 員（０名） 
 
              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
 
局 長  田 中 紀 雄         総 務 主 査  野 崎   勉 
主 査  沼 澤 順 子         主 査  佐 藤 嘉 信 
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
委員長の互選 
副委員長の互選 



 
     開      議 
 
 
斎藤 敏臨時委員長 それでは、ただいまから予算

特別委員長の互選を行います。 
  委員会条例第10条第２項の規定により、委員長

が互選されるまで、私が臨時に委員長の職務を行

います。よろしくお願いいたします。 
  ただいまの出席委員は24名であります。 
  これより予算特別委員会を開きます。 
 
 
     委員長の互選 
 
 
斎藤 敏臨時委員長 委員会条例第９条第２項の規

定により、委員長の互選を行います。 
  お諮りいたします。 
  委員長の互選方法につきましては、会議規則第

119条第５項の規定により、指名推選によることと

し、臨時委員長において指名いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
斎藤 敏臨時委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、臨時委員長において指名することに決しまし

た。 
  委員長に星川 豊委員を指名いたします。ただ

いま臨時委員長において指名いたしました星川 

豊委員を委員長の当選人と定めることに御異議ご

ざいませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
斎藤 敏臨時委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、ただいま指名いたしました星川 豊委員が委

員長に当選されました。 
  それでは、委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。（拍手） 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 
星川 豊委員長 ただいま予算特別委員長に当選い

たしました星川 豊です。よろしくお願い申し上

げます。 
 
 
     副委員長の互選 
 
 
星川 豊委員長 これより委員会条例第９条第２項

の規定により、副委員長の互選を行います。 
  お諮りいたします。 
  副委員長の互選方法につきましては、会議規則

第119条第５項の規定により、指名推選にすること

とし、委員長において指名いたしたいと思います。

これに異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 
  副委員長に沼澤恵一委員を指名いたします。 
  ただいま委員長において指名いたしました沼澤

恵一委員を副委員長の当選人と定めることに御異

議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました沼澤恵一委員が副委員

長に当選されました。 
 
 
     散      会 
 
 
星川 豊委員長 ３月９日金曜日午前10時より予算

特別委員会をこの議場において開きますので、御

参集願います。 
  本日は以上で散会いたします。 
 大変御苦労さまでございました。 



 
     午後 ７時０９分 散会 
 



予算特別委員会記録（第２号） 
 
 
           平成１９年３月９日 金曜日 午前１０時００分開議 
       委員長 星 川   豊      副委員長 沼 澤 恵 一 
 
 出 席 委 員（２４名） 
 
  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   山  口  吉  靜  委員 
  ３番   星  川      豊  委員     ４番   奥  山  省  三  委員 
  ５番   斎  藤     敏  委員     ６番   斎  藤  義  昭  委員 
  ７番   渡  部  平  八  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 
  ９番   小  嶋  冨  弥  委員    １０番   小  野  周  一  委員 
 １１番   遠   藤  敏  信  委員        １２番   佐  藤     隆  委員 
 １３番   新  田  道  尋  委員        １４番   沼  澤  恵  一  委員 
 １５番   中  川  正  和  委員    １６番   森     儀  一  委員 
 １７番   柴  田  忠  志  委員    １８番   下  山  准  一  委員 
 １９番   石  田  千 與 三  委員    ２０番   平  向  岩  雄  委員 
 ２１番   亀  井  信  夫  委員    ２２番   今  田  雄  三  委員 
 ２３番   髙  山  和  男  委員    ２４番   金     利  寛  委員 
 
 欠 席 委 員（０名） 
 
              出席要求による出席者職氏名 
 
市      長  髙 橋 榮一郎         助 役  八 鍬 長 一 
総 務 課 長  武 田 一 夫         政 策 経 営 課 長  小笠原 謙 一 
税 務 課 長  鈴 木 吉 郎         市 民 課 長  大 場 和 正 
環 境 課 長  田 口 五 郎         健 康 課 長  星 川   基 
農 林 課 長  坂 本 孝一郎         商 工 観 光 課 長  羽 賀 千 尋 
都 市 整 備 課 長  中 部   力         下 水 道 課 長  佐 藤 新 一 
会 計 課 長  矢 口 喜一郎         福 祉 事 務 所 長  矢 口   孝 
神 室 荘 長  奥 山   栄         水 道 課 長  髙 橋   敦 
教 育 委 員 長  伊 藤 輝 昭         教 育 長  佐 藤   博 
教 育 次 長  奥 山 芳 彦         学 校 教 育 課 長  小 野 和 夫 
                          生 涯 ス ポ ー ツ 
生 涯 学 習 課 長  大 江 雅 夫                   黒 坂 光 悦 
                          課      長 



選挙管理委員会                  選挙管理委員会 
          小 関 俊 也                   小 野 正 一 
委 員 長                  事 務 局 長 
                          監 査 委 員 
監 査 委 員  國 分 政 嗣                   渡 部 秋 夫 
                          事 務 局 長 
農 業 委 員 会                                    農 業 委 員 会 
          斉 藤 純 一                            斎 藤 友 一 
会長職務代理者                                    事 務 局 長  
              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
 
局 長  田 中 紀 雄         総 務 主 査  野 崎   勉 
主 査  沼 澤 順 子         主 査  佐 藤 嘉 信   
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議案第２１号平成１９年度新庄市一般会計予算 



 
     開      議 
 
 
星川 豊委員長 おはようございます。平成19年３

月の定例会予算特別委員会を開会するに当たりま

して、出席委員の御報告を申し上げます。ただい

まの出席委員は22名、欠席通告者はありません。

なお、斎藤 敏委員と小野周一委員の２名より少

し遅れるとの連絡がありました。なお、本日は農

業委員会より会長職務代理者の斉藤純一君が出席

しておりますので、よろしくお願いいたします。 
  それでは、これより予算特別委員会を開会いた

します。 
  当予算特別委員会に付託されました案件は、議

案第21号平成19年度新庄市一般会計予算から議案

第29号平成19年度新庄市水道事業会計予算までの

新年度予算計９件であります。 
  質疑につきましては、一般会計は歳入と歳出を

分けて行います。また、特別会計及び水道事業会

計は、歳入歳出を一括して質疑を行います。 
  次に、委員長よりお願いをいたします。質疑は、

必ずページ数と款項目及び説明欄の具体的な事業

名を発言してからお願いいたします。なお、質疑

は簡明にお願いいたします。また、質疑は答弁を

含め１人30分以内と申し合わせをいたしておりま

す。 
    それと、予算特別委員会は３日間にわたり開催

されますが、初日、２日目につきましては午後４

時30分ごろをめどに進めていきますので、御協力

のほどよろしくお願いいたします。 
 
 
  議案第２１号平成１９年度新庄市 
  一般会計予算          
 
 

星川 豊委員長 それでは、これより審査に入りま

す。 
  議案第21号平成19年度新庄市一般会計予算を議

題といたします。これより質疑に入ります。まず

初めに、歳入について質疑ございませんか。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） それでは、簡潔にと委員

長の方からありましたんで、簡潔に御質問いたし

ます。 
  ページ12、１款２項固定資産税、それと同じ内

容になります、ページ14、１款７項都市計画税、

さらにページ19、13款１項使用料、この３点につ

いてお尋ねいたします。 
  今年度の19年度固定資産税21億1,496万8,000円

は、18年度より比較いたしまして2,257万5,000円

の増であります。昨年度固定資産税の制度見直し

によりまして、中心部、いわゆる中心商店街の地

域は多少減になっております。その分の増えてい

る部分は市内の全体に行き渡ったのか、どの辺ま

でなっておるのかをお尋ねします。 
  また、今年度に入りまして、いわゆるしにせの

お店が商店を閉じております。その影響はどのよ

うに、これは個人情報等にも触れられると思いま

すので、大体の数字としてどのように把握される

のかをお尋ねいたします。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 まず 初に、固定資産税の18年

度当初予算に対する比較として増えているという

ふうなことの説明でございますけども、土地と、

それから償却資産につきましては18年度当初より

も減っております。増えているのは家屋というふ

うなことでございます。家屋につきましては、評

価額自体も増えております。その増えた理由とい

うのは、ちょうど18年当初につきましては評価替

えがございまして、その評価替えの見込みよりも



うちの方で税務課で見込んだよりも落ちなかった

と、落ちていなかったというふうなことでござい

ます。ですから、19年度当初予算につきましては、

その落ち込み分が見込みよりも落ち込みが少なか

ったという点でもって増えていると、家屋が増え

ているというふうなことでございます。決して新

しい家屋が新築分が大きく変わったとか、それか

ら家屋がまた滅失したというふうなことではなく

て、そういった評価替えに基づくものでございま

す。 
  それから、商店が閉鎖されてそれらの影響とい

うふうなことでございますけども、これはちょっ

と済みませんけど、固定資産税に関わる影響とい

うふうなことでよろしいでしょうか。商店街が閉

鎖されているというふうなことは皆さんも、柴田

委員さんも御承知かと思いますけども、現在経済

的な不況等もございます。それも回復というふう

なこともなく、長引いている状況でございます。

大型スーパーも郊外に進出しているというふうな

状況で、商店街、中心市街地といいますか、そう

いったところについてはとりわけ地盤沈下が厳し

くなっているというふうな状況でございます。固

定資産税というのは一種の財産課税でございまし

て、事業収益を生む生まないに関わらず、資産の

所有者にかかっていくわけでございます。ですか

ら、例えば事業収益がない場合は非常に滞納にな

る可能性が固定資産税としては大きいというふう

に見ております。その閉店の内容にもよりますけ

ども、連鎖というふうな可能性もその内容によっ

てはあるかと思いますが、何しろ特に固定資産税

の収納については非常に大きな影響が出てくると

いうふうに思っているところです。非常に景気が

このような状態ですので、税を取り巻く環境は本

当に厳しいというふうに思っております。できる

限り徴収努力を図りながらやっていきたいという

ふうに思っているところでございます。 
  一応特に商店街が閉鎖された影響というふうな

ことについては、回答になったかどうかはちょっ

とわかりませんけど、以上でございます。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） 今答弁いただきましたけ

ども、中心商店街の部分の固定資産税等は昨年度

の見直しによって多少減になっておりますよね。

その減になった部分は、市内のどの部分に相当さ

れたのか１点お聞きしたいんですけど。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 評価替えによる土地等の税金と

いうふうな、評価額というふうな形になりますけ

ども、市全体で落ち込んでおります。ですから、

ここだけが非常に大きく落ちたというんじゃなく

て、市全体で土地の下落が続いているというふう

なことでございます。それで、特に下落が激しい

のは駅前通りというふうなことでございます。 
  以上でございます。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） 都市計画税についてお尋

ねいたします。 
  これも２億3,062万1,000円は18年度より272万

8,000円の増になっておりますが、以前にもこの予

算委員会でお聞きしたことがありますが、昨年度

の評価替えによってまた違ってきたのかなと思う

のは、いわゆる市内においての白地の部分がござ

いますね。その辺にはどのような、概数でしか言

えないと思いますけども、どのような金額になり

ますか。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 都市計画税につきましては、一

応都市計画区域の用途地域内を中心として領域を

指定しながら都市計画税を賦課しているわけでご

ざいますけども、白地の部分と柴田委員さんが言

われたのは円満寺とそちらの方ですか。それから、

川西町の方ですか。 



１７番（柴田忠志委員） はい。 
鈴木吉郎税務課長 そういったことで、都市計画税

そのものについては固定資産税の課税標準額の

0.3％というふうなことでの税率でもって賦課し

ているわけでございます。一応先ほど申し上げま

したとおり、用途地域を中心として区域設定をし

ているというふうなこともございまして、例えば

用途地域に指定された場合ですけども、そして都

市計画税の対象区域となった場合ですけど、今あ

る現在開発されているといいますか、建っている

建物、事業所とかそういうのがありますけども、

そういったものを建っているところを前提として

条件として試算するとすれば、円満寺地区につい

ては約1,100万ほど、それから川西町地区について

は約100万ほどの都市計画税が、これはおおよそで

ございますが、課税されるというふうな形になり

ます。これが増額になるというふうなことでござ

います。 
  以上でございます。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） わかりました。 
  政策経営課長にお尋ねいたします。課長は、政

策経営においでになる前に都市整備の方で大変お

詳しい方だと存じておりますが、この辺の見直し

として宿題になるのか、お土産になるのかわかり

ませんが、どのようにお考えになるか一言お聞き

したいと思います。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 歳出の項目になるとおわ

かりになると思いますが、今年度都市計画の基本

的な見直しという１つの業務の中で300万を計上

させていただきました。今委員おっしゃるように、

白地の部分から始まって、あるいは用途内の見直

し、さらには都計道路等々全域にわたりまして新

庄市の形をどうあるべきかというふうな考え方を

今回調査をさせていただきたい。可能な限りの部

分にあっては、今年の都計審に間に合うような、

それが20年の２月ごろになろうかと思いますが、

その辺で間に合うとするならば、用途の変更、要

は色染めを可能な限りやっていきたいなと。１つ

の増収を見込んでいきたいというふうな形の中で、

今年度19年度にあってはそれらの見直し業務をこ

れから行いたいという予算を計上したというふう

なことでございますので、これからはさまざまな

面においても１つの歳入対策というふうなことも

考えていかなければというふうに考えております。 
  以上であります。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） 今年度速やかにするとい

うことは、一応これはお土産と評した方がいいの

か、その点は評価いたします。なぜならば、今市

内のいわゆる税収を増に図るために、またいろい

ろ市内の活性化を図る意味においても大変重要な

ことかと思われますので、お尋ねいたしました。 
  19ページの使用料、これスキー場の点でありま

すが、今年のこのような状況の中で一応使用料が

入っておりますが、利用者数とか、またその辺を

おわかりになればお聞きしたいんですが。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 委員長、黒坂光悦。 
清水清秋議長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 市民スキー場について

でございますが、使用料につきましては18年度当

初と同じような形で計上させていただいておりま

す。今年度の状況でございますけども、御存じの

ようにこの暖かさと少雪に悩まされたというふう

なことでございます。しかしながら、指定管理者

が非常によくやってくれまして、事故もなく終わ

ったというふうなことでございます。 
  まず、12月29日スタートする予定で、２月28日

までのいわゆる月曜日、６日間を除いた56日営業

というふうなことを想定してございました。しか

しながら、御存じのように少雪と暖冬というよう

なことで、12日間休場せざるを得なくなったとい



うふうなことでございます。そんなことでござい

ますので、私どもとしまして18年度の委託料をお

支払いしているわけでございますけども、いわゆ

る２割以上閉鎖といいますか、休場したというふ

うなことで、基本協定にございます疑義事項の決

定という項目を適用させていただきまして、現在

指定管理者とやりとりを行ってございます。一応

戻してもらう方向でやってございます。契約期間

が３月31日までとなっておりますので、その間に

処理したいというふうに思ってございます。 
  また、入場者数でございますけども、およそ

9,800人ということで昨年よりも4,000人ほど減っ

たというふうなことでございます。また、歳入に

つきましては約400万というふうなことで、昨年の

580万というふうなことから140万ほど減額になっ

たというふうなことでございます。しかしながら、

この期間の中で23日間に及んで子供たちのスキー

授業も実施されました。一日も休むことなく実施

されました。これについては、先ほど申しました

ように指定管理者が非常に頑張っていただきまし

て無事に終わったというふうなこともつけ加えさ

せていただきます。 
  以上です。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） 終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
６ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
星川 豊委員長 斎藤義昭委員。 
６ 番（斎藤義昭委員） 私もこの市税の中の固定

資産税について若干聞きたいと思います。 
  この土地家屋償却資産、全部これ100分の1.4の

課税になっているわけですが、この中の償却資産

についてお聞きしたいわけであります。この償却

資産は毎年農機具その他のものを買って申告する

わけでありますが、この償却の期間がどうなって

いるのか。そして、どういう償却の方法になって

いるのか。そして、償却の 終年度は何年後にな

っているのか。償却 終年度で残った場合、残ら

なかった場合どういうふうになるのか、その点を

１つ確認したいと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 償却資産に対する課税というふ

うな方法でございますけども、前年中に取得され

た償却資産があった場合、その取得された価格が

評価額というふうな形になります。でもって、こ

れは基準として、あと経過年数によってそれぞれ

減価率を掛けていくというようなことでございま

して、それでもって 終的には５％は残るという

ふうなことでございます。 
６ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
星川 豊委員長 斎藤義昭委員。 
６ 番（斎藤義昭委員） 経過によって価格の下が

ったものに対して課税するわけなんですが、その

年々の下がり方がどういうことなのか。例えば

1,000万で農機具を買った場合、これを何年で償却

していくのか。例えば５年で償却すれば年200万円

になるわけです。だから、その価格が 終的にゼ

ロになる場合は５年後だとか、そして５年後が

５％だと、さっきおっしゃったように５％になる

とか、その辺をちょっと確認したいと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 その償却の年数は、その耕具ご

とにそれぞれ違ってくると、また同じように構築

物もそうですけども、その種類ごとによって年数

が違うというふうなことでございまして、今現在

そういった農機具等についてのそういった種類に

ついての償却資産の耐用年数等の資料を今手持ち

がございませんので、税務課の方に再度詳しく資

料を見て報告したいというふうに思います。 
  以上でございます。 
６ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
星川 豊委員長 斎藤義昭委員。 
６ 番（斎藤義昭委員） 終的にゼロといいます



か、若干残った形で 終年度とすると、その後は

もうずっとその機械ある限り５％の課税していく

というように私は聞こえましたが、だからその

５％になるまでの期間が何年なのか、この辺を私

確認したかったんです。だから、償却の方法が例

えば平均の償却もあるわけです。100万の場合５年

間で20万ずつ償却するとか、また100万のものが20

万償却して、翌年は80万に対して課税する。その

次は60万に対して課税する。こういう方法もある

と思うんです。その辺の内容をもうちょっと。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 その物件によっていろいろと償

却する耐用年数の期間がそれぞれ種類によって違

うというふうなこともございますので、それらの

基準もございます。 終的には先ほど申し上げま

したとおり、５％は残るわけですけども、そうい

った種類によってその期間というのも違いますの

で、今その明細について手持ちにちょっと資料が

ないもんですから、後ほどお答えしたいというふ

うに思っております。 
  以上でございます。 
６ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
星川 豊委員長 斎藤義昭委員。 
６ 番（斎藤義昭委員） 機械によって償却年数は、

これは当然違いますね。５年償却とか７年償却と

か。トラクターが何年の償却、あとコンバインが

何年の償却とあるはずなので、その辺も後ほど、

今わからないということだから、後ほどひとつお

知らせいただきたいと思います。 
  以上で終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 28ページの20款の諸収入

で、予防接種負担金470万円がなくなって無料にな

るというふうに説明がありました。それについて

理由とか何人ぐらい該当になって、１人当たりど

のぐらいの負担金がなくなることになるのか、内

容についてお知らせいただきたいと思います。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 19年度から乳幼児の予防接種に

ついて、これまで個人徴収があったものをなくす

る、無料化を図るということで、従来歳入に載っ

ていた分が今年度、今回の予算では計上されてお

りません。これは、予防接種につきましては６種

類、計14回、生まれてから一番終わりは小学６年

生になりますけども、その間でそういった回数の

予防接種が行われますが、これまですべての予防

接種、６種類すべてではないんですけども、個人

徴収金として1,200円をいただいておりました。近

年子育て支援というようなその一環で無料化の流

れがありまして、新庄市も19年度から無料化を図

るということであります。先ほど申し上げました

予防接種法に定められた予防接種11回行った場合

1,200円ですんで、個人負担、１世帯といいますか、

１人当たりの負担としては１万3,200円という額

が保護者として支払わなければならなかったわけ

ですが、これがなくなるということであります。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 前のいつの議会だったか

忘れましたが、私としてはお母さんから新庄市だ

けが何か予防接種代が高い、あるんだということ

を言われたことがあって、それを言ったことがあ

ったような気がします。そういう意味では、これ

を無料にしていくということについては大変よか

ったなと思います。関係者の御努力に感謝したい

と思います。 
  次にいきます。11ページの１款市税、１目個人

の市税で約３億2,700万円の増収になっています。

これは、税源移譲ということで所得税でいただい

ていたものを減らして住民税としていただくよう

にするということを言われておりました。それか



ら、もう一つは定率減税の廃止というのが今度住

民税の方が先行して６月から行われると聞いてお

ります。去年の６月も増税になったということで、

市民としてはかなりびっくりしたということで市

役所に殺到したわけなんですが、今度も改めてそ

ういうことになってくるなという気がするんです。

この定率減税廃止の影響、市全体１人当たり、こ

れについて把握しておられればお願いしたいと思

います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 定率減税の廃止に伴っての影響

というふうなことでございますけども、定率減税

につきましては平成11年度の税制改正におきまし

て、当時著しく停滞していた経済状況、そういっ

たものを回復するというふうな観点から、個人所

得課税の見直しが行われまして、緊急避難的な特

例措置としてできてきたものだというふうに認識

しております。17年度の税制改正におきまして、

18年度から定率減税の縮減がなされ、実施されて

きております。18年度においては２分の１と、こ

れまで住民税については15％でありましたが、18

年は7.5、それから19年からは廃止というふうなこ

とでございまして、これは市県民税合わせてです

けども、7.5％というふうなことで、額にいたしま

すと、おおよそですけど、まだ所得が確定してお

りませんので何とも申し上げられませんけども、

約6,200万ほどになると。税源が市税が増えますけ

ども、その分住民の負担も同じくなるというふう

な形になります。 
  １人当たりについては、まだ所得等の確定もな

されておりませんので、１人平均何ぼというよう

なことはまだ把握しておりませんので。 
  以上でございます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 国の方の試算が定率減税

の廃止による影響は、国は国民１人当たり２万

6,000円、山形県は１人当たり１万7,000円増税と

いうふうに伺っております。そういう点では、市

全体では6,200万円の住民の増税になる、これは間

違いないということだと思います。これは、定率

減税、住民税の方でありまして、所得税が少なく

なるように見えながらも、それはまた定率減税廃

止のことも含まれますので、廃止なので所得税も

関わってきますので、住民にとってはあわせて大

増税になってくるということだと思います。 
  その一方で、優遇が行われているんではないか

ということで、今度国の予算の方にですが、証券

優遇税制の１年延長ということで、これは住民税

とも関係があるというふうに伺っております。株

式配当所得と株式譲渡所得への課税10％への軽減

という１つの優遇税制があります。私たちは、大

金持ちの減税であると見ていますが、市では住民

税に関わってはどのぐらいこの証券優遇税制の１

年延長による影響があるのか、把握しておられた

らお願いします。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 個人住民税の関係だと配当割、

それから株式等の譲渡所得割の特例措置というの

がありまして、適用期間がこれは１年間延長にな

るというふうな、今後なるだろうというふうなこ

とで、まだ改正はされておりません。今現在どの

ぐらいのあれだかというふうなことにつきまして

は把握しておりませんので、まだ18年の今確定申

告中でございまして、皆様から収入の申告を受け

ている段階で、これから把握しなきゃならないと

いうふうなことでございますので、そういったど

のぐらいの影響というふうなことについてはまだ

これからというふうなことでございまして、把握

しておりませんというふうなことでございます。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。これは､



国全体では大金持ちなどを中心に１兆円もの減税

になるということを聞いています。 
  さらに、法人税についての減税についてお聞き

します。２目ですが、これも国の一般会計で減価

償却制度の見直しが行われて、国税だけで5,110

億円の減税、地方税を含めると7,361億円の減税と

言われています。新庄市ではこの減価償却制度の

見直しによる法人税の減税の影響は把握しておら

れたらお願いしたいと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 これらの固定資産税における法

人所得課税の減価償却につきましてもこれからと

いうふうなことでございまして、現在のところ把

握しておりません。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 把握しておられたら、後

ででも把握できたときにまたお聞きできればあり

がたいなと思います。 
  次に、14款の国庫支出金、１目の生活保護費負

担金について伺います。貧困、格差拡大というこ

とで、そういう上の方には手厚く減税などをやり

ながら庶民増税やる。さらに、庶民の中でも税金

も払えないほどの低所得者になっている方々の生

活保護費の本当に生活を守る 低の 低だと思う

んですが、その部分についてメスが入れられてい

ると伺っております。母子加算の廃止ということ

で、来年度16歳以上の子を持つ世帯への母子加算

が廃止されると伺っていますが、そうなのか。そ

れから、15歳以下の子供を持っている母子加算も

廃止されると、廃止の方向に行くという話も伺っ

ております。それはどうなのか。それについて把

握しておられたらお願いいたします。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 生活保護の関係でございま

すが、母子加算については段階的に廃止をすると

いうことでございます。前にもお話しいたしまし

たが、生活保護につきましては憲法25条で生活保

障がされておりますので、うちの方としては相談

に来た方の実態をきちんととらえまして、必要で

あれば生活保護を適用するという考え方でありま

す。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 私伺っているのは、この

母子家庭の母子加算が廃止されるということを本

当に受ける方々、低所得の生活厳しいから生活保

護をお願いしている母子家庭の方が生活が苦しく

なるだけではないかということなんです。貧困世

帯がますます貧困にされるのではないかと思うわ

けですが、これについての見解ありましたらお願

いします。というのは、これから国は廃止する、

段階的になくすという立場ではありますが、実際

に暮らしておられる母子家庭の方々にとっては困

っておられると思うんです。就労母子世帯への自

立支援給付というのも今度新しく出るようだとも

聞いておりますが、この金額は月5,000円とか１万

円でありまして、今までの母子加算は月２万数千

円だったとお聞きしております。それから比べれ

ば、同じ世帯のような方が２万数千円が5,000円や

１万円に下げられることであっては、母子世帯に

とってはうまく仕事ができたとしても生活費全体

に対する足りない部分への加算が減るわけですか

ら、苦しくなるだけ、母子世帯をいじめているよ

うな、そういう気がします。 
  それから、この就労支援については、就労母子

世帯への自立支援給付については、病気で働けな

い母親のいる世帯であれば一方的に削減だけなん

です。それ考えると、生活保護を受けられている

母子世帯の方の生活困難を加速させるような、阿

部首相は再チャレンジというようなことを言って

いますが、逆にできないような貧困家庭はますま

す貧困にという、そういう施策がやられているよ

うに思います。そういう意味では、いろんな立場、



上に対して言う場面があれば、こういう一番弱い

立場にいる世帯への支援を縮めていくような、貧

困をますます厳しくしていくような、そういうや

り方は直すべきではないかということを言ってい

ただきたいと思いますが、どうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 母子加算につきましては、

母子加算が廃止になれば、やはり生活といいます

か、生活維持については大変だなということはそ

のとおりであります。ただいま要望ということだ

と思いますが、必要とあればそういう要望活動を

してまいりたい。 
  それから、就労関係ですが、これも一般質問で

も申し上げましたが、 低生活の保障、これは当

然でありますが、それと同じく自立助長という、

そういう１つの目的があります。これも補足性の

原理と前にも申し上げましたが、あらゆる能力を

使っていただいて、それでも生活が困難な場合は

生活保護を適用して健康で文化的な 低限度の生

活を営むことができるということでありますので、

そのとおり運用してまいりたいと、そういうふう

に思います。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 国庫支出金の中のもう一

つで、児童手当の３歳未満児月額5,000円が１万円

に拡大されると聞いていますが、子育て支援のた

めにということでなっているわけですが、本当に

子育て支援になっているかどうか、その点につい

ての御見解を伺いたいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 子育て支援の件ですが、非

常に大きな問題で、かつ難しい問題だと思います。

児童手当につきましては、現金の支給ということ

なので、子育て支援の一助にはなるというふうに

考えています。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） この間の施策全体の中で

子供を持つ世帯がどうなっているかというふうに

見ていく必要があると思います。子育て支援でこ

れが３歳未満児の子供を持つ家庭の支給家庭に対

して、１人子供いれば年６万円支給が増えるとい

うことになるわけです。ここだけ見ると一見大変

いいように見えるわけですが、実際考えてみます

とそれらの御夫婦はまた300万円未満ぐらいで片

働きでいた場合、３歳未満の子供がいると奥さん

が子供につきっきりということがよくあるんです

けど、そうなりますと配偶者特別控除というのが

前あったんです。これがなくなってしまって、増

税になっています。それから、この度の定率減税

の廃止、こういったことで年収300万円という若い

方々の収入の少ない方の御夫婦の場合は収支とん

とんになるようです。増税額とこの度児童手当で

いただく年間６万円ととんとんぐらいなんです。

ほとんど何も子育て支援とは言えないような状況

です。そして、さらに年収500万円の場合、片働き

のときには２つの増税で９万6,000円も負担が増

えることになりまして、子供１人の場合ですけど、

３万6,000円ぐらいは負担が増えると。年収500万

円の御夫婦に対しては子育て支援にならないよう

な施策がやられている。もしも子供がいない世帯

の場合はこの増税ばかり来るというようなことで、

若い世代を本当に助けて子育てにつながるような

施策になっていないのではないかと実態を見て思

うわけですが、いかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 子育て支援については、就

労の場を広げるとかいろんな施策があります。そ

の幾つかある施策の１つが現金支給による助成と

いう形だと思います。したがいまして、児童手当

につきましては今回拡大されたということであり

ますので、子育て支援の１つの助けにはなるとい



うふうに考えます。増税は増税で、コメントは控

えさせていただきます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 歳入についての質疑がないようで

ございますので、これにて歳入についての質疑を

終結いたします。 
  次に、一般会計の歳出についての質疑に入りた

いと思います。歳出について質疑ございませんか。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） 二、三お尋ねいたします。 
  ページ63、６款農業委員会費であります。また、

ページ64、農業者年金事業費でございます。この

農業委員会の経費一応入っておりますが、19年度

において議員の方も４名削減になります。その点

農業委員会の方ではどのような考え方でおられる

のかをお尋ねします。 
  また、農業者年金事業費は、ページ64の、一応

いろいろと高齢化によりまして年金加入者の人数

などがどのようになっているのか、その点せっか

くおいでいただいておりますのでお聞きしたいと

思います。 
斉藤純一農業委員会会長職務代理者 委員長、斉藤

純一。 
星川 豊委員長 農業委員会会長職務代理者斉藤純

一君。 
斉藤純一農業委員会会長職務代理者 ただいま御質

疑いただきました農業委員の定数でございますけ

れども、平成17年の統一選におきましても我々討

論いたしまして、検討した経緯がございます。そ

の時点でありましては、我々職務的にも結構煩雑

になっている、大変な時期を迎えているという中

で、市長あるいは議会の方々にも御同意をいただ

きまして、前回は定数をそのままにしての選挙と

いうような形になりました。しかしながら、今回

今度平成20年に改選になるわけでありますけれど

も、それに向けましては新年度になりました時点

で当然検討委員会をしまして、我々の委員会とし

ての見解を示していきたいというような考えでお

りますんで、御了解をいただきたいと思います。 
  なお、農業者年金につきましては局長の方から

答弁させていただきます。 
斎藤友一農業委員会事務局長 委員長、斎藤友一。 
星川 豊委員長 農業委員会事務局長斎藤友一君。 
斎藤友一農業委員会事務局長 農業者年金制度です

が、他の公的年金と同様に農業者の老後生活の安

定、また福祉の向上を目的としております。また、

特に農業者年金は農業者の担い手を確保するとい

う政策的な目的もございます。ただいま農業委員

会費の中に農業者年金事業費として計上されてお

りますけれども、農業者年金事業につきましては

農業者年金基金から農業委員会が業務委託を受け

まして、いわゆる農業者年金の加入あるいは給付

等の事務手続を行っております。この経費につき

ましては、全額基金からの委託金で賄っておりま

して、市の持ち出し、一般財源の充当はございま

せん。農業者年金ですが、平成14年の１月１日か

ら新制度になりまして、従来は農業者は当然加入

といいまして全員加入ということになっておりま

したけれども、現在は任意、加入、脱退が自由で

あるということで、加入者が新制度になりまして

大変少なくなっております。18年の３月末現在の

加入者数ですけれども、新制度になりまして159

人であります。受給者数は942人であります。新制

度になりましてかなり加入者少なくなりましたけ

れども、今後とも農業委員会としましてあらゆる

機会をとらえまして制度の目的、また農業者年金

制度のメリットを説明しながら普及拡大に努めて

まいりたいと考えております。 
  以上です。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 



１７番（柴田忠志委員） 農業委員会についてもう

一度お尋ねいたします。 
  従来より農業委員会の委員に女性も加えるべき

という声も多々あったに聞いておるんですが、今

その状況はどのように委員会としては把握されて

いるのか、またそういう点をお進めになるのかを

お尋ねいたします。 
  また、農業者年金のこの18年３月末で159名、受

給者が942名と、そういうふうな状況の中でいろい

ろお支払いする方が大変になってくるのではない

かに考えますが、その点事務局ではどのように把

握するのか、その点お尋ねいたします。 
斎藤友一農業委員会事務局長 委員長、斎藤友一。 
星川 豊委員長 農業委員会事務局長斎藤友一君。 
斎藤友一農業委員会事務局長 農業委員の女性の農

業委員についてですけれども、現在農業委員が選

挙による農業委員19名です。それから、農協、農

業共済、それから土地改良区、それから議会から

推薦された委員が５名と、合計で24名農業委員が

おります。議会の方から推薦された委員の方の人

数につきましても議会の、前は何人か、５人とか

推薦されておったわけですけれども、今はそうい

う議会からも１名、農協からは各２つの農協から

１名ずつと。土地改良区から１名、共済から１名

という中で、やはり女性の農業委員が委員として

選ばれるとすれば、やはり選挙によって出てくる、

あるいは議会なり各団体からの推薦によって出て

くることになろうかと思います。 
  現在そういう意味で女性の活躍と農業において

も言われておりますので、農業委員会としてでき

れば女性の農業委員もおった方がいいんでないか

と事務局としては思うんですけれども、ただその

辺はちょっとあれですけども、それから年金の受

給、年金の今後の心配ということなんですけれど

も、14年に新制度に変わりまして、それまではい

わゆる年金の、従来は受給者の年金を現役世代の

保険料で賄ういわゆる賦課方式であったわけです

けれども、14年の１月１日からは積み立て方式と

いうことで、自ら加入者が積み立てた年金をもら

うと、それを老後年金の受給年齢になった時点で

もらうという制度に変わりまして、今後はそうい

うことの制度に変わりましたので、そういう面で

心配はないかと年金制度そのものは考えておりま

す。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） 一応よろしく御検討くだ

さい。 
  それでは、ページ73、７款商工費でございます

が、商工振興対策費が細々とそう大きな金額では

ないんですが、載っております。この内訳と19年

度はどのようになさるのかお尋ねいたします。 
星川 豊委員長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 
 
     午前１０時５８分 休憩 
     午前１１時０９分 開議 
 
星川 豊委員長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 それでは、商工振興関係に

ついて御説明申し上げます。 
  先ほど歳入の中で商店街が閉鎖という、お互い

柴田委員ですか、あと税務課長も閉鎖という言葉

がありましたけども、ちょっと誤解がないように

しておきたいんですけども、商店街が閉鎖という

ことはございませんので、その点御承知おきいた

だきたいと思います。 
  それから、御存じのとおり大変商業、いわゆる

まちの中が大変苦戦しておるのは事実でございま

す。そういう中で、駅前通り、南本町、北本町と

万場町、あと中央通り、５つの商店街がございま

す。その中でその５つの商店街が活性化検討委員

会というものを立ち上げております。そういう中



で何とかまちの賑わいを取り戻したいと、そうい

うようなことでいろいろ頑張ってございます。そ

ういう中で行政としてもまちづくり会社、いわゆ

るＴＣＭでございますけども、そこを中心に何と

かいろいろ昔の活気を取り戻したいということで

いろいろ頑張ってございます。 
  それに加えまして、今回まちづくり３法が改正

されまして、郊外店の出店を規制しまして、まち

の中にいろんなものを持ってこようと、いわゆる

病院とか公共施設とかをまちの中にというような

ことで、それについて国でも多大なる支援をする

というのがまちづくり３法の趣旨でございます。

その中でここの予算書に計上しているやつが、１

つは空き店舗対策事業でございまして、機織り長

屋、亀綾織でございます。そこの家賃補助が１つ

でございます。ただ、やっぱり亀綾織につきまし

ても現在売り上げが横ばい状態でございます。そ

れで、やはり大口、いわゆる学校の同窓会の記念

品とか、そういうちょっと大口がないとなかなか

経営的には難しいんでございますけれども、何と

か特産品ということで頑張っておりますので、そ

この家賃補助が１つでございます。 
  それから、ＴＣＭに補助として流すのが大きい

事業が３つでございます。まち中の暮らし支援事

業、これはいわゆるまち中楽校、楽しい楽校です。

そういう中で商店がいろいろ人を集めまして、い

ろいろ店のＰＲ、仮にカメラ屋さんであればデジ

カメ関係とかそういうものをいろいろ教えて、店

ではこういうものを扱っていますよということを

まず広く知ってもらうということでございます。

喫茶店であれば、おいしいコーヒーの入れ方とか、

そういうことでまず商店を皆さんで知っていただ

こうというやつでございます。それから、商店街

の景観向上事業、これはディプレー関係をいろい

ろお客さんの目から見たこういう店構えあるいは

見せ方、品ぞろえがいいんじゃないかというよう

なことで景観向上事業。あと地域特産による物産

交流事業ということで、特に新庄はそばで大変有

名なところでございますので、そういうそばまつ

りあるいはなべまつり等いろいろ開催して、いろ

いろまちの中を賑わいを取り戻そうというのが商

業振興の主な事業でございます。 
  以上です。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） 今回の一般質問等で金委

員とか今田委員あたりから御提出、御提案あった

そういう内容については検討はなされるお考えは

あるのかないのか。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 いろいろ事業を興す場合は

何が一番制度的に有利なのかというのは当然考え

てやります。その中で前にも話あった頑張る地方

の応援プログラム、あるいは先ほど申し上げまし

たまちづくり３法、これでも国の支援等いろいろ

ございます。また、一番いいのが宝くじ関係、こ

れですと補助率もいいんで、そういうやつの中で

一番何が有利なのかということをいろいろ検証し

ながら事業を進めてまいりたいと思ってございま

す。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） それでは、視点を変えま

してページ89、10款教育費でお尋ねいたします。 
  通学手段確保対策事業費でございますが、これ

は昨年度角沢地区の学校閉鎖に伴ってのバスを運

行されておるわけでありますが、19年度このバス

を増やすようなお考えがあるのかどうかお尋ねい

たします。 
  また、学校のつばさ支援事業、ひところから見

ればかなり金額が少なくなっておりますが、19年

度も確保していただいたわけでありますが、今い

わゆる国の方では教育基本法なりいろいろと教育

内容に変化が出てきております。その中でこのつ

ばさ支援事業については、ゆとりとか、またいろ



いろな各地区の学校ではどのようなことをなされ

るか、一応そういう予定みたいなのはあるのかな

いのか、その点お聞きいたします。 
  また、ページ90の同じく山形大学エリアキャン

パスもがみ支援事業費、これはいろいろ新庄まつ

りとかいろんな事業を18年度に展開されておりま

すが、19年度においてはどのような取り組みで、

学生さんが増えるのかどうか、その点お聞きしま

す。 
  ついでですから、ページ93、学校管理費の中で

中学校の中で修繕料が438万2,000円ほど計上され

ておりますが、どういう内容なのかお尋ねいたし

ます。 
小野和夫学校教育課長 委員長、小野和夫。 
星川 豊委員長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 ４点御質問があったかと思

います。まず、スクールバスの件でございますが、

スクールバスにつきましては今年度１台増という

ふうなことで運行しております。この体制は、来

年度も同じように継続というふうなことで、バス

を１台増やすというふうな予定はしてございませ

ん。 
  ２番目、つばさ支援でございますけども、これ

につきましては地域に開かれた学校づくりの推進

でありますとか、総合的な学習の時間や選択教科

の充実というふうなこと、あるいは進路体験学習、

講師を招いての進路体験学習、それですとか実際

に職場に出向いての学習もあります。あと各学校

で行っているボランティア活動、そういった地域

での体験活動というふうなものに有効に活用させ

ていただいておりますし、 近は通知表を地区統

一でなくて各学校ごとにつくるというふうなこと

で進めております。到達目標に準拠した評価とい

うふうなことで、通知表の改善に有効に活用させ

ていただいているというふうなことでございます。

金額的にも大変厳しい財政状況の中ではございま

すけども、このつばさ支援事業の大切さというふ

うなことを御理解いただきまして、予算は減るこ

となく来年度につきましてもこのような形で確保

させていただいているというふうなことでありま

す。 
  あとその中身につきまして、今教育再生会議の

中でいろいろゆとり教育の見直しだとかなんとか

話題になっておりますけども、つばさ支援事業の

中に関わる、触れるようなことではないというふ

うに思っておりますので、今年度と同様に来年度

につきましても同じ視点から計画を各学校から出

していただいて実践していただくというふうなこ

とになるというふうに思っております。 
  ３つ目のエリアキャンパスもがみの取り組みで

ございますが、今年度は大きな事業としてフィー

ルドワーク事業というのがございました。５つの

講座を実施して53名の山大の学生さんが新庄に来

て延べ４日間授業に参加したと。延べで212名とい

うふうな形になりますが、そういうことをやって

おります。さらに、教育実習も山形市以外では初

めて新庄で実施をしたというふうなことで、これ

につきましても小学校６名、中学校２名の方が新

庄に来て新庄市内の学校で実習をいたしました。

この２点につきましては、来年度も充実を図りな

がらやっていきたいというふうに思っております。

講座につきましては、来年度市内で５つの講座を

また同じようにやっていきたいというふうに思っ

ていますし、教育実習につきましては今年行った

実習は２年生の２学年の学生の実習でした。１週

間です。これを来年度は本実習、３年生が３週間

こちらに滞在してこちらの学校で実習をするとい

うふうなことで、大学の方と教授会の方とも調整

がつきまして、それを実施する方向でおります。

充実させていきたいというふうに思っております。 
  さらに、来年度につきましては今年度同様コロ

ラド州立大学の語学ボランティアの学生さんを招

いて、また市内の各小中学校に派遣をして国際理

解教育、英語活動の学習の支援に当たっていただ

くというふうなことで、これは期間限定で２カ月

ちょっとなんですけども、６月から７月にかけて



行うというふうなことで、来年度も３名の学生に

来ていただきたいというふうに要望を出している

というふうなところでございます。あとさらにオ

ープンキャンパス、これは来年度は３回目になり

ますが、これらについても新庄市で取り組んでい

きたいというふうに思っているところであります。 
  あともう一点、 後の中学校の修繕料というふ

うなことでありました。これにつきましては、各

校の備品の修理、それから計画修繕、それから各

校の緊急修繕というふうなことで、各校の備品修

理ということでございます。 
  以上です。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） この学校のつばさ支援事

業についてもう一度お聞きしたいんですけど、こ

れらは各学校では予算がかなり乏しい現状であり

ますので、金額はともかくも有効に使われている

ことは確かだと思われますが、委員会としてはこ

の支援事業を今お聞きしたわけですけども、どう

いうふうな御指導、なさらずに全部各学校にお任

せですか。 
小野和夫学校教育課長 委員長、小野和夫。 
星川 豊委員長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 予算を出していただくとき

に項目がございます。それはこちらで示している

ものです。報償費、それから需用費、印刷製本費

も含めて需用費、会議費等々でありますけども、

会議費は出てきません。その報償費の中身は、先

ほど申し上げましたけども、地域人材の活用の謝

礼だとか進路学習の、あるいは情報教育、コンピ

ュータの教育の講師謝金だとかというふうなこと

であります。あと総合的な学習、ボランティア活

動等と、そういったことについて計画をしていた

だくというふうなことであります。その他学校長

がこの点はどうだというふうなことについて学校

独自の使い道というふうな、そういう点もござい

ます。 

  以上です。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） ページ93の教育振興費の

中学校教育振興対策事業費が盛られておりますが、

この中で要保護及び準要保護生徒奨励費、特殊教

育と載っておりますが、これは市内に何校そうい

う生徒さんがおいでになるのかお尋ねいたします。 
小野和夫学校教育課長 委員長、小野和夫。 
星川 豊委員長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 まず、準要保護の児童生徒

でございますが、19年度につきましてはこれから

認定作業がありますのであれですが、18年度の実

績でいきますと、各校におりまして全部で195名と

いうふうな方、その子供さん方に準要保護の援助

をしていると。学用品費であるとか修学旅行に行

くときの旅行費であるとか、あとは給食費である

とか医療費、そういったものの一部を援助してい

るというふうなことになります。特殊学級ではな

いですね。 
１７番（柴田忠志委員） はい、ではないです。 
小野和夫学校教育課長 そのような状況です。 
１７番（柴田忠志委員） 委員長、柴田忠志。 
星川 豊委員長 柴田忠志委員。 
１７番（柴田忠志委員） それでは、教育次長、今

御質問した中で通学の点とか何かお考えあればお

聞きしたいんですけど。 
奥山芳彦教育次長 委員長、奥山芳彦。 
星川 豊委員長 教育次長奥山芳彦君。 
奥山芳彦教育次長 具体的な質問項目でなくて、何

か感想を求められているようなことですが、スク

ールバス等につきましてはさっき小野課長の方か

らお答えしたとおりでございますが、ただ別に今

年度まで通学安全プラン検討委員会というふうな

ことで、これからの安心、安全の通学環境という

ふうなことで一応報告をいただいております。今

後教育委員会として19年度からすぐやれるソフト

の内容、あるいはハードの部分についてはしかる



べき手続を経て進めなければならないと思います

が、そういう形の中で再度皆様方の方に状況を提

示するというふうな場面が出てまいるかと思いま

す。どちらにいたしましても、まず少子化の中で

やはり通学環境の非常に厳しい状況も見えてきて

おりますので、より安全な通学環境確保のために

今後も努力していかなければならないというふう

に思っております。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
２ 番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 
星川 豊委員長 山口吉靜委員。 
２ 番（山口吉靜委員） ２点ほどお伺いしたいと

思います。 
  １点目は、ページ55の３款の民生費、４目の児

童館費の説明欄の本合海児童センター指定管理委

託料775万1,000円、これの内訳についてまずお伺

いしたいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 本合海児童センター指定管

理委託料でございますが、いろんな項目がござい

ます。大きいのは職員の給与費でございます。館

長と児童厚生員２名ということでございます。こ

れは、まだ動く可能性がございますので、詳細に

ついては検討中でございます。それにつきまして

は、約490万ぐらい。それから、その他の手当と職

員共済費等がございます。需用費としては、これ

も動く可能性がございますが、140万くらいと。そ

れから、除排雪費等、それから警備委託料がござ

います。これも40万程度と。その他消耗品等いろ

いろございまして、その合計が775万1,000円と、

そういう内訳になってございます。 
２ 番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 
星川 豊委員長 山口吉靜委員。 
２ 番（山口吉靜委員） これは、館長２年で交代

するんですか。 
  あとは、一たん775万1,000円というふうに決定

されたら追加は可能なんですか。追加費用は。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 期間については２年、19年

の４月１日から２年間ということであります。 
  追加というお話なんですが、収入の方につきま

しても年度内にもう大体希望者の申し込みとって

おりますので、それらがほとんど確定しておりま

す。それらの収入を見て、先ほど申し上げたよう

な委託料にしたということであります。通常の場

合は、この金額で１年間いっていただくと。また、

いろんな事故といいますか、災害等ございますが、

そのときは別途協議するということであります。 
２ 番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 
星川 豊委員長 山口吉靜委員。 
２ 番（山口吉靜委員） わかりました。どうもあ

りがとうございました。 
  ２点目は105ページ、12款公債費、１目元金、２

目利子、元金が17億7,365万6,000円、利子が４億

1,124万3,000円とありますけども、これのずっと

残高がもしわかればお伺いしたいということと、

これは一般会計ですから、できれば特別会計と、

この他に一般会計のずっと残高の合計と元金の利

子の合計とそれぞれ、それから特別会計を合算し

たものの元金と利子がわかればお伺いしたいと思

います。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 ただいまの一般会計、ま

た特別会計を合算した部分の合計額、要は地方債

残高というふうなことになろうかと思います。先

にお示しいたしました新庄市の行財政再建計画の

一番後ろの方にその表を載せております。一般会

計、これが15ページになるんでしょうか……申し

訳ございません、11ページになります。11ページ

にこれを掲示をしているんですが、18年度で現在

考えているのが321億5,600万と。うち集排ありま

す。下水道あります。それから水道もございます。

そのうち一般会計が180億9,400万となります。こ



の数字を軸にいたしまして、平成22年までの期間

の中で特会も含めた形になりますと265億6,200万、

一般会計の方では143億というふうなところまで

これが落ちてくると、要するに返済していくとい

うふうなことであります。いずれにいたしまして

も、一般会計の方につきましては毎年10億ずつぐ

らいは償還できるというように見込んでおりまし

て、参考のために申し上げますと115ページにその

内容が記しております。115ページには、18年度末

現在高見込額、これが180億何がし載っております

が、右端の方の19年度末現在高見込額、19年度末

でございます、それが169億4,700万というふうに

載っております。この差を比較いたしますと、10

億6,300万ほど減になっているというふうなこと

でございまして、毎年10億は償還していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 
  以上であります。 
２ 番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 
星川 豊委員長 山口吉靜委員。 
２ 番（山口吉靜委員） この中の利息とは分けて

考えるとどうなんですか。これ元金だけですか。

もしわかればお願いします。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 利息につきましてもそれ

らを含めたような形の中でこれを償還していくと

いうふうなことになります。 
  以上です。 
２ 番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 
星川 豊委員長 山口吉靜委員。 
２ 番（山口吉靜委員） 利息は分けてはわからな

いですか。含めてじゃなくて分けて。今これで105

ページには元金と利息と分けていますよね。105

ページで元金と利子と分かれていますよね。そう

いうふうに分けてはわかりませんか。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 これから利息云々かんぬ

んというふうに今申し上げました残高に対しての

利息の区分というふうなことかもしれません。ち

ょっと申し訳ございませんが、その辺あたりちょ

っと資料今手元にございませんので、おおよそ計

算はしているというふうなことでありますので、

後ほどお渡ししたいと、そう思います。 
２ 番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 
星川 豊委員長 山口吉靜委員。 
２ 番（山口吉靜委員） じゃ、後でいただければ

それでいいです。 
  じゃ、終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
星川 豊委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 68ページの農林水産業費

の中でふるさと農道緊急整備事業負担金（野中）

でございますけども、これ進捗状況と、そして完

成の時期など、これひとつお聞きしたいと思いま

す。 
  それから、次に小規模畑地化整備支援事業のこ

の場所とか事業内容などもお聞きしたいと思いま

す。 
  それから、その下の小規模の基盤整備型支援事

業費の助成金、これもひとつお願いしたい。場所

と、それから事業内容をお願いしたいと、このよ

うに思います。 
  それから、79ページの土木費、道路新設改良費

の福田工業団地線の整備事業費でございますけど

も、これはかつて髙山和男委員さんが一般質問な

どで大変これ心配された道路でございました。そ

れで、この予算でどのようなところまで進むのか、

そしていつ完成するのか、そして予定どおりいく

のか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 68ページのふるさと農道緊急

整備事業でありますが、平成15年より実施をして

まいりまして、18年度までで全体事業費当初８億



円ということで議会の方に御説明して、途中で経

費の軽減ということで６億円ということで２億円

ほど圧縮した形で全体事業を御説明しましたが、

終的には19年度で事業が完成いたしまして、事

業費の今予想される事業費は全体で５億1,000万

という形で終了すると見込んでございます。18年

度まで実施した金額は２億8,000万ほどでござい

まして、約３億近いお金を投じまして、進捗率と

しては約60％となっています。19年度は、事業費

２億2,700万で残りの４割を19年度で実施し、19

年度で完成し、20年の春を開通というふうに見込

んでございます。 
  それから、その下の小規模畑地化整備支援事業

費でありますが、上の方の小規模基盤整備型支援

事業費補助金、下に小規模産地育成型支援事業費

補助金と２段になってございますが、いずれも事

業者、それから事業場所は同じ場所でございます。

場所は二枚橋、それから柏木原です。いわゆる市

の北部の水田を畑地化するために事業を実施する

ものでありまして、対象品目はニラ、ネギ、里芋

でありまして、面積は2.3ヘクタール、受益者は４

名でございます。上の方の基盤整備型支援事業は

暗渠排水を行うと。下の産地育成型支援事業は、

この暗渠排水した土地の土壌改良を行うために堆

肥を投入して土壌の肥沃化を図るというような事

業でありまして、上の方は１反歩当たり20万、そ

れから下の方は１反歩当たり３万円の事業費、補

助率は県の単独補助で60％補助という内容でござ

います。 
  以上です。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 福田工業団地線の整備内容

と、あと予定というふうなことの御質問でござい

ます。これにつきましては、17年度に地すべり対

策工法の決定を行いまして、今年度それに基づい

て実施設計を行ったところでございます。19年度

につきましては、これに基づきまして地すべり対

策工を実施するというふうな予定でございまして、

内容につきましては特に排水対策工、暗渠工、こ

ういったものについて実施する予定でございます。

21年度につきましては、補強土壁、それからあと

のり面の成形等を行いまして、21年度道路舗装等

を行って、 終的にはのり面部分の緑化も含めま

して22年度で全事業を完了したいというふうな計

画で今進めているとこでございます。 
  以上でございます。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
星川 豊委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 大変説明よくわかりまし

た。ふるさと農道の方野中の方でございますが、

何か歩道の件でさまざま要望を出されているよう

なことをお聞きしましたが、今さまざまな各地で

モデル事業などをやっている段差のない歩道をし

て、そして除雪面に配慮するなどということを要

望しているようなことを聞きましたが、そのよう

なことは取り入れられたのか、られるのか。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 歩道につきましては、2.5メー

トルの幅員の歩道を事業を実施する全線にわたっ

て設置する予定でありますが、無段差にするかに

ついては 終的に確認しておりませんので、ちょ

っと内容について至急確認して御説明したいと思

います。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
星川 豊委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 小規模畑地化の方は大変

よくわかりました。 
  それから、福田工業団地線でございますけども、

あそこの入り口付近にごみ大変ダンプで投げてい

るのを見かけますけども、これ市で知っています

か。これあそこの工事する業者の人だか、それと

も一般の人だか、個人的なもので投げていくのか、

それとも私たちが見た目にはごみとしか見えない

けども、あそこ埋め立てしていると感じられない



ようなごみ、例えば家のほどかしたものとか、そ

ういう雑物投げられているんですけど、これ市の

方で把握しているのか、それもちょっと。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 福田工業団地線のとこには

新田川から大蔵村の大坪側につきましては以前事

業を行いまして、約660メーターほど既に完成して

いるわけですけれども、今お話ありましたその場

所というのは入り口のところというようなことで

すけれども、私の方としましても道路は既に完成

していることもありまして、ただ周辺が農地なも

んですから、耕作上影響あるというようなことで、

バリケードはしておりますけれども、耕作に支障

のないように通り抜けできるような形にはなって

ございます。以前もそういうふうな御質問も１度

あったことから、パトロール等を行いまして、で

きるだけそういうふうなものがないような形で対

応しているところですけども、ただ今お話ありま

した場所についてはちょっとまだ確認といいます

か、ちょっと私の方では押さえておりませんので、

なおその辺現地を再度確認したいというふうに思

います。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
星川 豊委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 河川の方は大変きれいに

なりましたけども、反対の方は山酸の方から入っ

たところの左側の山手の方です。後で見ていただ

いて、もしできれば注意していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 
  以上です。終わります。 
星川 豊委員長 それでは、ただいまから１時まで

休憩いたします。 
 
     午前１１時５１分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  歳出について質疑ございませんか。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 新庄市として一番大きな

こととしては、先ほど山口委員の方からも借金の

問題、財政難の問題、この返済額が一般会計の方

では毎年10億円ずつ借金が減るようになるという、

そういう見通しだということで答えがありました。

現在の新庄市の財政の硬直というか、その原因…

… 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員、ちょっと款項目と

ページ数を言わなかったように思いますけれども、

もう一度お願いします。 
１ 番（佐藤悦子委員） それは後で言います。 
星川 豊委員長 いや、それ款項目言ってからにし

てください。 
１ 番（佐藤悦子委員） 市民の立場に立って細か

いところで改善を進めていくべきということでや

っていきます。 
  39ページの２の２の賦課徴収費についてですが、

この中の通信の費用のことで通信費の税務課の通

信費の金額、総額幾らぐらいになるのかというこ

とでまずお尋ねしたいと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 通信運搬費につきましては、郵

送料等、電話料等も含まれておりまして、これを

今予算書の中ではそれぞれ市民税、それから国保

諸税、それから固定資産税等に分かれて記載され

ておりますけども、これを全部積み上げていかな

ければならないというふうなことですので、ちょ

っと今計算機持ってきていませんので、大変申し

訳ございませんけども、一応通信運搬費の中には

そのような形の中で入っているというふうなこと

でございます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 節約できるんでないかな



という立場で市民の方から提案いただいたもので

すから、言わせていただきたいんですが、同じ世

帯に同じ日に来るものを１つにしてもよいのでは

ないかということです。例えば固定資産税の明細

書が、同じ口座から引かれるものであるものが同

じ日に市内のＳさんの家に４枚市税務課から来て

いたようです。これは、例えば他の家の方も似た

ようなところがあると思いますが、４つ同じ場所

から同じところに来ているということで、これを

１つにすればはがき１枚50円が４つですから200

円で、それが50円になるかなというふうに節約で

きるところがあるように思うんです。そういう意

味では、そういうようなことを検討すべきではな

いかなと思うんですが、どうなんでしょうか。 
  さらに、ガスとか電気とか水道などに請求書の

明細と、それから前年度の領収書が同じ文書の中

についてきます、毎月。大体どこの御家庭もそう

だと思うんですが、そういうような形で２つ明細

を送って、さらに領収書を送ってという二度手間

のところを明細のときに次の明細を出すときに前

の領収書の分をこのぐらい今までいただいていま

したというふうに領収するというふうにすると、

郵送料が節約になるのではないかなと思うんです

が、そういったことなど検討できないのかお願い

したいと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 納付書につきましては、例えば

固定資産税ですと所有者に対して送付されるわけ

ですけども、個人、それから他何名とかといろい

ろあるわけですので、それらについては一緒に納

付書が行くということはございませんので、それ

ぞれ代表者が同じ人であれば、その方に３通、４

通も行く場合もございます。これは、１筆ごとと

いうか、その所有者ごとに区分して発送している

というふうな状況でございます。ですから、Ａさ

ん、Ａさん他何名といった場合については、Ａさ

んが代表であるとすれば、Ａさんのところに２つ

行くというふうなことでなります。Ａさん他３名

というふうなことでＡさんが他にも代表している

ところあるとすれば、Ａさんのところに三つの封

書が行くというふうな形になっております。です

から、それらをＡさんの袋に一緒に全部個人のＡ

さんの袋に一緒に入れてやるということは、これ

はできないというふうなことでございます。 
  それから、領収に関しては、口座振替につきま

しては年に１回だけ皆さんのところに領収書とい

うふうな形で行っております。はがきで行くとい

うのはちょっとないんですけども、今現在のとこ

ろ。督促ははがきで行きますけど。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） このことを言ってくださ

った方は、土地改良区の台帳とか、そういう誰の

土地がどういうふうになっているかという台帳な

どは一覧表になっておりまして、大体１家族１つ

かな、そんな感じで見たり受け取ったり資料とし

てもらったりできるということで、そのところに

来る固定資産税などの明細書がそれぞれ誰の所有

の土地であるということで１つのお宅に４つも同

じものというか、違うから来るんですけど、同じ

家に行くわけですから、それを少しでも節約する

ように絶対できないのか。市民から見ると、同じ

人が納めている口座から引かれるようになってい

る、名前は確かに違うけど、それが自分の家に来

るという場合は、この分は引きますからね、この

分は引きますからねという形で１つでもいいので

はないかなと思うんですが、そういうことに変え

ることはできないんでしょうか。通信費を節約す

るという立場から。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 先ほども申し上げましたけども、

納付書についてはその所有者ごとについて発送に

なるというふうなのが基本的にございます。 
  それから、確かにまとめてというふうなことが



ありますけど、グラム数の換算によって逆に多い

場合は高くコストがつく場合も出てくるというふ

うに思っております。今現在のところは、そうい

った土地の所有者ごとにそういうふうな形で送付

しているというふうな状況でございます。 
  以上でございます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 今はできないということ

ですが、もし節約のところできるんであればとい

うことで検討などをお願いしたいということで終

わります、これは。 
  次に、49ページの３の５ですが、老人福祉セン

ター運営費で、補助金453万円がついております。

この老人福祉センターの使い方についてなんです

が、カラオケルームの使い方で４人以上の団体に

限るということを伺っているんですが、これは使

いたい個人が来たら順番に入れて使えるようにす

る、お茶の間サロン的にできないだろうかと。団

体を組めない、１人でカラオケへさっと行って楽

しんできたいなというような感じで使えるように、

入りたい方はすべて受け入れるというような形で

運営をしていただくことはできないだろうかとい

うことなんですが、いかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 老人福祉センターにつきま

しては、市の社会福祉協議会が運営をしていると

いうことで、そこに補助金をお上げしているとい

う形にしております。 
  ただいまのカラオケの件につきましては、４人

以上で使用するというルールがございます。午前

１回、午後１回というような使い方になっており

ますが、例えばお一人での利用ということになり

ますと、多分順番待ちがかなり多く出るのではな

いかなと。現在団体使用を行っていますが、それ

でも毎日のように使用しておるという現状であり

ます。確かにそういうお考えもあるでしょうけど

も、現実的には順番待ちでかえって使いづらくな

るんではないかなと。そういうお一人の方は、別

の団体に入れていただくとか、そういう方式の方

が私はよいと思います。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） そういう声もあったとい

うことで検討していただくようにお願いしたいと

思います。 
  それから、74ページの７の２の産業立地促進資

金融資制度貸付金5,800万というのがありますが、

前の議会本会議の場で今回ですが、100人の雇用が

増えているという商工観光課長さんのお話があっ

たようですが、その中で正採用はどのぐらいにな

っているのかということと、これからの正採用な

どについての見込みはどうなっているでしょうか。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 産業立地の促進の件でござ

います。これは貸付金でございまして、中核工業

団地に限っての資金制度でございます。これは、

県と市というようなことでございます。それで、

目的は工業団地に当初大変な投資するわけですの

で、入り易いような条件整備ということでの貸付

金でございます。これは、貸し付けしまして３月

に返済していただくという制度でございます。 
  それで、お聞きの点はいわゆるパートとかそう

いうのじゃなくて、本当に正社員として採用して

いるのかということだと思いますけれども、大体

製造業についてはほとんどの企業さんは正社員で

ございます。ただ、この正社員の中にはいわゆる

派遣社員といいますか、そういうところからの雇

用も大変ありますけれども、大体製造業は正社員、

あとやはりパートとか臨時的なものが多いのが案

外スーパーとかそういうところ、いわゆる３次産

業的なサービス業がそういう雇用形態が多いよう

でございます。 



  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 製造業に正社員というこ

とでありがたいんですが、何人ぐらいが正社員と

してなっているかという、例えば18年度はどうだ

ったかとか、そこら辺調べていればお願いしたい

と思うんですが。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 中核工業団地につきまして

は、９割以上が正社員というふうな分析してござ

います。あと他については、やはりさっき言った

ようないわゆるディスカウントとかスーパー的な

ものは逆に言うと半分以上がパートといいますか、

そういう方が多いというふうに分析してございま

す。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 近派遣とかそういう方

が非常に多くて、特に若い人は派遣が半分、派遣

とか臨時、パートの仕事が半分、女性もそうです

が、そういうふうに言われております。そういう

意味では、その人数などよく把握しておきながら、

若い人たちに子育て支援の一番の基本としては正

採用職員になるというのが基本のような気がしま

すので、正採用でなるように調べながら、企業に

誘致のときにはぜひ正採用でいっぱいとっていた

だきたいという指導をするようにお願いしたいん

ですが、その点どうでしょうか。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 会社にとって一番費用がか

かるのが人件費でございます。そういうような中

で、やはり 初から正社員にしてしまいますと大

変なこともあるというようなことで、採用してし

まうと首にするということはもうできないしとい

うことで、まず 初は契約社員というんですか、

派遣のところからとって徐々に正社員を増やして

いくというようなこともあるようでございます。

ただ、我々といたしましても、これは企業誘致の

件ばかりじゃありませんけれども、いわゆる正社

員というようなことで安定した身分でぜひ採用し

ていただきたいというお願いはしてまいります。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員）  

よろしくお願いします｡  
  次に、103ページの10の12、プール監視員賃金が

載っております。市民プールの開場日は何日まで

やっているのか。何日から何日までなのかという

ことについてお伺いします。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 委員長、黒坂光悦。 
星川 豊委員長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 プールのオープンする

時期というふうなことでございますけども、条例

上は７月１日から８月31日となっていますが、私

ども決裁とりまして７月の15日前後から８月の20

日前後までと、約１カ月ちょっとというふうな運

営をやってございます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 前は９月の半ばぐらいま

での暑いときに使えるようにやっていたように思

います。去年の夏ですが、市民の方からですが、

子供たちからもっと長く市民プールあけてほしい

と市長さんに言ってもらいたいというふうに言わ

れたという女性の方から訴えがありました。そう

いう意味では、せっかくある施設だし、子供たち

に利用し易いようにもう少し長く考えていただけ

ないかなということで市民の要望があるんですが、

その点についていかがでしょうか。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 委員長、黒坂光悦。 
星川 豊委員長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 先ほど決裁とって云々

と申しましたが、これまでのいわゆる利用実態を



見ますと、例えば７月１日やったにしても１日１

人いるかいないかと、それがまず夏休み前まで続

きます。夏休みになりますと、ある程度の人数が

見込めますが、あと終わりの方なんですが、お盆

が１つの目安になっています。お盆過ぎますと御

存じのように涼しくなりまして、子供たちの姿も

めっきり減ると。ゼロという日も何日かあったと

いうふうなことも聞いていますし、実際そういう

日もあったということで、私どもとしては今現在

は効率のよい時期に効率的に運営しているという

ふうなことでございます。ただ、そういった御意

見もあるということですので、御意見は御意見と

してお伺いしておきたいと思います。ただ、今す

ぐどうこうとは申しませんが、御意見は御意見と

してお伺いしておきたいというふうに思います。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ考えていただきたい

し、子供たちや学校など関係者に聞いていただき

たいと思います。 
  それから、94ページの10の２、それから92ペー

ジの10の２の両方に小学校、中学校の準要保護児

童援助費が載っています。ここで就学援助の拡大

ということを考える必要ないかということです。

というのは、給食費の未払い問題が一般質問の中

でも出ました。給食費未払い問題については、教

育次長の方からは親の姿勢が問題かみたいなふう

に答えがあったように感じますが、しかし私の聞

いている範囲では名前はどうだということはわか

らないんですけど、お宅の実態などをお聞きする

と、やはり親の収入が安定しないといいますか、

そういうことからきているということを感じまし

た。そういう意味では、収入が少ない御家庭のつ

らさが子供に給食費未払いという形で肩身の狭い

思いをさせている。親の貧困が子供を貧困にさせ

ているという実態のような気がするんです。子供

にそういう思いをさせてはならないと思いますの

で、学校の校長先生などと事務の先生と協力して

丁寧な聞き取りをしたりしながら、就学援助を受

けていなかったら受けた方がいいんじゃないかと

いうふうに、受けられるんだということを言って

手続してあげるからと言っていただければ、学校

への信頼も深まると思うんです。教育委員会への

信頼ももちろん高まりますし、そういう丁寧な対

応が必要なんでないかと思うんです。 
  それと、先ほど就学援助の場合医療費が一部無

料になるというか、就学援助の範囲でですけど、

そういう点でも養教の先生が受診、こういうふう

に医者に行ってくださいよと出しても行けないお

宅があるそうなのです。そういう御家庭にはもし

かしたら就学援助を受ければ無料で行かれるかも

しれないし、無料だということをわかっていても

行かない場合は学校で対応するとか、そういう丁

寧な対応が必要だと思うんですが、いかがでしょ

うか。 
小野和夫学校教育課長 委員長、小野和夫。 
星川 豊委員長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 準要保護児童生徒の認定に

つきましては、委員おっしゃるとおり私どもも丁

寧に対応をしているつもりであります。民生児童

委員の方に情報が入る場合、それから学校に直接

情報が入る場合、さまざまケースがありますけど

も、そのケースごとにその家庭に赴いて調査をし

て、そしてこの方をどういうふうに処遇したらい

いかということを相談しながら認定会議にかけて

おります。所得の状況どうなのかというふうな基

準がいろいろございますので、そういう基準に照

らし合わせて準要保護該当、いや、これは該当し

ないというふうなそういう判定を慎重にしている

ところでありますので、どうぞ御理解お願いした

いというふうに思います。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 給食費未払いという御家

庭が残念ながらあったと、学校で言えば３つだと



いうふうにこの間一般質問に答えてくださってお

りましたが、その学校にその方々、未納の方は就

学援助なっているのか、なっていないのか調べた

経過はあるでしょうか。 
小野和夫学校教育課長 委員長、小野和夫。 
星川 豊委員長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 給食費未払いについては、

先日お答えしたとおりでありますけども、就学援

助を準要保護という形で該当している家庭であっ

ても未払いのところもございます。それから、こ

れに該当していなくて未払いというところもあり

ます。その原因につきましては、経済的な理由の

他に納入の意識の問題があるというふうなことで

先日お答えしたとおりであります。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） ただいま親の給食費納入

の意識に問題があるんではないかという判断が教

育委員会の方にあるという重ねての答弁がありま

した。しかし、そういうふうに言い切れるものな

のかなと思うのです。納入の意思がないように見

える家庭は多分先生が、学校の校長先生や事務の

先生が請求したとしても丁寧な答えがないといい

ますか、お互いに人間不信になるような関係が築

かれているのかもしれません。私は、その背景に

実は深刻な経済困難があると見なけりゃいけない

と思うんです。そういう意味では、担任だけでは

できません。もしかしたら学校の校長先生、事務

の先生もできないのかもしれませんが、そういう

方の場合はもっと丁寧に、やっぱり人間関係が築

かれるように、自分の家庭の経済的な苦しさを先

生などに話すというのはとてもつらいことでなか

なか話しにくいことだと思うんです。話すこと自

体が嫌だから人間関係が悪くなるわけなんです。

ですから、そこもわかってあげて、やはり丁寧に、

就学援助というのはしていない御家庭もあるよう

ですから、ありますと、ぜひ受けていただきたい

し、受ければこうなりますというふうにぜひ申請

してくださいと言ってこちらから手を差し伸べる

必要があるんじゃないかと思うんです。それは、

やっぱり課長や教育次長さん、教育長のその配慮、

力だと思うんですが、そういうことをやる必要が

あると私は思うんですが、いかがでしょうか。 
小野和夫学校教育課長 委員長、小野和夫。 
星川 豊委員長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 給食費未払い等のその背景

に経済的な困窮があるというふうな場合、そうい

ったことを把握したときは、私どもの方からこう

いう制度がありますよということを今までもお伝

えしているし、これからもそういうふうにしたい

なというふうに思っております。市外から市内に

転入されてくる方もいらっしゃいます。さまざま

な事情を抱えている方がおりますので、そういっ

たときにさまざまな方法がありますよということ、

そのことについてはお伝えしているところであり

ます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） そういう方々には伝えて、

そして、手とり足とり、書き方も教えるって失礼

ですけども、してあげながら必ず申請できるよう

にまで持っていってあげる必要があると思うんで、

そういう丁寧な対応をぜひお願いしたいと思いま

す。 
  続きまして、52の３の１ですが、放課後児童対

策事業委託料です。学童保育をもっと進めてもら

いたいという市民の強い要望があるように思いま

す。今現在進みぐあいというか、来年１つ増える

とか、そういう形でできないか、ぜひすべての小

学校に学童保育をつくっていただきたいという市

民の切実な要望がありますが、その点についてど

うでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 学童保育につきましては、

現在２カ所を開設しております。前の議会におい



てもお答えしたと思うんですが、次世代育成支援

対策行動計画というものの中にもう一カ所は増設

したいということで盛っております。来年度すぐ

なるかということは、ここではっきりお答えはで

きませんが、現在増やしたいという考えでおりま

す。また、現在の２カ所につきましても児童が人

数が増えておりますので、分散とかできないかな

と今検討中でございます。例えば学校施設の利用

とかいろいろ教育委員会ともお話をしております。

いずれにしましても、増やしたいという考えで検

討しているところであります。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 学校だけでなく民家もぜ

ひ使ってということも考えていただきたいんです

が、いかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 学校というのは１つの選択

肢でありまして、その他の施設、例えば民間でも

公的でもいろいろございますので、その辺も視野

に入れて考えております。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
１９番（石田千與三委員） 委員長、石田千與三｡ 
星川 豊委員長 石田千與三委員。 
１９番（石田千與三委員） 49ページ、敬老会事業

委託料130万、48ページ、地域生活支援事業、それ

から……その件でちょっとだけ。 
  敬老会事業については、各地域の婦人会とかい

ろいろ敬老事業をする母体がいろいろございます。

青年団であったりいろいろあるんですけども、

近いろいろと財政上の問題でそういった補助金と

か委託料というか、そういうようなものがつかな

くなったということで、敬老会については事業を

縮小したり、あるいはなくしたりするところがき

ておりますけども、これは内容についてはどうい

うふうになっているか、その辺説明お願いします。 
  それから、地域生活支援事業ということで、日

中何がしというふうなところで障害者と同じ項目

の中でその事業の費用が予算化されております。

そこのところも御説明願います。福祉バスの運行

事業業務委託料、私の質問が違っているとすれば、

それも含めて教えてください。運行に関して福祉

バス等をいわゆる利用する人が、例えば県内であ

れば一番遠いところで言えば庄内方面、米沢方面、

いろいろございます。それが県内に限ってだけ運

行できるんだというふうなところを、県外と比べ

て県内の場合距離的に非常に長いという理由から、

同じ県内であっても庄内方面の方は遠慮願いたい

みたいな話があったというようなこともありまし

たので、その辺のわけを教えていただきたい。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 初に、敬老会事業でござ

いますが、17年度においては学区の婦人会でやっ

ておったところもございます。婦人会全体として

やれないというところもございました。そういう

ところにつきましては、各町内小さい単位で新た

に開催したというところもございます。今年度に

つきましては、22の地域で敬老会事業を行ってお

ります。それぞれ予算については人数割とか、あ

るいは経費割とかで予算の額を案分した形で配付

しているというやり方をとっております。 
  それから、地域支援事業につきましてはいろい

ろメニューがございまして、例えば地域支援事業

につきましては負担の割合については国２分の１、

県４分の１、市４分の１という予算で執行してお

ります。例えば知的障害者の職親委託事業とか日

中一時支援事業、これにつきましてはタイムケア

事業がこれに移行したということであります。い

ろいろメニューがございまして、それの総額がこ

の歳出の欄の額になるということであります。 
  それから、福祉バスの件につきましては現行で

は今委員おっしゃったような形で県内ということ

になっております。いろいろ御意見というか、御

希望もございます。県内だけでいいのか、あるい



は県外であっても近い距離であるのでどうしたら

いいかとか今検討中であります。 
１９番（石田千與三委員） 委員長、石田千與三。 
星川 豊委員長 石田千與三委員。 
１９番（石田千與三委員） 福祉バスについては、

今検討中だということでございますから、期待し

ていいのかなというふうに思います。ぜひキロ数

とかそういうことで区切られるということのない

緩やかな対応であってほしいなと思います。とい

いますのは、県内に限りますといいながら県内は

距離数が長いのでだめなんだというようなことで

断られたというようなこともあったようですので、

ぜひひとついい答えが出るような検討をお願いし

ます。 
  地域生活支援事業の中のずっと委託料等を見て

みますと、身体障害者あるいは知的障害者、そう

いった項目が羅列されております。その中にあっ

て、日中一時支援事業委託料というのが、これ１

つだけが何かちょっと違った感じを受けたもんで

すから、今の事務所長のお話でちょっと私も聞き

取れなかったんですけども、ここのところをもう

一度説明願います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 日中一時支援事業につきま

しては、現の制度ですとタイムケア事業でお昼に

例えば養護学校から帰ってきて一時的に預かりを

したいという方についてのサービスになりますが、

国の制度が変わりまして障害者自立支援法という

新しい法律ができまして、それのメニューにタイ

ムケア事業を変えたということでありまして、内

容的にはほとんど同じということであります。 
１９番（石田千與三委員） 委員長、石田千與三。 
星川 豊委員長 石田千與三委員。 
１９番（石田千與三委員） 終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 

２１番（亀井信夫委員） 67ページ、農地費、これ

公有財産購入費2,736万ということなんですが、こ

れは谷地小屋の農道関係の買収費だと思うんです

が、これらについてちょっと説明聞いておきたい

と思いますが、実は私地元の方からあそこの用地

買収の件について県買収価格と市の買収価格の差

があるんだということを指摘されたわけです。こ

れは現実であるかどうかということをこれから聞

くわけなんですが、同じ場所、わずかしか離れて

いない場所で県買収価格と市の買収価格が違うと

いうことはおかしいんじゃないかということを地

元の人から提起されたわけです。これが本当なの

かどうかひとつお知らせ願いたいと思います。こ

れから入っていきたいと。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 谷地小屋の集落からふるさと

農道、県が造成しています道路をつなぐ約800メー

トル区間、これを市で買収して接続路線を造成し

ようということで、ここに公有財産購入費を計上

してございます。面積は１万1,400平米ほどであり

ますが、当初買収する中に圃場整備によって造成

というか、新たに換地処分でつくられたここにふ

るさと農道、農道が来た場合にこの場所をあらか

じめ造成していたわけですけども、そこの地目の

関係で田んぼなのか雑種地なのかといういろんな

意見もございまして、若干意見が交錯というか、

情報が交錯したところあると思いますけども、結

果としては県の買収単価に準じて差の出ないよう

に対応したいというふうに考えています。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員） 地元の方々がやっぱり心

配しておったんで、そういう内容であったらやっ

ぱり説明をして協力をいただくというふうなこと

もしていただきたいと思います。 
  それから、77ページなんですが、中核工業団地

の促進協議会、あわせて推進委員会の負担金とい



う形で出ております。私は、企業誘致ということ

はすごく大切な事業であるということを思ってい

る一人であります。やはり働く場所を確保すると

いうふうな面から、積極的に行政として取り組ん

でいかなければいけない大きな事業だと思ってい

ます。したがって、前回あった東京事務所も廃止

されたんで、地元で企業誘致対策というふうなこ

とを真剣に取り組んでいかなきゃいけない大きな

事業ではないかなと思っています。その中で推進

委員会というふうな会があって推進していただい

ておるんですが、内容私乏しいもんですから、そ

の内容等について説明を願うと同時に、それから

中核工業団地企業誘致促進協議会、これは 上郡

１つになって一緒にやっているんじゃないかなと

思うんですが、これらの内容についてちょっと説

明をお願いしたいと思います。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 それでは、２点質問あった

わけでございますけれども、初めにちょっと順序

逆になるかもしれませんけども、促進協議会につ

いて御説明申し上げます。 
  これは、今亀井委員おっしゃったとおり、 上

郡８市町村が加盟しております協議会でございま

す。ここに商工会議所等も入っていろいろ誘致活

動を行っているわけでございます。ということは、

やはり新庄の工業団地に企業が立地しましても今

の新庄の中核工業団地は従業員の約半分が新庄市

で、残りの半分が７町村の方というようなことも

ございまして、各町村も何とか新庄中核に立地し

ていただきたいというようなことで、そういうこ

とでこの協議会で誘致活動、あと前公団だったん

ですけど、今機構というふうに名称変わったんで

すけども、そこと県と一体となって企業誘致活動

を推進しているところでございます。 
  それから、推進委員会の負担金の20万円でござ

いますけども、これはわかり易く言うと営業費用

というふうに考えていただければと思います。と

いうことは、企業が視察新庄に来た場合、本社か

ら何人か来るわけでございますけれども、そこの

昼食代とかそういう営業費用といいますか、我々

のそういう活動費というようなことで御理解いた

だければと思います。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員） なぜ申し上げましたかと

いいますと、企業誘致そのものというの大変だと

思います、やっぱり。私地元の協議会だけで企業

誘致ということが進めることできるのかなという

ふうに思っている一人なんです。もっと積極的に

幅広く新庄から出た東京在住の優秀な方々の組織

をつくって、新庄に企業誘致をお願いするという

ふうな方向で進めていった方がいいんではないか

なと、そういうふうに考えています。新庄、 上

郡の協議会の委員のメンバー私わかりませんけれ

ど、今まで私も長くそういうような関係でいろい

ろお話を聞きましたんですが、新庄市の商工観光

課は相当働くんですけれども、協議会の中で企業

誘致ということをやったことないんじゃないか、

残念ながら。これらもやはりもっと促進する意味

で、もっと角度を変えた形の中で誘致計画を立て

て推進していくという方法を見出さないと、企業

誘致は不可能な状態になるんじゃないかというこ

とを１つ思ったわけです。常に思っているんだ、

私は。 
  新庄から出ている優秀な方が東京在住で相当い

るはずですから、それらを物色して新庄に対する

企業誘致に協力をしていただくという組織をひと

つつくっていくというふうなこれからの推進の方

法というものを考えていく必要があるんじゃない

かと。当然予算関係はこれでできなくなってくる

んですが、財政の苦しいときは大変だと思うんで

すけども、でも新庄市として福田山工業団地ある

いは横根山工業団地に対して投資した金というの

はすばらしいでしょう。そうして、今張りついて

いる従業員というのは新庄が大体50％前後です。



上郡から50％ぐらい来ているはずです。私は、

100％新庄の人に入ってもらいたい、こんな考えを

常に持っている。投資した関係で。そうすれば、

もっともっと新庄の就労というふうな場所が確保

される。それらも含めて、企業関係については抜

本的に19年度は考えていっていただいて、20年度

あたりから新しい方法を見出していただきたい、

こういう要望を１つしておきたいと思います。 
  それから、75ページですけど、 上広域交流セ

ンター２億1,427万1,000円が計上されております。

これは、私も説明を聞いております。これは、新

庄市が90％、 上市町村、圏内の町村が10％、100％

返済計画、これは間違いないはずです。やり方変

わっていないでしょう。それから、自由通路とい

うのを私も市民から聞かれるんです。私は、新庄

100％負担しているんじゃないかというようなこ

とで話をしているんですけども、これらは間違い

あるかないか、私の考えをちょっと市当局に対し

て尋ねるわけですが、これらの点について１つ。 
  もう一つ突っ込んで言えば、これからの返済計

画も出ておったんですが、もっと具体的に何年の

年まででこれ終わるのかお知らせ願いたいと思い

ます。私どもも市民と接触するとき、私以外の委

員もそうだと思うんですが、新庄の財政について

非常に心配しておられる市民が多いわけです。私

どももこれらに対して財政的な説明する義務があ

るわけですから、具体的に返済計画等をあわせて

説明していかなきゃいけない義務があるんで、そ

の１つとしてのゆめりあのこれからの返済計画な

り何年度で大体終わるか、これらをお聞かせ願え

ればありがたいと思います。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 前段で工業団地の企業誘致

の件の要望もあったわけでございます。亀井委員

おっしゃるとおり、やはり新庄に誘致するには競

争相手が非常に多うございますので、やはり人脈

が一番大事だというふうに思ってございます。そ

れで、現在中核工業団地に来ている６社ほどもこ

ちら出身の方が社長をやっているというようなこ

とで、人脈で誘致に成功した例でございます。そ

ういう中で、現在江戸家老制度も持っております

し、また特に今県の東京事務所長が新庄市出身と

いうようなこともありまして、いろいろ県人会と

かそういうものをいろいろ御利用させていただき

ながら誘致活動を進めているわけでございます。

やはり今言ったように、人脈を頼るのが一番近道

ということもございますので、これからもそうい

う誘致活動を行ってまいりたいというふうに思っ

てございます。 
  それから、ゆめりあの件でございます。これ新

庄市が80％です。20％が町村。それで、御指摘の

自由通路でございますけれども、これは100％新庄

市の負担でございます。ということは、新庄の駅

西、駅前ですけれども、駅西と駅東を結ぶ通路だ

ということで、これは都市側のものですよという

ことで、新庄市が100％負担というようなことで開

業のときに決定したということでございます。 
  それから、償還金でございますけれども、いつ

までだということでございます。それで、今回の

予算計上なされているこの２億の中には償還金と

維持管理費がのってございます。それで、償還金

ですけれども、今の計画では平成31年度、21年で

償還する予定でございます。それで、いろいろこ

の建物の償還金には交付税とか減債基金等ござい

ますので、新庄市の純然たる負担が13億1,400万と

いうような試算になってございます。そういう中

で、現在平準化を図りながら償還をしていると。

それで、31年度で完了するという予定でございま

す。 
  以上です。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員） ただいま具体的な返済と

計画を聞いたわけであります。やはり考えてみれ

ば、13億1,000万有余の返済というふうなことなん



で、私は今まで計画的な問題が正規にわかりませ

んでしたんで、市民に対する説明もそれまでいか

なかった点もありました。でも、ゆめりあの関係

で新庄市の財政に対する影響度はあるということ

で説明を今話をしてきたわけです。聞きますと、

31年まで返済するというふうなことで、ただ一律

じゃないんじゃないですか。だんだん減ってくる

と思うんですが、そういう中での13億1,400万とい

うふうなことを返済しなきゃいけないというふう

なこと、これはわかりました。 
  自由通路、私も新庄でつくったんだというふう

なことを 上郡の方々とお会いするときお話をす

るわけなんでしてきたんですが、これは間違いな

くてよかったんですが、新庄100％負担だというこ

とです。これらについては、これも恐らく含めた

形の中でのこれからの返済計画に入っているんで

しょう。これも一緒に13億の中に。わかりました。

これらの件について説明しますと、ある程度市民

の方も納得するんです、具体的に説明しますと。

上郡の方々は、新庄でつくったのをただで歩い

ているんだよとそれまで言うんですよ、そういう

ふうに話ししますと、やはり具体的に説明します

と市民も納得するわけですから、やはりもっと説

明というものを親切に市民に知らせる、私ども議

員も義務があると思うんで、大変これ具体的に説

明していただいてありがとうございます。よろし

くお願いします。 
  それから、79ページ、道路新設改良費ですが、

梅ケ崎吉沢線の整備事業というふうなことで、こ

れは4,000万ですか、載っております。これは、東

山の下から小泉を通って萩野中学校、金山に抜け

るつなぐ道路なはずです。本来なら13号線の交通

緩和の１つの路線であるなと私は思っております。

今でも思っている。13号線非常に込むんで、泉田

から二ツ屋まで。これらの件からいきますと、ど

っちを早くやれと私は言うわけじゃないんですが、

谷地小屋は５億ぐらいついている。こっちの方は

4,000万。用地は、これは確保できているはずです。

もはや確保はできている。改良事業だけで進めり

ゃいいというふうなことなんですが、これらを完

成するまでは何年ぐらいかかる予定なんですか、

ひとつお聞かせ願いたい。 
  関連して、あそこの道路、小泉線なんですが、

一本柳からこれも土地改良区の中で減歩していた

だいて用地買収も確保していると。地域の集落か

らいきますと、一つも手かけてくれないというふ

うなことで、私も指摘を受けるんですが、むしろ

今申し上げております梅ケ崎吉沢線の道路が先行

しなきゃいけないんだよということで地元に説明

をしております。そういう意味で、大体これから

の計画等をお知らせ願いたいと。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 梅ケ崎吉沢線の整備完了に

ついていつになるかというような御質問でござい

ます。この事業は、小泉地区の圃場整備事業とあ

わせまして圃場整備事業により用地を確保してい

ただきまして、それにあわせて事業を進めている

ものでございます。 初には、小泉ため池から小

泉の集落内までの区間約365メーターほどござい

ますけれども、これを先に事業を興しまして、15

年度で終了しております。これは、起債10で整備

を行っておりますけれども、その後平成16年度か

ら当初は５カ年計画で1,900メーターほどを交付

金事業で現在取り組んでいるというような状況で

ございます。これまでは、用地買収を先行しまし

て行っておりまして、来年度、19年度に事業費

4,000万を予定してございますけれども、その中で

用地は一応完了いたしまして、一部約750メーター

ほど改良工事に入るというふうな予定でございま

す。確かに圃場整備の方の事業との関係もござい

まして若干遅れているというふうなこともござい

ますけれども、できるだけ一日も早い完成を目指

してこれから頑張っ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。 
  以上でございます。 



２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員）  

ありがとうございます｡これは、土地改良事業と

あわせて進めていただいておる事業なんで、こっ

ちの方だけ進行するわけにもいかないというふう

なことも私重々知っておるわけですが、用地問題

は解決今度できたはずですから、13号線バイパス、

これの交通量のラッシュのときの迂回道路という

ふうな形の中でも相当利用度が出てくるんじゃな

いかというふうな重要な道路だと私は思っており

ます。幸いにしてここは47号につながっているわ

けですから、そして福田山工業団地にもあの道路

を使って通勤できる。そして、金山からも有屋で

すけども、山崎から新庄へ入ってきますから泉田

関係についてはそこ緩和されるような重要な道路

と私は思っておるわけで、課長が言われたとおり

なるべく切らさないように、継続的に完成できる

ように、予算の関係もあるだろうが、お願いした

いと思います。 
  それから、69ページ、農林予算の関係で、農地・

水・環境保全、これは新しい計画だと思うんです

が、今説明がされております。土地改良区と農林

課で。これは大変いい事業じゃないかなと私も思

っているんですが、初年度の事業というふうなこ

とも、19年度は初年度でしょう、この事業は。や

っぱり私の方もこれに対して参加をしていくとい

う集落で指針を示しておりますけれども、まだ不

安なところも相当あります、集落関係。農家だけ

じゃなくて集落全部の参加を求めて事業を推進し

ていきたいというふうなうちの方の集落の考えで

あるんで、それに基づいて環境関係あるいは水路

の清掃まで入るんじゃないですかと。これらに対

する予算が1,543万3,000円というふうなことがつ

いているんですけれども、この内容等についてち

ょっとお知らせ願いたい。 
星川 豊委員長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 
     午後 ２時０３分 休憩 
     午後 ２時１３分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 69ページの農地・水・環境保

全向上対策に関しての御質問をいただきました。

新しい農政対策、19年度から始まりますが、３本

柱のうちの１つでありまして、昨年夏から地域説

明会、かなり回数を多くとってやってまいりまし

た。先週まで各地域の説明会一回りしまして、今

度はさらに詳しい内容、個別の内容についても説

明会をさらに重ねていく予定で進めております。

地区、集落的には純粋には70集落近くあるんです

けども、今回この農地・水関係で申請を受けた集

落、複数の集落が１つの地区として申請している

ところもありまして、一番多い地区としては５集

落ほどが１つの単位として申請しているところも

ございます。そういった関係上、申請を受けた地

区は34地区でありまして、面積は4,400ヘクタール

ほどでございました。本市で生産調整なされてい

ない農家の方もいらっしゃいますので、その分そ

の農家の方々の農地を差し引いた3,600ヘクター

ルほどがその対象地域と、交付対象地域として決

定してございまして、あとは県の方で活動を２分

の１というか、単価はそのままにして活動する地

域を２分の１に薄めて、単純に言えば薄めるとい

う形ですけども、そういったことで面積を計算す

る。それから、本市の場合はさらに３分の２に圧

縮して面積を精算するということで、 終的には

面積的には2,400ヘクタールほどの面積を県の方

に申請しまして、そこから出てきた数字がここに

計上してございます1,543万3,000円ほどでござい

ます。 
  水路、農道をはじめとして農業に関する基盤と

いうものは地域の環境そのものでありまして、農



家だけがそれを維持管理するということじゃなく

て、地域住民も１つの財産として一緒にそれを維

持保全、あるいは環境として向上させていこうと

いう趣旨のもとに、その新しい制度が組み立てら

れております。したがって、農家の活動ばかりじ

ゃなくて、地域住民がいろんな組織ありますが、

それらの組織、例えば区長さんとかＰＴＡとか消

防団とか子供会とか、そういったいろんな方々の

組織も一緒になってやっていきましょうというこ

とで、農家ばかりの説明会じゃなくて、そこには

農家以外の方も来ていただいて説明会をしてござ

います。そういった地域地域で共通する事項もご

ざいますが、特色を出した環境保全、向上の活動

もやっていこうということで、地域住民一体とな

ってやっていけるように周知徹底を図っていると

ころであります。このお金は、県で構成しており

ます地域センターに一たん出しまして、そこから

国、県の補助金も一緒に合わせた形で地域に交付

されるということで、その地域センターにこの

1,500万が支出されて国、県の補助金が一緒になっ

て地域に戻ってくるという仕組みになってござい

ます。 
  以上です。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員）  

ありがとうございます｡この事業、19年度が初年

度というふうなことで出発するわけなんですが、

今課長言われたとおりこの事業が成功して、この

新庄に対する相当発展的な影響に寄与する事業じ

ゃないかなというようなことを考えたわけです。

さっき説明ありましたとおり、農家だけじゃなく

てその地域の住民が参加して環境保全のために奉

仕をする、と言ってもいいんじゃないかと思うん

ですが、ある程度奉仕をして地域の環境をつくっ

ていくんだという認識を高めただけでもすばらし

いものではないかなというようなことを期待をし

ているんです。ぜひこれらを成功させるように、

窓口がやはり農林課で指導していきませんとこれ

は成功しないような気がするんで、ぜひ余り金の

かからない仕事なんで、成功させていただくよう

にひとつ努力をしていただきたいというふうに思

います。御苦労なんですが、よろしくお願いしま

す。 
  それから、82ページ、花と緑のまちづくり市民

会議、これもボランティア関係が主に多く入って

いる事業じゃないかと思うんですが、うちの方で

も道路に対する花を植えて美化運動を展開してい

る集落でありますけれども、これらに対する19年

度の事業関係というのはどう進めていくのかひと

つお知らせ願いたいと思います。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 花と緑のまちづくり市民会

議の共同事業負担金でございます。これにつきま

しては、平成14年に実施されました緑化フェアの

後を引き継ぎまして、緑を市民に広く普及してい

くというふうなことから、市民会議を立ち上げま

して今事業を行っているわけでございます。これ

に対する負担金というふうなことで、予算計上し

ているとこでございますけれども、現在99団体が

加盟しておりまして、 上中央公園を主体に緑化

事業、それからあとコスモスまつり等のイベント

開催を行っているものでございます。これに対す

る負担金というふうなことでございます。 
  あとただいま亀井委員がおっしゃられました中

山で行っております県道の緑化といいますか、事

業につきましては、これは県が行っております事

業といいますか、地域でボランティアでそういう

緑化、環境に寄与するような行うものに対しての

助成制度というのをつくりまして、それで行って

いるメイクアップロードというような事業がござ

います。そういった事業で行っているものでござ

いまして、この花と緑とまた違う事業でございま

す。これは、県と直接協定を結びまして、県の方

から地域に対してかかる費用の一部について負担



をいただくと、助成いただくというふうな形で事

業を進めているというふうな内容でございます。 
  以上でございます。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員） これは相当時間かかる議

題で、85ページなんですが、消防費だったんです。

上広域市町村圏事務組合の分担金の消防費、実

は理事者と広域の議員が話し合いされたというふ

うなことで、その結果についてちょっと理事長か

ら聞きたかったんですが、時間が終わりなんで、

後で機会があったらひとつお知らせ願いたいと思

います。 
  終わります。 
星川 豊委員長 他にございませんか。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
星川 豊委員長 渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） 66ページの担い手総合対

策支援事業費40万って金額がいささかなんですが、

この支援対策のその支援というものの内容はどう

いうことになるのか。 
  それからもう一つ、ページ84の雪総合対策事業

費の4,535万4,000円のうちの工事請負費3,000万

というこの内容、まず 初その２点をお伺いしま

す。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 66ページの担い手総合対策支

援事業費でありますが、これは去年って前年度か

らですけども、17年度から担い手センターが県の

方、地域の方もそうですけども、できました。担

い手が地域の農業の大宗を担っていくと、担い手

育成を重点的に進めていくというような国の方針、

それから県の方針を受けまして、担い手事業を実

施してまいりました。18年度も実施してございま

すが、19年度につきましては水田農業協議会がご

ざいますが、そこの中で特に農政関係すべて担い

手に事業が特化していくということで、生産調整

あるいは水田農業ビジョン、そういった担い手が

今後の地域農業を支えていくということで、その

水田農業協議会の方に担い手育成対策も一緒にや

っていくということで、この協議会に負担金を出

すわけでございますが、その事業の内容につきま

してはいろんな経営的な部門、そこを集中的に指

導して、その実現のために目標に到達できるよう

にということでいろんな研修会あるいは個別の経

営診断、あるいは相談活動、そういったことを集

中的に県と一緒に担い手センターと連携を深めて

やっていこうということで、この事業費の負担を

行っているところであります。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 雪総合対策費の工事請負費

内容というふうな御質問でございます。これにつ

きましては、１つは上金沢町、あと末広町地内に

おきます流雪溝の整備、延長にしまして約410メー

ターほど予定してございます。それから、御用水

堰から分水されましてちょうど新庄中学校のグラ

ウンドの西側といいますか、そこを通りまして堀

端町、城西町、千門町地区へつながる水路がござ

います。これは、現在素掘り水路でございまして、

特に毎年水路が溢水して住宅地等被害が出ている

水路でございますので、それを改修しまして堀端

町、城西町、千門町地区の水路の流雪用水の増量

を図るとともに、水上がり、溢水対策をやってい

きたいというふうなことで、これが約350メーター

ほどございます。これの工事を予定してございま

す。 
  以上でございます。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
星川 豊委員長 渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） 担い手農業者が今後各地

域のいわゆる農業に対する指導的な役割を果たす

ということで、こういう制度になってきたと思う

んですが、この担い手になるには主として４ヘク

タール以上とか認定農家とか、こういう方々がう



たわれておるんですが、かつて私が認定農家のた

めの認定を受けるときに、３年なり５年の計画書

を出すわけです。その達成率はいかがですかとお

聞きしたときに大体30％ぐらいの方しか達成して

おられません、こういう御答弁だったんですが、

現在どのようになっておられますか、その認定農

家の達成率。 
  そして、またこの担い手農家を重点的に目標に

到達するように指導するとおっしゃるんですが、

今までも同じように認定農家に対する目標に対し

ていろいろな数字挙げて示されたことに対して、

行政サイドとしても指導してきたと思うんですが、

今までと違った指導をどう図られようとしている

のか、今後。 
  それから、流雪溝の整備でお聞きしたんですが、

私も確か流雪溝でないかなと想像しておったんで

すが、この流雪溝を整備するに際して水源が物す

ごく大事なんだと何回も私をはじめ他の委員方か

らもこの場所で要望なり御提言あったんですが、

市長の施政方針を見ますと、 上川からの補水の

枠組みの目途もつきましたのでと、こううたって

おります。その 上川から水を揚げるに際して気

をつけなければだめだということは、電気料金は

どのぐらいになるんですと。今後の国営で整備し

た施設なり、県営で整備した施設なり、そういう

ものの維持管理費なり更新時の費用は誰がどうい

う案分をもって負担するのか、こういうことまで

ある程度詰めて 上川から取水しないと大きな悔

いを残すと。その辺この枠組みの目途もつけたと

いう、こう施政方針で市長が述べられております

ので、その辺は具体的にどうなられたのか。電気

料なり今後更新、国営事業さ80億負担するんです

よ。今新庄市で国営事業じゃない、水利事業に対

して。国営だけで40億。これも更新時に新庄市が

３カ月使うから３カ月で負担しなさいと、こうい

うふうに改良区サイドから来たときにどうなるの

か。だから、何回もそういうものをきちっとこれ

でもか、これでもかというぐらいに詰めて取り組

まないと大変だと。市長が言っている枠組みの目

途もついたということは、具体的にどういうこと

をうたっているのか、ひとつお願いします。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 認定農業者関係、担い手関係

でございますが、質問は大きく２つあったと思い

ます。１つは達成率の問題、それから認定農業者

に対する指導の内容についてだと思いますが、１

つは達成率については平成７年度から認定農業者

制度が始まりまして５年をめどにその改善計画を

つくると。したがって、 初の申請した方はもう

既に２回更新しているというふうになります。更

新時にその農家が立てられた達成度合いを審査し

て、さらに再認定するのかどうするのかというこ

とを指導を含めながらいろいろやってきたわけで

ありますが、認定農業者の目標が500万という所得

目標でスタートしておりました。今年から、18年

度からそのハードルが400万と、県全体、地域全体

でもそういった厳しい農業情勢、それから安定的

な経営を目指すには、そういったハードルを１段

下げたということでございますが、その当時農家

が計画された個々の経営というのは、人によって

は500万であったり、あるいは700万であったりと

いうことで、経営の実態に合わせて目標を立てて

おりました。したがって、500万あるいは400万と

いう１つの基準になるハードルからしますと、前

に渡部委員さんが質問されて回答したときには、

大体３割ぐらいの方々しか達成していなかったと

いうことで御報告しましたけども、その後１回か

ら２回目に更新される方々の内容を見ますと、そ

の基準となるハードルを比べますとやっぱり５割

以上の方は達成して、 近の更新時期に審査をし

た認定農業者の方々の経営を見ますと大体５割ぐ

らいの方々が基準となる500万をクリアしていた

と。それから、 近の400万というハードルが下が

ってからは、大体６割以上の方がそのハードルを

クリアしているというふうに私どもでは判断して



ございます。 
  ただ、残念ながらいろんな計画が狂ったり、い

ろんな事情があって自分が立てた経営基準あるい

はハードル、県全体の１つの目安としている400

万あるいは500万といったハードルを大幅に下回

った方については、農協あるいは私ども含めて集

中的に指導していかなきゃならないというふうな

判断をせざるを得ない農家もございます。そうい

った農家には、先ほど２番目の質問で出てまいり

ました指導をやっていくと。これは、県の、ある

いは農協と一体となって副次部門の導入とか、そ

れから農地の流動化集積とか、そういったことが

集中的に図られるように指導を行うと、集中指導

に切りかえてやっていきたいということで、平成

19年の予算の中にもその点を勘案した予算として

20万ほど予算を組んでございます。そういったこ

とで、どうしても達成に至らない、これからどう

しても頑張っていかなければならない農家に集中

して指導を実施していくという方向に指導の方向

を集約していきたいというふうに考えています。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 消流雪用水事業につきまし

ては、かねてから関係機関の協力を得まして試験

通水等を行ってきて検証してきたわけでございま

すけれども、これまでいろいろ関係機関との協議

の中で、大きくは水利権の取得、それから農業施

設の多目的使用に当たるその許可、それとあと電

力料金と、大きくはこの３つの課題があったわけ

でございます。これらについて、関係機関との調

整を図りながらこれまで来たわけでございますが、

さっきの９月並びに12月の定例会におきましても

説明したとおりでございまして、１つは多目的使

用につきましては農業サイドといろいろ詰めてま

いりました。施設の多目的使用、要するに農業施

設を冬期間の消流雪用水という別の目的に使うと

いうふうなことから、それに当たっての使用料の

問題、それとあとポンプ、 上川から揚水するわ

けですので、これに係ります施設の減耗といいま

すか、そういった面についてどうかというふうな、

そういうふうなことにつきましてこれまで農政局

と、また関係機関と協議を重ねてきたところでご

ざいます。 
  この結果、前にも申し上げましたとおり、多目

的使用につきましては使用料は発生しないと。そ

れから、減耗につきましては現段階で施設を農業

用及び消流雪用に使用した場合の割合等考慮した

中でも、やはり現段階では発生しないというふう

な見解の中で昨年度多目的使用についての許可を

いただいて今回通水試験を行ったところでござい

ます。 
  また、電力料金につきましては電力の方といろ

いろ新たな制度の創設等要望を行ってきたところ

でございますけれども、やはりいろんな問題がご

ざいまして現行制度の中で消流雪用水として使う

に当たりまして も安価な価格の設定をしていた

だいて、現在……今年はこういう少雪で実際稼働

はしなかったんですけども、そういうような料金

設定のもとで運転した場合は支払いといいますか、

発生していくというふうな中で行ったところでご

ざいます。 
  あともう一つの水利権につきましては、これま

では 上川から農業施設を利用しまして新庄の地

域に本当に水が持ってこられるかというふうなこ

とのまず通水試験を目的とした試験でございまし

た。そういった経過を踏まえまして、国土交通省

におきましても今年度の通水に当たりましては、

これまでの協議の結果３年間の水利権の使用を前

提とした通水試験を行うというふうなことで、今

年度行ってきたというふうな経過でございます。

なお、水利権取得につきましては、まだやはり本

来水利権の取得に当たりましては相当のデータと

いいますか、河川法に基づく許可になりますので、

そういうデータの積み重ねがあって、具体的に現

況で利用できる水がどれほどあって、どれだけ水

が足りないと、そういうふうな積み重ねのもとで



許可をいただくものですから、新庄の場合まだそ

のデータが非常に少ないというふうなこともあり

まして、今年度につきましては、通水試験という

ふうな形で了解をいただいてその態勢に入ったと

いうふうな状況でございます。なお、引き続き19

年度におきましてもデータの積み重ねも当然なが

ら、あと課題となっております現況の消流雪用水

で使う井堰等の慣行水利、これについての法定化

というふうなことも言われておりますので、それ

らに向けた調査等を今後引き続きやっていく必要

があるというふうな状況でございます。 
  以上でございます。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
星川 豊委員長 渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） 認定農家ですか、50％ぐ

らいしか達成していないと。そのされない理由は

いろいろあると思うんですが、そのとき出す方も

恐らく農協さんあたりも少し入って指導している

と思うんですが、そのチェック体制ですか、こう

いうものをどういうふうにやられておるのか。と

申しますのは、今先ほど亀井委員が言った水と農

地と環境とか集落全体で取り組んでいるわけです。

認定農家でない人が余計なわけよ。そういう方が

一緒になってこういう大きい事業さ取り組もうと

するとき、認定農家になることによって制度資金

とか農機具の購入とか、米の値段も高いわけよ、

認定農家は。目標達成もしないでそっちのいい面

ばかり優遇されることについては、他の農家が不

平不満が今ぼつぼつ出てきているわけ。特にこう

いう地域全体で取り組もうというような事業出て

きたときには、今まで出なかったのが出てきてい

るわけよ。だから、その辺もこれからよく詰めて

やらないと、今後また５年間たったとき半分しか

まだ達成していないなんてなったとき、いいとこ

だけつまみ食いして、そういう不平不満私は出て

くると。十何年もやってみて、これ平成７年度か

らやって11年たっているわけだ。その辺よく考え

て取り組まないと、集落の結びつきを強めようと

してこれからやろうという事業が逆に足引っ張る

ようになるんでないかなと。米の値段高いんです

よ、その方々一般の方々より。そして、達成はし

ない。 
  その辺行政としてもよく過去の反省を踏まえて

これから担い手ですか、物すごく国の方でも担い

手農家のいろんな食糧生産なりなんなり集中する

という大きな政策出しましたので、他の農家から、

あと他の農家は、小さい農家は20ヘクタールです

か、集落営農、これなんかちょっとお聞きすると

塩野地区では取り組むような話なんです。実際取

り組むこと難しいわけです、これ、集落営農とい

うのは。農家の経済のためには物すごくいいこと

だよ。補助金もあらゆる面がいいこと。この水の

あれから見れば格段の差でいいことだけども、い

ざ取り組まんとすると品目横断的なんて言葉が出

てきて、麦とかてん菜とか出てくるわけよ。ここ

で麦、てん菜できますか。大豆もしかり。そうい

ういろいろの面も含んでおりますので、２回計画

ですか、見直しなりやって取り組んだとなって、

これから３回目なるような形になるんですが、ま

たそういう結果にならないようにぜひ心して計画

なり出したとき、よく当事者ともお話し合いをし

て取り組んでいただきたいと思います。 
  それから、水の問題ですが、これは中部課長、

新庄市のこれからの 大の課題だと私思います、

この 上川用水の水揚げることについては。電気

料しかり、更新、今のとこは割合を考慮して発生

しないと、こう言っているんですが、そのうち壊

れますよ、ポンプだって。誰が負担するのだと。

これは、今まではこの議会も議決して国営事業は

市で全部債務負担をしまして40億ですか。平成29

年まで40億、その他に１俵１斗で80億ぐらい出す

わけよ。これがまた更新なり維持管理になったと

き、あなた方使っているもんだから使用割合で出

せと言われて当然よ。だからこそそういうものを

向こうさ暗やみで歩いていけば柱さぶつかるとい

うことをわかっていれば、今から精査して割合な



り金が何ぼかかるとやっておかないと、今の新庄

市の農林行政置かれている、２億何千万出してい

るわけでしょう。農林予算の何割ですか。８割ぐ

らい出しているんじゃないですか、農林予算の、

単独すると。何にもできなくなるわけよ、他のこ

と。だからこそ、私は口を酸っぱくしてそういう

ことをよく取り組んで、この市長の言っている枠

組みの目途もつきましたと言われておりますので、

どういうふうにつきましたかとお聞きしたんです。

この点については、委員長も私を見て何かジェス

チャーやっておりますので、よく考えてすぱっと

決めてやってください。悔いの残さないように。 
  以上です。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 暫時休憩します。 
 
     午後 ２時４８分 休憩 
     午後 ２時４８分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開します。 
 
 
     散      会 
 
 
星川 豊委員長 本日はこれまでとして、３月12日

月曜日、午前10時より予算特別委員会を再開いた

しますので、御参集願います。 
  本日はこれにて散会いたします。大変どうも御

苦労さまでした。 
 
     午後 ２時４９分 散会 
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議案第２１号平成１９年度新庄市一般会計予算 



 
     開      議 
 
 
星川 豊委員長 定刻になりましたので、平成19年

３月定例会予算特別委員会３日目でございますけ

れども、に入りたいと思いますけれども、ただい

まの出席委員は24名。欠席通告者はありません。

なお、本日は農業委員会より会長職務代理者の斉

藤純一君が出席しておりますので、よろしくお願

いいたします。 
  それでは、これより３月９日に引き続き予算特

別委員会を開会いたします。 
 
 
  議案第２１号平成１９年度新庄市 
  一般会計予算          
 
 
星川 豊委員長 議案第21号平成19年度新庄市一般

会計予算の歳出について質疑ございませんか。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） おはようございます。そ

れでは、早速始めたいと思います。 
  ページ数は81ページ、８款土木費、４項都市計

画費、１目の都市計画総務費の中にあります新庄

市都市計画基礎調査策定業務委託費300万、これに

ついての関連質問いたします。都市計画税の非課

税地区、初日の予算委員会でも質問あったかなと

思われましたが、円満寺地区あるいは川西地区、

これらについての都市計画税の要するに対象外と

いうお話がございました。これらを含めたこの地

域の見直しだけなのか、あるいはまたよその地区

等を含めて、あるいは市内全域を含めたこの都市

計画区域の見直しに対する基礎調査というふうな

ことなのか。それと、あわせましてこの基礎調査

というのは一体どういうことなのか、まずその件

についてお伺いいたします。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 都市計画の基礎調査につい

てでございますが、これにつきましては基本的に

は都市計画法の中でおおむね５年に１度のペース

といいますか、で都市計画を見直ししていくとい

うふうなことがございます。当然都市そのものは

年々変化しているわけでございますので、そうい

ったことに対応するためにそういった調査という

ふうなものが規定付けられております。今回都市

計画基本調査を行うに当たりまして、先に平成８

年ですか、都市計画のマスタープランを策定して

ございます。それ以降11年を経過しておりまして、

やはりその間いろんな都市における環境の変化と

か、あと既存用途の見直しが必要な地区とか、そ

ういうようなことで変化してきておるわけでござ

いますので、早急に都市計画の内容を見直しを行

って、用途を含めた検討を行う、見直しの検討を

行う必要があるというふうなことで、今回基礎調

査を計上したところでございます。 
  今新庄市の状況におきましては、やはり既存用

途の中でも現況の土地利用と合わないような用途

がございますし、また周辺部には白地地区ですか、

先ほどお話ありました円満寺を含めまして小檜室、

それからあと鳥越周辺、緑農住区の絡みでござい

ます。そういった白地地区も相当残っております

し、そういったところをこのまま放置しておきま

すと、乱開発といいますか、そういったものに結

びつくというふうなことから、やはり早急に検討

を行って見直ししていく必要があるんじゃないか

というふうなことで、全体を含めた調査を今回行

って進めていきたいというふうなことで計上した

ところでございます。 
  以上でございます。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 



星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） この白地地区を含めて市

内全域ということでしたけれども、これはこの基

礎調査の後に、よくわからないですけど、本調査

とか、あるいは何かそれからどんどん、どんどん

進行していって、要するに見直し決定というふう

になろうかと思いますが、これは今年度中に見直

しが終了するという考えで進めているんでしょう

か。いかがでしょうか。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 都市計画の変更といいます

か、に当たりましてはやはり背中合わせになって

おります農振の問題もございます。あとその上位

計画であります土地利用計画というふうな関わり

も出てまいります。そういったことから、今年度

は基礎調査を行いまして、その中で特に今問題と

いいますか、急がれておりますのがやはり定住促

進に向けた小檜室の問題もございます。そういっ

たできるとこから見直しをしていきたいというふ

うなことで、調査そのものは今年度行いまして、

その中で一部可能であれば見直しを進めていきた

いと。用途拡大等農振との絡みもございますので、

そういった全体的な土地利用に関わるものについ

ては、引き続き20年度以降も農振と並びに土地利

用計画との調整を図りながら見直しを進めていく

必要があるというふうなことで、段階的に進めて

いくというようなことで考えております。 
  以上です。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） そうしますと、来年度中

に全部終了ということではなくて、20年度以降も

この見直しについては順次進めていくと、こうい

うふうな解釈でよろしいんでしょうか。 
  それともう一つ、300万の業務委託と、こういう

ふうになっておりますが、委託というふうになっ

ております。ということは、外部に対して外注す

るとか、そういう感じじゃないのかなと思うんで

すが、これはどういう作業内容か、調査内容かよ

くわかりませんが、課長のところの都市整備課の

スタッフでこの見直し業務というのはできないの

でしょうか。その２点お願いします。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 今回の調査そのものは、来

年度になりますけれども、見直しに当たりまして

はこれをもとに継続して行っていくというふうな

考えでございます。 
  それから、業務の内容でございますけれども、

やはり現況の都市構造を含めまして状況把握、そ

れをもとに課題の整理、それから構想策定という

ふうな中で、やはり専門的な分野というのが非常

に多くございます。そういったことから、この都

市計画に関わります専門的な知識を持っているコ

ンサル等の業者に発注して計画の策定を行いたい

というふうなことでございます。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） コンサル会社は、確かに

いろんなデータもあり、いろんな機械設備も整っ

ていて、これは専門でしょうからかなりペースも

速く進んでいくということはわかりますが、今現

在いらっしゃいます都市整備課の職員の皆さん非

常に優秀な方の技術屋さんも非常に多くいらっし

ゃるはずです。でき得れば余り外注外注というふ

うに、あるいは委託というふうにならないように

すべきが、やはり大事な姿勢じゃないのかなと思

います。300万全部というふうにはならないかもし

れませんが、なるだけ少な目な委託費でおさめ、

職員のスタッフでそれをカバーして出費を少なく

するという１つの考え方を整理して進めていただ

きたいなということを要望しておきたいと思いま

す。この件について終わります。 
  続きまして、78ページ、８款土木費、その中に

あります２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう



総務費の中にあります道路台帳補正業務委託料、

これ360万計上されております。今年度は500万計

上されておりました。どのように進んだかはちょ

っとわかりませんが、昨年度は実績で262万という

ふうな委託業務内容になっております。これにつ

いて２つほどお聞きします。これ継続的に毎年進

めているようですけれども、これは毎年こういう

ふうな予算計上をし、台帳の見直しを図らなくて

はならないのかどうなのか、これについての市の

路線関係を順次決めて、この路線は今年ですよ、

あるいはあっちの路線は来年ですよとか、そうい

うふうな決め方をしてこの台帳補正を遂行してい

くのか。あるいは、地区別、ここの地区あるいは

あっちの地区とか、こういうふうな分け方で進め

ているのか、この辺はいかがでしょうか。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 道路台帳整備の補正業務で

ございます。これにつきましては、地区とかそう

いうことではなくて、例えば新たに市道認定した

というふうな場合、あとそれから工事で一部改良

したとか、あと側溝を整備したと、そういったも

のについてすべて補正を行いまして台帳に記入し

まして管理すると、これが道路法で義務付けられ

ております。それで、今回補正業務として上げて

おりますのは、そういった意味で新規路線、あと

それから側溝修繕を予定している路線、あと改良

を予定している路線、これらを含めて約３キロほ

どございます。それらについての補正業務を計上

しているとこでございます。なお、これ新たに例

えば補正等で追加等なれば路線も増えてまいりま

すので、その場合はトータル延長が増えてくると

いうようなことで変わってまいりますけれども、

そういった内容の路線で計上しているとこでござ

います。なお、これにつきましては交付税の算入

といいますか、数字、延長道路台帳すべて交付税

の対象となります。 
  以上でございます。 

１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） わかりました。ありがと

うございます。 
  次、71ページ、６款農林水産業費、１目の農業

費、12目バイオマス推進費の内訳にありますバイ

オマス堆肥製造事業費、今年は606万2,000円計上

しておるようですけども、これに関連してちょっ

とお伺いしたいと思います。バイオマス構想の主

要な施策であった生ごみの堆肥化事業、これは先

般突然延期ということでこの議会で御報告いただ

き、何とか理解してほしいということでありまし

た。きのうの新聞、朝日新聞ですけれども、ここ

に新庄市の大いなる違算、違った算出の算です、

こういうふうに報じられております。その中に本

市のホームページからひっそり姿を消したと、こ

の生ごみ堆肥化事業についてこんな感じで報じら

れております。 
  いろいろな財政等の事情はよくわかりますんで、

そのことについてではなくて今回お聞きしたいの

は今年度、要するに今月末までにということで国

県補助を得るためにいろいろな資料を作成し、来

年度の事業のためのいろいろな申請等を行い、多

分事業認可等も国県からもらっているんじゃない

のかなと、そう思われます。そんな中で、突如延

期というふうな表現ですが、来年度事業として考

えて見ますれば、これは当然中止であります。こ

の中止を要するに国は今国会の方で予算審議行っ

ております。この中に当市の生ごみ堆肥化事業の

予算が当然含まれているというふうに考えており

ます。それを現段階でもう要りませんよと、こう

いうふうに言っているのかなと、こういうふうに

感じます。これに対し、県に対して県は監察補助

者でありますんで、国に対する説明事項として本

市はどのような説明を行ってこの一時中止、来年

度事業からは外してくださいよということをこの

辺の経過を含めてどのようになさったのかお伺い

したいと思います。 



坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 19年度に施設整備を行って、

しかるべき交付金をいただくという作業でずっと

18年度進めてまいりました。最終的に事業の延期

を決定したのが１月の末でありましたので、その

次の日から最上総合支庁あるいは県庁、それから

農政局等々関係する国県、それから関係機関等の

方に経過あるいはその延期の内容についていろい

ろ種々るる説明してまいりました。総合支庁には

３回、それから県庁に１回、それから農政局に３

回出向いてその内容について説明してございます。

国の方でも既に19年度の事業予定の中に入れてい

ましたので、それに至った経緯、今後どうするの

かということも含めて３回打ち合わせをさせてい

ただきました。 
  その事業については、18年度、今年度もやって

ございますので、19年度とあわせて１つの流れに

なっていますので、18年度やって19年度は延期と

いうことはある一定程度は理解できるけども、や

っぱり長い期間、例えば２年から３年という期間

で延期をすることは１つの事業としては成り立た

ないであろうと。その流れを断ち切ることなくや

っていける手はないのかということで、いろいろ

うちの方も農政局とも話をさせていただきました。

しかし、何年度に事業を実施しますよということ

は明言できませんので、そういう考えのもとでは

１つの事業としての流れはできないということで、

18年度事業は実施しましたけども、バイオマスの

事業としては中断せざるを得ないと、もう一回リ

セットいたしますということで、最終的には２月

下旬において農政局とのそういう協議をさせてい

ただいて、結果としてそのバイオマスの事業は18

年度で終了ということにさせていただきました。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） 今の御説明のとおりかと

思います。途中で一たん採択した事業を取りやめ

るということは、やはりかなり県あるいは国にと

っては憤慨するような、何だべというふうなこと

になろうと思います。今回はこういうふうなやむ

を得ない事情ということで理解されたとは思いま

すが、次期また２年なり３年後にこの事業に向か

おうとしたとき、新庄市やと、こういうふうにな

らないのかなと。またあなたたちはせっかく予算

組みをしてやったのに途中でペケされるんじゃな

いのかと、こういうふうな懸念を私は抱くわけな

んです。 
  ですから、今回今年度でバイオマスは終了だと

言われますけども、これらの１つの大きな流れを

そのまま継続しつつ、やがて迎えた生ごみ堆肥化

の本事業の際には、やはりすんなりと補助事業に

入っていけるような、こういうふうな努力と枠組

みが必要じゃないのかなというふうに感じます。

そうしないと、やはり県は国に対して顔向けなら

ない、あるいはメンツが立たないとかいろんな表

現があると思いますが、まさしくそのとおりであ

って、新庄市も当然県に対してそういうふうな形

になろうと思います。ですから、ひとつやめるの

は簡単だけども、もう一回復活しようというとき

にはかなりいろいろな難儀を強いられるというふ

うに別の事業の場合も聞いておりますので、どう

かその努力を今後とも継続していっていただきた

いなと思います。その辺農林課長、どうでしょう

か。一言その信念あればお伺いします。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 バイオマス事業ばかりじゃな

くて、いろんな事業について一たん開始した事業

が途中で中断するということは大変国から見れば

遺憾なことだと私どもは重々とらえています。し

っかり説明させていただきましたので、その内容

今後とも引きずらないようにいろんな事業につい

てはしっかりやっていきたいし、説明もしながら

進めてまいりたいというふうに思っています。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 



星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） その件については、ひと

つよろしくお願いいたしたいと思います。 
  続きまして、同じ農林水産費、１目の農業費で

すか、その３目の農業振興費の一番最後にありま

す淡水魚放流事業補助金ですか、ここに今年10万

円計上されております。金額は小さいんですけれ

ども、これはどんな目的でどこの川に何の魚を放

流しているのか、この実態についてちょっと簡単

に説明お願いいたしたいと思います。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 66ページ、淡水魚関係であり

ますが、以前から放流事業に対していろいろ支援

をやってまいりました。支援先は、最北中部漁業

組合でありまして、ヤマメとか、それからアユ、

ニジマス、イワナなどそれぞれ年によって違いま

すけども、放流してございます。例えば18年であ

ればヤマメが２万2,000匹とかニジマス2,500匹、

それからアユが130キロとか、そういったことであ

そこで釣りあるいは漁業が一般の方も含めてでき

るようにいろいろ手だてをやっているようであり

ます。総事業費も相当かかってございまして、新

庄市ばかりじゃなくて流域をまたいでいる他の町

村も支援しているということで、その支援の一環

として今回も10万円を補助金として交付させてい

ただくということでございます。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） 今年度の予算は９万2,000

円、前年度は同じぐらいの９万ぐらいだったでし

ょうか。この中で今年度から放流事業というふう

に名称が変わっておりまして、前年度は増殖と、

こういうふうな名称を使われていました。実際こ

れだけの稚魚を放流しまして、この河川に対し

後々にまた上ってきて愛好家が釣りとかなんとか

できるような効果のあるものの放流なのかなんて

ちょっと話を聞いたときあります。うまく放流し

たものが帰ってくるということになるのか、ある

いはそのまま放したらどこかに行ってしまって影

姿なくなるのか、この辺もいろいろな話をされる

方がおります。このことについては、一体効果と

いうのは調べたことがございますか。どうでしょ

う。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 増殖のころ、例えばサケとか

そういったものを自分たちでとって、そこでふ化

させて放流するということが増殖であったわけで

すけども、放流は他のとこから買ったりしながら

稚魚を購入して地点ごとに放流するという事業の

仕組みになっているということで、放流事業に名

前を変えさせていただいたということであります。

一たん放流すれば、漁種によって違いますけども、

一たん下ってまた上ってくるという魚の習性であ

りますので、他に行く魚も若干あろうと思います

けども、大半はまたもとの川に戻ってくるという

ことで、そこに釣り人がいろいろ楽しむと。ある

いは、自分たちがまたそれを捕まえて糧にすると

いう仕組みになっているようであります。 
  また、先ほど申し上げた中に含まれていません

でしたけども、外来魚の駆除も事業としてやって

いるようです、ブラックバスとか。そういった事

業もやっているということを加えさせていただき

ます。 
  以上です。 
１４番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
星川 豊委員長 沼澤恵一委員。 
１４番（沼澤恵一委員） 終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
星川 豊委員長 小嶋冨弥委員。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 私からは４点質問させて

いただきます。 
  最初、42ページの総務費の４項の選挙費でござ

います。次は、76ページの商工費の企業誘致に関



してであります。次、85ページの消防費の２目の

非常備消防費、次は99ページの社会教育費、６目

の文化財保護に関してお聞きしたいと思います。 
  最初の総務費に関してでございます。この４月

に私どもと申しますか、市会議員の選挙がござい

ます。それで、前回の選挙費見ますとかなり減額

になっていますけども、その減額の内容と、これ

で見ますと、職員手当、時間外手当なっています

けども、前回、４年前と比べてこの費用が若干増

えているような気がします。今どこも人件費を減

らそうというようなことで、開票作業を早め経費

節減というようなことでかなりいろんな事例が出

ております。それで、市の若手の方々ですか、こ

のレッツというのを見ましても、その中にも選挙

の経費を削減するような提言が委員長になされた

というようにございます。米沢市でも何かイチゴ

のパックに詰めてなるべく早くするような新聞に

も出ておったわけですけども、市ではその辺どの

ようになされておるのかと。手当が前回よりも減

っていませんので、その辺の対応はどうお考えに

なってなさるのかまずお聞きしたいと思います。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 委員長、小野正

一。 
星川 豊委員長 選挙管理委員会事務局長小野正一

君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 開票事務関係で

ございますけれども、委員御指摘のように選挙の

開票事務の迅速化につきましては、北川前三重県

知事を中心として早稲田大学マニフェストという

ところで取り組まれてきております。長野県小諸

市とか福島県相馬市等で時間短縮の試みがなされ

ておりまして、かなりの成果を上げているようで

ございます。 
  県選管でも昨年の12月の25日に県内市町村の選

挙管理委員会担当者の研究会を開催して、開票事

務の効率化について研究会を開催したということ

で、私ども市の選挙管理委員会でも相馬市の開票

を記録した動画の資料とかいろいろと関係資料、

情報等を収集いたしまして、開票事務の改善につ

いて検討を行ってきたところでございます。また、

御指摘のとおり若手市職員で出している行革通信

レッツでも取り上げられておりまして、相馬市の

事例などを参考にして、新庄での改善点が研究さ

れております。その結果をまとめまして、２月の

20日、新庄市の選挙管理委員長宛に提案書が提出

されまして、委員会としても実施に向けて検討す

る方針を確認してございます。 
  開票事務には市民への迅速な選挙結果の公表と

効率化による人件費の削減が必要とされています

が、あくまでもこれは正確でなければならないと

いうふうな前提のもとに実施されなければなりま

せん。レッツの提案内容につきましては、開票台、

それから点検台などの開票作業の改善など今まで

のやり方から見れば極めて抜本的なものでござい

まして、関係法令との整合性なども精査して、選

挙管理委員会として開票事務改善をしていく考え

でございます。４月８日に予定されている県議会

議員選挙で実行して、結果を検証の上で市議会議

員選挙、それから参議院議員選挙の開票時に改善

を実施していくという考えでございます。 
  ただ、リハーサル等も80人の職員を集めて行う

ということから考えて、ちょっと無理なのではな

いかというふうなことで、今のところリハーサル

等を行う考えはございませんので、どれだけ時間

が短縮になるかというようなことは現段階ではち

ょっと把握し切れないということがありまして、

前回並みの人員で前回並みの時間でというふうな

ことで予算を組んでございます。 
  それから、開票事務改善につきましては、私ど

も事務方の開票作業はこういった方法で時間短縮

というふうなことも十分可能であるかというふう

に考えられますけれども、開票作業の迅速化につ

きましては開票立会人の皆様の御理解と御協力も

要るというふうなことで、今後十分立会人の皆様

にはこの趣旨を御理解、御納得の上、周知に努め

られますよう私どもの方で考えていきたいという



ふうに思っております。 
  それから、市議会議員の選挙費の減額というと

ころでありますが、候補者数が定数減になってお

りますので、減少が見込まれるというようなこと

で、選挙公営化という公営負担金の方で多少減額

ということで減っているものというふうな内容に

なっております。 
  以上でございます。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
星川 豊委員長 小嶋冨弥委員。 
９ 番（小嶋冨弥委員） わかりましたけども、時

間外手当短縮、わからないから見積もったという

んじゃなくて、やはりこういう厳しい中で減額な

り減額見積もって、それに向かってやるというよ

うなことをやらないとなかなか改善は進まないと

思います。やはりそういった目的きちっと持って、

そういう意識を持ってやらないとかなり私は違っ

てくると思うんです。若手の方からやはりやるべ

きだというような大変いい意見出ていますので、

なるべく経費を削減しまして、なおかつ今言った

ように正確さが求められるわけです。ただ早いば

かりがいいわけでないし、やはり正確がもちろん

大事になってきますので、その辺をひとつ今後の

方に生かしていただきたいなと思います。 
  それで、公営負担金が減額の理由は候補者が少

ないからというようなことのお話ですけども、こ

の負担金は前回と同じような負担金を考えている

んですか。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 委員長、小野正

一。 
星川 豊委員長 選挙管理委員会事務局長小野正一

君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 公営の方の選挙

費につきましては、前回と同じ単価ということに

なります。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
星川 豊委員長 小嶋冨弥委員。 
９ 番（小嶋冨弥委員） わかりました。 

  次は、商工の企業誘致に関してお尋ねしたいと

思います。実は、昨年私ども産業建設委員会で企

業誘致に関して北上の方に行ってまいりました。

それで、北上のあそこはかなり企業誘致が盛んで、

人口も増えているというようなことで、非常に工

業団地の中も見せてもらってお話を聞きました。

その中で来た企業に対して年１回市長と三役が企

業と毎回懇談会をやっていると、そしていろんな

企業の来た方々の御意見を聞きながらそれをやっ

ていると。なおかつその他に担当の職員が春と秋

に必ず企業訪問をして、企業がどんな行政に対し

てニーズを持っているかニーズを吸い上げて、そ

れを可能な限りやっていると。また１つ企業誘致

に対して画期的なことは、上限がありますけども、

来た企業に10％の補助金を出して誘致を図ってい

ると。一般財源から出すから会計も厳しいけども、

長いスパンで見ればそれが市のためになって雇用

も図られるというようなことなんですけども、市

では企業誘致に関して、東京事務所も今なくなっ

て、そういったことで市としては機構でなく、機

構にお願いするだけでなくて市ではどのような対

策というか、企業誘致に対してお力を入れている

んでしょうか。具体的にあればお知らせしてもら

いたいと思います。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 企業誘致につきまして、新

庄市の取り組み方というような今お話でございま

す。確かに北上の方はいろんな大きい企業さんも

入ってございます。特に今山形県、福島県、宮城

県で注目していますといいますか、誘致の目標を

トヨタ自動車関連、これに目を向けているとこで

ございます。それで、３県合同で愛知県に出かけ

ましていろんな商談会等々をやってございます。

これからは、やはりそういう車産業が大変これか

らよくなるんではないかという話でございます。 
  それで、やはり企業誘致は全国的に大変厳しい

状況下でございます。その中で、やはり新庄市が



勝ち抜くためには何が必要だというようなことで

ございますけれども、金曜日ですか、亀井委員か

らもお話あったように、やはりまずは人脈が第一

だというふうに考えてございます。その中でその

人脈を生かした誘致を現在も強力に進めていると

こでございます。今小嶋委員おっしゃったとおり、

いわゆる企業誘致は新庄に来てその後のアフター

ケア、これが一番大事でございます。そういうよ

うな中で、私はよく御用聞きというようなことで

よく立地企業さんにお伺いするんですけども、そ

の中で今何が一番困っているのか。特に二、三年

前言われたのが新卒高卒者の定着率が悪いと、そ

ういうこともございました。そういう中で学校、

いわゆる高等学校に行っていろいろ先生たちと意

見交換しながら、じゃどういう対策があるのか。

あと会社で今一番困っているのが専門学校あるい

は大卒の工学部のなかなか人がとれないというこ

ともございました。 
  そういうような中で、山形大学の工学部の先生

たちともいろいろ話ししているんですけども、そ

ういう中でまず企業さんの抱えている悩み、そこ

を我々がどこまでやれるかわかりませんけども、

そういう御用聞きでアフターをしないとやはりな

かなか新庄は来るまではいいこと言っているけど

も何もしてくれないということがございます。そ

ういう中で、あとはアパートを一緒に探すとか安

定所に行っていろいろ御協力すると、やっぱりそ

ういうことが大事だと思いますので、そういうこ

とを今後も引き続き推進しながら誘致活動を進め

てまいりたいというふうに思います。 
  あと立地企業で協議会をつくってございます。

新庄中核もつくっていますし、横根山もつくって

ございます。そういう中で総会とかいろんな会合

を全員が集まってやりますので、そこに私とか市

長、助役等行っていろいろ今困っている問題等を

把握しながら、そういう解決策に向けて頑張って

いるところでございます。 
  以上です。 

星川 豊委員長 暫時休憩します。 
 
     午前１０時４３分 休憩 
     午前１０時４３分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開します。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 それから、今補助金のこと

がございますけれども、市の単独で用地取得助成

金、これは20％上限でございますけれども、これ

を市で単独でつくってございます。それで、前は

１万平米以上ということであったんですけども、

最近ちょっと売る面積も小割りにしていますので、

3,000平米以上というようなことで市の単独でや

ってございます。それから、県のいろんな助成制

度もございますので、それを何とか有利な方向に

展開してまいりたいというふうに考えてございま

す。金額は、市の助成金は限度額で5,000万でござ

います。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
星川 豊委員長 小嶋冨弥委員。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 5,000万上限として20％の

というようなことで、パーセンテージは北上より

多いということでありますけども、北上の企業誘

致の場合いきますと、９月に私ども案内してもら

ったんです、工業団地。８つありますけども、そ

のわきに黒沢尻高校といっていますか、そこに９

月に行ったら100％もう就職が決まっているそう

で、その生徒さんをすぐ即戦力に入れるんだかと

お聞きしたところが、いや、違うと。やっぱり本

社とかどこかに二、三年修業というか、研修にや

って、そしてその人を引っ張ってくるというよう

に、やはり来る企業そのものがそういった研修で

きるくらいのかなり力のある企業が来るわけです。

そういったことで、やはりかなり高等な企業が張

りついているというようなことでした。私ども見

ましたところ、盛岡からヤクルトの工場が全面開



通と言ってますし、あとトヨタ自動車の東北輸送

といいますか、そういったものもありますし、ま

た立地条件もいいわけですので、あそこセブンイ

レブンの配送センターもだっとやって、市長さん

が毎月ですか、１回、２回起工式に行かなければ

ならない、大変だというようなことをやっていま

した。 
  また、今大変有名なのは三重県のシャープの亀

山ですか、亀山が非常に亀山ブランドでもう世界

のブランドになって、あそこは三重県が北川知事

さんがやった時代に県も何十億という出資やって

います。そういったことで、たまたま新聞見たら

そういったものの東芝が今北九州と誘致やってい

て、岩手県も300億ぐらい支援するし、北上市でも

30億ぐらい単独でやるからかなり企業にとって、

北上までいかなくてもやはりそういった運動をや

っていくことが大事であって、ここの111万6,000

円では、この予算ではなかなか市の職員が担当行

ってできないわけですので、今雇用がものすごく

当地では大事なわけでして、やはりこういったこ

とに対しては大変厳しい予算も重々承知していま

すけども、やはりこういった単独で市で東京なり

大阪に行って活発に、東京事務所閉鎖した分を行

くような施策をやっていただきたいなと、ここは

お願いして終わりますけども。 
  次、消防費に関してでございますけども、これ

は昨年から比べますと非常備消防費が1,200万減

っています。この1,200万減った内容をまずお聞き

いたします。 
田口五郎環境課長 委員長、田口五郎。 
星川 豊委員長 環境課長田口五郎君。 
田口五郎環境課長 主な原因２つございます。１つ

は、避難所標識設置事業、これが昨年度で終了し

ました。それから、人件費昨年と今年の差で減っ

てございます。主にその２つが原因となっており

ます。それ以外については、ほとんど18年度並み

の査定となってございます。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

星川 豊委員長 小嶋冨弥委員。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 昨年は防災対策推進事業

費765万、これがやっぱりなっています。それはそ

れで認識しました。 
  もう一点は、大変今消防団の活性化とかいろん

な社会情勢の変化で団員の意識も変わっているよ

うで、火事になりますと消防団が責任持って出動

というようなことになりますけども、地域外と申

しますか、情報がないとやはり火事となればサイ

レン鳴れば使命感でかなり遠くまで行くんですけ

ども、消防委員会等でその整備等が図られている

というのは伺っていますけども、団員から聞きま

すと一番問題はどこで火事なったか情報を知りた

いと。そこで、今携帯電話がかなり普及している

もんですから、団員にどこそこが火事だと。例え

ば十日町の消防団員が本合海とか遠いところで鳴

ったら、自分たちが出動しなくてもいいよと。や

っぱりそういったものを非常に団員から聞きます

と、情報が欲しいというのはそういった、無線は

ありますけど、ごく一部の方々に流れているもん

だから、やっぱり団員がわかる。携帯の電話にそ

ういった情報を知らせてくれというのはかなり前

から要望があったわけなんですけども、その辺も

私も事あるごとにその方法をとれないですかとい

うようなことを伺っていますけども、その辺の対

策とか今後の考えはどのようにお考えになってい

るかお聞かせください。 
田口五郎環境課長 委員長、田口五郎。 
星川 豊委員長 環境課長田口五郎君。 
田口五郎環境課長 昨年17年度に市長の方から消防

委員会の方に消防団の組織のあり方について諮問

をいたしております。消防委員会の方にも逐次報

告しながらやってございますけれども、消防委員

会としましてはまず消防団自らがどのように考え

ているのか、そういった案をまず考え方を示して

ほしいということで、18年の６月から本年２月ま

で９回にわたり消防団で消防組織検討委員会とい

う三役に分団長の代表を加えまして検討を行って



まいりました。今後そういった組織のあり方につ

いて検討した中に、１つメーリングシステムの導

入というものがございまして、確か消防本部の方

でもそういった機械の更新が20年度ないし21年度

あたりに予算要求の予定のようなんですが、その

機械が導入されると、郡内の消防団員、当然アド

レスを登録している消防団員なんですが、に火災

情報をお知らせできると、そういった計画になっ

ているようでございます。 
  ただし、新庄市としましてはそういった消防本

部の導入まで待てませんので、消防団の組織検討

委員会の中で何とかこの４月１日から新庄市独自

のメールのシステム、それを導入したいというこ

とで、既に分団長17名についてはアドレスを登録

していただいております。班長以上につきまして

は、４月１日で若干退団なさったり、新規の班長

が誕生いたしますので、４月以降にアドレスを登

録していただきまして、新庄市独自のメーリング

システムでお知らせしたいと。 
  なお、もう一つは出動区分の見直し、常に新庄

市のどこで火災が発生しても積載車あるいは軽４

駆の小型積載車が駆け付けるということではなく

て、ある程度この箇所で発生した場合にはこのエ

リアの積載車もしくは軽４駆の積載車が火災現場

に駆け付けるようにと、そういった出動区分の見

直しもあわせて行っております。なお、この14日

に消防委員会に対しまして消防団組織検討委員会

の結果報告を行いますので、その上で消防委員会

の方で御検討いただき、市長へ答申していただく

と。市としては、その後速やかな対応をというふ

うに考えてございます。 
  以上です。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
星川 豊委員長 小嶋冨弥委員。 
９ 番（小嶋冨弥委員） わかりました。ぜひひと

つ前向きといいますか、そういったことでやって

地域の安全性を高めてもらいたいなと思います。

よろしくお願いいたします。 

  次ですけども、99ページの社会教育費の６目の

文化財保護に関してでございます。きのう新庄ま

つり歴史と民俗調査会というものがございまして、

私も行ってまいりました。この文化財、新庄まつ

りの文化財を指定するようにというようなことの

調査会を行って、市民とともにやるというような

趣旨で大変いいことだなと思っています。 
  それで、かなりこの問題もなっていますけども、

文化庁に対してはどのような働きかけと申します

か、進展と申しますか、見通し、どのぐらいで。

私はかなり新庄まつりは働きかけによっては近々

指定を受ける態勢は十分あるなと、あとは行政の

方でその調査内容をやれば、近々にできるんじゃ

ないかなと認識ですけども、その辺いかがでしょ

うか。 
大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 
星川 豊委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 
大江雅夫生涯学習課長 今お話ありましたきのう第

２回目になりますけども、国指定に向けた民俗調

査会の報告会、私も行ってまいりましたけれども、

かなりの市民の方が参加いただきまして、本当に

心強く思ったところでございます。 
  今小嶋委員から話ありましたとおり、この問題

につきましてはやっぱり機を熟したときというの

はあると思います。それで、きのうの報告でも大

分詳細の部分まで煮詰まってまいりましたし、こ

れまでのいわゆる宝暦５年からの歴史の経過が大

分明らかになってきたのかなと。ただ、クリアす

る問題は委員も御存じのとおり、まだまだかなり

あるとは思っているんですけども、前の一般質問

のときもお話が出たんですけれども、今やっぱり

調査官の方とまず連携密にいたしまして、今年度

も予算化としてこの当初予算の方にも旅費として

一部載っております。８月の新庄まつりの本番に

調査員の方もぜひ来たいというふうなことがあり

ますので、実際平成16年にいらっしゃったときに、

ちょっと見て非常に興味を持ったというふうなこ

とでございますので、まず私どもが文化庁の調査



官、こちらの方と連携を強めてまいりたいと。そ

のときに今回過去２年間調査した委員会の調査書

がございますので、それらを少し体系化して調査

員に説明した上で新庄まつりを再度そこで見てい

ってもらって強く推していただくというふうなこ

とを今現在考えておるところです。よろしく御理

解いただきたいと思います。 
  以上です。 
９ 番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
星川 豊委員長 小嶋冨弥委員。 
９ 番（小嶋冨弥委員） ひとつ頑張ってもらいた

いと思います。きのうの話の中でも新庄まつりの

ルーツである天満宮さんが非常に傷んで困ってい

ると。もう雪降るとつぶれるんじゃないかという

ような危機状態だとおっしゃいました。何とかし

て、これは行政だけではなくて、やっぱり広く皆

さん方に理解をしてやっていかなければならない

問題にきているんではないかなと思います。その

中で予算的には国指定重要文化財補助費が３万円、

県指定文化財補助費が３万円ということで大変…

… 
星川 豊委員長 済みません、答弁もし必要でした

ら時間が迫っていますので、まず簡潔にまとめて

答弁できる時間を…… 
９ 番（小嶋冨弥委員） いいです。お気遣いあり

がとうございます。その範囲内でやります。 
星川 豊委員長 じゃ、引き続き質疑を。 
９ 番（小嶋冨弥委員） はい。そういったことで

非常に重要な文化財の指定も重要ですけども、本

体の保存も大変重要な時期だと思いますので、こ

の辺やはりＰＲじゃないですけども、そういった

ものを広く市民に実情を教えることも大事ではな

いかなと思いますので、ぜひ機会があったらそう

いったことで市民とともに守って、私もいきたい

と思いますので、ぜひそういう配慮をしていただ

きたいと思います。 
  終わります。 
星川 豊委員長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 
 
     午前１０時５９分 休憩 
     午前１１時１０分 開議 
 
星川 豊委員長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 
  質疑ございませんか。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 
２４番（金 利寛委員） ページ数が118ページ､平

成19年度一般会計の款別の性質別経費調の中から

最初に概略的にお伺いをし、それぞれのところで

お伺いしたいなと、何点かお伺いします。 
  まず１つは、財政再建が行われるようになって

今度４年目に入ろうかというふうに思いますが、

全体の費の割でいろいろ難儀されながら民生費が

今この状態ですと25.3％、全体の４分の１強の状

態を使わなくちゃならないという状況、そして土

木費がここ３年、もっとだと思いますが、昨年度

からの比較で１億8,203万円ほど土木総体、人件費

等も含めてでしょうけれども、減っている状態、

そして交流人口等という一般質問の中でいろんな

部分があったからだと思いますが、商工費が１億

827万5,000円、こういうふうに増えているようで

あります。その中で、まず概略的に財政再建で緊

縮財政の中でこの構成比を決めるに当たってのい

ろいろな部分の大変さがにじみ出ているわけであ

りますが、財政再建でいろんな部分で財政が圧縮

されますと、教育費とかそういうような部分が少

し減っていくというのが常態ですが、教育費は若

干増えているようでありますけれども、この生活

関連に対しては不自由をかけないでという状態な

んでしょうでしょうけど、まず１つ、編成に当た

っての苦労というか、こういうようなところに傾

斜配分をしたという点１点。 
  それから、民生費25.3％という本当に４分の１

強の一般会計の予算を使ってやっているわけです



から、今後の高齢化社会も含めてどういうふうな

推移、どこらぐらいまで上がっていくのかなと大

変さが出ているわけですが、そういうふうな状態

の予測。 
  それから、商工に関しては交流人口と、それか

ら関連しまして平成19年度当初予算内示資料の中

に商工に関係することだと思うのですが、これの

ページ数が７ページです。一般会計の性質別の経

費等の調べの中で貸付金、これが２億145万1,000

円載っています。先ほど小嶋委員が話しされまし

たように、企業誘致等新庄市の緊急の課題ではな

いかなというふうに思いますが、この使い方と使

い勝手のしやすさをどういうふうに配慮している

のか。 
  それから、土木に関しましては土木の１億8,203

万9,000円も減っているわけでありますが、その減

った主なところ。それから、土木に関しましては

ページ数が85ページ、この中で昨年度より流雪溝

の工事請負費です。ページ数、85ページの土木費

です。真ん中ほどにありますが、3,000万、昨年は

2,820万で流雪溝460メートル敷設されたようです

が、今年度の見通し、そして前に戻りまして80ペ

ージの河川維持費、この河川の117万6,000円つい

ているようでありますが、指首野川の公園の学校

との相まって水辺の部分に対するこれに使われる

方向性、それからどれぐらいどういうふうに使わ

れるのかということも関連するのかどうなのかも

お伺いしたいというふうに思います。 
  商工については、戻ってきまして75ページ、商

工観光の交流人口を多くするためには、やっぱり

商工に対する力入れは先ほどのいろんな話もあり

ましたように、ページ数が75ページで観光振興対

策費の事業費、これは何と２億3,381万ついている

わけでありますが、この中で大きなウエートを占

めているのはこの最上交流センター費、要するに

２億1,000万以上を出しているわけです。もう何年

もなりますけど、ここに対するこの金の投資の部

分と効果、そして今後改善策をどういうふうにし

たいのかという点をお伺いしたいというふうに思

います。 
  まず、以上。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 予算編成に当たりまして、

考え方等々についての御質問がございましたので、

大枠的なところは私の方から御説明を申し上げま

すが、細部につきましては原課の方からお願いし

たいと思います。 
  まず、今年度130億何がしの予算を計上いたしま

した。昨年度から比してマイナスでございます。

これは、８年のマイナスの予算となっておりまし

た。今回施政方針の中でも示してございますが、

かなり数多くのメニューが記載されております。

その中であってもやはり民生費という１つの大き

な団塊の世代、加えて高齢化社会、少子化対策等々

ございまして、その辺あたりにつきましては我々

としても形をつくっていきたいというふうなこと

でありまして、新たに自立支援法も昨年の10月に

施行されました。それと相まっての予算措置とい

うふうなことで、民生費にあってはこれからこの

ような形の中で推移していくのではないかという

ふうに見ております。そこの部分で増減につきま

しては、高齢化社会がどのような変化を示すか、

少子高齢化がどのような変化を見せるかというふ

うなことでの増減等々が出てくるんではないかと。

しかし、骨子はこの形でこれからも続くというふ

うに見ております。 
  減になっておる今年度の予算でございますが、

今までなかった１つの事務事業の評価、行政評価

をかなりの件数をもって精査をいたしました。既

に終わった事業、しかしながらこれからどうして

もやらなければならない事業というふうなものを

選別いたしまして、まさに選択と集中でございま

す。それにつきましては、かなり項目を絞りつつ

行ったところであります。どうしても必要な部分、

例えば５本の柱がございますが、例えば雪対策、



今回当初から最上川からの揚水の計画を計上いた

しました。また、教育関係では、子供に対するさ

まざまな支援についての考え方も新規で今回投入

した事業もございます。また、産業振興の中での

さまざまなことを話をされました。バイオマスに

関しましても、これはこの次からも継続というふ

うな形の中で現在の実証事業もさらに続けていく

というふうなことも考えておりましたし、まずは

総枠的には財政再建というふうなものをまずもっ

て重視したところであります。それに伴って重要

施策である11本の柱の中の５本というふうなもの

を立ち上げまして、ここらに傾斜配分といいます

か、重点施策として計上してきたというふうなこ

とであります。各原課とさまざまな論議を醸し出

しまして、今回130億という予算の措置となりまし

た。 
  建設等々の減につきましては、街路の減が非常

に大きくあるわけでございまして、ゆめりあの増

につきましてはふるさと基金でしょうか、それら

が去年とことしに比べ約6,300万ほど減になって

おりまして、それらを補てんする一財がそこに投

入されているというふうなことでございます。 
  いずれにいたしましても、これからの行財政運

営に関しては選択と集中というふうなことは、や

はり大きな課題ではないかというふうに思います。

それを確実に実行していきさえすれば、必ずや新

しい息吹も当然途中で感じられるわけですし、安

定した財政運営が図られるものというふうに思っ

ております。いずれにいたしましても、財調に大

きく金を積み込むというふうなことも重々考えて、

余裕のある行財政運営を図ってまいりたいという

ふうに思います。今回このようにして130億になり

ましたが、施政方針に示しているとおりの内容を

もって今回作成をしたという考え方でございます。 
  以上であります。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 初めに、８・６・２の雪総

合対策費の中の工事請負費3,000万の内訳という

ようなことでございます。これにつきましては、

昨年度から進めております上金沢町、また末広町

地区内の流雪溝の整備約410メーターほど予定し

てございます。この他に新庄中学校のわきを通っ

ております御用水堰から分水されまして堀端町、

城西町、城南町の方に流れていきます水源となり

ます水路ございます。これが約350メーターほど現

在素掘りの水路になってございまして、これの改

修を行う工事費、合わせて3,000万でございます。 
  あと、それから８・３・２の河川維持費の内訳

というふうなことでございます。これにつきまし

ては、主なものとしまして毎年２回ほど実施して

おりますきれいな河川の整備ございます。これに

要する費用として117万6,000円、あとその他に一

部市が管理しております準用河川ございまして、

これの方の維持管理費を含めまして117万6,000円

を計上しているというふうな内容でございます。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 先ほど商工費の中で大変伸

びているということがございました。確かに数字

で見れば対前年比１億ちょっと増になっているわ

けでございますけれども、これの要因は事業費と

いうよりもゆめりあの建物の償還金、これが前年

度より１億ぐらい増えているというようなことで

ございます。それで、この建物の償還金プラス維

持管理費等を含めまして、ここに書いてある２億

1,000万というふうなことでございます。 
  それから、貸付金の件も出ましたけれども、こ

の貸付金は63ページに労働費、真ん中ころでござ

います。真ん中の表の中で勤労者生活安定資金

5,000万、勤労者信用保証対策貸付金1,000万、そ

れと74ページの表の下の方でございます。金融対

策事業費の中で下から五、六行目のところに地域

産業振興資金保証制度貸付金とか小売商業の貸付

金、あるいは先ほど申し上げました企業誘致を有

利に進めるための産業立地の貸付金5,800万、これ



を合わせますと貸付金の額が約２億でございます。

この貸付金制度については、貸し渋り対策といい

ますか、そういうことで市が銀行に貸し付ける額

でございます。４月に貸し付けしまして、３月に

返済していただくという内容でございます。 
  それから、先ほどゆめりあの件で今まで投資し

た額と効果ということがございました。それで、

ゆめりあはこれから建物の償還金、金曜日ちょっ

とお答えしましたけれども、平成31年までで新庄

市の持ち出しが約13億というようなことでござい

ます。それで、19年度と20年が償還のピークで２

億前後いきますけれども、その後はずっと下がっ

てくる計画になってございます。それで、現在大

体維持管理費が約6,000万ほどかかっております

けども、そこからいわゆる歳入、いわゆる２店舗

テナント入ってございますので、そういう使用料

あるいは会議室の使用料とかしますと約5,000万

近くの維持管理費でございます。そのうちの80％

ですから、新庄市で負担しているのは約4,000万と

いうようなことでございます。 
  それで、効果でございますけれども、皆様方か

ら大変御協力いただきまして、現在巨木あるいは

食、日本そばとか愛をとりもつラーメン、今現在

テレビでもＢＳ放送を通じていろいろＰＲしても

らっていますので、食のお客さんが多いというふ

うに私の方では分析しております。また、ゆめり

あも１日約5,000人くらいというようなことでご

ざいますので、また物産協会、これが年間約２億

以上の売り上げがあるということで、これは物産

館がもうかっているんじゃなくて、いわゆる地元

の皆様が納入しているわけでございます。そうい

う納入業者に８割返ってきますので、そういうこ

とでは大変な効果を上げているんじゃないかとい

うふうに思ってございます。また、今巨木とかい

ろいろ、あと駅長お勧めの小さな旅というような

ことで大変旅行客は増えているというふうに分析

しております。 
  ただ、やはり新庄市が一番弱いのが滞在といい

ますか、温泉旅館、泊まるところがやや苦労して

いまして、実際は瀬見温泉とか肘折温泉に泊まら

れまして新庄に泊まるという人が少ないというの

が我々も一番今頭を悩ませているところでござい

ます。 
  また、平成20年度仙台・宮城ディスティネーシ

ョンキャンペーンというのが決定してございます。

それで、19年度はプレイベントということで陸羽

東線をＳＬとかそういうものを走らせたり、いろ

いろイベント、これは最上総合支庁と一緒にやっ

ていくわけですけども、そういうことで交流人口

の拡大を図ってまいりたいと。特に最近は仙台か

らのお客さんが大変多うございますので、ぜひこ

の仙台・宮城のディスティネーションキャンペー

ンを目標に交流人口の拡大に努めていきたいとい

うふうに考えてございます。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 
２４番（金 利寛委員） 性質別の経費の話で何点

か絞ったものですから、焦点がちょっとぼけたよ

うでありますが、まず政策経営課長から話ありま

したように選択と集中の点ですが、それぞれの課

の方ででは例えばの話で歳入が今回年度当初130

億だと。例えば今まで140億あったと、10億足りな

いと、少なくするとなった場合、それぞれまず今

までのパーセンテージのウエート、何％というと

こから、傾斜的にそれぞれ事業を精査してもらっ

て減らしてもらうことができないのかという状態

のこのトップダウンのおろし方をされているのか。

要するに今言われている選択と集中というわけで

すから、これが実用性、これはもう今度そこから

の話し合いになるのでしょうけれども、ここらの

取り決め、例えばずっと８年連続下がっています。

下がっているその部分の歳入減の部分をそれぞれ

の先端課に振り分けるときの時点のとらまえ方ど

ういうふうにされていますか。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 



小笠原謙一政策経営課長 予算編成に当たっては、

歳入に見合った歳出という基本的な考え方は、こ

れは変わっておりません。地方財政計画の中でも

厳しい状況にあるわけですから、新庄市にあって

も同じことであります。 
  しかしながら、何も事業をしないで新庄市の行

財政運営を図れるわけではございませんので、そ

の辺あたりはまずもって担当者レベルでの予算要

求がございます。当然その中で額的には億という

数字がオーバーしていると。さらに、そういうの

を詰めまして、今度は課長レベルでの査定という

ふうになるわけなんですが、そのときに金委員言

われるように、いかにして不足そのものを歳入で

補うかということ、逆に言えば歳入がこれしかな

いという中でどんな形でどういうふうにして事業

を選択するかというふうなことであります。です

から、今回事業を展開して予算を作成するに当た

りましては、原課との細々とした非常に詳しいと

ころまでの内容を聞き取りいたしまして、我々と

しても判断したところであります。 
  いずれにいたしましても、厳しいという財政ば

かりではなくて、どうすればうまく行財政運営が

図られるかというふうなこと、その中に示してい

るのはやはり市民との協働であります。これをや

ることによって、丸投げをするわけではないと、

市民と一緒になって行政がそれらの事業を展開し

ていくというような考え方を軸に、その辺あたり

を各20課の原課の中で考えていただいたところで

あります。先ほど申し上げました財政の健全化、

市民との協働、雪対策の強化、安全、安心な医療

体制の確立、さらには環境に優しい地域づくりと

いうふうなものは共通して言えることでございま

すので、この辺あたりを軸にしてとらえていった

というふうな考え方であります。 
  以上です。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 
２４番（金 利寛委員） 済みません、間口広げ過

ぎまして、ちょっと一つ一つに対して話ししてい

ただく時間がなかったので、一番気になっている

点を２点やれるかどうかですが、まず１つ、河川、

今新庄小学校で裏の千門町では蛍を飛ばしたい、

指首野川に。それから、新庄小学校ではその裏の

ブッシュになっている状態の中で、そこのところ

をきれいにしてそこの水辺にすむいろんな部分の

昆虫だとか水の中で成長しているトンボの幼虫だ

とかといろんな部分を勉強しながら課外の学習に

役立てたい。その上の方では、公園をいろんなし

たいということで一貫性があって、先ほど117万、

それは２回の河川清掃のために使われる、また市

が特有の云々だけではそういうふうな事業、他の

ところとの関連もするんでしょうけれども、せっ

かくそういうふうな機運が高まっている子供らの

学習の点も含めて、これだけでは足らないのでは

ないかと、そういうふうにやろうとしているけれ

ども、それは実現が不可能なのではないかと懸念

していますが、この件に関してそれぞれ都市整備

課の課長だけではちょっといろんな部分での学習

との関係もあってあれなんでしょうけども、そこ

は考えていますか。それとも、実現は不可能だと

思っていますか。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
星川 豊委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 今仰せにありました指首野

川につきましては１級河川ということで県が管理

している河川でございます。最近特に県の方でそ

ういったボランティア団体、河川の環境整備に関

わりますボランティア団体等に対しましてアダプ

ト事業というふうなものを行っております。これ

は、県が事業主体なわけですんで、ボランティア

の住民とか企業の方が里親になりまして県と養子

縁組を行いまして、それに対して県が助成すると

いうふうな制度でございます。対象になるのは県

の管理河川でございまして、現在活動内容としま

しては先ほどお話ありましたそういった河川環境

の学習を含めまして、あと啓発活動、また清掃美



化活動、そういった活動に対しての支援というふ

うな内容でございます。管理者からは、具体的に

は当然団体当たりの上限はございますけれども、

助成金の交付、またそれから活動の広報、それか

ら看板の設置等を行って、そういうふうな支援を

行っております。 
  現在のところ、新庄市内ではそういった意味か

ら参加団体が今10団体というふうに承知してござ

います。今お話ありました千門町の地区の蛍の会

もそれに入っておりますし、またその上流であり

ます川西町の河川公園を愛する会、これもそのア

ダプト事業に加入して現在活動を行っているとい

うふうな状況でございます。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 
２４番（金 利寛委員） 今課長から言っていただ

いたように、千門町、そして川西町、その間にあ

る新庄小学校の裏の河川、これは県のアダプト事

業だということですが、市からも積極的に推して

いただいて、そういうふうにやりたいという意向

が十分あるわけですから、市からもそういうふう

な部分で新庄市にある河川ですから、県の事業だ

からといって県で予算をつけなかったからだめだ

ということのないように、どうかそこのところの

推し方もひとつよろしくお願いしたいというふう

に思います。 
  時間がなくなってちょっとあれなのですが、先

ほど商工観光課長の小嶋委員の返答にもあったの

ですが、貸付金制度をして中小企業等をまず活性

化させていただくことだとか企業誘致だとかとい

うことをこれからのことの定住するためには、や

っぱり就労の場が必要なので、早急にこれ手を打

っていただきたいと、こういうふうな思いで話も

させていただいたのですけれども、先ほども話が

あったように、こういうふうにやっています、こ

うやっていますと言って、アパートを探します、

企業との懇談会もしています、何が今困っている

のかといえば定着率が悪いという状況だと、専門

学校等、大卒等がとれないという状態が困ってい

るところの項目を列挙していただきましたけども、

どこも困っていると思うんですけど、そこからも

う一歩進んでどうやったら呼べるのかと。私も本

当に今ひとり勝ちしているトヨタの関連事業、今

県会議員の方々もそういうような志向をしていま

すし、何とか一丸となってそういうような部分の

下請事業を新庄市に誘致してもらえる、そしてそ

の安定した状態の雇用の場をしてもらいたいとい

う思いでこう言っているわけでありますけれども、

そのところをもう一歩今課長から言われたような

客観的事実、大変だ、こうだという部分をどうや

ったら回復できそうだと、こういうふうにしたら

いいんじゃないでしょうかという提案も含めてあ

りませんか。 
  これは、議員もそうでしょうし、他の人方もそ

うでしょうし、新庄市に住む人方も必ず異口同音

に言うのは仕事する場所がない。ここに子供らを

育てて一緒にここで住みたいけれどもというのが

大方だと思うんです。その先端を担っている今の

課長のこの言葉は、大変な状態をこれだけ頑張っ

ているんだということもわかった上で話しします

けど、ここからもう一歩突っ込んだ、こういうふ

うにした方が、こういうふうに考えているんだけ

どもということはありませんか。 
羽賀千尋商工観光課長 委員長、羽賀千尋。 
星川 豊委員長 商工観光課長羽賀千尋君。 
羽賀千尋商工観光課長 私先ほど貸付金話ししたの

は、こういう貸し付けの中身ですよということで

ございます。それで、今金委員おっしゃるとおり、

一番新庄で大きく抱えている課題はやはり定住促

進、雇用確保というのは認識してございます。そ

ういう中で、現在新庄中核工業団地でも市長が先

頭になっていろいろ誘致活動をやっています。そ

の中で増築あるいは土地の買い増し、これもいろ

いろ出てきております。そういう中で、いろいろ

難しい問題はありますけども、企業振興公社ある

いは中小企業基盤整備機構等と連携しながら何と



か一日も早くそういう企業誘致、いわゆる立地促

進するよう頑張っているわけでございます。ただ、

その中で今までもそうですけれども、一番企業誘

致が早く進むのはやはり人脈であろうと、そうい

うようなことでいろいろ県あるいは機構を使いな

がらの人脈を探りながら誘致活動に頑張っている。

これが定住促進につながればということでござい

ます。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
６ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
星川 豊委員長 斎藤義昭委員。 
６ 番（斎藤義昭委員） 66ページの６款１項の４

目畜産業費なんですが、この中で149万4,000円の

減額になっておりますが、昨年と比べて、前に私

質問したことあるんですが、農家貸し付け牛の制

度が国県というか、県の方の段階で廃止になると

いうような説明を受けたような気があります。そ

れにかわる何か制度を検討しているというような

ことも聞いたような気がするわけです。この今の

貸し付け牛の内容が変わったのかどうか、それを

１つお聞きしたいと思います。 
  それから、２点目なんですが、教育費の89ペー

ジ、通学バス運行業務委託料544万5,000円、これ

内容を見ますとほとんど一般財源なんです。私は、

前からこの問題については関心がありまして、今

後まだ学校の統合が大きく統合されるような感じ

がするわけであります。ちなみに、今年の萩野小

学校の１年生の入学者は６名でした。戸数は370

戸から400戸近くあるんです、この通学区域が。そ

れで６名です。今年のようなものが続くとは思い

ませんが、将来はどうしても入学者の縮小は進ん

でくると思うんです。そうした場合、やはり旧萩

野村なら萩野村１カ所の小学校、そして生徒数も

ある程度の生徒数によって競争が出ていい教育が

できると、こういう判断されるわけでありますが、

それにはどうしても通学バスというものを整備し

なければならない。この前の質問の歳出で石田委

員もおっしゃっておりました。福祉バス、高齢者

の病院通いのバス、そういうものを中心にこの通

学バスと福祉バスはこれから重要事業になると思

うわけであります。 
  この通学バスについては、予算見るとさっきも

申し上げましたように一般財源なんですが、これ

を国県から全面的な援助はできないものかと私は

思っているわけです。というのは、今先生１人の

給与年間は最低800万から1,000万ぐらいになって

いると思うんです。統合によって先生１人の分を

通学に振り向ければ1,000万も使えるわけです。だ

から、やっぱり全面的な通学バスを整備すること

によって相当かかるわけですが、先生１人か２人

分を援助してもらえれば相当の通学バスの運行で

きると思うんです。皆さんも御承知のように、朝

の始業に対しては小学校も中学校も高校も一定で

すから、１回でいいと思うんです。あと帰りは、

小学校の低学年、昼ころ学校を上がるような低学

年、それから中学年、高学年と３回ぐらい迎えへ

行って送迎できるような内容にすれば、学校はど

こでもいいと思うんです。その辺をこの通学の、

さっきも申し上げましたように、予算を今国と県

で半分ずつ負担して先生給与払っているんでしょ

う。その中からわずか出していただくだけでこれ

整備できると思うんです。その辺を県の方なり申

し入れて対応してもらうことはできないのかどう

か、それを１つお願いしたいと思います。 
  それから、104ページ、10款教育費の中の市民ス

キー場管理運営委託料、これについてなんですが、

これは私２月の28日が最後で打ち切り、スキー場

の閉鎖ということを従業員から聞いてきました。

それより二、三日か三、四日前だと思いますが、

現場、スキー場へ行ってきました。春近づいた気

候ですんで、天気もよく、滑っている、スキー場

を利用している方が本当に気分がいいように滑っ

てくるんです。この雪の状態は、自然に降った雪

でまだ十分なのかといったら降った雪で十分だと、

こういうふうな従業員の話でした。 
  それで、私感じてきたんですが、最初から２月



いっぱいということじゃなくて、やはり滑れる状

態で３月に入って10日なり12日なり滑れる状態の

うちは滑らせて喜ばせた方がいいんじゃないかと

私感じてきました。やっぱり春になると雪さえあ

れば本当に気分よく滑れるんです。その点を感じ

てきましたが、雇用されている従業員も12月は待

機期間で収入はないと思います。すると、１月と

２月だけなんです。その辺は、若い方が吹雪の中

行っているんだから２月でどの程度の給与あるの

かって、これはプライバシーだから聞きませんけ

れども、やっぱりその辺もある程度考慮して考え

てもらうようにしなければならないのではないか

と思います。それは別問題ですが、ただ最初から

２月で打ち切りではなくてその辺を雪の状態によ

って滑れる段階で、ある程度危険を冒さない程度

で滑れる段階で滑らせてはどうかということが私

の考えです。 
  それからもう一つ、12款の公債費なんですが、

これ今回は本当に緻密な答弁をいただいて…… 
   （「ページ数をお願いします」と 
     呼ぶ者あり） 
６ 番（斎藤義昭委員） 105ページ。今までの答弁

の中では、順調に５カ年計画が進んできていると

いうふうなお話も聞きました。それで、これ５カ

年計画の中で市有財産の売却も当然入っていたの

かなと私感じします。それで、お聞きするんです

が、昨年は１億2,000万ほどの市有財産が売却され

ましたね。ことしは予定立っていません。これが

５カ年計画の中に市有財産の売却というものが大

きく関与される分があると思います。これないか

もわかりませんが、その辺の内容をお聞きしたい

と思います。 
  以上です。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 肉用繁殖牛集団導入事業、昭

和55年から実施してまいりましたけども、国の方

で平成18年度をもって終了したいということで通

達、通知がありました。17年度で終了でございま

す。したがって、18年度からは５年かけて国が基

金分の金を５年かけて返していくということにな

ります。県では、国の廃止を受けまして、県独自

で実施したいということで、18年度は実施いたし

ました、18年度分。19年度分以降も県と新庄市で

今それに対応する基金ということでありますけど

も、それをもって運用していきたいというふうに

県では考えているようでありますが、最終的には

まだ今回の予算、それから来年度以降の予算で対

応したいということですけども、最終的にちょっ

と見通しはついていませんが、そのような方向に

あるということを聞いています。 
  それから、それに対応するような形で県の畜産

協会で実施しております肉用牛繁殖基盤強化対策

事業というのがいろんなメニューの中の１つとし

てありまして、これは基金の事業じゃありません

けども、そういう子牛に対してその畜産協会から

補助金を交付して対応するというような事業がご

ざいます。それをもって、平成18年度は新庄市管

内で60頭ほど対応したいという計画でその事業が

進んでおります。両面から実施していますので、

県、国が今までやってきたその貸付事業について

は県単独あるいは畜産協会がこれにかわる事業と

して考えているようでありますので、今後ともこ

ういった運用がなされればというふうに考えてい

ます。 
小野和夫学校教育課長 委員長、小野和夫。 
星川 豊委員長 学校教育課長小野和夫君。 
小野和夫学校教育課長 通学バス運行業務委託料に

ついてでありますが、現在通学用のスクールバス

は４台運行しております。これは、分校、学校、

本校等の統廃合によりまして遠距離通学になると

いう子供たちに対応するというふうなことで行っ

ているわけであります。朝は１回というふうなこ

とで、これは同じ時間にスタートするんですが、

帰りにつきましては委員御指摘のように複数回の

運行をして、児童生徒の帰りの時間に合わせた運



行をできるだけなるようにということで今やって

いるところであります。 
  また、御指摘の国の補助につきまして運転手の

方の賃金ということになるかと思いますけども、

これにつきましては国からの補助は現在のところ

スクールバスの購入のみというふうなことで、ス

クールバスの購入に係る費用の２分の１が補助の

対象になります。上限は304万円というふうなこと

であります。そういう中でありますので、運転手

賃金等につきましては市町村の持ち出しというふ

うな形になっておりまして、一般財源というふう

になるわけであります。 
  以上です。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 委員長、黒坂光悦。 
星川 豊委員長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 スキー場の運営期間を

長くできないかというお話でございます。確かに

平成15年度までは３月の中旬ごろまでやっておっ

たようでございます。ただ、１つ財政的な課題も

ございますし、また３月になりますと雪質の状態

が非常に悪くなるということも１つの原因でござ

いますが、現在のところ12月の末から２月の28日

ということで御理解いただきたいというふうに思

います。 
  よろしいでしょうか。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 ただいま斎藤委員が御指

摘のとおり、昨年は１億2,000万を計上いたしまし

て、7,000万何がしの実績等でございました。売れ

なかったというふうなところにつきましては、西

部運動広場が残念ながら売却できなかったという

ふうなことでの減額でございました。19年度にあ

っては、今回ゼロ円というふうになっておるわけ

なんですが、現実的に16年度から財政再建のため

の市有地の有効活用、要は売却というふうなこと

を考えてまいりました。残っておりますのがもと

の仁間のし尿処理場跡地でございます。あと日新

中学校のグラウンド用地、それからただいま申し

上げました西部運動広場、そして八向運動広場で

ございます。加えて、中核工業団地の一角という

ふうなことでございますが、なかなかこの段階に

来まして大口の金額なもんですからなかなか売却

にまでは至らないと。一応候補はあったんですが、

なかなか売却に至らなかったというふうなことも

ございまして、19年度にあっては何とかして西部

運動広場ぐらいは売りたいなというふうに思って

おりますが、候補者が昨年おりましたが、途中で

断念したというふうな経過がございます。しかし

ながら、１つの財源の確保というふうなことで、

今後とも努力していきたいと、そのように考えて

おります。 
  以上であります。 
星川 豊委員長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 
 
     午前１１時５７分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 
６ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
星川 豊委員長 斎藤義昭委員。 
６ 番（斎藤義昭委員） 畜産振興についてさっき

御説明いただきました。最上地域の転作面積を活

用するにはどうしても私は畜産が一番適当してい

るなと思っています。大豆作付しても皆さんの御

承知のように、３年もすると連作障害でもうとれ

なくなるんです。肥料を入れても、私やっていま

すが、なかなか連作障害でとれる可能性が少なく

なります。畜産だけは飼料をとって、畜産に減反

面積の飼料等を使えば、この最上地域では一番適

している減反面積の活用方法だと私は思っており

ますので、課長がさっきおっしゃったように、県

の方にも特にお願いして何らかの形で貸付制度が

農家に対してはすばらしい呼び水になっておりま

すので、それを勧めてもらうようにお願いしまし



て終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 67ページ、６款の１項の

４目畜産業費、ここの67ページの中部牧場管理運

営事業費288万7,000円とありますね。昨年は125

万9,000円ということで、大分増額になっています

が、ここの中で書かれている消耗品費から一番下

の自動車重量税、ここまでを明細に説明してくだ

さい。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 各項目について詳しくという

ことでありますが、まず消耗品費でありますが、

これは畜産振興に関わる消耗品、コピー代他であ

ります。 
  それから、燃料費につきましてはダンプトラッ

クとか、それから中部牧場にありますトラクター

の燃料代等でございます。 
  それから、光熱水費は中部牧場全体に通ってお

ります電力料並びに水をあそこで井戸をくみ上げ

ていますが、そこの要する電気料、それからへい

獣保冷庫等の電気料でございます。 
  それから、修繕料でありますが、中部牧場に２

トンダンプありますけども、それの車検に要する

経費、それから高圧受電装置というのがございま

すけども、中部牧場内に高圧の受電装置２つあり

ますが、その中の１つ、一番奥の方でありますが、

それの改修料45万円であります。 
  それから、手数料はダンプトラックの車検手数

料、それから保険料であります。 
  それから、委託料でありますが、これは電気保

安協会への電気の安全運行のための委託料、それ

から貯水槽ございますが、貯水槽の点検、それか

ら水質検査の手数料の委託料でございます。 
  それから、除排雪の委託料として41万3,000円ほ

ど、それから工事請負費として100万円ございます

が、これは中部牧場周辺ののり面が崩壊したこと

への復旧工事費100万円でございます。 
  それから、原材料費は修繕に伴ういろんな部品

を購入したり、それから敷き砂利等の原材料費２

万1,000円、それから自動車重量税はダンプトラッ

クの自動車重量税３万8,000円でございます。 
  以上です。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 今聞いておりますと、車

はダンプが１つあるということで、それをどうい

うふうに使っているか、これまた説明をいただか

なきゃならないんですけども、中部牧場はもう解

散してないわけなんで、なおかつまだこの名前を

使っていろんな何かをやっているというふうにと

らえざるを得ない。今聞いてみますと、混在して

いるわけですね。へい獣冷蔵庫も、それも使って

いる電気だということで、これはまた違うんじゃ

ないですか。これは、新庄市で持つべきもんじゃ

ないと私は思うんですけども、事業はもう終わっ

ているんですから別項目で事業を分けてこれから

やっていくのが普通じゃないかというふうに思う

んですけども、その辺どうですか。全部全体を何

かまだ新庄で事業あそこを使ってやっているよう

に聞こえてくるんですけども、牧場の事業という

のはないはずなんです、私から言わせれば。その

辺どうですか。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 中部牧場そのものの業務はご

ざいませんが、中部牧場の施設については中部牧

場のそれを使って、あそこの施設を使っている畜

産団体がございます。正確に言いますと、管理を

委託しているというようなことで、それを使って

乳用牛の預託、それから和牛の預託を行っている

農家が自主的に運営してございます。 
  それから、へい獣保冷庫につきましては広域の

方に、電気料を広域から電気料をいただいて、そ



れで運営しております。それを中部牧場の管理運

営費の中でその電気料を支払っているということ

でありまして、それから生ごみの処理施設として

も一部を利用してございますので、形態としては

３つの形態から運営が行われているというような

形になってございます。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 今お伺いしたとおり、３

つの形態から混在している事業費だということに

なったわけで、これはいつまでもこういうふうな

形でやるべきではないと私は思います。使用目的

から内容から全部違うわけですから、同類じゃな

いはずなんで、これはこの名前を消していって適

切な名称のもとにこの事業をきっちり分類してい

くべきだと私は思うんですけども、その辺どうで

すか。 
坂本孝一郎農林課長 委員長、坂本孝一郎。 
星川 豊委員長 農林課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎農林課長 中部牧場全体敷地80ヘクター

ルありますけども、そこの利用のあり方、利用の

今後の展望といいますか、そういったことも含め

て、施設の使い方、それから３つの事業が形態が

混在しているということをもう一度整理しながら

その内容については検討していきたいというふう

に思います。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 今後のためにもそういう

ふうにきちっとわかり易いようにひとつ分けて、

誰がどうやってどうなってとか全然わからないよ

うじゃうまくないと思うんで、またそこをただで

貸しているんでしょう、牛舎。のに、除雪料から

一切の水道料、光熱費がこっちで負担ということ

はどうも私は理解できないんです。そうじゃない

ですか。へい獣庫があるとすれば、へい獣庫を利

用する広域の部分であれば、広域でそこを持つべ

きだし、半分ずつにするとか、新庄市はごみ処理

も生ごみもやっているんだからそこへ案分してい

くとかという方法でやっていくべきだと思うんで

すが、何にもあそこを無料で貸してこっちでいろ

んなものを経費払っていくなんていうのはちょっ

と道筋がおかしいんじゃないですか。もう少しき

ちっと理解できるようにやっていただきたいとい

うふうに思います。 
  次移りまして、先ほども質問あったんですが、

選挙の勤務手当が選挙費の中で人件費がほとんど

です。1,700万、県会の場合は1,777万8,000円とい

うふうになっていますが、その辺大体ここにある

とおり、1,000万が時間外手当、これは職員のやつ

で、投票管理者の報酬が約200万ということで、ほ

とんど人件費で占められている。そして、さっき

もお話あったとおり、このレッツ、市の行革の方々

が提案した事項でこれだけできるんじゃないかと

いうのが我々にも示されておって、相馬の場合は

たった25分33秒で終わったと。１票当たりの事務

量が5.6秒というふうになっています。新庄市は果

たしてどうであったかと、投票者数は違うんです

が、約２時間かかっているんです。１票当たり28.3

秒というふうに出ています。それで、ここを何と

か詰めたいというふうに職員が言っているわけで

す。115分かかったやつを55分にしたい、それには

どうするか。60分、１時間を短縮したい。そうす

れば人件費が出てくるわけです。 
  ここに示されるとおり、２月20日に提案をいた

だいた。さっき小野局長が言ったんですが、80人

必要とすれば80人でリハーサルすることはできな

いと言いましたね。ここに最後に締めてあります。

最後はやっぱり職員のやる気というふうに職員が

書いているんです、これ。ここに携わった職員が

合計で25人、企画実施部門が10人で、編集発行部

門が15人おります。名前が全部出ています。25人

でこれを提案して委員会の方へ提出したというふ

うに私はとらえました。この人方は、私はやる気

があって言っているし、委員会に言ったんだと思

います。これを受けなかったと。なぜ受けられな



かったと、なぜできないんだと。やる気がないと

いうふうに私は言いたい。できないんじゃなくて

やらない。違いますか、小野局長。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 委員長、小関俊也。 
星川 豊委員長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 私の方から総括的

にお答えいたします。 
  職員の若手で構成しておりますレッツの職員に

つきましては、２月20日、先ほど事務局長から説

明ありましたとおり、提言としていただきました。

これにつきましては、やはり選挙管理委員会とし

ても常に行財政改革については検討を指示してま

いりましたし、委員会の中でも検討してまいりま

した。現在投票所の統廃合等も検討中でございま

す。差し当たって、今回の統一地方選挙におきま

しては、いかに開票事務を短縮して効率のよい時

間短縮にできないかということで委員会でも検討

いたしまして、その中で事務局に具体的に検討す

るようにというふうに指示したところでございま

す。 
  それを受けまして、私ども選管の職員も所属し

ておりますレッツのメンバーに検討させていいで

すかという職員からのお話がありましたんで、そ

ういう若手で組織しているグループで今後の若手

の勉強の教材としてもいいですし、どうぞ検討し

てみてくださいということで職員に指示したとこ

ろ、そういうふうにして若手の職員で構成してい

る研究会で委員の皆さんもお手元にもっていらっ

しゃいます提言の内容で提言を受けたわけでござ

います。それについては、委員会の中でも３月２

日の委員会でも検討いたしまして、まず４月の統

一地方選挙におきましては時間も短いし、それか

ら準備も途中進めている部分もありますが、でき

るものとできないものというふうにして、できる

だけできるものについては今回の県議選から取り

上げて実施するようにということで事務局長に指

示いたしたところでございます。 
  それを受けまして、開票業務につきましては開

票台を従来１台でしておるものを数台に分割して、

それから点検係及び開票の部分の職員というふう

な従来分けたものを全員で一括してみんなで最初

に投票箱からの開票をやって、それを分類して、

点検も全職員でやるというふうなことをすれば、

時間的に短縮になるのではないかということで、

その点のできるものからやりましょうということ

で、今回の県議会議員選挙から取り上げて開票事

務のできるだけ一分でも一秒でも短縮できるよう

に改善を進めていこうということで、委員会でも

決定したところでございます。 
  なお、細部については事務局長の方から具体的

な点については説明いたさせます。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 委員長、小野正

一。 
星川 豊委員長 選挙管理委員会事務局長小野正一

君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 ただいま委員長

が説明申し上げましたとおり、レッツの開票改善

案につきましては、選挙管理委員会で受けまして、

その改善に向けて実施していくというふうな考え

でおります。先ほど委員長が申し上げましたよう

に、開票台を６つに分け、そして開票につきまし

てはこれまで点検係と開票係を分けておりました

が、一度全部開票をやるというふうな形で、事務

の進め方としてはできるだけ職員の中で待機して

いるというか、待っているというふうな時間を減

らしていくと、そういうような形で開票時間の短

縮を図っていくというふうなことを現在考えてお

ります。 
  また、開票台の高さを今までより10センチ程度

上げまして、今まででありますと非常に開票台が

低くて開票の作業をしづらいという状態でありま

したので、そういうふうなことも考えております。 
  また、開票の票の配分の仕方等もいろいろ検討

いたしまして、例えばこの開票台は1,000票、この

開票台は2,000票というふうな時間差的に開票の

速度を分類いたしまして、開票の終わった順から



点検係に移っていただくというふうな、そういう

改善の仕方も考えております。 
  私の答弁、ちょっと先ほどの答弁誤解があった

かというふうに思いますけれども、決してレッツ

の改善案をやれない、あるいはできないというふ

うなことではございませんので、そこのとこは御

理解をよろしくお願いしたいというふうに思いま

す。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 誤解もはっかいも出なく

て、あなたの口からそういうふうに出たんで、私

はやる気がないとしかとらえようない。立会人が

時間を食うんだと人のせいにもした。あなた言っ

たでしょう。そうでなくて、やっぱりこういうふ

うなところが反省点等あるから、短縮するために

はその提言も受けながら開票していくというふう

な方向で返事をいただかないとやる気がないと私

はとらえるしか方法ないんです。 
  一般的に今の話でなくとも、どうも私が感じて

いるのは、こういうふうに若手が一生懸命やろう

とやっているのわかるわけです。いろんな改善や

ろうと立ち上がっているのに、やっぱり幹部執行

部が受けてくれないように私はとらえています。

ずっと見ていますから、この諸君の若手の連中の

やり方、考え方。よく言うな、よくやるなという

ふうにして私は見ています。さっぱりその効果が

あらわれてこないのは、執行部側の管理者の受け

入れがないからだというふうに私はとらえていま

す。 
  いろいろありますが、委員会に対してはもっと

前にも平日投票をどうかと小嶋委員だったかな、

あったんですけども、それもけられた。この選挙

の記録を見ますと、投票区が32から１つ増えて今

33投票区になった。見ますと、最低が有権者数が

93という投票区がある。最高が3,857。それで、こ

の93の投票区が投票した人が80人、棄権が13人と

いうふうな記録に載っています。１つの投票区に

みんな平等に投票管理者、職務代理、立会人、必

ず４人はいるわけです。それから、あとは事務方

何人だかその投票区によって違うんだと思うんで

すけども、最低４人はいるんじゃないですか。少

ないとこ私見たことないんで、自分の投票区しか

わからないんですが、平均してどのぐらいになる

か。朝８時から12時間、午後８時まで、この方々

がしょっちゅうそこにいなきゃならない、たった

80人来るのに。これでいいかどうかと問わなくと

も不合理だということがわかるんじゃないですか。

これだけの投票区が要るかどうか、その辺を検討

しているかどうか、委員会として。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 委員長、小関俊也。 
星川 豊委員長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 先ほども申し上げ

ましたが、投票所の統廃合についても委員会の方

で検討しておりまして、昨年の８月に委員４人と

事務局職員２名、計６名で各小規模の投票所、そ

れから統廃合できる範囲内の投票所を12カ所ほど

回りまして検討しているところでございます。た

だ、今回の統一地方選挙までには結論ができない

という委員会の方で、まず今回は見送らせていた

だいて、参議院選挙終了後の時点で委員会で細部

検討いたしまして統廃合をいたしたいと。この統

廃合をするについても地元の有権者の御了解も得

なきゃいけないということもございまして、時間

的に今回の統一地方選挙には間に合わなかったと

いうことでございますので、御了解いただきたい

と思います。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 時間が私持ち時間なくな

ったんで、検討しているというけど、最後に行わ

れたのが17年ですよ。17年11月、このとおり。そ

んなに検討期間が欲しいかどうか。答えは要りま

せん。だから、やる気があるかどうかというのが

その辺出てくるはずなんです。１年も２年もかけ

て検討して結果出せないというのはおかしいです



よ。なるべく早くこの体制、33投票区なんていう

のは恐らくさかのぼって調べれば戦前じゃないで

すか。交通機関が悪くて道路も整備されていない

砂利道で、投票区まで行くのに大変だというとき

につくられた投票区だと思います、恐らく。ちょ

っと後で調べてみてください。何年にこれが32に

なったか。今33ですけど。それから全然手が加え

られていないということは確か。そうでしょう。

なるだけ早くこういうふうな状況ですんで、一円

でもやっぱりむだがないように徹底して各課が率

先してやっていただかないと、詰めるとこがだん

だんなくなってくるわけですから、むだな税金は

誰も市民は出したくないんです。 
  次に移ります。59ページの４款１項の診療所費、

６目、ここで夜間の休日診療所、26日に開設する

というふうな広報にありますけども、この中で内

科と小児科医を交互にですか、同時ですか、わか

らないんですけども、内科と小児科を診療科目と

して開設するということですね。最上郡の中から

今のところ各科何名のお医者さんが協力してくれ

るようになっているか、ちょっとお聞かせ願いた

い。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 ３月26日に開設します夜間休日

診療所の参加協力医師は30名です。30名で、保険

医登録等の手続を行ったところです。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員）  

全体の人数じゃなくて､小児科は何人、内科は何

人。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 内科は何人、小児科は何人とい

いますか、先生方は内科、小児科両方を標榜され

ている先生もおりますので、はっきりは分けられ

ませんけども、小児科については11名です。それ

から、内科については全員標榜されておりますの

で、そのような体制で臨んでいきたいと思います。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 私が一番しているのは、

小児科の専門のお医者さんが来たときに小児科以

外の患者さんが来るということが想定できます。

そういうときにはどういうふうな対応をされるか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 確かに標榜されている先生方の

人数でいえば11人ですが、いわゆる小児科専門医

という先生は３名ですので、全体的にはこの地域

そもそも小児科医が少ない地域でございますので、

そのような体制になりますが、標榜されていない

先生も含めまして小児科の初期診療研修というの

を重ねてきておりまして、ある程度診療所で対応

すると。ただ、特に小さいお子さんですと対応が

難しくなりますから、症状によっては２次救急医

療機関に送るというようなことも往々にして出て

くるかと思います。そういうことについても県立

病院、あるいは２次救急医療機関としてはもう一

つ徳州会病院ありますが、両方とも相談して連携

の体制もつくっております。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 時間がないのであれです

けども、19年度に約2,800万というふうになってい

ますが、この金額で将来ずっとやれる予定ですか。 
星川 豊委員長 時間です。他に質疑ございません

か。 
２０番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 
星川 豊委員長 平向岩雄委員。 
２０番（平向岩雄委員） 35ページ、２款１項７目

ですが、コミュニティーの助成事業補助金1,350

万円と、こういうふうなことでございますが、６

集落という開会のときの説明を受けておったんで

すが、その中身についてなんですが、昨年の場合



は予算の関係で非常に補助額そのものが削減され

たきらいがあるわけでございますが、本年の1,350

万円のその内容はいかがなものかというふうなこ

とと、それから37ページの２款１項の２目でござ

いますが、市営バスの運転業務委託料283万円と、

こういうふうなことでございますが、これ委託先

は大体わかるような気がするわけなんですが、委

託先と、それから業務の委託契約の内容です。バ

スを運行するというふうなことは、万が一事故と

いうふうなものがこれは考えられるわけでござい

ますので、その事故起きた場合の１つの補償と申

しますか、そういうふうなものを委託契約書の中

にどのように織り込んでおられるのかというふう

なことでございます。 
  それから、50ページの３款の１項５目でござい

ますが、老人福祉費の中で老人クラブの助成事業

補助金でございますけれども、148万6,000円、こ

れを見ますと平成17年度、前々年度と比較して見

ますと半分以下の補助額というふうなことでござ

います。昨年の場合は241万8,000円ですから、昨

年の場合から見ましてもかなりの削減と、こうい

うふうなことでございますが、いわゆる高齢化社

会というふうなことで年々高齢者が増加する一途

だなというふうに考えて、老人クラブの会員数も

増加傾向にあるんではないかなというふうな理解

をしているわけでございますが、一方予算を見ま

すと２年前の半分以下になっているというふうな

こと、この内容について御説明をいただきたいと

思います。 
小笠原謙一政策経営課長 委員長、小笠原謙一。 
星川 豊委員長 政策経営課長小笠原謙一君。 
小笠原謙一政策経営課長 まず初めに、コミュニテ

ィーの助成の内容でございますが、ただいま委員

言われたように今回は７件でございます。金額に

して1,350万、他に新庄市に対しまして青少年の健

全育成事業ということで親子ボランティア体験交

流活動、これが80万入っておりまして1,350万であ

ります。内容でございますが、集落に対しまして

は除雪機械の整備でございます。あと町内会あた

りにはお祭り用品等々になっております。その辺

あたりが主な事業の内容でございます。平成16年

からスタートいたしまして、今回で19団体、3,600

万ほどの助成というふうになっております。額は

上限で250万、下限で100万程度というふうなこと

であります。この19年度のコミュニティー助成に

つきましては、本来ですと６月の補正あたりで組

んでいるんですが、今回いち早く内示をいただき

ましたので、19年度の当初に計上することができ

たというふうなことでございまして、十二分なる

活用をお願いできればというふうに思います。 
  続きまして、市営バスの運行の内容でございま

すが、委託の内容というふうになりますが、先ほ

ど委託契約を締結いたしまして、山交さんとなっ

ております。業務委託の内容でございますが、運

行時間、それから金銭の授受、乗客数等々の把握

というふうになっておりますが、肝心なやはり御

心配される事故の件でございます。当然自賠責の

保険、任意保険に入っておりまして、山交さんの

方でもドライバーに対しての保険も入るというふ

うなことでございます。ただ、我々これから相手

方の方と検討しなければならない事項なんですが、

例えば100、ゼロであって市の方に、またドライバ

ーの方に何ら責任がないというふうになった場合、

これは何ら保険の方で我々も手を下す必要はない

んですが、例えば80、20というふうになって、新

庄市側の非が例えば20と、あるいは80と逆になっ

た場合、その持ち出すお金がどこからかというふ

うになりますと、山交さんの方でもドライバーさ

んの方に保険が入っております。また、市の方と

しても任意保険が入っておりますので、その辺当

たりの持ち出しの割合というふうなものはどうい

うようにすべきかというふうなことを今まさに詰

めているところでございます。４月２日でしょう

か、月曜日から運行開始になりますので、それま

では山交さんの方と詰めていきたいなというふう

に考えているところでございます。 



  以上であります。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 老人クラブ活動助成事業費

補助金についてであります。この補助金について

は、３分の２が県、それから３分の１が市の負担

ということであります。単価から申し上げますと、

単位クラブ当たりの基本額が平成18年、今年度で

すけども、2,700円で、19年度が1,750円とかなり

の減額になっております。そういう関係で、前か

ら比べますとかなり少なくなっているという状況

であります。また、クラブ数も若干ずつでござい

ますが、減る傾向にあります。15年度から申し上

げますと、68、66、61と、現在59の団体がござい

ます。これも今大方の目安が１クラブ当たり30人

をめどにしておりますが、今後30人という数字で

はなくて20人程度に少ない人数でも補助金の対象

にということで来年度は進めたいと、そういうふ

うに考えております。 
  以上です。 
２０番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 
星川 豊委員長 平向岩雄委員。 
２０番（平向岩雄委員） 老人クラブの活動助成関

係でただいま答弁いただきましたんですが、まず

30人というクラブの人数の制限があるために、ク

ラブ数そのものが少なくなっているというふうな

ことのようでございましたけれども、実質的にク

ラブ数が減っても高齢者社会で老人クラブに加入

できる会員の数がその要素が多いんではないかな

と、こういうふうに思っているんですが、どうも

減る一方だと。非常に残念なことでございまして、

老人クラブの活動を充実することによって、いわ

ゆる生き生き老人と申しますか、健康で長く暮ら

して、あとは余り人の厄介にならないようにとい

うふうな、そういうふうなこともある程度含めた

考え方で老人クラブの事業というふうなものを進

められたらいかがかなとも思うわけでございます

が、その健康管理等々についても老人クラブの活

動の内容はどのように把握されておりますか。わ

かればお願いしたいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 単位クラブそれぞれ老人ク

ラブのいろんな活動については、健康教室とか、

あるいはレクリエーション、あるいはいろんな法

が変わった際の出前講座とか、そういうふうな活

動をしているということであります。今平向委員

がおっしゃいましたように、高齢者が生き生きと

生活をするということについては、介護保険ある

いは国保等にいい影響が出てくるのではないかな

というふうに考えております。現在も老人クラブ

連合会の方に委託をした事業もございます。健康

づくりリーダー、スポーツリーダー養成講座等の

事業等も委託しております。今後そういう方向で

進めたいと、そういうふうに考えております。 
２０番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 
星川 豊委員長 平向岩雄委員。 
２０番（平向岩雄委員） 続きまして、104ページで

ございますが、10款の４項12目市民スキー場の管

理運営事業費2,597万でございますが、収入を見て

みますと650万というふうなことで、管理費差し引

き1,947万円というふうな一般会計の持ち出しと、

こういうふうなことになるわけでございますが、

この件につきまして市民サイドから見た場合に非

常にむだな点が多いんではないかというふうな批

判が昨今出てまいっております。この1,947万とい

うふうなものは、これは市民の健康管理の一環な

んだというふうな解釈に立てばそれまでなんでご

ざいますけれども、この事業費を何とか合理化す

るなり、あるいは内容の改善等々によって節約で

きる方法を考えておられるのか、ひとつその辺か

らお願いしたいと思います。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 委員長、黒坂光悦。 
星川 豊委員長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 何とか見直すことはで

きないかというふうなお話でございますが、期間



を短縮したということも１つ理由がございます。

あと内容につきましては、指定管理者から意見を

聞きまして積算したものというふうなことでござ

います。なかなかある程度のお金を出して人を雇

ってとなりますと、人件費が一番最初にくるわけ

でございますけども、そんなに安い人件費でも大

変まずうございますので、妥当なところでこの程

度かなというふうなことでございます。なお、見

直しについては今のところはこのままの状況とい

うふうなことでございます。 
  以上です。 
２０番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 
星川 豊委員長 平向岩雄委員。 
２０番（平向岩雄委員） スキー場の管理につきま

しては、これは指定管理者というふうなことでご

ざいますけれども、その指定管理者に内容をこう

あれ、あああれというふうなその指針を示すのが

執行部の方ではないかなと、こう考えるものでご

ざいまして、例えば期間短縮なんていうのは、こ

れは愚の骨頂ではないかと思います。と申します

のは、その内容の点でございますけれども、例え

ば一例を挙げますと１人が滑ってくるにあそこに

リフトの塔があるそうでございます。その塔が５

本あれば、その塔の下に塔にぶつかったりけがす

ると大変だから５人の人が安全確認のためについ

ていると、こういうふうなことなんだそうでござ

いまして、そういうものが必要かどうかというふ

うなものも我々素人ながら考えるわけでございま

すが、そういうふうなところから改善していけば、

もっともっと経費の節減が図られるのではないか

なと、こういう気がするもんですから、その辺の

考えはいかがですか。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 委員長、黒坂光悦。 
星川 豊委員長 生涯スポーツ課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦生涯スポーツ課長 監視のために鉄塔の下

に人がついているというふうなお話でございまし

たけども、そういうことはございませんで、パト

ロールは確かに２人体制で常に場内を回っており

ます。あとチケットの売り場とか、あと切符を切

る場所、あと乗降所、これらはやっぱり安全、安

心が第一ですので、２名ずつきちっとつけており

ます。ただ、委員おっしゃるように、鉄塔の下に

人を配置するというふうなことはやってございま

せん。ただし、安全策は講じてございます。 
  以上です。 
２０番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 
星川 豊委員長 平向岩雄委員。 
２０番（平向岩雄委員） 終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
１２番（佐藤 隆委員） 委員長、佐藤 隆。 
星川 豊委員長 佐藤 隆委員。 
１２番（佐藤 隆委員） ３つに質問させていただ

きます。 
  私が市議会議員に初当選いたしましたのは昭和

58年の４月のことです。以来22回の予算委員会に

出席させていただきました。いろいろな事業につ

きまして審議をいたしましたが、数ある中で心に

残る事業を三つに絞れと言われるならば、６億

8,000万かけた国体、50歳を迎えた新庄市の誕生日、

そしてアビエス、駅周辺整備、ゆめりあ、91億6,000

万をかけた新幹線の乗り入れ、それらのことです。

私が間もなくこの議場を去るに当たり、これらの

事業が当新庄市にどのような影響を与え、将来揺

るぎない我が郷土の礎になったのか再確認をしな

がら質問をさせていただきたいと思います。一般

質問をすればよかったなと思ってはいるんですけ

れども、このようになりましたので、30分以上の

時間を使うわけではありませんので、皆様方にし

ばらくの間御辛抱いただきたいと思います。 
  １点目は、ページ102、10款教育費、４項社会教

育、11目社会体育費のことであります。それは、

スポーツ振興についてでありますが、市は平成４

年９月、国民体育大会の３種目の協議を開催する

に当たり、何年も前から準備作業を重ねてまいり

ました。リハーサル大会も完璧に終わらせ、完全

な態勢でその日を待ちました。それに応えるかの



ように、総合入場式には天皇、皇后両陛下の御出

席に県内はもとより、全国でテレビ放映を見てい

た国民はまさかの発煙筒の出迎えには驚きを隠し

切れなかったのを思い出します。私は、県人の一

人としてこの上のない恥ずかしさを思い出してお

ります。しかし、競技選手の活躍は目覚ましいも

のがありまして、関係者の努力が報われ、安堵の

気持ちでいっぱいだったと思います。あれから15

年、その全国規模の大会に数多く出場している選

手たち、全く成績がふがいなさに胸が痛む思いで

す。選手がだめなのか、指導員がいないのか、こ

の問題について行政はいつまでも手をこまねき続

けるのか、将来の展望をお聞かせいただければ幸

いであります。 
  県縦断駅伝の新庄チームの低迷は目を覆うばか

りであります。しかし、反面、高校野球の甲子園

で活躍は県民に大きな希望を与えてくれます。こ

れらの現実を目の当たりにし、市長は今後スポー

ツ振興に対する予算化をどのように思われていく

のかお聞かせいただきたいと思います。もちろん

財政計画が終了した後の話になるかもしれません

が、理念をお聞かせいただければ幸いです。 
  ２番目に、ページ34、35、総務費１項７目企画

費の企画調整事業費であります。それと、最上広

域市町村圏事務組合分担金の関連です。これは、

８年前新庄市は市制50周年の節目を迎えました。

あのときの記念事業は、市民の企画立案で10歳か

ら60歳までの推進委員が200を超える事業公募の

中から６件に絞り込み実施いたしました。１番目

は24畳もある隠明寺たこ揚げ、700人を超える学童

たちのたこ揚げ、全国の珍しいたこ揚げ、そして

２番目にはチェレンコまつり、一等賞には10万円

の現金と５万円の旅費券には参加者皆さんが燃え

上がりました。３番目は、毎日新庄の空の上を通

り抜ける織り姫様の星まつり、４番目は市民有志

と東北芸術工科大学とジョイント事業、５番目は

新庄のまちを一日中音楽でをテーマに市民球場で

1,000人のコンサート、そして６つ目はそのときの

新庄の写真をおさめ記録する写真集の発行、特に

目立ちましたのは環境都市宣言でありました。あ

れから８年、間もなく60周年の節目を迎えること

になります。市長の任期中であります。そのとき

は、合併記念の式典の日に当たるのでしょうか。

市長は、仕切り直しになった合併問題について基

本理念をお聞かせいただきたいと存じます。 
  また、新庄市が将来「いい人、いい街、いい暮

らし」の先に見える我がまちは田園都市なのか、

それともつち音高く響く工業都市なのか、観光あ

まねく観光都市なのか、新庄が目指す理想都市と

は何であるかをお聞かせいただきたいと思います。 
  最後に、ページ73、７款商工費、１項２目商工

振興費の中心商店街活性化推進事業とページ75、

３目の最上広域交流センター費について質問いた

します。単刀直入にお聞きします。新幹線乗り入

れそのときと今今日の乗客数の比率はどのように

なっているのでしょうか。地元市民の東京往復の

便利はさておいて、何人ぐらい新庄を意識して来

新されているのか。売店の客数を見ればわかるの

ではないかと思いますが、お知らせいただきたい

と思います。 
  私が言いたいのは、来新された旅行目的の人た

ちを市内で帰りの時刻まで退屈させない方法の模

索であります。また、まちの活性化は子供たちを

商店街に引き付ける手法はないものかということ

であります。それらのことについては、皆様方い

ろいろな考えがありましょうが、私の思うままを

御披露させていただきたいと思います。 
  それは、１店舗２業種はどんなものかなという

考え方です。本業はそのままにして、同じ店内で

２つめの商売をするということです。例えば米屋

の店先でこけしに絵付をさせるとか、金物屋さん

の店先で売り物の小刀で竹トンボをつくらせ、う

まく飛ぶまで指導するとか、ふろしきの結び方、

お手玉づくり、こまづくり、絵手紙が旅行先より

送られるようなシステム、またヨーヨー、けん玉、

駄菓子屋さんの10円ショップ、いずれも10分程度



でつくられる下準備をして旅行者に手づくりのお

土産を買っていただくというふうな考え方です。

そのような考え方はどうであろうかということで

すが、子供たちにはつくる喜びを再び教えてやら

なくちゃならないと。そして、事あるごとにつく

ったものを試される大会をつくってはいかがかと。

手づくりヨーヨー名人戦とかけん玉新庄名人認定

証とか毎週開催し、年に１度は手づくり何々大会、

全国大会を開催し、日程をメールで全国に発送す

れば、人は必ず集まります。 
  発想はいろいろありますが、絶対条件として店

舗がまばらではだめだということです。南本町、

北本町のアーケードを使った長屋通りをつくるこ

とです。何としても駅の客を構内からまちに引き

出す考え方をしなければならないと思います。や

る気のなくなった商店主に目を覚まさせなければ

なりません。１店舗２業種の２業種目の開店は、

予算は１万もあれば十分にできるのではないでし

ょうか。売れたら仕入れる。駐車場は要らない。

元銭は要らない。人を集める方法はある。ロード

サイドに消えていったお客様は絶対市内には戻り

ません。今行政がやらなければならない、もしそ

れを気がついているならば、ぜひ御披露いただき

たいと思います。 
  以上、３点を質問させていただきました。よろ

しくお願いいたします。 
星川 豊委員長 ただいまの質問は、本予算の質疑

と違うと認められますが、長年新庄市のために貢

献されたということで、参考意見として大変ため

になる話だということで中断するのはいかがかな

ということで、委員長の独断と偏見で一応最後ま

でお話しさせていただきました。なお、これにつ

いての答弁は執行部で19年度予算から外れていま

すので、できなければ答える必要はございません。 
  以上です。関連してできれば、執行部の答弁し

ていただければ。どなたかありますか。 
髙橋榮一郎市長 委員長、髙橋榮一郎。 
星川 豊委員長 市長髙橋榮一郎君。 

髙橋榮一郎市長 佐藤委員が長い間この議場におい

ていろんなまちづくりのため、また地域振興のた

めに頑張っていただきました。今期限りで御勇退

とただいまはっきりと宣言されたわけであります

が、その今までの御労苦に対し心から敬意を表し

たいというふうに思います。普通予算委員会の質

問としては、先ほど聞いていますとちょっと違う

かなと、委員長さんもそういうふうにおっしゃっ

ていますけども、そういうふうな意味で、これは

私の方から感想的なものも含めて、答弁になるか

どうかわかりませんが、申し上げておきたいとい

うふうに思います。 
  第１点目は、国体の名前が出ました。平成４年、

今から15年前でしょうか、思い起こせば本当に鮮

明にあのときのことが思い出されるわけでありま

すが、莫大な費用と、そして長い間のマンパワー

も含めた準備期間、そして最終的には我々も抱き

合って成功だったというふうに喜んだ思い出があ

ります。佐藤委員が御心配されるのは、そのとき

から比べてそれ以後いろんな大会に出てもなかな

かいい成績が上げられないんではないかというふ

うなことだと思いますが、やはりスポーツには分

けられるかどうかわかりませんが、大きく分けて

競技スポーツと生涯スポーツというか、楽しんで

やる、そしてまた健康にもいいような、そういう

ふうなスポーツとまさに競技スポーツと大きく分

けるとあるのかなというふうに思います。競技ス

ポーツについては、斎藤委員もスキーの名手でし

たんで、それは十分に経験されているんですが、

過酷なまでの勝負の空間と言ったらいいんでしょ

うか、時空の中でそこまでもがきながら、苦しみ

ながら挫折しながら、また立ち直りながらステー

ジに上がっていく、そういうふうな競技スポーツ

であります。そして、最終的に栄光をつかむのは

本当にごくごく一握り、そしてほとんどの人がな

かなかその頂点に立てないというのが競技スポー

ツだと思います。 
  ただ、そういうふうな中でどうして、じゃみん



な強くなってやれるのかなということは、１つは

特に学校スポーツレベルにおいては、やはり一番

大きいのは指導者かなと思います。指導者、それ

から素材というか、それともう一つはモチベーシ

ョンかなというふうに思います。国体目指してい

く、この大会を目指す、そしてまた自分たちが自

分のためにやる、あるいは学校のためにやる、地

域のために、そういうふうなモチベーションを持

ち続けられるかというふうなのがどうか、その辺

が大きいのかなというふうに思います。それが、

国体のときにある程度の成績を上げられたという

ふうなこと。そして、今現状どうでしょうか。や

はり少子高齢化社会になって、また昔から見れば、

我々小さいときから見ればいろんなスポーツが多

くやるようになってまいりました。多趣味な趣味

も多くなってまいりました。したがって、運動も

分散するような形になってきているのかなと。運

動する子供そのものが１つの固まりにすることが

少なくなって、それから優秀な選手が地域から抜

けていくとか、そういうふうなことも言えるのか

なというふうに思います。これは、現状をさっと

考えるとそういうことなんです。 
  ただ、そういうことだけで果たして手をこまね

いていていいのかというようなことで、先ほどち

ょっと例を挙げられましたが、県縦断駅伝、ずっ

と低迷してまいりました。それで、５年前に強化

対策事業、これを皆さんから理解いただいてやら

せていただいて、一番いいときで４位、前の年は

ばっけ近かったんですけども、４位からそうやっ

たんですが、ただ去年あたりはもう８位とか７位

とかやっぱり故障者が多いと、それともう一つは

層が薄い。３人の強化選手だけではなかなか持っ

ていけないというふうなのが現状です。しからば、

強化選手がいなかったらどうなるかというと、チ

ーム編成そのものも難しいんではないかなという

ふうな……ちょっとしゃべり長いか。 
   （「いいです。短めで。基本さえ 
     聞けばいいです」と呼ぶ者あ 

         り） 
髙橋榮一郎市長 そんなことで、あとは生涯スポー

ツは、これはもう長くやっぱり健康のためにも、

あるいは趣味を生かすためにもやるというふうな

ことになります。じゃ、今後はどうするのだとい

うふうなもうちょっと予算をつけてやるのか。や

っぱりスポーツが振興することによって地域全体、

例えば学校にしても地域にしても意気が上がると

いうことは、これは事実なんで、これについては

縦断の強化策じゃないんですが、やはり可能な限

りこれは応援していきたいなというふうに思いま

す。 
  まず、じゃこのスポーツに関してはこんなとこ

で。簡潔。時間ないからね。感想だから。 
  次は、合併と、それから50周年。 
   （「60」と呼ぶ者あり） 
髙橋榮一郎市長 50周年のときもあのときも説明さ

れたとおりで、あれが引きずってきているのが、

つながってきているのが協働、今も協働をうたっ

ておりますが、それがずっとあのまんま生きてき

ているのかなというふうに思います。これは、今

後も生かしていきたいというふうに思います。 
  合併、これは経過は省略いたします。重々承知

の上なんで、省略いたします。私も一時あそこま

で来てやれるとこはやるということで某町とあそ

こまで行って、最終的にだめになって、少し感情

的なこともなりました。なぜかというと、理由が

新庄が財政的に苦しいからやらないというふうな、

そういうふうなことを言われたんで、じゃ、新庄

強くなって合併してくれというふうになるまで頑

張ろうじゃないかと、かえってばねにさせてもら

いました。今御承知のとおりだんだん、だんだん

いい方に向かっていると私は……そんな笑わない

でください。そう思って、あと一、二年が正念場

と言っていますけども、そんなんで頑張っていき

ます。 
  じゃ、今後どうするのかと、確かにこれからは

やはり１つの固まりになっていかないと地方自治



体は生きていけない。小さければ小さいほど生き

ていけないというふうに思います。最終的にはや

はり合併をしていかないといけないというふうに

思いますが、前にも申し上げましたけども、前回

はやはり私の方から申し出た経過もありまして、

かなりハードルは低くしたんですけども、やはり

これからはある程度のハードルを設けて、そして

お互いに納得できるような形でないと進められな

いんじゃないかというふうな思いでおります。で

すが、合併は将来的には必要だというふうに思い

ます。軽々にこちらの方から、何でもいいからし

てくれというふうなことではないというふうに思

っております。 
  じゃ、ちょっと一休みさせてください。 
星川 豊委員長 ただいまから10分間休憩します。 
 
     午後 ２時０６分 休憩 
     午後 ２時１７分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 
  先ほど途中でやめましたので、市長髙橋榮一郎

君……それでは、佐藤 隆委員。 
１２番（佐藤 隆委員） 予算に関係ないと言われ

たので、失敗したな、市長の施政方針でやればよ

かったなと思いました。 
  再質問はありません。最後に、お礼を述べさせ

ていただきたいんですが、大変長い間議員の皆様

方にはいろいろお世話になりまして誠にありがと

うございました。また、就任以来22年以上市長に

はまた大変お世話になってありがとうございまし

た。年々かわりますけれども、課長様方の多くの

人方にも大変お世話に、また数多い職員の方にも

大変お世話になりました。新庄市が財政再建一日

も早く計画どおりに進み、思い出話に一日も早く

なるように心から念じて質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 委員長、髙橋榮一郎。 
星川 豊委員長 市長髙橋榮一郎君。 

髙橋榮一郎市長 佐藤委員から今期限りでの勇退に

ついての思い入れのお話がございました。本当に

長い間大変私個人的にも、それから市の課長をは

じめ職員も大変お世話になり、ありがとうござい

ました。おかげさまで22年前のことを考えると、

やはりいろんな面でプラス面もかなりあったとい

うふうに思います。これからもぜひ我々も頑張っ

て、ひとつやっていきますので、今後は議員とい

う立場ではないと思いますが、どうぞひとつ今後

もいろんな面で御支援お願いしたいというふうに

思います。 
  なお、先ほど駅伝の順位を私４位というふうに

勘違いして申し上げましたけども、３位でござい

ましたので、ひとつ御訂正をお願いしたいという

ふうに思います。本当に長い間御苦労さまでござ

いました。 
星川 豊委員長 ほかに質疑ございませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 ほかに質疑がございませんので、

歳出についての質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  討論の通告がありますので、発言を許します。

反対討論として佐藤悦子委員。 
   （１番佐藤悦子委員登壇） 
１ 番（佐藤悦子委員） 日本共産党を代表いたし

まして、一般会計に反対討論を申し上げます。 
  まず第１に、評価すべき点ということで今年度

予算で特によかったなと思っているのは、１つは

乳幼児の予防接種が無料化されることです。最上

郡内の町村に比べて予防接種負担が重いことから、

お母さんたちを中心に要望があったものです。小

学校６年生までの６種11回、１回当たり1,200円の

負担がなくなることは、予防接種を受けやすくな

ることになり、大変よいことだと思います。 
  ２つ目は、借りかえの実施により利払いが節約

になるということです。予想される節約をお聞き

したところ、一般会計で約368万円、下水道会計で

680万円とのことで、さらに高い利息を安い利息に



切りかえて節約を図っていただくよう重ねてお願

いをいたします。 
  さて、２点目に国の政策による今年度予算の大

きな問題点を申し上げます。１つは、定率減税の

廃止です。99年に課長さんだかがちょっと間違っ

て言っているんじゃないかと思うんですが、実は

これは恒久減税として大企業減税（法人税率の引

き下げ）と金持ち減税（所得税の最高税率の引き

下げ）とともに実施されました恒久減税として行

われたものです。史上空前のもうけを上げている

大企業や金持ちの減税は温存、そのままだそうで

す。庶民にばかり増税する内容となっています。

市の住民税、市の課長さんの話で住民税の増税は

6,200万円だということです。所得税から住民税へ

の切りかえにより、住民税の金額が跳ね上がり、

去年以上の住民の不満が市役所に向けられるとき

に、さらに定率減税の廃止が加わることになりま

す。３年間の経過措置の対象者は、06年に比べて

４倍近くになる場合があり、驚く人が出ることが

予想されます。これら増税について、東京新聞04

年12月16日付では、増税について公明党メンバー

の一人はうちが言い出しっぺだからと力なく笑っ

たと報道されています。 
  ②として庶民増税の一方、大企業と大金持ち減

税が行われます。03年から始まった株式配当所得

と株式譲渡所得への課税軽減、つまり株を持って

いる人と株で儲けた人の所得税率が20％から10％

へ軽減されるという欧米にはないほどの超金持ち

減税が１年延長されることになります。株式譲渡

所得減税の恩恵を受けるのは、株で5,000万円以上

儲けている人わずか１万2,000人、これは株関係者

の４％に当たるほんのわずかな人ですが、この人

が恩恵の65％を占め、１人当たり１億4,000万円の

譲渡所得を得て、減税額は１人1,400万円の減税に

なるということです。配当について言えば、例え

ばサラ金大手の武富士創業者一家は38億4,000万

円もの配当所得で、減税額は３億8,400万円もの大

減税です。アメリカでもこの場合は20％という税

率です。日本は、欧米にはないとんでもない超大

金持ち減税国で、国全体でその超大金持ち減税は

１兆円にも上ります。また、大企業への減税では

減価償却制度の見直しで国、地方合わせて7,361

億円にもなります。先ほど言った定率減税の廃止

による庶民増税は１兆7,000億円ですが、その増税

分そっくり株で大儲けした大資産家や大企業減税

に回されることになり、逆立ちした政治そのまま

だと言わねばなりません。 
  ３つ目として、貧困と格差拡大を広げる社会保

障の改悪です。特に生活保護の母子加算が16歳以

上の子供のいる世帯が今年度から廃止です。08年

度から15歳以下の子供のいる世帯も廃止される方

向とのことです。病気などで働けない世帯は一方

的に削減されます。母子世帯は苦しくなるだけで

す。母子家庭へ支給される児童扶養手当給付金も

削減です。その国の平均所得の半分を国際的に貧

困ラインとしているということです。その貧困ラ

イン以下での所得しかない家庭の子供の割合が日

本では14.3％で、先進国平均を上回っています。

中でも働く母子家庭、ひとり親家庭の中の貧困ラ

イン以下の家庭で暮らす子供の割合は日本は６割

です。ＯＥＣＤの中で飛び抜けて高い状況です。

児童扶養手当の削減は、母子家庭の子供の貧困を

さらに悪化させることは明らかです。さらに、生

活保護の母子加算の廃止について、福祉事務所長

は公平性確保ということを何回か言ったように思

いますが、２点、まずほかの母子世帯と比較して

ひとり親世帯140万人いるそうですが、その６割が

貧困だという点です。２点目は、さらにほかの生

活保護世帯と比べてということですが、育ち盛り

の子供の食費、成長に合わせて毎年着るものを買

わねばならないという被服費、これは母子世帯と

かの生活保護世帯、貧困世帯にとっては恐怖であ

ります。これは、大人だけが住む世帯では考えら

れない子供を育てるための必要な経費です。母子

児童扶養手当、母子加算という２つの命綱を断ち

切ろうという冷酷無情と言う他ない政治です。国



民の生存権を侵害するものとして中止を強く求め

ていただきたいと思います。 
  ④として、国民保護計画は問題です。住民を避

難させるどころか、アメリカの戦争に自治体住民

を協力させる内容だと思います。イラクの状態は、

アメリカが50兆円と聞きましたけれども、もの軍

事費を使っても何の解決にもならないことを示し

ています。憲法９条を守り、発展させ、国際連帯

の力でこそ紛争解決、テロ解決の道です。 
  ⑤としては、自衛官募集業務３万3,000円あるよ

うですが、これも平和都市宣言をしている新庄市

の立場とは相入れないものだと思います。 
  そして、最大の反対の理由として、３番目なん

ですが、住民の福祉増進が地方自治体の本来の仕

事であるのに、福祉切り捨て政策になっていると

いうことを言わねばなりません。最近日本共産党

として市民アンケートをいただいており、そこに

市民の皆さんから多くの意見をいただいておりま

す。その意見を申し上げますと、生活が苦しくな

った、よくなっていないという方がアンケートに

答えた方の93％にも上っています。そして、改善

を求めるもののナンバーワンは国民健康保険税の

引き下げ74％、介護保険料の引き下げ65％、医療

費の負担軽減59％、県立病院の充実57％、中学校

給食の実現45％、老年者控除の復活という減税要

求44％です。市民の声として寄せられたのは、福

祉切り捨ては絶対に許せない、安心して新庄で暮

らしていけない、不安だ、知的障害者の働く場所

を切に希望する、またまちを壊して不必要な道路

をつくらないでほしい、もっと福祉に予算をとっ

てほしい、議員の報酬を削減して調査費はやめて

ほしい、市三役の人件費をもっと削減すべき、市

長の退職金2,500万は多過ぎるなどです。これらの

これからの市政運営に反映させるべき貴重な意見

だと思うのです。 
  15年度、４年前と福祉の比較をしてみました。

そうしましたら、大幅に福祉が後退しておりまし

た。例えば障害者の紙おむつ支給の金額が15年度

実績と今度の予算と比べてマイナス６万7,503円、

それから福祉タクシー利用券、これも15年度実績

と比べて何と218万9,390円、給油費の助成券は今

年度の予算になくなっておりましてマイナス14万

6,000円、身体障害者、重度身体障害者の移送サー

ビス利用券はマイナス75万6,950円、人工透析患者

通院助成は、これはなくなりましてマイナス25万

8,960円、高齢者の食事サービス、これもなくなり

ましてマイナス90万2,300円、高齢者の通院タクシ

ーバス券は何とこれは大きいです、マイナス550

万1,990円、はりきゅうマッサージの助成はこれも

なくなりましてマイナス86万4,000円、除雪サービ

スは上がっております。紙おむつ支給は、これも

減っておりますが、ちょっと計算しておりません

でした。寝たきり老人移送サービスはなくなって

マイナス245万1,140円、いきいきデイサービスも

なくなりましてマイナス310万円、これらを15年度

の実績並みに復活するという立場に立てば、必要

な金額を計算してみると1,870万8,000円というこ

とになりました。これを復活できたのではないか

と私は考えます。財源として何を考えるかという

ことですが、投資的経費の道路事業の新しくつく

る道路事業の市負担、計算してみるとふるさと農

道資金などの市債を含めて市負担は１億4,390万

円でした。この新しい道路建設を中止して、凍結

して福祉の復活に向ける立場に立てば13％で復活

できたんです。道路事業の削減と議員報酬２割削

減、市長をはじめ三役の退職金削減などによって

国保税や介護保険の負担の軽減なども考えること

ができたと私は考えます。そういう点で反対討論

といたします。 
  以上です。 
星川 豊委員長 賛成討論として石田千與三委員。 
   （１９番石田千與三委員登壇） 
１９番（石田千與三委員） それでは、私の方から

平成19年度一般会計予算賛成討論を行います。 
  議案第21号平成19年度新庄市一般会計当初予算

について賛成討論を行います。平成19年度は、本



格的な税源移譲があり、地方の財源は地方が確保

するという新しい地方財政の幕あけの年でもあり

ます。19年度の地方財政対策では、地方交付税、

臨時財政対策債及び減税補てん債が削減、廃止さ

れ、その分を地方税が増となって、地方一般財源

としては18年度並みを確保したとされております。

しかしながら、本市の場合一般財源が２億円減と

なるなど、予算編成におきましては大変苦労して

策定したのではないかと推測しております。 
  さて、一般会計予算の総額でありますが、130

億8,500万円で、18年度に比べますと１億5,000万

円、1.1％の減となっており、８年連続のマイナス

で、厳しい財政状況が続いていることが見受けら

れます。歳入では、税源移譲に伴い市税が増とな

っておりますが、ほかの一般財源である地方譲与

税、臨時財政対策債、減税補てん債及び地方交付

税が減となり、全体の一般財源を減少させており

ます。歳出について言えば、各款ともほとんど前

年度より減となっており、このことから本市の財

政健全化対策が如実に反映している予算となった

ことがうかがえます。予算額が年々減少しており

ますが、その中でも評価できるものとして市営バ

スの運行や夜間休日診療所の運営、さらに予防接

種における個人徴収金を無料にするなど、市民に

直結した新たな施策の展開がございます。しかし

ながら、昨年末から盛んに本市の財政状況を不安

視する報道が数多く行われ、我々議員をはじめ新

庄市民は非常に不安に感じております。今後は、

財政再建計画の確実な推進を図り、一日でも早い

健全財政の復活を目指していただきたいと願うも

のであります。このため、限られた予算や人員で

住民福祉の向上に取り組んでいくためには、簡素

で効率的かつ機能的な組織を構築することが肝要

で、なお一層の行財政改革を進めていくことが一

番大切なことと思います。ぜひこの厳しい状況を

できるだけ早く克服し、新庄市の輝く未来に明る

い展望を切り開いていただきたいと念願します。 
  最後に、平成19年度予算につきましては、今議

会の議員各位からの意見や提言に耳を傾けていた

だき、今後の施策に知恵と工夫を結集し、市民本

位の予算の執行を御期待申し上げ、賛成討論とい

たします。（拍手） 
星川 豊委員長 以上、討論の通告者は２名であり

ます。 
  他に討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 他に討論なしと認めます。よって、

討論を終結します。 
  これより採決いたします。 
  議案第21号平成19年度新庄市一般会計予算は原

案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 
   （賛成者起立） 
星川 豊委員長 起立多数であります。よって、議

案第21号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 
 
 
     散      会 
 
 
星川 豊委員長 本日はこれまでとし、３月13日火

曜日午前10時より予算特別委員会を再開いたしま

すので、御参集願います。 
  本日はこれにて散会いたします。大変御苦労さ

までした。 
 
     午後 ２時４０分 散会 
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     開      議 
 
 
星川 豊委員長 それでは、早速予算特別委員会の

方に入りたいと思います。ただいまの出席委員は

23名、欠席通告者はありません。なお、本日は農

業委員会より会長職務代理者の斉藤純一君が出席

しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
  それでは、昨日に引き続きまして予算特別委員

会を開会いたします。 
 
 
  議案第２２号平成１９年度新庄市 
  国民健康保険事業特別会計予算 
 
 
星川 豊委員長 議案第22号平成19年度新庄市国民

健康保険事業特別会計予算を議題といたします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。御異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 別に異議なしと認めます。質疑あ

りませんか。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 131ページの１の１の国民

健康保険税の調定見込みということで92％という

のが載っております。これは、18年度現在のこと

を反映している内容だと思われますが、滞納世帯

の状況、それからそれに対して短期保険証の発行

の状況、それから保険証取り上げ、資格証の発行

ということになるわけですが、その状況などにつ

いて現在どういうことになっているのかお知らせ

いただきたいと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 

鈴木吉郎税務課長 国民健康保険税の滞納というふ

うなことですけども、平成17年度におきましては、

これは件数ですけども、約2,200件ほどの滞納繰り

越しの件数がございます。今18年度の見込みとい

たしまして、約2,600件ほどの件数を見込んでいる

ところでございます。 
  以上でございます、滞納件数につきましては。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 短期被保険者証と資格証明書の

交付の状況ですが、一番 近の審査会は２月に行

ったところですけども、短期被保険者証について

は292世帯、資格証明書については82世帯に対して

交付しております。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 今健康課長さんの方から

資格証の発行が82世帯だとお聞きいたしました。

ということは、国民健康保険証を取り上げられて

いるということだと思います。これをやめていた

だきたいと私は思うわけです。保険証の取り上げ

による重症化が、３年間で日本共産党の調査によ

れば930件にも上っているということです。そうい

う意味では、取り上げは重症化を招くことになる

と思いますが、その点についてどうお考えでしょ

うか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 資格証明書の発行は、御存じの

ように１年間国保税未納のあった世帯に対して行

う処分でして、重大な不利益処分というふうにも

認識しております。そういう観点から、助役を長

とします審査委員会において１件１件審査の上で

そういった措置を行っているところです。資格証

明書発行に伴ってその病気が重症化するという実

例、まだ新庄市の被保険者においては把握してい



ませんけども、税の納付の公平性を確保していか

なければならないという観点から、法に基づいて

交付については今後も続けたいと、続けるべきで

あるという考えでおります。９割以上の方が苦し

い家計の中から納入いただいているわけですから、

そこには定められた適切な措置はとらざるを得な

いというふうに考えています。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 新庄市では、今の資格証

の発行の審査の中身の中で乳幼児、高齢者、それ

から病気の方がいる場合は短期ですが、発行して

いると聞いていますが、その点はいかがでしょう

か。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 資格証明書の発行については、

先ほど申し上げたような認識で慎重な取り扱いを

しているところです。年４回審査会あるんですが、

国民健康保険法に基づいて特別な事情があると認

められた者、これはもちろん発行しておりません

し、市町村の裁量で認められるぎりぎりのところ

まで配慮をして実態を踏まえた上で取り扱ってい

るつもりでして、例えば何度連絡しても何の音さ

たもないとか住所があるけれども、居住実態がな

いとか、あるいは医者にかかったとき払うから保

険税は払わないといった確信犯とか、言い方は悪

いですけども、そういった方々については、やっ

ぱり資格証明書発行という措置が適切だろうと思

っております。そういう市として認められるぎり

ぎりのところまで配慮しながら、１件ごとに審査

を行って慎重に取り扱っているつもりであります。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 乳幼児あるいは高齢者、

それから病気がいる人がいるということが明らか

な場合は、資格証にはならないと聞いているんで

すが、その点についてはいかがですか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 レセプトなどを点検して、現に

医療を受けている方、あるいはまた未就学児童の

いる世帯については、資格証は発行しておりませ

ん。この点については、新庄市が独自に定めた基

準に基づいて、許される範囲という先ほど申し上

げた内容がこれに当たります。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 乳幼児あるいは病気の人

が必ずいるということが明らかな場合には、資格

証にはしないという点は大変すばらしい努力の結

果だと、全国的にも日本共産党としては新庄市の

あり方はすばらしいということで取り上げて評価

しております。高齢者についてはどうでしょうか。

高齢者の場合は、やはり医者にかかり易いといい

ますか、そういうことがあるわけで、こういう方

の場合には前のように資格証にはしないように努

力すべきだと思うんですが、どうでしょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 高齢者につきましても老人保健

法、老健該当者というくくり方ですが、そういう

形で資格証の対象にはしておりません。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） そういった点については、

全国的に見ても新庄市としては頑張っているんだ

なということを改めて認識しております。しかし、

その他の先ほどの例を挙げて、いわゆる悪質かな

と思われる方に発行したという話なんですが、82

世帯が発行されている、資格証になっているとい

うことであります。その方の実際を考えますと、

健康保険証がないということになれば、全額自己

負担となります。心筋梗塞で病院に担ぎ込まれた

場合大変な金額になります。保険証がない場合、



受診を控えるケースが多くなるのではないでしょ

うか。そういったケースを考える必要がないのか。

全国で重症化しているというのが明らかに930件

に上っているわけです。じゃ、生活保護を受けた

らいいんじゃないかというふうによくこっちに、

担当者に言うと言われるわけですが、生活保護の

医療扶助も大変厳しいわけで、それだけ受けると

いうのはできないというふうに言われております

し、なかなか受けられません。そういう意味では、

重症化するということはあるわけで、本人はその

ときは元気なつもりであっても、心筋梗塞とか突

然起きてきますから、そういうことを考えるとや

はり保険証がないということは大変なことだと思

うんですが、もう一度お願いいたします。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 心筋梗塞の例が出されましたけ

ども、そういった例えば救急車で運ばれるような

ケースは、それは医者にかかれるかかれないの問

題でなくて、かかった医療費を払えるかどうかの

問題に移るんだろうと思いますけども、要するに

今病院の未納問題も大変大きな問題になっていま

すけども、資格証明書の交付、要するに通常の保

険証がないということで医者にかかりにくいとい

うのは、確かに保険証がなければ医者にかかるの

は抵抗あるかと思いますが、例えば全額納付にな

らなくても納付意欲の認められるもの、弁明書提

出などでそういったことが認められるもの、また

は極端な話、3,000円とかそういう納付であっても

納付意欲が認められれば資格証明書は発行してお

りませんから、何年もわたって1,000円も払えない

という人には、私は資格証明書は出すべきだと思

っております。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） ただいま納付意欲、それ

から弁明書、こういう丁寧な対応があれば資格証

にはしないという、こういうお答えであったこと

についてはありがたいなと思っております。ぜひ

そういう立場で市民の立場に立って、なるだけ資

格証にはならないように市の側からの努力をお願

いしたいものだと思います。 
  この国民健康保険税についてなんですが、こう

いった払えない未納だけでなくて、払っている

方々の中でも国民健康保険税が高過ぎて払えない

ということに新庄市でもなっているのではないか

ということについてお聞きします。例えば40歳代

の夫婦と子供２人の世帯で年間280万円の所得が

ある自営業者の場合、国民健康保険加入者の中で

所得280万円というのはかなりいい方のようであ

ります。その方の場合ですが、考えてみても国民

健康保険税計算してみますと43万4,700円、これは

市内の固定資産税を平均的に９万7,000円払って

いると、こう仮定した場合です。平均が９万7,000

円ですから、そこから固定資産割も出てきての国

民健康保険税であります。ここから所得税は４万

410円だそうです。住民税は６万1,800円だそうで

す。そして、さらに国民年金が33万1,200円。これ

を引きますと、この方の場合183万5,000円です。

月平均15万3,000円で、４人が暮らしていることに

なります。皆さんに御想像いただきたいんです。

新庄市の国民健康保険税が高過ぎるために、こう

した貧困と働いても働いても貧しいというワーキ

ングプアをつくっているのではないでしょうか。

これは、国民健康保険税加入者の中でも比較的裕

福に見られるような所得の状況の自営業者です。

それでも、４人が15万3,000円でボーナスもないと

いうことで暮らしていることになるわけです。そ

うしますと、やはり国民健康保険税が非常に高過

ぎる、こういうことに新庄市がなっているんでは

ないか。これについて御見解をお聞きしたいと思

います。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 新庄市の国民健康保険税につい



ては、平成15年度と16年度に改定しました。かな

り14年度当時の状況は、国保財政の運営としては

危機的な状況と言ってもいいようなところにあっ

たわけですが、おかげさまで破綻とか危機とかと、

そういった表現はしなくていい状況に至っていま

す。確かに新庄市の国民健康保険税、県の平均か

らすれば若干高い方ではあります。ですけども、

17、18と税率については据え置きまして、来年度

についても国保運営協議会の審議などもお願いし

た上で据え置くということで、何とか今のままで

維持していきたいというふうに考えています。 
  下げるべきではないかというようなお話でした

けども、現在の医療費の動向からすると、とても

そのような状況ではありません。被保険者数は減

っていますが、１人当たりの医療費が増え、全体

的にはまだ増加傾向にありまして、医療費が増え

る、保険税収入は下がる。また、基金の積み立て

についてもなかなか思うように進んでいないとい

うことで、今の国保経営ぎりぎりの状態を何とか

維持しながら今言ったような基金積み立てなり税

収引き上げなり、こういったところに取り組むべ

き時期なんだろうというふうに思っております。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 市民の国民健康保険加入

者の生活状況というのは大変厳しい中ですが、今

の課長のお話によれば財政状況としては何とか今

のままで維持したいと思っているけれども、税の

引き上げなども考えねばならないかなという話に

なっているようで、市民の暮らしとは全く、市民

の今の大変厳しい生活をますます厳しくするよう

な税収引き上げにせざるを得ないだろうかみたい

な話も出ておりまして、大変だなというふうに感

じます。 
  132ページの３の国庫支出金というのがありま

すが、この割合は国保会計の中でどうなっている

んでしょうか。それから、133ページの５の県支出

金も県独自の市の国保会計への支出などはあるの

かお聞きします。なぜかということですけれども、

1984年度の国民健康保険加入世帯の平均所得は

179万円でしたが、2004年度は165万円に減少して

います。一方、１人当たりの保険税は1984年度は

３万9,000円と低く抑えられていたんですが、04

年度は１人当たり７万9,000円と倍加しておりま

す。多分新庄市もそうだと思います。その理由は、

国庫補助の削減にあるんではないでしょうか。国

の負担割合を49.8％から34.5％に削減したことが

一番大きい国民健康保険税が異常に上がっている

状況になる原因だと思うんですが、どうでしょう

か。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 国庫支出金減額毎年続いており

ますけども、確かに療養給付費の負担金あるいは

介護納付金の負担金については、従来保険給付費

の40％だったものが低減されて34％というような

状況になっております。こういった全体的な財政

の維持等から昨年改正されましたさまざまな形の

医療制度改革が行われたわけでして、これにつき

ましては国民医療費総体の抑制をどう図るかとい

ったところを主眼にして、また各市町村ごとの国

保財政をどう共同化、一本化していくか、その道

をどうつけるかといったところが大きなポイント

でありますけども、こういったいろいろな改正が

医療費の伸びもある程度は抑制効果を及ぼしてお

りまして、今お示ししております来年度の新庄市

国保の予算においても医療費としては全体で１％

の伸びというふうに推計しての予算を組ませてい

ただいております。伸び率としてはかなり鈍化し

たと言えます。こういった医療費を中心にした、

支出のほとんどを占めます医療費を中心とした健

全化を図りながら、そういった税率の抑制なども

あわせて考えていかなければならないだろうとい

うふうに思っております。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 



１ 番（佐藤悦子委員） ただいま課長さんのお話

からも国庫補助が大幅に削減されたことがこの国

民健康保険税を上げざるを得ない、高くせざるを

得ない、払えないほど高いような状況にせざるを

得ない原因になっているということはお話あった

ように思います。そこで、国に対して国庫負担の

増額をやはり求めるべきだと思いますし、さらに

県としても県民の医療を守る安心で安全な山形県

にするという意味でも、医者にかかり易いように

するためにも各市町村の国保を守る立場から、県

独自の負担増を求めるべきだし、さらにそれだけ

では足りない部分については市独自の、市として

も新庄市民の医療を守るという立場から市独自で

も負担しながら国民健康保険税を引き下げていく

必要があると思うんですが、いかがでしょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 国、県、市の負担増あるいは支

援という形で税を引き下げてはというお話ですけ

ども、市の一般会計からの繰り出しについては、

ほぼルールどおりに国保会計に繰り出していただ

いております。また、国が減って県の分が増える

という構図にはなっています。いわゆる財源移譲

に伴いまして、そういった流れで県の責任も国保

においては増しております。国に対しては、今年

度の市長会の要望としても市長会各種要望事項の

中でもトップの方で国保制度等に関する要望とい

うことで要望書を提出し、国の負担、関与の仕方

について運動を展開しているわけですけども、例

えば要望書の中では高額医療費共同事業あるいは

保険基盤安定制度及び財政安定化支援事業につい

ては国の責任において国保関係予算の所要額を確

保することということで、具体的な数字も盛り込

みながらの要望活動を展開しております。国の制

度自体を変える取り組みとしては、国、県、市町

村一体でそれぞれの立場で考えていかなければな

らないわけですけども、制度改正そのものについ

ては新庄市が単独でということよりは、そういっ

た６団体なり市長会を中心にした運動に市もきち

んと参画していくというようなことになろうかと

思っております。 
  なお、一般財源の繰り入れということについて

は、やはり他の医療保険に加入されている方も市

民全体の多数を占めるわけですから、ルールを越

えた分の一般財源から国保会計への支援というこ

とについては、これもまた慎重に取り扱わなけれ

ばならないというふうに考えています。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 市独自の減免も必要では

ないかということに、国保税についてです。特別

の理由があると市長が認めた場合などとして、現

場の裁量で柔軟に対応している市町村もあります。

新庄市でも必要なのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 国保の減免につきましては、条

例にもございます。それらの条例に基づいて対応

していくというふうなことでございます。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 条例であるのですが、ど

うしても条例の中から越えた、特にもっと少ない

ずっと低所得という場合について、やはり柔軟に

職員が対応できるように考える必要があるんじゃ

ないかと思うんですが、どうですか。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 税務課においても一応税の相談、

当然申告相談等も行っておりますので、それらに

ついても御相談にうちの税務課の方においで願い

まして、いろいろと担当者等とお話し合いをして

いただければ、うちの方も条例に基づいた形で対



応していきたいというふうに考えているところで

す。 
  以上でございます。 
星川 豊委員長 時間です。他に質疑ございません

か。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） さっき税務課長が人数だ

けおっしゃったんですけど、歳入の部分の国保税、

131ページ、ここの滞納額はどのぐらいになってい

るか、ちょっとお知らせ願いたい。 
  それから、141ページの保健事業、６款の人間ド

ック等検診業務委託料とあります。国民健康保険

の加入者にはドック受けるときに補助金が１人

2,000円だったかな、あるわけです。これで受けて

いるんですが、現在何人ぐらいこれの恩恵をこう

むっているか、ちょっと数字をお知らせ願いたい

というふうに思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 滞納額につきましては、18年度

についてはまだ見込みというふうなことでござい

ますけども、約２億8,000万ほどになるというふう

な見込みを今現在立てておるところでございます。 
  以上でございます。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 141ページの人間ドック等検診

業務委託料につきましては、老人保健に該当する

いわゆる一般の基本健診、人間ドックとは別に30

代の若年層の方にも人間ドックをなるべく受けて

若いうちからの自らの健康管理というものに気を

つけていただこうというような趣旨でやっており

まして、毎年100名程度です、ここにつきましては。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 全国的に医療費問題、社

会福祉も絡めてですけれども、毎年増額の傾向に

あるわけで、一方また国保税、年金も滞納者が逆

に増えてくるというふうなことが報じられており

ます。毎回健康保険には保険証の取り上げをやめ

ろというふうな声がいつも出てくる、同じことが

出てくるわけですけども、社会全体こう考えてみ

ますと、委員も忘れて権利だけ主張するというふ

うな傾向が非常に強くなってきているというふう

に私は見ております。それで、一方堅実な納税者

がたくさんおるわけで、そちらから眺めてみます

とどうも不公平感が生じるんじゃないかというふ

うに思います。 
  税というのは、やはり基本的な部分が発生しな

い限り納税ということになってこない。要するに

収入がない、財産がないというときには、それ相

応の税ということで、そんなに無理に納税の義務

が発生してこないというふうな仕組みになってい

るはずなんです。 低限の義務を果たさずに権利

だけ前面に出してくるというのは、私は理屈に合

わないというふうに思っています。そんなことか

ら、この問題がしょっちゅう出る度にもう少しは

っきり言って具体的にこの線はだめなんだと言い

切ってもらいたい。毎回出てくる。その線が出な

い限りは言われるわけで、私はもっと市の担当者

として、税務課も同じですけれども、これはもら

わなきゃならない。だから、そういうふうに２億

8,000万も滞納が増えてくる。もう少し税に対して

もっと敏感になるべきじゃないですか。ずるずる、

ずるずるでなくていただくものを徹底していただ

くということにしていかないと、だんだん、だん

だんこれ増えてくるんじゃないかというふうに私

は想像しております。繰り返し繰り返し、いいで

すか、健康課長、ならないように、この線だった

らこれが適用になる、ここだったらだめなんだと

言い切ってもらいたい。しょっちゅう毎回出るん

ですから、あなたも答弁するの楽でないでしょう。

線をもう少し、審議会もあるんですから、その辺

で検討してしっかりときっちりとしたものを市と

して対応できるようにつくっておいていただきた



いというふうに思っています。 
  それから、予防医療、予防介護というふうな言

葉がしょっちゅう出てきております。それで、ド

ックもなるだけ多くの市民が病気にかからないよ

うに、事前にやはり自分の体というものを知って

おいてもらいたいと私は思います。かかってから

ですと、この健康保険税もだんだん、だんだん税

率を上げて余計もらわなきゃならない。これは当

たり前のことで、事前にもう少し補助を上げてで

も多くの市民が病気にならない、老人もなるだけ

長命で健康な老人になるようにこれから対応して

いくべきだと。それを徹底していかなきゃならな

いと私は思うんです。ドックも年齢を問わず補助

率を上げて、もう少し広く呼びかけるべきだと私

は思いますが、市としての今後の考えあったらお

聞かせいただきたいと思います。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 治療から予防へという転換を今

図っているところで、まだ途中段階にはあります

けども、そういう観点からいいますと新田委員御

指摘のとおり、人間ドック等についてさらに受診

率を高めたいというふうに考えております。なか

なか数字が高まらないでいるのが実態なんですけ

ども、ただ年齢を問わず補助も引き上げてという

ような具体的なところは、今回の19年度の予算の

中においてもありませんが、現行の補助なり対象

者について受診いただける方増やすように努力し

てまいります。そういうことで、予防重視という

考え方で平成20年度からかなり検診のあり方等に

ついても変わっていきます。19年度においてその

内容をいろいろ市町村としても検討していかなけ

ればなりませんので、御指摘を踏まえて今後予防

についての普及、そして実績が伴うように頑張っ

ていきたいと思います。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） この同じページに健康づ

くり推進事業費というふうにうたっていまして

184万3,000円というふうな、私から見れば微々た

る事業に予算をつけているわけですけども、今ま

で申し上げたように思い切ったことをやらないと

だんだん、だんだん給付の方が増額になってくる

と。半端にちびりちびりやってもこれ効果はない

んです。逆に大きくこの方に予算を設けてやれば、

私は給付の方がぐっとより以上に効果が出てくる

と、減るというふうに予想しています。夜間診療

もいいんですけども、受け入れの方にだけ目を向

けないで、こっちの予防の方に徹底してやってみ

たらどうですか。絶対私はくると思います、効果

は。看護師も不足、医師も不足と全国で言ってい

るんですけども、かからなければ要らないんです

から。そうでしょう。理屈からいえばそうなるん

です。だから、予防を徹底して、若いうちから自

分の体をしっかりと知っておくということが も

大事だと。これ保険事業の適正化をうたっていく、

または健康保険証の取り上げなんていう問題も生

まれなくなるんじゃないですか、これを徹底して

やれば。私は、そういうふうに信じています。こ

れからおいおいやるような健康課長のお話ですが、

どうかひとつ関係者一同そういうふうに視点を変

えてやっていただきたい。 
  以上です。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 
２４番（金 利寛委員） １点だけ。134ページの繰

り入れですが、一般会計からの繰り入れ２億4,494

万円、前年度比で3,679万増えているようでありま

すが、税の公平性、先ほども言いましたけども、

全然納めないで弱者に云々ということは、税の公

平性にして著しくおかしい、そこのところをはっ

きり言っていただかなきゃだめだというのが１点

と、16年、17年に値上げして、18年、19年何とか

大変な状況の中でこうやってやっているという状

況も踏まえて、今この国保の加入の全部の世帯か



ら割れる比率、何％ぐらいでこれぐらいの繰り入

れは妥当なのかどうなのか。どういうふうに考え

られているのかという点もまずお伺いします。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 世帯数で言いますと国保は約４

割を占めるわけですが、そういった中で一般会計

からの繰り入れというのもやっぱりきちんとした

ルールに基づいて行うべきであります。そういう

ルールに基づいての134ページの額でありますけ

ども、それぞれの項目、軽減分、支援分、出産分、

それから事務費分、それぞれについて一般会計か

らはかなり努力をして国保としてはいただいてい

るという認識は持っております。 
  これに関連して、滞納世帯の措置の件でありま

すけども、先ほど佐藤委員からの質問に対してお

答えしたような考え方で、例えば資格証の発行の

基準であるとか短期被保険者証の交付の基準であ

るとかそれぞれありますけども、市町村の裁量部

分も十分に活用しながら実態に応じて、先ほども

言いましたが、納付意欲とか、それから事情等を

十分に勘案して悪質といいますか、納付意欲が認

められないというものについてはきちんと交付を

し、税務課とともに納付指導も行っているところ

です。 
  明確にということでありますけども、基準に沿

った形で１件１件内情審査ということですんで、

必ず基準等の明文化をした形での明確なもの、そ

してそれの公表ということにはなりませんが、国

保加入者以外から見ても公正さが確保されるよう

な取り扱いはしておりますし、今後も続けていき

たいと思っております。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 
２４番（金 利寛委員） 私も国保税を納めており

ますが、７期に分けて１回に大体７万以上納めて

います。年に１回ぐらい病院にかかるかかからな

いかです。そういうような観点で、やっぱり他の

人方のいろんな部分の人方も網羅されながら相互

扶助というか、そういうような観点でとらえてい

ますけれども、弱者に対しては金を納めなくたっ

ていい、そして国保税も下げろ、こういうふうな

ことは税の公平性からいっておかしいでしょうと

私は思うのですけど、この点はっきり言わないと

いつも同じ質問で同じ状態で、さも国保がいろん

な云々の努力されることが全然わからない上でし

ゃべっていられると著しくおかしな話だと、こう

思うのですけど、その点はそういうふうに思いま

せんか、健康課長の方で。16年、17年、本当は18

年も値上げせざるを得ない状況下を努力されてし

なかったわけでしょう。19年も何とかやりたい、

この状態の中でと、こういうふうな思いだったわ

けでしょう。その中でもう少し端的に言えば、私

金ないからと相手のものをとった、それでも罪に

ならないというところぐらいまでの話ですよ、税

の公平性からすれば。そのところをはっきり言わ

ないと、いつまでもこういうふうな問題で、さも

正論みたいなことと受けて、そうなんだなという

認識を他の人に与える。この点どう思いますか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 滞納者に対する措置あるいは国

保税の引き下げといったことについては、市とし

ての考え方先ほど申し上げたつもりでして、引き

下げについてはとても考えられるような状況では

ありませんから、金委員おっしゃるように引き上

げるのを何とかやりくりしてしのいでいるという

状況ですから、その説明もしたつもりですし、滞

納者の措置についても市としてとるべき措置はと

っていくという考えを示したつもりでありますけ

ども、言い方がややあいまいになった点はあるか

もしれませんけども、その２つの考え方は明確に

持っておりますので、改めて申し上げたいと思い

ます。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 



２４番（金 利寛委員） ですから、今も話言った

つもりですがというんでなくて、税の公平性から

するとすれば、先ほどのいろんな部分の国保税を

下げろだとか、こういうようなことは今の実態に

合わないのだということをきちっと言っていただ

かないと、まだ下げる努力があるのではないか。

一般会計からの繰り入れだって3,000万以上もま

た増やすような状態、新庄市の財政事情だって130

億で８年ずっと連続のマイナスの状態の中でのや

りくりやっているわけでしょう。その中でこうい

うふうにやっている状況の中で精いっぱいやって

いるんだということを言わないと、もっと国保税

下げろ、ない人に対してはただで資格証明書発行

なんかしなくたってそういうふうにしてかかれる

ような状態の市で頑張れ。これは、頑張ることは

いいかもしれないけども、実態に合わないわけで

しょう。そのところをしっかり言わないと、同じ

ことを同じ状態でさも得意げにそんなことあって

はならない部分を一生懸命頑張っているのにも言

われる状態は、甚だ聞いていても不愉快でなりま

せん。そのところをしっかり言わないと、努力さ

れているわけでしょう。私だって見ていて、客観

的にいろんな部分見ていたって、そうだな、頑張

っているなという状態思っているわけですから、

それ言わないでこうやってやっているんですよと

いうことをそういうふうに言われること自体がど

うなのかということだからお伺いしているんです。

頑張っているわけでしょう、今のこの２年間も国

保税上げないで。それをしっかりと言わないで、

ですからこういうような状態なんですということ

をきちっと言わないと、いつまでも同じようなこ

とでぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃなっている状況

に感じてならない。そこのところどうですか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
星川 豊委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 質問に対する答えとしては、わ

かり易くはっきり言っているつもりでありますけ

ども、ただはっきり答えたから同じような質問が

出ないかというとそうでもないような感じもしま

すので、そういったいろいろな国保税のとらえ方

なり滞納者のとらえ方なり、いろいろあるんだろ

うと思いますので、新田委員からも同様の御指摘

受けましたので、今後の答弁においてはさらにわ

かり易く明確に答えるようにいたします。 
２４番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 
星川 豊委員長 金 利寛委員。 
２４番（金 利寛委員） 明快にだめなものはだめ

としっかりと言っていただかないと、あいまいに

言われるともっと下げられるのかもしれないとい

う錯覚と誤解とを生じられては何とも大変困ると

思います。19年だって、本来は審査委員会の中で

は上げた方がいろんな状態でやれるんでないか、

これではもう綱渡りじゃないかというような話が

あったんです。その中でもなおかつやっぱり国保

の加入者に対しては申し訳ないからして頑張ろう

という部分の努力もやっぱりしっかりと言わない

と、そこのところわかんないでもう下げりゃいい。

もっとひどく言えば、自分はもう金がなくなった

からといってちょっとつまみ食いしました、これ

も許される話ですよ。仕方ないでしょうと、こん

な話の論理は不公平甚だしいでしょう。そこのと

ころもう一回しっかり言ってください、終わりま

すから。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 質疑なしと認めます。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 



  議案第22号平成19年度新庄市国民健康保険事業

特別会計予算は原案のとおり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） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
  ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１０時５７分 休憩 
     午前１１時０７分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  議案第２３号平成１９年度新庄市 
  交通災害共済事業特別会計予算 
 
 
星川 豊委員長 議案第23号平成19年度新庄市交通

災害共済事業特別会計予算を議題といたします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
２２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
星川 豊委員長 今田雄三委員。 
２２番（今田雄三委員） 148ページの１款の１目な

んですけども、今町内で一生懸命取り組んでいる

中であります。その中でちょっと気づいたこと

がありますんで、徴収方法についてお尋ねしたい

というふうに思います。この人数、２万3,000と

4,010という人数は、これは目標から見て妥当な線

であるのかないのか。 
  それから、もう一点は前回も集め方についてい

ろいろ指導がされてきております。その指導が大

変困難を来しているというか、解釈のしようによ

っては全然それを渡したきりでいいというような

状態にも受け取れますし、それを開封することが

こっちでやった場合、情報の方に触れるのか触れ

ないのかといういろいろあれを読む以上は難しく

考えられるわけです。そこで、今までどおり配付

して、そして入るか入らないかを聞いて、あとは

今までどおりの措置をしてどうなのかなというふ

うに思うんですけども、私の町内も前回よりは相

当の人数が減っています。ということは、前であ

れば１回行って、そして必ず入れるという意気込

みで隣組長さんも行っていますから、そういう中

でまだかまだかということで催促もしたんですけ

ども、あの文書ができてきてからやはり２回目、

３回目が踏み切れないという状況になっています。

そういう意味合いでは、減らしてもいいのであれ

ば差し支えないんですけども、やっぱり多くの人

が安い料金でお互いのこういう交通事故に対する

措置をした方がいいというふうに思っていますか

ら、前の状況に戻せないのか戻せるのか、そこら

辺ちょっとお聞かせください。あとこの人数の妥

当性についてもお聞かせください。 
田口五郎環境課長 委員長、田口五郎。 
星川 豊委員長 環境課長田口五郎君。 
田口五郎環境課長 区長さんにお願いしまして、共

済の会費を徴収していただく方法、個人情報保護

の観点から各世帯ごとに封筒に入れて取り扱う方

法に変えさせていただきました。従前ですと70％

を超える加入率がございましたが、年々下がって

おりまして、特に18年度については７月31日現在

で64.67％まで落ちてございます。今年度の人数予

測でございますが、ほぼ18年度並みを見込んで予

算化しているところでございます。金の集め方の

方法なんですが、当然担当課といたしましては区

長さんの負担軽減、また事務の効率化を図ること

は当然でございますけれども、何よりも昨今大事

にしなければならないことが個人情報の保護でご

ざいます。そういったことで、どうしても各世帯

の個人の情報に関わるものを区長さんの方に 初

からオープンしてお願いするということが現在で

きない状態になってございますので、御負担をお

かけいたしますけれども、やはり封筒を未開封の



まま加入促進の御協力を賜りたいというふうに考

えております。 
  以上です。 
２２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
星川 豊委員長 今田雄三委員。 
２２番（今田雄三委員） おっしゃることはわかる

んですけども、集め方をどういうふうにするかそ

ういう方法によってやっぱり鈍ってくるというの

が事実であります。そういう意味で今おっしゃる

とおり、70％から年々減っていっているというこ

とになれば、市民の全員の総意でこういう共済関

係を始めました経過から含めても、やっぱり多く

の人から参加してもらうということが大事だとい

うふうに思います。個人情報の保護からいけば、

封筒そのものを配付させるということも罪になる

んじゃないかなと思うんです。なぜ私のことをあ

なたは知っていますかということを聞かれますと、

市役所から来ただけではちょっと済まないような

感じもします。そういう意味で、渡すこと自体が

個人情報の保護に触れるということになれば、や

はりこのこと自体がやめるべきだというふうにも

思うんですが、ところがそれが個人情報の保護を

あえて賛同して入っているわけですから、その方

を優先すれば封筒に入れてはいいです。そのまま

何回も行って、やっぱり入っていただくという努

力までやっていかないと大変なのではないかなと

思うんですけども、そこら辺の方法を転換する気

持ちはございませんか。 
田口五郎環境課長 委員長、田口五郎。 
星川 豊委員長 環境課長田口五郎君。 
田口五郎環境課長 県内の他市の状況でございます

けれども、すべて郵送で各世帯にお届けしたり、

あるいは共済金の集金につきまして区長さんの御

協力ということではなくて銀行振り込みに変えた

ところがございます。その結果、加入率が30％台

まで落ち込みまして、とうとうこの共済制度自体

が成り立たなくなったという例もございます。御

指摘の直接お渡しするような方法ですと、また郵

送料等いろんな経費が生じまして、果たして現在

の大人350円、それから子供が300円、こういった

掛金でこの制度が維持できるかどうか、そういっ

た根幹に関わる部分まで影響してまいりますので、

当面本当に区長さんには御難儀かけますが、現在

の方法で制度の維持をさせていただきたいと思っ

ております。 
  以上です。 
２２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
星川 豊委員長 今田雄三委員。 
２２番（今田雄三委員） だとすれば、封筒の中に

入れている領収書、これを外していただくと大変

ありがたいんですが、それがあるばかりに入る入

らないの問題を含めて、私金もらったから領収書

ください、領収書上げますということで、そこが

一番問題になっていますから、その領収書を外す

わけにはいきませんか。 
田口五郎環境課長 委員長、田口五郎。 
星川 豊委員長 環境課長田口五郎君。 
田口五郎環境課長 できるだけ区長さんの負担を、

当然個人情報の保護が前提でございますけれども、

区長さんの負担を減らすことができれば検討した

いと思います。ただ、そういった場合別の形の預

かり証、そういったものをつくる必要が生じると

思います。そうなりますと、一々今度世帯のお名

前を区長さんで書いていただいて預かり証を発行

するような格好にもなると思いますんで、その辺

区長さん方全員というわけにはまいりませんが、

区長さん方の御意見等もお伺いしながら改善した

方がいいとなれば改善させていただきたいと思い

ます。 
２２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
星川 豊委員長 今田雄三委員。 
２２番（今田雄三委員） ちょっと理解が違ったよ

うですが、一番端の小さな領収書、このことを今

言っているんです。そういう意味では、封筒と一

緒にその領収書だけ表面につけてやるという１つ

の方法になれば、そうすると中は見なくともその



ままできるということになりますので、そこもあ

わせて御検討願えれば大変ありがたいというふう

に思います。 
  終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第23号平成19年度新庄市交通災害共済事業

特別会計予算は原案のとおり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） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって､

議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
 
 
  議案第２４号平成１９年度新庄市 
  老人保健事業特別会計予算 
 
 
星川 豊委員長 議案第24号平成19年度新庄市老人

保健事業特別会計予算を議題といたします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第24号平成19年度新庄市老人保健事業特別

会計予算は原案のとおり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） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  議案第２５号平成１９年度新庄市 
  公共下水道事業特別会計予算 
 
 
星川 豊委員長 議案第25号平成19年度新庄市公共

下水道事業特別会計予算を議題といたします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
２３番（髙山和男委員） 委員長、髙山和男。 
星川 豊委員長 髙山和男委員。 
２３番（髙山和男委員） 私の方から168ページ、普

及対策事業費なんですが、この普及対策事業はど

ういう事業をやっておられるかということ、要す

るに端的に申し上げますと普及というのは今管路

が引かれている地区の普及だけであって、新たな

普及はどういうふうに考えておられるかというこ

とです。新たな下水道を引くという事業をどうい

うふうに考えておられるか、これをお聞きしたい

というふうに思います。まず、それが１点。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 



星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 お答えいたします。 
  予算に計上している普及等につきましては、下

水道の日というようなことで年１回やっておりま

すけども、これで水洗化率を上げたいというよう

なことで工事会社の方々と指定店と協議会をつく

って毎年１回でございますけども、普及活動をや

っております。その際に一応標語とかポスターな

ども募集いたしまして、庁舎に標語などを張って

いるというのが今の現状でございます。 
  委員さん聞きたいのは、そういう普及じゃなく

て新たな普及をどう考えているのかというような

内容だと思いますので、ちょっと予算書とはずれ

ますけども、一応新たのというよりも今普及して

いるのはどこですかということですけども、毎年

１億8,500万ぐらいの管渠工事で今４カ所ほど地

区を施行しておりますけども、そこのところの水

洗活動を今やっているというふうな状況です。そ

れで、下水道区域からというよりも下水道区域

1,272ヘクタールとかなり広いというようなこと

で、今用途地域、それに隣接した隣接地を今整備

しておりますけども、まだまだ整備状況が六十

数％でございますので、いわゆる郊外の方には整

備がまだいっていないというのが今現状でござい

ますので、そこ等については先般も12月斎藤義昭

委員さんの方からも質問ありましたけども、例え

ば萩野などどうなんのや、泉田はどうなんのやと

いう話もなろうかと思いますけども、先般申し上

げましたとおりで、下水道事業の区域としては入

ってはおりますけども、なかなかそこの方には手

が回らないといいますか、特に今は公債費適正化

計画とかそういうので事業費を今圧縮されており

ますので、なかなかそこに踏み込めないというよ

うな状況だと思います。長めでいきますと、当然

区域に入っているわけですから、下水道事業でや

るのかということについては今後ちょっと先般申

し上げましたとおり、今新たな事業なども出てき

ておりますので、そういう事業で展開することも

１つなのかなというようなことで考えております。 
  質問に対して適切な答えかちょっとわかりませ

んけども、そのようなことでよろしくお願いしま

す。 
２３番（髙山和男委員） 委員長、髙山和男。 
星川 豊委員長 髙山和男委員。 
２３番（髙山和男委員） 先ほど金委員からもあり

ましたけど、一般会計からの繰入金約６億2,500

万ぐらいあります。毎年度あるわけです。下水道

をしていただきたいけども、なかなかしないと。

これは一般市民皆そうだと思うんですが、一般会

計から繰り入れということは全部今下水道の恩恵

にあずかっている人は皆オーケーなんですけども、

そうでない地域の人というのは全部一緒に入って

いるわけです、一般会計から。そういう面で見て、

何年ぐらい我慢すればいいのやと、こうなっちゃ

うわけなんです。まして私どもの地域というのは

すぐ近くに下水道があって、自然流水できるんじ

ゃないかということもありますし、そういう意味

での農集を含めたそういう将来の展望というか、

そういったものをちょっと語っていただければな

というふうに思います。 
  昨年の新聞に新庄、 上、これは生活雑排水、

要するに農集なんかも全部含めてだと思うんです

が、新庄、 上は58％どまりだということで、新

庄は県内の市の中でも尾花沢の次に普及率が悪い

んです。59.8％です。これは雑排水ですけど。こ

ういう状況をやはり一日も早く改善していただき

たいという要望を含めて私言っているわけなんで

すが、その辺本合海の農集もありました。これも

何か住民のまとまりがなくてという話もあります

けども、やっぱり下水道というのは文化生活のバ

ロメーターと思うんです。私前に言いました人口

の増減は市勢発展のバロメーターだよというのと

同じように、下水道の普及率というのは文化生活

のバロメーターと思うんです。まして今この中で

お聞きしたいのは、実際に管渠が敷いてあって、

引いていないというんですか、この辺とか、それ



から滞納者も大分あるようですけれども、この辺

含めてどういうふうに考えておられるのかお聞き

したいと思います。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 今髙山委員さんの方から農集

のお話も出ましたけれども、今回下水道事業の19

年度事業の目玉事業というようなことで、農業集

落排水事業今まで所管課が農林課でございました

けれども、今年度から、19年度からうちの方の下

水道課に来ることになりました。それで、同じ生

活排水の中で環境課さんで合併浄化槽関係をやっ

ておられますけども、この部分についても近い将

来といいますか、今市町村型設置の合併浄化槽と

いう事業も県内においても随所でやられておりま

す。それで、そういう事業もいずれ新庄にも必要

でないかなというようなことで私思っております

ので、それが来た時点ではこれも下水道課の方で

受けたいというようなことで、市の中で方向付け

がもうなされております。 
  そういう中で、確かに普及状況そういう状況で、

県内13市の中でうちはけつから２番目だというよ

うな状況は委員さんおっしゃるとおりでございま

す。ですけども、下水道事業というものは面整備

が行われることによって、拡大されることによっ

て処理場への流入量が水量が増えるというような

ことで、それによってまた処理場の増築、それか

ら処理場の、平成元年度に一応供用開始いたしま

したけども、老朽化なども進んでいまして、その

辺に、これ下水道の構造的なものなんでしょうけ

ども、相当また事業費を投入しなきゃならないと。

この繰り返しをやるもんですから、なお先ほど申

し上げました今公債費適正化計画などもございま

して、面整備もちょっと制限を受けていると、こ

ういう状況でございます。予算書ございますけど

も、管渠整備についてはここ数年１億8,000万、２

億以内というような状況の中で整備やっていると。

毎年大体５ヘクタールぐらいが供用開始新たに展

開していると、こういう状況の中でなかなか次の

一手が踏み出せないと、こういう状況です。 
  私は、適正化計画が切れる23年、24年と言われ

ていますけども、この段階においてはそろそろま

た管渠整備の予算化の増額を要望したいなと、こ

のようなことで考えております。いずれにいたし

ましても、うちの方の下水道課の課題は普及率の

低さ、これでございますので、ただ１つ救いは水

洗化率といいまして下水道使える区域の方の例え

ば戸数、人数ありますけども、実際使っている方、

この割合が86％以上になっておりますので、これ

は県内２位でございます。ですから、費用対効果

を考えた場合は結構新庄市民の方も協力していた

だいているなと。逆に言えば、市民の方も下水道

事業に対しては関心も十分持っておられると。そ

れから、早くやってもらいたいというような希望

もあるんだなというようなことで課としては認識

しております。 
  以上です。 
２３番（髙山和男委員） 委員長、髙山和男。 
星川 豊委員長 髙山和男委員。 
２３番（髙山和男委員） 県では第２次の基本構想

を策定する中で、普及率の県内全体で93％、これ

を目標にしているということでございますけれど

も、これに近づくのは新庄の場合はいつなんだろ

うという夢も希望も何かないような、そんな感じ

なんです。だから、この新庄の場合は全人口の何

割に値するのか、利用している人が、全戸数の、

そういう面で将来的などうしたいという夢という

か、大きな計画というのはございますか。その計

画あったら示していただきたいんです。というの

は、いつまでそれじゃこういう一般会計から繰り

入れやって、私ども早く入れてほしいと思ってい

るんだけども、いつまでそういうふうにやるのか。

いつになったらそういう恩恵にあずかれるのかわ

かんないという状況の中で、やっぱり早くやって

ほしいという声も強いわけです。そういう大きな

計画とかがありましたらちょっと示してほしいん



です。それで終わります。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 確かに委員おっしゃられると

おりで、山形県の方で計画をつくって、あれは平

成27年までの計画でありますけども、それにより

ましても私の方の下水道の供用区域といいますか、

普及率といいますか、それもむしろ他の市町村が

上がって、うちはそのままというよりも数字若干

は上がりますけども、そういう状況で余りちょっ

と変わらないような状況です。ですから、先ほど

申し上げました27年まではまだありますので、何

とか新たな事業の展開も財政再建計画が終われば

やっていきたいなというようなことで考えていま

す。今具体的にどうだという話については、今は

ちょっとありません。 
  ただ、ちょっと  させていただきますけども、

よろしいでしょうか。29.9％の実質公債比率を受

けまして、下水道事業で3.5％その率を上げている

ということが、それは少なくとも皆御存じだと思

いますけども、それで本省の方からちょっと新庄

さん来てくださいということで全国から４カ所呼

ばれました。それで、４カ所の中で新庄市いいこ

と言ってきたわけじゃ別にないんですけども、本

当にできるのかと逆に向こうから課長補佐さん含

めて５名の方、今度は２月に来られまして、大丈

夫、やれるんだと。処理場建設も19年度やるんだ

と。大したもんだなということは当然言っていた

だきましたけども、まず頑張る新庄市下水道とい

うようなことで認識されて帰られました。その中

で私の方でもいろんな課題、今委員が言われるよ

うな課題も当然挙げまして、使用料の問題とかい

ろんな問題ありますので、そういう問題について

も何とか国の方でも今下水道事業を大都市はほと

んど供用終わっていますけども、中小都市といい

ますか、３万から４万の都市、それから３万以下

の都市大概普及率低いと、こういう状況を踏まえ

まして、何かやっぱり方策といいますか手を打て

ないかというのが本省の下水道課の考えでござい

ました。それについていろいろ情報を仕入れてい

って、これから新たな手を打ちたいと。先般頑張

る行政に対しては云々というお話もありましたけ

ども、そういうようなことで何かやりたいという

ようなことは言っておられましたので、私もそれ

に期待をしているところです。ですから、例えば

補助管と単独管なんて面整備でありますけども、

単独管で今やっているところもある程度補助管で

やれるとか、そういうことも要望しておりますの

で、新しい方針といいますか、そういうのを早く

立てていただきたいなというのがうちの方の気持

ちでございます。 
  以上です。 
星川 豊委員長 他に質疑ありませんか。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
星川 豊委員長 渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） 数字的なことで普及率五

十何％か六十何％の数字が出てきたんですが、こ

の19年度の新庄の公共下水道事業の概要を見ます

と普及率が45.1％と書いておるんですが、この点

どっちが正しいのか、まず 初。 
  それから、171ページの各管渠の建設事業費３項

目あるんですが、およそ１億九千何がしと、その

中で土木積算システム等借上料67万6,000円これ

３件載っているんですが、どこから借りてその積

算の内容というものはどういうものであって、そ

の積算は市の下水道課の職員ができないのか。で

きないとするとどういうことがあってできないの

か。これ自助努力で自分でできるものは自分でや

りなさいということで大きな流れになっているん

ですが、できないとすればどういう面でできない

のか。 
  それから、同じページなんですが、処理場の建

設事業費として１億7,600万計上されておるんで

すが、これも19年度より24年の６カ年で10億程度

を投資すると、こういうふうに概要でうたってお

ります。この予算書は、この概要に沿ってやられ



たのでございますので、この概要にいったり予算

にいったりして私質問します。そうした中でこの

６カ年で10億を投資した場合、今の質問の中でも

新たな管渠の整備とか面積の拡大というのはなか

なか今の財政状況で難しいんだと。そうなってき

ますと、この10億を投資、これから金をかけるこ

とによって、今計画を立てている事業に対する影

響というのがあるのかないのか。あるとすればど

のぐらいあるのか。と申しますのは、公共下水道

の予算が大体毎年15億から16億弱で数年たどって

いるんですが、その中で借金ですか、市債が90億

から88億、この予算規模に対していかに莫大な数

字であるか。一般会計130億ぐらいで169億ぐらい

です、市債が。この下水道の場合は88億ですよ、

10億何がしの中で。そして、先ほど課長が触れら

れましたが、実質の公債費比率の3.5％影響してい

るんだと。この10億何がしの予算規模の中で3.5％

影響していると、その支出というのはどういうふ

うに見ておられるのか。私は、かなり大きい比率

だと見ておるんですが。まず、 初その点お聞き

して。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 土木積算システムの借上料の

関係でございますけども、これについては民間さ

んの方で下水道積算の、建設業すべてそうですけ

ども、積算ソフトというのがございまして、これ

を民間から借り上げて建設事業をやるときの積算

根拠、設計額といいますか、それを構築するため

の１つの道具といいますか、そういう形になって

おります。これを職員でできないかという話でご

ざいますけども、職員でできないことはないと思

いますけども、逆に言えば費用対効果を考えた場

合多岐にわたりますので、決して合うもんではな

いと私考えております。これについては、積算に

ついてはいろんな積算体系ございますけども、下

水道についても結構種類が多いといいますか、い

ろんな概要といいますか、積算するまで間のやら

なきゃならない業務かなりありますので、委託と

いいますか、借りてやった方が早いし、経費も少

なくて済むというようなことで、借り上げてさせ

ていただいておるのが現状でございます。 
  それから、処理場の建設費15億を６カ年という

ようなことでございますけども、これについても

やはり当初は16億という話もありましたけども、

何とか費用を詰めまして15億、しかも毎年の費用

等についても確か平成20年は４億3,000万ぐらい

というような予定もありましたけども、それをち

ょっと平準化してとか、そういう業務もやってご

ざいます。 
  あといろいろこれによって影響はという話です

けども、影響というよりもうちの方で処理場の先

ほど申し上げました老朽化も相当進んでおります。

逆にこの老朽化対策、いわゆる改築をやるに当た

りまして、今池が３つございますけども、これを

４つ目の池をつくって稼働させないと、今の池の

改修工事ができないと、こういう状況がございま

すので、今回は19年度、20年度増改築工事という

ようなことでさせていただきました。そういうこ

とで、増築をやらないと改築できないと、こうい

う状況がありましたので、今回予算に上げさせて

いただきました。影響といいますか、影響はその

ようなことだと考えております。 
  あと市債等につきましても委員申し上げられた

とおり、今88億何ぼというようなことになってお

りますけども、これについてはここ23年ぐらいま

での間は減少していくのかなというようなことで

市債現在高ですけども、考えておりますけども、

24年からは今回のこの15億の処理場のまた元金償

還が伴ってきますので、また市債の現在高も市債

が増えるという感じになりますか、こういうよう

な形になろうかなというふうに思います。 
  あと普及率の違いでございますけども、これは

45.13％が下水道事業で、先ほど髙山委員が言われ

たものは農集とか、それから合併浄化槽とか、そ

ういうのが入れば今五十何％と、こういうような



話でございます。下水道だけでは45.13％、こうい

う状況でございます。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
星川 豊委員長 渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） 民間委託した方がコスト

も安いし早くできると、その面だけ見れば結構だ

と思うんですが、ただそこで市の職員が心しなけ

ればだめなことが何もかにも全部そっちさしてし

まうと技術面とか思考力とか材料とかいろんな面

で遠ざかっていくわけです、職員が。そうすると、

民間の方々が積算なり、技術面、技術だって日進

月歩ですから、毎日変わりますから、製品も毎日

変わるわけよ、いいやつが。それさ職員がついて

いかれなくなると、現場監督に行ったとき指摘す

ること難しくなるんでないかと、指摘するときそ

ういうことに精通していないと、そういうことで

私は心配したもんですから、そういうことをお聞

きしたんです。逆に発注する方が受ける方よりい

ろんな面で上をいっていないと、俗な言葉で言う

と何にもわからないと、こう言われる恐れ十分あ

りますので、切磋琢磨してこういうことを、これ

はみんなです。下水道だけじゃない。建設も含め

て。 
  今の話の中で池をつくると。今の水の流れる量

が7,000トンだと、実際は9,000トンの容量がある

んだと、それを20年か、これを１万2,000トンにす

るんだと。そうすると、7,000トンから１万2,000

トンにするということは5,000トン増えるわけ。そ

して、その中でこの事業の概要の中の２ページで

何か私見ると矛盾しているんでないかなというこ

とは、下水道の使用量は面積の拡大にも関わらず

使用水量が減少しておると、こういうふうにうた

っているわけです。減少している理由も載ってい

るんですが、今ここで7,000トン今利用している面

が5,000トン増やさなければならないという理由

は何であるのか。ここ今財政的に物すごく厳しい

とうたっている中で5,000トンというと7,000トン

から5,000トンですよ。しかも、水量は増えないと。

その5,000トンを増やす池ですか、そのつくる根拠

というのはどういうことなのか。もう少し5,000

トンでなくても1,000トンでも2,000トンでも、苦

しいときはもうちょっと縮小して事業を展開する

のが、これは特別会計、課長は社長です。言って

みれば民間の社長、そういう考えを持たれなかっ

たのか。7,000トンから5,000トンですよ。しかも、

水は増えないと言っているんですから、ここで。

減少していると。私から見れば、ちょっと過剰な

設備でないかなと、こう思うんです。その辺どう

いうふうにとらえているのか。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 確かに18年度、17年度と比較

いたしまして面整備やっておりますので、通常で

いきますとそれなりの数量は増えた分だけは増加

するのかなというようなことでやっていましたけ

ども、そこにも書いておりますとおり、やっぱり

今水洗の器具とか、それから市民の節水対策とか、

それも料金が山形県内で上下水道料金、使用料金、

村山市の次が新庄市となっていますので、やっぱ

り高いのかなと。それに対して、節水対策を皆さ

ん市民の方やっているのかなというようなことが

１つ考えられます。あと１つ、気候の関係もやっ

ぱりあるのかなというようなことも考えておりま

す。 
  そういう中で、今渡部委員が言われております

処理場、何か経営を考えるとちょっと無駄ではな

いかという話ですけども、処理場については今処

理能力は9,000トンというようなことで、池は１つ

の池が3,000トンですので、３つ池あります。それ

で、４つ目の池については池自体はもう土木建築

はできておりまして、今回増設するのは機械と電

気関係、水処理施設の関係の業務でございます。

それを、じゃ無駄だから1,000トンにしろというよ

うな話もありますけども、1,000トンでなくて

3,000トン刻みのつくりでもう既にできておりま

すので、あるものは使ってやると、こういうよう



なことです。 
  それで、今委員言われるようなことで池が４つ

になったから４つすぐ使うかということは、当面

はすぐは考えておりません。３つであれば３つし

か使いません。それから、あと１日7,000トンとい

いますけども、多いときでは１万2,000トン来てい

たり、さまざまな状況になってきています。そう

いう中で、処理場に入ってくる流入水量の方につ

いても増減がございますので、私は決して無駄で

はないと、こういうふうに思っています。無駄と

いうよりも処理場のメンテナンスというんですか、

維持管理、今汚泥等も大変流入量の割には汚泥が

増えてきておりますので、その辺のことも対処し

ながら、今大変難儀して処理場を今維持管理して

いるという状況になっていますので、とにかく今

の現状のこの厳しい状況を打破するには、やはり

今9,000トンになっておりますけども、施設の老朽

化の対応もございますので、１万2,000トンで事業

を進めるというようなことで、ぜひとも御理解を

いただきたいというふうに思います。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
星川 豊委員長 渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） 課長さんのずっと話を聞

いていると、随分何か矛盾という言葉あるんです

が、今7,000トンベースで動いていると、多いとき

は１万5,000トン入ってくると。これどうにかやり

くりして１万5,000トンを処理しているんでしょ

う、今。 大で9,000トン能力ありますよと、通常

は7,000トンですと、ただし多いときは１万5,000

トン入ってくるんだと、これも今処理しているわ

けよ。難儀しながらしていると思うんです。それ

なら、今ここで5,000トン増やさなくても今の１万

5,000トン処理する、どうにかみんなして努力して

やっているものをこの厳しいとき何も7,000トン

のを5,000トン増やす必要はどこさあるのですか

というの。公債費だって少し減るけれども、今の

15億の中のこれが現状のままの会計でいくと20年

度まではちょっと減っていくけれども、処理場の

改築の関係ではこれからは増加に転じると、こう

うたっているわけです、15億の関係で。それなら

ば、もうちょっと我慢するとこは我慢できないの

かと。何も5,000トン一挙にしなくても今１万

5,000トンやっていると、これはかなり苦労してい

ると思うんです。9,000トンの中で１万5,000トン

だ。 
  それなら、もうちょっと我慢してこれからも、

しかも水の量は増えないと堂々とうたっている、

水道課長もおられますけど、水道も減っているわ

けよ。水道の使用量が。水道の使用量が減ってい

るということは、下水道の即使用量が減っている

というわけ。ということは、水の量が減っている。

流れる量が少ない。そういう中でなぜ今回5,000

トン規模の事業をやらなければならないか。物す

ごく私なりに疑問を持つんです。しかも、借金が

15億ぐらいで88億か90億、一般会計、さっき申し

ましたとおり百三十何がしで169億、一事業として

はすごく大きい。会社だったらもっていかれます

か、これだけの借金。そして、それを受けて10億

投資するから、使用料金の値上げ、適正価格を目

指すを検討すると、こううたっているわけよ、こ

こで。イタチごっこと同じよ。その使用料金の値

上げの適正価格を目指すって、適正価格というも

のは今考えて諸般の事業を頭さずっと描いてどの

ぐらい描いているのか。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 今１万5,000トン来たという

んですけど、１万2,000トンでございます。そこを

１つ訂正させてください。 
  それから、今回１万2,000トンに増設するという

ようなことで４基目の池を機械、電気設備、あと

水処理施設関係の整備というようなことで説明し

ておりますけども、今回それにあわせましてもう

一つは汚泥の機械濃縮機、汚泥の量が増えてきま

したので、その方も今回増設というか、新設の中

で今回15億の中に入っています。それも19、20年



度の事業の中でやるというようなことで考えてお

ります。 
  先ほど言ったとおりで、今ちょっと処理場を変

則的な水処理施設、水槽の使い方をやっておりま

す。本来でいきますと、今回施行する機械濃縮機

でございますけども、これが今ないために余剰汚

泥なども含めまして一番 初つくりました3,000

トンの池を、ここで汚泥を何とか調整して使って

いるというような今現状があります。そこが私は

大変だとさっき言っているんです。そこもやっぱ

り正規な形に戻してあげたいというようなことも

ありますし、戻すにしても今その池自体の例えば

終沈殿池の汚泥かき寄せ機というのがあるんで

すけども、摩耗していましていつチェーンが切れ

るかわからないと、こういう状況にもなっていま

す。それをするがためにも池が新しい池がないと

そこの水を枯らして施行できないと、こういう状

況がありますので、今３つあるけども、じゃ２つ

の中でやれないかというようなことの話当然あろ

うかと思いますけども、２つで例えば１万2,000

トン、１万5,000トン水が来たときどうするのとい

う話になりますので、やはりここは増設してやっ

ていかなきゃならないと。当然下水道経営を考え

た場合は渡部委員さんが言われるようなことは当

然ありますけども、でもそういう状況も踏まえて

何とかとにかく水質改善といいますか、放流水の

水質改善といいますか、そちらを確保するために

も今回１万2,000トンにさせていただきたいとい

うのがうちの方の考えでございます。 
  あと使用料の関係の適正価格云々というのが出

てきましたけども、今当面私の方で考えているの

は経費の回収率というようなことがございまして、

経費の回収率というのは全体の使用料金を維持管

理費と資本費を足したやつで割ったものでござい

まして、公営企業法の観点からいきますと大体そ

れの50％を目指してくださいというようなことに

なっております。ただ、新庄市の場合は今28.8％

と、こういう状況でございますので、すぐに近付

けるというような状況には先ほど言いました県内

２番目の高料金という格好になっていますのでで

きないんですけども、段階的な料金の改定はやっ

ぱり必要だというようなことで考えております。

ただ、単純に料金を改定するということではなく

て、その前に経常的な経費の削減なども含めて、

いろんな対策を講じて、できれば20年には料金改

定を進めたいなというようなことを思っておりま

す。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
星川 豊委員長 渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） うんと経営状況なり経済

状況なりいいときは、我々家庭でもせっかくやる

んだから将来これ必要なんだから、居間も大きく

しましょう、台所も大きくしましょう、ふろも大

きくしましょうといってこれはやるわけです。た

だ、今これだけ置かれている状況の中で果たして

もうちょっと我慢するとこ我慢できないのかと物

すごいこういう小さな私は心配です。それは、大

きいのあったらしてそういうときの万が一のを考

えてということ、これはこれで大事だと思うんで

すが、使わなくても老朽化するわけ。使わなくて

も遊ばせておいても老朽化するわけ。今言ったチ

ェーンにしろコンクリにしろ何でも老朽化するわ

けよ。その辺今１万5,000トンを処理していると言

われましたので、１日の流れが１万5,000トン、ん

ねが。 
   （「１万2,000です」と呼ぶ者あり） 
７ 番（渡部平八委員） １万2,000トンを整備する

けれども、現在7,000トン入っているけど、場合に

よっては１万5,000トンも入ってくることもあり

ますよと、こういうさっき御答弁なんでしょう。

だから、今やっているもんだものそういうことを

今これだけ苦しいと下水道だって本当それこそ企

業ならつぶれていますよ、民間企業ならこれだけ

の経営内容。なぜもうちょっとできないのかと、

そういう心配です。これ何ぼ言ってもあれだと。

何かあれだか。座ります。 



星川 豊委員長 まだ５分ほど残っていますので、

ここで１時まで休憩いたします。 
   （「私もうやめますから」と呼ぶ 
     者あり） 
星川 豊委員長 じゃ、休憩をしますということは

撤回しまして答弁してください。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 ちょっと補足説明させていた

だきますけども、今回建設工事に当たりまして日

本下水道事業団の方に委託する計画にしておりま

す。それで、今回19年度、20年度行う工事等につ

いては、私の方でも機種選定に当たって、例えば

事業団の言いなりじゃなくて、やっぱりこういう

財政状況でありますので、機種選定に当たりまし

て下水道事業団ではこういうものいいよと言うけ

ども、私の方でもいろいろ実証実験なども今まで

やってきた経緯ございまして、新しい機種、処理

方法の機種なども導入しようかなというようなこ

とで、下水道事業団の方に逆提案と申しますか、

そういうようなことをして経費の削減も図ってい

るということも御理解いただきたいというふうに

思います。それで、何千万かわかりませんけれど

も、うん千万は経費下がるというようなことでそ

れも進めております。このようなことで御理解い

ただきたいと思います。 
７ 番（渡部平八委員） 委員長、さっきやめると

言ったけども、答弁聞いてあと４分、ちょっと。 
星川 豊委員長 じゃ、質問を認めます。 
  渡部平八委員。 
７ 番（渡部平八委員） 今課長さん大変いいこと

言ったなと思って、かつてごみの焼却場つくると

きガス化方式がいいか、従来どおりのやり方がい

いか、ここの議会でも物すごく議論になったわけ

よ。ガス化方式でやった方がコストも物すごく安

いと。ただし、安全、安心面を考えて今まで何十

年の実績がある今までの方式でいくということで、

広域の理事長をやっておられる新庄市の市長がこ

こで答弁してくれましたわけ。今課長が新しい機

種もあるということで、この辺一生懸命勉強して、

これ決まっているわけだ、荏原とか栗原とか、確

か全国ではそういうメーカーが３つ、４つぐらい

か、大きいメーカーあるわけよ。そういう他でも

新しい機種なり、そのメーカーの中でも今ある機

種と違うような機種で性能のいいものあれば、こ

れはそっちの方に私はいくべきだと思います。か

つてそういうことございましたので。これ課長、

死ぬ気になって勉強して。 
  以上です。 
星川 豊委員長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 
 
     午後 ０時０２分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 
  他に質疑ございませんか。 
１９番（石田千與三委員） 委員長、石田千與三。 
星川 豊委員長 石田千與三委員。 
１９番（石田千與三委員） 先ほど渡部委員が質問

した件で、 後の１節が聞かれなければ私の質問

はなかったんですが、いわゆる下水道の処理場建

設事業、171ページの処理場建設事業費の１億

7,600万の関係で、主要事業の概要というところで

は現在の9,000立方を１万2,000立方に拡大すると

いうことで、質疑の応答の中で5,000立方を7,000

立方というふうな話がなされたように記憶します

が、今の9,000立方の処理能力では足りないので、

これからのことを考えると増設しなきゃいけない

ということのようですけども、現在の処理能力に

ついては１万2,000ぐらいであるけども、１万

5,000がどうのこうのと言いましたが、そこのとこ

ろをもう一回ちょっと教えてください。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 現在の処理場の処理能力につ



いては、先ほど申し上げましたとおり9,000トンで

ございます。それで、今回は増設することによっ

て１万2,000トンになるというようなことでござ

います。 
  あと先ほど何回も申し上げておりますけども、

処理場の今回の増改築につきましては処理場の施

設の老朽化、これを先に説明して、それから増設

というようなことの説明をすればよかったんです

けども、まず今そういう老朽化が進んでいると、

その対策の一環としてこれをやらなきゃならない

と、こういうことでございます。 
  それから、処理場に入ってくる水量でございま

すけども、今ちょっと減少している状況ちょっと

見られますけども、面整備の拡大は当然これから

やっていくわけですから、当然増えれば今の処理

能力では不足するわけですので、その辺は御理解

をいただきたいというふうに思います。 
１９番（石田千與三委員） 委員長、石田千與三。 
星川 豊委員長 石田千與三委員。 
１９番（石田千與三委員） 市長の施政方針の中の

５ページでは、水処理施設3,000立方メートル増設

というふうに書かれていますが、これとはまた違

う、いわゆるこちらの予算の方の計上された１億

7,600万の今質疑応答の中での何立方とかいう数

字とは、これは違うんでしょうか。 
  あともう一つ、測量設計業務委託料の中で先ほ

ど１億7,600万の事業費について、既に業者という

か、下水道事業団とかいうふうに聞いた感じがす

るんですけども、との関係でいろいろもう既にや

りとりが始まっているのでしょうか。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
星川 豊委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 処理場の今回の１億7,600 
 万については、この3,000トンの増設及び改築工事

の内容でございますので、市長がお話しになった

内容と同じ工事の内容でございます。 
  それから、測量設計委託料でございますけども、

18年度も予算を1,800万持っておりまして、これは

今回の18年度、19年度の工事分の業務設計委託料

でございます。それは、既に発注して今成果品を

もうそろそろもらうと、こういうような状況でご

ざいます。それは、下水道事業団に委託して進め

ております。 
  それから、19年度の業務委託料についてでござ

いますけども、これについては次年度以降の工事

分の設計の委託料の関係でございます。全部補助

事業でございます。 
１９番（石田千與三委員） 委員長、石田千與三。 
星川 豊委員長 石田千與三委員。 
１９番（石田千與三委員） 前年度の流れの中で行

われているんだというふうに理解していいんです

か。 
   （「はい、結構です」と呼ぶ者あ 
     り） 
１９番（石田千與三委員） 了解。 
  終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第25号平成19年度新庄市公共下水道事業特

別会計予算は原案のとおり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） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決し



ました。 
 
 
  議案第２６号平成１９年度新庄市 
  農業集落排水事業特別会計予算 
 
 
星川 豊委員長 議案第26号平成19年度新庄市農業

集落排水事業特別会計予算を議題といたします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第26号平成19年度新庄市農業集落排水事業

特別会計予算は原案のとおり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） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
 
 
  議案第２７号平成１９年度新庄市 
  営農飲雑用水事業特別会計予算 
 
 
星川 豊委員長 次に、議案第27号平成19年度新庄

市営農飲雑用水事業特別会計予算を議題といたし

ます。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第27号平成19年度新庄市営農飲雑用水事業

特別会計予算は原案のとおり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） 
星川 豊委員長 異議なしと認めます。よって、議

案第27号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 
 
 
  議案第２８号平成１９年度新庄市 
  介護保険事業特別会計予算 
 
 
星川 豊委員長 次に、議案第28号平成19年度新庄

市介護保険事業特別会計予算を議題といたします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 205ページの１の１で介護

保険料についての比較で、値上げが778万4,000円



値上げだかと思うんですけど、の内容は第４段階、

例えば本人が住民税非課税でも世帯の中に住民税

課税者がいる場合、第５段階、本人が住民税課税

で合計所得金額が200万円未満の場合の対象者が

値上げになる予定であると思います。何人ぐらい

上がるのか教えていただきたいと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 まず 初に、第２段階から第４

段階になります方が約74名を見込んでおります。

それから、３段階から第４段階に来る方が、これ

が約63名ほど見込んだところでございます。それ

から、５段階の方になりますけども、２段階から

５段階に来る方が約23名、それから３段階から来

る方は343名ほど、それから４段階から５段階に来

る方が586名ほど見込んでいるところでございま

す。 
  以上でございます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 約ですけども、約1,000

名強の方が介護保険料の値上げになるわけです。

これは、去年も上がり、それから来年も上がりと

いうことで、この1,000名余りの方が連続毎年介護

保険料が上がるわけです。これに対する高齢者の

怒りの声が聞こえてくる内容ではないかと思うん

です。値上げは中止できないのか、お願いします。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 介護保険料の額の問題だと

思います。この保険料につきましては、現在第３

期、平成18年度から平成20年度まで同じ保険料で

ございます。ただいま委員のお話の件につきまし

ては、段階が今上がった人数については税務課長

がお話ししたとおりでありますが、本来ですと例

えば第２段階で２万3,600円の年額であった方が

一気に本来だと４万7,300円に上がるということ

でございますが、それではかなり負担が大きいと

いうことで、激変緩和措置というものを行ってお

ります。それによりますと、18年度については２

万3,600円から３万1,200円、そして19年度につい

ては３万9,200円で、平成20年度に４万7,300円と

いう段階的に上がるような仕組みをとっておりま

す。介護保険料そのものについては、全体の半分

を保険料、その他の半分は国、県、市というふう

な負担で行っております。したがいまして、形が

できておりますので、私が今申し上げたような激

変緩和措置をとりながら介護保険料を納めていた

だくという仕組みになっております。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 私としては、なるだけ抑

える工夫を今後ともお願いしたいと思います。 
  217ページですが、４款の５で任意事業費という

のがあります。ここで紙おむつの支給事業があり

ます。この予算は388万8,000円になっていますが、

この内容は所得税非課税ということなんですが、

現在何人ぐらいおられるのかということをお聞き

したいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 紙おむつの支給につきまし

ては、本人と生計中心者が所得税非課税の方が対

象になります。18年度につきましてはまだという

ことでございますが、17年度においては93名の方

でございます。支給額としては260万1,870円とい

う支給額になっております。要介護の３、４、５

の方が該当しております。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 所得税非課税世帯という

ことなんですが、この間高齢者の大増税が行われ

るようになってきており、住民税が先行して去年

の６月は高齢者の方から大きな怒りがわいてきた

わけですが、内容は老年者控除の廃止、それから



公的年金控除の廃止、そして高齢者であれば高齢

者であるがゆえに所得125万円までは所得税非課

税というか、そういうようなものがなくなったと

聞いております。そうしますと、これが高齢者大

増税になりまして、年金額は変わらないのに所得

税課税世帯になって、今まで受けられた紙おむつ

支給が同じ世帯、同じ年金なのに税金が取られた

上に紙おむつが受けられなくなる、そういう方が

出てくると思われますが、何人ぐらいと把握して

おられるのか。または、そういう事態をどう考え

るのかお伺いしたいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 老年者控除の廃止というこ

とに伴いまして、所得税が課税になったという方

もおられると思います。ただ、おむつ支給の制度

につきましては今年度と同じように要介護３、４、

５、しかも所得税非課税世帯ということで来年度

の当初予算を計算しておりますので、この制度で

いきたいと、そういうふうに考えています。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 税務課長にお聞きします

が、この高齢者大増税の内容について所得税非課

税だったお年寄り世帯が同じ年金なのに税金だけ

がっと上がって、さらに紙おむつも受けられなく

なるかもしれない。そういう世帯は何人ぐらいお

られるのか、何世帯ぐらいおられるのか、把握し

ておられたらお願いいたします。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 現在18年中の所得についての申

告は３月15日まで行っております。今そういった

ことの手続中でございますので、それらの所得等

が固まり次第、確定次第お知らせしたいというふ

うに思います。 
  以上でございます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 税務課長としては、所得

税非課税だった、そしておむつも支給受けられて

いただろうそういう方が増税になる、そして紙お

むつも受けられなくなる、そういう可能性がある

というふうに見ているか。数はわからないという

ことですが、見ているかどうか教えていただきた

いと思います。 
鈴木吉郎税務課長 委員長、鈴木吉郎。 
星川 豊委員長 税務課長鈴木吉郎君。 
鈴木吉郎税務課長 65歳以上の方の非課税措置の廃

止につきましては、３カ年にわたってそれぞれ３

分の１ずつ段階的に課税されていくというような

経過措置になっておりまして、一気に100％なると

いうふうなことではございませんので、その点を

御了承願いたい。それで、先ほど申し上げました

とおり、まだ所得の確定がなされておりませんの

で、それらの確定がなされ次第人数等については

先ほど申し上げましたとおり報告していきたいと。

紙おむつ等についても、それらについてもまだ把

握していないというふうな状況でございます。 
  以上でございます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） ３分の１ずつ上がるんだ

ということで大変勉強になります。でも、よく考

えると非課税であったものが課税になるというこ

とです。それは、間違いなく認めておられます。

ということは、税金は取られる、所得税は取られ

るようになった。もちろん住民税もそれに何倍も

上がるわけですが、さらに紙おむつ支給も受けら

れなくなる。今まで受けていた方が受けられなく

なる。このことに対する残念な思いというか、生

活圧迫というか、それは高齢者にとって紙おむつ

支給を受けていた世帯にとってはとても残念なこ

とであり、怒りはますます高まるというか、そう

いう気がするんですが、福祉事務所長さんはどう

お考えになるでしょうか。 



矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 老年者控除廃止によって所

得税が課税になって、その方がおむつ支給を受け

られなくなるという数字をまだ把握しておりませ

んので、コメントは控えます。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） そういう方が出ることは

間違いないと思うんです。数字が出た段階の前に

そういう今まで受けていた方については受けられ

るようにすべきではないかと思うんですが、どう

でしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 19年度におきましても今年

度同様というふうに考えております。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 今年度と同様ということ

は、今まで同じ年金で同じ世帯でおむつ支給を受

けていた場合は受けられるようにするということ

ですか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 制度の問題でありまして、

要介護３、４、５の方で本人及び生計中心者が所

得税非課税の方が支給を受けられると、そういう

ことであります。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） つまりは、間違いなく増

税になって受けられなくなる方が、今まで受けら

れていたのに受けられなくなる方が間違いなく出

るという状況のわけです。４月からか、それが明

らかになった時点からかと思いますが、そういう

ことであればやはり補正を組んででも改善して、

今まで受けられた、今まで同じ年金で今までは非

課税だったために受けられた、これが同じ年金で

税金は上がるのに紙おむつは受けられなくなる。

これは、どう考えても市民にとって大きな後退、

負担が増えただけでなくサービスも減ったと、こ

ういうことになるわけで、これについてはやはり

市長としても考えるべきではないでしょうか。ど

うでしょうか。市長さんの考えをここでお聞きし

たいんですけど。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 繰り返します。19年度にお

きましても要介護３、４、５、本人及び生計中心

者が非課税世帯におむつを支給するという考えで

おります。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） じゃ、要望ということで

今後そういう方が出ることが考えられますし、ケ

アマネジャーさんなどががっかりしてしまうとい

うか、ケアマネジャーさんはやっぱり高齢者の生

活を維持して少しでも喜んでもらうために活動し

ているわけなんですけど、その方々が恨まれるよ

うなことになるわけでありまして、そういうこと

がぜひこれからなるべく長く起きないように、ケ

アマネジャーさん等意見を聞きながら改善すべき

ところは改善して、復活したそうだというような

ことが聞かれるように検討をお願いしたいという

ところです。 
  それから次に、除雪サービス、冬期生活支援事

業除雪支援業務委託料ということでありますが、

これはかなりいいことだと思うんですが、このこ

とについてお考えというか、さらにいい考えを、

前年に比べて、前年の実績などとあわせてお話、

説明いただければと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 除雪のサービス事業でござ

いますが、65歳以上ひとり暮らし、または老人世



帯と、自分で除雪ができない方について、また親

戚とか近所から援助がもらえない方、しかも所得

税がかかっていない方といういろいろ制約がつき

ますが、17年度においては大変な雪でありました

ので、延べ70世帯の方にサービスを提供しており

ます。今年は、このような天候ですので、現在の

ところ７世帯というふうに記憶しております。７

世帯です。７世帯の方にサービスを提供いたしま

した。また、従来一時期本人負担が２割というこ

とでありましたが、今年度から本人負担を１割に

したということであります。なるべくそういう方

に冬期間でも除雪の労働が過酷な労働にならない

ようにという考えでございます。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 大変これはありがたいこ

とだと思います。ただ、これも非課税ということ

で先ほどの紙おむつ支給と同じように所得税、前

は非課税だったのが今度課税にされるということ

出た場合、その方々が受けられたのに受けられな

くなるという事態が起きますので、これもあわせ

て改善要望をしたいなと思います。 
  それから、この任意事業の拡大についてお聞き

したいんですが、例えば前にやっておりました食

事サービス、これは１人本人負担300円で週２回ぐ

らい栄養バランスのとれた弁当が支給されるとい

うか、安い費用負担で届けていただける。しかも、

受けていただく方とコミュニケーションとりなが

ら元気だかみたいな確認にもなるということで、

そんないいサービスだったように思います。それ

は、15年度で言えば90万ぐらいだったんですが、

そういったことは考えられないのか。また、高齢

者通院タクシー、バス券、これも高齢者が一人で

出歩くということが保障される大事な予防介護と

いいますか、介護になる前にならないように元気

でいる意欲をかき立てるものでありますが、そう

いったことの復活、それからはりきゅう、マッサ

ージの補助などもあったと思いますが、そういっ

た任意事業の拡大の検討などについてはいかがで

しょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 食事あるいは通院タクシー

のサービスは前に行っていたわけでありますが、

何年か前に廃止ということにしたのは事実でござ

います。来年度の予算には盛り込んでおりません。

この予算書のとおりに来年度はいきたいと、そう

いうふうに考えています。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 今後のこの介護保険とい

う中身の今までの中身の拡大ということで、予防

介護ということが言われております。予防介護と

いうのは、介護にならないように、元気老人をな

るだけ長く元気老人でいさせるために必要なこと

だと思うんです。そういう意味では、19年度の予

算にはないと思いますが、今後検討して元気な方

がいつまでも元気でいられるように、意欲がかき

立てられるようにするサービスとして検討をして

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
星川 豊委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 介護保険の中で地域支援事

業と、これにつきましてはその地域独特の施策が

盛り込まれております。例えば本市においては雪

の問題、大変な大きな問題でありますので、先ほ

ど申し上げましたようなそういう施策も盛り込ん

でいるところです。基本的には住みなれたまちで

なるべく自分の力で活動的な生涯を送っていただ

きたいと、こういう考えのもとにいろんな施策を

行っているわけでございまして、今後来年度はこ

の予算書に書いてあるような事業でございますが、

今後いろんな検討あるいはいろんな意見をお聞き

しまして、この新庄市で住んでいただけるような、

そういういい施策がありましたなら取り入れてま



いりたいと、そういうふうに思います。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） そういう取り入れていた

だく、考えていただく中に前にやっていた喜ばれ

ておりました食事サービスとか高齢者通院タクシ

ー、またはバス券とかはりきゅう、マッサージの

補助など、こういったことを高齢者の生きる意欲

を、外に向けて活動する意欲をかき立てるものと

して大事なものとして取り入れていただくように

要望して終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第28号平成19年度新庄市介護保険事業特別

会計予算は原案のとおり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） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
 
 
  議案第２９号平成１９年度新庄市 
  水道事業会計予算 
 
 

星川 豊委員長 次に、議案第29号平成19年度新庄

市水道事業会計予算を議題といたします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 14ページですが、18年度

の新庄市水道事業会計予定貸借対照表というのが

ありますが、この現金預金というのを見ますと約

16億円になります。一方、３ページの１の１の19

年度の水道収入は約10億5,000万円です。水道未給

水地域解消事業の市の負担、今度から事業をやる

わけですが、それは国庫補助を除きますと市負担

になるわけですが、３億3,730万円です。また、今

年度また事業をやる予定の老朽管更新事業、この

中の国庫負担を除く市負担は５億5,000万円にな

ります。これら市負担を現金預金から間違いなく

なくなる予定なわけです。差し引きますと、事業

後で、事業が終わった後予想される預金が７億円

以上になる予定ではないかと思いますが、これで

よろしいのかまずお聞きします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 初に、お断りしておきますが、

私の方で県の企業局の主催によりまして水道の経

営のスペシャリスト、横浜銀行総合研究所の佐藤

さんという人がおります。その講師を毎年お呼び

して、この経営状態とかこれからの水道のあり方

ということで一応勉強させてもらっています。そ

の中で内部留保資金の金額はどのくらい持ってい

るのが適正かと、そういう話になりまして、その

時点で聞いた話では要するに１年間の給水収益、

約10億ですけど、この予算書に載っている10億で

すけども、その１割程度が望ましいということで

一応指導を受けています。 
  じゃ、本題に入って、この関係につきましては

去年の９月の定例会でもお話ししています。中川

原、野中他３地区ですか、その工事を平成20年か



ら３カ年の22年までの予定で４億9,000万ほど投

資して工事を行う予定です。その他に先ほど話に

出た老朽管更新事業、それから浄水場の老朽化に

伴いまして、配水池の耐震診断等も予定しており

まして、その金額を合算しますと今言われたよう

な数字が残るはずはないと思っています。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの課長さんのお

話で大変勉強になりましたが、内部留保は１年間

の水道収入の１割程度でいいんでないかと言われ

たというお話でした。１億ぐらいでいいんでない

かと言われたということだと思います。配水池の

耐震診断というのは、これが行われるのでその預

金はなくなるんじゃないかというお話でした。耐

震診断というのはどのぐらいかかる予定なのか、

耐震型にする場合の費用などのことも含んでのこ

とかと思いますが、教えていただきたいと思いま

す。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 先ほど私が言い間違ったとすれ

ばですけれども、ちょっと内部留保資金は１年間

の収益、この予算でいいますと10億ですけども、

この10億ほどを持っているのが適当な数字と、そ

ういうふうな指導を受けています。 
  それから、耐震診断という話ですけども、浄水

場内には２次拡張事業でやりました配水池が１基

ございます。それから、創設してからあります配

水池、これが地中の中に２基埋まってございます。

そのうちの１基につきましては、２次拡張事業で

補強して今使用していますんで問題ないと思われ

るんですけども、もう一基につきましては補強し

ていないでそのまま使用していると。それは神戸

大震災の後、要するに耐震の基準が変わったため

にこれが危険になると、そういうふうな想定がで

きますもんですから、その分の補強とか、それか

ら新しく配水池をつくりたいと、そういう考えで

す。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） まず 初に、銀行の方か

ら10億ぐらいの内部留保資金が必要だというお話

を指導を受けたということですが、銀行というの

は公的な立場での事業というよりは、むしろ今は

非常に内部留保資金をため込んでおりまして、こ

の銀行ではないかもわかりませんが、全体的にで

すが、そして税金までも受けたりしながら内部留

保を高める高めると銀行などはどこでも言ってお

ります。だから、中小企業に貸さないとか、新庄

市内のしにせの方も貸してもらえず、利息が15％

にも上げられてという本当に苦しい思いを聞かせ

られましたけども、銀行は内部留保を高めろとい

う国からの指導もあって、自分のお金はため込ん

でいるようです。しかし、外に出して公的に中小

企業の苦しい方々を助けるという姿勢はないよう

に、全体的に感じられます。そういうものと住民

の生活を守ることを旨とする公的な公務員の仕事、

市役所の仕事というのは違うんでないかなと私は

思うわけです。この16億円というお金は、やはり

水道を使っている市民の方が頑張って払ってきた

お金、そしてまた皆さんの税金であり、その方々

の生活向上のために使われるのがこれ必要であっ

て、銀行のように利益追求や内部留保資金をため

るという目的で進んでいる企業とは、やっぱり経

営のあり方は違うべきではないかと思いますので、

私はそのまんまうのみにするのは間違っているん

ではないかなと思います。 
  それから次に、配水池の耐震診断をやって、大

震災が来ても水なくなったということのないよう

にするという、これは確かに大事なことだと思い

ます。そういう意味では、そういうことも事業と

してやる必要はあるのかもしれないと思います。

しかし、一方先ほどもありましたが、市民の中で



は新庄市の水道が非常に高いということをマスコ

ミなどで言われておりまして、そのことに対する

怒りもあります。新庄市の水道料金の県内の状況、

また全国での状況を水道料金高いと言われるわけ

ですが、その状況を教えていただきたいと思いま

す。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 先ほどの横浜銀行総合研究所と

言いましたが、横浜銀行とは言っていません。通

称は浜銀総合研究所といいます。その方は、横浜

市水道部の水道の審議会委員にもなっている水道

のスペシャリストでございます。 
  それでは、水道料金、全国で新庄市の料金は20

トン当たりで5,092円で第５位です。１番目が佐賀

県のある市でございます。これは、給水人口が３

万から５万の中小都市、その範囲でございます。

それから、山形県では何位かということですけど

も、村山市に次いで第２位でございます。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 市民の収入全体を見たと

きによく言われるのは大体の数なんですけど、全

国平均の８割が山形県の１人当たりの収入だと言

われています。さらに、掛ける８割が 上郡内だ

と言われております。その中の１つが新庄市だと

思います。そういうふうに全国的に見たときに、

収入が少ない市民生活でありますのに水道料金は

このように全国的にトップと、山形県では第２位、

これは新庄市民から見たら収入は少ないのに非常

に暮らしにくい市というふうに言わざるを得ない、

そういう状況だと思うんです。そうではないか、

このことについて収入と水道料の比較ということ

で考えたときにそうではないかということについ

てお考えはないかお願いします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 

髙橋 敦水道課長 今お客さん、水道の使用者から

求められていることは、蛇口に直接口をつけて飲

めるような安全な水がほしいと。そのために高度

浄水処理とか、そのような高度な処理をして皆様

の口に入るようになっているわけです。厚生労働

省でも進めています水道ビジョンの策定でも間違

いない飲料水の供給、それから緊急時の施設の確

保、そういうことで指導を受けていますんで、そ

のような高度浄水とか施設を整備すれば、水道料

はそんなに高くない、またしていかねばならない

と思っています。 
  以上です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 今の水でも市民としては、

大体ほとんどの多くの方は蛇口の水を直接飲んで

おります。だからといって不安だというような方

は少ないと思うんです。今の水は、比較的市民多

くの方にとっては皆ほとんど安心な水の方だと思

って飲んでいるし、そういう信頼で市民は暮らし

ていると思います。 
  今おっしゃったように、さらによくしなきゃい

けないというふうに、水が安全でないというふう

に考えておられる背景には、地球環境の問題があ

ると思います。酸性雨とかそういう地球環境全体

が汚れてくれば、やはり神室の水も酸性化してく

るだろうし、あとは木が切られればもちろん浄化

する力も、自然浄化というか、そういう力もなく

なってくるわけですし、そういう意味ではきれい

な水を守るというのは高度浄水もありますが、全

体としてやはり地球環境全体として酸性にならな

いように産業のあり方、それから生活雑排水の処

理の仕方など全体に関わってきて、それをきれい

にしながらまた循環して私たちが飲むわけですか

ら、そういう大きな全体に関わって地球環境の問

題として政治のレベルではそういう大きな問題と

して考えていくものだと思います。それなしに高

度浄水ばかりというふうになってきますと、幾ら



金かかってもどんなに高くなっても高くなってし

まうというか、市民にあまねく安い水を供給する

ことができなくなってしまうなというふうに思う

わけで、やはり政治全体の課題としてとらえるべ

きではないかなと思います。 
  私は、やはり市民の収入の厳しさ、この間一般

会計反対討論の中でも触れましたが、市民生活と

しては苦しいという方が93％です。ですから、そ

ういう方に対して少しでも安い水を供給する、こ

れが公共の仕事として求められているんじゃない

かと思うんです。これから拡大するのもいいんで

すが、高いから使わないというふうに言われれば

かけたかいがないというふうになるわけですし、

できるだけ安く抑えて使い易い水にすると、そう

いう立場で考える必要がないかということでもう

一度お願いします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 水道料金のやっぱり料金という

のは安ければ安いにこしたことはございません。

これは、私本人も同じでございます。ただ、今の

水道施設を維持するため、それから緊急時の施設

の確保のためにはそれなりの事業費も想定できる

わけでございます。そのため、このようなことを

この料金の中に組み入れて、今までの料金が成り

立っているわけですから、今のところ下げたいん

ですけども、下げる見通しがつかないと、そのよ

うな状況です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 県の受水費がこの間下げ

られてきているということを何度もお聞きしまし

た。それは、全国的に見て山形県の水道料金が高

いと、特に村山と新庄がというふうに全国的に名

指しで言われてきたことから、山形県としても県

のお金を使って新庄市に水道料金下げてくれとい

う願いを込めて受水費を下げているわけです。そ

ういう意味では、そういった県民、市民の考え、

声、そういうことを受けて県がやっているわけで

すから、それを受けて新庄市としても市民の、特

に基本料金などをもう少し下げて少量の使用量、

特にひとり暮らし、老人世帯、さっき言ったよう

に老人世帯の方が大変な増税にこれからなり、サ

ービスも削減されるということで苦しくなってい

る状況でもあります。これは、もちろん市民全体

ですが、特に少量の使用量の方に対して下げてで

きるんじゃないか。例えば100円基本料を下げたと

すると、減収は1,500万弱で減収になるだけで済む

ような気もするんですが、そういったことで少し

でも市民の生活を支える立場に立つ気持ちはない

かお聞きします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 今佐藤委員がおっしゃられたこ

とは、去年新聞報道なされましたけども、山形市

の少水量家庭の値下げ、それからごく 近村山市

の少使用量の家庭と、そういうことで一応お話し

されたんだと思うんですけども、これにつきまし

ては当新庄市水道課におきまして平成５年７月１

日から少使用者への優遇措置というやつですか、

それで料金の見直しを実施済みです。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） それは、どのような内容

なのかということをお知らせしていただきながら、

例えば山形市などと比べますと、それでも相当高

いわけです。私はそう思います。山形市に暮らし

ておられる方は、平均しますと新庄市より収入が

多い方が多いと言われております。それに対して、

収入が少ないと言われる新庄市でかなりそれより

も高い水道料金で暮らしているというのは、市民

にとって移動したいぐらいおもしろくない話だと

いうふうに思うわけですが、そういうことも考え

たときにどうなのか、いかがでしょうか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 



髙橋 敦水道課長 山形市と新庄市を比較するとい

うことはすごく乱暴な話でございます。というこ

とは、人口が二十六、七万人ですか、30万人近く、

当市はもうすぐ４万人を切るような状況でござい

ます。要するに人口が多いということは使用量も

多いということで、簡単に言えば100トン級のもの

をつくれば30万人と４万人で割ると、そのような

市でございますから、水道料金が安くなるのが当

たり前と、そのような考えです。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 先ほど言ったんですけど、

100円下げたとしても1,500万円ぐらいの減収にな

るだけでないかと思うんですが、どうでしょうか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 今の水道の使用状況をちょっと

お話しさせていただきます。先ほどもちょっと話

あったようなんですが、人口の減少、それから節

水器具の普及、簡単に言えば節水器具というのは

要するにトイレであればウォシュレットの使用水

量、これも半減しているような状況です。それか

ら、洗濯機ということでこの使用量が節水器具の

普及によって落ちていると、そういうような状況

でございまして、1,500万ほどといいましてもこれ

から水道事業経営に与える影響は相当大きいと思

うんで、簡単に１基当たり100円の値下げがいいん

じゃないかと言われましても、現在の経営状況で

は下げることはできないと、そういうような状況

です。 
１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
星川 豊委員長 佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 
星川 豊委員長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 
 
     午後 １時５９分 休憩 
     午後 ２時０９分 開議 

 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     発言の取り消し 
 
 
星川 豊委員長 なお、先ほど下水道課長より取り

消しの申し出につきまして休憩中に了解を得まし

て削除することといたしましたが、これは数字と

か字句の問題じゃないので、会議の中でやってほ

しいというふうな考えになりましたので、改めて

休憩を解いたところで今報告申し上げたとこでし

た。したがいまして、先ほど削除する件について

改めて会議のこの中で御了解いただけますか。 
   （「はい」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 それでは、了解いただきましたの

で、そのようにさせていただきます。 
  他に質疑ございませんか。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） 第６次の拡張事業につい

て、19年度は1,365万ということで予算提示されま

したが、これからの19年度に入りましてからの計

画、どういうふうな手順でいつごろ認可おりると

いうふうな予定されるかをちょっとお伺いしてお

きたいというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長  

今後の予定といたしましては､この予算に計上し

ています金額が変更認可申請書の実施設計の委託

でございます。それを発注しまして、９月の議会

に条例の改正案を出すと。そして、一応これでよ

うやく工事ができる状況になるわけでございます。

その後県、国等にお話ししまして実施設計の委託

を何とか本年度中にやりまして、できれば工事も



一緒に付随してやりたいなと思っているんですけ

ども、これは補助金をもらう立場ですから、国、

県の動向で決まると、そのように考えています。 
  以上です。 
１３番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
星川 豊委員長 新田道尋委員。 
１３番（新田道尋委員） これで新庄市内の未普及

地というのはほぼ解消されるというふうに思って

いますが、普及率大体100％にこれが終了すればな

ると思うんですけども、その辺どうでしょうか。 
  それから、留保資金ということでいろいろ話あ

るんですが、これはやはりこれからまだこういう

ふうな事業計画も残っているし、老朽管の布設替

えというふうな大きな工事も示されておるわけで

すんで、これはこれで大事にひとつとっておいて、

また災害ないというふうなことも限らないし、そ

れから老朽管による事故も何回もあるわけですか

ら、突発的な事故を回避して工事をするためにも

これは余りいじらないでとっておくべきだという

ことを思うわけですが、会がある度に、予算会、

いろんな決算でもこれをつつくわけですけども、

これは必要があってこういうふうにしていると私

はにらんでいるんです。専門につつく人決まって

いるし、同じことをずっと聞かされているんです

けども、これもわかり易いようにもっと具体的に

説明して、これはこうなんだということをはっき

り言えば次回はないんじゃないかと私思うんです。

あちこち言うから、またそれに食いついてくると

いうふうになるんで、何にも無意味な金をこうや

って積んでいるわけじゃないでしょう。留保して

いるわけでないんですから、この辺をはっきり同

じことを言われて同じことを毎回言えばあとあき

らめるから。聞き飽きているんです。もうたくさ

んです、質問。 
  そういうことで、さっきも申し上げましたが、

健康課長にも言ったんですけども、そういうもの

は物事というのははっきりしなきゃだめだと私は

思うんです。30分ぎりぎり時間あるだけしゃべっ

て、そんなみんなたくさんだと思っているでしょ

う、本人はいいんだけども。そんなことで、これ

からはやっぱり物事というのはすべてはっきりい

いものはいい、悪いものは悪い、できるものはで

きると、含み残してにごすからおかしくなってい

るんです。こういうふうな新庄市の財政状況にあ

って、もう少し真剣にはっきりと進んでいかない

とみんなおかしくなるんです。計画が皆崩れてい

く可能性がある。それを１つ要望しておきます。 
  それで、普及率等をもう一回課長、今後の進め

方、これも希望も含めて、いいですか、私はつつ

きませんから、できる限りの範囲内で、なるだけ

これ水を待っているんで、 後の拡張事業になる

はずですんで、片方まだ水がいかないうちに老朽

管の布設替えというふうなことをちぐはぐな事業

も出てくるわけですから、これでけりをつけるこ

とができると思うんで、その辺ひとつよろしくお

願いします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 中川原他４地区の本格給水を終

了した場合の普及率等のお話でございましたけど

も、現在平成17年度の実績をもとにして算出しま

すと普及率が91.2％ございます。ただ、思ったよ

りも低いというのは、まだ山屋、休場、市野々の

営農飲雑用水事業が簡易水道区域となっています

けども、上水道の区域にはまだ編入されていない

とそういうことで、これは将来的に上水道の区域

に編入されれば、水の供給できないところという

のは兎額の１戸だけと、そのような状況になりま

す。 
  以上です。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員） ８ページ、新田委員の質

問と関連をするんですが、先ほど水道課長から説

明ありました。20年から23年まで完成する予定と。



期間はこれでいいんですか。あそこの地域の完成

年度、先ほど申しておったのを聞いておるのが20

年度から事業着手し、23年度までで完成するとい

うふうなことでいいんですか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 今考えていることは、一応３カ

年の計画で工事を実施すると。そして、泉田から

配水管を持ってきまして、中川原地区、それから

野中地区、滝の倉地区とこの１年１年に工事する

度に給水できる区域は給水していくと、そのよう

な考えでございます。ただ、先ほどもちょっと話

ししましたけれども、国、県の補助金の動向が問

題なもんですから、逆に言えば補助金の額により

まして３カ年が４カ年とか、３カ年が２カ年とか、

そういうような動きはあると思います。 
  以上です……先ほど１個兎額という地区名を言

ったんですけれども、稲崎です。兎額と私言って

いましたもんですから、どうも済みませんです。

訂正します。 
２１番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
星川 豊委員長 亀井信夫委員。 
２１番（亀井信夫委員） 泉田から入ってきて野中

へ来るわけですね。中川原ですか。 
   （「中川原です」と呼ぶ者あり） 
２１番（亀井信夫委員） 中川原から野中へ行って

滝の倉へ行って泉ケ丘か、泉ケ丘へ行くという路

線、これは大変やればいいんじゃないかなと私思

っておるのは、野中、滝の倉間の農道を利用する

場合は、あそこのとこを利用する場合は今舗装も

なっていないです。工事やるには 適な時期では

ないかなと私思っておったわけなんです。そうい

う関係もあって、できれば単年度中にあそこを工

事着工完了というふうなことで持っていっていた

だきたいというふうな私も考え、お願いをしたい

なというふうに思っておったところです。国、県

の補助金というふうなことがあるわけですから、

それを認可受けなければやれないことは当然なん

です。ぜひこれを強く要望して、国、県に対して

補助金の対策を講じていただきたい。そのために

は、設計関係をつくらなきゃいけないわけですか

ら、それを持って国、県に行かなきゃいけないん

で、なるべく早くその設計をでかしていただいて、

県、国の予算をとっていただいて、そして未給水

地域、あそこは本当に水悪いとこなんです、滝の

倉の方は。中川原はちょっと水はよかったんです

けれども、滝の倉、冷水沢、冷水沢は対応してい

ただいておるんですけれども、あの地域が私は新

庄市で一番水の悪いとこじゃないかなと思ってお

ったんです。私議長のとき請願、陳情を受けたわ

けですから、あれから相当になるんです。ぜひ総

力を挙げて早期完成のためにやっていただきたい

と思います。ひとつよろしくお願いします。 
  終わります。 
星川 豊委員長 他に質疑ございませんか。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
星川 豊委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 亀井委員さんの質問と同

じような質問でございますけども、やはり水道は

敷いていくということも先決でございますけども、

地元の人たちとの話し合いがこれも大事だと思い

ます。水道は来たけれども、やはり今あの路線を

見ますと農家の集落でございますので、農家を取

り巻く情勢が今非常に厳しいという中で、全戸引

いていただくのか。それとも、宅内の方はどうな

るのか、その辺をはっきりしておかないと、水道

が行ったけれども、とってくれる人がいないとな

ると大変でございますので、その辺を集落とどう

いうお話をしているのか、利用組合というような

そのものを市で集落に入って説明会をこれからや

っていくのか、今までやったか、そういうことを

お聞きします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
星川 豊委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 初に、17年の10月ころですか、

平成７年からの要望を受けての大事業だというこ



とで、５地区の区長、役員にお集まり願いまして、

この概要のお話をしました。それから、今森委員

さんおっしゃられたとおり、要するに引いてもお

客さんが水を使わなければならないということで、

低でも蛇口１栓はつけてほしいと、そのような

ことがあったもんですから、各地区に出向きまし

てその内容をお話ししまして、一応内情をわかっ

てもらったと、そのような状況です。そして、

終的にはこの 低１栓をとるという同意書の提出

を願いまして、去年の11月の末に各地区から同意

書の提出がありました。この同意書は同意率91％

という結果を得たものですから、まず何とか私の

方でも頑張ってやっていこうと、そういう結論に

達したわけです。どうしても不同意者というのは、

主にひとり暮らし、２人暮らしと老人世帯が主だ

ったもんですから、これはやむを得ないじゃない

かと、そういうふうな判断をした上で、事業の着

手と、そういう結論に達しました。 
  以上です。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
星川 豊委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） どうもありがとうござい

ます。 
星川 豊委員長 他に質疑ありませんか。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 発言を許します。 
  佐藤悦子委員。 
１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどの新田委員の発言

ですけれども、内容は前質問者である私に対して

無礼な発言であったと思います。侮辱する発言は

許せないと思います。訂正、削除をお願いします。 
星川 豊委員長 暫時休憩いたします。 
 
     午後 ２時２６分 休憩 
     午後 ２時４０分 開議 
 
星川 豊委員長 休憩を解いて再開いたします。 
  他に質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第29号平成19年度新庄市水道事業会計予算

は原案のとおりに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） 
星川 豊委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
 
 
     閉      議 
 
 
星川 豊委員長 以上をもちまして予算特別委員会

に付託されました案件の審査はすべて終了いたし

ました。 
  ここで、一言ごあいさつを申し上げます。３日

間にわたる再々にわたっての慎重審議、大変あり

がとうございました。これで私の役目も終わりま

したんで、今後ともひとつ何かの機会がありまし

たらまたよろしくということを 後にお願い申し

上げまして、これをもちまして閉会といたします。

どうもありがとうございました。（拍手） 
 
     午後 ２時４１分 閉議 
 



    予算特別委員会委員長 星川 豊 
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     開      会 
 
 
斎藤義昭臨時議長 皆さん、おはようございます。

ただいま紹介されました斎藤義昭であります。地

方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務

を行います。どうぞよろしくお願いいたします。

不慣れでございますので、各議員の格別の御協力

をお願い申し上げます。 
  ただいまの出席議員は20名でございます。 
  これより平成19年５月新庄市議会臨時会を開会

いたします。 
  直ちに本日の会議を開きます。 
 
 
  日程第１仮議席の指定 
 
 
斎藤義昭臨時議長 日程第１仮議席の指定を行いま

す。 
  仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたしま

す。 
  暫時休憩をいたします。 
 
     午前１０時０２分 休憩 
     午前１０時０３分 開議 
 
斎藤義昭臨時議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第２議 長 選 挙 
 
 
斎藤義昭臨時議長 日程第２議長選挙。 
  これより議長選挙を行います。選挙は投票によ

り行います。 

  投票の記載は、記載所で行っていただきたいと

思います。 
  議場の閉鎖を命じます。 
   （議場閉鎖） 
斎藤義昭臨時議長 ただいまの出席議員は20名であ

ります。投票用紙を配付いたします。 
   （投票用紙配付） 
斎藤義昭臨時議長 投票用紙の配付漏れはございま

せんか。 
   （な  し） 
斎藤義昭臨時議長 配付漏れなしと認めます。 
  投票箱を改めさせます。 
   （投票箱点検） 
斎藤義昭臨時議長 異状なしと認めます。 
  念のため申し上げます。投票は単記無記名であ

ります。投票用紙に被選挙人の氏名を１人記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 
  事務局に点呼を命じます。 
   （総務主査氏名点呼、投票） 
斎藤義昭臨時議長 投票漏れはございませんか。 
   （な  し） 
斎藤義昭臨時議長 投票漏れなしと認めます。 
  投票を終了いたします。 
  議場の閉鎖を解きます。 
   （議場開鎖） 
斎藤義昭臨時議長 これより開票を行いますが、会

議規則第31条第２項の規定により、立会人に小野

周一君、奥山省三君、遠藤敏信君を指名いたしま

す。よって、３名の方の立ち会いをお願いいたし

ます。 
   （開  票） 
斎藤義昭臨時議長 選挙結果を報告いたします。 
  投票総数20票。 
  これは先ほどの出席議員数に符合いたしており

ます。 
  そのうち有効投票20票、 
      無効投票なし。 



  有効投票中、新田道尋君 10票 
        中川正和君 10票 
  以上のとおりであります。 
  この選挙の法定得票数は５票であります。新田

道尋君と中川正和君の投票数はいずれも法定得票

数を超えておりますが、両君の得票数は10票で同

数であります。よって、地方自治法第118条第１項

の規定において準用する公職選挙法第95条第２項

の規定により、くじによって当選人を決定するこ

とにいたします。 
  くじは、被選挙人が議場におられますので、被

選挙人にお引き願うことにいたします。 
  くじの手続について申し上げます。抽選棒は５

本あり、１から５までの数字が記載されておりま

す。まず、第１回目のくじは、第２回目の本くじ

を引く順序を決めるためのもので、引く順番は年

齢順といたします。第１回目のくじにおいて、抽

選棒の数字の若い番号を引いた方から第２回目の

本くじを引いていただきます。第２回目の本くじ

においては、引いた抽選棒の数字の若い方を当選

人に決定いたします。なお、１回目は青くじ、２

回目は赤くじを使用します。以上、御了解願いま

す。 
  これよりくじを行います。 
  新田道尋君と中川正和君のお二人に登壇をお願

いいたします。 
  立会人に小野周一君、奥山省三君、遠藤敏信君

の３名をお願いいたします。 
  初めに、使用するくじの確認をお願いいたしま

す。 
   （くじ点検） 
斎藤義昭臨時議長 まず、本くじを引く順番を決め

るくじを行います。年齢順により初めに新田道尋

君からくじを引いてください。次に中川正和君の

順番でお願いをいたします。 
   （くじを引く） 
斎藤義昭臨時議長 本くじを引く順序が決定いたし

ましたので、報告いたします。最初に、中川正和

君、次に新田道尋君の順でくじを引いていただき

ます。 
   （くじを引く） 
斎藤義昭臨時議長 くじの結果を報告いたします。

中川君が当選のくじを引かれました。よって、中

川正和君が議長に当選されました。 
  ただいま議長に当選されました中川正和君が議

場におられますので、本席から会議規則第32条第

２項の規定により告知をいたします。 
  当選されました中川正和君にごあいさつをお願

いいたします。 
   （７番中川正和議員登壇） 
７ 番（中川正和議員） おはようございます。く

じ引きという非常に難しい選挙になりました。私

は、これで２回目のくじ引きをやったわけであり

ますが、本当にそういうふうなことはやりたくあ

りませんでした。今回新庄市が非常に大切な時期

に来ているというときに議会が真っ２つに分かれ

るということは、非常に残念なことであります。

私は、何としても行政側、執行部と議会側が一致

団結して、何としても新庄市の行財政の安定を目

指していかなきゃいけない、こういうふうに考え

ているところでございますので、今日の結果は結

果として重く受けとめますので、今後の議会運営

によろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。（拍手） 
斎藤義昭臨時議長 臨時議長の役目が終わりました

が、当選されました中川正和君、議長就任おめで

とうございます。ただいまから議長席にお着き願

います。 
  皆様の御協力ありがとうございました。（拍手） 
   （臨時議長退席、議長着席） 
中川正和議長 一言ごあいさつ申し上げます。 
  議長という大役を仰せつかったわけであります

が、何しろ不慣れなもんですから、いろいろと皆

さん方に御協力をお願いしなきゃいけない、こう

いう点が多いと思います。よろしくお願いいたし

ます。 



   （「休憩をお願いしたいんですが」 
     と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 休憩をという話がありますが、皆さ

ん方いかがいたしますか。よろしいですか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 では、暫時休憩いたします。 
 
     午前１０時２４分 休憩 
     午前１０時４６分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第３副議長選挙 
 
 
中川正和議長 日程第３副議長選挙を行います。 
  これより副議長選挙を行います。選挙は投票に

より行います。 
  議場の閉鎖を命じます。 
   （議場閉鎖） 
中川正和議長 ただいまの出席議員は20名でありま

す。投票用紙を配付いたします。 
   （投票用紙配付） 
中川正和議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 
   （な  し） 
中川正和議長 配付漏れなしと認めます。 
  投票箱を改めさせます。 
   （投票箱点検） 
中川正和議長 異状なしと認めます。 
  念のため申し上げます。投票は単記無記名であ

ります。投票用紙に被選挙人の氏名を１人記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 
  事務局に点呼を命じます。 
   （総務主査氏名点呼、投票） 
中川正和議長 投票漏れはございませんか。 
   （な  し） 
中川正和議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 
  議場の閉鎖を解きます。 
   （議場開鎖） 
中川正和議長 これより開票を行いますが、会議規

則第31条第２項の規定により、立会人に小野周一

君、奥山省三君、遠藤敏信君を立会人として指名

いたします。よって、３名の方の立ち会いをお願

いいたします。 
   （開  票） 
中川正和議長 それでは、選挙の結果を報告いたし

ます。 
  投票総数20票。 
  これは先ほどの出席議員数に符合いたしており

ます。 
  そのうち有効投票20票、 
  有効投票中、平向岩雄君 10票 
        金 利寛君 ９票 
        佐藤悦子君 １票 
  であります。 
  この選挙の法定得票数は５票であります。よっ

て、平向岩雄君が副議長に当選されました。 
  ただいま副議長に当選されました平向岩雄君が

議場におりますので、本席から会議規則第32条第

２項の規定により告知をいたします。 
  当選されました平向岩雄君にごあいさつをお願

いいたします。 
   （１５番平向岩雄議員登壇） 
１５番（平向岩雄議員） 皆さん、御苦労さんでご

ざいます。この度は、新庄市議会の副議長に御推

挙いただきまして、誠にありがとうございました。

本市は、昭和24年市制施行以来、かつてない多く

の課題を山積しているわけでございますが、議会

といたしまして市民からの信頼を得られるような

一致団結して今後その課題に対応していくべきだ

というふうなことを考えておりますので、ひとつ

これからよろしくお願いを申し上げまして、一言

ごあいさつにさせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手） 



中川正和議長 それでは、ここで10分間休憩いたし

ます。 
 
     午前１０時５８分 休憩 
     午前１１時０８分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第４議席の指定 
 
 
中川正和議長 日程第４議席の指定を行います。 
  議席は、会議規則第４条第１項の規定により、

議長において指定いたします。 
  議員諸君の氏名とその議席の番号を事務局より

朗読させます。 
野崎 勉総務主査  
  １番奥山省三議員  ２番佐藤悦子議員 
  ３番斎藤義昭議員  ４番小野周一議員 
  ５番小関 淳議員  ６番遠藤敏信議員 
  ７番中川正和議員  ８番沼澤恵一議員 
  ９番清水清秋議員  10番小嶋冨弥議員 
  11番渡部平八議員  12番今田雄三議員 
  13番金 利寛議員  14番新田道尋議員 
  15番平向岩雄議員  16番森 儀一議員 
  17番山口吉靜議員  18番亀井信夫議員 
  19番星川 豊議員  20番下山准一議員 
  以上です。 
中川正和議長 ただいま朗読いたしましたとおり議

席を指定いたします。 
 
 
  日程第５会議録署名議員指名 
 
 
中川正和議長 日程第５会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において奥山省三君、下山准一君の両名

を指名いたします。 
 
 
  日程第６会 期 決 定 
 
 
中川正和議長 日程第６会期の決定を議題といたし

ます。 
  この度の臨時会の運営につきましては、議会運

営委員会がまだ構成されておりませんので、会派

代表者会で協議いたしていただきました。その協

議の結果について、代表の方から御報告をお願い

いたします。 
  会派代表者会座長、森 儀一君、お願いします。 
   （１６番森 儀一議員登壇） 
１６番（森 儀一議員） 御苦労さまです。会派代

表者会の協議について報告いたします。 
  去る５月11日午前10時から議員協議会室におい

て、各会派代表者、執行部より副市長、関係課長

並びに議会事務局担当職員の出席の上、本日招集

されました５月臨時会の運営について協議いたし

ました。 
  この度臨時会の案件は、報告２件、議案３件、

計５件でありますので、会期は本日１日といたし

ます。 
  また、議事の日程は５件の案件に先立ち、常任

委員の選任などを行っていただきますよう会派代

表者会で協議いたしましたので、議長よりよろし

く取り計らいいただきますようお願いいたします。 
  以上で報告を終わります。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  今期臨時会の会期は、ただいま会派代表者の座

長から報告ありましたとおり、本日１日とするこ

とに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 



  よって、会期は本日１日と決定いたしました。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１１時１２分 休憩 
     午前１１時１９分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第７常任委員の選任 
 
 
中川正和議長 日程第７常任委員の選任を行います。 
  常任委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、議長より指名いたします。 
  総務常任委員に 
   小野周一君  小関 淳君 
   中川正和君  小嶋冨弥君 
   新田道尋君  亀井信夫君 
   下山准一君の７名を、 
  文教厚生常任委員に 
   佐藤悦子君  沼澤恵一君 
   森 儀一君  渡部平八君 
   今田雄三君  山口吉靜君 
   星川 豊君の７名を、 
  産業建設常任委員に 
   清水清秋君  奥山省三君 
   斎藤義昭君  遠藤敏信君 
   金 利寛君  平向岩雄君の６名をそれぞれ

指名いたします。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、た

だいま指名いたしました諸君をそれぞれの常任委

員に選任することに決しました。 
  なお、この際お諮りいたします。本市議会では、

議長の職にある者は、常任委員を辞任することに

申し合わせしておりますので、小職は常任委員を

辞任したいと思いますが、御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

長の常任委員の辞任は許可されました。 
  それでは、これより各常任委員会の正副委員長

の互選をお願いいたします。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１１時２１分 休憩 
     午前１１時３０分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  それでは、各常任委員会の互選の結果が議長の

手元に参っておりますので、報告いたします。 
  総務常任委員会   委員長 小野周一君 
           副委員長 小嶋冨弥君 
  文教厚生常任委員会 委員長 沼澤恵一君 
           副委員長 佐藤悦子君 
  産業建設常任委員会 委員長 遠藤敏信君 
           副委員長 奥山省三君であ

ります。 
  以上であります。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１１時３１分 休憩 
     午前１１時３７分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第８議会運営委員の選任 
 
 
中川正和議長 日程第８議会運営委員の選任を行い

ます。 
  議会運営委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定により、議長より指名いたしま

す。 
   小野周一君  沼澤恵一君 



   遠藤敏信君  奥山省三君 
   山口吉靜君  森 儀一君 
   今田雄三君 
  以上７名の諸君を指名いたします。これに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、た

だいま指名いたしました諸君を議会運営委員に選

任することに決しました。 
  それでは、これより議会運営委員会の正副委員

長の互選をお願いいたします。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１１時３９分 休憩 
     午前１１時５５分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  ただいまから１時まで休憩いたします。 
 
     午前１１時５５分 休憩 
     午後 １時０８分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  それでは、正副委員長の互選の結果が議長の手

元に参っておりますので、御報告いたします。 
  議会運営委員会 委員長 今田雄三君 
         副委員長 山口吉靜君 
  以上であります。 
 
 
  日程第９最上広域市町村圏事務組 
  合議会議員の選挙 
 
 
中川正和議長 日程第９最上広域市町村圏事務組合

議会議員の選挙を行います。 
  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第118条第２項の規定により指名推選

にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、選

挙の方法は指名推選することに決しました。 
  お諮りいたします。指名の方法につきましては、

議長において指名することといたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

長において指名することに決しました。 
  最上広域市町村圏事務組合議員に渡部平八君、

山口吉靜君、星川 豊君の３名を指名いたします。 
  お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました諸君を当選人とすることに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、た

だいま指名いたしました３名の諸君が最上広域市

町村圏事務組合議員に当選されました。 
  ただいま当選されました諸君が議場におられま

すので、本席から会議規則第32条第２項の規定に

より告知いたします。 
  なお、議長も組合規約により議員になりますの

で、御了承お願いいたします。 
 
 
  日程第１０市長の行政報告 
 
 
中川正和議長 日程第10市長の行政報告をお願いい

たします。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 県立新庄病院の存続に向けた取り

組みについて行政報告をさせていただきます。 
  この病院の運営主体見直しの問題については、

昨年来最上８市町村が一体となって、議会での存

続を求める統一決議、そして県に対する要望活動



等々を行ってまいりました。その後、住民にこの

運動の輪を広げ、具体的な取り組みを企画するた

め、新庄の副市長を座長とする８市町村の連絡会

議、これを設立したところであります。これまで

最上地区の主要関係団体に対して、問題点を説明

の上に行動呼びかけを行ってきたところでありま

すが、４月24日、呼びかけに賛同いただいた８市

町村の区長、町内会長組織の代表及び11の関係団

体によりまして、最上の医療体制を考える会が設

立いたしました。会長には、新庄市の区長協議会

の後藤会長が選出されたところであります。これ

で住民サイドの体制も整ったわけでありますが、

設立会議には８市町村長も出席いたしまして、住

民、議会、行政が一体となって取り組んでいくこ

と、これを確認し合ったところであります。 
  また、当面の取り組みでありますが、これも現

在まで具体的に決まったことを御報告申し上げま

すけども、５月末、最上管内全戸に啓発用のチラ

シを配布いたします。同時に18歳以上を対象とす

る署名活動、これに入ることにしております。署

名については、ダブりあるいは漏れが出ないよう

に、すべての町内会集約といたしました。署名運

動期間でありますが、６月20日までといたしまし

て、７月上旬に考える会メンバーが県知事の方に

署名簿を提出する予定であります。 
  また、６月28日、これ予定しておりますけども、

最上の医療体制を考える住民の集い、これを開催

いたします。県立病院を県立として存続させて、

県立を核とした最上の医療体制をつくる取り組み

については、これは相当根気よく、息長く続けて

いかなければいけませんけども、今年度は特に県

の医療計画の策定日程、これに合わせて住民、議

会とともに三位一体で効果的に取り組んでいきた

いというふうに考えておりますので、それぞれの

取り組みについては格別の御指導と御協力を賜り

ますようよろしくお願い申し上げまして、行政報

告とさせていただきます。 
中川正和議長 ありがとうございました。 

 
 
  日程第１１報告第３号新庄市市税 
  条例の一部を改正する条例の専決 
  処分の承認について 
 
 
中川正和議長 日程第11報告第３号新庄市市税条例

の一部を改正する条例の専決処分の承認について

を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 報告第３号新庄市市税条例の一部

を改正する条例の専決処分の承認について御説明

申し上げます。 
  地方税法等の一部を改正する法律が公布された

ことに伴いまして、必要な部分について市税条例

の改正を行うため、３月31日に専決処分を行いま

したので、これを報告し、議会の承認をお願いす

るものであります。 
  主な改正の内容について申し上げますと、最初

にたばこ税でありますが、これまで附則に定めら

れておりました特例税率、これを適用することに

なっておりましたけども、この税率が本則に規定

されることになったものであります。 
  次に、固定資産税関係でありますが、平成19年

４月１日から22年３月31日までに住宅に一定のバ

リアフリー改修工事が完了したものについては、

該当者が申告したものに限って100平米相当分ま

での固定資産税額の３分の１が減額されることと

なったことなどであります。 
  次に、市民税関係でありますが、１点目といた

しまして、上場株式等を譲渡した場合の株式等に

関わる譲渡所得に対して課する市民税の税率につ

いて、３％を1.8％にする特例の適用期間が平成21

年度まで１年間延長されたことであります。 
  失礼いたしました。２点目といたしまして、特



定中小会社が発行した株式等に関わる譲渡損失の

繰り越し控除及び譲渡所得について、所得の２分

の１を課税対象とする特例期間が平成21年３月31

日まで２年間延長されたことであります。 
  ３点目でありますが、条約適用利子及び条約適

用配当等に関わる税率について、５％を３％にす

る特例の適用期間が平成21年３月31日まで１年間

延長されたことであります。 
  ４点目でありますけども、租税条約実施特定法

に規定する保険料について、社会保険料控除の対

象となったことであります。 
  ただいま御説明申し上げました件につきまして

は、地方自治法第179条第１項の規定によりまして、

平成19年３月31日に専決処分を行いましたので、

御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
中川正和議長 ただいま説明のありました報告第３

号について質疑に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ただいまの議案資料の２

ページの入湯税課税免除の件ですが、これは今ま

で年何人ぐらいおられたのか、また周知をどのよ

うになさっているのか、お願いします。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 何人ぐらい適用になったか、そ

れと周知についての御質問でございますが、対象

者につきましては、何年間の中で、何年間という

定義もございますけれども、近年の記憶の中では

該当したケースはほとんどございません。なお、

周知につきましては、税務課といたしましては、

積極的な周知ということは行ってまいりませんで

したが、一般的によく申請出されるケースといた

しましては、全県規模以上の体育大会等、そうい

ったものについては申請参るんですが、個別の学

校教育に関わる学校行事として参加する場合の免

除申請というのはほとんどございませんでした。

今後こういった制度があるということにつきまし

ては、とりあえず教育委員会の方にお知らせいた

しまして、個別の学校に対する周知方につきまし

ては、教育委員会と協議の上対応してまいりたい

と思います。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 教育委員会と協議の上対

応ということで、よろしくお願いしたいと思いま

す。というのは、特別教育というか、養護学校の

教育の中で着がえというのが重要な、着がえがで

きるかどうか、あるいは体を洗う、こういうのも

勉強のうちだということで、ふろに入りに行くの

が勉強になるときもあるんです。そのときにこう

いうことを勉強に組んだ先生が知らなかった、あ

るいは学校の校長も知らなかったということで、

入湯税の免除にならなかったというのがあったと

記憶しております。知らなかったからなんです。

そういう意味では、ぜひ教育長はじめ教育委員長

さんの方から先生方にお知らせしていただいて、

必要なときにはこういう免除、幾らでも安く、教

育活動がし易くなるわけですから、言っていただ

くように要望したいと思いますが、いかがでしょ

うか、教育委員長さん、教育長さん。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 定期的に校長会等も実施しており

ますので、これらの情報については確実に伝えて

まいりたいと思います。 
中川正和議長 他にありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに



御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  報告第３号新庄市市税条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認についてはこれを承認するこ

とに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、報

告第３号についてはこれを承認することに決しま

した。 
 
 
  日程第１２報告第４号新庄市国民 
  健康保険税条例の一部を改正する 
  条例の専決処分の承認について 
 
 
中川正和議長 日程第12報告第４号新庄市国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 報告第４号新庄市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いて御説明申し上げます。 
  地方税法等の一部を改正する法律が公布された

ことに伴いまして、必要な部分について市国民健

康保険税条例の改正を行うため、３月31日に専決

処分を行いましたので、これを報告し、議会の承

認をお願いするものであります。 
  改正の内容でありますが、基礎課税額に関わる

課税限度額、これを53万円から56万円に引き上げ

るものであります。この件につきましては、地方

自治法第179条第１項の規定によりまして、平成19

年３月31日に専決処分を行いましたので、御承認

賜りますようよろしくお願いいたします。 

中川正和議長 ただいま説明のありました報告第４

号について質疑に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 国民健康保険税の最高限

度額を53万円だったのを56万円に増税になるとい

うことです。その総額、市としての総額及び世帯

数あるいは人数はどのぐらいになるのかというこ

とをお調べになっていればお願いいたします。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 18年所得がまだ確定してござい

ませんので、実数としてはまだはっきりしておら

ないわけでございますが、平成17年度当初におけ

る国民健康保険税の基礎課税額、課税限度超過世

帯数につきましては312世帯、同じく18年度当初に

おきましては321世帯でございます。ほぼ19年度も

同様の数値かと推定してございますので、金額と

いたしましては約950万円前後が増額になるもの

と試算しております。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 先に選挙の期間中に市民

の皆さんから御意見などを伺ったときに、一番要

望がある、悩みがあるということで集中していた

のが国民健康保険税と介護保険料でした。この重

さが大変生活を圧迫しているというか、その意見

が市民の中から大変寄せられたというふうに私は

受け取っております。そういう意味では、この最

高限度額になっている世帯であっても納めにくい

といいますか、大変苦労しておられるような気が

するんですが、苦労しておられる滞納などの現状

などを把握しておられましたらお願いしたいなと

思いますが、どうでしょうか。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 国保税の課税金額ごとにおける



滞納状況のデータそのものは、税務課としてはと

ってございません。といいますのは、現在の電算

システムの中では、その課税金額ごとに滞納世帯

を調べられるシステムになってございませんので、

手作業で行いますとかなりの膨大な作業になりま

すので、現在のところ税務課としてはそういった

データのとり方は行ってございません。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 市民の皆さんが税金の上

がっていること、負担が重いこと、一方収入がな

かなか上がっていかないこと、このことについて

悩んでおられる、苦しんでおられる方が増えてい

るように感じます。そういう中で、こういう増税

が来るということは、また市政に対する不信とい

いますか、それが広がるような気がして、抑える

ことができるのではないかと私は思うんです。市

民生活を少しでも守るように、増税しないという

立場に立つことができないのか、そういったこと

についてお聞きします。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 市長の提案説明の中でも申し上

げてございますけれども、本改正につきましては、

上位法でございます地方税法の一部改正を受けて

行った条例改正でございますので、御理解賜りた

いと思います。 
中川正和議長 他にありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  報告第４号新庄市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の専決処分の承認についてはこれを

承認することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  報告第４号については原案のとおり承認するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、報告

第４号についてはこれを承認することに決しまし

た。 
 
 
  日程第１３議案第３５号新庄市固 
  定資産評価員の選任について 
 
 
中川正和議長 日程第13議案第35号新庄市固定資産

評価員の選任についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第35号新庄市固定資産評価員

の選任について御説明申し上げます。 
  固定資産評価員は固定資産を適正に評価し、か

つ市長が行う価格の決定を補助するという職務の

性格上、本市におきましては市の税務課長の職に

あるものが最も適任であるとして選任してきたと

ころであります。 
  去る４月１日をもって田口五郎君を新たに税務

課長に任命いたしましたので、同君を固定資産評

価員に選任するため、地方税法第404条第２項の規

定によりまして議会の御同意をお願いするもので



あります。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第35号について

は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会

の付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第35号につきましては、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 
  お諮りいたします。議案第35号は人事案件であ

りますので、質疑、討論を省略して直ちに採決し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第35号は直ちに採決することに決しました。 
  これより採決いたします。 
  議案第35号新庄市固定資産評価員の選任につい

ては、これに同意することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第35号についてはこれに同意することに決しま

した。 
 
 
  日程第１４議案第３６号新庄市市 
  税条例の一部を改正する条例の制 
  定について 
 
 
中川正和議長 日程第14議案第36号新庄市市税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とい

たします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第36号新庄市市税条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げま

す。 
  提案の理由につきましては、地方税法等の一部

を改正する法律が公布されたことに伴いまして、

市税条例について必要な改正を行うために提案す

るものであります。 
  改正の内容でございますが、１点目といたしま

して、法人課税信託の引き受けを行うことにより、

法人税を課させる個人で市内に事務所または事業

所を有する者については、法人税割額が課される

こととなったことであります。 
  ２点目でありますが、法律名が証券取引法から

金融商品取引法に変更されたことによる改正であ

ります。 
  よろしく御審議をいただき、御決定くださるよ

うお願い申し上げます。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第36号について

は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会

の付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第36号につきましては、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第36号新庄市市税条例の一部を改正する条



例の制定については原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第36号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第１５議案第３７号平成１９ 
  年度新庄市一般会計補正予算（第 
  １号） 
 
 
中川正和議長 日程第15議案第37号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第１号）を議題といたしま

す。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第37号一般会計の補正予算に

ついて御説明申し上げます。 
  補正予算書１ページ、一般会計補正予算は、歳

入歳出それぞれ500万円を追加いたしまして、130

億9,000万円とするものであります。 
  続きまして、歳入歳出事項別明細書の５ページ

をお開きいただきたいと思いますが、歳入の項目

いずれも寄附金でございます。去る４月19日に東

京都の日本航空電子工業株式会社から300万円、関

連会社で横根山工業団地で操業しております山形

航空電子株式会社から200万円の寄附の申し出を

いただき、ありがたく受領したところであります。

平成16年３月にも両者より500万円の寄附をいた

だき、市内小中学校の視聴覚教育に役立たさせて

いただいたところでありますが、今回の御寄附い

ただいた趣旨については、福祉あるいは健康の増

進向上ということでございますので、民生費並び

に衛生費の寄附金ということで計上いたしており

ます。 
  歳出でありますが、６ページにその内容が記載

されております。１つ目は、神室荘のロビーある

いは集会室に大型テレビ等、また２つ目といたし

まして、各保育所及び児童館の遊戯室に大型テレ

ビ等を設置するための経費でございます。また、

３つ目といたしまして、保健センターの放送設備

を更新するもので、それぞれ予算を計上しており

ます。この寄附金につきましては、できるだけ早

く活用してほしいというふうな両者の御意向がご

ざいましたので、この度御提案申し上げたとこで

ございますが、何とぞよろしく御審議をいただき、

御決定くださるようお願いいたします。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第37号について

は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会

の付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第37号につきましては、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 今の500万円の件なんです

が、これは緊急性を要するものなんでしょうか、

それをちょっと伺いたいんですけど、この使途で

すが。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 緊急性かどうかという御質

問ですが、先ほど市長が申し上げましたように、

なるべく早く利用していただきたいという会社の

意向に沿ったものでございます。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） テレビというのは、今も

設置されているわけではないんですか。 



矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 今テレビ、確かにございま

す。平成４年か５年あたり、十四、五年たってお

りまして、かなり古いテレビであります。今度地

上デジタル等も映るものに変えたいということで

あります。これにつきましては、会社の取締役会

に報告をいたしまして、承認を得てございます。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 取締役会で決まったもの

だから、もう変えられないということでしょうか。

できればこれからわらすこ広場の問題とか、いろ

いろ諸問題が出てくると思いますので、ぜひこれ

からそういうものがあればもう少しプールして考

えさせてくださいとか、慎重な使用法を考えてい

ただきたいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 今わらすこの話も出ました

が、今後そういう寄附等ございましたら、その辺

も考慮に入れたいと、そういうふうに思います。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
矢口 孝福祉事務所長 済みません。先ほど申し上

げましたように、取締役会の承認を得ております。

こちらから案を出しまして、取締役会で承認をさ

れたということであります。 
  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） ただいまの件ですが、社

会福祉費というか、航空電子の方から500万寄附い

ただいたときに、どういうようなところに使って

もらいたいという意図はあったわけですよね。そ

の意図のもとに基づいて検討を加えられたと思い

ますが、今テレビという話がありましたけど、そ

の他にも何か例えば選択事項等、福祉、それから

児童福祉、そういうふうな部分で緊急性を今何と

かこれがあったらいいのになというような思われ

る部分は他に選択肢があって、その中からテレビ

というふうに選ばれたのですか、それとも最初か

らテレビがいいんでないかという状態に選ばれた

のですか。他の項目が出ませんでしたか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 基本的には、備品というこ

とを考えました。プレートを会社から寄附したと、

寄附していただいたというプレートをつけるとい

う条件がございます。一番先ほども申し上げまし

たように、アナログからデジタルに変更というこ

ともありまして、しかも十数年たっているという

ことで、テレビが一番最初に浮かんだということ

であります。 
  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） だから航空電子の方から

は、そういうのは福祉目的で使ってもらいたいと

いう要望があったのかどうなのか、まず１点。備

品として使ってもらいたいというのだったら、そ

の他のところでも優先順位があったはずです。だ

けど、福祉の方で500万というのは、要するに社会

福祉費、それから児童福祉費、老人福祉費の中で

優先の状態で使ってもらいたいという状態だった

らば、それなりのところで今近々に必要なものを

選ぶでしょう。だったら今の状態のテレビという

状態今言っているように、テレビとしか浮かばな

かったのですかということなのです。他のところ

でも例えば児童福祉費でこれが今欠乏しているけ

れども、予算がないから買えない、そういうよう

なところに対してこういうふうな寄附金というの

をやった方が最大限メリットがあるのではないか

と。だけど、今テレビと、こういうふうにやった

けど、テレビもやっぱり今アナログからデジタル

にすれば何年後には必要なのでしょうけれども、



近々に、要するに今予算がないためにこうだとい

う状態の選択項目というのは他にあって、その中

でテレビがこうだったという状態になったのかど

うなのかということをお伺いしたいのです。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 今回２回目、同じ会社から

２回目の寄附ということでございます。前回教育

にということです。今回は、あちらからぜひ福祉

ということではございません。どうですかという

ことで、こちら側から健康あるいは福祉はどうで

すかという提案をいたしまして、あちら側から承

認をいただいたということでございます。他の備

品もいろいろ考えたのでございますが、他につい

ては市の予算でもし必要ならば市の予算で手当て

をするということで、今回はテレビと、あるいは

プロジェクターと、もう一つは放送機器というこ

とにさせていただきました。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） そういうふうな御寄附と

いう相手の慈善行為を最大限メリットに生かすた

めには、ある程度やっぱり福祉の方、新庄市の財

政事情もあって、福祉予算も切り詰められている

ことは重々議員の皆さんも承知のはずですので、

これがあったらなという部分はある程度品目とし

て羅列というか、今の話ですと、所長の話ですと、

裏を返せばすぐテレビと、その他のものは浮かば

なかったという話の裏になるわけで、もっともっ

と例えばの話で身近な問題で、備品としてこうな

んでないかなということは、アンテナを張ってお

いてしかるべきだったのかなというふうに思うと

ころもあります。 
  よって、今後そういうふうな、前回はそういう

ふうな社会教育だとか教育の面で、今回は児童福

祉の面でということでしたら、その部分でこの部

分がこういう今状態だったなということをある程

度何とかインプットされておいていて、それを最

大限に利用していただいた方が寄附された航空電

子の方としても喜ばれるのではないかというふう

に思います。テレビもいい方法だと思います。ア

ナログよりデジタルになるのは当然だと思います

けど、そういうような部分もある程度考慮に入れ

て、ですから選択の余地で他のものをこういうよ

うな部分がなかったのでしょうかとお伺いしたの

ですが、今の話のやりとりですと、最初からテレ

ビだなというのが頭にあるようでしたので、今後

そういうふうな部分は御寄附ですから、最大限に

御活用できるような、これが今こうなるのよねと

いうことは、やっぱり絶えずそれぞれの分野の中

で先端の所長さん方がわかると思いますんで、そ

ういうようなところに最大限に使ってもらえれば

もっともっとその寄附が生きるのではないかとい

うことです。今後よろしくお願いしたいと思いま

す。 
中川正和議長 他にありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第37号平成19年度新庄市一般会計補正予算

（第１号）は原案のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第37号は原案のとおり可決されました。 
 
 



     閉      会 
 
 
中川正和議長 以上で本日の会議の日程はすべて終

了いたしましたので、閉会をいたします。 
 
     午後 １時５２分 閉会 
 
   新庄市議会臨時議長  斎 藤 義 昭 
 
   新 庄 市 議 会 議 長  中 川 正 和 
 
   会 議 録 署 名 議 員  奥 山 省 三 
 
    〃    〃    下 山 准 一 
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     開      会 
 
 
中川正和議長 ただいまの出席議員は20名、欠席通

告者はありません。 
  それでは、これより平成19年６月新庄市議会定

例会を開会いたします。 
  会議に先立ち、市長より発言の申し出がありま

すので、これを許します。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 おはようございます。新庄市の名

誉市民でいらっしゃいました近岡善次郎先生、御

逝去の訃報を受けまして、議会の方に御報告を申

し上げたいというふうに思います。 
  去る６月２日、土曜日でございましたが、午前

零時45分、新庄市名誉市民の近岡善次郎先生が呼

吸不全のために東京都内の病院で御逝去されまし

た。享年93歳ということでございます。近岡先生

のことにつきましては、議員の皆様方もよく御存

じのことでありますが、大正３年、現在の新庄市

の大町、大町というと私の自宅のちょうど斜め前

のお宅でございましたが、そこにお生まれになり

まして、旧制新庄中学校を卒業された後、東京の

川端学校に学ばれまして、昭和16年には一水会賞

を受賞、さらに安井賞あるいは明治村賞を受賞さ

れるなど、名実ともにこの日本を代表する画家と

なられたわけであります。 
  また一方、昭和24年からは最上学童展、これを

創設されまして、学童展のキャラバン隊を結成さ

れて、精力的に児童教育あるいは美術教育に大変

な力を注がれた先生でもあります。そういうふう

な郷土の文化の振興と美術の高揚に貢献されまし

たこれらの功績によりまして、平成11年３月でご

ざいましたが、新庄市の名誉市民の称号を送るに

至ったものであります。それ以後もアジサイのま

ちの写生会等々を通じて児童との交流も深められ、

またもう一方の奥山峰石先生、新庄市の名誉市民

の峰石先生と企画展あるいは二人展等も開催して

いただきまして、広く市民の方々にも親しまれた

先生でございました。 
  先生が御逝去されたというふうなことで、東京

都内でとり行われました、６月４日には通夜とい

うふうなことでございましたが、急遽４日の晩に

は副市長を派遣いたしまして、通夜に参加をさせ

ました。また、次の日、５日、告別式があったわ

けでありますが、私も告別式の方に参加をいたし

まして、今までの感謝と、そしてまたお別れの言

葉を申し上げてきたところでございます。 
  御承知のように、現在先生の作品はふるさと歴

史センターに特別記念室を設けまして、常設展示

しておりますが、これらの日本に誇る芸術作品、

私たちはやはり未来永劫に大切にしていかなけれ

ばならないというふうに考えているところであり

ます。今までの先生が当地域の発展のために尽く

された芸術文化の振興と教育の発展のために尽く

された情熱と成果に大きな感謝を申し上げますと

ともに、今のところ７月に予定しておりますが、

特別記念展、これを開催いたしまして、また市民

の方々に広く先生の作品に触れていただいて、そ

の足跡をしのんでいただきたいというふうに思い

ます。先生の今までの御功績に対し、繰り返し心

から御冥福をお祈りいたします。 
  以上、報告させていただきました。 
中川正和議長 議会を代表いたしまして、私から哀

悼の意を表するものであります。 
  本市名誉市民であります近岡善次郎氏の御逝去

は、誠に市の宝を失った思いであります。数多く

の御功績の中で、とりわけ郷土愛に根差したさま

ざまな活躍は、称賛と感謝の思いでいっぱいであ

ります。ここに新庄市議会として衷心より哀悼の

意を表するものであります。 
  それでは、執行部と議員の方々に黙祷をお願い



したいと思います。黙祷。 
   （黙  祷） 
中川正和議長 ありがとうございました。 
  それでは、本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付してあります議事

日程（第１号）によって進めます。 
 
 
  日程第１会議録署名議員指名 
 
 
中川正和議長 日程第１会議録署名議員の指名を行

います。 
  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において佐藤悦子君、星川 豊君を指名

いたします。 
 
 
  日程第２会 期 決 定 
 
 
中川正和議長 日程第２会期決定を議題といたしま

す。 
  議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長今田雄三君。 
   （今田雄三議会運営委員長登壇） 
今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 
  これより議会運営委員長の報告を行います。 
  去る６月１日午前10時より議員協議会室におい

て、委員７名出席のもと、執行部より副市長、各

関係課長並びに議会事務局職員の出席を求め、本

日招集されました６月定例会の運営について協議

をいたしたところであります。 
  会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成19年６月定例会日程表のとおり、本日から

６月20日まで13日間に決定いたしました。また、

会期中の日程につきましても、日程表のとおり決

定しましたので、よろしくお願い申し上げます。 
  この度提出されます案件は、報告２件、諮問１

件、議案７件、補正予算３件、請願１件の計14件

であります。 
  案件の取り扱いにつきましては、本日報告２件

の後、諮問第１号及び議案第38号の計２件を上程

し、委員会の付託を省略し、直ちに本日の本会議

において審議をお願いいたします。議案第39号か

ら議案第43号までの議案５件は本日一括上程、提

案説明後、総括質疑を受け、各常任委員会に付託

し、審査をしていただきます。議案第44号及び議

案第45号から議案第47号までの平成19年度補正予

算３件、計４件につきましては、本日提案説明の

みにとどめ、委員会付託を省略して、６月20日、

最終日の本会議において審議をお願いします。 
  次に、一般質問でありますが、今期定例会の質

問者は６名でありますので、１日目３名、２日目

３名に行っていただきます。質問時間は、答弁を

含めて１人50分以内といたしますので、質問者並

びに答弁者の御協力を特にお願いいたします。 
  以上、議長よりよろしくお取り計らいください

ますようお願い申し上げ、報告とします。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員長

から報告のありましたとおり、本日から６月20日

までの13日間にいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、会

期は６月８日から６月20日までの13日間と決しま

した。 
 
 

平 成 １ ９ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 
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  第４日  ６月11日  月  本 会 議  議   場  午前10時   今田雄三、奥山省三、  
         
         小嶋冨弥の各議員  
                        一般質問  
         
  第５日  ６月12日  火  本 会 議  議   場  午前10時   金 利寛、佐藤悦子、  
         
         小関 淳の各議員  
                      総   務    
         
      （議員協議  午前10時  付託議案の審査  
         
      会室）    
  第６日  ６月13日  水  常任委員会              文 教 厚 生    
       午後１時   
      （議員協議   付託議案の審査  
           30分   
      会室）    
                      産 業 建 設    
         
  第７日  ６月14日  木  常任委員会  （議員協議  午前10時  付託請願の審査  
         
      会室）    
                第８日  ６月15日  金      休      会  本会議準備のため  
              第９日  ６月16日  土    
         休      会        第10日  ６月17日  日    
              第11日  ６月18日  月    
         休      会  全国市議会議長会のため       第12日  ６月19日  火    
                      常任委員長報告、質疑、討論、採決。  
         
        議案（１件）の質疑、討論、採決。  
  第13日  ６月20日  水  本 会 議  議   場  午前10時   
        補正予算（３件）の質疑、討論、採  
         
        決。            
 
  報告２件一括上程 
 
 

中川正和議長 日程第３報告第５号平成18年度新庄

市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

及び日程第４報告第６号平成18年度新庄市介護保



険事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いての２件を一括議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 報告第５号平成18年度一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上

げます。 
  去る３月定例会における平成18年度一般会計補

正予算（第５号）で都市計画街路沼田角沢線整備

事業及び農地災害復旧事業について、その予算の

一部を19年度に限り繰り越して使用することの決

定をいただいたものであります。都市計画街路沼

田角沢線整備事業の繰越額は9,020万2,000円で、

事業内容といたしましては、土地購入費3,347万

9,470円、物件移転補償費が5,672万2,197円、事務

費333円となっております。財源は、地方道整備臨

時交付金が4,961万2,000円、地方債が4,050万円、

一般財源が９万円となっております。また、農地

災害復旧事業費の繰越額は536万8,450円で、事業

の内訳は工事請負費529万2,000円、事務費７万

6,450円であります。これらの財源につきましては、

災害復旧費の国庫負担金529万8,271円、地元負担

金７万179円で、全額特定財源となっております。 
  続いて、報告第６号でありますが、平成18年度

介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告について御説明申し上げます。去る３月定例会

における平成18年度介護保険事業特別会計補正予

算（第４号）で介護保険システム改修事業につい

て、その予算の一部を19年度に繰り越して使用す

ることの御決定をいただいたものであります。本

事業費の繰越額は189万円で、事業内容といたしま

しては、現行システムの改修を業務委託するもの

で、全額この委託料であります。その財源は、事

業費の２分の１が保険者システム改修国庫補助金

94万5,000円、残り同額が一般財源となります。 
  以上につきまして、地方自治法施行令第146条第

２項の規定により報告するものであります。 

中川正和議長 本件は地方自治法施行令第146条第

２項の規定による報告でありますので、御了承願

います。 
 
 
  日程第５諮問第１号人権擁護委員 
  の推薦につき意見を求めることに 
  ついて 
 
 
中川正和議長 日程第５諮問第１号人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについてを議題とい

たします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 諮問第１号人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについて御説明申し上げま

す。 
  この度御提案申し上げますのは、平成19年９月

30日をもって任期満了となります本市の人権擁護

委員の後任者１名につきまして、山形地方法務局

長より候補者の推薦依頼がありましたので、その

推薦に当たり人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるものであります。新た

に推薦する方は、田宮知子さんでございます。参

考といたしまして、経歴を添付しておりますが、

人権擁護委員として人格、識見から適任の方であ

るというふうに存じますので、よろしく御審議を

いただき、御意見を賜りますようお願いいたしま

す。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました諮問第１号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省

略したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、本

件は委員会の付託を省略することに決しました。 



  お諮りいたします。本件は人事案件であります

ので、質疑、討論を省略して直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、諮

問第１号は直ちに採決することに決しました。 
  これより採決いたします。 
  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについては、これに同意することに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、諮

問第１号はこれに同意することに決しました。 
 
 
  日程第６議案第３８号新庄市監査 
  委員の選任について 
 
 
中川正和議長 日程第６議案第38号新庄市監査委員

の選任についてを議題といたします。 
  地方自治法第117条の規定により、小嶋冨弥君の

退席を求めます。 
   （１０番小嶋冨弥議員退席） 
中川正和議長 提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第38号新庄市監査委員の選任

について御説明申し上げます。 
  提案理由にありますように、議員のうちから選

任した監査委員の任期が満了いたしましたので、

去る４月16日付けで議会議長宛に後任の監査委員

につきまして議会の推薦方をお願い申し上げまし

たところ、小嶋冨弥議員の推薦をいただきました。

したがいまして、小嶋冨弥議員を監査委員に選任

いたしたく、地方自治法第196条第１項の規定によ

り議会の同意をお願い申し上げるものであります。 
  小嶋冨弥議員は、平成11年市議会議員に初当選

以来、連続当選され、現在３期目でございます。

その間最上広域市町村圏事務組合議会議員、産業

建設常任委員長の要職を歴任され、経験御豊富な

方でございます。 
  何とぞよろしく御審議をいただき、御同意賜り

ますようお願いいたします。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第38号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省

略したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第38号は委員会の付託を省略することに決しま

した。 
  お諮りいたします。本件は人事案件であります

ので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第38号は直ちに採決することに決しました。 
  これより採決いたします。 
  議案第38号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第38号はこれに同意することに決しました。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１０時２２分 休憩 
     午前１０時２３分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  ただいま監査委員に選任されました小嶋冨弥君

にごあいさつをお願いいたします。 
  監査委員小嶋冨弥君。 
   （１０番小嶋冨弥議員登壇） 
１０番（小嶋冨弥議員） ただいま御選任を賜りま

して、責任の重さに痛感しているところでござい



ます。もとより浅学非才の身ではございますけど

も、市勢発展、市民に寄与するために職務に精進

し、職責を全うしたいと思います。どうかよろし

くお願い申し上げます。（拍手） 
 
 
  議案５件一括上程 
 
 
中川正和議長 日程第７議案第39号新庄市長の資産

等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてから日程第11議案第43号新庄市民文化

会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてまでの５件を一括議題といた

します。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第39号新庄市長の資産等の公

開に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 
  郵政民営化法等の施行に伴い、関係法律の整備

等に関する法律の施行により、平成19年10月１日

から郵便貯金法が廃止されることから、条文中の

郵便貯金の文言を削ることが１点であります。２

点目でありますが、証券取引法等の一部を改正す

る法律が施行されることに伴いまして、証券取引

法の題名が金融商品取引法に改められること、ま

た報告書に記載する資産等の区分のうち、金銭信

託については有価証券の一部であると定義付けさ

れたことから必要な改正を行うものであります。

なお、本改正条例の施行日につきましては、証券

取引法等の一部を改正する法律の施行日が未確定

であることから、規則の定める日として郵便貯金

の文言を削る改正部分は平成19年10月１日からと

しております。 
  議案第40号新庄市特別職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について御説明

申し上げます。平成19年３月31日に国会議員の選

挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正

する法律が施行されまして、国会議員の選挙にお

ける投票管理者等の報酬額について、一律100円引

き下げる改定が行われたところであります。この

ため、本市の選挙関係の報酬額につきましても、

これに準じて改定を行うものであります。 
  議案第41号新庄市消防団条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。提案の

理由につきましては、議案末尾に記載しておりま

すように、消防団の現状を踏まえ検討した結果、

団員の定数を見直すため提案するものであります。

これまで消防団の組織のあり方につきまして消防

委員会に諮問しておりましたが、今年３月に答申

を受けまして、団員の定数につきましても見直し

を行ったところであります。なお、この条例の施

行日につきましては、平成19年７月１日からとな

っております。 
  議案第42号新庄市立学校設置条例の一部を改正

する条例の制定について御説明申し上げます。萩

野小学校二枚橋冬季分校へ通学する児童は、１年

生から３年生までの低学年児童３名であります。

本年４月１日から市営バス、かむてん号運行によ

り、地区の皆さん方から通学の心配がなければ冬

季も本校において教育させたいというふうな要望

がございました。このため、末尾の改正理由に記

載しておりますように、県内唯一の冬季分校であ

った萩野小学校二枚橋冬季分校を廃止し、二枚橋

地区在住の低学年児童を萩野小学校本校において

教育するため、提案するものであります。なお、

この条例の施行日につきましては、平成19年７月

１日からとしております。 
  議案第43号新庄市民文化会館設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について御

説明申し上げます。本案は、新庄市民文化会館の

管理を民間活力の導入と市民協働、行政のスリム

化を目的といたしまして、指定管理者に行わせる

ことができるように改正するものであります。改



正の内容としましては、利用時間、休館日及び管

理の基準を明確にして、指定管理者が行う業務の

範囲を加えたものであります。 
  以上、よろしく御審議をいただき、御決定くだ

さるようお願い申し上げます。 
中川正和議長 これよりただいま説明のありました

議案５件について一括して総括質疑を行います。

質疑ありませんか。 
３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 
中川正和議長 斎藤義昭君。 
３ 番（斎藤義昭議員） 議案第40号なのですが、

この職務の区分があると思うんです。例えば立会

人とか何かで。額によって内容、この金額がそれ

によって違うと思うんですが、その内訳わかりま

すか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 議案の資料で、条例の新旧対照

表の資料がございます。その２ページに記載して

おりますけれども、選挙長、投票管理者等々の金

額が一律100円、すべて多い人も少ないものもある

わけですけれども、一律100円減額をするというふ

うな内容になってございます。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 
 
 
  日程第１２議案、請願の各常任委 
  員会付託    
 
 
中川正和議長 日程第12議案、請願の各常任委員会

付託を行います。議案、請願の委員会付託につき

ましては、お手元に配付してあります付託案件表

によりそれぞれの所管の委員会に付託をいたしま

す。 
 
 

平 成 １ ９ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 
 

  付 託 委 員 会 名        件                名 
  ｏ議案第３９号新庄市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正 
  
 総 務 常 任 委 員 会   する条例の制定について 
  
       議案（２件）  ｏ議案第４０号新庄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改 
   正する条例の制定について    



 
  付 託 委 員 会 名              件                名 
  ｏ議案第４１号新庄市消防団条例の一部を改正する条例の制定につ 
  
   いて 
  
 文 教 厚 生 常 任 委 員 会  ｏ議案第４２号新庄市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定 
  
       議案（３件）   について 
  
  ｏ議案第４３号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部 
  
   を改正する条例の制定について      産 業 建 設 常 任 委 員 会  ｏ請願第２号日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書の提 
  
       請願（１件）   出を求める請願 

 
  日程第１３議案第４４号新庄市公 
  共下水道根幹的施設の建設工事委 
  託に関する協定の締結について 
 
 
中川正和議長 日程第13議案第44号新庄市公共下水

道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の締結

についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第44号新庄市公共下水道根幹

的施設の建設工事委託に関する基本協定の締結に

ついて御説明申し上げます。 
  この基本協定の締結については、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により提案するものであります。 
  今回の協定の内容でありますが、終末処理場、

これは新庄市浄化センターでございます。これの

機械、電気設備の平成19年度、20年度分の増改築

工事で、日本下水道事業団への委託であります。

委託金額は４億7,590万円、協定の相手は東京都新

宿区四谷三丁目３番１号、日本下水道事業団、理

事長板倉英則氏であります。完成期限は、平成21

年３月末日を予定しております。 
  本市の浄化センターは、平成元年10月より日当

たり3,000立方メートルを対応として供用を開始

いたしまして、平成５年12月からは6,000立方メー

トル、さらに平成14年５月からは9,000立方メート

ルの処理能力を有しております。現在下水道普及

による汚水量の増加と使用開始から18年が経過い

たしまして、施設の老朽化が進行しているため、

水処理施設の増改築が急務となっております。こ

のことから、19年度、20年度の２カ年で４池目と

なる水処理施設の機械と電気設備の増設、あわせ

て汚泥濃縮設備の増設、20年度には既存の水処理

施設の２池、２つの池の改築を行うものでありま

す。20年９月ごろには処理能力は１万2,000立方メ

ートルになる予定でございます。 
  よろしく御審議をいただき、御決定くださるよ

うお願い申し上げます。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第44号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省

略したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第44号は委員会の付託を省略し、６月20日、最

終日の本会議にて審議をお願いいたします。 
 
 
  議案３件一括上程 
 
 



中川正和議長 日程第14議案第45号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第２号）から日程第16議案

第47号平成19年度新庄市公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）までの補正予算３件を一括議

題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 議案第45号から議案第47号までの

一般会計及び特別会計補正予算について御説明申

し上げます。 
  補正予算書１ページ、議案第45号一般会計補正

予算は歳入歳出それぞれ8,023万8,000円を追加い

たしまして、補正後の予算総額を131億7,023万

8,000円とするものであります。 
  その補正内容でございますが、まず７ページか

らの歳入であります。13款第１項土木使用料は、

駅前ふれあい広場使用料で、９月以降の７カ月分

を補正するものであります。 
  14款２項土木費国庫補助金の地方道路整備臨時

交付金は、国の交付金内示に基づきまして約2,200

万円の増で、道路については減額、街路について

は増額となるものであります。次の教育費委託金

は、学校図書館における活動推進のための新たな

補正でございます。 
  15款県支出金の市町村総合交付金60万円は、ふ

るさと歴史センターで実施いたします山形ふるさ

と塾形成事業の経費に充てられます。やまがた園

芸担い手チャレンジプラン支援事業費補助金126

万6,000円は新規で、ニラ栽培に必要な機械の購入

費補助でございます。 
  ８ページに移りまして、教育費委託金は説明欄

にございますように、問題を抱える子ども等の自

立支援事業など５つの諸課題について県から委託

を受けて行うものであります。 
  17款の寄附金でございますが、この200万円、こ

れは児童福祉の向上のため、末広町の阿部英男さ

んから御寄附いただいたもので、趣旨に沿って活

用したいというふうに考えております。 
  19款繰越金572万円は、今回の補正に必要な一般

財源分を前年度繰越金で賄うものであります。 
  21款市債の土木債の補正でございますが、交付

金事業の内示に伴う臨時地方道整備事業債一般分

の補正と関連いたします特定道路分の新規分で、

計3,670万円の増となりました。 
  次に、歳出の内容でございますが、３款の民生

費、これは歳入の寄附金200万円に対応する部分で

ございます。１目児童福祉総務費60万円は、学童

保育所の跳び箱などの遊具の購入等に充てる経費

であります。次の児童母子措置費100万円は、社会

福祉協議会への補助金として支出し、母子家庭に

おける生活支援、これを行うものであります。保

育所費も必要な備品の購入でございます。 
  ４款衛生費の診療所費366万7,000円の補正は、

去る３月26日に開設いたしました夜間休日診療所

の運営について、よりよい体制で行うためのもの

であります。日々雇用で予定しておりました看護

師について、この診療所専属となっていただくた

めに嘱託で雇用すること、また休日の患者数が予

定よりも大幅に増となっておりますので、休日の

事務員を２名体制とするものであります。 
  ６款農林水産業費は、エコロジーガーデン推進

事業費の修繕料157万5,000円がございますが、施

設の草刈り等に使っておりますトラクターの修繕

であります。 
  ８款土木費は、歳入で御説明申し上げました道

路及び街路整備事業費の補正、減額1,000万円と増

額7,000万円並びに４目の公園費の補正92万9,000

円でございます。歳入の使用料補正で触れました

が、アビエスの有料駐車場のゲートの借り上げが

８月末でリース期間が終了いたしますので、再度

使用するため必要な経費の補正であります。 
  10款教育費では、歳入で予算化いたしました学

校図書館支援センター推進事業委託金などを受け

て、必要な経費979万4,000円をそれぞれの事業項

目で予算化いたしました。学校教育指導事業費で



は、自立支援員賃金や謝金、必要な印刷費や図書

費等を計上しております。学校図書館支援センタ

ー推進事業並びに栄養教諭を核とした食育推進事

業費では、学校図書館支援スタッフ賃金などを盛

り込んでおります。 
  続きまして、15ページ、議案第46号老人保健事

業特別会計補正予算でございますが、2,203万

3,000円、これを追加いたしまして、補正後の予算

総額を33億6,274万9,000円とするものであります。 
  18ページに歳入歳出の内容がありますが、初め

に歳出をご覧いただきたいと思います。３款諸支

出金に2,203万3,000円の追加がございますが、18

年度分の精算に伴います社会保険診療報酬支払基

金返還金179万円、医療給付費国庫負担金返還金

2,024万3,000円の追加でございます。いずれも概

算交付額と実績額との差を返還するものでありま

す。 
  同じページの上段に返還金の財源として５款繰

越金がございますが、歳出と同額を18年度中にお

ける医療費国庫負担金の一部を留保いたしまして

繰り越したものでございます。 
  最後に、19ページ、議案第47号公共下水道事業

特別会計補正予算について御説明申し上げますが、

歳入歳出それぞれ130万円を追加いたしまして、補

正後の予算総額を15億5,508万5,000円とするもの

であります。今回の補正は、一般会計の都市計画

街路沼田角沢線整備事業に関連して、公共汚水桝、

これを移設するための歳入歳出の補正であります。 
  22ページをお開きいただきたいと思います。歳

出に管渠維持管理事業費の修繕料130万円ござい

ますが、汚水桝11カ所の移設費であります。この

経費と同額を一般会計から移設補償費として支出

しますので、諸収入の雑入に予算化しております。 
  以上で一般会計、老人保健事業特別会計及び公

共下水道事業特別会計補正予算の概要を説明いた

しました。よろしく御審議をいただき、御決定く

ださるようお願いいたします。 
中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算３件は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第45号、議案第46号、議案第47号の補正予算３

件は委員会の付託を省略し、６月20日、最終日の

本会議にて審議をいたします。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 ９日、10日は休会であります。11日

午前10時より本会議を再開いたしますので、御参

集願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さまでし

た。 
 
     午前１０時４７分 散会 
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平成１９年６月定例会一般質問通告表（１日目）  
 

 発言        質問者氏名          質    問    事    項  答 弁 者  順序    
   １．地方財政の確立について  
    
  １  今 田 雄 三  ２．若者支援について  市   長 
    
   ３．にぎわいのまちづくりについて  
   １．夜間休日診療について  
    
   ２．市所有財産（土地）について  市   長 
  ２  奥 山 省 三   
   ３．温泉問題について  関 係 課 長 
    
   ４．財政再建について  
   １．新議会と市政運営について  市   長 
    
  ３  小 嶋 冨 弥  ２．春の地方統一選挙について  選 挙 管 理 
    
   ３．夜間休日診療所と地域医療について  委 員 長 



 
     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。叶内利昭神室

荘長が都合で欠席をしております。ただいまの出

席議員は20名、欠席通告者はありません。 
  これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第２号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
中川正和議長 日程第１一般質問。 
  これより一般質問を行います。今期定例会の一

般質問者は６名であります。質問の順序について

は、配付してあります一般質問通告表のとおり決

定しております。 
  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以内

といたします。 
  本日の質問者は３名であります。 
 
 
     今田雄三議員の質問 
 
 
中川正和議長 それでは最初に、今田雄三君。 
   （１２番今田雄三議員登壇）（拍手） 
１２番（今田雄三議員） おはようございます。た

いまつ’07の一人として６月議会の一般質問を行

います。 
  この４月に行われました市会議員選挙で、市民

の皆さんから財政の心配と議員の任務などについ

て質問を受けました。夕張市のようにはさせるな

よと念を押されました。財政再建、健全化に向け

て努力していることや政務調査費について説明し

ても、テレビ等で報じられていることを信じ切っ

ているため、なかなか理解を得られませんでした。

一息入れていると、今は苦しいことはわかる。将

来に夢の持てる財政運営をしてほしいことや、市

長の健康にも言及されました。市民の負託に応え

るためにも、代弁者として決意を新たにしている

ところです。それでは、通告に従いまして質問を

行います。 
  初めに、地方財政の確立についてお尋ねします。

１つ目は、これまで進めてきた三位一体改革と地

方分権について、この議会でも質問をしてきまし

た。それは、当初の19年度予算を見ましても、前

年度比1.1％減の130億8,500万円となりました。財

政減は、地方の財政運営を困難にしています。こ

の原因を地方自治の首長にアンケートしたところ、

88％が交付金減少と回答しているのです。政府が

この６月に骨太の方針に盛り込む地方分権改革案

を示そうとしています。この方針は、聞こえはよ

いのですが、都会と地方の財政格差が拡大するば

かりです。幾ら立派な方針を記述しても、絵にか

いたもちでは納得できないのです。 
  思い出しますと、01年４月に小泉内閣が策定し

た骨太の方針2001は、つまずきと思われてならな

いのです。当時「個性のある地方づくり」と「自

立した発展と活性化を促進すること」の重要な課

題であるとしていました。地域経済の活性化のた

めに、市町村合併を強力に推し進めることを宣言

したのです。合併特例債というあめと三位一体改

革による地方交付税の削減というむちの両刀遣い

で、99年、3,232あった市町村は06年４月時点で

1,820まで減少したのです。これだけの合併が進め

ば地域も活性化したはずですが、逆に特例が切れ

る前から「話が違う」、「こんなはずではなかっ

た」という声の方が目立ち、広域合併の矛盾が浮

き彫りになっていると思います。私たちが期待し

たのは、目前の財政危機を回避することにあった



はずです。国の改革に地方の住民が将来的に財政

負担を背負い込むことに気づき始めているのです。

三位一体改革で交付金が一層削減されることにな

り、行財政改革の負担を強いられるのです。三位

一体の改革と地方分権は、本来の財政基盤確立の

方針から後退しているように思われます。国の現

状をどのように認識し、市財政に及ぼす影響を分

析していますか、お聞かせください。 
  ２つ目に、新型交付税とふるさと納税が話題に

なっています。これらについては国民の実態を踏

まえていないばかりか、財界の要望を優先してい

るように思えてなりません。分権改革の推進では、

国の出先機関の大胆な合理化などの検討と道州制

を分権改革の総仕上げと位置付けたと報じられて

います。このことにより、地方財政が確立して、

少子高齢化社会を維持できるのでしょうか、疑問

です。むしろ個人消費を拡大し、景気を浮揚する

ことこそ政治の責任と思います。６月に確定する

国税収入は、50兆円台の見通しとなっております。

05年度当初見積もりより５兆円上回ったのに続き、

06年も当初見込み４兆6,000億円を上回ると言わ

れています。要因として、景気回復と法人税収を

上げ、64カ月いざなぎ景気が持続しているのです。

その一方で、格差だけが拡大しています。私たち

には実感がないばかりか、税の負担が重荷になっ

てきているのです。政府の構造改革は、規制を緩

和し、弱肉強食の競争社会をもたらしました。そ

の結果、依然として280万人の完全失業者がおり、

非正規労働者は1,700万人と勤労者の３分の１を

占めています。自殺者も３万人を上回っているの

です。また、生活保護基準以下と言われる年収200

万円以下の世帯は、19％に拡大しているのです。

前回も質問していますが、地方の実態を国に認め

させるため、市長を先頭に地方を意識させてきた

と思います。国は、まだまだ本気で地方を見てい

るとは思われません。なぜなら新型交付税は、面

積と人口比で算出されるため、交付金額に大きな

隔たりが生ずる心配があります。また、ふるさと

納税により地方交付税が減額される心配がありま

す。多くの疑問を抱えながら、ひとり歩きしてい

るのです。市の財政確保からどのように理解し、

国に要望されるのか、お聞かせください。 
  ２番目に、若者支援についてお尋ねします。１

つ目に、スケートボード場についてお聞きします。

この練習場開設について振り返りますと、平成11

年に私ども青少年指導委員と子供たちと話し合い

が始まりました。当時子供たちは、公園、駅前広

場、駐車場、道路等で練習しており、市民からは

騒音等の問題があり、市や警察に通報が相次いで

いました。子供たちからは、練習する場所が欲し

いとの要望がありました。私もこの議会で３回ほ

ど質問してきました。平成14年４月にスケートボ

ードの会を結成し、練習場が欲しい一念で署名行

動を展開しました。同年６月市長に、７月に合同

庁舎で知事宛に要望書を提出しました。市民のた

めの場として努力したいとの回答を得ました。こ

のことが当然新聞等でも取り上げられた効果もあ

り、平成15年２月に場所と用具について打ち合わ

せを行いました。待望のオープニング式典が平成

16年４月６日に開催されました。子供たちの喜び

は、今も忘れることができません。早いもので、

３年経過しました。青少年の街頭指導のとき、駅

裏で子供たちが練習していることを聞き、子供た

ちに会って話を聞きました。要因は、練習の場所

を拡張されないか、また電灯を午後10時までつけ

てもらえないかの意見が出されました。設置当初

より将来愛好者が増えた場合の構想も示されてい

たことから、可能と思われます。消灯も管理者の

判断に任されていますので、問題がないと思いま

すが、対応をお聞かせください。 
  ２つ目は、アビエス駐輪場についてお尋ねしま

す。新幹線開設とともに、駅前周辺の整備も行わ

れました。この駐輪場は、一般の人を上回る生徒

の利用があります。自転車サイズが年々変化した

にしても、当初からパイプの間隔が問題視されて

いました。加えて雪の重さでパイプの破損が目立



っております。また、入り口の付近に自転車を置

いているために、奥に行くことが困難となってい

るのです。現在高校の先生方の協力を得て生徒指

導をしています。根本的な対策が必要と思います

が、改善策があればお聞かせください。 
  ３つ目に、青少年の街頭指導を行うことで青少

年が安全で安心して暮らせる環境づくりと健全な

生活ができることが大切なことです。同時に、習

慣を整えることが重要な課題であると認識して取

り組んでいます。現在巡回しているところは、カ

ラオケ、コンビニ、大型店舗、遊具場、公園、駅

周辺、子供たちがたむろするところをイタチごっ

このように巡回しています。巡回は、歩くことを

基本にして、可能な限り歩いています。状況に応

じて遠出の巡回もあります。そのときは、私物の

自動車で回ってきておりました。これまでは事故

やトラブルに巻き込まれることもなく過ごしてき

ました。各指導委員から意見が出ても対応のない

まま過ごしてきたと思います。助成金が減額され

ている中で、言っても断られるからと控え目にな

っていることもあります。しかし、青少年の育成

を考えるならば、公用車の使用など知恵を出すべ

きと考えます。対応策をお聞かせください。 
  最後に、にぎわいのまちづくりについてお尋ね

します。１つ目は、わらすこ広場についてであり

ます。選挙期間中も多くの人たちから質問を受け

ました。先日東根の大型店舗に入りました。子供

の衣類、用具、遊具商品がところ狭しと陳列され

ていました。幼児コーナーに授乳とおむつを交換

できる場所に育児相談員が待機しておりました。

一方、幼児の遊ぶ場と用具を使い遊べるコーナー

も人気があり、多くの人で混雑していました。け

ががないように、遊具１台に１人の係員を配置し

ておりました。当市からも多くの家族連れが見受

けられました。ここでもわらすこ広場がいつ開設

されるのかと尋ねられました。当市のわらすこ広

場も利用する人が多いことと広いコーナーが人気

を得ていたと思われます。当然相談員が常駐して

いることも安心を得ていたものと考えられます。

東根の大型店もわらすこ広場のよいところを取り

入れたのではないかと思いたい気持ちで見てきま

した。解決まで遠く、多くの問題があることは承

知しておりますが、これまでの進行状況をお聞か

せください。 
  終わりに、企業誘致についてお聞きします。三

位一体の構造改革は、地方に活性化を示したと同

時に、企業の海外進出も促進させました。当市で

も工業団地から工場が消えていく寂しさを実感し

たものです。今団塊の世代が退職することから、

各企業は求人について会社を挙げて取り組んでい

ます。設備投資も拡大しておりますし、雇用も増

えております。新庄を賑わいのあるまちにするた

めにも、工場誘致で人口を拡大させなければなら

ないと思います。現在２つの工業団地の企業数は

52社で、社員数は2,444人とお聞きしております。

このことを抜きにして、新庄市の将来を語ること

はできません。議会と行政がともに誘致を促進さ

せ、市民に安心とにぎわいのあるまちづくりを示

さなければなりません。具体的な推進状況や将来

構想をお聞かせください。 
  これをもちまして、壇上からの一般質問を終わ

ります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
中川正和議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 今田議員の質問、第１点目は地方

財政の確立というふうなことで、今いろいろな自

治体がやはり財政再建のためにそれぞれ工夫を凝

らして、また一生懸命汗水を垂らしているという

ふうな現状であります。これは、地方自治体だけ

が一生懸命頑張っても、果たして国がそれにどう

応えてくるかというふうなことが一番大事ではな

いかというふうに思います。我々新庄もそうでご

ざいますが、地方自治体は国に先駆けていろんな

行財政改革をやってまいりました。特に身近なと

ころでは、財政改革、また医療、福祉の問題、安



全、安心、教育、そしてまた雪国にとっては雪に

対する対応をどうしていくかというふうなことで

先駆けていろいろやってきているんですが、しか

し財源の面あるいは権限移譲の面、ある程度これ

限界に来ているんではないかというふうにも考え

られます。そういう中で、やはりこれから第２期

の地方分権が始まっていくわけでありますが、今

までやってきた中で、今年度から大幅な権限や税

源の移譲、これ３兆円が実施されるわけでありま

すけども、果たしてそういうことだけで今後賄っ

ていけるかという非常に不安があることも事実で

あります。 
  今回新庄の予算について具体的にもお話があっ

たわけでありますが、例えば新庄市の18年度、19

年度の当初予算ベース、これを比較いたしますと、

所得譲与税などの減分、これが３億3,000万に対し

まして、市民税の個人分の増が約３億5,000万とい

うふうになっております。数字的には2,000万円の

増と見られますが、これには定率減税が廃止にな

りますので、その分、定率減税分6,000万がこれに

増収というふうになっておりますので、実質的に

は約4,000万の減というふうに見た方がよろしい

んではないかなというふうに思います。その他ま

た地方交付税も減というふうに推定しております

が、これはまだそれぞれのカウントが出ておりま

せんので、はっきりしたことはわかりませんが、

そういう意味から相当財源的にも厳しい状況にあ

るということは言えるというふうに思います。 
  特にこれから第２期の地方分権を進めていくわ

けでありますが、その中でもやはり税源移譲をど

うするかというふうなこと、また地方交付税制度

の再構築、また住民自治を可能とするような地方

税の財源対策と、そういうふうないろいろ課題が

ございます。特に税源移譲については、今の国税

と国と地方税、これの税財源の配分が御承知のよ

うに６、４になっておりますが、これを何とか５、

５にしていきたい、してもらいたいというふうな

ことで、市長会としてもこれは強力に要望をして

おります。やはりこの地方交付税というのは、国

から恩恵を受けていただくもんではなくて、あく

までもこれは地方の共有の税源であるというふう

にやはり位置付けていかなければならない。です

から、地方共有税としてこれを創設していこうと、

していただきたいというふうなことで、具体的に

はやはり特別会計等々において地方共有税の特別

会計にその原資をやっぱり繰り入れると、そん中

から地方として共有して税源の配分５対５にして

いくと、これを強力に今回の市長会でも決議して

きたというふうなことが言えるわけであります。 
  また、地方交付税制度の再構築ということも、

これも大変大きな課題の１つでありますが、今田

議員も触れられました、特にふるさと納税、そし

てまた新型交付税というふうなことについても触

れられたわけでありますが、新型交付税において

は３月議会でも質問がありまして、お話を申し上

げました。交付税の算定基準は、御承知のとおり

大変いろいろ複雑といいますか、いろんな数値を

繰り入れて、そして算定して、これできるだけ簡

素化していこうというふうなのが新型交付税であ

ります。ただし、その中で新型交付税を取り入れ

ることによって税の偏在化が著しく起きるという

ふうなことは、これはもちろん許されないわけで

ありますので、この極端な過不足が出ないように、

これは補正係数等々で調整機能を十分に生かして

やっていくわけでありますので、その辺のところ

は例えば新庄でいうと本市の影響試算額は1,300

万円のプラスというふうな数値が出ております。

これが極端に差が出るようであれば、やはり特に

いろんな地域の特色があるわけですので、これに

ついての影響はできるだけ少なくするためのやは

り新型交付税で算定する場合は、この辺をも配慮

してもらうというふうな、これも要望しておりま

す。 
  それから、最近特に話題になっておりますふる

さと納税であります。都会に出ていく方が非常に

多いというふうな現状でありますが、そのときや



はり地元で成長する際に負担した教育とか、ある

いは福祉のコストに対して、やはり何らかの還元

ができる仕組みというか、そういうものはないだ

ろうかというふうなのが発想の１つでありますし、

また生涯を通じて受益、そして負担のバランスを

とるべきではないか、こういう議論もあります。

また、これは都会に生活している納税者すべてで

はないんですが、そういうふうな納税者の中にも、

自分が生まれ育ったふるさとに対して何らかの貢

献ができるんであればしたいというふうな方、そ

してまた自分と関わりの深い地域、これに対して

も応援したいというふうな声もございます。です

から、これ第２期の分権の改革推進委員会、４月

にしてもう６月から今議論に入っていますが、こ

の中でも十分に制度的にはいろいろ複雑な問題、

相当練らなければできないと思いますが、やはり

これは研究するに値のある１つの制度ではないか

なというふうに思っているとこでございますので、

これについてはぜひ十分に研究をして、そしても

ちろん税の偏在化が生まれるようではいけません。

現実に都市部では猛反対、地方ではそういうふう

なこともいいんではないかというふうなことがあ

りますので、その辺の調整といいますか、これは

相当議論になるんではないかというふうにも考え

ているところであります。 
  そんなことで、これから総理も３年の間に地方

分権一括法、これを出したいと、それまでに十分

に検討していきたいというふうなことも実際言っ

ておりますので、この辺のところ、確かに絵にか

いたもちになるようでは実際の権限を与えられた、

あるいは移譲されたとしても、それに伴う財源、

それを動かすエネルギーとなる財源が来なければ、

我々地方としてはやはり先ほど申し上げましたよ

うに、既に手がけている中でやはりその限界が近

づいているというふうなことであります。そうい

うことで、ぜひ税源も含めた地方分権への移行、

これについてはやっぱり市長会としても相当頑張

って、今後も国に対して物を申していこうという

ことを確認しているところであります。 
  それから、第２点目、スケートボードの拡張、

施設拡張についてのお話がございました。これは、

今田議員も大変一生懸命になりまして、この設立

当時、相当陳情、要望等も受けて、我々も特に青

少年の健全育成のためにこれは必要だろうという

ふうなことで県と協議をした結果、あのような形

でスタートしたところであります。そのときに、

やはりボーダーの愛好者の方々が十分に話し合っ

て、じゃこれはつくるのはいいんだけども、じゃ

これこれこういう約束事、このルール、これは君

たちもきちっと守って、この前提でやっぱりやっ

てもらわないとだめだというふうなお話し合いも

十分にしたつもりでありまして、そして彼らもそ

のことはわかったと、我々としてルールづくりを

して、それに基づいて利用させてもらうというふ

うなことでスタートした経過がございます。これ

は、今田議員の方がよく御存じのとおりでありま

す。現在までその利用状況を見ますと、降雪期、

これは除いて月当たり100人前後、１日当たり三、

四人というふうなことでありますが、利用者が多

少多いときは施設を譲り合って使えばこれは対応

できるんではないかというふうに思います。そう

いう意味から、現在のところ、これはまた県に対

してあれを拡張してくれというふうな協議を行う

ということは、現時点では考えておりませんが、

今のやつを有効に活用すること、そしてきちっと

ルールを守ってやっていただくこと、これを再確

認していきたいというふうに思います。 
  また、夜間照明についても、あれはやっぱりす

ぽーてぃあの附属施設として管理しておりますの

で、施設の管理上、また安全管理上、これは閉館

時間に合わせて消灯させていくと、消灯していく

というふうなことで今後やっていきたいというふ

うに思います。最初のスタートが先ほど申し上げ

ましたように、やはり青少年の健全育成、これを

やはり主眼としてあの施設をつくったわけであり

ますので、やはりそういうとこもきちっとした形



でのルール厳守して、そしていい意味で活用して

いただくように、これは今田議員の方からもひと

つボーダーの方にもお話もしていただきたいなと

いうふうに思います。 
  それから、駐輪場のラックのパイプ、これにつ

いてはちょっと課長の方から後ほど答弁をさせま

す。 
  それから、最上広域の青少年の指導センターの

皆さん方、大変難儀をかけております。今田議員

もその一員ということで、これは早朝、日中、夕

方含めてこれも子供たち、青少年の健全育成のた

めに大変難儀をかけていることは承知いたしてお

ります。年間大体70回前後、徒歩によって巡回指

導を行っておりますが、夜間、特にまれに遠くの

公園等で非行等の情報が入って、自家用車、これ

を使用することもございました。本来ならば公用

車を配置すべき業務かなというふうにも思います

が、ただ現在のところセンターで車を所有してお

りませんので、また市の公用車、これを使用する

には現在のところ職員が運転するというふうな条

件がついておるため、やはりセンターの皆さんに

お貸しするとか、あるいは運転してもらうという

ことはできないわけであります。今後も徒歩によ

る巡回指導、これを原則とさせていただきますが、

緊急にやむを得ず車を使用せざるを得ない場合は、

学校教育課の生徒指導担当あるいは生涯学習課の

青少年担当、環境課にも防犯担当等々、また都市

整備課などにも公園管理の担当がございますので、

この辺と連携を密にして、自動車を使用する場合

は職員の運転のもとに同行調査、巡回による街頭

指導をしていったらどうかなと、そういうふうに

今検討させておりますので、こんな形で当面機動

力を確保するというふうにしていきたいというふ

うに思います。 
  それから、わらすこ広場のことについてであり

ます。御承知のように、わらすこ広場、大変多く

の市民に利用されまして、いろんなこれも何回も

議論あるいは報告しておりますので、詳しくは申

し上げませんが、いろんな事情、３月末をもって

一時休止しているところでありますが、その機能

については、現在わくわく新庄あるいは保健セン

ターのあそびの広場を拡充して対応しているとこ

ろであります。ただやはり利用者のお話を伺いま

すと、ショッピングビルのあのわらすこ広場、広

さといい地の利もあるんでしょうか、とにかく最

適の場所だったというふうなお話も伺いまして、

市としてもずっとあそこの場所で再開したいとい

うふうな願いを込めながら、今まで取り組んでき

たところであります。もちろんショッピングビル

が一番いいわけでありますが、ただこれにはいろ

んな条件がありまして、市であれを所有するとい

うことについては断念しておりますので、民間に

よるビルの取得に大きな期待を持って、取得した

暁にはいち早く賃貸借について協議をして再開し

ていきたいというふうに思っております。 
  その内容については、やはり民々で今やってお

りますので、ある程度これ以上のお話はできない

ところもございますが、この辺のところ、地権者

との問題あるいはそれを取得する側との問題、金

融機関の問題、管財人の問題、いろいろあって、

でも精力的に今いろんな協議をしているというふ

うに伺っておりますので、うちの方でも入れるも

のについては何とかそれがうまくいくように取り

組んでいきたいというふうに思いますので、今日

のところはこの辺までにさせていただきたいとい

うふうに思います。 
  それから、最後ににぎわいのまちづくり、企業

誘致のことについてありました。少子高齢化社会

の中で、もちろん定住環境、これを整備するとい

うことは常に申し上げているんですが、これも大

変大事でありますけども、若い人たちが定着する

には、まずやはり働く場の選択肢、これがなけれ

ば、あるいは多くなければできないということ、

これは自明の理だというふうに思います。そうい

う意味から、中核工業団地あるいは横根山工業団

地、２つの工業団地あるわけでありますが、その



中で時限立法ですけども、措置等も含めて企業誘

致に今まで相当頑張ってまいりました。ただ、な

かなか経済状況、これは全国的な経済情勢がなか

なか好転しなかった、時期が長かったんで、その

思うような企業誘致もできなかったことも事実で

あります。しかし、ここへ来て、やはり御承知の

ように、大企業中心というふうなことになるんで

しょうか、相当経済も上向きつつある、そしてま

たそれに伴って設備投資についてもある程度積極

的に取り組んでくれる企業さんも出てきたという

ふうなこと、例えば中核の、あるいは横根山工業

団地においても、日本航空電子が１万平米の工場

を増築した、また平井精密の工場を増設、また山

形ＤＫＫも工場の増築、またハザキあるいは最上

機工の中核工業団地の進出がございましたし、ヤ

マトテックあるいはヨコタ東北、これは隣地の買

い増しというふうなこともございまして、相当そ

ういう点では動きが出てきたというふうなことが

ありますので、今後も設備投資にある程度期待が

持てるのではないかというふうに思います。設備

投資イコール今雇用状況が昔と違ってなかなか正

規社員の雇用というふうなのとちょっと状況が違

うところがありますが、でも設備投資することに

よって、やはりそこに人が動くということについ

ては間違いありませんので、この辺は今後も企業

立地に努めていきたいというふうに思います。 
  先般も企業立地協議会、これ新庄、最上全体で

やっている協議会でございますが、その総会がご

ざいまして、新庄だけではなくて、やはり最上郡

の方も大体４割ぐらいは町村から来ておりますの

で、みんなそれぞれ積極的に情報を提出あるいは

コネでもって企業誘致ができるように、ひとつ積

極的に取り組んでほしいというふうなことで確認

をしたところでございます。これからも大変企業

誘致については厳しい状況も予測されますが、か

といって今までよりは相当風穴があきつつあると

いうふうに我々も確信しておりますので、できれ

ば皆さん方からもそういう情報なり、あるいはコ

ネなり、そういうものがありましたら、どんどん

こちらの方にお知らせをしていただいて、また御

一緒に企業誘致に取り組んでいただければ大変あ

りがたいというふうに思います。 
  以上、ひとまず終わらせていただきます。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 アビエスの駐輪場について

の御質問がございました。この中で、ラックが破

損しているというような御質問ございまして、確

認いたしましたところ、数カ所変形しておりまし

たので、これにつきましては早急に修繕対応した

いというふうに考えております。 
  また、その中で自転車のサイズが年々変化して

いるにも関わらず、当初からパイプの間隔等が狭

いというふうなことも質問ございました。自転車

の大きさにつきましては、道路交通法で規定され

ておりまして、ラック自体もこれに基づいて間隔

等を決められておりまして、それに基づいたもの

が設置されているというふうなことでございます。

ただ、現在設置しております台数でありますが、

アビエスの駐輪場につきましては600台、それから

駅東の方に132台、あと参考としまして「ゆめりあ」

にも100台ほどございます。こういった台数のラッ

クを今現在設置しておるところでありますが、高

校の自転車通学等につきまして確認いたしました

ところ、今年度は北高、神室産業高校、東高合わ

せて450台ほどというふうなことでございます。ち

なみに、昨年度は430台というふうな登録台数にな

っているというふうなことでございます。こうい

ったことから、駐輪のラックそのものの数につき

ましては、十分間に合っているというふうに思っ

ておるわけでございますが、ただ当然利用の方法

につきましては、やはり生徒さん方の利用のマナ

ーによるとこが大でありますので、こういったこ

とから駐輪のマナーにつきましては昨年度も実施

しましたけども、市内の高等学校の生徒指導の先

生方、毎日現地に立ちまして指導しているという



ふうなことでございます。管理する都市整備課と

しましても、これらの関係者の皆さん方と連携を

とりながら、今後とも対応していくというふうな

ことで考えているとこでございます。 
  以上でございます。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 市長自身も何回も国の方

に対しても、また市長会の中なり６団体の中にも

参加していただきながら、今日まで来ております。

これが功を奏して、やはり国の方でも格差を認め

ざるを得なかったという状況になっていると思い

ます。そういう意味では、先ほども市長もいろい

ろ答弁していただきましたが、その中でやっぱり

地方の苦労というものもやっぱりもう少し強く言

っていかないと、国はこのまま三位一体の改革で

いいのだというふうに結論付けられる恐れもあり

ますし、また地方分権についても平成５年から国

会議員が全員で賛同したにも関わらず、まだまだ

税源移譲と財源の問題、権限の問題がいまだかつ

て具体的にされていないということですから、そ

ういう意味合いでは、やっぱり地方の声を大事に

していかなければならないというふうに思います。 
  また、そういう状況を模索している中で、いろ

いろな新型交付税なり、ふるさと納税なりという

ようなものが出てきますと、地方自治をあずかる

皆さんも含めて、私たちも含めて困惑するわけで

す。この一時的にもこういう悩みを地方に与える

ということも大変国の責任としては重大だなとい

うふうに思っていますから、先ほどもいろいろ市

長がこういう懸念があるということで、ふるさと

納税についても新型交付税についても話がありま

した。それら辺を何としてもやっぱり力強く、も

う一歩踏み出していただきたいということを要望

してこの項は終わりたいと思います。 
  あとスケートボードについて１点だけお聞きし

ますが、これからも子供たちとも一緒に話し合う

機会を設けるということは当然のことであります

が、私もここ二、三年ちょっと留守にしておりま

したんで、私自身も気を改めて、青年、少年と一

緒に行動したいなというふうに思います。そうい

う意味で、さっきいろいろお聞きしましたが、可

能性のないものではないというようなことは当初

からありましたし、今もそういうような答弁をい

ただきました。ありがとうございました。それで、

消灯の時間だけちょっともう一回確認させていた

だきますが、自動的に消える装置が当初あったの

ではないかなと今思っているんですけども、その

装置は今どうなっているのでしょうか。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 消灯の照明施設につきまし

ては、自動設置も可能であります。ただ、当然夜

間使用しておるわけですので、管理人がいた中で

やはり健全に使用していただくというふうなこと

を考えておりまして、そういった意味から中での

使用が終了した段階でお断りして消灯するという

ふうな形でしております。学生さんにつきまして

は、当初の利用に当たっての心得といいますか、

利用される団体と打ち合わせした中で、取り決め

の中ではやはり中学生等は６時までというふうな

ことでの利用を取り決めされているようでござい

ますので、そういった時間を守っていただくとい

うようなことと、やはり先ほど言いましたように、

管理人がいない場合での利用というのは、やはり

何かあった場合非常に問題になりますので、そう

いった意味で中の使用と合わせて消灯させていた

だくというふうなことでやっております。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 先ほども市長からもお話

ありましたが、やはり子供たちと一緒にお話をす

るという場が必要だということで再認識しており

ます。その時期が来ましたら、皆さんからも御指

導いただきたいと思いますんで、よろしくお願い

します。 



  あとアビエスの駐輪場でありますが、今お話し

いただきましたとおり、破損しているところも数

カ所あったと。しかし、間隔については道路の交

通法なりで参考にしているというような状況であ

りましたが、もう一度現場を見ていただきながら、

やはりこれではどうなのかなとなった場合、対処

方法も考えていただければ大変ありがたいと、要

望しておきます。 
  あとわらすこ広場については、行政だけの問題

でなく、地主との関係もありますから、先ほどち

ょっと前進があるような回答もいただきましたん

で、今の状況を推し進めていただきたいというふ

うに思います。 
  あと企業誘致でありますが、前回の議会でも小

嶋冨弥議員がお話ししましたとおり、北上に産業

建設の中で見てきました。やはりそれに係る費用、

そしてそこからいただく税金などもいろいろ交差

して考えているような感じがします。そういう意

味で、思い切った１つの方策もどうなのかなとい

うことが１点お聞きしたいというふうに思います。 
  あと今うれしいニュースでありますが、子供の

出生率と景気の回復というような状況が今出てい

ます。やっぱり景気がよくなって働く場所が確立

しますと、子供も自然に多くなってくるというよ

うな状況でありますから、そういう意味も加えて

お答えをお聞きしたいというふうに思います。 
黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 今後の企業誘致に関わるお

話でございますけども、３月議会で御答弁申し上

げましたように、できるだけいろんなつてを活用

いたしまして、現在我々も企業誘致活動を行って

いるところでございます。来年度につきましては、

その費用云々の話になりますけども、今年度一応

終わった時点でそれを総括いたしまして、来年度

は来年度としてまた考えてまいります。今年度に

つきましては、ただいま申し上げましたように、

いろんなつてを活用いたしまして、企業誘致活動

を行っているというふうなことでございます。 
  以上でございます。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 前文でも申しましたが、

今市民は市の財政を云々というより前に理解はし

ていると思います。そういう意味合いでは、将来

に向かって大きな夢を抱くことも、そして与える

ことも大事ではないかなというふうに思います。

そういう意味合いで、行政だけでなくて、私たち

自身も含めてこれに取り組んでいかなければ市民

の負託に応えられないということもありますから、

そういう意味で大きな夢をやっぱりこの時期から

抱いていかないと大変だなというふうに思います。

そういう意味での御努力を御要望申し上げながら、

私の質問を終わります。ありがとうございました。 
中川正和議長 ただいまから11時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１０時５０分 休憩 
     午前１１時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     奥山省三議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、奥山省三君。 
   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 
１ 番（奥山省三議員） 政友会の奥山です。通告

に基づいて一般質問させていただきます。 
  最初に、３月の末から始まりました夜間休日診

療についてお聞きしたいと思います。現状はどの

ようになっているか、お聞きしたいと思います。

それから、１日平均の診療患者は何人くらいです

か。それから、その利用状況はどのような内容で

しょうか、わかる点で結構ですので、お聞かせ願



いたいと思います。それから、在宅当番医制から

今回県内で置賜、村山、庄内に次いで最後の地区

となった新庄、最上に夜間休日診療所を開設され

たわけでございますけども、現時点での状況につ

いていかがですか。利用者が最近大変いるという

話を伺っていますけども、それは大変結構なこと

でございます。内科、小児科の診療科目があるわ

けでございますけども、特に小児科の医師につい

ては全国でも医師全体の６％にも満たないという

ふうにマスコミで報道されております。少子化が

進む中で、子供の命を守り育て、親の教育におけ

る安心の確保を図るためには、小児救急医療の整

備充実は急務の課題であると言えます。当市では、

この点どうでしょうか。夜間については、夜７時

から９時30分の診療となっているようですが、こ

の時間帯については他地区と比べて短いとかとい

った不満はないのでしょうか。また、県立病院と

の連携はうまくいっているのでしょうか、お聞き

したいと思います。 
  それから、次ですけども、市の所有財産、土地

のことですけども、土地についてお聞きしたいと

思います。市所有の土地がたくさんあるようでご

ざいますけども、普通財産、土地について今後ど

のように処分を考えているのですか、また処分対

象にしないものはどのように活用していく予定で

ございますか。普通財産は、特定の行政目的に直

ちに用いられることのないもので、管理処分が可

能で、財政収入にすることができるというふうに

なってございますが、19年度の予算書を見ますと、

財産収入ということでは予算計上では988万8,000

円の予算計上になってございますが、このような

財政危機のときに遊休財産、特に遊休土地の処分

の検討はしていないのですか。現状では、公共施

設のない土地や公共の用に供していない土地ある

いは管理されず放置された土地等が多数見受けら

れます。最近目的が終了した行政財産から普通財

産になる市所有財産が増加の傾向にあると言われ

ています。これらの土地の売却を含めた再利用計

画が必要ではないのでしょうか。 
  住宅供給に関しては、土地開発公社があります

が、今年の計画を見ますと、６区画の売却予定に

なっているようですが、もっと事業を拡大するこ

とができないのでしょうか。当市では、安価な住

宅地が少ないように思われます。他地区から新庄

市に来て、土地の高いのに皆さん驚きます。人口

減少の中、このままでは将来大変なことになると

思います。市民に少しでも安価な土地を住宅地と

して提供する点からも、市所有の土地の処分につ

いて具体的に検討をお願いしたいと思います。放

置されて草ぼうぼうになっているところもありま

す。これは、一例ですけども、私の家の近くにも

市所有の土地がありますが、そこは最初の話です

と、道路用地として１軒の家を立ち退きさせ、途

中まで土地の買収がありましたが、その後別の、

先の方の地権者との話し合いの折り合いがうまく

いかず、長い間放置されてそのままになっている

ような状況でございます。このような計画性がな

いといいますか、中途半端なことをやっていたら

お金が幾らあっても足りないと思います。資金を

投じる前に全部の地権者に契約をきちんと結んで、

合意してから事業に入らないとこういう結果にな

るのではないでしょうか。考えをお聞かせ願いた

いと思います。 
  次ですけども、３月議会でいろいろ問題になり

ましたけども、温泉問題についてお聞きしたいと

思います。延滞金の問題によりまして、補助金削

除の訂正案が可決されましたが、その後何か進展

はありましたでしょうか。市の今後の対応はその

ままですか。延滞金を納付してもらうのが普通で

すけども、その納付について何らかの話し合いは

なされたのでしょうか。市も苦しい台所事情にあ

るのはわかりますけども、同じく温泉も厳しい状

況下にあると思われます。以前に質問したときに、

差し押さえるとか、いろいろ云々言われましたけ

ども、それはよく調べて言っているのですか。差

し押さえすると言っても、二束三文のものしかな



いと思われます。ほとんどが農協の所有になって

いると思います。古い建物と器具備品等のみ温泉

の所有になっているはずです。このままずっと何

もしないで温泉が納付するのを待つのですか、考

えをお聞かせ願いたいと思います。 
  最後ですけども、財政再建についてでございま

す。３月議会でもいろいろの意見が出ましたが、

財政再建について念のために再度お聞きしたいと

思います。当市では、隠れ赤字というふうに、そ

れ私の所見ですけども、該当する一時借入金が予

算書のその他債になるのですか。これだけ、予算

書を見ただけでよくわからないので、ちょっと教

えていただきたいのですが、減税補てんとか臨時

税収補てん、臨時財政対策とありますが、この詳

細を説明をお願いしたいと思います。この他には、

調書に載せない一時借入金は全くないのですか。

残高の調書では、普通債は年ごとに多少減少傾向

にありますけども、その他債は逆に数字が増加し

ております。これは、どういうことなのか、説明

をお願いしたいと思います。 
  自治体の破綻が今いろいろ言われていますけど

も、自治体破綻というふうに認める４つの指標と

して、１つは地方債残高の数字の動き、借金の累

積額の増減の把握、２つ目は実質公債費比率で

18％を超えると財政が悪化しているとみなされて、

当市は今29.9％の数字になってございます。25％

を超えると起債が制限されるということで、限界

まで来ているように思われます。３つ目が経常収

支比率であり、80％が望ましいとなっていますけ

ども、18年の３月31日現在では、当市は99.2％と

なってございます。これも限界まで来ているよう

に思われます。４つ目ですけども、実質収支の赤

字比率ですが、これは20％を超えますと危険水域

というふうに言われてございます。ほとんどが限

界まで当市は来ているように思われますが、この

現状で財政再建は本当に可能なのでしょうか、考

えをお聞かせ願いたいと思います。改めてこの財

政再建につきまして、この数値を正しい数値に直

すには、今までのようなやり方では果たして可能

なのでしょうか、その辺のところをお聞かせ願い

たいと思います。 
  以上で壇上からの質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。御清聴ありがとうござい

ました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
中川正和議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 奥山議員の質問の第１点目、３月

の末から開始をいたしました夜間休日診療所の利

用状況についてのお話がございました。なお、利

用状況でありますが、５月31日現在で集計いたし

ましたところ、開所からの延べ患者数、これは

1,190人ということで、平均いたしますと、平日の

夜間で約10人、日曜、祝日については約50人とい

うふうになっております。これまで在宅当番医制

をやってきたわけでありますが、これと比較いた

しますと、約2.7倍の患者数というふうなことで、

当初の見込みを現在のところ上回っております。

学齢別に見ますと、７割近くが15歳以下の患者、

特に就学前の患者が全体の半数を占めておりまし

て、これは小児救急に対するニーズの強さが数字

でも示されているというふうに理解をいたしてお

ります。 
  また、居住地別でありますが、約３割が最上郡

内の町村からの患者であります。最上地域の拠点

施設としても認識されつつあるというふうに思っ

ております。定点として、これを開設したことに

よって、住民の方に大変利用しやすくなったこと、

またお話にもありましたが、小児科、内科、これ

を標榜したこともひとつ大きいんではないかとい

うふうにも思います。それと、もちろん参加協力

医師、また医師会の全面的な協力と、それから県

立新庄病院はじめ地域の公的病院、診療所医師の

参加もいただきまして、これには約30名の医師の

参加を得て、今んとこスタートをしているという

ふうなことであります。 



  県病に対する影響というふうなお話がございま

したが、まだ２カ月ほどしかたっておりませんの

で、その辺の数値については、今後まだどの程度

の影響があるかどうかわかりませんが、ある程度

時間がたった、やはり患者の来るときも、例えば

４月、３月が多いとかと、その時期によって大分

違うんで、ある程度ならしてみて、そしてそうい

う影響等々も確認していきたいなというふうに思

います。 
  また、この休日夜間、山形県の４番目というふ

うなお話でございましたが、休日も含めると山形

市に次いで２番目であります。夜間だけというの

が山形県で４番目というふうなことでございます

ので、御理解いただきたいというふうに思います。 
  それから、市有財産の売却というか、そういう

ような処分についてどう考えているかというふう

なお話がございました。これは、財政再建計画の

中で平成16年から19年までの４カ年におきまして、

約６億3,000万円の歳入を見込んで取り組んでま

いりました。18年度末現在では約１万8,000平方メ

ートル、この用地を売却いたしまして、４億600

万円の歳入を確保したところであります。14カ所

の売却候補地がありまして、うち完売したものに

一部売却したものを含めますと、11カ所において

売却を進めてまいりました。しかし、今後売却を

予定している市有地には、この用地内に埋設され

たコンクリートの廃棄物の撤去を要するもの、あ

るいは地下水が非常に高くて軟弱な地盤のもの、

また排水先が確保されないものなど、売却するた

めには精査あるいは検討が必要と判断いたしまし

て、今年度におきましては予算上は計上しており

ません。しかし、今後個別の引き合いがあった場

合には、現地の状況、これをお示しした上で売却

の条件等について協議を進めていく所存でありま

す。 
  また、未売却の候補地の中には、旧八向運動公

園広場等で運動公園として整備して、現在も野球

やサッカーなどで利用しており、当分の間有効な

活用が図られるもの、あるいは資材置き場として

有償で貸し付けをしているものも存在しており、

今後も市民のニーズに応えた活用を図ってまいり

たいというふうに思います。安価な住宅地に等の

提案もありますが、新庄は土地が高い高いという

ふうなことなんですが、特に村山地区、天童、東

根、寒河江等々の土地でも調べさせました。天童

は、さすがに新庄よりはかなりというか、高い値

がついているようでありますが、東根あるいは寒

河江あたりとは同等あるいは新庄が若干高いかな

というふうな場所も、もちろんこれは土地ですか

ら、場所もございます。そういう中で、この宅地

を売却する場合にこの値段がネックになっている

というふうな話もありますんで、できるだけこれ

は安価な住宅地を提供するというようなこと、も

ちろん土地開発公社も出番ももちろんあるわけで

ありますが、やはり民間活力、これの力もかり、

また連携もとりながら、官民一体となってやはり

取り組んでいくべきだろうというふうに考えてお

ります。 
  それから、入湯税についてのお話もございまし

た。３月議会でも奥山議員、当時もこの議場にい

らしたわけで、いろんないきさつについては細か

く御承知のとおりでありました。延滞金未納のま

まで支援することは不適当といった御意見を踏ま

えて予算を訂正させていただきましたが、その後

の経過として４月には担当課長が３月議会の経過、

これを説明いたして、改めて延滞金納入について

求めております。また、税務課も課長を中心とし

て督促を行うとともに、直ちに納入できない場合

には分納誓約書、これを提出することを条件にし

て分納もやむを得ないことも説明しておりますし、

またこれを説明、提出していただくことによって、

やはり支援の方についても十分我々としても考え

ているというふうなこと、これは議会の場におい

ても言っておりますので、できるだけ早くそのよ

うな形になってくれればというふうなことで、今

後も継続して延滞金の納入を求めてまいりたいと



いうふうに思います。なお、それ以後の本税につ

いては、現在納入をしていただいております。 
  それから、財政再建の一環というふうなことで

あります。隠れ赤字はあるのかないのかというふ

うなことでありますが、結論から申し上げますと、

当市では隠れ赤字に該当する一時借入金はござい

ません。一時借入金というのは、当初予算書、議

案において本文第４条に規定しておりますとおり、

予算を構成する１項目でありまして、これは地方

自治法の規定によりまして、歳入歳出予算の執行

上、支出する経費に対して予算化されている収入、

これの入る時期が遅くなる場合もあります。これ

で資金繰りが足りなくなった場合に短期の借り入

れを行うというふうなことであります。当然予定

された収入が入れば、一時借入金は返済すること

になります。ですから、あくまでもこれは資金繰

りの関係で出てくるものでありまして、一般に予

算と言っております本文第１条の歳入歳出予算に

計上するものではありません。ただし、この利息

については、公債費から支払うことになります。

ちなみに、18年度でございますが、一般会計で３

月26日から４月６日までの15日間、これ一時借り

入れをいたしました。利息として20万3,178円、こ

れを支払っております。 
  それから、その他債でございますが、これは臨

時財政対策債など地方交付税制度との関連で、そ

れぞれの自治体が財源対策として不足する分、こ

れは制度上認められたものとして借り入れするも

ので、隠れ赤字ということとは異なるものでござ

います。 
  以上、ひとまず終わらせていただきます。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 夜間休日診療についてで

ございますけども、ただいま市長の方からも説明

るるありまして、それは大変よくわかりました。

たくさんの患者といいますか、15歳以下の方が

50％ということで、市長の鳴り物入りでつくった

わけでございますので、今大いにこれは活用して

やっていただきたいと思います。 
  それで、今回の補正予算で380万ほどの追加あり

ましたけども、これからまたさらに補正で追加と

いうようなことはないのでございますか。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 この度の補正につきましては、

実は当初予算において患者数、従来の在宅当番医

から２倍という見込みを立てて事務処理体制など

整えたところですが、それを相当上回った数字で

推移しておりまして、事務処理体制等が当初見込

みの数字では対応し切れない状況になっているこ

とから、日曜日だけ、平日は何とか１人で事務処

理、受け付け、レセプト作成等の事務処理なんで

すが、そういったものをこなしていただくにして

も、日曜日、休日についてちょっととても無理な

状況になってきている関係で、そこをちょっと当

初見込みよりプラス増になりますが、その分収入

増もなっていますんで、そんな形で増やさせてい

ただく、補正させていただくという内容になって

おります。 
  以上です。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。  
中川正和議長 奥山省三君、今の問題については補

正予算の方でも質疑がありますので、その部分を

省いて質問してください。 
１ 番（奥山省三議員） はい、わかりました。 
  じゃ、市所有財産について伺いたいと思います。

市長からいろいろるる説明ありましたけども、天

童は高いけど、新庄は高くないというような、そ

ういうふうに私は聞こえましたけども、全体的に

言いますと、新庄市宅地の住宅地というか、そう

いう宅地を供給する場所が他の市に比べて少ない

ように思われるんです。それで、市で遊休の土地

があれば住宅地として供給できないものか。例え

ばですけども、例えば今北辰小なんかは生徒数が

大変減少してございます。日新に集中していると



いうか、集まっているような状況、日新小学校へ

集まっているような状況だと思いますけども、そ

ういう意味では格差ができてございますけども、

そういう意味も含めまして、例えば原蚕種の跡地

とか、それからし尿処理場の跡地なんかもどうい

うふうに考えているか、いろんな土地が遊んでい

ると思いますけども、その辺どういうふうに考え

ているか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 今まで11カ所ほど普通財

産を処分してまいったわけであります。その他に

も５カ所ほど普通財産を今後何とか活用していき

たい、処分していきたいということで、大体その

５億円近いそれらの土地を合わせるとそういった

金額になるのかなというふうに大体の概略で計算

しております。ただし、市長の答弁にもございま

したように、例えばし尿処理場跡地では地下にい

ろんな構造物があるという関係で、即それを住宅

地に転用可能なのかどうかとかいろいろな諸問題

がございまして、それらを今検討しているところ

でございます。 
  それから、例として蚕糸試験場跡地ということ

も出ましたけども、これらの財産、普通財産であ

ればいろんな形で処分というか、活用できますけ

ども、原蚕種の跡地は行政財産として今いろんな

活用ということで、市民の方に目的を持って供し

ているところでございますので、それらの点につ

いて今後どうするのかという位置付けがないと、

またいろいろ譲り受けたときの市の活用方針とか

いきさつもございますので、それらを検討してい

かないとできない状況にございます。そういった

中では、行政財産あるいは普通財産、そういった

色分けの中で今後どうしていくのかという協議も

必要かなというような感じはございます。 
  以上です。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 原蚕種の話出ましたけど

も、今まゆの郷というふうにやっていますけども、

あの辺に行ってみると放置されているような土地

がまだあるように思うんです。それで、先ほど申

し上げました北辰小の生徒が大変激減していると

いうような状況でございますので、必ずしも原蚕

種に限ったことでございませんけども、そういう

土地があったらというような状況で申し上げた次

第でございます。し尿処理場の跡地については、

構造物があるということでございますので、これ

を取り除いた後にできるだけ安価な住宅地として

供給できればというふうに考えております。 
  それから、温泉問題についてでございますけど

も、３月いろいろ話し合いがありまして、市長か

らもるる説明ありましたけども、今本税が納付さ

れているということでございますけども、この延

滞金については分割とか分納とかという方法もあ

るようでございますけども、今の状況ですと話し

合いが２回ほどされたということでございますか、

そういう今６月になっていますので、月１回ほど

ぐらいの話し合いとなっている状況と思いますけ

ども、もう少し前向きに話し合いを、何回も話し

合いの場を持ってお互いに納得できる点といいま

すか、その辺の接点を探してやっていけないので

しょうか。できれば延滞金を早く納付されるのが

一番よいことでございますけども、またこのまま

ずっと３年もいってしまうというふうなことも考

えられなくもないので、その辺市の方、温泉から

納付するのを待つのではなくて、市の方からもう

少し積極的にアプローチできないか、その辺のと

ころちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
八鍬長一副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 副市長八鍬長一君。 
八鍬長一副市長 ３月議会での入湯税の議論につい

ては、御案内のとおりでありますが、延滞金の将

来の納付する意思について約束されれば市からの

補助金として予算化するという、そういう内容で

の予算の訂正ということでの扱いにいたしまして、



そのときに予算計上いたしました1,000万円につ

いては財政調整基金の方に移しております。した

がいまして、延滞金をこの先どういう方法で納入

するかは、それは納入する方の考えでありますか

ら、そういう方向性が示されれば速やかに予算化

する、そういう考えでおります。ただ残念なこと

に、６月議会までにはそういう方向性が示されま

せんでしたので、予算化することができませんで

した。そのときも言っていますけども、市民の健

康づくりのために必要な温泉であって、必要な支

援はしていくという、そういう考えのもとにこれ

からも当たっていきたいというふうに思います。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、納付する

意思はなかったというふうに私には映りましたけ

ども、２回ほど話し合いというか、分割とか分納

とかそういう説明に行ったという話ですけども、

そのときにその納付する意思というのは、確認は

しなかったんですか。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 ４月に３月議会の経過を説明し

て、延滞金納入について改めて要請したというの

は、この問題の支援の面での窓口になっておりま

す健康課だったんですけども、その時点ではまだ

取締役会等の機関に提出していなくて、まだ正式

な形でその納付の意思を表明していただくことは

できませんでした。その後、どんな形で会社の中

で検討されているか、まだ報告いただいておりま

せん。 
  以上です。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、これから

の再建計画と、そういうの前にもありましたけど

も、そういうようなものもないというか、それか

ら今の意思の確認もなかったというふうになって

いますけども、この状態でいきますと、またずっ

と前と同じような状況が続くのではないかと思わ

れますので、なるべくあちらから、もちろんあち

らの方でも市の方から来るのを待っているのかも

しれませんけども、お互いに歩み寄って話し合い

をして、できるだけ早く解決していただきたいと

思います。 
  次に入ります。財政再建についてでございます

けども、先ほど私は最後の方にこの数値を正しい

というか、そういうふうに直すにはいつなのです

かというふうにお聞きしましたけど、それについ

ては答えはありませんでしたけども、この４つの

指標についてこれをクリアできるというか、それ

をクリアできるのはいつごろだというふうに考え

ているのか、そういう考えは全くないのか、その

辺のとこちょっとお聞きしたいと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 財政に関する数値、４つ

ほど示されました。平成16年に財政再建計画を立

てまして、それに基づいて平成22年度までのいろ

んな数値を掲げているところでありますけども、

いずれの数値も計画どおりあるいは物によっては

例えば財調基金とか、あとは経常収支比率とか、

そういった数値あるいは積立金については計画よ

りも早い、あるいはこれよりも上回る数字で推移

してございます。したがって、今後のこういった

いろんな努力を重ねていくことによりまして、財

政再建あるいは健全化に向けた取り組み、結果と

して今後とも明るい兆しが一段と大きくなってく

るんではないかなということで、今後もこういっ

た対応を続けていきたいということで、今のとこ

ろは計画どおり順調に進んでいるということでご

ざいます。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） ただいま説明ありました

けども、実質収支の赤字比率ですけども、これに



つきましては基金のお金を出し入れできるために

調整ができるといいますか、作文ができるいいま

すか、そういうようなのできると思いますけども、

当市では今年は6,300万ほどの基金を財源不足を

補うために取り崩す予定のようでございますけど

も、なるべくなら使わないで歳出を抑えてほしい

と思います。大変厳しい内容でございますけども、

この6,300万の基金については、必ずこれは使うと

いうことで確認といいますか、そういうふうに思

ってよろしいのでございますか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 当初予算で6,300万円に

ついては既に予算化してございますので、予算上

はこれは使わなければならないというような今の

現在の仕組みになってございます。ただ、18年度

末に５億2,700万円の財調基金がございます。さら

に、これに繰り越しのお金、譲与処分金5,000万か

ら6,000万ぐらい何とか積み立てができるんでは

ないかなと、そうすれば一層安定した基金の造成

につながるということで、今後とも造成には最大

限努力してまいりたいというふうに考えておりま

す。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 先ほど市長が、私が申し

上げました隠れ赤字ということで、一時借入金は

ありませんという話でしたけども、これはこうい

うふうに私は確認というか、今後について当市が

財政再建をするためには、今の申し上げました４

つの指標の数字をできるだけクリアするための位

置付けとして申し上げたものでございますので、

その辺のところ了承していただきたいと思います。

それで、先ほど市長から一時金に対しては資金繰

りとするような予定ということで、ちょっと私に

はよくわからなかったんでございますけども、一

時金は調書には載せないというふうに今私は感じ

たんですけども、その一時借入金については調書

には載せなくてもよいというふうになっているわ

けでございますか、その辺ちょっと私わからない

ので、お願いしたいと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長  予算書の第４条に、一時

借入金の限度額として、平成19年度は15億円を計

上してございます。その範囲内で一時金の借り入

れは可能ということで、平成18年度は約６億円を

借りて、利子として20万3,000円ほどを計上いたし

ました。予算上は、この一時借入金は載りません。

ただし、決算書に公債費の中にその一時借入金の

利子の額が載ります。予算、決算上の取り扱いは、

そういうふうになってございます。確認のためで

すけども、一時借入金を借りて資金運用を行うこ

とは、赤字になっているからということでは決し

てございません。市の財政は、赤字になってはご

ざいません。予定されていた予算が入ってくるま

でのあくまでも短期的なつなぎ資金でございまし

て、普通は１週間から２週間程度、幾ら長くても

１カ月未満というような位置付けのもとに資金運

用している一部のお金でございますので、確認の

ため申し上げました。 
  以上です。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、赤字には

なっていないということでございますけども、こ

の４つの指標がほとんど満たされていないという

か、限界まで来ているような状況でございます。

そういう意味では、私から言わせると破綻と言っ

てもおかしくはないと思うんです。ただ、イコー

ル赤字ではないという意味はちょっと私わかりま

せんけども、その辺のところ説明願いたいと思い

ます。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 普通破綻と言われるのは、



標準財政規模の20％、これを超過しますと、新庄

市で言えば約20億近いお金ですけども、そのお金

が単年度で収入できなくなった場合、赤字として

計上しますけども、新庄市はここずっと計上して

ございません。したがって、苦しいなかで財政運

営をやっていますけども、決して赤字は出してい

ません。特別会計も同じでございます。そういっ

た意味で、数値としては非常に厳しい数値があら

われています。ですけども、徐々に改善されてい

ますし、平成22年度の財政再建計画の中では、最

終的にはこれらの数値は改善していくと。ただし、

実質収支比率につきましては29.9という数値がご

ざいますが、平成24年度までには20台前半、20に

限りなく近付けていきたいというふうな目標を持

って進めてございますので、それらも改善できる

というふうに考えてございます。 
  以上です。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、会社です

と今みんな連接決算になってございます。まだ市

というか、市は単式といいますか、連接決算には

なってございません。その辺のところを今後実質

公債費比率の方では連結も含めてされていると思

いますけども、今後この連結決算は頭の中に入れ

まして、そして大変厳しい財政状況の折でござい

ますけども、財政再建に向けて頑張っていただき

たいと思います。 
  以上で終わります。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時４４分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  午後になりまして、暑い方は上着を脱いで結構

です。 

 
 
     小嶋冨弥議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、小嶋冨弥君。 
   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 
１０番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。６月定

例一般質問者３番目の小嶋冨弥であります。よろ

しくお願い申し上げます。一昨日の土曜日の朝７

時からＹＴＳのテレビで「お国めぐり味な民謡」

という番組で、約30分間新庄の地元の民謡を中心

に、歴史センターの山車の前、原蚕の森の前で民

謡を歌い、まゆの郷、最上公園とまた郷土料理の

紹介があり、うれしい番組の放映でありました。

大変ホットな気分になりました。 
  さて、今回私が通告いたしました発言事項は３

件であります。順に従いましてお尋ねいたします。

まず初めに、新議会と市政運営についてでありま

す。この４月、４年に１度の統一地方選が行われ、

当新庄市においても任期満了の市議会選挙が挙行

され、20名の議員が市民から負託を受けました。

今回は、議員定数が従来の24名から４人減の20名

になり、少数激戦の選挙戦を戦い、議席を得たわ

けであります。私もその一員であります。執行部

の皆さん、議員各位の皆さん、これから４年間御

指導、御鞭撻をお願い申し上げます。そして、私

を選んでいただきました市民の皆様方にはお礼と

感謝を申し上げますとともに、責任の任に対して

任期期間中全うしていく所存であります。 
  申すまでもなく、議会は地方自治法の定め、地

方自治法第89条により、その議事機関として設置

されておるわけであり、地方公共団体の長、その

議員及び法律の定めるその他の吏員は、その公共

団体の住民が直接これを選挙すると規定されてお

り、これを受けて普通公共団体における議会の設

置が定められているものであります。議会の法律

的性質は、普通地方公共団体の住民が選挙する議



員を構成とする合議によって意思を決定する合議

制機関、本質的な任務としての当該普通地方公共

団体の意思表示の内容を決定することの意思決定

機関、議会は原則としてその意思決定を執行機関

に対して表示するのであって、議会の意思決定は

原則として行政の内部的行為の内部機関の３点と

認識しております。これと合わせて、２つの重要

な任務があります。その１つは、執行機関の事務

処理を監督する任務です。これは、行政事務の処

理の仕方を検査し、それが違法かどうか、妥当か

行政監査する任務であります。もう一つは、意見

表明の任務であります。議会は、住民が選挙する

議員を構成とする合議制機関であるので、住民の

意思を代表して意見を表明するにふさわしい的確

性を有するのであります。このような観点から、

今新議員の構成する議会は、定員が従来の24名か

ら20名になったことは、議員各位の市民の負託度

が以前より増して重たくなったものと思います。

これらに対して、市長はどのようにお考えなので

しょうか、まずお伺いいたすものであります。私

は、今回の選挙期間中、多くの市民の方々と接し、

話し合いをしました。その中で、いろんなことを

聞きましたが、その中で市民が一番心配しておる

のは、財政問題と市長のお体のことでした。どう

か市長は、市民のために御自愛をなさってくださ

い。 
  さて、市長は豊かな田園都市の実現を目指し、

政治信条として「いい人～いい街～いい暮らし」

を標榜してきました。具体的には、いい人、いい

街、いい暮らしとはどんなことなのでしょうか、

お伺いいたします。よく議会と執行部は車の両輪

のごとくと申されます。本当にそうなのでしょう

か。もっともっと情報を議会に開示すべきと思い

ます。これらを含め、今般新しく改選された議会

に対して、財政再建を含め多くの課題を克服し、

市民ニーズに沿った市政運営をどう進められる所

存か、お聞かせください。 
  次に、発言事項の２番目の春の統一選挙につい

てお聞きいたします。今年は選挙の当たり年とも

言いますが、７月には国政選挙の参議院議員の選

挙もとり行われます。しかし、４月の統一選挙の

県議選、市議選の選挙は、地域の生活に密着した

最も身近な大事な選挙であることは申すまでもあ

りません。選挙は、公職選挙法の規定に従い、選

挙管理委員会が管理しておるわけであります。特

に今年の統一地方選挙に向け、全国各地の選挙管

理委員会は開票作業の効率化に力を入れておるわ

けであります。その１つに、イチゴパックを使っ

た投票用紙の仕分け方法、ところが県内ではサク

ランボパックが主流とのこと。理由は、全国一の

サクランボ大国で、生産量が全国トップだからで

なく、一刻を急ぐ開票の作業がやりやすいとのこ

とであります。全国的に仕分けは、イチゴパック

が主流となっているが、２月の上山市長選挙で市

役所職員がイチゴパックよりサクランボパックに

変えたらとの提案。わけは、サクランボパックは

イチゴパックより一回り大きく、投票用紙を入れ

るのにちょうどよい大きさで、そうして底辺から

上に向かって広がるイチゴパックに比べ直方体に

近いために用紙がきれいに重なり、また投票用紙

は候補者ごとにパックに仕分けた後、機械による

枚数点検等の作業に回され、パックから数回の出

し入れがあるので、パックの扱いやすさも加味と

のこと。そして、素材もサクランボパックがイチ

ゴパックより丈夫な素材で使いよいとのことであ

ります。村山市では、上山市の成功例を聞き、サ

クランボパックに変えると報じていました。県選

管の調査で、５市３町がサクランボ派、２市１村

がイチゴ派と報じておりました。これらいろんな

工夫し、開票作業の迅速化に取り組んでいます。

山形市では、職員が作業衣、運動靴を着用し、作

業に臨んで集中力、緊張感を高め、県議選では前

回より目標の30分短縮をクリアし、46分のスピー

ドアップがなされました。迅速ばかりではいけま

せん。もちろん前提となるのが公正、正確でなけ

ればなりません。論をまつまでもありません。市



の選管においても入念対策、工夫なされたと思い

ます。県議選、市議選の総括をお聞きいたすもの

であります。また、若者の政治離れ、投票の無関

心が増えておりますが、投票率向上についての手

立てはどのようになされたのか、お聞きいたすも

のであります。 
  次に、３番目の夜間休日診療所と地域医療につ

いてお聞きいたします。これは、午前中に奥山議

員も夜間休日診療についてお聞きしております。

重複する部分があろうかと思いますが、別の角度、

視点からお伺いしたいと思います。今社会全体に

格差社会が問題になっています。経済においても

大企業と中小企業、自治体においても東京を中心

とした大都市と地方の市町村、医療の問題にして

も同じなわけであります。本来なら同じ日本国民

なら都会に住まい、田舎に住んでいても安全で安

心した生活できることの保障がされなければいけ

ないのであります。しかし、現実は地方に住む私

たちに非常に厳しいものがあります。かつて人の

命は地球より重いと言っていた大臣のことが思い

出されます。 
  さて、私は18年３月定例議会の一般質問で、先

のことについて質問いたしました。答弁として、

当時の助役、今の八鍬副市長は、市民認識度調査

において救急医療体制の整備の必要性が求められ

ており、振興計画後期５カ年計画において救急を

はじめ必要な医療を安心して受けられる体制づく

りを重点の施策にしておる、定点による診療所設

置には久しく検討されてきましたが、この度重点

施策の具体化の１つとして、平成19年度の早い時

期に定点による市立の夜間休日診療所を設置する

ことを決意。来年度、18年度予算に準備経費を計

上いたしまして、今後１次、２次救急医療機関の

機能分化、そしてかかりつけ医の普及、小児救急

の充実など、地域救急医療全体を見据えながら、

診療所について具体的に進めていくとのお答えで

した。それらに沿って、今年の３月26日に在宅当

番医制から夜間休日診療所となって開所したわけ

であります。開所してから日が浅いわけでありま

すが、市の目指しておる方向に進んでおるのか、

経過と問題点、課題等についてお聞きするもので

あります。 
  最上地方は、人口10万人当たりの医師の数は平

成16年度の数字では131人で、全国平均221人の

62％、県平均の199人で66％なのであります。山形

県は、医療行政の見直しで昨年８月、外部監査に

よる県立５病院の事業分析評価を公表いたしまし

た。県立新庄病院は、地域市町村が中心となって

担う医療機関とされ、県と市町村の一部事務組合

の運営が適当と提案されたわけであります。県立

新庄病院は、地域医療の唯一の基幹病院であり、

とりででもあるわけであります。県民として、等

しく医療を授受する権利はあるはずであります。

格差があってはいけません。しかし、県のリーダ

ーが変わり、存亡の危機があり、議会はもちろん、

地域全体で将来にわたり県立新庄病院を県立とし

て存続の運動をしております。署名運動を展開中

であるわけですが、これらを含めて安心して生活

するための地域医療の運動と見通しについてお聞

きいたすものであります。 
  以上で私の壇上からの質問を終わります。御清

聴感謝申し上げます。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
中川正和議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 小嶋議員の質問の第１点、４月に

市議会議員の選挙がありまして、その中で20名の

新しい議員の方々が市民から選ばれまして、今日

初めて定例議会というふうなことで、初めての議

会を迎えられました。その中で、小嶋議員も市民

から負託を受けたその責任の重さ、またこれから

４年間与えられた任期については全うしていくと

強い決意を申されたところであります。ぜひこれ

からの４年間、活動が活発にできますように心か

ら期待を申し上げたいというふうに思います。 
  そういうふうな第１点目の質問の中にも、３点



があるのかなというふうに思っております。御承

知のとおり、24名から議員定数削減で20名の方が

新しくなったわけでありますが、そのためにこの

市民の負託がそれだけ重くなったというふうなお

話がございました。私は、そういうふうには思わ

ない。これは、市民の負託の軽重の問題ではない

というふうに考えます。やはりこれは20人であろ

うが、30人であろうが、10人であろうが、市民が

議員に対する期待というのは、その重さではなく

て、その議員の方々が市民に対してどういうふう

な議員活動をしていくかというふうなことではな

いかというふうに思います。軽々しく24人だった

から20人より軽かった、今重くなったというふう

なこの議論は、やはり市民不在の議論というふう

に私は思います。これは、個人的な見解ですので、

その辺のところは考え方が違えばそれはそれでよ

ろしいかなというふうに思います。 
  それから、私いつも政治信条として「いい人～

いい街～いい暮らし」、これをずっと掲げてまい

りました。具体的にはどうだというふうなことで

ありますが、いい人、いわゆる人づくり、人材づ

くり、人あって初めていろんなことができる、や

はり特にこの地域から大勢の方々が人材が育って

いっているわけでありますが、そういうふうな先

輩に続けるような人材育成、人づくり、これをや

っていきたいというふうなのが第１点にあります。

これは、もちろん教育の現場あるいは日常生活の

中でもそのような、それとやはり今ふるさと納税

というふうなことの中にも議論されているわけで

ありますが、小さいときあるいは若いときにふる

さとで育ったもの、そういうものをやはり東京と

かあるいは首都圏、あるいはどこかに行ったとき

も振り返って、ふるさとってこういうもんだなと

いうふうなこと、そういうふうななつかしさを覚

えるような、そういう人ができるだけ多くあるよ

うな人づくり、いい人、これがひとつ期待をして

いるというところであります。 
  それから、いい街、これはやはり緑豊かな田園

都市というふうなことでありますが、その中に都

市機能をやはり生活の利便性を含めた都市機能の

整備、これも大変重要ではないかというふうに思

います。まちづくり、これは暮らしやすさにも関

係するわけでありますが、そういう面ではぜひ利

便性も含めた都市機能、まちづくりをやっていく

というふうなことであります。 
  それから、いい暮らし、これはもちろん暮らし

にはやっぱり雇用の面もあります。仕事の面もあ

り、それとやはり安全、安心も大事だというふう

に思います。それとやはり教育の面も含めまして、

これはいい人にも関係するわけでありますが、こ

れはすべてが独立したわけではなくて、「いい人

～いい街～いい暮らし」、すべてこれは関連した

中でやはりやっていこうというふうなのが大目標

というふうに思います。しかし、行政というのは

生き物であります。毎年とは言いませんが、やっ

ぱりそのときそのときの課題、これが毎回毎回出

てまいります。それを一つ一つやはり解決してい

く、あるいは乗り越えていくことによってこのよ

うな３つの目標、それをある意味永遠のテーマで

はないかと思いますが、それを少しでも近付ける

ために皆さん方とともに頑張っているというふう

に私の考えとしては御理解いただけばいいという

ふうに思います。 
  それからもう一点、議会と執行部車の両輪、よ

くこの言葉使います。私は、たとえとしては非常

にいいたとえではないかというふうに思います。

ただ、誤解されやすいのは、両輪だからレールの

上をいつでも真っすぐ同じように走っていくとい

うことではなくて、片っ方がやっぱりブレーキを

かけたり、あるいはとまったり、カーブしたり、

そういうことが常にあるわけであります。そうい

う意味の両輪であって、そしてお互いに切磋琢磨

しながら、曲がるところ、また修正、どうやって

修正していくかと、そういうふうな形での両輪と

いうふうに私は理解をしております。真っすぐな

線路ばっかり歩くということではないというふう



に思います。そのためには、情報開示、これは大

変、これは議会はもちろんですが、市民に対して

も情報開示というのは原則、大変大事なことであ

りますので、今までもできるだけ情報を提供しな

がら、そして協議をさせていただいてきておりま

すが、今後ももしたりないところがあれば、でき

る限りその情報を開示しながら、協議をしてやっ

ていきたいと、このように考えております。 
  それから、２点目は統一選挙のことについてで

あります。これは、選管の方から答弁させること

にいたします。 
  ３点目、夜間休日診療所、これ午前中に奥山議

員の方に数字的なことも申し上げました。２度繰

り返すことはございませんが、我々が予測したよ

りも患者さんの来所が多いというふうなのが現状

であります。これには、先生方はもちろんであり

ますが、いろいろな方面の方々から大変な御協力

をいただいて、今スタートしてきたというふうな

ことであります。山科先生、今あそこの管理者に

なっておりますけども、委員長とする運営委員会

を設置いたしまして、この中でいろんなそのとき

そのとき生ずる問題等々についてもいろいろ協議

をして、できるだけ利用しやすい施設にするため

の検証、検討もスタートしたところであります。

ただ、当面の課題として、これ委託しております

医療事務のシステムの問題で患者の待ち時間が非

常に長くなるというふうなことがありますので、

事務体制、これを改善していこうというふうなこ

とで、今回補正予算、これを計上させていただい

ております。これからもできるだけこの事務効率

も高まるように、運営委員会あるいは事務の方々

ともいろんな点で協議をしながら、スムーズな運

営ができるように今後も頑張っていきたいという

ふうに思います。 
  それから、もう一点は地域医療のことをお話ご

ざいました。もちろん県立病院は、今まで長い間

この地域の新庄、最上の中核として大変大事な役

割を果たしてきてくれました。今後も同じだとい

うふうに思っております。いろいろ今全国的に医

師不足、医師全体の数はそんなに少ないわけでは

ないんですが、やはり一極集中というか、そうい

うふうな形でなかなか地方には医師が集まらない

というか、そういうふうな状況が続いているわけ

でありますので、これがもし運営主体が例えば組

合立とか自治体とかとなった場合は、それがます

ます医師不足に拍車かける、これは明白だという

ふうに思います。そういうことから、議会等を含

めまして、我々危機感を持って何とか運営主体を

県立でやっていただきたいというふうなことで、

去年からそういうふうな行動をとって取り組んで

きたところであります。新庄、最上の医療を考え

る会等々でもいろんな意見がございますが、やは

りこの新庄病院を県立新庄病院、これを核として

やはり新庄、最上の医療水準を上げていくと、上

げていかなければいけないということは、これは

今後も同じだというふうに思います。 
  そういう意味から、今年度医療計画が県の方で

立てるわけでありますが、ぜひその中に雰囲気的

なものがはたしてどこまで具体的に盛り込んでい

ただけるかわかりませんが、その計画の中にぜひ

この最上の医療体系について盛り込んでいただき

たいというふうなことで、今御承知のとおり署名

活動をやっておりますし、また今月の28日には住

民集会というふうなことも考えております。また、

これでもちろん終わるわけではありませんが、こ

れからもやはり要望活動も含めて相当強行な、強

烈な要望活動あるいは運動、これは行政サイドだ

けではなくて、住民活動、住民運動も含めたこと

でないと、なかなか今県の方も非常に苦しい状況

にあることは間違いないんで、非常に厳しいのか

なというふうに思いますが、これからもぜひ議会

の皆さん方とともにこの目的達成のために取り組

んでいきたい、頑張っていきたいというふうに思

いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 
  以上、ひとまず終わります。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 議長、小関俊也。 



中川正和議長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 それでは、春の統

一地方選挙についての総括という御質問がござい

ましたので、私からお答えさせていただきます。 
  第16回の統一地方選挙、４月に県議選と市議選

執行されたわけですが、新庄市選挙管理委員会と

いたしまして、執行経費の節減、それから開票業

務の効率化、投票率のアップという３点を重要課

題としてのせまして、春の統一地方選挙を迎えて

実施したわけであります。その中で、開票業務に

つきましては、３月議会予算委員会のときだった

かと思いますけれども、御質問ありましたとおり、

職員の若手職員で構成しておりますレッツという

研究会、その方々とも連携をとりながら、提言い

ただいた内容に基づいて選挙管理委員会としても

検討し、開票事務の効率化を図ったわけでありま

す。その中で、時間短縮が図られて、大変よい結

果が生まれたというふうに思っております。 
  それから、第２点目の執行経費につきましては、

投票事務、開票事務の職員の配置をできるだけ少

数の人員で対応するということで経費節減に努め、

また開票業務の短縮化を図ることによって人件費

の抑制に努めたという点で、この辺においても効

果があったというふうに思っております。 
  それから、３点目の投票率のアップでございま

すけれども、これは全国的に若者の政治離れとい

う点で投票率が年々低下している中で、当市の投

票率におきましても前回より県議選、市議選とも

投票率が低下したという事実で、今後の投票率ア

ップの課題として反省せざるを得ないというふう

に思っております。 
  また、開票の中でも速報のあり方については、

これについても県議会議員選挙の開票のときに第

１報から第２報の間隔がちょっと間があり過ぎた

ということで指摘されておりますし、その点の反

省を踏まえて市議会議員選挙の際は速報の時間短

縮を図り、速報についてはスムーズにいったので

はないかというふうにいたしております。総体的

に今回の春の統一選挙におきましては、経費節減、

それから開票業務の短縮、ただ残念ながら、投票

率のアップには至らなかったという点で反省点も

踏まえて今後の課題というふうな反省をして総括

を委員会として行ったところであります。 
  なお、具体的な内容については、局長の方から

答弁いたさせます。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正一。 
中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 ただいま委員長

の答弁にもありましたように、４月の統一地方選

挙におきまして、８日に県議会議員選挙、それか

ら22日に市議会議員選挙というふうなことで行わ

れたわけでございますが、特に全国的に問題にな

ったといいますか、話題になった開票作業の効率

化という点でございます。新庄市としては、前回

の県議選の開票事務等従事者数は96名、市議選は

102名でありましたが、今回の統一選挙はいずれも

66名ということで、人員を削減しつつ、なおかつ

開票を迅速化するというふうな目標を持ったとこ

ろでございます。その結果といたしまして、前回

の県議会議員選挙より開票の時間外手当てが20万

程度、市議会議員選挙としても22万程度というこ

とで減ということになっております。 
  それから、開票の時間の方の短縮でございます

が、県会議員選挙につきましては、ちょっと残念

ながら、集計作業の方に手間取ってしまった点が

ございまして、時間、大体ほぼ前回並みというふ

うなことになりましたが、そうした反省点を踏ま

えまして、市議会選挙におきましては１時間19分

の時間の短縮することができたわけでございます。 
  それから、投票率でございますけれども、県議

会議員選挙につきましては、前回より4.23ポイン

ト、それから市議会議員選挙においても4.20ポイ

ントということで、県議、市議両方とも投票率を

残念ながら下げております。選挙期間中につきま

しては、啓発活動として明るい選挙推進協議会と

の連携をもとにいたしまして、市内各スーパーの



店頭におきまして街頭啓発、広報車を使用した啓

発活動、また庁舎前看板、のぼり旗の設置、選挙

のお知らせの各戸配布など、いろいろな活動を展

開したわけでございますけれども、今後明るい選

挙推進協議会とともに、低下した投票率の分析等

も含めまして、有権者、特に若年層に対する意識

改革の働きかけを強めてまいりたいというふうに

考えております。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございました。 
  まず最初に、新議会と市政運営について市長さ

んの見解をいただきました。市長さん今お聞きし

ますと、議員の数に対する市民の負託と申します

か、負託じゃなくて一人一人の議員の質が問われ

るんだよというような、その方の重さがあるんで

ないかというふうに私は受け取ったんですけれど

も、それはやはり市長も言いました、議論の分か

れるところだと言えばそうだと思います。それは

それとしてわかりました。 
  市長の政治信条、「いい人～いい街～いい暮ら

し」、いい人というのは人づくりであって、人材

教育だと。ただ、残念に思うのは、せっかく育っ

た人材が地元に残れないと。なかなか東京や地方

に行って、地元に帰ってきたいんだけども、来ら

れないというようなものがやはりいろんな面で働

く場所が少なくて戻ってこれないというような気

がいたします。せっかくいい人をつくっても、や

はり地元にとどめなければその人材の活用はなか

なかその効果が出ないというような気がいたしま

す。いい人はわかりました。いい街、田園都市を

目指すと、そしてなおかつ都市機能を整備してい

くまちであるというようなことですけども、今の

新庄市は中心商店街が御存じのように大変厳しい

環境、やはり郊外型の店に大型店が来るというよ

うな現状は、やはりいい街と言えるかなと私は思

います。いい暮らし、やはり暮らしは大事ですの

で、やっぱり仕事の他に働く場所と安全で安心に

するというようなことですけども、行政は生き物

でいろんな課題が多くて、やっぱりその都度いろ

んなことを手探りしながらやるというようなお考

えをお聞きいたしました。 
  また、議会とは車輪の両輪のごとくだけども、

直線道路を走るだけでなく、カーブあったり、そ

ういったとこあったときは、やっぱり議会ととも

に、議会も制御機関だというようなことで、その

ために切磋琢磨してやろうというようなお考えを

伺いましたので、わかりました。 
  あと情報をできるだけ開示するというようなこ

とをおっしゃいました。やはりこれをきっちりや

っていただかないと、議会としても市民の負託を

受けた限り、やはりなかなかわからないというよ

うな、勉強すればいいと、それまででしょうけど

も、執行部は執行部のやはり情報を持っているわ

けですので、そういった意味でひとつお願いした

いな。特に思いますのは、12月の定例議会あたり

で来年度の予算方針なりいろいろお聞きしますけ

ども、ヒアリング中とかいろんなことでなかなか

すぱっと出てきませんけども、３月議会になると

もうすぱっと出てくるんです。そうすると、前私

もこの議会の中で、せめて常任委員会にそれぞれ

の分野の重点項目とかそういったものをやはり知

らしめて、そして論議を深めながら、３月議会に

いった方がいいんじゃないかというような域に達

しましたけども、なかなかそれがそのとおりにな

っていないような気がしますので、情報公開はや

はりお互いに市民のためにやってもらいたいと思

います。 
  そこで情報公開というようなことでございます

けども、先般６月３日ですか、日本経済新聞社で

健全化法案がいよいよ今国会で出るというような

ことで、４つの基準ができて、それがやはり今度

総務省がそれに縛りをかけるみたいなことが出て

いました。その中で、ちょっと新聞見ましたら、

連結実質収支の赤字比率が25％以上の自治体とい

うようなことで出ました。これは、あくまでも総



務省から日本経済新聞が入手して、自治体の全会

計を決算をもとにして試算した章ですけども、そ

の中で夕張市がやはり依然として一番でした。そ

うすると、新庄はありがたいというか、当たり前

のことでしょうけども、10番にも入っていないし、

さらにベスト、悪い方のですよ。悪い方の30にも

新庄市は入っていませんでした。そこで、私もや

っぱりこういう仕事といいますか、市民の負託を

受けているもんですから、日本経済新聞社の本社

の方に問い合わせました。そしたら、新聞社の方

では、私は市会議員だと名乗ったんですけども、

だめだと、自治体の責任者が問い合わせないと答

えられないというようなことで、早速坂本課長の

方にそういうことでお電話して、いかがというよ

うなことをお聞きしました。電話で問い合わせた

ようですけども、その返事、私まだもらっていま

せんけども、ぜひ今新庄市民が非常に夕張のよう

になって不安だというようなことがなっています。

私もさっきも言いましたけども、よく市民の方に

尋ねられます。そういった意味で、問い合わせた

結果を情報公開という立場でひとつお願いしたい

と思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 今国会で審議してござい

ます地方財政早期健全化法案、４つの指標がある

ということで、普通会計の赤字程度を示す実質赤

字比率、それから普通会計、それから公営企業会

計まで入れた連結実質赤字比率、それから実質公

債費比率、それから将来の負担比率、この４つを

１つの健全化かどうかという物差しではかる指標

としてございます。いずれかの数字が１つでも早

期健全化指標に触れますと、早期健全化計画を立

てて国の指導を仰ぐということになります。それ

から、４番目の将来負担比率を除いた３つのうち

の１つでも再生の目安となる再生指標、それに触

れますと、再生化計画を立てると、いわゆる赤字

財政団体となってしまうというような比率が20年

度決算から当てはめられます。19年度決算で自分

の市やまちがどのようになっているかということ

をまず試しにはじいてみてくださいということの

ようです。それをもとに、20年度予算でそれを生

かした予算をつくりなさいと、それが20年度決算

から当てはめますよという１つの予告制度として

やられるようでございます。 
  それに先立って、日経新聞では６月３日の記事

に出ているように、その指標をいろいろ入手した

数字ではじき出したようです。新庄市はどのくら

いかということで聞きましたところ、その指標は

連結のやつですけども、23.3だと。赤字ではない

です。黒字で25％以上というのは三角ついた赤字

で25％を超すとうまくないということをここにも

書いているようですけども、新庄市はじゃ全国的

に順番はどのくらいですかということですと、悪

い方から1,400番台だと、ですから千八百十何市町

村しかありませんので、いい方から言いますと三

百七、八十番ですか、ぐらいになるようです。ど

の数字を使ったかはちょっと教えていただけませ

んでしたけども、大体の目安をつけて計算します

と23.3ぐらいになるんだなというようなことで、

我々としてもその試算というか、それに合わせた

ような数字を得ているところであります。ちなみ

に、１番目の普通会計の実質収支比率は2.5％であ

りました。 
  以上です。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございました。 
  トータル的にやはり行財政を考えていかなけれ

ばいけないなとつくづく思いました。そういった

意味で、今後も実質公債費比率を着実にやはりや

っていただいて、そしてよい方の順番を繰り上げ

てもらいたいなと思います。 
  そこで、夜間休日診療所についてお尋ねしたい

と思います。１次救急医療が手薄な状態で、時間

外診療、小児科救急の体制の確立を市民から望ま



れておって、在宅当番医制度から比べてかなり患

者さんといいますか、そういったものもあります。

ただ、先ほども言いましたけども、これによって

県立病院の大変ないろんな問題の手助けになるか

なと言ったら、先ほど市長はまだやったばかりで、

その点ははっきりした効果が出ないというような

ことでありますので、その辺わかるのはいつころ

でしょうか。あと診療所の設備、薬の充足はどう

ですか。これ医療に当たる先生方の先ほど約30人

と言いましたけども、大体もう少しこれ恐らく県

立の先生とか市外のお医者さんも入っているんで

しょうか、その辺できれば教えてもらいたいと思

います。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 夜間休日診療所の状況ですが、

患者が予想よりかなり多くて、その７割程度は小

児患者です。それで、小児救急体制自体はお医者

さんが増えたというようなことではありませんの

で、今この地域でいろいろ診療されている先生方

にお願いして、特に内科とか、そういった専門の

他に小児科ということも標榜されている先生方な

どに中心に参加いただいて、30名体制というよう

なことであります。それで、実際問題小児が余り

得意ではないという先生も入っております。以前

にも何回か御説明しましたが、新しく小児科の専

門医が増えるという状況は私はないと思っており

ます。全国的に足りない状況ですんで、新庄、最

上地域だけが増えるなんてことは余り考えない方

がいいだろうと思っていますんで、今この地域に

いる先生方の小児診療に対するレベルアップとい

うものを医師会と一緒に３年前からずっと継続し

てきております。これは、続けていきたいと思っ

ております。県立病院との関係では、５月いっぱ

いの数字をはじき出していただいて、夜間休日診

療所の数と県立病院の数字の動き、夜間あるいは

休日の県立病院の患者さんの数字の動きを比較し

て、お互い県立病院と一緒に分析しましょうとい

うような相談を今しているところで、それは間も

なく出るものと思っております。 
  設備、薬品に関しては、開設までに医師会、そ

れから県立新庄病院、それから最上町立病院の院

長先生も加わっていただいて、いろいろどんな薬

が必要か、どんな設備が最低必要かということを

検討いただいてスタートしました。ただ、やっぱ

り薬などについては先生によっていろいろ使う薬

も、同じ病気であっても使う薬が違ったりもする

もんですから、そういうところは毎日要望もお尋

ねしながら、また山科管理者を中心とします運営

委員会というものを設置していますから、そこで

いろいろこういう薬追加した方がいいかどうかと

いったような協議もしながら、運営しております。 
  そういったことで、いろいろ日々いろんなこと

に対応していると市長お答えしたのは、具体的に

はそのようなことなんですが、お医者さんの30人

の内訳というのは、市内開業医を中心にしまして、

最上、在宅当番医制度ですと、市内の開業医の先

生だけだったんですが、最上郡の開業医の先生と

か、それから最上町立病院とか、それ県立新庄病

院などの先生も参加いただいております。全部と

いうわけにはいきませんけども、ほぼオール最上

の体制というのはできたんで、こういう診療所を

中心にした連携体制がいろいろ交流も深まってき

ていますし、こういった形で地域医療全体も何と

か充実させていきたいなというふうに考えており

ます。 
  以上です。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 以上で本日の日程を終了いたしまし

たので、散会をいたします。 
  明日12日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 



  御苦労さまでした。 
 
     午後 １時５１分 散会 
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   ３．市長の健康状態について  関 係 課 長 



 
     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は20名、欠席通告者はありません。 
  それでは、これから本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第３号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
中川正和議長 日程第１一般質問。 
  これより２日目の一般質問を行います。本日の

質問者は３名であります。 
 
 
     金 利寛議員の質問 
 
 
中川正和議長 それでは最初に、金 利寛君。 
   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 
１３番（金 利寛議員） おはようございます。平

成19年６月定例議会一般質問２日目の最初にやら

せていただきます。新たにたいまつ’07と会派が

結成されましたが、そのたいまつ’07の一員とし

て一般質問をさせていただきます。通告に従って

順次質問させていただきますから、要を得た簡潔

な答弁を期待したいというふうに思います。 
  まず初めに、新庄市財政再建計画が平成17年度

より平成21年度まで、まさに財政再建真っただ中

であり、まして本年19年度は３年目に入り、折り

返し地点に差しかかっております。行政側は、慎

重な上にも慎重な行財政運営に頭を悩まされなが

らも、事業の精査を念頭に入れながら、平成19年

度がスタートしたものと思います。私も四度市民

の負託をいただいて、議員とならせていただきま

したので、頑張っていきたいというふうに決意を

しておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 
  さて、本年３月に当市も財政的に大変な中、何

とか活気、活力のある新庄市建設に頑張っていた

だきたいとの思いを込めて、国が進めている頑張

る地方応援プログラムを紹介しながら、項目を精

査し、国の3,000万円の補助金を活用しつつ、当市

の活性化を図ることができないものかとの一般質

問をさせていただきました。早速手早く４項目の

プログラムをつくられ、４項目のプロジェクト名

称で国の採択を目指して提案をされていることを

知って、それこそ頑張っていただきたいとのエー

ルを送りたい気持ちでいっぱいになりました。ぜ

ひ頑張っていただきたいというふうに思います。 
  今回通告させていただいている地域活性化政策

体系は、頑張る地方応援プログラムの実施版とで

もいいましょうか、地域活性化プログラムをどう

政策的に体系をし、そして実に実施し易い具体策

を探り出す１つの策ではないかというふうに考え

ております。それによりますと、本年２月、地域

活性化に対する関係閣僚会議を開催をし、各省で

地域活性化事業をまとめ、地域活性化政策体系と

してまとめ、やる気のある地域がそれぞれ知恵と

工夫で魅力ある地域に生まれ変われるための努力

を政府一体となって補助金として支援をし、交付

金までに反映される政策なのであります。まず、

地域活性化政策体系の概要はよく御存じだと思い

ますが、どうとらえて、どういうふうに位置付け

られているのかをお伺いしたいというふうに思い

ます。当市は、それぞれの政策の中に提案、要望

もされているようでありますが、当新庄市の４項

目のこのプロジェクト名称の中で、特に国の中で

これだけは採択していただきたいというものがど

れなのかを優先順位をつければどうなのかという



ことをお伺いしたいというふうに思います。 
  また、例えば温泉地活性化への公的支援の道が

開けました。その中で想定されるプロジェクトの

中に、温泉を活用した健康づくりプロジェクトが

あります。昨日奥山議員の温泉の補助金問題等が

ありましたが、社団法人民間活力開発機構が実施

している温泉地を魅力ある健康づくりの拠点にし

ますとの観点から、地域固有の健康づくりプログ

ラムを作成し、実績が出るとその見通しが出た場

合には3,000万円の補助金をいただいて、1,000万

ではないです。3,000万円の補助金をいただいて、

これを施設整備等に活用しながら、健康づくりの

拠点へと変わりいくこともできるのであります。

当新庄市の誇れる拠点の１つにも変わることをも

でき得るのではないかと考える一人なのでありま

すが、その可能性はないのでありましょうか、お

伺いをしたいというふうに思います。 
  また、地域活性化についても、もう一つの１件

でありますが、昨年12月に飲食街曙町にきれいな

トイレが完成しました。はや半年以上が過ぎまし

たが、不思議なもので、きれいなトイレに変わっ

てからトイレ周辺に物を置いたり、ポイ捨てが以

前はかなりあったとのことですが、ほとんどと言

っていいくらいなくなったとのこと。曙町の皆さ

んはもとより、訪れた方々も口々にきれいになっ

てよかったと大変に喜ばれております。新庄市の

手早い対応に大いに感謝申し上げたいと思います

し、少なからず当市の交流人口の増大に、またリ

ピーターにも大きく貢献したのではないかと思っ

ております。 
  ところで、曙町には２カ所のトイレがあります。

片方は、相変わらずごみが散乱し、決していい環

境とは言い切れません。当新庄市の交流人口の一

大拠点となり得る可能性のあるためにも、もう片

方のトイレの改築は不可欠ではないかと思います

が、どうでありましょうか、お伺いしたいという

ふうに思います。 
  通告しております最後のもう一つの項目であり

ますが、統一地方選挙の選挙事務についてであり

ます。昨日小嶋議員も触れられておりましたが、

重複するところは省略させていただいて結構であ

りますが、まず４月８日投票日の県議会議員選挙

であります。開票がコンスタントに時間ごとに行

われているとは思うのでありますが、テレビの当

確の方が早く、おかしな現象が生じました。また、

市議会議員選挙についても、最終段階に入るまで、

急に確か64％の開票率から一挙に99％にと進み、

開票結果を待っている人々にとっても、順次時間

ごとに64％から八十何％ぐらいの中間的報告がな

くておかしな現象をかいま見る思いでありました。

事務手続の簡素化、時間短縮等、そして何よりも

正確さが要求されるその作業であるとは思います

が、ちょっとおかしいのではないかというふうな

思われる点、開票作業、そして報告時間帯、開票

の中間報告等で反省すべき点はなかったのであり

ましょうか、お伺いをしたいというふうに思いま

す。今後４年ごとに行われる作業でありますので、

改正すべき点は改正された方がいいのではないか

というふうに思いますので、総括をお願いしたい

というふうに思います。 
  また、市議会議員選挙の事務処理のことについ

てお伺いをします。確かこの事務処理は、ゴール

デンウイークが終わって５月７日が事務処理をし

て提出していただきたいとの連絡があったと聞い

ております。そのため、どの陣営、候補者の事務

長、出納長がそれぞれ苦労して、５月７日までに

終わさなければとゴールデンウイークを返上して

事務処理をされたものと推察いたします。そうや

って出した事務処理が１カ月を過ぎているにも関

わらず終わっていないとのこと、選挙日からする

と、何と１カ月半もの長期間会計処理が終了しな

いということは、問題ではないかという点であり

ます。聞くところによりますと、事務処理期日が

５月７日であるにも関わらず、５月20日まで提出

されなかった方がいらっしゃると聞いております。

これでは、正直に急いで期日までに出された方が



損するような、ゴールデンウイークを返上してま

でしなくたって、終わってからでもよかったので

はないかとの思いでいっぱいになります。こんな

正直に期日まで出された方が不満となるようなこ

とはあってはならないと思うのですが、いかがで

ありましょうか。この点、選挙管理委員会ではど

うとらえ、どう考え、そして今後どうされようと

しているのかをお伺いをし、壇上より質問を終わ

らせていただきます。御清聴ありがとうございま

した。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
中川正和議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 金議員の第１点目、特に財政再建

途上というふうなこの中で、それぞれの地方がみ

んな頑張っているわけでありますが、特に新庄市、

平成16年に財政再建計画を立てて、今ちょうど３

年目と、折り返しと言ったらいいんでしょうか、

取り組んでいるところであります。今までのとこ

ろ計画も順調に来ておりますし、ある意味では数

字の方も選考しているとこもあるというようなこ

と、しかし決してこれは気を緩めることなく、な

お一層気を引き締めながら、何とか目的を達成し

ていこうというふうなことで頑張っているとこで

あります。ただやはり行政のサービスの場合は、

単に財政問題だけで行政運営をしていくというわ

けにはいかない。やはり市民の皆様方へのこの行

政サービスができるだけ低下しないように、これ

が大前提というふうなことであります。そういう

中で、３月議会でも御提案あったところでありま

すが、地域活性化政策体系、今回御質問というか、

御提案もございました。また、頑張る地方の応援

プログラム等々、国の方でも今やはり総理も言っ

ておるんですが、地方の活力なくして国の活力な

しというふうなことで、やはり地方で頑張っても

らわないと国そのものが浮上しないというふうな

考え方に来ているようであります。だからそうい

うふうなチャンスをとらえながら、やはり地方自

治体あるいは都市自治体として可能な限り、いい

制度についてはやはり応募したり、あるいはそれ

に参画したりしてやっていくべきだろうというふ

うに思います。 
  御提案ありましたこの地域の活性化政策体系に

ついてでありますが、今法的な枠組みの整備も含

めて進められておりまして、これに基づいて地域

再生総合プログラム、これが去る２月末に決定さ

れました。６つの政策分野で、全体では各省庁の

連携によって組み立てられた300以上の施策が組

み立てられたというふうなことであります。この

体系については、各省庁が実施しておりましたさ

まざまな施策を再構築して系統立ててきたという

ふうなことで、本市においても既に実施している

ものもございます。例えばシルバー人材センター

事業とか、あるいは農地・水・環境保全向上対策、

森林整備地域活動支援事業とか、中山間地域等直

接支払交付金事業、あるいは地域高規格道路整備

等々、これもこの体系の１分野でありまして、地

方交付税による支援制度になっているというふう

なことであります。 
  また、頑張る地方応援プログラム、これもよく

市長会等々でもお茶飲み話などで、今頑張らない

地方ってあるんだかというふうな、それぞれがや

はり相当頑張っている。ただ、その中でやはり地

域間競争とか、あるいはどうやって知恵を出すか

と、そこでやはり頑張り抜いてきた、それが最終

的な目標達成ができるというふうなことでありま

すので、特にこれはもう都市間競争の１つでもあ

りますんで、我々も可能な限りいろんなものを情

報を収集したり、あるいは要望したりしながら、

これについてはやっていきたいなというふうに思

います。その中でも住みよいまちづくりの消流雪

用水事業とか、あるいはバイオマス資源の循環推

進プロジェクトなど、８施策、これは先月応募さ

せていただきました。新庄独自のもの、あるいは

他に先駆けて実施しているものなどもあります。 
  また、中小企業による地域資源の活用、これに



ついては、新たな法律によって基本構想を県のレ

ベルで策定することというふうになっております

が、その事務段階の調査が始まりまして、構想認

定に向けた準備作業が進められております。これ

については、地域の産物とか加工品の開発などに

支援するというふうなもので、今後本市について

もセールスポイントは何なのか、具体的にしてい

くことになります。 
  また、その中でも市街地の活性化、これを図っ

ていくために、御承知のとおりコンパクトなまち

づくり推進会議を立ち上げまして、商工団体ある

いは県の機関とも協議しながら進めておりますが、

基本的な方向性あるいは目指す将来像が見えてき

ましたならば、この体系の中で活用できるものに

ついては検討してまいりたいというふうに思いま

す。 
  また、温泉のことについてもお話がございまし

た。温泉を活用した健康づくり、これは運営主体

をどういうふうにするかというふうな、これは自

治体とか、広域団体とか、あるいは企業等で構成

していく協議会等々もありますが、そういうふう

なものも含めてどう温泉を活用していくかという

ふうなこと、これもひとつ検討して、早い時期に

もし活用ができるんであれば、これは応募してい

きたいと、このように思っております。いずれに

いたしましても、やはり今国は画一的な政策を地

方に押しつけるというふうなことではなくて、や

はり住民に最も身近な地方自治体、都市自治体、

これが地域の実態を踏まえて主体的に政策展開を

していくというふうな時代ではないかというふう

に思います。そういう意味から、さらにこの地方

分権の改革、これを推進していくとともに、積極

的な取り組みをしていかないと乗り遅れるという

ふうなことも考えられるので、今後も経済の活動

の偏在化といいますか、やはり地方と都市ではそ

ういうふうな面ではかなり格差も拡大しつつある

というふうにも考えられますので、その辺のとこ

ろやはりこういうふうな応援プログラムとかある

いは活性化政策体系、これを大いに活用していく

というふうなこと、これは大変重要なことではな

いかなというふうに考えておりますので、なお一

層ひとつ御協力のほどお願い申し上げたいという

ふうに思います。 
  それから、曙町の便所のこともございました。

これ地域はもちろんのこと、いろんな方々から強

い要望がございまして、リニューアルしたわけで

ありましたが、具体的には間取りの変更とかある

いは便器、水面台の入れかえ、内外装の塗りかえ、

また屋根も雨漏りしておりましたので、この辺の

対策を行ったというふうなこと、またトイレ周辺、

これをアスファルト舗装にしたというふうなこと

で、金議員からの話もございましたが、利用者の

皆さん方はもちろんのこと、曙町の店主の皆さん

というか、経営者の皆さん方からも折に触れてよ

かった、よかったというふうなことを聞きまして、

大変我々もやってよかったなとうれしく思ってお

ります。ただ、あそこやはりお話のとおり２つあ

りますので、最初計画としてはまず１つ、それで

続いてもう２つ目というふうに計画をしておりま

すが、できるだけ早くこれ取りかかろうというふ

うに思っております。できれば雪の降る前あたり

に何とかなんないかと思って、今財政の方とも検

討させておりますので、早く完成して、利用者あ

るいは交流人口を増やすべく、この辺の整備に頑

張っていきたいなというふうに考えております。 
  それから、選挙のことについては選挙管理委員

会の方から答弁させることにいたします。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 議長、小関俊也。 
中川正和議長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 春の統一地方選挙

の開票等について御質問がございましたので、総

括ということでの御質問のようでございました。

きのう小嶋議員の質問に対してもお答えしたとお

りでございますが、開票業務につきましては、職

員の皆さんの全面的な協力をいただきまして、今

回の統一地方選挙の開票業務が思ったよりスピー



ディーに開票業務が進んだというふうに私どもで

は総括いたしております。その点において、９時

半の第１報から第２報の10時までの間隔がちょっ

と長過ぎたということで、開票に県議会議員選挙

の場合はああいう結果が出たということの反省を

踏まえて、市議会議員選挙のときから今後も速報

の時間帯を15分間隔に改めていきたいというふう

に総括いたしております。 
  それから、報道機関の方が早かったというよう

なお話もございました。私どもの速報値について

は、まず集計したものを県の選管に時間帯で報告

いたします。その報告した原稿をコピーいたしま

して、報道機関、開票会場においでになっている

報道機関に同じものを全部お配りいたします。議

員の候補者の方々も御承知だろうと思いますけれ

ども、会場にはそれぞれ報道機関でファクス等を

設置しておりまして、私どもの提供いたしました

資料に基づいて、即ファクスで各それぞれの会社

に電送いたしているわけですので、県の方は各市

町村から報告いただいたものをまとめて、そして

各開票、速報を出しているわけですので、その時

間帯の誤差ではないかなというふうに私どもは思

っております。 
  それから、２番目の会計処理につきましては、

公職選挙法で収支報告書は選挙の終わった投票日

から15日以内に選挙管理委員会に報告しなきゃな

らないというふうに公選法で定めております。た

だ、残念ながら５月７日まで提出された立候補者

が14名おりまして、残り７名の方が期日を過ぎて

も提出が５月７日までなかったということで、私

の方で各候補者に催促をいたしまして、最終的に

まとまったのは５月の21日の午前中、全候補者の

収支報告書が取りまとめられたということで、直

ちに午後から委員会を開催いたしまして、法定費

用内で選挙費用が執行されているかどうかの確認

作業を行い、直ちに委員会でその了承して公表い

たした、告示をいたしたところでございます。し

たがって、５月21日に直ちに私どもの選挙管理委

員会としては、事務局の方で支払い業務の手続に

入りまして、市長決裁へ回したわけでございます。

そういう点で、若干の方々の報告の遅れから支払

いが延びているものということでございます。 
  なお、細部については事務局長から答弁させま

すが、私の方からは以上でございます。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正一。 
中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 今委員長の答弁

のとおりでございまして、公職選挙法189条の１の

規定によりまして、選挙運動に関する収入及び支

出等の報告は、出納責任者が選挙の期日から15日

以内というふうなことで報告義務が定められてお

ります。このため、４月の22日執行の新庄市議会

議員選挙につきましては、５月７日が提出期限と

いうことでお願いしておったんですが、今委員長

が申し上げたとおり、残念ながら全員の分がそろ

ったのが５月の21日ということで、早速５月の21

日に選挙管理委員会を開催いたしまして、委員の

審査を終えて告示しました。その後、選挙費用の

確定を受けまして、公費負担分、これを算定いた

しまして、市長決裁というふうなことで、その後

その決裁を受けてから公営選挙の請求件数56件、

総額1,532万6,398円の支払いにつきまして、所定

の会計処理を行ったところでありますけれども、

６月の８日の支払い予定ということになったわけ

であります。できるだけ早く行った結果でありま

すので、御理解を賜りたいと思います。金議員の

御指摘にもありましたように、やはり早く出した

ものが損をするというような形であってはならな

いというふうにも思いますので、今後とも収支報

告書類等の提出の迅速化の御協力と、それから会

計処理の効率化に努めてまいりたいというふうに

思います。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 



  まず、選挙事務の方でありますが、公選法で189

条の１で選挙が終わってから15日以内に事務処理

をおわさなければだめだというその規約があると

いうんですけど、これに対するペナルティーはな

いのですか、まず１つ。 
  それから、まず例えばの話で、５月の７日です

から、その後２週間も遅れているわけですよね、

その業務をされる方々は。ですから、そういう人

方に対するその督促というか、早くというか、そ

ういうふうな部分を全体的にやるとすれば、今後

の反省点はどうなのかという点をお伺いしたくて

今質問させていただいたわけですから。 
  それから、開票の時間帯、今までの反省も踏ま

えて15分間隔で行いたいという部分の話はわかる

のですが、開票はやっぱりそれぞれ皆さん支援者、

支持者、みんなその裏にはかなりの皆さんがやっ

ぱりいろんな部分で詰めたり、いろんなことをや

っているということを想定されてやっていないの

ではないかと。選挙事務を迅速化すればそういう

ふうになるでしょうという部分があるんですけど

も、そこらのところが不信感というか、疑念とい

うか抱かれる材料になるのではないかというふう

に思うのですが、この点、反省点が今後また同じ

ことあるわけです。今度国政選挙だってあるわけ

です。そういうような部分の手順も含めて、いろ

んな部分の反省点があってこそ今後のことという

ことなので、まず１つ、１点、ペナルティーがあ

るのかどうなのか。15日以内にやんなくちゃだめ

だという状態ん中にそれがもう２週間も、要する

に30日も間延びさせておいていて何にもなくて、

一生懸命頑張った人がそれやった人がおかしい状

態になるのはおかしいと思うのです、私。それが

どうなのかという１点。 
  それから、選挙の開票になったら、その他の人

方もやっぱりいろんな期待感といろんな不安感と

があるわけですから、その部分に対する県議選の

部分についてはやっぱりおかしかったのでと言っ

ているんですが、じゃそういうふうな状態を今度

二度とないためにどうするのかという施策を、そ

の展開がないのです。それをお伺いします。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正一。 
中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 会計事務処理関

係でございますけれども、先ほど申し上げました

189条の１の規定の報告義務なんですが、罰則とか

ペナルティーというのはございません。やはり立

候補者、そして出納責任者の方々の御協力という

ふうなことが一番だろうというふうに思います。

私どもの方も立候補説明会等のときに、もう少し

この点の方を事前に徹底して御説明、周知したい

というふうに思っておるところでございます。 
  それから、県議選の開票の状況の速報でござい

ますけれども、委員長の答弁にもあったんですが、

間に15分刻みでもう一回速報を流すべきではなか

ったかというふうな反省点がございます。という

ことは、９時半から10時までの間でありますけれ

ども、今回きのうの小嶋議員の御質問の答弁にも

ありましたように、開票方法をかなり変えており

まして、かなりの迅速化が図られてしまい、しま

いということはよいことだったわけですけれども、

それが予想以上に進んだというふうなことがあり

まして、開票発表が10時の前にやるべきだったな

というふうな反省点を持っております。その後、

市議会選挙等におきましても、発表につきまして

は９時半から15分刻みというふうなことでやって

おります。今後とも15分置きというふうな刻みで、

最終的に合えばいいというふうなことではなく、

やはり発表の仕方ではかなり市民の方、受ける印

象が違いますし、そういった意味で影響もあると

いうふうに思いますので、その辺十分今後とも留

意していきたいというふうに考えております。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 反省という部分を踏まえ

た状態の中ではまだぬるいかなというふうに思う

のですが、ぜひそういうような部分の改正をされ



て、みんなそれぞれ戦った後すっきりするような、

事務処理にしても、それからその開票の公表にし

てもお願いしたいなと要望しておきます。 
  それと、市長の方から頑張る地方の応援プログ

ラムの件についてですが、新庄市見事に４つの、

総務省に確認させていただきました。そうしたら、

新庄市から４つ出ていますよと、この結果は６月

の末日にインターネット等々で公表しますよと、

４つばかりでないか、６つぐらいか。１、２、３、

４、５、６つ以上ですね。８つぐらい出ているよ

うでありますが、まず１点、この中でどれが一番

とこうだなと、いつも皆さんのいろんな意見が出

るわけでありますが、新庄の企業誘致なのか、消

流雪なのかどうなのかと、何が何としても通した

いなという部分があったらまず１つお伺いしたい

点と、例えば地域再生の特区、地域の民間活力を

応援しますという状態の中で、インターネットの

中で交付金を含む事例、第２回認定ということで

交付金をいただいているところが身近なところで

は最上町です。最上町は、第２回目にいただいて

おりますが、最上町、最上の幸を生かした総合型

産業の確立による雇用機会増大促進プロジェクト、

山形県最上町、地域提案型雇用促進事業、パッケ

ージ事業ということで、これは交付金等をいただ

いて頑張っております。身近なとこいっぱいある

のです。 それから、岩手県「ぬくもりの里・浄法

寺」構想ということで、ふるさと再生介護予防プ

ロジェクト、岩手県浄法寺町、補助金で整備され

た公立学校の廃校舎等の転用の弾力化、そして公

共施設に転用に伴う地方債繰上償還免除。それか

ら、岩手県岩手町、北上川の源泉いわてまち「清

流再生」計画ということで、汚水処理施設を整備

して交付金をいただいて、きれいな岩手源流、北

上川のやろうという、これも２回目で交付金をい

ただいております。青森もいただいております。

青森クリスタルバレー構想、青森県。 
  こういうふうに、市長と先ほどの話のやりとり

の中で、頑張っていない自治体なんかないでしょ

うという話がありました。それは、一面からすれ

ば頑張っていない自治体はないのです。ただ、そ

の頑張りぐあい、要するにやって出して結果が出

なかったらやっぱり頑張ったんですが、だめでし

たでは、その頑張りの度合いが違うのです。せっ

かく出した以上は、何とかどっかのいろんな人脈

も使ったなり何かするなりして、何とか新庄市の

地域活性と知恵と工夫を出していただいて、やり

たいという、実現した、これが動いていると、こ

の現実感が欲しいのです。これ誰もが思っている

ところだと思うのですが、それがいま一歩突っ込

みが弱いというか、公共的にはやっているのです

けども、出しているんだ。どこの自治体だって同

じような状態出しているんです。あとこれをもう

一歩自分のところに、手元に引っ張るまでには、

それなりのやっぱりもう一工夫か二工夫なきゃだ

めなんではないかと私は思うのですが、８項目の

プロジェクトを出されたことは本当に感謝と、そ

の４月から５月でこの６月末でどれか採用されれ

ばいいなと思っている一人でありますが、どれが

一番こういうふうにするとすれば中でもこうなん

だということと、その頑張りの出したのは出すの、

どこの自治体、全国津々浦々の自治体が出してい

ると思うんです。そん中で、これをとりたいとい

うこのバイタリティーというか、一工夫というか、

そういうような部分がありましたならば、だって

もう最上町なんか地域再生で、もう特区で交付金

もらっているんです。特区もいろんな云々で。こ

れだって、私だって特区の件については何回とな

く一般質問させていただいていますが、依然とし

ていま一歩動きが鈍いと思うので、この点どうで

しょうか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 ８項目総務省の方に提出

いたしました。頑張る応援プログラムですけども、

その内容は８項目まず子育て支援センター関係、

工業振興、企業誘致関係、観光物産交流促進関係、



それから中心市街地の活性化対策、にこにこリサ

イクル運動、バイオマスプロジェクト、それから

消流雪、それから行革関係です。それぞれいずれ

も市の大きな政策、振興施策の中心をなす重要な

施策であります。本市の振興計画の組み立て方と

しましては、やっぱり定住促進、それから雇用に

基づいた地域活性化、環境の保全と、交流促進、

そういったいろんな施策の織り混ぜたいろんな体

系を駆使して振興しているわけで、どれが一番重

要か、順序つけるのは甲乙つけがたいというふう

に思っています。 
  ただ、地域の定住、活性化なくして今後の振興

はあり得ないということで考えますと、やっぱり

中心市街地とか工業振興、企業誘致のまず活性化

を図らなければならないのかなと、あるいは子育

て支援とか消流雪を行って、安心して子育て、そ

れから市民が定住できる環境づくりも必要なのか

なと。それから、ずっと将来子々孫々と安全と環

境を伝えていくには、バイオマスとかリサイクル

関係とか、そういったことも必要であるというこ

とで、これらのどの部門をどのようにしていくか

については、今後庁内でさらに検討を加えながら、

いろんなプロジェクトに手を挙げて、モデル先進

事例を研究しながら、対応してまいりたいという

ふうに考えてございます。 
  なお、ちなみにこの８施策の事業費としては、

9,500万円ほどの事業費として国に申請していま

す。国の方では、新庄はメニューとしては多いと

いうふうに言われています。多いのがいいのか悪

いのか、ちょっとそこら辺の判断がそこまでは聞

いていませんが、新庄は他の地域に比べて上げて

いただいたメニューは多かったということでござ

います。６月の下旬にネット上に公表されて、ど

の事業が採択されるかということは、金議員がお

っしゃられたように、その時期になって初めてわ

かるということです。その結果を見ながら、さら

に詰めていきたいというふうに考えています。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 政策経営課長が今そうい

うふうにして、８項目にわたって新庄市は多いと

いうことですので、大いに結構だと思いますけど、

できれば採択してもらいたいなという思いで、や

っぱりこれが一番中心なんだというところをお伺

いしたかったかなというふうに思ったんですが、

満遍なく言っていただきましたんで、そうかなと、

採択されればそれに今度そうかなというふうに思

います。 
  時間が余りありませんので、もう２点ほど私が

質問した中で、公衆トイレ、今市長がその予算措

置も含めた状態ん中で考えてくださると。新庄市

の誇れるもののやっぱり一大拠点になり得る可能

性があるわけですので、このところどういうふう

に、もう一歩話をお伺いしたいなというふうに思

いますんで、簡潔に、もう一点もお伺いしたいん

で、お伺いしたいと思います。 
五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 
中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 昨年度公衆トイレ、北側の第

１曙町トイレ改修させていただきました。本年度

におきましても、財政措置を見ながら検討してま

いりました結果なんですが、９月の補正でできれ

ば上程させていただいて、雪の降る前、先ほど市

長答弁あったように、雪の降る前あたりに完成さ

せたいということで考えております。 
  よろしくお願いします。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） ぜひ頑張っていただいて、

新庄に交流人口だとかリピーターが多く来れるよ

うにお願いしたいというふうに思います。 
  最後ですが、「温泉活用も公的資金が導入され

るようになりました」というそのキャッチフレー

ズ、実はこれはうちの方の公明党の参議院議員の

渡辺孝男が春の３月の定例の国の方に質問をした

状態の中で、その答弁に立った菅総務大臣は、こ



のプログラムの趣旨というのは、それぞれの地域

がその特徴、魅力を生かして頑張るものを応援し

たいということであります。よって、温泉地を活

性化するためには、公的資金、要するに地方応援

プログラムも適用できますよという総務大臣の話

があったのです。そして、今こういうふうに民間

活力開発機構、社団法人ですが、ここはいろんな

部分のそのノウハウを教えてくれるのです。この

事業の目的は、本事業を通して地域住民間の交流

や都市生活者との交流が活発となり、まち全体が

健康づくりの拠点地としてのイメージを定着する

ことができましたということで、もう既にやって

いまして、年間90カ所ぐらいやれると、これを公

的資金を導入しながらですから、応援プログラム

とを考えながら、新庄市例えばの話で今問題の温

泉というか、一生懸命頑張っている温泉の泉質は

いいわけですから、民間でも大丈夫だということ

をこの民間活力のここんとこに確認しました。よ

って、これにプラスその高齢化社会と健康と増進

とをこうやって組み合わせて、その部分でいろん

な部分のセミナーとか何とかということを相手方

とのいろんな協議が成り立てば、この交付金等を

いただきながら、そして施設改善もできるとすれ

ば、もしするとすれば、できるとすれば、新庄市

のやっぱりこれからの目玉としてひとつなり得る

可能性は十分にあり得ると。ですから、その温泉

活用が公的資金が導入できるようになったという

その画期的な話も含めて、そこから展開できるの

ですが、この点どういうふうに考えられているか

お願いしたい。牛久市では、もう既に健康プログ

ラム3,000万円いただきながらやって、もうそのじ

いちゃんばあちゃんから喜ばれているさまを目の

当たりに視察してまいりました。見事でした。ど

うかそういうような部分を含めてどういうふうに

考えられているのかを最後にお伺いしたいという

ふうに思います。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 民間活力開発機構という社団法

人に関しては、実はこの度初めていろいろ勉強さ

せていただきましたが、確かに地域の身近な健康

資源を調査活用して、健康づくりプログラムをつ

くって、専門家も含めた健康づくり、そして地域

振興ということで、いろいろ全国的には事業展開

なされているのを知りました。温泉地活性化とい

うことで、例えば今年度ですと北海道の洞爺湖町

とか神奈川県の箱根町とか群馬県の草津町とか、

それなりの温泉地で主には事業展開なされている

ようでした。それと、例えば新庄温泉とか奥羽金

沢温泉の活性化ということとうまく組み合わせら

れるのかなというところ、ちょっとまだ勉強不足

の点ありますので、今後市長答弁にありましたと

おり、温泉を活用した健康づくり自体は大変介護

予防などの観点からも魅力的なことでありますの

で、可能性を検討させていただきたいと思ってお

ります。 
  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） ぜひ新庄市も市内に有能

なというか、効果のある温泉があるわけですから、

ましてやいろんな部分で1,000万の問題等々で揺

れておりますが、そういうようなところを抜本的

に、総合的に、そして新庄市の１つの目玉となれ

るように頑張ってもらいたいなということを希望

しまして終わります。 
中川正和議長 ただいまから11時まで休憩をいたし

ます。 
 
     午前１０時５０分 休憩 
     午前１１時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  暑い方、上着脱いで結構です。 
 
 



     佐藤悦子議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、佐藤悦子君。 
   （２番佐藤悦子議員登壇） 
２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いたし

まして、一般質問申し上げます。 
  まず最初に、庶民大増税から市民の暮らしを守

るためにということで質問いたします。去年を上

回る住民税の大増税が６月から始まります。例え

ば年収500万円のサラリーマン４人世帯の場合、５

月まで月5,900円だった住民税が６月から月１万

1,300円になります。約２倍になります。Ａさん、

72歳は、昨年まで約12万5,000円だった住民税が今

年度は約23万1,000円に、10万円以上の増税でした。

Ｂさんは、昨年10万300円だったのが今年度20万

5,700円です。また、住民税が２倍以上になること

を知ったＣさんは、年金が今年10％削減になった

そうで、ああといって絶句しています。今年度の

税の増額は、今年から定率減税が廃止されたこと

と国から地方への税源移譲で今年から所得税の一

部が住民税に移るからです。定率減税の廃止によ

る所得税と住民税合わせた庶民増税額は１兆

7,000億円です。自民公明政権が決めた定率減税の

廃止による増税が６月に一気に表面化しています。

住民税の増税が介護保険料や国民健康保険税にも

影響し、段階的に引き上げられます。国保税は、

前年の所得マイナス33万円が所得割となり、8.1％

の保険料率がかかります。公的年金等控除の縮小

で所得が増えることになります。年金は変わらな

いのにです。所得が20万円増えると、08年度は05

年度比で１万6,200円国保税が増えます。市民の暮

らしを圧迫する庶民大増税の負担を少しでも軽く

するために、制度の周知徹底を図り、負担軽減措

置を講じる必要があるのではないでしょうか。例

えば障害者や寡婦、これは括弧夫についても、所

得125万円という非課税限度額が残っています。障

害者手帳が交付されていなくても、それに準ずる

と市長が認めれば、障害者として控除が認められ

ます。医療費控除や社会保険料控除などをきちん

と申告することが重要です。医療費控除は、正確

には所得の５％か10万円かどちらか少ない方です。

年金生活者には所得が少ない方が多いので、医療

費10万円以下でも控除は受けられる場合が多いの

ではないでしょうか。このようなその人の生活を

よくお聞きした、親身になった、できるだけ軽減

になるような相談、税相談を行うことが必要では

ないでしょうか。 
  次に、国保税、介護保険料の新庄市独自減免制

度が必要ではないでしょうか。日本共産党が市民

の皆さんからアンケートに御協力いただきました。

その中の約９割の人が生活がよくなっていない、

苦しくなったと答えています。そして、最も要望

が強かったのが国保税と介護保険料の引き下げで

した。高過ぎる国民健康保険税によって、払えな

い方に保険証の取り上げが行われています。高過

ぎる国保税の一番の原因は、かつて49.8％あった

国庫負担を最近34.5％へ減らしています。このこ

とが原因です。国の責任は、重大です。お金がな

いと医者にかかれなくしたのが自民公明の医療改

悪です。国庫負担を4,000億円増やせば、１人１万

円の国保税引き下げができます。さらに、介護保

険料引き下げのために、国庫負担を今の25％から

30％にすれば、もとの介護保険料に引き下げて減

免制度の充実ができるのです。国が3,000億円の国

庫負担を増やしただけでできるのです。米軍基地

移転に３兆円も使うより、国民の暮らしに使う方

がよほど国民の暮らしに役立つのではないでしょ

うか。国に機会をとらえて言っていただきたいと

思います。さらに、市独自での市長裁量でできる

減免制度を設けて、市民の暮らしを守る手立てを

講じていただきたいと思います。 
  次に、多重債務の解決の援助を手厚く行うこと

はいかがでしょうか。ある市民の方は、消費者金

融から残金500万円を超える借金返済に困ってい

ました。税金の滞納も数十万円に上り、特に国保



の保険証が取り上げられるのではないかと心配し

ていました。お話を伺い、債務のまとめを手伝い、

裁判所に相談に行くように御案内いたしました。

調停を行った結果、残金が100万円となりました。

月返済額はかつて三十数万円だったのが、わずか

４万円でよいことになりました。利息は30％近く

だったのがゼロになりました。調停で残金ゼロに

なった消費者金融７社に対し、払い過ぎを返還す

るよう弁護士から交渉していただくことにしまし

た。この方は、今まで裁判所も弁護士も敷居が高

くて自分は絶対に行けないと思っていた。もっと

早く行けることを知っていればよかった。今度は

税金を胸を張って払いますと喜んでいます。利息

制限法以上の利息は取ってならないというふうに

なったのに、市民が知らないことをいいことに消

費者金融が市民から暴利をむさぼっています。市

民の暮らしを守るとともに、収納率向上にもつな

がる相談活動を市としても手厚く行っていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。ちなみに、

お聞きしたところ、消費者金融からお借りしてい

る国民は1,200万人とお聞きしております。新庄市

民もその例でいけば相当の市民の方が消費者金融

から借りていると思います。こうした方々の債務

処理を手伝っていただくことで税に入ってくる、

こういうことを市として全力でやる必要があると

思うんですが、いかがでしょうか。 
  次に、市民に喜ばれてきた福祉サービスの復活

及び充実について伺います。平成15年度の実績の

あった在宅福祉サービスを復活するために必要な

金額は、約2,000万円弱ではなかったでしょうか。

これは、先の３月議会でも私が皆さんに訴えたと

ころです。ある団地では、高齢の女性が今年首つ

り自殺をして、さらに隣のお年寄りが病気による

孤独死をしたそうです。40代の引きこもりの方も

いるそうです。じん臓病で片方を摘出した父親を

看病している女性は、医療費が高くなって生活が

困難になっているとのことでした。いろいろな問

題を抱える方が増えていますが、その根本に国の

社会保障改悪による貧困の広がりがあります。せ

めて市の独自の福祉サービスの復活と充実によっ

て市民の暮らしを守ることが重要ではないでしょ

うか。お金がない新庄市であります。私は、財源

として当面市長の退職金の大幅削減と議員報酬の

２割削減を提案しております。 
  次に、教育について質問いたします。１つは、

日本青年会議所による「誇り」と題するアニメー

ションＤＶＤ、いわゆる靖国ＤＶＤと言われるも

のですが、これを学校教育に持ち込む動きがあり

ます。いわゆる靖国ＤＶＤは日中対米戦争、自衛

の戦争、アジア解放の戦争だったと弁護する靖国

神社の戦争観を子供にすり込むことになると思い

ます。過去の戦争への反省の上に立って、学校教

育に当たってもその精神を尊重するという1982年

の官房長官談話の立場、そして1995年の過去の戦

争への反省とおわびを述べた村山談話に照らして

も成り立たないと思います。子供たちを日本の過

去の戦争は正しいことをやったんだなどと認識さ

せるようなことは、世界から孤立する日本をつく

ることになると思います。教材として使わないで

いただきたいと思います。 
  次に、全国一斉学力テストについて、小中学生

でも個人情報を秘匿する権利があるのではないで

しょうか。学校長が知り得た情報をみだりに他に

知らせたり持ち出したりしないように求めるべき

ではないでしょうか。今年４月24日に全国の小学

校６年生、中学校３年生を対象に、全国一斉学力

テストが実施されました。１民間機関である株式

会社ベネッセコーポレーションと株式会社ＮＴＴ

データと文部科学省が240万人の児童生徒のすべ

ての個人情報を握ることになります。しかも、テ

スト用紙とともに予備調査として、例えば毎朝食

事をとっているか、テレビを１日何時間見るか、

週何日塾に行っているか、家にコンピュータはあ

るか、家には雑誌以外の本は何冊ぐらいあるかな

どを調査しています。これは、個人情報保護の観

点から重大な人権侵害になるのではないでしょう



か。諸外国に例のない政府機関と民間会社による

教育情報収集が行われています。文部科学省が教

育政策の参考にするためであれば、諸外国のよう

に５％抽出のテストで十分です。フィリピンは、

そのようにやっていると聞いております……フィ

ンランドです。間違いました。フィンランドは、

そのようにやっていると聞いています。全員とい

うのは、強権国家のやり方です。学校における子

供たちの学習到達度を図るテストは、政府や民間

会社がやるべきものではなく、それぞれの学校で

教師が子供を励ますために、父母、保護者の合意

のもとに行われる、文字どおり教育的行為である

べきです。個人情報保護法第３条３項は、行政機

関は特定された利用の目的の達成に必要な範囲を

超えて個人情報を所有してはならない。行政機関

は、本人からの直接書面に記録された当該本人の

個人情報を得るときは、あらかじめ本人に対し、

その利用目的を明示しなければならないに照らし

て、果たして生徒や児童、保護者の皆さんにその

利用目的を明示したのでしょうか。それを考える

と、違反性が濃厚ではないでしょうか。小学生、

中学生といえども個人情報を秘匿する権利がある

ことは、子どもの権利条約でも明白です。また、

学校長が児童生徒に関わる情報、学校長が知り得

た個々の家庭の情報をみだりに他に知らせるなど

はもっての他と言えます。市では、結果を公表し

ないことを３月議会でお答えいただいております。

学校長に対しても、結果について学校の外に持ち

出さないように求めてはいかがでしょうか。 
  次に、子育て支援についてです。働きながら子

育てできるように、産休明けからも保育所に預け

られるように公的保育所の充実を求めます。育児

休暇が無給のため、産休明けから働かなければ暮

らせない。しかし、託児所では利用料が高くて大

変だという若いお母さんからの切実な訴えでした。

市の保育所では、３歳未満の保育所入所を希望し

ても待機させられる状態だと聞いています。これ

をなくし、働きながら保育所に預けて子育てでき

るようにさせていただきたいと思います。 
  次に、乳幼児医療費の拡大をということです。

小学校卒業まで無料にできないでしょうか。就学

前の子供の医療費無料化や今年から始まった予防

接種の無料化、夜間休日診療所の開設などは、子

育て家族に安心感を広げています。本当にありが

たいです。さらに、所得制限をなくし、すべての

子供の無料化や小学校卒業まで無料化を拡大して、

さらに安心感を広げていただくようお願いをいた

します。 
  これをもって壇上からの質問を終わります。御

清聴ありがとうございました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
中川正和議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 第１点目は、税源移譲に伴う住民

税が６月から変わるわけでありますが、それにつ

いて周知徹底を図る、あるいは負担の軽減措置を

講ずる必要があるんではないかというふうなこと

でございました。この税率改正については、お話

にもありましたとおり、御承知のとおりでありま

すが、所得税の場合は給与所得、今年１月分から

所得税が減っておりまして、事業所得等の方は19

年分の確定申告時に所得税額が減るというふうな

ことになり、また一方の住民税は６月から増える

というふうなことであります。あくまでもこの税

源移譲につきましては、税源の差しかえでありま

して、所得及び所得控除がこれまでと同じであれ

ば、この所得税と住民税を合わせた負担額は以前

と変わらないというふうになっております。ただ

し、定率減税の廃止あるいは収入の増減等により

まして、実際の負担額は変動するというふうなこ

とであります。周知徹底というふうなことでござ

いますが、この内容については昨年からこれまで

２回ほど市報に掲載して、また昨年の11月から市

のホームページにも掲載を行っております。また、

前年市で行っている税の申告相談開催時には、相

談においでになった方に対して19年度分の住民税



の試算を行って、その結果については18年度分と

対比しながら説明をしてきたところであります。

また、19年度分の市県民税の納付書の発付時には、

税源移譲についてのパンフレット、これを作成い

たしまして、納付書と一緒に同封して交付を行っ

て周知を図っているところであります。負担軽減

措置ということでございますけども、これにつき

ましては従来同様所得がなくなったり、あるいは

公的扶助を受けることになったような場合には減

免措置を行ってまいります。 
  それから、国保税、介護保険料については、こ

れも減免制度が必要なのではないかというふうな

ことでございますが、国保の被保険者には比較的

低所得者が多く、保険税負担が過重となる場合が

ありまして、地方税法並びに本市の国民健康保険

税条例において課税または算定の段階で、所得に

応じて応益部分については７割、５割、２割、こ

れの軽減措置が講じられております。また、天災

等の特別な事情がある場合については、条例の規

定に従って減免することになっておりますが、単

に収入が少なく、生活困窮の場合には適用してお

りません。現在の国保会計並びに介護保険会計の

収支の状況等、これを総合的に判断すれば、現段

階では市独自の減免制度、これを導入することは

困難でありまして、現行法令に沿った制度を適用

すべきというふうに考えております。介護保険料

もそうなんですが、これは18年の税制改正に合わ

せて所得が低い人の負担能力によりきめ細かく対

応した見直しのもとに６段階に設定して、さらに

４段階、５段階に緩和措置を講じているところで

あります。また、その階層の判定は住民税の課税

世帯、非課税世帯によるものであり、課税世帯で

あっても年間の所得金額で判定されることから、

今回の住民税率の改定に影響されるものではあり

ません。すべての被保険者がその負担能力に応じ

て保険料を負担し合う相互扶助の趣旨から、市独

自の減免制度は考えておりません。 
  それから、平成15年度に実施した市単独事業で

廃止になった事業、これは幾つかあるわけであり

ますが、16年度から財政再建策というふうなこと

で、福祉のみならず、いろんな分野で事業の見直

しを行ってきたわけであります。この財政再建計

画も目標年次、これを20年度ということで、これ

までも折あるごとに議会に報告しながら、着実に

進めてきているところであります。今後も新たな

財政指標によるさらなる事務事業の効率化が求め

られるわけでありますが、こうした厳しい環境を

市民の皆様や議会の皆様方に御説明申し上げなが

ら、理解と協力いただいて、健全な財政基盤のも

とに市民サービスの充実を図っていくというふう

なことを考えております。 
  産休明けから保育所に預けられるように、公的

保育所の充実を求めるというふうなことでありま

すが、本市における乳児の保育所への入所要件と

しては、御承知のように公立保育所が８カ月から、

また民間保育所が６カ月児からとなっておりまし

て、産休明け乳児、６カ月未満児につきましては

現在受け入れておりません。確かに産休明けの世

帯において、母親が仕事に復帰するためには子供

を預けなければならないわけでありますが、その

機能については現在認証保育所等で担っていただ

いている状況であります。６カ月未満児を保育所

で受け入れるためには、保育所の保育士の増員あ

るいは乳児室を整備する必要が生じてまいります。

御指摘の産休明け乳児の受け入れについては、子

育て支援の関係からもその必要性については認識

しておりますが、先に申し上げました施設の整備

あるいは保育士の増員、または看護師あるいは保

健師の配置など課題も多く、現在のところは現状

の８カ月から受け入れていくというふうなことで

運営してまいりたいというふうに考えております。 
  乳幼児医療費の拡大というふうなことでござい

ますが、昨年４月に県の乳幼児医療制度が改正さ

れまして、所得制限の引き下げ、第３子以降の医

療費無料化、対象世帯の３歳未満の医療費無料化

と大きく３点の改正がなされました。本市の場合



も第３子以降や対象世帯の３歳児未満の世帯で約

840名が制度改正による負担の変更がなされたと

ころであります。県内の状況は、県の所得制限枠

より高く設定したり、もしくはゼロ歳児に限って

所得制限を撤廃している市町村もありますけども、

年齢枠まで拡大しているところは１自治体のみと

なっております。本市の場合、現在年齢枠、所得

制限枠は県事業と同様の制度を適用して実施して

おります。子育て家庭の支援や少子化対策の充実

は、今後とも十分に配慮しなければならない事柄

であるというふうには考えておりますが、今後の

社会情勢の動向等も十分に踏まえて制度を検討し

ていきますけども、現段階では年齢枠を拡大して

いくという方向までには至っておりません。 
  それから、教育問題については教育委員会の方、

それから多重債務の相談については担当課長の方

から答弁させることにいたします。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 ＤＶＤによる教材の御質問でした

けども、これは衆議院の教育再生特別委員会の方

で質問された内容ですけども、日本青年会議所の

作成による「誇り」というＤＶＤですけども、そ

れを指していると思われます。本市においては、

そのＤＶＤは各校に配布された事実もありません

し、今後もこれを教材として学校現場で使用する

ということはないというふうに確認しております。 
  次に、全国一斉学力テストについての質問です

けども、先ほどもありましたように、４月24日に

それが一斉に行われたわけですけども、新庄市内

においては一斉にこれも実施したわけですけども、

何１つ問題が起きることなく円滑に実施したわけ

でございます。全国的に見ても目立ったトラブル

はなかったというふうに伺っております。 
  この調査の目的ですけども、３月議会でも申し

上げましたように、これはあくまでも児童生徒の

学力や学習状況を把握し、分析しまして、その後

の授業の改善に図っていくというようなことで、

あくまでも子供たち一人一人の学力向上を目指す

ものだというふうにとらえております。 
  今回実施した学力調査の内容ですけども、ちょ

っと具体的なところを参考までということで申し

上げますけども、小学校、国語の問題としては、

漢字の読み書き、接続語、メモのとり方などが出

題されておりまして、小学校の算数では買い物の

場面でどちらが安くなるかなど、日常場面を意識

した問題が出題されております。また、学習状況

の調査もしたわけですけども、例えば算数の問題

の解き方がわからないときは、あきらめずにいろ

いろな方法があるというようなことを考えさせる

など、日常生活の様子や学習への意欲に関する設

問が中心になっております。今後この結果が８月

か９月ごろに出てくると思いますけども、この結

果についてはあくまでも先ほど申し上げましたよ

うに、子供たちの学力向上のための資料としてこ

れからも活用していくつもりでございますので、

先ほど御質問あったその情報が他に漏れるという

ようなこと、そういうことについては管理に十分

に配慮して、そういうことにならないように努力

してまいりたいと思います。この学力調査の結果

のみならず、今後とも子供たちの個人情報、それ

が漏れることのないように、各学校にも指導して

まいりたいと思います。 
  以上です。 
柿﨑卓美市民課長 議長、柿﨑卓美。 
中川正和議長 市民課長柿﨑卓美君。 
柿﨑卓美市民課長 多重債務問題について御質問を

いただきましたので、説明させていただきたいと

思います。 
  本市では、市民生活のさまざまな困り事につい

て、市民相談室において相談に応じているところ

でございます。金銭貸借に関する相談も少なくな

い事情でございまして、その中にも多重債務と判

断される事例もございます。平成18年度で20件ほ

どこれに類する相談がございました。相談窓口で

の対応でございますが、まず現在の債務状況、そ



れから現在に至った事情などについてまず聞き取

りを行います。その上で、相談者と解決策につい

て考え、助言を申し上げるということになります。

必要に応じて専門機関への紹介、誘導を行うとい

った過程になります。相談者の事情によって、幾

つかの解決方法が考えられますが、もちろん自力

で解決するという方法もございます。しかし、状

況によっては法的な判断も必要とされます。また、

債権者、貸し金業者でございますが、こちらと直

接交渉が必要になるという場合もございます。こ

ういった場合、専門の方々のお力をおかりした方

がよい場合がございますので、そのときは弁護士

あるいは司法書士といった専門の方々を御紹介す

るという形をとっております。こうした多重債務

問題については、国においても解決に向けた方策

について検討が進められておりました。この４月、

多重債務問題改善プログラムということで基本的

な方向付けが示されたところでございますので、

今後順次さまざまな方策が打ち出されてくること

と思います。こういった動きに歩調を合わせなが

ら、有効な相談窓口をつくっていきたいと考えて

おります。 
  以上でございます。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 色々と前向きな答弁、は

っきりした答弁、本当にありがとうございます。

庶民大増税から暮らしを守るためにということで

再質問なんですが、福祉サービスについてなんで

すけども、障害者年金２級の場合６万6,000円ぐら

いの年金ですが、それ以下の少ない年金で暮らす

高齢者もおられます。そういう高齢者が養護老人

ホームの利用料が３万7,500円払わねばならない

そうです。入院した場合、それを払いながら入院

するということがあります。日用品費として冬は

２万6,750円支給されるようですが、入院費の負担

が高額療養費の返ってくる分を差し引いたとして

も月３万4,500円だそうです。この方は、極度の頻

尿のため紙おむつが十分に使えないということで、

心配で夜おまるにしがみついて寝ているというの

です。なぜかというと、紙おむつが十分にお金が

ないために買えないからです。紙おむつ１日６枚

から７枚、30日間使いますと、Ｌというのを使い

ますと、２万4,000円ぐらいかかります。この低所

得者の方は、入院もしたとか、こういう紙おむつ

も使わねばならない状態なんですが、お金がない

ために紙おむつが足りなくて使えない。だから寝

られなくておまるにしがみついているというんで

す。こんなことをお聞きすると、本当に精神状態

がおかしくなるのは当たり前だなと思います。こ

ういう低所得者を少しでも安心させるために、私

は福祉サービスで紙おむつの支給などの復活充実

がやはり必要だと思うんです。こういった方々が

あると聞けば、やっぱり足りないところ紙おむつ

市から出たぞと聞くとほっとすると思うんです。

そういうことをぜひやるべきではないかと思うん

ですが、どうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 老人ホームに入所されてい

る方の関係でございますが、入院費につきまして

は、入院費の支払いが困難な場合は生活保護の医

療扶助というやり方がございますので、もしそう

いう方がいらっしゃいましたら御相談いただきた

いと、そういうふうに思います。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） こういう方だけではなく

て、先ほど言ったようなある団地でのこういう高

齢者の方々の生活困難、病気を抱えた方々の生活

困難ということを考えたときに、生活保護も必要

だし、さらにそれが受けられない方の場合につい

ては、新庄市の独自の福祉が少しでも受けられる

という、そういうやはり福祉のサービス復活、そ

ういうことが必要なんでないかなと私は思うんで



す。そういうことをぜひ考えていただくように要

望を申し上げます。 
  それから、税金のことについてなんですが、要

介護認定者Ａ、障害者控除対象者認定書の交付申

請書を送って税の軽減に努めることはいかがでし

ょうか。新庄市も担当職員の大変な御尽力によっ

て、広報で繰り返し認定書を出しますからお知ら

せくださいというのを出してくださっているわけ

です。しかし、気づかないでおられる方が多いよ

うです。自分のことではないというふうに考える

んだと思います。岐阜市では、要介護認定者6,200

人に対して申請書を送って、どうぞ認定書を送り

ます。税の軽減になりますということなんですけ

ども、送りました。その結果、3,245人が減税にな

ったとのことです。さかのぼって申請すれば、税

の還付も５年まで有効とも聞いています。岐阜市

では、低い等級の障害者手帳をお持ちの方が介護

度４以上の場合は、障害者控除ではなくて、特別

障害者控除が受けられるという丁寧な説明もつけ

ています。年金が下がるのに介護保険料は上がる、

そして高齢者の控除がなくなり、課税世帯になっ

た高齢者世帯を少しでも励ますためにもお願いし

たいと思うわけですが、この認定書の交付申請書

を送付する、このことについていかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 障害者控除についてでござ

いますが、議員おっしゃったように、これまでも

市報等で申告時期の前に全戸配布ということで広

報しております。全員が見ておるわけではないと

いうことだと思います。したがいまして、どうい

うふうに周知をするかということになりますが、

うちの方で定期的に２カ月に１回ケアマネジャー

の会議を開いております。ケアマネジャーは、該

当する方の情報は全部把握しておりますので、う

ちの方からその会議の際に伝達をするという方向

で進めたいというふうに思います。差し当たって、

今月21日にその会議がございますので、そこから

始めたいというふうに思います。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ケアマネジャーからとい

うのもいいことだと思います。しかし、本人及び

家族がどういうふうにやるかということを自分で

知ってやりたいというか、そういうことも非常に

大事なことだと思いますので、できれば御家庭に

直接岐阜市のように認定書の交付申請書を送ると

いうことが必要ではないかと思うんです。という

のは、やはりケアマネジャーはそれで御飯を食べ

ている、市の職員じゃないですから、それで１件

幾らで食べているような状況で、実は事業所の立

場に立っているわけです。事業所の運営をどうす

るという立場でやっている方がほとんどです、は

っきり言って。そうしますと、少しでも利用して

もらいたいみたいなところあるし、どうしてもそ

の税についてということまでは本当にケアマネジ

ャーがふさわしいのかと思うんです。そういうこ

とでは、やはり各個人に税を申告する方あるいは

払う方、その方々が自分の問題としてよく考える

というか、そういうことができるようにケアマネ

ジャーからではなくて、個々の市民の権利として

受け取られるようにやっていただく方が私はベタ

ーではないかと。もちろん21日のケアマネジャー

会議でやっていただくのは大変ありがたいことで

すが、さらにもう一歩進んで送付ということもや

っていただきたい。私は、福祉事務所でははっき

り言ってお金がないんだと思います、送付する郵

送料など考えますと。これは、税担当、税務課長

が福祉事務所と連携してといいますか、税の方の

いろいろ資料を毎月のように送るわけですから、

そのときにあわせてお送りするということもでき

るんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう

か。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 ケアマネジャーの話にもな



りましたが、ケアマネジャーは事業所だけのこと

を考えているということではないと思います。そ

れなりの資格を持って仕事をしておられるという

ことだと思います。考え方としては、資格がある

人があるということがわかればいいんじゃないか

と、そういうふうに考えます。したがいまして、

一枚一枚うちの方で全部チェックをして、そして

出すという方法もございますが、先ほども申し上

げましたとおり、差し当たってケアマネジャーに

お願いして、資格のある方に全員お知らせすると

いう方法をとってまいりたいと考えます。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いしたいと

思います。 
  先ほどの教育について再質問ということなんで

すが、教育長のおっしゃったとおりでいいと思い

ます。なお、さらに言わせていただきたいことな

んですが、この度の靖国ＤＶＤというのは、文部

省から補助金のようなものをもらって、そして文

部省とともに青年会議所がつくって、各学校に使

っていただくように、そして使うときには自分た

ちも行って、先生と自分たちを呼ばせながらやる

ということで、中身を徹底することをやろうとし

ています。中身はどんな中身なのかというと、大

変問題がありまして、今は新庄市はないという話

でよかったんですけど、いつ来るかもしれないの

で、ぜひ知っていただきたいんです。女性高校生

が過去から来た青年と出会い、靖国神社に行って

日本の戦争の話を聞きます。青年は、愛する自分

の国を守りたい、そしてアジアの人々を白人から

解放したい、日本の戦いにはいつもその気持ちが

根底にあったと語り、日中対米戦争を自衛の戦争、

アジア解放の戦争だったと弁護します。朝鮮半島

や台湾に対する日本の殖民地支配についても、近

代化のため道路や学校をつくったというだけで、

創氏改名や従軍慰安婦の強制連行など加害の事実

は触れていません。という意味で、過去の戦争に

ついてあくまでも正しかったということの立場で

子供に教えようとしています。これ知らないで学

校に入ったということ絶対あってはならないと思

うんです。 
  先日日朝平壌宣言全文という資料を９条の会の

学習会でいただきました。見たら日本があの北朝

鮮に対してきちんとした表明をしているんです。

日本側は、過去の植民地支配により朝鮮人民に多

大な損害と苦痛を与えた歴史的事実を謙虚に受け

とめ、痛切な反省と心からの謝罪の意を表明した。

そして、経済協力をやると、無償資金協力もする、

低利子、長期借換の提供及び国際機構を通じた人

道主義的支援などもするということで、あの北朝

鮮に対して日朝平壌宣言、小泉首相とあの北朝鮮

の代表との間で、金正日との間で日本の過去の戦

争について申し訳なかったと北朝鮮の人たちに対

して謝っているわけです。こういう立場から始ま

って、初めて北朝鮮との話し合い、拉致問題解決

の第一歩が始まったわけなんです。これを政府が

本気になってやれば、もっと拉致問題は解決早く

なるはずだと私は思うんです。そのことを宣言を

出していながらサボっているというか、そのこと

が拉致問題の解決にならない原因であるというこ

とをこの間９条の会の学習会で資料をいただいて、

改めて考えました。子供たちにこの立場で日本は

やはり侵略戦争をしたんだという立場で子供たち

に伝え、北朝鮮に対しても謝る立場を日本政府が

表明しているんだと、その上で拉致問題も話し合

っていこうというふうになっているんだというこ

とで教えていくべきであるし、この靖国ＤＶＤに

ついては絶対学校に入れてはならないということ

をはっきり学校長、学校全体に対して使ってはな

らないということを申し上げていただきたいと思

うんですが、再度お答えをいただきたいと思いま

す。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 先ほども申し上げましたように、



この教材については今後も使わないという確認を

しておりますので、御了承お願いします。 
  なお、いろいろな歴史的な事実があるわけです

けども、偏ったそういう歴史認識ではなくて、多

方面から授業を通して学習していくわけですけど

も、子供たち一人一人が公正な判断力がつけられ

るように今後も努力してまいりたいと思います。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。

よろしくお願いします。 
  次に、子育て支援についてなんですけれども、

その機能は認証保育所でやっているし、現在は新

庄市としては無理だというお話でした。20歳代の

お母さんからアンケートをやったときに、手紙を

いただいたんです。働かなければ子育てもできな

い、暮らしてもいかれないということで、３歳未

満だったんですが、市の保育所に預けたいと言っ

たら入れなかったと。仕方なくて認証保育所とこ

こで言っておられる託児所の方にお願いしました

ら、保育所よりかなり高い利用料金で大変だとお

母さんは訴えていました。保育所を充実してほし

い。入りたいと、使いたいという３歳未満の子が

いるお母さんが働くために使わせてもらいたいと

いったときに、はいといって利用できるような体

制づくりをしていただきたいと思うんです。子育

て支援というと、やっぱり働くお母さんたちが安

心して子供を育てられる、安心して預けられる、

暮らせるお金の中で子供の保育所料金も設定され

ていると今思いますし、そういうふうに安い料金

で利用できる保育所をありがたいと、だから保育

所を充実してほしいと今回訴えられたんです。改

めて私はそうだなと思いました。新庄市でも３歳

未満の保育所の待機をしている人が数人おられる

と聞いています。そういうことのないように、待

機だということでなく、ぜひ認証保育所に預けた

からいいだろうということではなくて、市の保育

所で面倒見られるように、特に若いお母さんたち

は給料安いです。お父さんも安いです。だからこ

そ保育所にお願いしたいと思っているわけです。

ぜひ保育所に待機者が待機にならないように、受

け入れがすぐできるように保育士を充実していた

だきたい。そのことについてどうでしょうか。４

月からと言わないで、途中からであっても３歳未

満を市の保育所に預けたいといったときにはお願

いしたいんです。そのことはどうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 乳児を持っている親御さん

が預けるということだと思います。３歳未満児で

も離乳した子供さんについては、乳幼児保育所あ

るいはパリスで預かっているという現状でありま

す。離乳前、産休明けのお子さんについては、現

在先ほど市長が申し上げましたように、例えば部

屋の問題あるいは看護師の問題等の課題がござい

ます。今回この御質問があって、私も他市に紹介

しました。他市では、確かに産休明けからの子供

さんを預かっているという状況でございました。

したがいまして、今後いろんなただいま申し上げ

ました条件を克復して、離乳前のお子さんでも預

かれるような、そういう体制にしていく努力をし

てまいりたいと、そういうふうに考えます。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時４９分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     小関 淳議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、小関 淳君。 
   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 



５ 番（小関 淳議員） 今議会最後の一般質問を

通告に沿ってさせていただきます。たいまつ’07

の小関 淳と申します。このお暑い中、庁舎３階

までわざわざ傍聴に来ていただきました市民の皆

様、本当にありがとうございます。心より厚く御

礼申し上げます。傍聴してよかったと感じていた

だけるように、より市民の立場になって誠心誠意

質問してまいりたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。半年前には、このような壇上

で市長をはじめ執行部の皆様に質問ができようと

は夢にも思っておりませんでした。ですから、何

について一般質問をさせていただこうか、あれや

これやと大変悩ませていただきました。しかし、

今回の市議選で初当選させていただいたわけです

から、未熟者とはいえ、市民の負託を受けた者と

して責任を持って質問をさせていただこうと決意

し、ただいまこの壇上に上がらせていただいてい

る次第でございます。というわけでございますの

で、市長をはじめ執行部の皆様、どうかなるべく

平易な言葉でわかり易く御答弁並びに御説明をお

願い申し上げます。 
  まず初めに、議員になろうとしたきっかけの話

を少しだけ述べさせていただきたいと思います。

御存じの方もいらっしゃると思いますが、私はこ

の市役所のすぐ近くで小さな書店を営んでおりま

す。そこでのある光景が私の市議選出馬への意思

を決定的なものにしました。私の書店は、小さな

割には児童書を多くそろえておりますので、近隣

に住む若い親子がよく絵本を求めにやってきます。

いつも小さいいすに腰をおろし、お母さんから優

しく読み聞かせをしてもらっている子供の満足そ

うで安心し切った表情を見るにつけ、つくづく私

は細々ながらも本屋をやっていてよかったなとさ

さやかな幸せを味合わせていただいているわけで

ございます。ところが、あるときそんな光景を見

ていた私の脳裏に、突然この子たちに私たち大人

がつくった膨大なツケが回ってしまうかもしれな

いという思いがどんと浮かび、やりきれない気持

ちになり、胸が苦しくなりました。折しも新庄市

の財政が危機的状況にあると多くのメディアが頻

繁に取り上げているころでした。子供たちによい

本をなどとばかり言っている場合じゃない。今何

とかしなければという思いが日に日に強まり、大

人としての責任を何とか果たそうという思いのそ

の延長線上に今回の立候補があったわけです。で

すから、そのような思いがあって、私は今ここに

立たせていただいていると言っても過言ではあり

ません。言うなれば、選挙権を持たない、未来を

生きる子供たちの代表として議員になっているわ

けでもあると私は思います。という思いを込めま

して、通告に従って３つの質問をさせていただき

ます。 
  １つは、市民に対して予算編成等の内容公開に

ついてであります。市の予算は、本来市民のため

のものです。ですから、行政としては市民にわか

り易く予算の内容を説明する責任があるはずです。

市民のための税金が何のために、どの事業に、幾

ら使われるのかを市民としてはなかなか理解しに

くいものがあります。現在も執行部として難しい

ことをわかり易く説明するために、いろいろ御苦

心なさっているのは理解できます。しかし、やは

り市報などを見ても一般的にはわかりにくい専門

的な用語、いわゆる行政用語や独特の表現がまだ

まだ見受けられると感じています。今新庄市は、

大変な危機的状況にあることは、全国的にも広く

知られています。全国に散らばる新庄出身の方々

も心配していると思います。このような状況は、

行政だけの英知を結集し、対策を講じたとしても、

恐らく回避できるものではないと私は考えていま

す。例えば政策的なことで言えば、このような危

機的時期に行政側が一方的に市民協働を掲げるな

らば、恐らく市民は財政再建のために犠牲となる

市民サービスを単に押しつけようとしているだけ

という思いになると思います。そうならないため

にも、私は市民の皆様により詳しく新庄市の状況

を知っていただいた上で、積極的に市民サービス



充実や財政再建に理解と協力をいただくことが今

は何より必要なことなのではないかと思います。

選挙運動の際に、私はスローガンとして、「市民

と議会と行政が結束して３本の矢になれば新庄は

決して折れない」というフレーズを掲げました。

今の状況は、まさにその結束こそが必要なのでは

ないでしょうか。 
  県内自治体で一例を挙げさせていただきますと、

財政的にはやはり厳しいとされる上山市、今横戸

長兵衛市長が一生懸命頑張っておりますが、その

上山市でも非常に危機感を持って行財政改革が積

極的に進められています。その中でも注目されま

すのが、市の事業予算をわかり易く解説した「見

たい！知りたい!！今年のしごと」という市内全戸
配布した冊子です。その冊子の表紙には、このよ
うに書かれています。そのまま全文読み上げます。
「少子高齢化の進展や国の三位一体の改革の影響、
足踏み状態が続く地域経済の状況などから、地方
財政は依然として厳しい状況です。このような中、
市民のみなさんと共により良い上山を創るために
は、的確でわかり易い情報をお知らせし、市政に
ついて知っていただくことが大切です。そこで、
今年度の予算のあらましと主な仕事の内容を、上
山の未来の設計図である第６次振興計画の５つの
柱ごとに分類してまとめた「わかりやすい予算書」
を発行しました。みなさん、今後とも市政の積極
的なご参加をお願いいたします」。この文章を一
読しただけでも、行政が市民との関わり方を改善
しつつあることをうかがい知ることができると思
います。冊子の中身を見せていただきましたが、
市民に何とか市の仕事を理解してもらおうという
意気込みが感じられる内容になっています。ぜひ
新庄市でも上山市を超えるようなわかり易い説明
書を提供していただきたいと思います。というこ
とで、今後新庄市は市民に対してどのようにして
予算や事業などの説明をなさっていくおつもりな
のでしょうか。そして、そのような情報提供の方
法をどう変えていこうとしているのか、具体的に

お聞かせいただきたいと思います。 
  ２番目に、職員定数についてですが、市長は先

の市長選の際に市の職員定数を見直し、大幅に削

減すると公約しておりましたが、その進展状況は

現在どのようになっていますでしょうか。私は、

行政としての機能を低下させてしまうほどの急激

な定数削減はすべきではないと考えています。加

えて残された職員に多大な負担がかかるというよ

うなことは、絶対にあってはならないと考えてい

ます。しかしながら、企業もそうですが、現実問

題として人員過多は経営を破綻させます。民間の

場合、会社を立て直すためにはリストラ、つまり

人員削減を含めた機構の再構築にいち早く取りか

かります。そうでないと会社が消滅してしまうか

らです。その上、多くの負債を抱えてしまうこと

になります。民間の場合は、待ったなしなんです。 
  さて、新庄市の場合はどうでしょうか。企業と

自治体の本質的な違いはあるとは思いますが、民

間では考えられないようなゆとりを持って作業を

している職員も中には見受けられます。そういう

点から見ましても、新庄市の職員数は十分に足り

ているように思います。私は、所内に日々本の配

達をさせていただいておりますから、日々市民の

ために身を粉にして働いている職員を数多く知っ

ています。若手の中には、「行革通信Ｌｅｔ′ ｓ」

という機関誌を発行し、自分たちの手で市役所を

変革しようと積極的に活動している職員もいます。

マスコミにも取り上げられていましたが、きのう

の議会で選管の小野局長より説明がありました市

議選の開票事務作業で、平成15年の前回選挙では

102人体制で３時間30分かかっていた開票作業、今

回の市議選では約半分近くの66人体制で２時間11

分、何と人員で36人、時間にして１時間19分も短

縮に成功しているんです。このような彼らの行動

とすばらしい成果に対しては、今日金議員の指摘

のようなこともあることは事実だと思いますが、

この部分はぜひ市民の皆様も無条件で評価してほ

しいと思います。 



  このように、職員は彼らに限らずどんどん変わ

ろうという姿勢があります。しかし、残念ながら

市民からは、市職員は働かない、態度が悪い、何

をしているのかわからない、我々の税金で食べて

いるのになどという酷評ばかりが多く聞こえてき

ます。どうしてそうなるんでしょうか。一生懸命

働いている市役所の職員が大勢いるのにも関わら

ず、そういうふうに言われてしまうんです。はっ

きり言わせていただきますが、市職員はよりよい

市民生活を実現するために採用されているという

認識が希薄な一部の職員がいるために、そのよう

なひどい評価になっているのだと思っています。

私は、本当にまじめに働いている多くの職員が市

民に評価されず、報われないでいる状態が非常に

残念でなりません。もちろんそういう職員の方は、

報われようが報われまいが変わらず市民のために

頑張り続けるとは思います。職員採用については、

公正で厳しい選考をなさっているとは思います。

しかし、それならば当然採用後も公正で厳しい態

度もとらなければならない、そういう責任が生じ

てくると考えますが、実際のところどうなんでし

ょうか。定数削減を遂行する際には、ぜひその辺

も考慮していただきたいと思います。そして、勤

勉で優秀な職員が市民から正当な評価をしていた

だけるような所内の環境にしていただけないもん

でしょうか。それを解決するために御要請いただ

ければ、私は非力ではありますが、もちろん協力

は惜しみません。 
  それから、先日尾花沢市に定数削減についてい

ろいろお聞きいたしました。自治体によりそれぞ

れ事情は違うものの、平成17年から22年までに50

人を削減する計画があります。削減率では15.3％、

尾花沢です。積極的な行革を進め、58人を削減し、

削減率では14.7％の上山市よりも高い削減率の計

画になっています。ちなみに、新庄市では42人、

削減率が11.1％、そういう計画のようです。財政

が厳しいという割には削減率が緩やかに思います

が、どういう理由でこのような数字になっている

のでしょうか。さらに、その尾花沢市の職員の方

が申しておりましたが、やっぱり職員定数の削減

については大変難しい。行財政改革を断行する上

では職員定数の削減は避けては通れない大きな問

題だ。削減続行中の今現在でも職員への負担が増

加している状態にはなっているが、尾花沢の職員

の意識としては、私たちはそれでも財政再建のた

めには頑張るというように、職員の個々の意識が

変革しているとのことでした。新庄市も事情はい

ろいろあると思います。しかし、市民に理解と納

得の得られる定数とはどれくらいのレベルか、そ

れをお聞きしたいと思います。そして、真剣に有

能な職員が正当に評価され、生き生きと働くこと

のできる新庄市役所をぜひ実現してほしいと思い

ます。それが本来の行政改革だと思いますが、い

かがお考えでしょうか。 
  最後に、市長のお体のぐあいの件を質問させて

いただきます。これは、私を含め市民のほとんど

が心配をしているところです。大変デリケートな

問題でもありますので、通告書を作成する段階で

何度もやめようかと思い、悩みました。しかし、

私は市民の代表として今ここにいるわけで、市民

が心配しているのならば、幾らつらくとも伺わな

ければならないと決意したわけです。私は、新庄

の市長の高校出身で、ずっと下の後輩です。市長

の御友人で、私の恩師である菅宏先生は、事ある

度に市長の高校や大学、プロ野球時代の輝かしい

活躍の話をしてくれました。いつの間にか私もお

会いしたことのない髙橋榮一郎さんにあこがれ、

そして身のほどもわきまえず目標にしていました。

勉強の方は、目標にすらできるレベルではなかっ

たのであきらめましたが、スポーツなら何とかと、

そういう思いでおりました。今もその思いは変わ

っておりません。ですから、市長のお体のぐあい

は殊さら心配です。市財政の大変な状況の中で執

務をなさることは、かなりの重労働かと思います。

どのような執務状況になっているのでしょうか。

執務に無理はないのでしょうか。ぜひ十分にお体



を御自愛いただきながら、新庄丸の船長として無

理なく執務いただきますよう切望いたします。そ

こで、副市長並びに各課長にお願いですが、今後

も行政サービスに停滞をもたらすことのないよう

に、より一層協力をお願いいたします。 
  以上で生まれて初めての壇上からの質問を終了

させていただきます。わざわざ傍聴にいらしてい

ただきました市民の皆様、市長はじめ執行部の皆

様、そして議員の皆様、御清聴誠にありがとうご

ざいました。（拍手） 
髙橋榮一郎市長 議長、髙橋榮一郎。 
中川正和議長 市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 
髙橋榮一郎市長 小関議員の議員になられてから初

めての質問というふうなことで、大変いろんな思

いを込めた３点の御質問を伺いました。特に議員

としてこの場に立つ、そして議員活動を通じてこ

の新庄市を何とかよくしていこうとするときのそ

のときのきっかけ、これも子供たちがこうやって

健全に生活する、そして将来この地域あるいは日

本を背負って立つための子供たちに対してのツケ

が果たして回して、より負担の多いツケを回して

いいのだろうかと、そういうふうな疑問からも１

つの議員としての動機だったというふうなお話が

ございました。私も「いい人～いい街～いい暮ら

し」、その中できのうもお話ししたんですが、い

い人、これはあくまでもやっぱり人づくり、子供

たちの教育というふうなことで、将来子供たちが

幸せに、どの場所で住むにしても幸せに住めるよ

うな形をとっていきたいというのが１つの願いで

ありますので、その点については大変議員になら

れたきっかけとしてはなるほどなと、同感という

か、そんな思いで聞いたとこでございました。 
  それで、一番の問題は危機的な財政状況という

ふうな状況の中で、我々もいろいろ知恵を絞りな

がら、議員の皆様方と協議をしながら、市政執行

しているわけでありますが、特に行政の事務事業

の遂行には、今市民との皆さんと協働でやってい

こうというふうなことに取り組んでおります。そ

れには、議員が心配されるように、その協働とい

うのは市が財政が苦しい、いろんなとこで手詰ま

りがあるんで、それを市民の方に回すんじゃない

か、丸投げしているんじゃないかというふうな、

そういうふうなお話も市民の方からも出ていると。

それを払拭するためには、もっともっと市がやろ

うとしていること、特にこれ予算というのが一番

の裏付けでありますが、この予算の中身、そして

今年の事業はこういうことをやるんだというふう

なこと、これを上山の例を出されて事細かに説明

されたわけであります。 
  議会と市民とそして執行部、これは３本の矢、

これがっちり組めば折れないというふうなことも

含めて、その辺のところ今まではどうしていたか、

今後はどうするかというふうな第１点の御質問と

いうふうに理解をいたしました。もちろんこの情

報を開示するというふうなこと、これはもう大前

提であります。特に市民の皆さん方が知りたいこ

と、特に新庄市これからどっちの方に向かってい

くんだろう、どういうふうな方向に走っていくん

だろう、これは一番の関心事ではないかというふ

うに思います。そのためにこの予算を編成して、

そしてやるわけでありますが、これをいかにして、

じゃ市民の皆さん方にお教えする、周知していた

だくというふうなことでございますが、今までは

具体的には毎年度広報の４月号、３月議会で予算

審議ありますんで、４月号の大体４ページぐらい

使うんでしょうか、特集を組んでお知らせしてお

ります。内容等につきましては、これは御承知の

とおりでありますけども、総額あるいは１人当た

りの予算額、そしてまた歳入歳出、その年度の特

徴並びに主要事業の事業費及び事業内容のポイン

トを載っけております。 
  また、市のホームページにおいても、この広報

の当初の予算紹介部分、これを17年度から掲載し

ておりまして、予算が固まった段階で議会の皆さ

んにお示ししている内示資料でありますけども、



これは18年度から掲載しているというふに今取り

組んでおります。 
  また、４月号には施政方針も一緒に載せており

まして、施策の骨子と予算の関連を見ていただき

たいというふうなことでございます。わかり易く

平易な、誰が見ても一目でわかるというふうなこ

の周知の仕方、これは我々は望むとこであります

が、なかなかいろいろ難しいとこもございますけ

ども、今後やはりそういうふうなことでなければ

せっかくの周知も成果が上がらないというふうな

ことでございますので、今後ホームページも含め

てもっともっと研究していきたいというふうに考

えております。 
  また、市が行っている事業、現在予算に基づい

て行っているわけでありますが、この事務事業の

行政評価、これにも今取り組んでおります。事務

事業の評価表、これを作成いたしまして、ホーム

ページ上で公開するとともに、広報においても概

要について掲載しているというふうなことでござ

います。コストの面もございます。そういうこと

も含め、事務量等も考えながら、これからどうい

うふうな方法が市民の皆さん方から理解していた

だき易いか、もう少し研究させていきたいと考え

ておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。 
  それから、職員の定数の削減について、これは

定数の削減はもちろんでありますが、市職員とし

てのあり方、また資質、また市民の職員に対する

評価、そういうことも含めていろいろお話がござ

いました。単に定数を削減するということではな

くて、やはり一人一人の職員がどういうふうに仕

事に取り組んでいるか、そしてまたどんな形で市

民から評価されているか、これは大変大事なこと

だというふうに思います。一人一人の職員も一生

懸命やはりこの新庄市をよくしようとしてこの市

役所に入ってきたことは間違いございません。そ

れがやはりあるときちょっとしたことで市民の皆

さん方から評価をいただけないというふうなこと

になれば、市役所全体のこの評価が下がるという

ふうなことで、大変これは残念なことになります

ので、この点いつも課長会議とかあるいは職員の

あのときに１人のちょっとしたことが全体の評価

につながるからみんな一人一人気をつけてくれと

いうふうなことで申し上げているんですが、それ

はそういうことがまだまだあるとすれば、なお一

層この辺のところを気をつけて仕事に取り組むよ

うにこれからも努めていきたいというふうに思っ

ております。 
  それから、定員の管理計画でございますが、こ

れは新庄市の行財政改革大綱並びにこれを大綱を

実施する実施計画というふうなことを策定してお

りますけども、これの中で定員管理計画を策定い

たしました。定員につきましては、ちょうど私が

市長になったのは平成元年でございますけど、そ

のときは確か435人ぐらいの定数でございました。

それから、ずっと定数を削減してきまして、17年

度に377人というふうな職員数、これを平成26年度

まで310人以下とするというふうなことを目標と

した定員管理計画、これを立てております。各市

の定員定数の減のパーセンテージいろいろ出され

ましたけども、やはりこれはどこからスタートす

るかということでもひとつパーセンテージが変わ

ってきます。新庄の場合、平成16年は390人おりま

した。今360人でございますので、19年度の定数の

計画の中では365人、ですから計画より５人ほど少

ないというふうなことでございます。 
  ただ、小関議員もおっしゃっていましたけども、

単にやみくもにこの定数を削減するというふうな

ことではなくて、その中に削減することによって、

事務事業あるいは行政サービスの低下があっては

ならない。これをどういうふうにしてカバーして

いくかということ、これが一番大事ではないかと

いうふうに思います。そういう意味から、今スタ

ートしておりますけども、指定管理者制度あるい

は民営化、あるいは民間委託というふうなこと、

こういうものを積極的に導入するというふうなこ



と、それと先ほど申し上げましたように、職員が

一丸となって元気よく意欲的に物事に対して取り

組むと、こういうふうなことが一番大事ではない

かなというふうに思っております。ですから、26

年度までに310人というと、16年には390人おりま

したんで、80人実質においてそういうふうな目標

で今取り組んでいるところでございます。 
  それから、個人的なということではないんでし

ょうが、私の健康状態についていろいろお話がご

ざいました。多くの方々に御心配をおかけして大

変申し訳なく思っております。公職にある者とし

て、体調についてはやっぱり万全の管理をしなが

ら、公務に支障のないようにしていかなければい

けないということは重々私ももちろん承知してお

りますが、うまく管理ができなかったというふう

なことで、これについては大変皆さん方に申し訳

ないというふうに思っております。 
  ただ、執務状況はどうだというふうなことでご

ざいますが、今までるるこの議会においても議論

がありましたように、大変多くの課題、これは新

庄市だけではないんですけども、それぞれの自治

体で課題が山積しております。そういう面で、何

とか少しでも早く、１つでも多くこの課題を解決

していかなければいけない、そういう意味で公務

を優先してやっていくというふうなことでござい

ますけども、その中でもやはり体調等の管理も十

分に気を配りながらさせていただいているという

ふうな現状であります。そういう中で、やはりこ

ればかりは私一人でできるあれではないんで、先

ほど副市長あるいは課長のお名前も出されました

が、最終的には私が全責任、これは当然言うまで

もありません。ですから、副市長あるいは課長に

もいつも言ってんですが、私は責任がとり易いよ

うにひとつみんなでバックアップしてくれ、サポ

ートしてくれというふうなことでお話をしており

ます。副市長も今恐らく能力、これは人の評価で

すから、こういう場では余りなじまないんですけ

ども、能力の100％を出してサポートしてくれてい

ると思っておりますし、課長たちもそれぞれの立

場、それぞれの部署でそれなりに今一生懸命頑張

ってくれているというふうに思っております。ま

さにこの執行部も含めての３本の矢ですが、執行

部はそんなつもりで私も信頼して今一緒になって

仕事をしているというふうな状況でございます。

ただ、これから余りにも重い課題が山積している

というふうなことでございますから、今まで以上

に大変体調のことも心配していただいてありがと

うございます。私もその点十分に管理に気を配り

ながら、結束して頑張っていきたいと、このよう

に思いますので、これからもひとつよろしくお願

い申し上げたいというふうに思います。 
  以上、ひとまず壇上から終わらせていただきま

す。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 大変御丁寧な御答弁あり

がとうございました。 
  それで、情報公開のことですが、先ほど私の質

問の中にもありましたが、上山市での冊子なんで

すが、今これコピーしかないんですけども、本当

に市民に何とか難しい予算の話を何とか理解して

もらおうというのは本当によくわかる予算書なん

です。こちらがそうです。ちょっと見えないと思

いますけど、こういう本当にイラストを使って一

つ一ついろんな難しい行政用語などを説明しなが

ら、一生懸命わかってもらおうとしています。こ

のベースになったというのが、恐らく皆さんも御

存じだと思いますが、北海道のニセコ町というと

ころで、こういうふうに市民のために本当に市民

と行政と議会が一緒になって大変な状況を乗り切

っていこうということで、これもわかり易い予算

書なんですけども、これもそれこそ平成７年から

一生懸命取り組んでいるわけです。今から12年前

からこういうことをやっている自治体もあり、新

庄市の行政の方も一生懸命やっていらっしゃると

は思いますが、これからどういう形で市民に対し



てこのようなわかり易い説明をなさっていくおつ

もりなのか、一応具体的に教えていただけません

でしょうか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 私も上山のやつを見させ

ていただきました。ページ数にして20ページで、

個々の事業が74事業載っています。５つの分野に

分けています。新庄市もわかり易く書いているつ

もりです。ただ、ページ数がさっき市長が申し上

げましたように４ページ、その他ホームページで

内示とかいろんなその都度の情報は情報提供して

おります。知りたいという点では、この情報を見

ていただくとある程度情報の把握は可能ですけど

も、小さな日常に関する市民生活に関する本当に

小さな事業までは正直網羅しているかどうか、ち

ょっとかなというような感じはします。今後改善

していきたいというふうに、先ほど市長の答弁に

もありましたように、改善してまいりたいと思い

ます。コストとか、それから全部市民に提供して

も、そこまで求めていらっしゃる方どのくらいい

るかということもありますので、本当に知りたい

方には知らせてあげたいと。やっぱり当面はホー

ムページとか、そういったネット上の情報提供と

か、そういったことも含めてちょっと幅広く検討

して、少しずつ改善していきたいなというふうに

感じています。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） わかりました。ありがと

うございました。 
  なお、知りたい人がそんなにいるかということ

でしたけれども、やはり提供すべき側としては、

市民全員ということを頭に置いていただいて、誰

でもわかるぐらいのものを提供するという姿勢は

必要ではないかと思っています。 
  それと、あと職員定数についてですが、やっぱ

りいろいろデータを見せていただきますと、実際

削減はしております。それで、これから平成26年

までどんどん削減をしておりますが、その採用の

数字なんですが、今年３人の採用がありましたけ

れど、来年は10人、そこから21年は７人、14人、

９人、13人、14人、12人と２けたでの採用が続い

ておりますが、これはどういうふうな意図でそう

いう２けたの採用になっているんでしょうか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 定員管理計画は、こういうふう

な表の中でお示ししておりますけれども、その裏

付けとなる材料というのは、もってこの数字を出

しているところですけれども、ただ先ほど小関議

員がおっしゃいましたように、その市民サービス

の低下を来さないような定員で業務をやっていこ

うというふうなことをするためには、今我々がや

っている仕事を民に移すと、いわゆる民営化ある

いは民間委託、そして指定管理者制度を活用する

とか、そういうふうな物事を進めながら、この数

字を達成していこうというふうな考えでおります。

ただ、それには職員との合意形成、そういうもの

も当然必要になってきますので、今こうこうこう

いったようなことは明らかにはできませんけれど

も、それについては根拠のある数字をここに掲載

していると。職員だけじゃなくて、市民の方々と

の兼ね合いというのもございまして、ある日この

場所が民営化になったどうのこうのという横浜な

どの問題もございましたので、それらをクリアし

ながら、この計画に基づいて実行していきたいと

いうふうに考えております。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） ありがとうございました。 
  課長さんの説明、本当にわかり易かったんです

が、実際新庄市の状況をこの間ちょっと入手した

資料がここにあるんですけども、これは山形県の

県内市町村財政の状況、平成17年度版の資料なん

ですけども、県の総務部、市町村課というところ



がまとめた資料なんですけども、この中に非常に

ショッキングな図表が載っていましたので、御披

露いたします。この軸、実質公債費比率の上に行

けば行くほど大変な状態ということ。こちらは経

常収支比率で、右の方に行けば行くで一番大変。

新庄市がどこにあるかというと、ここです。この

図表を見せていただいたときに、私は本当にショ

ックでした。29.9とかという数字すごいんだよと

言われても、僕はなかなか数字には強くないので

あれでしたが、この図表を見た瞬間どれだけすご

い状況なのかというのがわかりました。先ほど職

員定数について私言わせていただいた、上山市が

ここでございます。そして、尾花沢市がここです。

こういう図表で言うこういう割合、まだ大丈夫か

なという自治体でさえ一生懸命職員定数を減らし

ているわけです。こういう事実があるわけです。

新庄市は、断トツでこの場所なわけで、もっとも

っと真剣に危機的な財政の状況を把握していただ

いてというか、認識していただいて、職員定数も

本気で考えていただきたいと思いますが。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 定数につきましては、定員モデ

ルというモデルがございまして、それに基づいて

集中改革プランの計画を立てております。現在新

庄市どうなっているかといいますと、その超過率

がマイナスの5.69です。先ほど上山の例出されま

したけれども、上山の今の超過率がマイナス0.81、

ですから新庄の方が進んでいると。尾花沢は、今

はゼロになっています。人口１人当たりのいわゆ

る職員数というのは、尾花沢は新庄の20名に１人

ぐらい、新庄は40人に１人ぐらいですから（「一

般行政職員１人当たりの人口は、新庄市160人、尾

花沢市100人」に訂正）、非常に尾花沢市は職員数

が多い、そのために削減率が高いのかなというふ

うな感じを持っています。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 県の市町村課からいただ

いた資料、かなり新庄市は右上にあるんだと、か

なり厳しい数字ではないかという御指摘いただき

ましたけども、きのう、今日とお話しさせていた

だいていますように、財政再建計画、順調に改善

してございます。実質公債費比率も17年度は29.9

でしたけども、これから５年後の平成24年度には

20％、単年度実質公債費比率ですけども、20％を

切るか切らないかというくらいまでに、他の町村

から比べれば高いですけども、新庄市としては劇

的にずっと改善されていきますので、将来ともそ

ういった非常に高い数字が続くわけではございま

せん。それから、経常収支比率も平成17年度前後

の二、三年間は99％台と非常に厳しい数字でした

けども、今年は96％台まで改善していますし、近々

90％前後に数字が改善されていくということで、

よく比較される夕張とか、それから非常に財政状

況が悪い他の市とはある一定程度違いますので、

新庄市の場合は着実に財政状況が改善されている

ということだけはお伝えしておきたいと思います。 
中川正和議長 以上で今期定例会の一般質問を終了

いたします。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 明日13日から19日まで本会議を休会

したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、13

日から19日まで本会議を休会し、20日午前10時よ

り本会議を再開いたしますので、御参集願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さまでし

た。 
 
     午後 １時５０分 散会 
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日程第 １ 議案第３９号新庄市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
日程第 ２ 議案第４０号新庄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 
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   （文教厚生常任委員長報告）                               
日程第 ３ 議案第４１号新庄市消防団条例の一部を改正する条例の制定について                  
日程第 ４ 議案第４２号新庄市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について              
日程第 ５ 議案第４３号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に 
      ついて                                                                          
 
   （産業建設常任委員長報告） 
日程第 ６ 請願第２号日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書の提出を求める請願     
 
日程第 ７ 議案第４４号新庄市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の締結について  
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日程第１０ 議案第４７号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）      
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議事日程（第４号）のほか 
日程第１１ 議会案第５号日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書の提出について          
日程第１２ 閉会中の継続調査申し出について                                                  
日程第１３ 議員派遣の件                                                                    



 
     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。叶内利昭神室

荘長が都合により欠席しております。ただいまの

出席議員は20名、欠席通告者はありません。 
 
 
     発 言 の 訂 正 
 
 
中川正和議長 会議に先立ち、総務課長より発言の

申し出がありますので、これを許します。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 おはようございます。答弁の訂

正をお願いいたします。 
  ６月12日の一般質問における小関議員に対する

答弁で、職員１人当たりの人口は新庄市40人、尾

花沢市20人で新庄市は２倍とお答えしましたが、

資料の見間違いがあったことと数値のとり方に誤

解を与えないために、これから申し上げるように

訂正をお願いいたします。一般行政職員１人当た

りの人口は、新庄市160人、尾花沢市100人であり、

尾花沢市の職員は人口比で圧倒的に多いと訂正を

お願いいたします。申し訳ございませんでした。 
中川正和議長 これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第４号）によって進めます。 
 
 
     総務常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第１議案第39号新庄市長の資産

等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制

定について及び日程第２議案第40号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてを一括議題といたします。 
  本件について、総務常任委員長の報告を求めま

す。 
  総務常任委員長小野周一君。 
   （小野周一総務常任委員長登壇） 
小野周一総務常任委員長 おはようございます｡私

から総務常任委員会の審査の経過と結果について

御報告申し上げます。 
  当委員会に付託されました案件は、議案２件で

あります。審査のため６月13日午前10時より議員

協議会室において委員６名の出席のもと、審査を

いたしました。 
  初めに、議案第39号新庄市長の資産等の公開に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

ですが、総務課から説明を受けた後に審査に入り

ました。総務課からは、この条例は国会議員の資

産等の公開等に関する法律の規定により、その法

律に準じて市長の資産等の公開について規定した

条例であり、今回の改正は郵政民営化により郵便

貯金法が廃止されること及び証券取引法の一部を

改正する法律が施行されることに伴い必要な改正

を行うもので、その改正内容は第２条の４号に郵

便貯金の文言があるが、郵便貯金という名称が郵

便貯金法の廃止により法律上では消えるため、郵

便貯金の文言を削除するためのものであります。

ただし、これまで保有していた郵便貯金は預金と

みなされるため、今までどおり公開の対象になり

ます。それから、第５号の金銭信託については、

証券取引法の一部改正により、金銭信託が有価証

券の一部と定義付けられます。有価証券について

は、第６号で既に規定されているため、第５号を

削除する。また第６号に証券取引法の文言があり

ますが、証券取引法は金融商品取引法に組み入れ

られるため、法律の名称を変更するということで

した。また、第５号が削除されるため、６号以下



が順次繰り上がるという説明でありました。 
  このように説明を受けた後に審査に入り、委員

から、郵政民営化や証券取引法の一部改正により、

他に改正する条例はないのかという質問があり、

総務課からは、証券取引法の関係では、５月臨時

会で市税条例を改正した。郵政民営化に関しては

改正が必要な条例はあるが、10月１日施行後の文

言を精査する必要があるため、今回は上程しない

という説明でありました。 
  その他質疑等なく、採決の結果、全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 
  続きまして、議案第40号新庄市特別職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてですが、総務課及び選挙管理委員会より説

明を受けた後に審査に入りました。総務課からは、

今年３月31日に国会議員の選挙等の執行経費の基

準に関する法律の一部を改正する法律が施行され、

国会議員の選挙において投票管理者等の報酬額が

一律100円引き下げられたため、本市においてもこ

れに準じて改正するという説明でありました。選

挙管理委員会からは、改正後の影響額について、

７月に予定されている参議院選挙では述べ212人

が影響を受けるため、２万1,200円が減額となると

いう説明でありました。 
  このように説明を受けた後審査に入りまして、

委員から、なぜ100円の減額なのかという質問があ

り、選挙管理委員会から、公務員の給与関係の積

算単価が減額になり、選挙に従事する特別職の職

員は公務員の給与を基準にしているため、それに

倣って100円の減額になったと国からの説明を受

けたということでした。 
  また、委員から、選挙経費に関しては国から金

は来るのかという質問があり、選挙管理委員会か

らは、国からは選挙経費に関する金は来るが、減

額になった経費分は国から来る金額が減少すると

いう説明でありました。 
  また、委員から、国から来る金額が決まってい

るのであれば、市独自で基準以下の報酬額にし、

浮かした分を市の収入にできないかという質問が

あり、選挙管理委員会からは、使った分しか国か

ら来ないので、市に入ることはないという説明で

ありました。 
  また、委員からは、市が単独で報酬額を決めら

れないのか、また全国一律に改正になるのかとい

う質問があり、総務課から、特別職及び一般職の

給与については、公務員法に均衡の原則があり、

市が独自に決めた場合はその原則に抵触すること

になる。また基準を設けないとその時々で変わる

ことになるため、特別職の給与は国家公務員の一

般職の給与を基準にして定めているため、全国的

に同じにしているという説明でありました。 
  以上の質疑を経て採決した結果、全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 
  以上、総務常任委員会に付託されました案件の

審査の経過と結果について御報告を終わります。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議案第39号新庄市長の資産等の公

開に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第39号は委員長の報告のとおり可決されました。 



  次に、議案第40号新庄市特別職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

は委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第40号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 
 
     文教厚生常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第３議案第41号新庄市消防団条

例の一部を改正する条例の制定についてから日程

第５議案第43号新庄市民文化会館設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

まで３件を一括議題といたします。 
  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求め

ます。 
  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 
   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 
沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございます。

それでは、私から文教厚生常任委員会の審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 
  本定例会で当委員会に付託されました案件は議

案３件であります。審査のため６月13日午後１時

30分より議員協議会室において委員７名出席のも

と、教育委員会教育次長の他、学校教育課、生涯

学習課、環境課より関係職員の出席のもと、審査

を行いました。 
  初めに、議案第41号新庄市消防団条例の一部を

改正する条例の制定について、環境課より説明を

受けた後に審査に入りました。本案は、消防団組

織のあり方に関し、消防委員会から受けた答申を

踏まえ、団員数の減少している現状から、団員定

数を1,289人から1,194人に95人減員するため改正

するものであり、改正の理由は若い年齢人口の減

少、就業者のサラリーマン化などから団員の確保

がなかなか難しい現状にあるためとのこと。具体

的な改正内容は、現在17分団、34部、95班の消防

団体制であるが、班体制について規則上１班12名

の班員体制にされているところを95班の班員を各

１名ずつ減らし、１班11名の班員体制に改めて消

防団の団員定数を減らし、1,194人の体制とするこ

と。さらに、本市消防団の経緯、県内13市におけ

る状況、消防団の設置義務等の法規定の説明があ

りました。 
  委員より、班体制について統廃合の考えがある

かとの質問に対し、その考えはない。出動可能で

あるが、班員の少ないところもあり、そのため前

に消防団員であった経験者を予備消防団員として

出動人員を確保しているとの答弁でありました。 
  他に質疑はなく、採決の結果、議案第41号は全

員異議なく可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第42号新庄市立学校設置条例の一部

を改正する条例の制定についてでありますが、学

校教育課より説明を受けた後に審査に入りました。

本案は、冬期間においても二枚橋在住の低学年児

童を萩野小学校本校において教育するため、萩野

小学校二枚橋冬季分校を廃止する条例改正を行う

もので、分校廃止のポイントとして３点あり、１

点目は市営バスの運行により交通手段の確保がで

きたこと、２点目は保護者、地域住民の了解が得

られており、むしろ本校での学習を要望する声が

前からあったこと、３点目は学校教育法施行令の

規定により、分校の廃止に際して決議証明書の添

付の必要があることの説明でありました。 
  委員より、本校での学習の要望は、いつ、誰か

らの要望か、また身近なところへの通学、少人数

の学習から分校の廃止をしないでほしいとの要望

があり、地元理解というより仕方ないという気持

ちを聞いており、そういう感じはしなかったのか

との質問があり、教育委員会からは、地元からの

要望もあり、去年のうちから地元も了解しており、

親御さんからも交通手段が確保されれば本校に通

わせたいという意向であったと受けとめているこ



と。また、教育的な配慮からも、分校３人という

少人数の児童による学習より、多い人数の仲間と

一緒に学ぶことが成長の糧になるとの考えである

との答弁でありました。 
  さらに、委員より、教育の目的である個性を伸

ばすという面から、少人数による教育が有益であ

るので、引き続き分校に通わせたいという声は聞

かなかったかとの質問があり、反対という声は聞

いておらず、また適正人数からすると３人の児童

は少な過ぎると考えているとの答弁がありました。 
  委員より、分校は交通手段がないために設けら

れたもので、交通手段が確保された以上は子供の

将来に向け多い人数の中で教育した方がよいとの

意見、また二、三人の児童に１人の教師がつくと

いう少人数の教育は、一般的に実現できるもので

はなく、また分校では複式の授業であるが、普通

の授業をした方がいいと考えている。また、分校

の設置について、少人数の児童に教師を配置し、

修繕等の経費をかけることへの疑問の声もあり、

これまで交通手段もなく、やむを得ないと説明し

てきたが、交通手段が確保された以上理由もなく、

本校で一緒に教育した方が子供の将来のためと考

えているとの意見もありました。 
  委員より、市営バスの料金負担について質問が

あり、市営バスであるため、片道100円、往復200

円の料金となるが、通学確保手段であるため、実

負担額はスクールバス、利用者の負担額である月

1,250円と同額になるよう通学手段確保対策協議

会と協議し、措置することになっているとの答弁

であり、その他改正案に賛成の意見がありました。 
  採決の結果、賛成多数により議案第42号は原案

のとおり可決すべきと決しました。 
  最後に、議案第43号新庄市民文化会館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、生涯学習課より説明を受けた後に審査

に入りました。本案は、新庄市民文化会館の管理

運営を民間活力の導入、市民協働並びに行政のス

リム化を目的として指定管理者に行わせることが

できるように、行財政改革大綱実施計画に基づき、

制度の活用を図るため改正を行うもので、改正内

容は利用時間、休館日及び管理の基準を明確化し、

指定管理者の行う業務の範囲に関する規定を加え

たものであるとの説明でありました。 
  委員より、指定管理者制度の問題点として、公

の施設が利益追求の道具にされる恐れはないのか

との質問があり、生涯学習課からは、使用料など

はすべて市の歳入に入るとしており、また保守管

理や日常管理業務は委託することになるため、指

定管理者ができるのは人件費の調整ということに

なり、利益追求の対象とはならないと考えている

との答弁でありました。 
  さらに、委員より、人件費であっても民間会社

であれば儲けの対象となり、市民サービスの提供

に使われるべき市の公金の一部が会社に行くとの

ことで、市民サービスの低下につながると思うが

どうかとの質問に、文化会館の人件費は職員給与

で1,811万4,000円であるが、指定管理者に移行す

れば人件費は550万円弱となる。これは、行財政改

革大綱実施計画の行政のスリム化、民間活力の導

入の趣旨を踏まえて行うので、わくわく新庄と同

様に生涯学習課が常に指定管理者と連携して、適

正なサービスの提供をしていくとの答弁でありま

した。 
  また、委員より、指定管理者制度を活用する場

合は利益追求しない公共団体を指定管理者にすべ

きであるが、指定管理者の選定先をどう考えてい

るかとの質問に、館の特性をよく把握し、市内に

事務所を有する法人または団体であることが要件

であり、審査会による審査を得て選定する。審査

会は２回を予定し、１回目は書類審査、２回目は

プレゼンテーションによる提案に対する審査で、

適正かつ正確にこの文化会館を管理運営できるも

のと認められた団体にお願いする考えであると答

弁でありました。なお、生涯学習課より、審査委

員の選任については、公平に委員の選任を行い、

その方々から判断を仰ぐとのことであります。 



  委員より、施設を公的な行事等で市が使用する

必要がある場合には優先的な使用を約束できない

かとの質問に、通常は６カ月前から使用申請とな

るが、その場合は申請期間に関わらず、開催日な

どの利用日がわかった時点で連絡いただければ押

さえる取り扱いをしているので、その点について

指定管理者と締結する協議に入れ対応したいとの

答弁、また委員より、現在文化会館臨時職員の雇

用について、指定管理者が雇用することになれば

結構だろうが、どう考えているかとの質問があり、

使用料関係、文化会館の施設に精通しており、新

たな指定管理者が決まった段階での話し合いでは

あるが、要望は申し上げるつもりとのこと、その

他事務管理費の質問、審査会に関し公平な委員の

選任の答弁が必ず実行されるよう要望がありまし

たが、採決の結果、賛成多数で議案第43号は原案

のとおり可決すべきと決しました。 
  以上、文教厚生常任委員会に付託されました案

件の審査の経過と結果について報告を終わります。

よろしくお願いいたします。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議案第41号新庄市消防団条例の一

部を改正する条例の制定については委員長の報告

のとおり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） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第41号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第42号新庄市立学校設置条例の一部

を改正する条例の制定については委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  議案第42号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第42号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第43号新庄市民文化会館設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては委員長の報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  議案第43号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第43号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 
 
     産業建設常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 次に、日程第６請願第２号日豪経済

連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書の提出を

求める請願を議題といたします。 
  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求め

ます。 
  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 



   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 
遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございます。

私から産業建設常任委員会の審査の経過と結果に

ついて御報告申し上げます。 
  本定例会において当委員会に付託された案件は

請願１件であります。 
  委員会報告に先立ちまして、請願中に度々出て

くる、いわゆる横文字の略称について改めて確認

をいたしたいと思います。ＥＰＡとは、エコノミ

ック・パートナーシップ・アグリーメント、すな

わち経済連携協定といい、協定構成国間での物や

サービスの貿易自由化だけでなく、投資の自由化、

人的交流の拡大推進等幅広い分野を含む協定のこ

とをいいます。また、ＦＴＡとはフリー・トレー

ド・アグリーメント、自由貿易協定を意味し、協

定構成国のみを対象として物やサービスの貿易自

由化を行う協定のことであります。 
  それでは、産業建設常任委員会の経過を報告い

たします。６月14日午前10時より市役所３階議員

協議会室において委員６名全員、また農林課の関

係職員の出席をいただき審査を実施いたしました。 
  初めに、農林課より、日豪経済連携協定（ＥＰ

Ａ）交渉に関する現在の情勢や背景等について説

明していただいた後に審査に入りました。農林課

からは、昨年の12月に衆議院と参議院の農林水産

委員会において決議された内容について紹介があ

りました。１番目に、米、小麦、牛肉、乳製品、

砂糖などの農林水産物の重要品目が除外または再

協議の対象となるよう政府一体となって全力を挙

げて交渉すること。２番目に、現在進行中のＷＴ

Ｏの交渉や米国、カナダ等との間の農林水産物貿

易に与える影響について十分留意すること。３番

目に、交渉に当たっては交渉期限を定めず、粘り

強く交渉すること。万一我が国の重要品目の柔軟

性について十分な配慮が得られないときは、政府

は交渉の継続について中断も含め厳しい判断を持

って臨むこと。４番目に、交渉を進める中におい

ても、国内農林水産業の構造改革の努力を加速し、

国際競争力の強化につながるよう全力を挙げると

ともに、交渉の帰趨いかんでは国内農林水産業、

関連産業及び地域経済に及ぼす影響が甚大である

ことを十分に踏まえて政府を上げて対応すること

の以上４項目について決議されているということ

でした。また、政府は経済諮問会議における基本

方針、骨太方針2007の原案について了承していま

す。その中で、ＷＴＯ、ＦＴＡ交渉では、対象品

目のしぼり込みや関税の削減の主導権を発揮する

こと、交渉の結果、国内に影響が出るときは計画

的な措置をとり、国内の対策も検討していくとし

ています。日豪ＥＰＡ交渉において関税が撤廃さ

れた場合には、輸入額の多い牛肉、乳製品、小麦、

砂糖の生産額は約8,000億円も減少することが予

想され、さらに米をはじめ他の農林水産品や関連

事業への影響を加えると、さらに影響は大きくな

るとの説明でした。 
  委員からは、請願の内容については賛成だが、

請願の趣旨は米をはじめとする農林水産物の重要

品目を除外の対象にしてもらいたいということだ

と思うので、再協議という言葉は生ぬるい気がす

るため、除外という表現だけでよいと思う。また、

この文章は全体的にやわらかい表現で、国で進め

ようとしていることについて賛成している文章で

あるが、この意見書については強く表現していっ

た方がよいという意見がありました。 
  他の委員からは、ＥＰＡ交渉で合意すると関税

が撤廃され、消費者にすれば農林水産物の価格が

安くなりよい面もあるが、それでは農業経営が成

り立たなくなり、農業従事者が大変になるという

ことで請願には賛成です。今回の提出者は平和セ

ンターですが、このような内容であるならば、先

に農業団体から出るのが妥当ではないかといった

意見もありました。 
  また、他の委員からは、意見書の文言は除外と

いうことだけにしたらよい。海外に多くの食料を

依存している日本にとって、食の安全、安心とい

うことからも再協議という部分を取り除いて強く



表現していった方がよい。提出の時期も少し遅か

ったと思うなどの意見が出されました。 
  その他反対の意見もなく、採決の結果、全員異

議なく採択すべきものと決しました。 
  以上で当委員会に付託された案件の審査の経過

と結果について報告といたします。よろしくお願

いいたします。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） ただいまの委員長報告で

は私がやわらかく出した請願にも関わらず、もっ

と強く出せというような状況で大変心強く思った

んですが、そういう意味合いでは日本の農業が本

当にどうなるのかということの心配は、度々請願

として出させていただいております。これは、自

主的に農家の本人が事業をしている方々が大変言

いにくい面もあるというふうに思います。農家の

人ともいろいろおつき合いしていますと、そうい

う懸念が多く出るような感じもありましたし、そ

ういう意味合いではやはり第三者に立った私ども

が出せば大変いいのではないかということで出さ

せていただいたところであります。今言いました

ように、世界の経済はＷＴＯを中心にして発展し

ていますから、そういう意味合いではそれを否定

することはできないのでありますが、日本の経済、

日本の農業の将来をやっぱり考えた場合は、これ

らを出しておかないと大変なことになるというこ

とで出させていただいてございます。産業建設委

員の皆さんには、大変過分な御配慮をいただきな

がら、決定させていただいたということですから、

私も力強くこれからも支援をするということで、

委員会の皆さんに感謝を申し上げたいというふう

に思います。 
  以上です。 
中川正和議長 他にありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  請願第２号日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に

関する意見書の提出を求める請願は委員長の報告

のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第２号は委員長の報告のとおり採択されました。 
 
 
  日程第７議案第４４号新庄市公共 
  下水道根幹的施設の建設工事委託 
  に関する協定の締結について 
 
 
中川正和議長 日程第７議案第44号新庄市公共下水

道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の締結

についてを議題といたします。 
  本件に関しましては既に説明が終わっておりま

すので、直ちに質疑に入ります。質疑ありません

か。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） この相手先が日本下水道

事業団ということですが、下水道公団だかどちら

か名前が違ったのかわかりませんが、談合で問題

になった団体名がこれに非常に近かったような気

がするんですが、そういう問題になったことのあ

る団体ではなかったのかということ、なぜこの団



体なのかということひとつ。 
  それから、これがよく言われる特殊法人という

ようなものなのか。そうしますと、この理事長な

どが高級官僚の天下りになっているのか、またや

めたときはよく問題になっております高い退職金

をもらっている、もらうことになる、そういうよ

うな方々なのか、このことについてまずお聞きし

たいと思います。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 下水道事業団でございますけ

ども、談合の団体なのかという話ですけども、一

応発注者という形になりますので、談合に直接関

わるということはない団体であります。 
  あと特殊法人でありますかという話ですけども、

日本下水道事業団については、これまでは国とか

市町村が出資して構成されている団体でありまし

たけども、平成15年からは国の補助が支援がなく

なりまして、出資がなくなりまして、今現在は県、

市町村が出資しておられる地方公共団体と、こう

いう団体になっております。 
  それから、天下りの話でございますけども、確

かに今の理事長さんは建設省で入所されまして、

下水道事業団の副理事長を経て今理事長になって

おられる方でございます。天下りかといえば、こ

の状況からいくとやっぱり天下りになるのかなと

いうことだと思います。 
  あと退職金等につきましては、これは個人情報

に当たるのかなというふうに思っておりますので、

当然先ほど申し上げましたとおり、下水道事業団

では評議会というものを構成しておりまして、当

然ここに関わる県知事とか、それから市町村長さ

ん、この辺で構成される評議会でございますので、

そのあたりで今盛んに天下りされた方の退職金

云々ということでやっぱり今騒がれておりますの

で、当然その評議会の方でその辺は目は光らせて

いるというようなことだと思います。 
  あと地方共同団体、これ間違いない。申し訳ご

ざいません。地方共同法人という形になっており

ます。よろしくお願いします。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 金額が大きくて、それが

１つの団体に行っています。よく聞きますと、そ

れは発注者になって新庄市にかわって地方共同法

人としてやるんだと、やってくれるんだと、お願

いするんだという話のようです。その先、談合に

直接関わらないというお話でしたけど、新聞で確

か請け負う企業同士が談合していた、それが下水

道公団だか下水道事業団だかが発注した、だから

そこも関係があるというふうに出ていたような気

がするんです。これは確かなのか、本当この団体

だったのか、もう一度お聞きしたいし、さらにそ

うでなかったとしたら、そういうことが今後絶対

に談合させないというためにどのような防止策が

そこでは打たれているのか。例えば新庄市であれ

ば、一般競争入札とか、予定価格の事前公表とか、

努力をしてきて少し入札率が予定よりも下がって

節約になったということがあったような気がしま

すが、そのお金、そういうことがどのようにこの

団体ではやられるのか。また、もしも節約になれ

ばこのお金はすべて私たちの税金でありますので、

新庄市に返していただきたいわけです。その手立

て、それはできるのか。 
  そしてまた、退職金ですが、やはり私たちの大

切な税金です。そして、新庄市が特に山形県で一

番財政がひどい、厳しいと言われる新庄市です。

この新庄市がこの大変大きなお金を出すわけです

から、その退職金については出さないでいただき

たいと、出す金があれば新庄市に返してもらいた

いと、そういう厳しい申し入れをしていただきた

い。その点についてどうでしょうか。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 大分前、過去には下水道事業

団がらみで、そういう談合というよりも先ほど申



し上げましたとおり、受託者側の方で業者さん側

の方でそういうのあったということだと思います。

あとごく最近では、事業団ではありませんけども、

名古屋市さんあたりの下水道の工事の中でそうい

う談合事件があって、今公取委が入っているとか、

そういうさまざまな情報があるということは私の

方でも認識しております。今回の下水道事業団で

入札するあれですけども、一般競争入札をやって

いただく予定にしております。それから、新庄市

では予定価格公表しておりますけども、下水道事

業団については単年度で１工事２億円以上のもの

については、新庄市の方でぜひ新庄市公表してい

ますから公表してくださいということであれば公

表するというようなこと言っておられます。ただ、

今回年度で１単位で２億円という工事は今回該当

いたしませんので、事業団の方では今回は公表は

しないということにしておるそうでございます。 
  あと入札差金でございますけども、これは議員

言われるように、差金が出てきたら市に返してい

ただくという方法は当然だというふうに思ってお

ります。ただ、今回下水道事業については、今回

の案件については19年度、20年度の案件でござい

ますけども、引き続き24年度までまた事業計画、

改修計画持っておりますので、この辺との差金を

ただ新庄市いただくというのでなくて、次の工事

を前倒ししてそこに使おうかなということも今私

の方でも検討しております。この辺については、

新庄市の財政状況の方も当然ございますので、そ

の辺は政策経営課と十分協議いたしてその辺対応

したいというふうに思っております。 
  あと退職金出さないように申し入れしてくださ

いという話でございますけども、これは新庄市は

先ほど申し上げました評議員にもなっておりませ

んし、先ほど申し上げましたとおり、県、それか

ら市町村で構成されている評議員会ってあります

ので、今大変先ほど申し上げましたとおり、こう

いう行政法人等の特に天下りの方の退職金云々に

ついてはいろいろなことで注目されておりますの

で、そのようなことで相当抑制されるんではない

かなというふうに私も思っております。新庄市の

方から特別に申し入れして、退職金出すなという

ようなことはちょっと違うのかなというふうに私

は思っております。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） できるだけこのお金は、

新庄市民の血税です。1,000円の税金を出すのもつ

らい思いをして出しておられる方がたくさんおら

れます。そのお金を使うわけですから、できるだ

け節約させるように入札のあり方を絶対に談合が

できないようにというか、しないように最大のや

り方でやっていただくように言っていただきたい

と思います。考えられるだけの最大のやり方でや

っていただきたいと。そして、もちろん返してい

ただきたいと。そして、返していただくその先に

ついては、もちろん新庄市で考えていいんですけ

ど。 
  それから、退職金のことですが、新庄市は評議

員になっていないということで意見は言う立場に

ないというお話のようですが、しかしお金はこん

なに出さなきゃいけないんです。ですから、お金

もやっぱり出すときには人にも会いますし、団体

にも会うわけですから、やはり新庄市の市民の声

として、担当者として、課長として、あるいは市

長として、やはり団体に対してお金を出す限りは、

こういう意見があるから出さないでいただきたい

という市民の願いがあると、ぜひ機会をとらえて

言っていただく、それは当たり前じゃないかと思

いますが、いかがでしょうか。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 前段の当然下水道の１つの経

営というようなことで考えてやっておりますので、

1,000円も無駄にするなということについては、そ

れは当然だと思います。そこは、十分検討してい

きたいというふうに思います。ただ、退職金等に



ついては、先ほども申し上げましたとおり、そう

いう評議員というのありますので、ただ議員言わ

れるみたいに下部組織じゃないですけど、下水道

協会とかそういうのもありますから、そういうよ

うなところを通じて一応新庄市の方のそういう話

もありましたというようなことでお話はしていき

ます。それで  してください。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 今回４億何がしで今佐藤

議員の御質問聞いて、下水道事業団で直接事業や

るのでなくて、他の業者に発注すると、こういう

お話だったんですが、このずっと添付の資料の中

で、地元の企業でできるものがなかったのか、な

いのか、何かあるような気もちょっと一部見受け

られるんですが、そのときはどういうふうに対応

なされるのか。 
  それから、こういうふうに数字がずっと積み上

がってきたんですが、その積み上げをした事業内

容の根拠、これを下水道課の方ではどういうふう

にチェックなされたのか。ただ、一方的に下水道

事業団ですか、そこで出してよこしたのをそのま

ま引き受けたのか。なされたとすれば、具体的な

内容はどういうものであったのか。 
  それから、いずれこれは完成するんですが、完

成したときの検査というのはどこでなされるのか。

事業団で発注なされますので、事業団でやるのか。

金は、新庄市の下水道課で出すわけ。下水道課で

出すということは、市民が出すわけ。その検査と

いうのはどこでなされる。ただ、事業団に委託し

て、事業団が発注して、事業団が検査したものを

市がそのまままともに受けとめて金を支払うのか。 
  それから、３月の予算委員会で私いろいろ申し

上げましたが、御答弁によりますと、機種の選定、

これは下水道事業団の一方的なことでなく、下水

道課でも実証実験などを今までもやってきた経緯

があるので、下水道事業団に逆提案していきたい

と、こういう御答弁いただき２６ました。そして、

その機種の選定によって何千万、そしてうん千万

経費が下がるということで、それを進めておりま

すと、こういう答弁なされたんですが、その機種

の選定というものはどういうふうになされて、う

ん千万というものはどのぐらい、うん千万と言え

ば常識的には4,000万とか6,000万ぐらいがうん千

万と言われるようなんですが、その辺どういうふ

うになされたのか。また、逆提案なされた機種、

まずその点お伺いします。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 １点目の今回の下水道事業団

に発注するに当たって、地元企業が参加できない

かということでございますけれども、はっきり申

し上げまして、地元企業では今回元請として参加

することはできませんというよりも、機材自体つ

くっておりませんので、できないということが正

解だと思います。ただ、現場において、例えば配

管工事とかそういうものについてはできる業者さ

んもおられますので、ぜひその辺は配慮してほし

いというようなことで事業団の方に申し入れをし

ております。そのための打ち合わせも近々やる予

定になっております、発注前に。このように予定

しております。 
  それから、事業団の言い方は悪いですけども、

言いなりになってこうした設計を上げてきてこう

いう発注となってんのかという話ですけども、そ

うじゃなくて、今の処理場の流入水量、入ってく

る水量が増えているということと、それからあわ

せましてもうできてから施設が18年以上たってい

ると、いわゆる老朽化しているということもござ

いますので、一つ一つのリストをつくりまして、

その中で、ああ、この機械はもうだめだね、この

電気はだめだねと、こういうところをピックアッ

プいたしまして、それをもろもろ組み合わせまし

て、一応補助事業の採択受けられるような基準に

立ち上げまして今回の発注行為に至っております。



ですから、事業団の方から上がってくるんでなく

て、私どもの方から、市の方からこことこことこ

こをしなきゃならないというようなことで、事業

団の方には新庄市の方が要請をしてこのようなこ

とにしております。当然できたもの、設計書等に

ついては私どもの方でチェックさせていただいて、

なおかつここはおかしいんじゃないのというとこ

については直させていただいております。 
  それから、検査はどこでやるのですかという話

ですけども、検査については当然私のとこの方で

専門的な知識、電気関係も含めて、機械関係も含

めておられませんので、一応検査については事業

団の方にも検査部局ございますので、その部局の

方に来ていただいて検査を行うと、その場合市の

方の検査員も立ち会うと、今まで従来そのような

やり方でやっております。 
  それから、３月の予算委員会で機種の選定で私

確かに申し上げました。それで、今回その新庄市

からの逆提案といいますか、させていただきまし

て、この案が事業団でも審査委員会等ありまして、

通りました。それで、その部分については、ここ

の参考資料にもございますけども、機械設備の方

の汚泥濃縮設備とありますけども、ここの部分に

ついて下水道事業団で提案されたものじゃなくて、

現実に２年前から私の方の処理場で新庄市の汚泥

を使って現場でずっと実証実験やってきました。

その結果、大変操作もし易いし、電気料等も余り

かからないということでございますので、逆提案

させていただきまして、それが通ったというよう

なことでございます。それについては、幾ら今度

安くなるのという話ですけども、それは入札をや

ってみなきゃわかりませんけども、今現在設計等

においても、事業団から上がってくる設計等につ

いても、従来下水道事業団が提案された金額から

は相当安く今なっております。恐らく入札されれ

ばまたそれ以上にぐっと安くなるというようなこ

とで私どもは考えております。ここではまだ入札

しておりませんので、どのくらいになるかちょっ

とわかりませんけども、事業団から提案あったも

のよりは比較すると相当安くなっているというふ

うに私は認識しております。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１１時００分 休憩 
     午前１１時１３分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 先ほどの御答弁で、地元

企業にできるものは今回はできないと、ただし現

場の工事の中で配管とかそういう仕事もあるので、

下水道事業団、そして発注サイド、受注する業者

の方で配慮してもらいたいと、こういうことを要

望しているという御答弁なんですが、これは課長、

ぜひどなたが受注するかはわからないけれども、

下水道事業団の方へ条件つきの何かそういう入札

の際に言ってもらうということはできっかできな

いか。 
  それから、水量もだんだん、だんだん増えてお

るんで今回やるんだと、そしてそのリストを一つ

一つつくったんだと、そしてそのリストの中でも

補助事業の採択なるようなリストをつくったと。

リストをつくったとなれば、こういうものをつく

る、こういうものをつくると、これは確かにリス

トつくったわけよ。ところが、そのつくったもの

のそれをどのぐらいでできっかできないかという

いわゆる機種のコストとか仕事の事業量のコスト、

これを市の方ではどういうふうに積み上げたのだ

かと。ただ、下水道で言ったとおりの、この仕事

はこのぐらいかかりますよ、これにはこれかかり

ますということで市の方で４億何がしを支出しよ

うとしているのか。 
  それから、チェックは市でやるというようなお

話で、検査は専門的知識ありませんので、事業団

でやる。ただし、市が立ち会うと。知識もなくて、



チェックもできなくて、検査もできなくて、何で

きるんですか、立ち会って。ただ立ち会うだけで

すか、漫然と。立ち会うということは、これはち

ょっとおかしいじゃございませんか、これはちょ

っと変ですよとかと、市の方で立ち会った人が指

摘してこそ初めて立ち会った価値が出てくる。何

にもできなくて、全部下水道事業団、今の答弁に

よると専門的知識も何にもないんだから事業団で

やるんですよと。何のために立ち会うんですか。 
  それから、機種の選定も汚泥の濃縮設備、これ

を今回市の方で逆提案やったと、こういうお話な

んですが、事業団の方で示された機種というのは

どういうものであったんですか。そうでないと差

が出てこないわけ。事業団ではこういうものを示

されましたが、私どもでは長年の実証的経験より

こういう機種を使ってくださいと逆提案したと、

そこで初めてうん千万という価格の差が出るわけ。

その辺事業団ではどういう機種をお示しになった

のか。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 入札制度等については、その

前段として先ほど渡部議員が言われるように、条

件つき云々となりますと、いろいろ問題もござい

ます。官制談合と言われかねないものもございま

すし、その辺いろいろ問題がございます。それで、

一応そういう法に照らし合わせて、抵触しない方

法のやり方としてどういう方法がありますかとい

うようなことをお聞きしながら、じゃこの方法で

やりたいというようなことで私の方で提案をして

おります。そのものについては、入札する前に事

業団さんの方に一応要請いたしまして、事業団さ

んの方としては直接業者さんではございませんの

で、その業者さんの方に、落札された業者さんの

方に一応お願いをするというような立場でやって

もらう他ないのかなというようなことで今考えて

います。やり方としては、いろいろ仕様書にこう

いう新庄市のできる業者を使ってくださいという

ようなことが可能なのかどうなのかということも

検討いたしましたけども、なかなかその辺までい

くと法に触れるものもあるというようなことでご

ざいましたので、強制みたいな形にはなりません

けども、その辺は下水道事業団と新庄市の信頼関

係の中でやっていきたいなというふうに思ってお

ります。 
  あとリスト等につきましても、先ほど申し上げ

ましたとおり、補助事業の採択、55％の補助いた

だけることでございますので、当然採択に向けて

の事業の組み合わせとか、そういうものもござい

ます。先ほど申し上げましたリストをつくり上げ

て、そこから組み合わせて補助採択基準に合わせ

るという作業もございます。そんなようなことを

経まして、とにかく下水道事業団で上げられたリ

ストでなくて、新庄市から要請をして、こことこ

この部分が今ふぐあいあるねと、ここんとこを直

したいねというようなことでつくり上げたリスト

でございますので、その辺は御理解いただきたい

というふうに思います。 
  あと検査員の関係ですけども、市の検査員の立

ち会うといっても、ただ事業団の検査員の検査状

況見ているということばかりじゃなくて、やはり

新庄市としてもお金を支払うわけですから、当然

ここのところはどうなんですかとか、ここのとこ

ろはちょっとおかしいんじゃないですかとか、そ

ういうものは検査員の立場で言えますし、わから

ないことはまた検査員にお聞きしながら、検査員

同志でお話しすることもできるというようなこと

の対応をとっておりますので、その辺も御理解を

いただきたいというふうに思います。 
  あと汚泥濃縮機の機種でございますけども、こ

れについても当然下水道事業団の方から機種選定

がございました。ちょっと大変申し訳ないですけ

ど、今ここに資料を持ってきておりませんので、

後で議員にお示ししてもいいかなというふうに思

っています。当然確かに４つぐらいの……３つか。

３つの機種選定が事業団から提案がありました。



そん中で、いろんな経済面とかコスト、いろんな

ことで今後の維持管理も含めて比較検討して、そ

の中で新たに、うちの方は回転ドラム式というん

ですけども、これを提案して、この４つの中で比

較検討していただいて、一応機種はじゃこれでい

こうというようなことでドラム式を選んだと、こ

ういう経緯がございます。大変申し訳ございませ

んけども、今ここで比較検討した機種、事業団か

ら提案あったの何だというのについては、ちょっ

と資料持ち合わせて今おりませんので、後で打ち

合わせさせていただきたいと、協議させていただ

きたいというふうに思います。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 答弁聞いていると、だん

だん、だんだん心配だというか、不安だというか、

55％の補助をいただくためにいろいろやったんだ

と、それはわかる。組み合わせして、その中で直

したいとことか、こことここだからとやったんだ

と、それはみんなわかるわけ。ただ、直したいと

こをどういうふうに直して、直すための事業とい

うか費用というものはどのぐらいかかるんだとい

うことを下水道課の方ではある程度積算をなされ

たのかというの。ただこれとこれ、こういうの出

して、ただ下水道事業団にぼんとげたを預けたん

だかと、それなりの金銭的な積み上げをなされた

のかなされなかったのかと。今聞いていると、何

かなされないような感じで聞いておったんですが。 
  それから、検査員も機種の知識とか事業内容、

こういうもんはなかなか難しいんだと、こういう

お話なんで、実際私も難しいと思います。ただ、

難しいからできないとは、何億の今これから、十

何億ですか、これからかける金、今回４億何がし

ですが、その辺。その下水道でこれから向こうで

なされる機種の内容とか機種の特徴とか、こうい

うものはこれからでも遅くないから私は知識を勉

強した方がいいんでないかと。それから、事業の

内容もそれなりに技術力を取得して、向こうの検

査員のなるまんまでなく、たまに10回のうち１つ

ぐらいはここはおかしいんじゃないかと、変でご

ざいませんかとかと、こっちの方で市の方で立ち

会ったときに質問できるような知識なり技術力を

持っていないと向こうの言いなりになる。何にも

ないもの、ただ立ち会うだけで。その辺これから

この機種選定したうち、その機種の我々農家でい

うと乾燥機とかコンバイン買うわけです。これは、

こういうものはこういう特徴があると、ここはこ

ういう欠点だってそれぞれあるわけ。そういうも

のを下水道課の職員が勉強するという気があるか

ないか、技術面、そしてその機種の知識も。 
  それから、下水道では３つの機種を示されたん

だと、市では１つ上げて４つになったんだと、そ

の中で市の方の提案なされた機種を選定してもら

ったと、その中でどのぐらい安くなったかと、３

月の答弁ではうん千万円安くなるという答弁いた

だいているわけ。この議事録さ書いているわけで、

どのぐらい安くなったのか。果たしてうん千万と

いうものはなったのかならなかったのか。ならな

いとすればならない理由は何であったのか。 
  以上です。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 いろいろ御質問またありまし

たけども、一応私どもの方で事業団に委託すると

いう趣旨は、今議員さんが言われるように私の方

は人事異動もあります。その中で、やっぱり電気

関係、機械関係スペシャリストです。こういうも

のを短期間で習得するということは、現実に私は

無理があろうと思います。その上で、こういうと

ころを指導、建設、設計に携わるスペシャリスト

が集まっている事業団に委託すると、これが趣旨

ですので、私は何ら間違ってはいないのかなとい

うふうに思います。新庄市でこれ自前でやろうと

すれば、そこまで100％ならなくても、10％でもや

ろうという努力は当然しますけども、していきま

すけども、現実にやっぱり無理があるんではない



かなというふうに思います。ただ１点あります。

それは、下水道の今浄化センターを管理している

山形県上下水道施設管理という会社ありますけど

も、そこでの作業をやっている方、かなりの今資

格等も持っておりまして、いろんな今回の設計に

当たっても必ず立ち会っていただいて、その上で

こういう積み上げなども行ってきているという現

状があります。この方々については、資格はもち

ろんですけども、いろんな現実に機械動かして運

転しているわけですから、機械の長所、短所含め

てその辺把握しておりますので、その辺の意見を

取り入れながら、今回のこの建設工事に立ち向か

うということで御理解いただきたいというふうに

思います。 
  あと機種選定の方についてもまた振られました

けども、これについても先ほど申し上げましたと

おり、機種選定するに当たってはいろんなコスト

とか価格面とかそういうの全部載っておりますの

で、先ほど申し上げましたとおり、今資料を持っ

てきておりませんので、その一覧表を後で見てい

ただきたいというふうに思います。それで御理解

いただきたいというふうに思います。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） 簡単に端的にお聞きした

いと思います。 
  本市は、専門的な技術的面も含めましてノウハ

ウがないから事業団の方に委託するというような

今までのお話のようです。この事業団に委託をし

たものでないと、国の55％、この補助事業として

の採択を受けることができないのかどうか、まず

１つ。 
  それから、２点目として事業団に支払うべき手

数料、要するに委託料です。というのはあると思

います。これは、いかほどにこの契約を、委託契

約を結ぶ際に発生するのかどうなのか、全くしな

いのかどうか。 

  それから、３点目ですけども、入札、要するに

発注時に、もう発注元というのは本市であります

ので、この新庄市から入札立ち会い、これらはき

ちんとされるとは思いますが、その３点お願いし

ます。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 第１点目、事業団に委託しな

いと補助採択にならないのかということですけど

も、決してそうではありません。場所によっては、

先ほどの渡部議員さんが言われておりましたけど

も、何十年と処理場一本でやっているという職員

も他の市町村ではおられますので、そういうとこ

ろについては事業団に頼まないで、直接設計会社

さんに頼んで、一応建築設計の管理も含めてやっ

ていただいてもらっているというところもござい

ます。ですから、必ずしも事業団に頼まないから

補助を受けられないという制度ではございません。 
  それから、２点目の手数料でございますけども、

これは手数料という言い方じゃなくて管理諸費と

いうようなことになっております。例えば工事に

ついては、５億円以内であれば工事費の5.3％以内

です。それから、設計等については委託料の10％

というような形になっています。なお、工事につ

いては５億から10億についてはまた若干比率違い

ますけども、また何％というようなことでなって

いますけども、このような状況になっております。 
  あと入札立ち会いあるんですかということです

けども、入札含めて事業団の方にすべてお願いし

ておりますので、こちらの方から立ち会うという

ことはございません。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 



   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第44号新庄市公共下水道根幹的施設の建設

工事委託に関する協定の締結については原案のと

おり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第44号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第８議案第４５号平成１９年 
  度新庄市一般会計補正予算（第２ 
  号） 
 
 
中川正和議長 日程第８議案第45号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 
  本件については既に説明が終わっておりますの

で、直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 12ページの学校図書館支

援センター推進事業についてです。これは、全額

国庫負担のようですが、永久にできるのかという

点と、それから対象はすべての学校かということ

をまずお聞きします。 
山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 
中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 学校図書館支援センター推

進事業は、平成18年度、19年度、20年度の３カ年

に限っております。それから、すべての学校とい

うふうな御質問でしたが、研究協力校５校の学校

図書館への配置になります。ただし、新庄市では

これを中核としてすべての学校に図書館支援とい

うふうな部分で考えております。 
  以上でございます。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） そうしますと、国の方は

３年のみということで、お金がなくなった後は補

助がなくなって、市もやめることになるのでしょ

うか。というのは、これはとてもいい中身だと思

うんです。読み聞かせだったり本の貸し出しだっ

たりということを、先生たちだけでは手が回らな

い今の現状だと思いますので、支援員の方をお願

いするということだと思うんです。それは、これ

からの子供たちにとってとても大事ないいことだ

と思うんです。特に関係者にお聞きすると、読み

聞かせを一斉に学校でやった学校などでは、子供

の授業での落ちつきが出ているというふうに聞き

ました。ちょっと違うことに、子供にとっては違

うものでありますが、共通した心のいやしという

か、安定といいますか、学力といいますか、そう

いうのがつけられるのかなと思って、そういう意

味では永久に続けていただきたいし、充実させて

いただきたいと思うんですが、３年終わった後も

ずっと続けるような立場でやっていけるように考

えていただきたいんですが、いかがですか。 
山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 
中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 議員がおっしゃられたよう

に、成果がかなり上がっております。ぜひこれの

似たような事業がありましたら、手を挙げて継続

していきたいというふうに考えております。ただ、

学校図書館支援センターというふうな形で新庄市

図書館を位置付けておりますし、支援員、学校図

書館員としてボランティアというふうな形で学校

図書館の機能を強化するために行っております。

これらの市民のボランティアも含めまして、市全

体でやはり考えていかなくてはならない事業だな



というふうに考えております。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 今のことで大変そのとお

りだと思います。この日々雇用職員というのが市

の直接の雇用職員になっているようなんです。こ

れは、私は市の直接の責任でやるというのは大事

なことなんでないかと思います。というのは、今

何でも民間委託、民営化ということで強く進めら

れてはきていますが、その結果が実はコムスンの

ようなあの結果になってしまっているし、あるい

はまたつい最近寒河江市のある事業者が破綻した

そうですけど、そういう意味ではその影響たるや

必要とされている方々の大変な困難な何か大変さ

を招いていると思うんです。そういうことなく安

定してそれを受ける市民、子供たちが安定して受

けられるようにやっぱり市が責任持ってやってい

く、そういう職員を配置していくというのが基本

として私はやり方としてもいいことだと思います

が、いかがですか。 
山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 
中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 先ほども申し上げましたよ

うに、この関連事業がありましたら、積極的に手

を挙げて継続していきたいというふうに考えてお

ります。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） ８ページですが、県の支

出金の中で572万9,000円、教育費の委託金、これ

見ますと、説明欄には問題を抱える子ども等の自

立支援事業の委託金、そしていじめ防止にみんな

で取り組む学校づくり推進事業委託金、また栄養

教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携による

食育推進事業委託金等ということで572万9,000円、

これありますが、お伺いしたいのはこの１点です

が、このいじめ防止、それから問題を抱える子供

らに対する自立支援というのは、県から支出金が

出たからというんでなくて、もう年度当初でもこ

れもうなっているとは思うのですが、このお金を

最大限利用、その予算編成の段階で、これは県か

らのこういうふうな支出金が出たからこういうふ

うにするというんじゃなくて、その部分のそのい

きさつをまず最初にお伺いしたいというふうに思

います。 
  そして、これの支出の方を見ますと、ページが

11ページからになりますが、学校教育の指導事業

費等々という状態で、問題等を抱える自立支援の

委託金をいただいているのがどこらに該当するの

かという部分がちょっと見当たらないようなので、

この部分も含めてどういうふうになるのかをまず

お伺いしたいというふうに思いますし、先ほど学

校図書支援センターの推進事業等は、前回私も一

般質問でさせていただきましたけども、よく聞い

ていないのかなというふうに思うのですが、浅井

主任さんが手を挙げて推進事業、県、東北の中で、

高畠とですが、県では２地区の推薦事業がなって、

県北の新庄市の北部の５校ということでやって、

３年間のということで沼田小学校の成果等を見る

ことができるような状態で、今もう全然聞いてい

ないんでないかなというふうに思いますが、そう

いうふうに話になった経過があるんですが、山川

課長の方にしてはそれに関連するまたいろんな部

分で手を挙げて、いろんな部分をやっていただき

たいと、それはもう積極的にやっていただきたい

なというふうに思うのですが、この予算の組み方

です。年度当初こういうふうな部分に対する事業

の県の支出金が来たからまたやるんじゃなくて、

もう当初組んでんでしょうけれども、その部分を

あらかじめこういうふうな項目を上げたというこ

とはどうなのかという点１点お伺いしたいこと。 
  もう一つは、８ページのその寄附金です。児童

福祉の向上のためにということで、確か個人名を



上げられたのかな。阿部さんという方から200万を

いただいたという話をお伺いしておりました。こ

の時期はいつなのか、そしてこの200万の今度その

次の９ページの方にその200万の構成というか、出

し方として児童行政事業費、備品購入等が60万、

そして児童母子措置事業、母子生活の支援補助金

100万、これはもう有益な支援としてのいろんな部

分なのでしょうけども、具体的にはどういうふう

にこのお金は使われるのか。あとは40万、備品等

ということになっておりますが、例えば先ほどの

教育関係も児童福祉の向上ですが、それぞれ母子

家庭もそうですし、共稼ぎ等でもそうですし、会

社がぐあい悪くなってしまって、子供の教育費が

払えなくなって、一部市からのいろんな部分でと

やっていられる方々もいらっしゃるわけです。そ

ういうふうな人方に対する心のその小さい子供の

心を鑑みたときに、こういうふうな部分というの

はその児童福祉の向上のための阿部さんという個

人的な名前ですが、そうやっていただいたその金

というのは、そのところに対するその子供の思い

というのはかなりそれによって強くなる子供もい

ますし、それになっていろんな卑屈になる子供ら

もいらっしゃるような状態があるんで、そういう

ような部分との兼ね合いは、この200万の寄附金を

いただくときに話し合いになられたのでしょうか、

どうでしょうか。要するにこの200万というのは、

児童福祉の向上に使ってくださいと言われたその

意図をいついただいて、どういうふうにそこのと

ころを有効にという部分をされたのか、再度、前

回もちょっと触れたのですが、その点も含めてお

伺いしたいというふうに思います。 
山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 
中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 議員の最初の質問でござい

ますが、議員のおっしゃるように、当初予算に必

要で上げておりました。県の事業が通るか通らな

いかまだはっきりしていなかった模様で、通った

時点で予算をそちらの方から出すというふうな形

になっております。 
  以上です。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 寄附金とその使い道につい

てでございます。先月阿部さんが直接福祉事務所

に100万円を持っておいでになりました。それは、

母子家庭のために使っていただきたいということ

でうちの方で受け取ったわけでございます。具体

的には、阿部さんがおっしゃるには、阿部さん自

身が戦後に米をいただいて大変ありがたく思った

というようなことで、米を配布していただきたい

という具体的な提案がございました。わかりまし

たと、100万円をいただいたわけですので、市長と

感謝状を持って御自宅に伺ったわけでございます。 
   （「200万じゃない。100万じゃな 
     くて200万」と呼ぶ者あり） 
矢口 孝福祉事務所長 ええ、この次お話しいたし

ます。感謝状を持って市長とお伺いしたわけです

が、その際もう100万円を寄附をするというお話が

ございました。それは、いろんなお話の中で子育

て支援のために使っていただきたいと。具体的な

話としては、うちの方で放課後児童の関係でテレ

ビが欲しいということで、これは社会福祉協議会

からも希望されておりましたので、じゃそういう

形でテレビとあとは跳び箱等の遊具が壊れている

ということのお話もいたしまして、じゃそれにお

使いくださいということで、寄附された阿部英男

様の御意向によるということでございます。 
  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 使われ方は、もう大いに

そういうふうにして結構なのですが、今の母子家

庭の生活支援補助金等に100万を使うということ

で、具体的にどういう、例えばの話でさっきも話

ししましたけど、教育委員会の方の話としてもや

っぱり子供、小学校の子供さん方の給食費等々が



払えなくてという方々もいらっしゃって、その子

供のちっちゃな思いとしては、やっぱりメンタル

的にはかなり窮屈さを担っている、お父さん、お

母さん方のいろんな部分を見て子供は育つわけで

すから、そういうような部分も母子家庭の生活支

援の方にこういうふうにどう役立っているのかど

うなのか、この具体的な使い方と、最初100万でそ

ういうふうにしてもらって、またもう100万そうい

うふうな部分に使ってもらいたいという意向を、

例えばの話で今回だって新庄市としては行財政の

いろんな部分で今大変な状況下ですから、こうい

うようなこともしたい、こういうようなこともし

たいというけれども、予算が措置伴わないから削

られている部分がいっぱいあると思うのです。そ

ういうような部分が例えばの話で具体的に項目が

羅列されて、もしかしてこういうようなことあっ

たならばこういうふうに使いたいなということだ

ってあると思うのです。ですから、これは今の話

をお伺いしていますと、阿部さんの意向ですとは

言うけれども、阿部さんに誘導してこういうよう

なものに使わせてくださいというのは、市の福祉

事務所の方で言われたから、じゃそのとおり使っ

てくださいと言ったんであって、福祉向上のため

だからこういうようなことに使ってもらわしても

らっていいでしょうかと言ったら、そのとおりお

願いしますと、こう言うと思うのです。ですから、

その部分のランク付けというか、大変な状況ん中

でのいろんな部分のとらえ方、決して悪いとかと

いう意味じゃないんです。優先順位がもう少しも

っといいところもあって、検討を加えることがで

きなかったのかなという部分とこの母子支援とい

うのはどういうふうなところに使われたら100万

円なのかということをまずお伺いしたいのです。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 母子支援の関係からお話し

いたしますが、阿部さんのお話では、もし阿部さ

ん御自身が元気なら自分でそのお米を配達したい

という話ございました。具体的には、母子家庭の

方々で所得が低い方、児童扶養手当をもらってお

られる方が現在約350世帯ほどございますので、そ

の辺を検討しながら、私たち職員でお米を配布し

たいというふうに考えております。 
  それから、もう一つの児童支援の関係ですが、

前の５月の臨時議会でも議員からいろいろお話が

あったわけですが、今回も具体的に阿部さんとお

話をして、阿部さんとお話をした結果、テレビあ

るいは遊具に使わせていただくということで了解

を得ているということでございます。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） それでは、今の母子家庭

に対する支援というのは、350世帯ほど母子家庭が

いらっしゃるから、そこに担当の皆さんがお米を

配るという阿部さんの意向を酌んでということで

いいのですね、認識は。ただ、今後いろんなそう

いうふうな部分があって、今も言いましたけれど

も、子供らの授業の例えば食費等々、給食費等も

払えないという家庭だってあるわけです。そうい

うような部分に対する優先順位というか、こうい

うような部分でもしかしてまたそういうような部

分があったらば、この次はここだな、補正今度次

いただいて、ここ何としても通したいなとかとい

うその優先順位みたいのがあってもしかるべきな

のかなという思いがあって、ですからそういうよ

うな部分でお伺いしたいのであって、その部分を

もう少しやっぱり今度次の場合には考えてもらい

たいなという部分があるのです。 
  と同時に、もう一回今度今の県の支出金の問題

ですが、572万9,000円ですけども、その概算で年

度当初、このいじめを抱える子供らの自立支援事

業の委託金ということで、この県の支出としては

目的の金をこういうふうに方向付けたお金を570

万何がしを来ているわけですよね。市としては、

教育委員会としては、年度当初としてはその部分

が県の支出金が来るか来ないかまだ当て込むこと



ができませんので、ですからこういうような部分

の目的のためにということは、やっぱり予算措置

はできないと思うのです。今回こういうふうな状

態の目的に対する委託金が来た段階で、この次の

この教育費の支出の方を見てみますと、このいじ

めに対する部分に対する例えばの話で、もう一人

だとか精神的な部分をエスコートする状態のいろ

んな教師だとか加配したり、いろんな部分でやら

れているということは重々わかるのですけれども、

歳入の方にこういうふうな目的のためのいろんな

部分の説明欄があって、この部分を今度使う補正

予算のいろんな部分の段階で、こういうような部

分の項目というのは一言も出てこないわけです、

歳出の方には。ですよね。その部分十分わかるん

でしょう。こういうようなところに年度当初にこ

うやって入っているよという部分はわかるのです

けども、でしょう。要するに最初はいじめだとか

生徒指導のいろんな部分の生徒指導員の協力員、

学校の防犯のためにいろんな部分だってお金も使

わなくちゃないし、ウエアだとか協力員だとかと

配置したりした部分だってこれに該当するからそ

うなのでしょうけれども、書き方として歳出の方

に出てきていないですよね、例えばいじめに対す

る。歳入の方で県の支出金、問題を抱える子供ら

等に対する自立支援の事業に対する委託金ですよ

と、416万も入っているわけです。じゃ、これをこ

の補正の中の支出の欄では、教育という部分で教

育費の中ではその部分が入っていないんですよね。

栄養教諭、食育云々という部分については、その

下の方の94万7,000円については下の方に入って

いるようでありますけれども、こういうふうな目

的のための県の支出金が要するに歳出のところの

項目の中に入っていないとなってくると、じゃこ

れどこにまぶれたのかという部分のこの懸念が生

ずるわけです。ですから、ここらのところは例え

ばの話で問題を抱える子ども等の自立支援事業委

託金416万4,000円、これの支出の部分でこういう

ようなところに該当させていただいて使おうとし

ておりますというそのところはどこに該当するで

しょうか。 
大場和正教育次長 議長、大場和正。 
中川正和議長 教育次長大場和正君。 
大場和正教育次長 問題を抱える子ども等の自立支

援事業委託金等々ですけども、当初予算ではつま

ずきのある児童生徒支援事業費というようなこと

でもって669万2,000円、そこんところに相殺して

いるというふうな形、そこで調整を図っていると

いうふうなことになります。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） そのとおりだと思うので

す。ですから、その部分が歳出の欄にやっぱりこ

ういうふうな状態にしていって県の支出金が出た

段階でこれに充当するだとかというその摘要欄の

ところ、説明欄のところにそういうふうに書かな

いと誤解を生ずると。年度当初ん中で、そういう

ふうなつまずきのある子供らに対するいろんな部

分の支援事業のために年度当初予算を置いている

わけですよね。ですから、そんなところをこうい

うふうなところに充当したという説明欄に書いて

おかないと、歳入の部分で入ってんだがどこに入

っているんだやと、あれはという状態になりかね

ないので、どうかそこらの点十分こういうふうに

してやっていられると思うんですが。 
  じゃもう一点、ついでで大変不調法なのですが、

時間長くなっちゃって、今の子供らが新庄市の経

済のその状況が余り悪化しているものですから、

その子供らの給食費等々の問題等もだんだんと多

くなってきている現状にあることを認識はしてい

るのですけれども、そこらの部分、例えばの話で

さっき福祉事務所の方で200万、阿部さんに対する

いろんな部分で、そういうような部分を少しでも

軽減する状態の児童福祉の向上のためにという部

分に対するそのとらえ方は、200万いただいたとい

う状態ん中では教育委員会の方としてはそういう

ような部分に対する問題意識というのはなかった



のですか、それともそこらに充当できないかなと

かということの考えのテーブルにも載らなかった

のでしょうか、最後にお伺いしたいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 教育の問題でございますが、

先ほどの寄附金と関係ありますので、福祉事務所

に直接おいでになったというふうなことで、福祉

事務所内で検討し、補正予算に盛ったような形で

措置させていただきました。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 私の方から１点だけお聞

きしたいと思います。 
  政策経営課長の方にお聞きしたいんですが、３

月議会で前課長が公共事業というか、今年の冬は

雪が少なかったということで、建設業界が、これ

は歳出の全般的であります。そういうことで、公

共事業をなるべく19年度は早目に出したいという

ようなことを答弁されたかと思います。そういう

状況の中で、今現段階特に土木事業等発注がどの

ように今なされているか。昨年度と比較した場合、

どのような度合いでなされているか、その辺をお

聞かせいただきたいと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 ちょっと詳しい資料を持

ってきていなかったんで、正確な数字はちょっと

述べられないかもしれませんけども、平年よりも

かなり早いスピードで工事の発注がなされており

ます。４月の時点で通常ですと数カ所のところが

10カ所以上、それから５月の段階で通常の1.5倍か

ら２倍のペースで発注がなされてまいりました。

６月に入っても通常ペースでやっていますので、

トータルとしては通年よりも1.5倍から２倍ぐら

いのスピードで工事の発注がなされているという

ふうに把握しております。詳しい数字は、後でお

示ししたいと思います。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 政策経営課長の今答弁で

は、1.5から２倍ほど発注が例年より早目に出して

いるということであります。特に都市整備課長、

土木関係、この辺具体的に発注状況、補正等にも

のっておられる予算もあるわけですが、特にこう

いうものが昨年度より時期的に早目に今年は施し

ているというのがあればお聞かせいただきたい。

そして、またこれからやはり建設業界が本当に公

共事業が年々少なくなってきている中で、やはり

早目の発注、これは職員の対応能力と申しますか、

その辺も加味しながらだと思いますが、その辺も

踏まえて今後の土木事業に関しての考えをお聞か

せいただきたい。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 今回補正に関わります事業

につきましては、やはりできるだけ早期発注とい

うようなことで取り組んでおります。例えば梅ケ

崎吉沢線、こういったものについては当然農繁期

の問題もありますし、改良区等時期的なものも打

ち合わせしながら、早い時期に発注するというよ

うな計画で協議等を進めております。あとまた沼

田角沢線等につきましては、家屋移転等の移転補

償、今回の当初におきまして繰り越し補正させて

いただいたわけですけれども、それらの補償工事

の進展を見ながら発注していくというふうなこと

で、今年度事業を完了したいというようなことで

今回補正をお願いしたとこでございます。 
  あと先ほど言いましたように、農業用水路に関

わる工事等については、やはり農地といいますか、

耕作に支障のないような時期を選んで発注する必

要がございますので、これらにつきましては改良

区並びに今関係者と調整しながら、一部９月以降

の借り入れ後発注というようなこともございます



けれども、当初で盛っております予算につきまし

ては、８月までには何とか発注したいというふう

なことで今作業を進めているとこでございます。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） わかりました。今の農家

等も田植えも終わりまして、農閑期に入ってきて

おります。労力的にはかなりあるわけで、その辺

を踏まえて今後早目の発注をお願いして終わりま

す。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午後 ０時０２分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     発 言 の 取 り 消 し 
 
 
中川正和議長 下水道課長より発言の申し出があり

ますので、許可します。 
佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 
中川正和議長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 本日議案第44号の佐藤議員の

質疑に際しまして、不穏当な発言をいたしました

ので、取り消しをお願いいたします。よろしくお

願いします。 
中川正和議長 暫時休憩いたします。 
 
     午後 １時０１分 休憩 
     午後 １時０１分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  お諮りいたします。下水道課長から発言の取り

消ししたい旨の申し出がありましたが、この取り

消し申し出を許可することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありませんので、発言の取

り消し申し出を許可することに決しました。 
  質疑他にありませんか。一般会計です。いいで

すか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 それでは、他に質疑なしと認めます。

よって、質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第45号平成19年度新庄市一般会計補正予算

（第２号）については原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第45号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第９議案第４６号平成１９年 
  度新庄市老人保健事業特別会計補 
  正予算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第９議案第46号平成19年度新庄

市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 
  本件に関しましても既に説明が終わっておりま

すので、直ちに質疑に入ります。質疑ありません

か。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 



中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 17ページの歳入の繰越金

が補正になっています。これについてですが、18

年度の清算に伴うものだということでした。制度

変更などの影響があったのか、お聞きします。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 この補正につきましては、制度

の改正等に伴うものではございませんで、毎年度

６月補正で社会保険診療報酬支払基金、また国か

らの交付金の精算のための返還、そのための補正

を計上させていただいております。毎年５月時点

で前年度の医療費が確定した後の清算で、返還期

限が８月いっぱいということになっている関係か

ら、このような形で毎年補正させていただいてい

るところです。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第46号平成19年度新庄市老人保健事業特別

会計補正予算（第１号）については原案のとおり

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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第46号は原案のとおり可決されました。 
 
 

  日程第１０議案第４７号平成１９ 
  年度新庄市公共下水道事業特別会 
  計補正予算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第10議案第47号平成19年度新庄

市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 
  本件に関しましては既に説明が終わっておりま

すので、直ちに質疑に入ります。質疑ありません

か。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第47号平成19年度新庄市公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）については原案のとお

り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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第47号は原案のとおり可決されました。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午後 １時０７分 休憩 
     午後 １時１４分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     日 程 の 追 加 



 
 
中川正和議長 ここで追加案件が出ておりますので、

議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長今田雄三君。 
   （今田雄三議会運営委員長登壇） 
今田雄三議会運営委員長 ただいまより議会運営委

員長の報告を行います。 
  本日午後１時10分より議員協議会室において本

日の本会議における追加案件について協議をいた

しました。 
  協議の結果、議会案第５号日豪経済連携協定（Ｅ

ＰＡ）交渉に関する意見書の提出について、閉会

中の継続調査申し出について及び議員派遣の件の

計３件を本日の本会議に追加することに決定しま

したので、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 
  なお、先ほど産業建設委員長が報告の前段で文

言について説明ありました。その１枚も皆さんに

配付したいというふうに協議しましたんで、よろ

しくお願いしたいと思います。 
中川正和議長 ただいま議会運営委員長より報告が

ありましたとおり、議会案１件及び閉会中の継続

調査申し出について、議員派遣の件の３件を本日

の日程に追加することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第５号日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関

する意見書の提出について及び閉会中の継続調査

申し出について、議員派遣の件、計３件を本日の

日程に追加することに決しました。 
  追加日程を配付するため、暫時休憩いたします。 
 
     午後 １時１７分 休憩 
     午後 １時１９分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 

 
  日程第１１議会案第５号日豪経済 
  連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する 
  意見書の提出について 
 
 
中川正和議長 追加日程に入ります。日程第11議会

案第５号日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関す

る意見書の提出についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 
遠藤敏信産業建設常任委員長 議会案第５号日豪経

済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書の提出

について。 
  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第

２項の規定により提出いたします。平成19年６月

20日、新庄市議会議長中川正和殿。提出者、新庄

市議会産業建設常任委員会委員長遠藤敏信。 
  日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見

書。 
  日豪ＥＰＡ交渉が開始されたが、豪州は、これ

まで締結した他国との自由貿易協定（ＦＴＡ）に

おいては、米国との砂糖を除き、関税撤廃の例外

を設けない姿勢を貫いており、また、これまでの

わが国との政府間共同研究においても、米、小麦、

牛肉、乳製品、砂糖など重要品目の取り扱いには

理解するとしたものの、具体的な取り扱いは依然

不明確なままＥＰＡ締結交渉に入ることが決定さ

れた。 
  仮に、農畜産物の全面的な関税撤廃を含んだ日

豪ＥＰＡを締結することになれば、米国や、カナ

ダなどに対しても、同様に関税撤廃を認めざるを

得なくなることも想定され、わが国農業は壊滅的

な打撃を被ることになる。 
  特に、農業を基幹とする本県にとっては、米を

はじめ牛肉や乳製品などの農業はもとより、関連

産業も含めた地域経済社会に大きな影響を与える



ことは必至である。 
  よって国会並びに政府におかれては、わが国の

農業及び関連産業の持続的発展と食料の安全保障

を確保するため、農林水産物の重要品目が除外と

なるよう全力を挙げて交渉し、重要品目の柔軟性

について十分な配慮が得られないときは、交渉の

白紙撤回を含め、厳しい態度で望まれるよう強く

要望します。 
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出します。 
  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣総

理大臣宛、外務大臣宛、農林水産大臣宛、経済産

業大臣宛。 
  以上です。 
中川正和議長 ただいま説明のありました議会案第

５号は、会議規則第37条第２項の規定により委員

会に付託をせず直ちに審議に入ります。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議会案第５号日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉

に関する意見書の提出については原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第５号は原案のとおり可決されました。 
 
 

  日程第１２閉会中の継続調査申し 
  出について 
 
 
中川正和議長 日程第12閉会中の継続調査申し出に

ついてを議題といたします。 
  閉会中の各常任委員会及び議会運営委員会の活

動について、おのおのの委員長より申し出のとお

り閉会中の継続調査の申し出がありますので、申

し出のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、閉

会中の継続調査申し出のとおり決定いたしました。 
 
 
  日程第１３議員派遣の件 
 
 
中川正和議長 日程第13議員派遣の件を議題といた

します。 
  お諮りいたします。議員派遣の件につきまして

は、地方自治法第100条及び会議規則第159条の規

定により、お手元に配付しました名簿のとおり全

議員を派遣したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、山

形県市議会議長会主催の議員研修会に全議員を派

遣することに決しました。 
 
 
     閉      会 
 
 
中川正和議長 ここで市長よりごあいさつがありま

す。 
  市長髙橋榮一郎君。 
   （髙橋榮一郎市長登壇） 



髙橋榮一郎市長 新しい議員の皆様方の構成により
ます初めての定例会、６月定例会、ただいまをも
って審議終了いたしました。また、御提案を申し
上げました案件につきましては、すべて決定をし
ていただきまして誠にありがとうございます。特
に一般質問含めまして話題になったのは、いわゆ
る財政問題、それと地域医療の確立についても言
及されました。また、ショッピングビル等も含め
たまちの賑わいづくり、このような点で議員の皆
様方からいろいろ御意見を頂戴したわけでありま
すが、特に財政問題については、数値的には計画
よりも１歩２歩進んでいるものもございますが、
ただ現実的にはまだ厳しいことはこれは事実であ
りますので、これも気を緩めることなく、一日も
早い財政の健全化に向けて我々も一生懸命頑張っ
ていきたい、このように思います。 

  また、地域医療の確立については、休日、夜間
には比較的スムーズにスタートしているというふ
うに思いますが、もう一点の県立病院の運営主体
の問題については、これから住民の方々にも協力
をいただきながら、ぜひ我々の目的としている県
立病院としての運営存続、これを何とかやってい
きたいというふうなことで、今署名運動、また集
会、そしてまた最終的には知事要望というふうな
ことで考えておりますので、ぜひ議員の皆様方か
らも応援方くれぐれもよろしくお願い申し上げた
いというふうに思います。 

  また、まちの賑わいについては、これは今に始
まったことではありませんけども、大変難しい問
題も抱えておりますが、やはりまちが賑わい、ま
た都市機能の充実をしないことには、そのまちの
元気さが出ないというふうな大前提がございます
ので、我々も民々の場合とのいろんな話し合いの
中で、できるだけ私たちも入れるものは入ってい
きながら、何とか目的を達成できるよう、一日も
早く達成できるように頑張っていきたいというふ
うに思いますので、なお一層の御支援よろしくお
願いいたします。 

  それでは、６月議会大変御苦労さまでございま

した。ありがとうございます。 
中川正和議長 以上をもちまして６月定例会の日程

をすべて終了いたしましたので、閉会いたします。 
  どうも御苦労さまでした。 
 
     午後 １時２９分 閉会 
 
   新庄市議会議長  中 川 正 和 
 
   会議録署名議員  佐 藤 悦 子 
 
    〃   〃   星 川   豊 
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事 務 局 長                                    
監 査 委 員                  農 業 委 員 会          
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              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
 
局 長  鈴 木 吉 郎         総 務 主 査  野 崎   勉 
主 査  沼 澤 順 子         主 査  佐 藤 嘉 信 
 
              議 事 日 程 （第１号） 
           平成１９年９月７日 金曜日 午前１０時００分開議 
 
日程第 １ 会議録署名議員指名                                
日程第 ２ 会期決定                                     
日程第 ３ 報告第７号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について               
日程第 ４ 報告第８号損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について           
日程第 ５ 報告第９号平成１９年度新庄市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認について  
日程第 ６ 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて            
日程第 ７ 議案第４８号新庄市情報公開・個人情報保護審査会委員の任命について         
日程第 ８ 議案第４９号新庄市議会議員及び新庄市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選 
      挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について    
 
   （一括上程、提案説明、総括質疑）                            
日程第 ９ 議案第５０号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定 
      について                                     
日程第１０ 議案第５１号指定管理者の指定について                       
日程第１１ 議案第５２号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について      
日程第１２ 議案第５３号市道路線の認定及び廃止について                    
日程第１３ 議案第５４号新庄市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
日程第１４ 議案第５５号平成１８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について         
日程第１５ 議案第５６号平成１８年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
日程第１６ 議案第５７号平成１８年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
日程第１７ 議案第５８号平成１８年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について   
日程第１８ 議案第５９号平成１８年度新庄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  
日程第１９ 議案第６０号平成１８年度新庄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 
日程第２０ 議案第６１号平成１８年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
日程第２１ 議案第６２号平成１８年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について   
日程第２２ 議案第６３号平成１８年度新庄市水道事業会計決算の認定について           
日程第２３ 決算特別委員会の設置                               
日程第２４ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託                   
 
   （一括上程、提案説明）                                 



日程第２５ 議案第６４号平成１９年度新庄市一般会計補正予算（第４号）             
日程第２６ 議案第６５号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第２７ 議案第６６号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）      
日程第２８ 議案第６７号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第２９ 議案第６８号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第３０ 議案第６９号平成１９年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号）           
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議事日程（第１号）に同じ 



 
     開      会 
 
 
中川正和議長 ただいまの出席議員は20名、欠席通

告者はありません。 
  それでは、これより平成19年９月新庄市議会定

例会を開会いたします。 
  会議に先立ちまして、去る８月９日に急逝され

ました髙橋榮一郎市長に対し、謹んで哀悼の意を

表し、黙を捧げたいと思います。全員御起立お

願いします。 
  黙。 
   （黙  ） 
中川正和議長 ここで弔意を表するため、議会を代

表いたしまして私より追悼の言葉を申し上げます。 
  新庄市長髙橋榮一郎殿は、平成19年８月９日午

前１時35分入院先にて逝去されました。新庄市議

会を代表し、ここに謹んで追悼の言葉を申し上げ

ます。 
  突然の髙橋市長の訃報に接し、私は絶句すると

ともに、にわかに信じることができないのであり

ました。御入院の直前まで公務につかれ、前日に

静養を兼ねた短期の御入院とお聞きしたばかりで、

元気なお姿でまたお会いできるものと信じて疑わ

なかったからであります。今ここに立って思い浮

かびますのは、髙橋市長の頑健なお姿と確固たる

意思を貫きながらも、柔和な口調の御答弁の数々

であります。 
  髙橋市長の御逝去は、我々議員にとりましても、

また多くの市民、職員にとりましても、暗夜に灯

火を失うがごとく、誠に痛切の念に耐えません。 
  思えば髙橋市長は、慶應大学法学部を卒業後、

社会人野球を経て読売巨人軍に入団、オールスタ

ー出場などプロ野球界の第一線で見事な活躍をな

され、その勇姿は我々市民の誇りでありました。

球界を引退された後は、郷土新庄に帰られ、平成

元年、父髙橋喜一郎元新庄市長の御勇退の後、多

くに請われて新庄市長選挙に立候補され、見事に

当選、その年12月に第12代新庄市長に就任された

のでありました。 
  昭和から平成の新しい時代に移り、それまでの

価値観が変容し、多様化するかじ取りの難しい時

代にあって、髙橋市長は将来を洞察し、市民との

対話を基本に進めれば目指す希望と活力に満ちた

新庄が実現すると確かな方向性で市行政を導き、

山積する諸課題に果敢に取り組まれたのでありま

す。活力ある新庄を実現する上で も重要なこと

は、高速交通網の整備であると説き、地域高規格

道路の整備、山形新幹線の新庄延伸に東奔西走し、

幾多の困難を持ち前のすぐれたリーダーシップと

揺るぎない信念で乗り越え、立ち遅れていた交通

高速網の整備に偉大な足跡を残されたのでありま

す。中でも新庄市民の悲願であった山形新幹線新

庄延伸が平成11年12月に実現し、真新しい新庄駅

のホームを出発する新幹線の姿は、多くの市民に

大きな希望と感動を与えたのであります。今に思

えば、あのときを除いて新幹線延伸は実現しなか

ったのではないかと髙橋市長の確かな洞察力と

並々ならない実行力、我がふるさとの発展にかけ

る熱意に敬服するより他ないのであります。 
  しかし、市長在任の18年間は困難の連続でもあ

り、殊に近年は国家財政の逼迫を背景に三位一体

改革など行政改革が進められ、地方には誠に厳し

い時期であり、本市においても財政的な困難を迎

えたのであります。このような状況にあって、髙

橋市長はどのような時代環境にもしなやかに対応

できる地域の社会システムを構築し、次の世代に

自信を持って託すことができるたくましいふるさ

とづくりを提唱し、いち早く行財政改革大綱を策

定、断行されたのであります。その卓越した政治

手腕と決断力を持って、敢然として困難に立ち向

かい、改革を着実に進められてこられました。今

まさにその成果があらわれ、政治信条であった「い



い人、いいまち、いい暮らし」の実現に向けて、

歩みを早めたところであります。志半ばにして早

過ぎるよみへの旅立ちは、誠に惜しまれてなりま

せん。 
  去る９月５日にとり行われました合同葬儀には、

市民を初め、各界から誠に多くの皆様が弔問に訪

れ、故人をしのび、冥福を祈っていただいたこと

からも、新庄市長髙橋榮一郎としての偉大さのあ

らわれであり、清廉潔白で温かい人間性をひたむ

きにその職務に全身全霊を傾けた証左であります。

その御功績は、市民の記憶に深く刻まれ、新庄市

の歴史に永遠に残ることでありましょう。 
  私たちは、郷土新庄と市民を愛してやまなかっ

た髙橋市長のとうとい遺志を継承し、新庄市政の

一層の発展のため、一丸となって邁進していくこ

とをここにお誓い申し上げる次第であります。 
  今は、ただひたすらに御冥福をお祈りし、御遺

族と市民の上に限りない御加護をいただきますよ

う念じまして、追悼の言葉といたします。 
  平成19年９月７日、新庄市議会議長、中川正和。 
  それでは、これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付してあります議事

日程（第１号）によって進めます。 
 
 
  日程第１会議録署名議員指名 
 
 
中川正和議長 日程第１会議録署名議員の指名を行

います。 
  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において斎藤義昭君、亀井信夫君を指名

いたします。 
 
 
  日程第２会 期 決 定 
 
 

中川正和議長 日程第２会期決定を議題といたしま

す。 
  議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長今田雄三君。 
   （今田雄三議会運営委員長登壇） 
今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 
  これより議会運営委員長の報告を行います。 
  去る８月31日午前10時より議員協議会室におい

て、委員７名出席のもと、執行部より副市長、関

係課長並びに議会事務局職員の出席を求め、本日

招集されました９月定例会の運営について協議を

いたしたところであります。 
  会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成19年９月定例会日程表のとおり、本日から

９月20日までの14日間に決定いたしました。また、

会期中の日程につきましても、日程表のとおり決

定いたしましたので、よろしくお願い申し上げま

す。 
  この度提出されます案件は、報告３件、諮問１

件、議案７件、決算９件、補正予算６件、請願７

件の計33件であります。 
  案件の取り扱いにつきましては、報告３件の後、

諮問第２号及び議案第48号の人事案件につきまし

ては本日の本会議において審議をお願いいたしま

す。議案第49号につきましても、同様に本日の本

会議において審議をお願いいたします。議案第50

号から議案第63号までの14件につきましては、本

日一括上程、提案説明後、平成18年度決算を除い

た議案５件について総括質疑を受け、各常任委員

会に付託し、審査をしていただきます。平成18年

度決算９件につきましては、本日全議員で構成す

る決算特別委員会を設置していただき、同委員会

に付託をして審査をしていただきます。議案第64

号から議案第69号までの平成19年度補正予算６件

につきましては、本日は提案説明のみととどめ、

委員会の付託を省略して、９月20日、 終日の本

会議において審議をお願いいたします。 
  次に、一般質問でありますが、今期定例会の質



問者は７名でありますので、１日目４名、２日目

３名に行っていただきます。質問時間は、答弁を

含めて１人50分以内といたしますので、質問者及

び答弁者の御協力を特にお願いいたします。 
  以上、議長よりよろしくお取り計らいください

ますようお願い申し上げ、報告を終わります。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員長

から報告のありましたとおり、本日から９月20日

までの14日間にいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、会

期は９月７日から９月20日までの14日間と決しま

した。 

 
 

平 成 １ ９ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 
 

 会 期  月  日  曜  会 議 別  場   所  開議時刻          摘      要 
       開会。報告（３件）の説明、質疑、 
       
       討論、採決。人事案件（２件）の上 
       
       程、提案説明、採決。議案（１件） 
       
       の上程、提案説明、質疑、討論、採 
       
       決。議案（５件）、決算（９件）の 
    本 会 議  議   場  午前10時  
       一括上程、提案説明、総括質疑。決 
 第１日  ９月７日  金     
       算特別委員会の設置。議案、請願の 
       
       決算特別委員会、各常任委員会付託。 
       
       補正予算（６件）の一括上程、提案 
       
       説明。 
               決   算   本 会 議  
     議   場   正副委員長の互選 
    特別委員会   終 了 後               第２日  ９月８日  土           休      会      第３日  ９月９日  日                      一般質問 
       
 第４日  ９月10日  月  本 会 議  議   場  午前10時   渡部平八、小嶋冨弥、 
       
        今田雄三、金 利寛の各議員                      一般質問 
       
 第５日  ９月11日  火  本 会 議  議   場  午前10時   佐藤悦子、小関 淳、 
       
        新田道尋の各議員 



 
 会 期  月  日  曜  会 議 別  場   所  開議時刻          摘      要 
     総   務   
       
     （議員協議  午前10時  付託請願の審査 
       
     会室）   
 第６日  ９月12日  水  常任委員会            産 業 建 設   
      午後１時  
     （議員協議   付託議案、請願の審査 
          30分  
     会室）                      文 教 厚 生   
      午後１時  
 第７日  ９月13日  木  常任委員会  （議員協議   付託議案、請願の審査 
        30分  
     会室）                     決   算    平成１８年度一般会計、特別会計、 
 第８日  ９月14日  金   議   場  午前10時  
    特別委員会    水道事業会計決算の審査              第９日  ９月15日  土           休      会      第10日  ９月16日  日              第11日  ９月17日  月          休      会  敬老の日                 決   算    平成１８年度一般会計、特別会計、 
 第12日  ９月18日  火   議   場  午前10時  
    特別委員会    水道事業会計決算の審査              第13日  ９月19日  水          休      会  本会議準備のため                    決算特別委員長報告、討論、採決。 
       
       各常任委員長報告、質疑、討論、採 
 第14日  ９月20日  木  本 会 議  議   場  午前10時  
       決。補正予算（６件）の質疑、討論、 
       
       採決。         

 
  日程第３報告第７号新庄市土地開 
  発公社の経営状況の報告について 
 
 
中川正和議長 日程第３報告第７号新庄市土地開発

公社の経営状況の報告についてを議題といたしま

す。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 報告第７号新庄市

土地開発公社の経営状況について御説明申し上げ

ます。 
  この度の報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定によりまして、議会に報告することになっ

ております平成18年度新庄市土地開発公社の決算

でございます。 
  この決算につきましては、去る５月14日に公社

監事の監査を受けまして、その後５月28日の理事

会におきまして出席理事全員の承認をいただいて

いるところでございます。 
  それでは、お手元の新庄市土地開発公社決算書

の１ページをご覧ください。平成18年度新庄市土

地開発公社事業報告書について説明申し上げます。 
  １、概況の総括事項でございますが、平成18年

度におきましては、保有宅地406.96平方メートル

の処分を行い、契約金額は480万2,128円となり、

平成19年度への繰り越しは10事業用地４万



4,774.24平方メートルで、金額は１億３万5,361

円となっております。 
  続きまして、平成18年度の事業概要であります

が、往還東地区宅地分譲用地１区画406.96平方メ

ートルを売却し、松本地区宅地分譲用地１区画

295.35平方メートルの買い戻しを行いました。ま

た、小桧室地区宅地分譲用地の給水管取り出し工

事を行っております。 
  ただいま申し上げました事業を実施しましたと

ころ、７ページの損益計算書の 後に記載されて

おりますとおり、平成18年度の純利益は68万8,885

円となっております。 
  １ページにお戻りいただきまして、（２）理事

会議決事項、（３）行政官庁の主な許認可事項等

を記載しておりますので、ご覧ください。 
  ２ページでありますが、（４）役員に関する事

項は、平成19年３月31日現在の役員の就任状況で

ございます。 
  ３ページをご覧ください。（５）登記に関する

事項は、平成18年度に処理いたしました登記事項

別に記載しております。 
  （６）主たる契約事項の土地の売買契約等には、

平成18年度に契約を行いました２件につきまして

その内容を記載しております。 
  次に、４ページをご覧ください。平成18年度新

庄市土地開発公社決算報告書の説明をいたします。

（１）収益的収入及び支出。収益的収入の決算額

は583万4,188円となりました。内容は、土地造成

事業収益、受取利息及び雑収益であります。収益

的支出の決算額は514万5,303円となりました。内

容は、土地造成事業原価及び販売費、一般管理費

であります。 
  （２）資本的収入及び支出の資本的収入はござ

いません。資本的支出の決算額は46万2,000円とな

りました。内容は、土地造成事業費であります。 
  ５ページをご覧ください。平成18年度新庄市土

地開発公社資金収支表の御説明をいたします。こ

れは、平成18年４月１日から平成19年３月31日ま

での受け入れと支払いについての資金収支をそれ

ぞれの項目別に記載してあります。受入資金Ａか

ら支払資金Ｂを差し引いた金額１億5,151万3,211

円が翌期繰越金となります。 
  ６ページをご覧ください。財産目録につきまし

ては、平成19年３月31日現在で公社の資産と負債

の内訳をそれぞれに記載してございます。純財産

は２億5,654万8,572円となっております。 
  ７ページには損益計算書、８ページには貸借対

照表を、９ページにはキャッシュフロー計算書を

記載し、ただいま御説明いたしました決算報告書

の収益的収入、支出並びに財産目録の内訳を記載

してございますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 
  なお、これまで御説明申し上げました事業内容

といたしまして、10ページ以降に決算附属明細表

を記載しておりますので、あわせてご覧いただき

たいと思います。 
  以上で平成18年度新庄市土地開発公社の決算に

ついての報告とさせていただきます。 
中川正和議長 本件は報告事項でありますので、御

了承願います。 
 
 
  日程第４報告第８号損害賠償の額 
  の決定についての専決処分の報告 
  について 
 
 
中川正和議長 日程第４報告第８号損害賠償の額の

決定についての専決処分の報告についてを議題と

いたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 報告第８号損害賠

償の額の決定についての専決処分の報告について

御説明申し上げます。 



  本年１月６日午後７時20分、新庄市体育館内で

バドミントンの練習をしていた利用者が予期せぬ

雨漏りにより、濡れた床面で足を滑らせて転倒し

けがを負ったため、その損害賠償を行うものであ

ります。 
  転倒者は、直ちに県立新庄病院で受診治療を行

い、その結果、左大腿骨転子化骨折で、治療日数

165日、うち入院日数37日、通院日数26日でありま

した。損害賠償の額につきましては、８月８日に

示談交渉が成立いたしまして、42万8,037円であり

ます。 
  地方自治法第180条第１項の規定に基づき専決

処分を行いましたので、同条第２項の規定により

報告するものであります。 
  なお、今後体育施設の管理運営につきましては、

この度の反省を踏まえ、安全、安心を 優先に行

うよう指導を徹底していく所存でございますので、

よろしく御理解を賜りたいと存じます。 
中川正和議長 本件は、地方自治法第180条の規定に

よる議会の委任による専決処分の報告であります

ので、御了承願います。 
 
 
  日程第５報告第９号平成１９年度 
  新庄市一般会計補正予算（第３ 
  号）の専決処分の承認について 
 
 
中川正和議長 日程第５報告第９号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認

についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 報告第９号平成19

年度新庄市一般会計補正予算（第３号）の専決処

分の承認について御説明申し上げます。 
  18年の長きにわたり市長の職を担っておりまし

た髙橋榮一郎氏が去る８月９日に御逝去されまし

た。突然の訃報でありましたが、市勢発展に御尽

力された市長の偉大な御功績に報いるため、即座

に髙橋家、新庄市及び 上広域市町村圏事務組合

の３者による合同葬を９月５日にとり行うことを

決定いたしました。あわせまして、市長の御逝去

に伴い、公職選挙法に基づき、50日以内に市長選

挙を実施しなければならないため、８月20日付け

で予算の専決処分を行ったものであります。 
  予算の内訳でありますが、葬儀費用につきまし

ては、平成13年の名誉市民の合同葬儀を参考に600

万円と見積もりまして、新庄市が500万円、 上広

域が100万円の割合で葬儀委員会へ負担するもの

であります。また、市長選挙につきましては、９

月23日告示、同30日投票と決定されましたが、当

該選挙が円滑に執行されるよう所要の経費を予算

化したところでありますので、御承認賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 
中川正和議長 ただいま説明のありました報告第９

号について質疑に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） まず、葬儀の費用につい

てなんですが、私も先日参加させていただいて、

髙橋市長のお人柄など改めて知らされた部分があ

りまして、心に残るものであったなと感じさせら

れたところです。 
  ところで、一方で市財政が心配で、どのような

中身なのかなと考えたところで、今全体で600万の

見積もりだったとお伺いいたしました。 
  ところで、一般に葬儀といいますと香典などで

補っていくわけで、私なりに人数などから考えま

すと、大体その金額を超えたぐらい集まっただろ

うなというふうに思っているわけなんです。そう

すると、新庄市に葬儀のその部分が返ってくると

いうようなことがあるのか、そのことをお聞きし

たいと思います。 
  そしてまた、宗教的な部分があったわけなんで



すが、公的なこういった負担の中で宗教に対する

負担というのはどうなのか、そのことについても

お願いしたいと思います。 
  実際の結局収支といいますか、新庄市の出費は

この金額になるのか、それとも収入があって少し

減るような見込みになるのか、そこら辺お願いし

ます。 
  それから、市長選挙が行われるわけですが、私

はやはり市長選挙というのは改めて市の方向をど

うやったらいいか市民の皆さんにお聞きして、そ

れを取り入れて次の運営に生かしていくという意

味で非常に大事なものだと思います。そういう意

味で、選挙の公営負担というのは基本的には私は

賛成です。 
  一方で、一般財源で扱われているものですから、

市財政が厳しい、厳しいと言うものですから、こ

のまま市の負担なのか、それとも地方交付税など

で見る分があるのか教えていただきたいと思いま

す。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 合同葬についての経費でござい

ますけれども、その件についてお答え申し上げま

す。 
  これまで合同葬というのは、今回で４回目でご

ざいます。木田元市長、それから鏡収入役、名誉

市民の髙橋喜一郎氏、そして今回の髙橋市長、４

回でございまして、これまでも同じような経費の

取り扱いをやってございます。その経費の分担と

いいますか、その部分につきましては、葬儀、告

別式も宗教……葬儀そのものが宗教的なものでご

ざいますので、完全に宗教から離れるということ

はできないわけですけれども、今回６人ほど道士、

曹洞宗の道士の方が葬儀を指揮していただいたわ

けですけれども、その道士の費用につきましては

髙橋家が持ってございます。また、香典を頂戴し

た方々にお返しがありますけれども、そのお返し

につきましても髙橋家が負担をすると。それは、

これまで過去３回と同じでございます。市がある

いは広域が持った部分というものございますのは、

通常の考え方として、葬儀があれば、市に貢献さ

れた方々には生花とか弔電とかさまざまなものを

差し上げるというふうなことが慣例でございます

けれども、それが非常に大きくなったと、いわゆ

る祭壇を飾る部分とかあるいは案内状を差し上げ

るあるいは式次第の中に故人の業績を書き込んだ

ものを印刷してお配りするとかあるいはその日の

いろいろな職員の動員とか、そういうふうな部分

につきまして、式をその方なりにふさわしいよう

な形にするような経費につきましては、合同葬の

市と広域の600万で持つというようなことでござ

います。 
  後に、香典の件でございますけれども、頂戴

した香典につきましては、過去３回の例にのっと

りまして、髙橋家のほうに差し上げてございます。 
  以上でございます。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 選挙費用につきましての

交付税関係でありますが、特別交付税に算定され

るということになっていますが、御存知のように

特別交付税は算定方式、算定の根拠、それから数

値について公表されませんので、どのくらい来る

かということについては結果を見ないとわからな

いということになります。そういう方式になって

ございます。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。ありません

か。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。 
  よって、質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。 



  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと思

います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。報告第９号平成19年

度新庄市一般会計補正予算（第３号）の専決処分

の承認については、これを承認することに御異議

ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、報

告第９号についてはこれを承認することに決しま

した。 
 
 
  日程第６諮問第２号人権擁護委員 
  の推薦につき意見を求めることに 
  ついて 
 
 
中川正和議長 日程第６諮問第２号人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについてを議題とい

たします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 諮問第２号人権擁

護委員の推薦につき意見を求めることについて御

説明申し上げます。 
  この度御提案申し上げますのは、本年５月に本

市の人権擁護委員に欠員が生じたことにつきまし

て、山形地方法務局長より候補者の推薦依頼があ

りましたので、その推薦に当たり、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により議会の意見を求める

ものであります。 
  新たに推薦する方は、中野光雄さんでございま

す。参考といたしまして、経歴を添付しておりま

すが、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、よろしく御審議いただ

きまして、御意見を賜りますようお願い申し上げ

ます。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明ありました諮問第２号は、会議規

則第37条第３項の規定により委員会の付託を省略

したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、本

件は委員会の付託を省略することに決しました。 
  お諮りいたします。本件は人事案件であります

ので、質疑、討論を省略して直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、諮

問第２号は直ちに採決することに決しました。 
  これより採決いたします。 
  諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについては、これに同意することに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、諮

問第２号はこれに同意することに決しました。 
 
 
  日程第７議案第４８号新庄市情報 
  公開・個人情報保護審査会委員の 
  任命について 
 
 
中川正和議長 日程第７議案第48号新庄市情報公

開・個人情報保護審査会委員の任命についてを議

題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議案第48号新庄市

情報公開・個人情報保護審査会委員の任命につい

て御説明申し上げます。 



  提案の理由といたしましては、情報公開・個人

情報保護審査会委員の任期が10月２日をもって満

了いたしますので、大泉友子さん、佐藤勘二さん、

箱山 繁さん、阿部 彰さん、矢部直子さんの５

名の方々を任命することにつきまして、新庄市情

報公開条例第11条第３項の規定により議会の同意

をお願いするものであります。 
  御同意をお願い申し上げます大泉友子さん、箱

山 繁さん、阿部 彰さんの３名の方々は引き続

き、佐藤勘二さん、矢部直子さんの２名の方は今

回新たに任命するものであります。いずれの方々

も識見豊かで、本制度の適正な運営を図っていく

上におきまして も適任と考え御提案申し上げる

ものであります。 
  なお、参考といたしまして、履歴書を添付して

おりますので、何とぞよろしく御審議の上、御同

意を賜りますようお願い申し上げます。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第48号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省

略したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第48号は委員会の付託を省略することに決しま

した。 
  お諮りいたします。本件は人事案件であります

ので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第48号は直ちに採決することに決しました。 
  これより採決いたします。 
  議案第48号新庄市情報公開・個人情報保護審査

会委員の任命については、これに同意することに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第48号はこれに同意することに決しました。 

 
 
  日程第８議案第４９号新庄市議会 
  議員及び新庄市長の選挙における 
  選挙運動用自動車の使用及び選挙 
  運動用ポスターの作成の公営に関 
  する条例の一部を改正する条例の 
  制定について 
 
 
中川正和議長 日程第８議案第49号新庄市議会議員

及び新庄市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議案第49号新庄市

議会議員及び新庄市長の選挙における選挙運動用

自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公

営に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 
  改正の理由につきましては、公職選挙法の一部

を改正する法律の施行に伴い、市長選挙において

候補者がマニフェスト等を記載した選挙運動用ビ

ラを公費負担により作成することができるように

なったものであります。 
  内容といたしましては、ビラの作成単価上限７

円30銭に作成枚数上限１万6,000枚を乗じて得た

額の範囲内で選挙運動用のビラを無料で作成する

ことができるようになるものであります。 
  この条例の施行は公布の日からとし、以後その

期日を告示される選挙から適用するものであり、

９月23日に告示される新庄市長選挙から適用させ

るため改正するものであります。 
  よろしく御審議をいただき、御決定くださるよ

うお願い申し上げます。 



中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第49号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省

略したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第49号は委員会の付託を省略することに決しま

した。 
  それでは、議案第49号について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） この条例改正は、マニフ

ェスト、今副市長が申したとおりですね、マニフ

ェストを有権者に無償で配布する、公費負担とい

うことで、第６条の追加ということでございます

けども、目の前に市長選を抱えておいてですね、

急遽この条例を改正しなきゃならないというふう

な理由が私はわからないんです。 
  法律が今年の３月にこれ施行されたということ

ですけども、３月から９月まで６カ月もある。そ

の間に何らの私どもに選管のほうからその話が一

切なかったと、その間どうして……６月もできた

……月数から言えばですよ、６月も提案できたん

じゃないかというふうに感じます。 
  今回の経緯を見ますと、27日に私ども総務常任

委員会にその旨協議会を持ってですね、知らされ

た。29日の全協でみんなこれがわかったと。それ

で本日提案されたというふうな流れですけども、

その間もっと早目にですね、私どもに知らせるべ

きじゃなかったかというふうに私は思います。 
  目的が公費負担ということで、ビラを有権者に

１万6,000枚まで限度ですけども、これを配布する

ことによって、候補者の政策がよりわかりやすく

なるというふうなことであろうというふうに思い

ますが、私は今までの選挙公報で足りるというふ

うに思っています。これビラつくるのは、これは

法律で許可されているから、これはいいんですけ

ども、公費負担の部分、なぜ公費でそれを負担し

なきゃならないかと、公報で間に合わないかどう

か、街頭演説もあるし個人演説もできるし、４万

の市民にですね、訴えるチャンス、機会というの

は十分にあるわけです。私は、国政選挙において

は、場所、範囲も広いし、有権者も多くてですね、

なかなか行き渡らないからビラを選挙中に配布す

るというのはわかるような気がするんですけども、

我が市においてはこれは必要でないんじゃないか

と私は思うんですけども、その辺の流れ、経過を

どういうふうにして、そんな協議をですね、委員

会のほうではどうあったか、それをお聞かせいた

だきたいというふうに思います。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 議長、小関俊也。 
中川正和議長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 お答えいたします。 
  ただいま新田議員からお話ありましたとおり、

この公職選挙法の改正は３月22日に公布されまし

て、私どもの選挙管理委員会といたしましても、

やはり今後の市長選挙までに十分法の改正趣旨を

理解し、検討して、議会の皆様方に事前に勉強会

を開催いたしまして御理解を得るということで準

備を進めることということで委員会のほうでは決

定しておったわけでありますけれども、ただ、６

月議会には間に合わなくて、また12月議会あたり

あるいは来年の３月あたりというふうな考え方で、

他市の状況も調査の上で進めたいということで準

備をしていた矢先であります。 
  ただ、今回不幸にして市長さんが亡くなられて、

急遽市長選挙が実施される運びと相なりましたの

で、今回の市長選挙からこの公選法の改正の趣旨

に沿ってやはり条例改正を行うべきというふうな

委員会の意向を踏まえまして、緊急でありました

けれども、急遽今回の市長選挙に間に合うようや

はり市側とも協議いたしまして、今回の議会に提

案、説明させていただきたいということで決定し

たところでございます。 
  ただ、大変議会の皆さん方にこの公職選挙法改



正の勉強会を開催するいとまが今までなかったと

いうことは十分おわび申し上げておきたいという

ふうに思います。 
  よろしく御理解のほどをお願いしたいと思いま

す。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 今大まかな今までの委員

会の流れ聞いたわけですけども、先般の全協にお

いては局長のほうから山形県内の状況を聞いたと

ころですね、大蔵だけで、これから山形もやるん

じゃないか、山形の市長選がありますんで、条例

改正があるんじゃないかというところですね、県

内ではまだ１自治体だけだということで、これ可

決すれば新庄が２番目ということですけども、

我々が一番頭に置いてこれから作業をやっていか

なきゃならないのは、財政の問題であろうという

ふうに私は思います。執行部の皆さんもそうじゃ

ないかと。毎日頭からそれ取れない、私は取れな

いですよ。 
  たかが１人16万何千かの計算するとなるんです

けども、その16万私はもったいないんですよね。

これをやらないと市長選が成り立たないというん

だったら、これはまた話別です。公費でやらなく

たって選挙できるんです。ビラの必要な人は自分

でやれば自腹でやれるんですから、やったらいい

でしょう。ただ、公費というところに私はひっか

かるんですよね。幾らかでもやっぱり歳出を抑え

ていかないと財政再建が成り立たないはずなんで

すよね。おまけに臨時的な選挙、だれも考えなか

った選挙が目の前に来ているわけで、また金がか

かってくる。過日葬儀も500万でやりました。それ

持ってくるところがあるんですか、余裕あるんで

すかね。どうやってこの金を捻出するか私も不安

に思っていたんですが、きょうの補正で処理がわ

かったんですけども、何かまたあったらば出しよ

うがないでしょう。だから、一円でも節約して、

できるものは抑えるべきだというのが私の考えで

す。歳入が考えられないんですから、歳出を考え

ていくしかないんです。私の手法はそうです。何

とか抑えると、一円でも少なく出すものを抑えて

いくというのが今辛抱する新庄市の姿であると私

は思う。だから、これ先送りしたほうがいいんじ

ゃないかというふうに私は思ったから言っている

わけなんで、御理解をいただきたい。できればこ

の今回のですね、この６条は追加しないでもらい

たい。修正していただけないかどうか、その辺、

副市長どういうように考えているか。 
  それから、ついでに政策経営課長、この条例が

可決しますと歳出が伴います。どう思いますか、

感想お聞かせ願いたい。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 議長、小関俊也。 
中川正和議長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 公費負担につきま

しては、やはり選挙管理委員会といたしましては、

公職選挙法が改正され、そして被選挙権あるいは

有権者の皆さん方の選挙あるいは投票を行う環境

づくりと申しますか、そういう土俵の整理という

のは行政委員会に課された責務というふうに私は

思っております。 
  そういう意味で、やはり公選法の改正された以

上は、やはり被選挙権の皆さん方も有しているわ

けですが、そういう被選挙権のある方々、立候補

しやすい環境づくりあるいはそのマニフェストが

作成されることによって、また有権者も投票すべ

き人物の選定の参考資料ともなるというそういう

環境づくりというものは、ただいま申し上げまし

たとおり、行政委員会に課されたやはり責務とい

うふうに考えて、財政が非常に厳しい折でありま

すけれども、市側の政策経営課にお願いいたしま

して、やはり今後こういう市長選挙は４年ごとに

行われるわけでありますけれども、やはり財政が

苦しいから今年度は有料あるいは今度財政がよく

なったから公費負担で無料でやると、そういうこ

とがあってはならないと。公選法が改正されて、

条例が制定する以上は、今後ともやはり公費負担



というふうにして平等な取り扱いを行っていただ

きたいということで、財政当局に選挙管理委員会

としてぜひ公費負担でお願いいたしたいというこ

とでお願いして、市側の御理解も得て提案させて

いただいたところでございますので、その辺を御

理解賜りたいというふうに思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 今選挙管理委員長から申

されましたように、法制度にのっとったそういっ

た要求が出ましたので、私どもとして過日20日付

けで専決処分した予算の中にそういった制度を尊

重して予算として組み入れたところでございます。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 私はよく委員会とですね、

政策のほうで話が通っていないような気がするん

ですよ。これは、条例化することによって公費で

負担できるということですから、何も選挙法が公

費で負担しなさいと言っているわけでないんです

よ。条例化しなければすることないんです。出す

ことないんだ。その辺ですね、我慢できなかった

かということが言いたいわけですよ。何も今目の

前でしなくたって後でやったっていいんじゃない

ですか。 
  だから、そういうふうな神経を一つ一つですね、

使いながら財政改革をやっていかないと、ずるず

る、ずるずる先送りになる、間違いなく。そこを

言っているんですよ。たかがというふうなところ

が大事なんです。 
  しかも、この補正予算専決処分しましたんです

が、選挙費用の削減なっていない。現のとおり、

いつものとおりの金額の予想ですね。努力してこ

れを縮めることができるというように私はいつも

見ているんですよ、やり方によって。もう少し知

恵を絞って、汗を流して、努力していかないと、

先が見通しが計画どおりなんかいかないと私は思

うから言うんですよ、思っている、私自身では。

こんな生っちょろいようなやり方ではもっていか

ない。何かちょっと……今日のように台風来たら

すぐ倒れますよ、これ、新庄市の財政。そういう

ふうに私は感じておるんで申し上げているわけで

ございますから、御理解いただきたい。 
  できればこれを修正していただきたいんですが、

副市長はどういうふうに考えますか。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 市の財政を大変心

配していただいてありがとうございます。 
  春の統一地方選挙もそうでしたが、公営化の方

向で、今選ばれる側の人の負担も少なくなるよう

にということで、そういう時代の流れになってい

ます。 
  今回は、マニフェストの部分を公営化すること

についての条例化での議論でありますが、考え方

としましては、今回たまたま市長がお亡くなりに

なったということですが、この次の市長選挙、つ

まり２年後までには必ず制度化しておかなければ

ならなかった内容であります。そういう点で、制

度としては必要であるというふうに思っておりま

す。 
  ただ、法も条例もそうですが、することができ

るという内容でありますから、あとはこれを使用

するかどうかは候補者の考えもあろうかと思いま

す。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 率直に申し上げますと、

時期尚早ではないかと私は考えます。 
  マニフェスト選挙というのは、副市長もおっし

ゃられたように時代の流れです。絶対必要なもの

だと私は考えます。公約よりも一歩先に進んだ有

権者との契約、数値目標を盛り込んだ契約という

のがこれから候補者には絶対必要になってくると



思います。ですからこそもう少し慎重な議論が必

要ではないかと。今市長選を前にして早急に決め

ていくというのは考えものだと思います。いかが

でしょう。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 議長、小関俊也。 
中川正和議長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 確かに法の趣旨に

沿って、私ども行政をつかさどる側といたしまし

ては、法律が施行された以上は速やかに法改正の

準備または条例化していくというのが私どもの行

政委員会に課された責務、先ほども申し上げまし

たとおりでございます。 
  ただ、先ほども申し上げましたとおり、２年後

の市長選挙までという考え方からあるいは今年の

12月または来年の３月までに皆さん方にお示しし

て勉強会を進めていきたいというふうに考えてお

ったところですが、今回の事態となって急遽提出

させていただいたわけですが、やはり法改正され

ている以上は、その法に沿ったやはり立法化とい

うのが私どもの義務であろうというふうに思いま

す。そういう点で御理解を賜りたいというふうに

思います。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 委員長のおっしゃること

は本当にごもっともだと思うんですが、やっぱり

文言の中に「マニフェスト等」、「等」というふ

うなものがありますが、やはり「等」などという

ものはもう外してしまって、マニフェスト、有権

者との契約だというぐらいのことを盛り込んでぜ

ひ条例化していただきたいと。そういう意味でも

やはりもう少し十分な議論が必要なのではないか

と思うわけです。 
  やっぱり新田議員も申されましたように、こう

いう市の状況でもありますし、市民の感情等を考

えますと、もう少し先送りしてじっくり議論をし

たほうがよろしいかと思います。 
中川正和議長 答弁は。 

   （「じゃ、副市長に」と呼ぶ者あ 
     り） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 先ほどの繰り返し

になりますが、そういうふうに時代の流れにあり

ますし、制度としては必要だろうというふうに思

っています。 
  御案内のように法は負担しなければならないと

いうことでありませんので、することができるで

ありますから、候補者の考えもあろうかと思いま

す。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 選挙管理委員長が先ほど

新田議員の質問に答弁した中でですね、この選挙

法の改正の件につきましてはまだ十分に審議を尽

くされていなかったというような話を答弁されま

した。 
  これはですね、やはり３月選挙法改正になった

わけです。もうその時点でですね、９月までもう

６カ月余り、もっと速やかにですね、我々議会に

提案するべきだったんじゃないかと、私はそう思

います。法律が改正になったらですね、我々にも

っと速やかに議会に提案されるべきものは速やか

に提案していただきたいとひとつ管理委員長に申

し上げておきます。 
  そういうことでですね、今回のこのポスター、

ビラ、公営、公費でやるという、私は当然だと思

います。なぜかというとですね、今我々選挙をや

るとビラとかポスターはもう出せないんですよ、

違反になって。そういうものはやはり選挙市民に

ですね、やはり文章でそういうようなものは公然

とこうやって公費で出せるようにやってもらえれ

ば、我々の意思がもっとより口頭で宣伝カーとか

そういうようなものでやるよりはもっともっと市



民に伝わるものがあると思いますんで、その辺の

速やかな提案はできなかったのか、その辺管理委

員長にお聞きします。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 議長、小関俊也。 
中川正和議長 選挙管理委員会委員長小関俊也君。 
小関俊也選挙管理委員会委員長 ３月22日に公布さ

れておりますので、その後６月議会もありました

ので、法律の改正された点についてはやはり速や

かに議会のほうにも周知すべきであったというふ

うに今思っているところでございます。甚だそう

いう連絡が不十分であったということについては

大変申し訳なく思っております。 
  ただ、私どもの……繰り返しになりますけれど

も、やはり委員会としてももう少し勉強して、12

月あるいは３月議会までに他市の状況も踏まえて

というところもありましたので、やはり今回こう

いう事態に相なったということについては深くお

わび申し上げておきたいと思います。 
  ただ、法の改正は、私どものやはり改正された

公職選挙法に基づいて法の条例改正あるいは施行

規則等の改正を行っていく、議会に提案させてい

ただいて議決を賜るべきでございますので、その

時間が非常にまずなかったということについては

本当に大変申し訳なく思っているところでござい

ます。その間やはり県議会議員選挙、市議会議員

選挙、それから参議院選挙というふうな事由があ

りまして、私どものほうの仕事も参議院選挙終わ

った段階での準備というふうに相なったこともご

ざいますので、大変申し訳なく存じているところ

でございます。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 今委員長のほうから答弁

です。やはり選挙というものは、任期で改選にな

る時期だけが選挙じゃないんだ。いつ何どき選挙

をやらなければならないということを踏まえて私

は質問したつもりでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  終わります。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
中川正和議長 では、質疑があるようですので、こ

れから10分間休憩させていただきます。 
 
     午前１１時１５分 休憩 
     午前１１時２５分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 公営の公費負担のこのビ

ラは、顔写真や名前はそのビラに入れることがで

きるのではないかということをお聞きします。 
  それからもう一つは、それが新聞折り込みとい

うのができると書いてあったようですが、それは

そういう場合は自己負担になるのではないかとい

うことをお聞きします。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正一。 
中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 ただいまの御質

問でございますが、ビラにつきましては１万6,000

枚以内２種類以内ということになっておりまして、

頒布方法につきましては新聞折り込み、候補者の

選挙事務所内、個人演説会場内、街頭演説会場内

ということに決められております。ポスターなん

かと同じように作成のほうは公費で負担するとい

うことでございますが、ポスターの場合は張り出

し、それからビラのほうは頒布ということで、例

えば新聞折り込みなどになりますと、折り込み料

というのは候補者負担ということになります。 
  なお、選挙公営につきまして若干委員長の補足

といいますか、説明させていただきたいと思いま

す。国民の参政権というのが当然あるわけですが、

選挙権と被選挙権というものになるかと思います。

選挙権につきましては、有権者が投票しやすくな

るようにこれまでも期日前投票の制度の導入など



そういった諸政策をとってきたところでございま

す。また、被選挙権につきましても、選挙の公営

ということで、これは平成４年の公職選挙法の改

正に伴って、金のかからない選挙の実現、それか

ら候補者間の選挙運動の機会均等ということを目

的といたしまして、市会議員と市長の選挙のうち、

ポスターの作成、それから選挙運動用自動車の使

用について無料化が図られてきたところでござい

ます。 
  今回もマニフェストということで、いろいろ御

意見は大変有権者の民意を判断をなすには必要な

方法ではないかというふうなことで、この点には

賛意をいただいているようでありますが、こうし

たマニフェストを表現する、有権者に訴えるとい

うことも公費で負担していく、公営化を図ってい

く、このこともやはり選挙の被選挙権というふう

な部分からいきますと、立候補者や選挙運動の機

会の保障という点で必要な制度ではないかという

ふうに選挙管理委員会では考えまして、今回提出

したところでございます。 
  よろしく御理解お願いしたいというふうに思い

ます。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ただいま言われたように

候補者の顔写真や名前がはっきり出せるビラを新

聞折り込みや街頭演説会場の範囲内で……街頭演

説会の範囲内というのは、街頭演説は広いところ

で大体やるようですから、広くまけるわけです。

そういう意味では、今までの選挙……今までのと

いうか、私たちの市議会議員選挙などを見てみま

すと、選挙に入ると名前も顔も出せなくて、私な

どは幸い政党に入っていますので、日本共産党は

などとやれるわけなんですけど、無所属の多くの

方は名前も顔も何もなくて、政策ビラを出しよう

もないといいますか、そういう意味では非常に政

策を訴えにくい、声を聞く機会がない方などはよ

くわからないというか、そういうことがあったよ

うに思います。選挙公報を１つ見ても、選挙公報

はたくさんの人数が並んでいるもんですから、よ

く考える暇がないほど大変読むのに苦労するとい

いますか、そんな気がしますし、そういう意味で

は顔写真が出て名前が出せて、そして訴える政策

なり、契約という言葉もあるようですが、そのよ

うな内容を有権者に知らしめることができるとい

うことは、有権者にとって聞く機会があるという

ことだし、非常に大事なことだと私は思います。 
  そしてまた、公営であるということは、お金が

なくてもそのビラを出すことができるということ

で、お金がない人が立候補しやすいという点で私

は非常に大事なことなんだろうと思います。残念

ながら市長選挙だけのようでありますが、特に市

長選挙の場合、政党から出る方は少ないわけで、

多くは無所属ですから、無所属の何とかと、元職

どうのこうのと言われても、なかなか有権者はぴ

んとこないわけです。元職の誰、誰、誰なんてい

うような感じで、よく考えてみないとわからない

し、元職が何だったかわかっていなければ全然選

挙がわからない状況があるわけで、まず顔と名前

を出して、そして政策がくっついて家に入ってい

たりすれば読めるわけです。そういう意味では非

常に大事なことだと思います。 
  そして、私は先ほどから財政のことで節約する

べきだという非常に貴重な意見をお聞きしながら、

そうだ、そうだとその点では思っています。そう

いう点では、私は市長選挙に立候補する方に、市

長の退職金がやっぱり多過ぎるという点を市民の

皆さんが多く考えている。現在年収の２割カット

になっているようですけど、本俸の３割をカット

するという条例でやっていけば、退職金も節約に

なるわけで、この節約という点ではこちらのほう

が節約になる。私は、そういう政策を訴える方が

ぜひ出ていただきたいし、そういうことも含めて、

節約をどうするかというような選挙になっていた

だきたいと思いますし、そのことを有権者がみん

な真剣に考えられるようにするという点で、この



ぐらいの負担は私は大事なことだと思います。 
中川正和議長 答弁はよろしいですか。 
   （「あれば」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） いろいろ御意見あるんで

すが、ずっと聞いておりまして、私よく上位法が

改正になったので、それに準じて変えるとか変え

なければだめだと、こういうもう今までも私議員

させてもらってから何十回もあったんですが、私

は上位法変われば当然変えるべきだと思います。 
  そういう意味で、ただ、今回問題になっている

のは、３月に公職選挙法の法何条だか変わったこ

とによって、今までちょっと時間があり過ぎたん

でないかと思う。そして、たまたまこういう不幸

なことで新庄の市長選が行われると。それに向け

て急遽何か我々に提案したんではないかなと、げ

すの勘ぐりというとおかしいんですが、そういう

意味合いも私なりに思ったんですが、いずれにし

てもこれはやらなければだめなのか、それともや

らなくてもこのままで上位法がいかに定められて

も新庄市ではそのまま投げておってもいいのか、

よくないのか、それだけ１つお聞きします。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正一。 
中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 公職選挙法によ

りますと、これは各自治体の任意ということにな

りますが、先ほども申し上げましたように、選挙

権並びに被選挙権と、そしてそのような国民の有

権者の選択あるいは立候補等の自由を保障するた

めには、国でこういうふうな諸制度が整備されま

したら、新庄市もそうした法的な整備をなすべき

ではないのかというのが選挙管理委員会の考えで

ございます。 
  以上です。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今回は市長に関わるマニ

フェストですか、ポスターというかビラというか。

私ども議員の場合も、今回のケースは当てはまら

ないんですが、はがきの輸送代金とかビラという

か、車の使用料とかガソリンの使用料とか運転者

に対する報酬の支払いとか、これも公費でやって

いるわけです。なぜ公費でやったかということに

ついては、今事務局長からいろいろお話あったん

ですが、まさしくそのとおりで、誰でもそういう

議員ですか、飛び込めるんだと、前は金がかかる、

金がかかると、確か市会議員も 高の法定選挙費

用ですか、二百何十万じゃないんですか、そのぐ

らいはかかると見ているわけです、二百何十万は、

事務所を建てたり。そういう意味で公費負担とい

うのは出てきたと思います。今回もたまたま市長

に関わるこの条例ですが、私はこれはこれで仕方

ないんでないかなと思っております。 
  ただ、できると、先ほどお聞きしましたら上位

法もできるとなっているというお話ですので、あ

とはするかしないかは今回の市長選に立候補なさ

れる方の心がけ１つだと思います。 
  だから、ここで、これ今回は選挙委員会のほう

ですが、全体的に心すべきことは、そういう事態

ができたら一日も早く所管の委員会なり我々議会

に示して、二度とこういうことが起きないように、

かなり時間食っているわけだ、これ全協でもいろ

いろ話で、今日もまた。これは、総務委員会に普

通だったら付託されるんですが、今回は付託なさ

れませんな、これは、この条例については。それ

だけ緊急を要するという事案だと思います。これ

からは、これは選管のみならず、副市長が代表し

て、今後こういうことをしないと……しないとい

うと断言になるから、避けたいと、そういうお考

えあるかないか。それを聞いた上で、恐らくこれ

から議長のほうから採決あると思うんですが、そ

のとき私の態度を決めたいと思います。 
  以上です。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 



中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 上位法が改正にな

った場合でも、新庄市に当てはめるといついつま

で市の条例を改正しておかなければならないかと

かいうそういうタイムラグが生じますんで、今回

の場合にはあと２年後までに整備しておけばいい

ということもあったようで、若干その準備が間が

あいたということですが、そういうタイムラグに

関わらず、上位法が改正になれば新庄市としては

今後こういうことで検討しておかなければならな

いよという情報については、速やかに議会のほう

に報告とか、今すぐは改正しないけども、いつい

つごろまでにはこういう改正が伴うんだと、そう

いう説明は十分にしておかなければならないし、

そうしていくべきだと思っております。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。 
  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと思

います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。議案第49号新庄市議

会議員及び新庄市長の選挙における選挙運動用自

動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、これを可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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第49号についてはこれを可決することに決しま

した。 
 

 
  議案１４件一括上程 
 
 
中川正和議長 日程第９議案第50号新庄市雪の里情

報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてから日程第22議案第63号平成

18年度新庄市水道事業会計決算の認定についてま

での14件を一括議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議案第50号新庄市

雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について御説明申し上げます。 
  本案は、新庄市雪の里情報館の管理を民間活力

の導入と市民協働、行政のスリム化を目的といた

しまして、指定管理者に行わせることができるよ

うに改正するものであります。 
  改正の内容といたしましては、利用時間、休館

日及び管理の基準を明確にして、指定管理者が行

う業務の範囲を加えたものであります。 
  続きまして、議案第51号指定管理者の指定につ

いて御説明申し上げます。提案の理由といたしま

しては、新庄市民文化会館の管理を行わせる指定

管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの

であります。 
  指定管理者の指定につきましては、施設利用か

ら維持管理に至るまで一連の管理運営業務を適切

に図られるものと判断し、特定非営利活動法人芸

術文化振興市民ネット新庄を指定管理者として指

定することにつきまして提案するものであります。

また、指定期間は、平成19年12月１日から平成22

年３月31日までの２年４カ月間とするものであり

ます。 
  続いて、議案第52号新庄市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例の制定について御説明申し

上げます。改正の理由といたしましては、道路法



施行令の一部を改正する政令が平成19年１月４日

から施行されたことに伴い、道路の占用の許可に

関わる工作物、物件または施設として、自転車等

を駐車させるため必要な車輪どめ装置その他の器

具が占用物件として追加されたため改正を行うも

のであります。 
  また、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律が平成19年10月１日に施行さ

れることに伴い、現在日本郵政公社が郵便法の規

定により行っている郵便業務の用に供する占用物

件、いわゆるポストが郵便事業を運営する郵便事

業株式会社が所管することとなるため改正を行う

ものであります。 
  議案第53号市道路線の認定及び廃止について御

説明申し上げます。提案の理由といたしましては、

道路網の整備を図り、市民福祉の増進に資するた

め、市道の路線について認定及び廃止する必要が

あるので、提案するものであります。 
  内容といたしましては、新規認定路線が12路線

で、廃止する路線は５路線でございます。新たに

認定する各路線でありますが、北町上西山線は一

般県道曲川新庄線が桧町アンダーを通る路線に振

り替えになるため、現在の一般県道曲川新庄線の

一部であります当該路線が市に移管されるもので

あります。 
  上西山下西山線は、県道の新設により起点部分

が変更になるため、新たに認定するものでありま

す。 
  桧町アンダー脇１号線及び桧町アンダー脇２号

線は、一般県道曲川新庄線の桧町アンダーの側道

として整備されました道路の一部を新たに認定す

るものであります。 
  桧町６号線は、一般県道曲川新庄線の桧町アン

ダーの側道として整備されました道路の一部と宅

地開発により整備されました道路を結び、新たに

認定するものであります。 
  桧町９号線及び桧町10号線は、民間の宅地開発

により整備され、市に帰属される道路を認定する

ため、終点部分を変更し、新たに認定するもので

あります。 
  桧町15号線及び桧町16号線並びに常葉跨線橋下

６号線は、民間の宅地開発により整備され、市に

帰属される道路を新たに認定するものであります。 
  向野４号線は、民間の宅地開発により整備され

た道路で、市道認定要件が整い、この度市に寄附

される道路であります。 
  升形蛇塚線は、県が蛇塚地区農免農道整備事業

により整備された路線で、その完成に伴い、市が

譲渡を受け認定する路線であります。 
  廃止する路線５路線のうち石川町上西山線は、

一般県道曲川新庄線となるため、廃止するもので

あります。 
  他の廃止４路線につきましては、すべて起点、

終点の位置が変更になるため、当該路線の廃止手

続をとるものであります。 
  以上のとおり、道路法第８条第２項及び第10条

第３項の規定により御提案申し上げます。 
  続きまして、議案第54号新庄市水道事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。改正の理由といたしま

しては、中川原外４地区を上水道区域に編入し、

水道未普及地域を解消するものであります。 
  内容といたしましては、給水人口を３万8,900

人、１日 大給水量を１万8,000立方メートルにそ

れぞれ改正するものであります。 
  施行期日につきましては、厚生労働大臣の事業

認可のあった日からとし、また本条例の改正に伴

い、給水区域の変更が必要となる部分について新

庄市水道給水条例の一部改正を附則で行うもので

あります。 
  議案第55号平成18年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第62号平成18年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてまでの決算関係８議案につきましては会計

管理者より、議案第63号平成18年度新庄市水道事

業会計決算の認定については水道課長よりそれぞ



れ御説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御認定くださいますようお願い申し上げ

ます。 
  なお、これら決算につきましては、監査委員よ

り配付されております決算審査意見書の提出を受

けておりますが、監査委員から賜りました意見に

ついては、今後十分に留意いたしまして、効率的

な行政運営になお一層努力してまいる所存であり

ます。 
  以上、私のほうからの説明を終わりますが、よ

ろしく御審議をいただきまして、御決定ください

ますようお願い申し上げます。 
中川正和議長 次に、平成18年度一般会計決算及び

水道事業会計を除く各特別会計決算の認定につい

てを会計管理者兼会計課長矢口喜一郎君より説明

願います。 
   （矢口喜一郎会計管理者兼会計課長登壇） 
矢口喜一郎会計管理者兼会計課長 議案第55号平成

18年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てより議案第62号平成18年度新庄市介護保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの８議

案について御説明申し上げます。 
  初めに、決算書46ページの平成18年度新庄市会

計別歳入歳出決算総覧をお開き願います。決算書

46ページでございます。一般会計と特別会計の合

計は、収入済額250億5,351万6,643円、支出済額245

億3,643万3,680円であります。この８会計の収入

済額と支出済額の合計は、それぞれの予算現額の

合計に対して99.79％の収入率及び97.73％の執行

率となっております。 
  次に、各会計ごとに御説明申し上げます。決算

書４ページに戻っていただきまして、議案第55号

一般会計でございますが、４ページの歳入、１款

から６ページの21款までの収入済額の合計は134

億1,238万666円で、予算現額134億2,837万1,000

円に対し99.88％の収入率、調定額139億8,363万

7,926円に対し95.91％の収納率となりました。 
  収入未済額の合計は５億4,440万2,275円となり、

その内訳は、１款市税が４億7,475万9,426円、12

款分担金及び負担金が454万820円、13款使用料及

び手数料が372万9,190円、繰越明許に伴います14

款国庫支出金の5,491万271円及び20款諸収入の

646万2,568円であります。不納欠損額は、１款市

税で2,616万7,885円となりました。また、１款市

税の調定額に対する収納率は89.81％となってお

ります。 
  次に10ページ、歳出の１款から12ページ、14款

までの支出済額の合計は131億2,979万1,046円で、

予算現額に対する執行率は97.78％となりました。

翌年度繰越額の9,557万450円は、平成18年度繰越

明許費であります。また、歳出決算による不用額

は２億300万9,504円となりました。歳入総額より

歳出総額を差し引いた残額は２億8,258万9,620円

でありますが、実質収支額はこの額から繰越明許

費の充当一般財源分の９万円を差し引いた２億

8,249万9,620円となり、このうち6,000万円を財政

調整基金に積み立てましたので、実質の平成19年

度への繰越額は２億2,249万9,620円となります。 
  次に、議案第56号国民健康保険事業特別会計で

ありますが、14ページの歳入、１款から10款まで

の収入済額の合計は40億1,361万4,934円で、予算

現額に対する収入率は101.22％となり、そのうち

１款の国民健康保険税の収入済額は13億8,142万

5,954円で、調定額に対する収納率は79.37％とな

っております。収入未済額は３億3,646万2,774円

となり、不納欠損額は2,268万8,496円であります。 
  16ページの歳出では、１款から10款までの支出

済額の合計が38億6,423万8,178円で、予算現額に

対して97.45％の執行率であり、不用額は１億110

万9,822円となりました。 
  歳入歳出差引残額は１億4,937万6,756円で、平

成19年度へ繰り越しとなります。 
  次に、20ページから22ページ、議案第57号交通

災害共済事業特別会計でありますが、歳入の１款

から５款までの収入済額の合計は、調定額と同額

の1,167万2,727円で、予算現額に対する収入率は



96.02％となりました。 
  歳出の支出済額は、収入済額と同額の1,167万

2,727円で、予算現額に対する執行率も歳入と同じ

96.02％となり、差引残額はございません。 
  次に、24ページから26ページ、議案第58号老人

保健事業特別会計でありますが、歳入の１款から

６款までの収入済額の合計は、調定額と同額の35

億3,528万116円で、予算現額に対して97.44％の収

入率となりました。 
  歳出では、１款から３款までの支出済額の合計

が35億1,324万6,677円で、予算現額に対して

96.84％の執行率であり、不用額は１億1,479万

8,323円となりました。 
  歳入歳出差引残額は2,203万3,439円で、平成19

年度への繰り越しとなります。 
  続いて、28ページから30ページ、議案第59号公

共下水道事業特別会計であります。歳入の１款か

ら７款までの収入済額の合計は14億5,173万1,312

円で、予算現額に対する収入率は99.81％、調定額

に対する収納率は99.54％となりました。 
  収入未済額は、受益者負担金が138万590円、下

水道使用料が503万8,602円の合計で641万9,192円

となっております。不納欠損額は26万9,057円であ

ります。 
  歳出の１款から３款までの支出済額の合計は14

億5,011万9,165円で、予算現額に対する執行率は

99.70％となりました。 
  歳入歳出差引残額の161万2,147円は、平成19年

度への繰り越しとなります。 
  次に、32ページから34ページ、議案第60号農業

集落排水事業特別会計でありますが、歳入の１款

から５款までの収入済額の合計は8,824万8,473円

で、予算現額に対する収入率は98.99％、調定額に

対する収納率は97.22％となりました。 
  収入未済額は、分担金が149万5,194円、使用料

が74万7,537円の合計で224万2,731円であります。 
  歳出では、１款及び２款の支出済額の合計が収

入済額と同額でありますので、予算執行率も収入

率も同じとなり、差引残額はございません。 
  次に、36ページから38ページ、議案第61号営農

飲雑用水事業特別会計でありますが、歳入の１款

から６款までの収入済額の合計は5,177万1,466円

で、予算現額に対する収入率は94.36％、調定額に

対する収納率は96.45％となり、使用料の収入未済

額は86万222円であります。 
  歳出は１款のみで、支出済額は収入済額と同額

の5,177万1,466円で94.36％の執行率となり、歳入

歳出差引残額はございません。 
  後に、40ページから42ページ、議案第62号介

護保険事業特別会計であります。歳入の１款から

９款までの収入済額の合計は24億8,881万6,949円

で、予算現額に対し100.58％の収入率、調定額に

対する収納率は99.38％となりました。 
  収入未済額は、介護保険料の1,143万9,750円及

び繰越明許に伴います３款国庫支出金94万5,000

円となり、不納欠損額は介護保険料の326万6,500

円であります。 
  歳出では、１款から８款までの支出済額の合計

が24億2,734万5,948円で、予算現額に対する執行

率は98.10％となりました。 
  歳入歳出差引残額は6,147万1,001円で、平成19

年度への繰り越しとなります。 
  以上、平成18年度一般会計並びに７特別会計の

決算の概要について御説明を申し上げました。 
  なお、附属資料といたしまして、46ページには

会計別歳入歳出決算総覧、52ページから268ページ

には各会計の歳入歳出決算事項別明細書、272ペー

ジから279ページには各会計の実質収支に関する

調書、282ページ以降に財産に関する調書を添付し

ておりますので、ご覧いただきたいと存じます。 
  これで議案第55号から議案第62号までの平成18

年度一般会計並びに各特別会計決算についての説

明は終わりますが、十分なる御審議の上、認定く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 



 
     午後 ０時０２分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開をいたします。 
  ただいま説明のありました各決算について、監

査委員の監査報告をお願いいたします。 
  監査委員國分政嗣君。 
   （國分政嗣監査委員登壇） 
國分政嗣監査委員 故髙橋榮一郎市長のみたまに謹

んで哀悼のまことを捧げ、心から御冥福をお祈り

申し上げます。 
  お配りしております決算審査意見書により御報

告いたします。 
  一般会計、特別会計決算審査意見書、５ページ

をお開きいただきたいと存じます。地方自治法の

規定に基づき、審査に付されました一般会計、各

特別会計の決算、財産に関する調書及び各基金の

運用状況について、小嶋冨弥委員ともども審査を

いたしましたので、その概要と結果について御報

告いたします。 
  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査し、

関係職員の説明を聴取するなどにより、法令その

他の規定に従って処理されているか、予算の執行

が適正であるかに主眼を置いて実施いたしました。

なお、現金預金の残高確認、証書類の検査につき

ましては、別に地方自治法の規定に基づく例月出

納検査において実施をいたしました。 
  審査の結果でございます。審査に付されました

各会計の決算及び附属書類は、法令等の規定に準

拠して作成されており、計数は正確であり、予算

の執行についても全般的に適正と認められました。

また、各基金はそれぞれ設置の目的に沿って運用

されており、決算における計数は正確で、その執

行は適正と認められました。決算審査の概要及び

詳細は、５ページから28ページにわたり記載して

ございます。 
  その主要な点は、29ページ、第５むすびで言及

してございますので、こちらで説明をいたしたい

と思います。29ページお開きいただきたいと思い

ます。 
  第５むすびでございます。平成18年度の一般会

計及び各特別会計の総計の決算額は、６ページ、

第１表にございますが、歳入が250億5,351万7,000

円で、前年度に比べ10億641万7,000円、3.9％の減、

歳出が245億3,643万4,000円で、10億887万6,000

円、3.9％の減となりました。その結果、実質収支

は５億1,604万8,000円の黒字、単年度収支も172

万3,000円の黒字となりました。 
  一般会計では、歳入が134億1,238万1,000円で、

前年度に比べ13億365万6,000円、8.9％の減、歳出

が131億2,979万1,000円で、13億4,805万5,000円、

9.3％の減となっています。 
  なお、前年度の決算には平成４年度から10年度

に借り入れました銀行縁故資金の借りかえに伴う

償還、借り入れが歳入歳出にそれぞれ６億2,480

万円含まれておりますので、これを除きますと、

歳入は前年度に比べ６億7,885万6,000円、4.8％の

減、歳出が７億2,325万5,000円、5.2％の減となっ

ております。 
  歳入でございます。８ページの第４表、第５表、

34ページ、付表２にございますが、歳入のうち地

方譲与税、財産収入等は前年度より増加してござ

いますが、市税、地方特例交付金、地方交付税、

使用料及び手数料、国県支出金、繰入金、地方債

などが減少しております。自主財源であり、歳入

の根幹であります市税は、10ページの６表あるい

は38ページの付表４にございます。前年度より739

万7,000円、0.2％減少しています。これは、市民

税で9,466万7,000円、6.2％、市たばこ税で1,576

万6,000円、4.9％増加したものの、固定資産税で

１億2,743万8,000円、5.6％、都市計画税で1,632

万7,000円、6.6％減少したことによります。 
  次、歳出でございます。13ページ、第10表から

24ページの第23表までのとおりでございます。歳

出は、総務費、衛生費などが前年度より増加して



おりますが、農林水産業費、商工費、土木費、公

債費などが減少しております。 
  次、特別会計でございます。特別会計では、歳

入が116億4,113万6,000円で、前年度に比べ２億

9,723万9,000円、2.6％、歳出が114億664万3,000

円で、３億3,917万9,000円、3.1％それぞれ増加し

ております。 
  各特別会計別に見ますと、国民健康保険事業会

計、営農飲雑用水事業会計、介護保険事業会計で

歳入歳出ともに増加したものの、老人保健事業会

計、公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計

で減少しております。 
  収入未済額にまいります。40ページ、41ページ、

付表５にございます。一般会計では、市税が４億

7,475万9,000円、前年度に比べ5,556万1,000円、

13.5％の増加、保育所入所負担金、公営住宅使用

料などが828万9,000円で、49万9,000円、6.4％の

増加となっております。 
  また、特別会計では、国民健康保険税が３億

3,647万7,000円で、前年度に比べ5,194万2,000円、

18.2％の増、介護保険料は1,164万3,000円で、214

万2,000円、22.5％の増、公共下水道使用料が504

万3,000円で、101万1,000円、25.1％の増となって

おります。特に市税の収入未済額のうち固定資産

税が３億8,976万8,000円で82.1％を占めており、

特に滞納繰り越し分について抜本的な対応をとる

とともに、その他の税及び税外収納の未納をこれ

以上増やさないよう適時適切な対応を要望するも

のでございます。 
  次、市債残高でございます。市債残高は276億

8,873万8,000円。内訳は、一般会計で179億4,397

万8,000円、公共下水道事業会計89億2,791万9,000

円、農業集落排水事業会計７億9,384万1,000円、

営農飲雑用水事業会計2,300万円となっておりま

して、前年度より14億1,843万3,000円、4.9％減少

いたしております。これは、一般会計と公共下水

道事業会計で13億9,934万円減少したことなどに

よっております。市債の残高は、年間総予算を大

きく上回っております。さらには、債務負担行為

に基づく支出や 上広域組合債と合わせ重い負担

となっております。今後計画する建設事業などに

つきましては、厳正な事業の選択と資金計画の精

査が求められます。 
  上広域組合分担金につきましては16億6,047

万1,000円で、前年度より2,034万2,000円、1.2％

の増となっております。これは、ごみ焼却施設エ

コプラザもがみ建設事業債の元金償還が18年度か

ら本格的に始まったことなどによります。今後と

も効率的な事務が進められるよう緊密な連携をお

願いいたしたいと思います。 
  次に、国民健康保険事業会計については、国保

税の収入未済額が３億3,646万3,000円と前年度に

比べ5,192万8,000円、18.2％増加しており、収入

率も79.4％で、前年度より2.6％低下いたしました。

収入未済額が歯どめなく累増している現状を早急

に打開されるよう要望いたします。 
  公共下水道事業会計につきましては、供用開始

後19年を経過いたしましたが、整備率、普及率が

伸びない一方で、老朽化した処理場の施設設備の

更新、増改築事業に着手したところでございます。

市民の高いニーズに応えるため、市全域の生活排

水処理の基本的方針等の情報を開示しながら、市

財政の現状に立脚した効率的な管理運営と適切な

受益者負担のあり方について理解を得る必要があ

ると思います。 
  介護保険事業では、サービスの需要と給付実績

は伸び、計画どおり推移しております。今後とも

適切な保険料の賦課徴収と介護給付に努められる

よう要望いたします。 
  本年度は、市税や地方交付税が減少した中で、

市債の借りかえにより公債費を減額平準化したり、

職員数の削減などにより引き続き人件費を抑制す

る他、遊休市有地の処分や市報の有料広告掲載な

どで独自の財源を確保して、夜間休日救急診療所

の開設、流雪溝整備事業の再開、角沢小学校の統

合など懸案であった市民生活の課題である事務事



業に取り組んだことは多とするものであります。 
  後でございます。本市の財政構造は、市債の

元利償還や債務負担行為に基づく支出など長期に

わたる負担が財政を圧迫している大きな要因であ

り、誠に厳しい運営が続いております。これらを

改善し、財政の柔軟性を回復するため、平成16年

度以降懸命の努力が続けられている 中であり、

市債残高の減少などにその成果が見えております。

今後も粘り強く改革を続け、財政再建計画を完遂

することを願うものであります。 
  以上が平成18年度一般会計及び特別会計の決算

審査の概要及び意見でございます。よろしくお願

いを申し上げます。 
中川正和議長 次に、平成18年度新庄市水道事業会

計決算の認定についてを水道課長髙橋 敦君より

説明願います。 
   （髙橋 敦水道課長登壇） 
髙橋 敦水道課長 それでは、議案第63号平成18年

度新庄市水道事業会計決算の認定についてを御説

明申し上げます。 
  初に、２、３ページをご覧ください。新庄市

水道事業決算報告書（税込み）により御説明申し

上げます。（１）の初めに収益的収入及び支出で

ございます。第１款水道事業収益の予算額合計は

13億4,599万5,000円、決算額合計は12億9,724万

2,672円で、予算額に比べまして4,875万2,328円の

減でございます。 
  次に、支出の第１款水道事業費用の予算額合計

は12億9,812万1,000円、決算額合計は12億7,002

万7,934円で、執行率は97.8％でございます。 
  次に、４、５ページをお開き願います。（２）

の資本的収入及び支出の第１款資本的収入の予算

額合計は7,129万1,000円、決算額合計は6,784万

8,545円で、予算額に比べまして344万2,455円の減

でございます。 
  また、第１款資本的支出でございますが、予算

額合計は５億6,243万円、決算額合計は５億3,589

万760円で、執行率は95.3％でございます。 

  資本的収入が資本的支出に不足する額４億

6,804万2,215円は、過年度損益勘定留保資金など

で補てんいたしました。 
  次に、６ページをご覧願います。損益計算書に

ついて御説明申し上げます。18年度は冷夏でござ

いましたので、それに伴い、給水収益や高料金対

策、一般会計繰入金などが減少したことによりま

して、経常利益は1,339万5,726円、当年度純利益

は1,100万7,298円となり、前年度繰越利益剰余金

を加えた当年度未処分利益剰余金は6,139万7,798

円となります。 
  次に、７ページをご覧ください。剰余金計算書

でございますが、利益剰余金として、１、減債積

立金、（４）当年度末残高は３億8,787万598円、

２、建設改良積立金の（４）当年度末残高４億3,567

万3,318円。したがいまして、積立金の合計は８億

2,354万3,916円となります。 
  次に、８ページをお開き願います。資本剰余金

でございますが、これまでに資本として調達いた

しました国庫補助金や工事負担金などの内訳でご

ざいまして、平成19年度への繰越資本剰余金は58

億4,220万1,233円となっております。 
  ９ページをご覧ください。９ページは、剰余金

処分計算書（案）でございます。平成18年度未処

分利益剰余金が6,139万7,798円となっております

ので、（１）の減債積立金へ800万円、（２）の建

設改良積立金へ200万円、残額の5,139万7,798円を

平成19年度へ繰り越す案でございます。 
  続きまして、10、11ページをお開き願います。

貸借対照表でございますが、資産の部として固定

資産、流動資産、繰延勘定などの資産の合計は156

億6,951万4,743円となります。 
  また、11ページの負債の部でございますが、負

債合計で1,977万3,440円となりまして、次に資本

の部でございます。６の資本金の合計は89億2,259

万8,356円で、７の剰余金の合計は67億2,714万

2,947円となります。 
  以上が水道事業会計決算諸表についての御説明



でございます。 
  次に、決算附属書類でありますが、12ページに

事業報告書、21ページに収益費用明細書、28ペー

ジに固定資産明細書、30ページに企業債明細書を

記載しておりますが、説明は省略させていただき

ます。 
  以上、簡単ではございますが、平成18年度新庄

市水道事業会計決算についての御説明を終わらせ

ていただきます。御審議の上、御承認賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 
中川正和議長 ただいま説明のありました水道事業

会計決算について、監査委員の監査報告をお願い

いたします。 
  監査委員國分政嗣君。 
   （國分政嗣監査委員登壇） 
國分政嗣監査委員 同じようにお配りしてございま

す水道事業会計の決算審査意見書により御報告い

たします。 
  ５ページをお開き願います。地方公営企業法の

規定に基づき、審査に付されました水道事業会計

の決算について審査をいたしましたので、その概

要と結果について御報告申し上げます。 
  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰余

金計算書及び貸借対照表並びに事業報告書、収益

費用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書

及び企業債明細書などを照合調査し、関係職員の

説明を聴取するなどにより、法令その他の規定に

従って処理されているか、財務状況及び経営成績

を適正に表示しているか、公共性と経済性が確保

されているかに主眼を置いて実施をいたしました。

なお、現金預金の残高確認、証書類の検査につき

ましては、別に地方自治法の規定に基づく例月出

納検査において実施をいたしました。 
  審査の結果でございます。審査に付されました

決算書類及び附属書類は、地方公営企業関係法令

の規定に基づいて作成されており、経営成績及び

財務状況を適正に表示しており、計数も正確であ

り、適正な決算と認めました。 

  決算審査の概要及び詳細は、６ページから16ペ

ージに記載してございますが、その主要な点は17

ページ、第７むすびで言及しておりますので、こ

ちらで説明をさせていただきます。 
  17ページをお開き願います。６と７ページの決

算の状況及び業務実績と経営分析にございますが、

当年度におきましては業務状況に関しては、大手

町地区配水管布設替工事をはじめとする市内各所

の老朽管及び石綿セメント管の布設替工事を行い、

また前年度から継続の管路台帳や給水台帳整備を

完了したことなど施設の維持管理を強化し、水道

水の安定供給に努めております。 
  給水に関しましては、前年度に比較しますと、

給水人口が119人の減、年間総配水量が25万845立

方メートルの減、年間総有収水量20万4,089立方メ

ートルの減といずれも減少をしております。 
  一方、行政区域内人口に対する普及率及び計画

給水人口に対する普及率ともそれぞれ0.4ポイン

ト増加をしております。 
  収益的収支に関しましては、事業収益のうち営

業収益は、年間総有収水量が前年度比5.8％減にな

るなどして、給水収益が減少しております。また、

営業外収益でも上水道高料金対策及び企業債利子

償還金の他会計補助金、一般会計補助金ですが減

少するなど事業収益全般としては前年度比5.1％

減少しております。また、事業費用のうち営業費

用では、資産減耗費や営業外費用の支払利息が減

少するなどしておりますが、配水及び給水費にお

ける修繕費、路面復旧費などが増加しており、事

業費用全般としては前年度比2.2％の増となって

おります。この結果、当年度純利益は前年度比

89.3％減少して1,100万7,298円となっております。 
  資本的収支におきましては、建設改良工事の促

進に伴い、収入額が支出額に不足する４億6,804

万2,215円は、当年度消費税及び地方消費税資本的

収支調整額と過年度損益勘定留保資金で補てんし

ております。 
  13ページからの貸借対照表によりますと、資産



合計が156億6,951万円であり、他方負債合計は

1,977万円、資本合計は156億4,974万円となってお

り、資本金は89億2,259万円であり、資本金の内訳

と構成比率は、自己資本金が45億8,352万円、

51.4％、借入資本金の企業債は前年度より１億

9,465万円減少して43億3,907万円、48.6％となっ

ております。 
  16ページ以降の財務分析によりますと、おおむ

ね良好というふうになっておりますが、総収益対

総費用の比率、営業収益対営業費用の比率とも前

年度より減少しております。自己資本構成比率が

72.2％で、前年度比1.1％増加、流動比率が一方非

常に高くなっております。 
  以上のように水道事業の現状は、業務におきま

しては有収水量の減少によります給水収益の減収、

さらに施設の維持補修費及び受水費など固定的な

費用の高どまり、施設設備の利用効率の低下、経

営における一般会計繰入金依存と高水準の使用料

など多くの課題があると言えます。 
  したがいまして、当面は給水収益の減収による

収益的収支の悪化を 小限に抑えるため、次の点

について十分検討されまして、早急な対策が必要

と考えます。 
  １つ、給水原価の35％を占める 上広域水道受

水費の値下げを要請し、営業費用を抑え、経営の

安定化とあわせ、高水準にある使用料の見直しを

図る。 
  ２つ、大口利用者の専用水道化、いわゆる地下

水利用による上水道離れでございますが、に対応

し、安定した経営を持続できるよう組織、業務の

効率化を進め、経費の抑制を図る。 
  ３つ目、拡張事業等により給水が可能となった

地域で一部普及が停滞しております。施設の稼働

の効率性と生活用水の安全確保のため、なお一層

の普及向上をお願いしたいと思います。 
  ４つ目として、水道料の未収金は毎年度漸増し

ておりますので、関係部署等と連携するなど対応

を強化していただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いを申し上げます。 
  なお、決算審査資料末尾に参考として県内都市

の経営状況を添付いたしましたので、御参照いた

だきたいと思います。よろしくお願いを申し上げ

ます。 
中川正和議長 これよりただいま説明のありました

平成18年度決算を除く議案第50号から議案第54号

までの５件について総括質疑を行います。質疑あ

りませんか。ありませんか。 
１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 
中川正和議長 星川 豊君。 
１９番（星川 豊議員） 議案第51号の指定管理者

の指定についてですけども、これらについてです

ね、前に施設に関することについてちょっと調べ

たことがあるんですけれども、この指定管理者に

は芸術文化振興市民ネット新庄という名が指名さ

れたということですけれども、この団体がどうい

うふうな経過で何年ぐらい前からこういうふうな

ことをやっていて、そしてどういうふうな今まで

活動をやってきたのかということをですね、ちょ

っと説明願いたいなと思うわけです。 
  それから、この点についてちょっと市民のほう

から質問があったもんですから、その今言ったこ

とですね。それから、今までどういう活動をやっ

てきたかということをさっき言いましたかな、そ

んなことでちょっと御説明願いたい。 
大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 
中川正和議長 生涯学習課長大江雅夫君。 
大江雅夫生涯学習課長 それでは、今回指定でお願

いしておりますＮＰＯ法人芸術文化振興市民ネッ

ト新庄、一応ちょっと長いもんですから、ＮＰＯ

法人芸文ネット新庄というふうなことでこれまで

呼ばせていただいております。 
  この団体につきましては、平成16年の２月団体

として立ち上げたものでございます。名前のとお

りですので、地域の社会教育とか芸術文化活動、

これらの振興並びに地域の活性化に寄与するとい

うふうな目的で立ち上げられたものでございます。



構成は18名現在いるようです。 
  どういうふうな事業をこれまでやってきたかと

いうふうなことでございますけれども、新庄市内

にある唯一の芸術文化に関するＮＰＯ法人でござ

いますので、これまで昨年度18年度新庄市の市民

提案型のパイロット事業、これにも広く参加して

もらっておりますし、また昨年はロシアのサンク

トペテルブルグのバレエ公演も文化会館でやった

んですけども、そのときの一番の実行委員という

ふうなことで、券のさばきとか、それから公演を

仕切ったような活動実績がございます。何分こう

いうふうな事業ですので、今年もパイロット事業

のほうに手を挙げておりますし、また県美展あた

りも共同でぜひやりたいというふうなことで、広

く芸術文化の振興に関わっておる実績を持ってお

ります。 
  なお、選考経過とか今の団体関係につきまして

は、これから文教厚生委員会にも議案審議として

これがかかりますので、その際詳しく説明させて

いただきたいと思います。 
１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 
中川正和議長 星川 豊君。 
１９番（星川 豊議員） 大体のことをお伺いしま

した。 
  実は、文教のほうにかかるということですから、

その中でまた少し詳しく、それまで調べておいて

また質問したいと思いますので、今日のところは

それで結構でございます。 
  どうもありがとうございました。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
中川正和議長 小野周一君。 
４ 番（小野周一議員） 今の議案第51号について

お聞きするわけですけども、恐らく公募でされた

と思うんですけども、１つはこのＮＰＯ法人以外

に他に幾つの団体が公募なされたのか。 
  あと今18人でこういうのが構成されたというの

を聞いたんですけども、この理事長である佐藤榮

一さんは前の助役さんであるわけですよね。この

18人の構成メンバーの中にこの市の職員の退職者

の方々が何名おられるのか、説明できればお願い

したいと思います。 
大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 
中川正和議長 生涯学習課長大江雅夫君。 
大江雅夫生涯学習課長 初めの団体数です、応募団

体数は４団体ございます。その中で芸術文化振興

市民ネット新庄が選考されたというふうな経過で

す。 
  それから、構成先ほど18名、その中で役員とい

う方がいらっしゃるわけですけれども、これが８

名です。行政のＯＢは、理事長の佐藤氏と、あと

は幹事のほうに１名市の職員のＯＢがいらっしゃ

います。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。ありません

か。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 
 
 
  日程第２３決算特別委員会の設置 
 
 
中川正和議長 日程第23決算特別委員会の設置を議

題といたします。 
  お諮りいたします。議案第55号から議案第63号

までの平成18年度一般会計及び各特別会計決算並

びに水道事業会計決算の認定を審査するため、委

員会条例第６条第１項の規定により、決算特別委

員会を設置したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、決

算特別委員会を設置することに決しました。 
 



 
  決算特別委員会委員の選任 
 
 
中川正和議長 これよりただいま設置されました決

算特別委員会委員の選任を行います。 
  お諮りいたします。決算特別委員会委員の選任

につきましては、委員会条例第８条第１項の規定

により、議長において全議員を指名いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、全

議員を決算特別委員会の委員に選任することに決

しました。 
 
 
  日程第２４議案、請願の決算特別 
  委員会、各常任委員会付託 
 
 
中川正和議長 日程第24議案、請願の決算特別委員

会、各常任委員会付託を行います。議案、請願の

委員会の付託につきましては、お手元に配付して

あります付託案件表のとおりそれぞれの所管の委

員会に付託いたします。 

 
 

平 成 １ ９ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 
 

  付 託 委 員 会 名        件                名 
  ｏ議案第５５号平成１８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に 
  
   ついて 
  
  ｏ議案第５６号平成１８年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入 
  
   歳出決算の認定について 
  
  ｏ議案第５７号平成１８年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入 
  
   歳出決算の認定について 
  
  ｏ議案第５８号平成１８年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出 
  
   決算の認定について 
  
 決 算 特 別 委 員 会  ｏ議案第５９号平成１８年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳 
  
       議案（９件）   出決算の認定について 
  
  ｏ議案第６０号平成１８年度新庄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 
  
  ｏ議案第６１号平成１８年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入 
  
   歳出決算の認定について 
  
  ｏ議案第６２号平成１８年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出 
  
   決算の認定について 
  
  ｏ議案第６３号平成１８年度新庄市水道事業会計決算の認定につい 
  
   て 



 
  付 託 委 員 会 名        件                名 
 総 務 常 任 委 員 会  
  ｏ請願第８号地方財政の充実・強化を求める請願 
       請願（１件）  
  ｏ議案第５０号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一 
 文 教 厚 生 常 任 委 員 会  
   部を改正する条例の制定について 
       議案（２件）  
  ｏ議案第５１号指定管理者の指定について 
       請願（１件）  
  ｏ請願第９号教育予算の拡充を求める意見書の採択要請について 
  ｏ議案第５２号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の 
  
   制定について 
  
  ｏ議案第５３号市道路線の認定及び廃止について 
  
  ｏ議案第５４号新庄市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正 
  
   する条例の制定について 
  
  ｏ請願第３号割賦販売法の抜本的改正に関する意見書の提出を求め 
  
 産 業 建 設 常 任 委 員 会   る請願 
  
       議案（３件）  ｏ請願第４号アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査 
  
      請願（５件）   への予算措置の継続を求める請願 
  
  ｏ請願第５号品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の 
  
   育成を求める請願 
  
  ｏ請願第６号日豪をはじめとするＥＰＡ路線を転換し、自給率の向 
  
   上と食糧主権にもとづく農政を求める請願 
  
  ｏ請願第７号飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の 
  
   増産、循環型畜産の発展を図る施策を求める請願 

 
  議案６件一括上程 
 
 
中川正和議長 日程第25議案第64号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第４号）から日程第30議案

第69号平成19年度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号）までの補正予算６件を一括議題といた

します。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議案第64号から議

案第69号までの一般会計、特別会計及び水道事業

会計補正予算につきまして御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第64号一般会計補正

予算は、歳入歳出それぞれ１億2,799万3,000円を

追加しまして、補正後の予算総額を133億2,627万

5,000円とするものであります。 
  歳出予算の主な補正内容につきまして御説いた

します。１点目は、職員給与費の補正ですが、春

の人事異動による会計間及び各費目間の移動によ

るもので、一般会計全体では1,267万円の増額とな

ります。 
  ２点目は、奥羽金沢温泉に対する施設整備費補

助金1,000万円です。この件に関しましては、これ

までも審議いただいておりますが、これまで御指

摘いただきました懸案事項に対応した内容となっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 



  続きまして、22ページ、商工費の産業立地促進

資金融資制度貸付金3,666万6,000円の追加であり

ます。新たに操業開始する企業に対し、県、市及

び金融機関が協調して融資するものであります。

貸付金でありますので、全額が特定財源となり、

一般財源の充当はありません。 
  28ページですが、市民文化会館の管理を指定管

理者に委託するため、その委託料1,674万2,000円

を計上するものでございます。 
  一方、歳入における一般財源の補正ですが、前

年度繰越金の残額873万5,000円、普通交付税8,209

万円、財政調整基金からの繰入金1,000万円の増額

が主なものでございます。 
  続きまして、31ページからの特別会計ですが、

議案第65号国民健康保険事業特別会計は1,633万

8,000円を追加しまして41億5,784万4,000円に、議

案第66号公共下水道事業特別会計は234万4,000円

を追加し15億5,742万9,000円に、議案第67号農業

集落排水事業特別会計は793万5,000円を追加し

9,526万5,000円に、議案第68号営農飲雑用水事業

特別会計は455万4,000円を追加し6,933万7,000円

といたします。 
  私からの説明は以上でありますが、各会計の詳

細につきましては政策経営課長及び水道課長から

説明させますので、よろしく御審議いただき、御

決定くださるようお願い申し上げます。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 
坂本孝一郎政策経営課長 議案第64号一般会計補正

予算（第４号）について御説明申し上げます。 
  予算書１ページをお開き願います。一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ１億2,799万3,000円

を追加し、補正後の総額は133億2,627万5,000円に

なります。 
  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につき

ましては、２ページから５ページまでの第１表、

歳入歳出予算補正を後ほど御確認いただきたいと

思います。 

  次に、６ページをご覧いただきたいと思います。

第２表、地方債補正でございますが、道路整備事

業債の追加及び臨時財政対策債の変更でございま

す。 
  ９ページからの歳入につきまして御説明いたし

ます。初めに、９款地方特例交付金ですが、今年

度の地方特例交付金及び特別交付金の確定に伴い

補正するものであります。児童手当特例交付金は

214万円、特別交付金は2,187万8,000円がそれぞれ

減額となりました。 
  10款地方交付税でありますが、今年度の普通交

付税は40億335万円と決定いたしましたが、昨年度

と比較しますと3.5％、約１億4,400万円ほどの減

少となりました。 
  しかし、当初予算額には39億円計上しておりま

すので、その差額約１億335万円ありまして、その

うちの8,209万円を今回計上いたします。 
  14款国庫支出金では、障害者自立支援給付費負

担金が歳出の組み替えにより289万円の減額とな

ります。 
  国庫補助金では、後期高齢者医療制度創設準備

に関する補助金52万5,000円の追加が主な内容で

あります。 
  10ページをお開き願います。15款県支出金であ

りますが、国庫支出金と同様に障害者自立支援給

付費負担金が歳出の組み替えによりまして144万

5,000円の減額となります。 
  県補助金でありますが、民生費県補助金は歳出

の組み替えにより、障害者自立支援給付費負担金

とは逆に622万5,000円の増額となります。農林水

産業費県補助金におきましては、国営造成施設管

理体制整備促進事業費補助金は、補助金確定によ

る減額、やまがた園芸担い手チャレンジプラン支

援事業費補助金は園芸用ハウス建設に対する補助

のため増額となります。５目衛生費県補助金は、

夜間休日診療所の開設に伴いまして、平日夜間救

急医療体制整備推進事業費補助金245万円が交付

されます。これは、県の単独補助金でありまして、



毎年３分の１ずつ減額されてはいきますけども、

３年間交付されることになりました。また、地域

連携リサイクル推進モデル事業費補助金200万円

は、既に取り組んでおりますバイオマス生ごみ収

集事業に対して交付決定されたものであります。 
  ３項県委託金は、１目総務費委託金において事

業費確定に伴う人権啓発活動委託金の減額でござ

います。11ページ、６目教育費委託金につきまし

ては、小学校における英語活動等国際理解活動推

進事業費が新たに採択されました。 
  16款財産収入は、財政調整基金利子127万2,000

円の増額。 
  17款寄附金につきましては、中学校費寄附金10

万円の予算化でございますが、これは土田秀也様

からの御寄附で、中学校施設整備のために活用さ

せていただくことになりました。 
  18款繰入金は、財政調整基金繰入金を1,000万円

取り崩すものでありまして、これは昨年度温泉施

設整備補助のために財政調整基金に積み立てた分

でありまして、歳出予算の計上に伴い取り崩すも

のでございます。 
  19款繰越金は、前年度繰越金のうち専決処分ま

での予算化、剰余金処分の繰越明許費分の残額873

万5,000円で、全額を予算化したことになります。 
  12ページをお開き願います。20款諸収入につい

てでございますけども、３項貸付金元利収入には、

先ほど市長職務代理者副市長から説明ありました

ように、産業立地促進資金融資制度貸付金元金収

入3,666万6,000円を計上しております。 
  雑入では、その他の雑入としまして、中央学童

保育所屋根修繕工事に伴う建物総合損害共済金

140万円と報告第８号において報告しております

損害賠償に関する市民総合賠償保険金42万9,000

円などを予算化してございます。 
  21款市債では、道路整備事業に伴う土木費150

万円と普通交付税算定結果により臨時財政対策債

が３億6,990万円の起債可能となりましたので、当

初予算との差額140万円を補正するものでござい

ます。 
  続きまして、13ページからの歳出について説明

させていただきます。職員給与費につきましては、

一般会計総額で1,267万円の増額となります。各科

目に計上しておりますが、その中で２款総務費、

１項１目一般管理費の職員給与費が１億66万

3,000円と大変大きくなってございます。前年度の

退職者と新規採用者の職員給与費の差額は、例年

この目で調整してございますが、昨年度末の退職

者が多かったために今回大幅な追加となったもの

でございます。 
  前後いたしますけども、１款議会費におきまし

ては、議員手当の削減分を計上してございます。 
  ２款総務費、１項６目財産管理費には、４款衛

生費で補正いたします曙町の中央公園のトイレ改

修工事に伴いまして外周工事を行うものでござい

ます。９目の電算管理費は、後期高齢者医療制度

や障害者自立支援制度に対応するシステム開発を

行うものでございます。 
  15ページをお開き願います。３項１目戸籍住民

基本台帳費、住民基本台帳ネットワークシステム

に関するパソコン更新に伴うリース代等の増額で

ございます。 
  18ページをお開き願います。３款民生費につき

ましては、２項１目児童福祉総務費でございます

けども、放課後児童対策事業の児童数が多くなっ

たための指導員の増員委託料及び中央学童保育所

の屋根修繕工事の増額が主な内容でございます。

３目保育所費の日々雇用職員賃金は、障害児保育

事業に対応したものでございます。 
  ３項生活保護費、２目扶助費には、平成18年度

の生活保護費国庫負担分の精算によるものでござ

います。 
  19ページをお開き願います。４款衛生費、１項

１目保健衛生総務費は、先ほど市長職務代理者副

市長から説明ありましたとおり、奥羽金沢温泉株

式会社に対する施設整備費補助金を計上してござ

います。７目の環境衛生費の工事請負費は、昨年



度に引き続き曙町公衆トイレの改修工事、９目水

道費には上水道高料金対策費繰出金の不足額を計

上してございます。 
  ６款農林水産業費でございますけども、21ペー

ジをお開き願いたいと思います。１項３目農業振

興費で、歳入金額と同額で、やまがた園芸担い手

チャレンジプラン支援事業費補助金を計上してお

ります。５目農地費には、国営造成施設管理体制

整備促進事業費補助金の確定に伴う減額が主な内

容でございます。 
  次に、22ページ、７款商工費には、１項２目商

工振興費に中核工業団地に新たに進出します企業

に対する産業立地促進資金融資制度貸付金を予算

化してございます。 
  23ページから25ページの８款土木費には、先ご

ろ行われました区長と市長のまちづくり会議で出

されました要望のうち、道路維持費、都市下水路、

住宅管理費におきまして、市民生活上緊急性が高

いと判断された事業を主体に427万円ほどを予算

化してございます。 
  25ページの６項１目除排雪費には、消雪用井戸

工事費及び県で使用した除雪車の購入費を予算化、

計上してございます。 
  ９款消防費、１項２目非常備消防費の消防団員

退職報償費負担金は、今年度から単価が改定され

たことに伴う増額でございます。 
  10款教育費でございますけども、26ページ、１

項３目教育指導費には新規の国際理解教育推進事

業費を計上しております。これは、文部科学省が

小学校から外国語授業を検討しているための事業

でありまして、升形小学校が採択されたというこ

とに伴う予算化でございます。 
  ２項小学校費及び27ページの３項中学校費の学

校管理費には、必要な修繕料を予算化してござい

ます。歳入でも説明いたしましたが、土田秀也様

からの御寄附は、明倫中学校の施設整備費に役立

たせていただきます。 
  28ページ、４項社会教育費につきましては、５

目市民文化会館費でございます。この12月から指

定管理者制度を導入しますので、その委託料1,674

万2,000円を計上してございます。委託料に含めま

す他の経費は減額となります。また、備品購入費

でございますが、これは故障しておりましたスポ

ットライトを購入するものでございます。 
  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の説

明に入らせていただきます。31ページをお開き願

います。議案第65号国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）でございますが、歳入歳出それ

ぞれ1,633万8,000円を追加し、補正後の予算総額

を41億5,784万4,000円とするものでございます。 
  35ページの歳入は、前年度繰越金1,528万1,000

円の他給付基金利子と一般会計からの繰入金の増

額であります。 
  36ページからの歳出につきましては、医療制度

改正に伴うシステム改修事業、退職者医療交付金

返還金が主な内容となってございます。 
  次に、39ページ、議案第66号公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）でございますが、歳入

歳出それぞれ234万4,000円を追加いたしまして、

補正後の予算総額を15億5,742万9,000円とするも

のでございます。 
  43ページの歳入では、前年度繰越金と公共下水

道事業債を増額しておりまして、一般会計繰入金

を減額してございます。 
  44ページからの歳出では、１款総務費、２項１

目処理場管理費におきまして、 上圏域下水道共

同管理協議会負担金の減額、２目管渠管理費では

公共汚水升の修繕料を増額してございます。 
  続きまして、47ページ、議案第67号農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳出

それぞれ793万5,000円を追加しまして、補正後の

予算総額を9,526万5,000円とするものでございま

す。 
  51ページの歳入には、全額一般会計繰入金でご

ざいまして、歳出は施設修繕料と今年度の人事異

動に伴います職員増分の補正でございます。 



  53ページお開き願います。議案第68号営農飲雑

用水事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳

出それぞれ455万4,000円を追加しまして、補正後

の予算総額を6,933万7,000円とするものでござい

ます。 
  56ページの歳入でございますが、全額一般会計

からの繰入金でございます。 
  歳出は、１款営農飲雑用水事業費、１項１目施

設管理費でございますけども、休場・市野々簡易

水道膜ろ過施設の借上料を計上してございます。

ろ過施設は、リース契約によりまして借り上げし

てございましたけども、この９月で途中解約する

ことからの残額を精算するものでございます。 
  ２款公債費には、昨年度の山屋地区施設改修工

事による簡易水道事業債に関する利子の計上を記

載してございます。 
  以上で一般会計及び４特別会計の補正予算案の

説明を終わります。よろしく御審議いただきまし

て、御可決賜りますようよろしくお願いします。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 ２時０４分 休憩 
     午後 ２時１４分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  水道課長髙橋 敦君。 
   （髙橋 敦水道課長登壇） 
髙橋 敦水道課長 それでは、議案第69号平成19年

度新庄市水道事業会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。 
  １ページをご覧願います。第２条、収益的収入

及び支出の補正でございますが、収入の第１款収

益の既決予定額を13億2,101万3,000円に補正予定

額600万円を増額し、計13億2,701万3,000円といた

します。 
  その内容といたしまして、第２項の営業外収益

であります。他会計補助金、いわゆる上水道高料

金対策一般会計繰入金が確定したことに伴うもの

であります。 
  次に、支出の第１款費用の既決予定額12億8,646

万6,000円に補正予定額1,655万3,000円を減額し、

計12億6,991万3,000円といたします。 
  その内容ですが、第１項営業費用で、４月の人

事異動に伴う人件費等であります。 
  第３条、資本的収入及び支出の補正でございま

すが、第１款資本的収入の既決予定額8,240万

1,000円に補正予定額400万円を増額し、計8,640

万1,000円といたします。 
  その内容ですが、第２項の補助金で、未普及地

域の中川原他４地区に関するものであります。 
  次に、２ページ、第１款資本的支出の既決予定

額７億1,414万1,000円に補正予定額1,109万1,000

円を増額し、計７億2,523万2,000円といたします。 
  その内容ですけども、第１項建設改良費を190

万9,000円減額し、第２項の第６次拡張事業費につ

いては1,300万円を増額するものであります。なお、

支出に対して不足する額６億3,883万1,000円は、

過年度損益勘定留保資金などで補てんいたします。 
  ３から４ページにつきましては、実施計画であ

ります。 
  以上、新庄市水道事業会計補正予算（第１号）

について御説明申し上げました。御審議の上、御

可決くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました補正予算６件は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第64号、議案第65号、議案第66号、議案第67号、

議案第68号、議案第69号の平成19年度補正予算６

件は委員会の付託を省略し、９月20日、 終日の

本会議において審議をいたします。 
 



 
     散      会 
 
 
中川正和議長 ８日、９日は休会であります。10日

午前10時より本会議を再開いたしますので、御参

集願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さまでし

た。 
 
     午後 ２時１９分 散会 
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     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は20名、欠席通告者はありません。 
  これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第２号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
中川正和議長 日程第１一般質問。 
  これより一般質問を行います。今期定例会の一

般質問者は７名であります。質問の順序は、配付

しております一般質問通告表のとおりと決定して

おります。 
  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以内

といたします。 
  本日の質問者は４名であります。 
 
 
     渡部平八議員の質問 
 
 
中川正和議長 それでは最初に、渡部平八君。 
   （１１番渡部平八議員登壇）（拍手） 
１１番（渡部平八議員） おはようございます。た

だいまより９月定例議会の一般質問をいたします。 
  その前に、この壇上より見るときに、市長席の

名札が倒れているのを見るに、ありし日の故髙橋

榮一郎氏の姿が目に浮かび、万感胸に込み上げて

まいります。18年間市政のトップとして歩まれま

したことに、深く心より敬意を表します。前にど

なたかの「市長として16年間を振り返ってみて」

との御質問に対していろいろと述べられましたが、

その中で「この16年間心より笑ったことはない」

と言われた言葉が今も私は忘れることができませ

ん。「空席の倒れし名札見るときに思い新たに悲

しみ深し、空席の倒れし名札見るときに思い新た

に悲しみ深し」、私は今この気持ちでいっぱいで

ございます。ひたすら哀悼の誠を捧げ、心より御

冥福をお祈り申し上げます。 
  それでは、通告に従いまして質問をさせていた

だきます。最初に、中学校給食の実施についてで

ございますが、この給食は、父兄の九十何％を超

える方々が一日も早い実施を求めておられます。

前にも一般質問や他の場面で数回実施を求め、ま

た提言等も行ってまいりました。その後実施に向

けた検討をなされておりますでしょうか、その内

容と方向性をどう結論づけておられ、この件につ

いては亡き市長の市民に向けた政策の大きな１点

でありました。早期の実施を父兄や家族の方々が

待っておられます。いろんな実施に向けた検討は

大事ですが、その内容と時間はもっと大事であり

ます。早期の実施を求めるものですが、教育長の

御答弁をお願いいたします。 
  次に、スクールバスの導入についてお尋ねをい

たします。安心、安全な通学は、子供はもちろん

地域全体が求め、見守っております。特に下校時

は各自ばらばらで、部活等で遅くなり、雪の期間

の長い当地域での通学は大変なことであります。

小さな子供が雨の中、吹雪の中を３キロも４キロ

も歩く姿を見ると、本当にかわいそうだなといつ

も思っております。 
  また、通学時に、特に下校時に不審者による危

険性も大きな心配であります。現にそのようなこ

とが年に数回耳にすることがあります。 
  そうしたいろんなことのもとに、登下校時の送

迎が家族の大きな負担になって大きくのしかかっ

ております。学校玄関前や周辺の道路は大変な混

雑を来しております。雪の期間は道幅も狭く、特



に苦慮をしております。他町村では何らかの通学

手段を講じております。舟形町との合併の際にお

母さん方が、新庄市では中学校の給食もない、ス

クールバスもないということが大きな話題となっ

たそうです。 
  各学校では、通学路を指定されているところも

ありますが、学区の実態を把握して、早期の導入

を求めるものですが、この件についても給食同様、

導入の検討を既になされているはずと思っており

ます。現在の進捗状況についてお聞きいたします。

安心、安全と家族の送迎の負担をなくすために、

ぜひ早期の実現を図っていただきたいと思ってお

ります。 
  最後の３点目についてお尋ねをいたします。市

有地の管理についてお尋ねをいたします。市有地

を管理する上で、隣接者との境界の明確化がない

と、管理上いろんな面で問題が出てきます。前に

幾つかの筆界未定地がありましたが、現状はどう

なられたでしょうか。いまだ筆界未定となってお

れば、どのような理由で確定できずになっており、

その解決に向けた対処をどう今までなされてき、

現在はどうなっており、今後の対応をどのように

なされていかれるかをお尋ねいたします。 
  長くなればなるほど、当時のいきさつや事情も

わからなくなり、一方の主張のみが強くなること

が、特に市側では担当職員もかわるので大きく懸

念されます。相手側の土地の所有者が亡くなった

りすると、相続上いろんな課題が出てくるのもあ

ります。先送り、先送りすることなく解決をして、

管理をすべきであります。今後の具体的な取り組

みをどうなされるかをお伺いいたします。 
  以上、３点についてお尋ねをいたしましたが、

前段２点については、今回初めてではございませ

んし、３点目については、以前にお二人の議員の

方がこの件について御質問をしておりましたので、

具体的にわかりやすく御答弁を求めます。お答え

を聞いた上で、再質問があればまたお願いしまし

て、ここからの質問を終わります。御清聴ありが

とうございました。（拍手） 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
   （佐藤 博教育長登壇） 
佐藤 博教育長 おはようございます。ただいま渡

部議員の方から３点について御質問ありました。 
  まず最初に、中学校給食の実施についてでござ

いますけども、御質問にもありましたように、髙

橋市長の公約の１つでありましたもので、教育委

員会としても一般公募による委員５名を含む13名

の委員から成る学校給食検討委員会を立ち上げま

して、実施に向けて検討していただきました。結

果については、ことしの３月５日に報告書として

御提示いただいたところであります。報告書では、

食育について、それから学校給食のあり方につい

て、それから中学校給食についての３点について

御報告いただいたところです。 
  特に中学校給食につきましては、94％の保護者

が実施を希望しておりますので、実施することを

前提に検討していただきました。また、その方法

としては、自校方式が望ましいが、早期実現のた

めにはＰＦＩ方式活用によるセンター方式も検討

してほしいと提言がなされたところです。教育委

員会はこの提言を受けまして、今年の４月20日付

で学校給食庁内検討委員会、いわゆる市役所の庁

内で実務的にこれがどのように進められるかとい

うことで、委員会を組織しまして検討しておると

ころです。特にこの中学校給食については、財政

再建計画等々の整合を図りながら実現に向けて取

り組んでいるところです。 
  具体的な取り組み状況ですけども、共同調理場、

すなわちセンター方式で学校給食を実施している

東根市の実情視察を行ったほか、ＰＦＩ方式の活

用についても東根市の担当部署に出向いて勉強会

を行ったところです。 
  なお、参考までに、ＰＦＩ事業を活用して取り

組んでいる東根市の給食センターについて申し上

げますと、１日当たり4,300食の供給能力を有する



施設の整備費が９億3,000万円、それに運営関連費

用や維持管理関連費用、給食運搬関連費用などの

事業運営費が15年間で32億9,000万円を見込みま

して、事業費としては42億2,000万円強ということ

でございました。 
  つまり東根市では、総事業費の42億2,000万円強

を毎年平均で２億8,000万円ずつ、15年間にわたっ

て返済していくということになるわけですけども、

ＰＦＩ事業における行政のメリットは、長期にわ

たる事業期間の支出を固定化することで財政負担

を平準化できるということであり、必ずしも事業

費の軽減につながるものではないということであ

りました。 
  また、自校方式については、将来における本市

の児童生徒数の推移や、小学校における給食施設

の老朽度など、現状を踏まえた課題の整理と分析

を行っておるところです。また、自校方式とセン

ター方式とともに、大規模小学校を核とした拠点

校方式の可能性なども視野に入れて、今検討を行

っております。 
  したがって、今後の取り組み方といたしまして

は、こうした各方式の比較検討や分析作業を今年

度中に終了させまして、庁内検討委員会としての

導入方式を決定したいというふうに考えておった

ところです。 
  次に、スクールバスについてでございますけど

も、今現在スクールバスは柏木山、拓生地区、冷

水沢、滝の倉地区、休場、市野々地区、角沢地区

の４地区に運行させております。そのほか昭和、

塩野地区、角沢地区には冬季スクールバスを、土

内、二枚橋地区には市営バスを利用しまして、児

童生徒の登下校を行っております。 
  平成17年度に、長期教育プランに沿って小中学

生の安全通学のために検討会を組織しまして、昨

年度末に提言を受けました。提言を実施するため

にも、今年度は推進委員会を立ち上げまして、今

詰めておるところです。 
  提言では、通学状況が厳しく、将来通学用のバ

スなどの必要な地域として、小学校おおむね３キ

ロ、中学校でおおむね５キロの通学距離を目安と

すると受けておりますので、実際はそれより短い

距離の地域についても弾力的に運用を図りながら、

子供たちが安心して 通学できるように取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 
  さらに、毎年状況が変化する通学路や危険箇所、

またはひとり通学路など考慮して決定していかな

ければならないと思います。今後児童生徒の安全

通学確保を最重点に、地域の要望、学校の考え方、

財政計画等々の整合性を図りながら、早期に安全

通学プランに基づいての新路線を実施できるよう

に進めてまいりたいというふうに思っております。 
  最後に、市有地の管理ということでございます

けども、隣接地との筆界が未定となっている市有

地があるかないかという御質問ですけども、現在

萩野小学校の学校林が筆界未定となっております。

そもそもこの土地は、土内地区の共有地でありま

したけども、昭和45年に行われた地籍調査の時点

でも、隣接地の所有者との筆界が未定になってお

りましたもので、それを昭和60年に学校林として

市が寄附を受けたものでございます。しかし、隣

接地との筆界が未定となっていたため、寄附を受

けるに当たっての登記は台帳面積で行われたわけ

で、以来筆界問題については隣接地所有者との交

渉を続けてきたところでありますけども、いまだ

解決には至ってない現状でございます。 
  なお、これまで教育委員会の交渉記録によりま

すと、地区の方々にも相談しながら、幾度となく

解決案を提示しながら交渉を行ってきましたけど

も、隣接地所有者の主張や姿勢が強固であったこ

となどから、いずれの場合も合意には至らなかっ

たと記録されております。当然のことですが、教

育委員会としては一日も早く解決を目指し、現在

も隣接地の納税管理人を通じての交渉を続けてお

りますけども、ごく最近の状況としましては、解

決に向けた前向きな姿勢も見られるようになって

きておりますので、今後も関係者に事情を伺いな



がら、粘り強く交渉し、早期解決に向けて努力し

てまいりたいというふうに思っております。御理

解、御協力のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。 
  以上でございます。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 教育長より簡潔明瞭な御

答弁で、大したもんだなと自分なりに考えた次第

であります。 
  それで教育長、実施をする前提でいろんなこと

を検討していると。ここではっきりよ、「来年す

る」とか「再来年の夏する」なんていう言葉、御

答弁求めることは難しいと思いますので、やりま

すか、やりませんかということだけひとつお願い

します。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 給食については、市長より実施の

方向で検討するようにというふうに言われており

ましたので、この検討が無駄にならないように、

実施する方向で進めてまいります。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 教育長は、市長のそうい

ういろいろあって実施すると、こういう明確な御

答弁いただいたんですが、私は教育長となってい

る、今流れの中で。副市長は、先ほど教えてもら

ったんですが、地方自治法がかわって、助役から

副市長制度になったと。副市長の仕事は何だなと、

そのときに副市長の職務というものは、市長を補

佐して、市長の命令を受けて、そして政策及び企

画をつかさどる、また職員を監督する、こういう

ふうになっておるそうです。そういう意味でお聞

きするんですが、前の市長の髙橋榮一郎さんとか、

助役を任命されまして一緒に命によっていろいろ

やってきたと思うんです。副市長という立場で、

今教育長さんが御答弁なされたことに全くそのと

おりという、私はそういう答弁を求めたいんです

が、副市長としてのお考え。ということは、これ

は財政的なこともいろいろ絡んできますので、１

つだけお願いします。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 市長とは今任期中

にといいますから、５期目中に学校給食は実施し

たいということで私どもにも言ってましたので、

私もそのことははっきりと聞いておりますし、た

だいま教育長がお答えしたことは、執行部として

の統一した考えでの答弁でありますので、そのよ

うに御理解いただきたいと思います。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 教育長よ、副市長も同じ

考えなわけだ。だから任期中にやりたいと、市長

が。任期中というと、今19年、21年の11月までか、

できればその辺を大きなめどにしてやってもらえ

ば、市長も喜ぶと思うよ。自分の後をとって、私

の任命した教育長も大したもんだと、八鍬長一も
大したもんだと、これをやってくれたとなれば、
私もそういうふうにやってもらうことを期待しま
す。 

  あと方式ですか、これもいろいろ私どもの金さ
んが文教厚生の委員長なされておったときに、鹿
沼市に行ってまいりましたが、あそこは東根より
もっと余計給食の数やっておられましたが、セン
ター方式でも親子方式とかいろいろありますが、
そろそろそれも結論出して、これは百人百様考え
があって自校方式がいいという人もおられるでし
ょうし、センター方式がいいと、拠点方式とか親
子方式がいいと。これは行政がリードをとってや
らないとなかなか難しいので、早くそこら辺は結
論を出しておやりになってくだされば、父兄もみ
んな喜ぶと思います。給食については、明確な御
答弁いただきましたので。 

  次、スクールバスですか、これも小学生は３キ



ロ、中学生は５キロ、またさらにそれ以内でも、
視野に置いて今いろいろ取り組んでいるというお
話ですが、全く今見守り隊というのがいるわけだ、
じっちゃんたちが出てきて。なぜ今見守り隊とい
う、ああいうものが必要なのかと、その背景は何
だとずっと考えてみると、大人が道路を歩いてい
ない。通学路の家屋の連檐していない田とか畑、
ここでも人は今はいない。ほとんど稲刈りとか田
植え、わずかの期間はいるけれども、先には大人
がだれかが歩いておったわけだ、例えば私どもの
萩野地区でいうと、役場に行く職員とか農協に行
く職員とか、その当時は和裁とか洋裁とか、それ
から雪おろしとか夏のちょっと働きに行くとか、
だれもいない。大人は車、子供は歩いているわけ
よ。これは、私は大人の責任だと思います。子供
たちをそういうふうに安心、安全な通学させると
いうことは。 

  これも今教育長の御答弁によりますと、早期に
実施していきたいと。この早期というのはくせ者
なんだな、なかなか。ちょっと早期というのは、
辞書を見ると、そんなに長くないわけだ、これ、
５年とか10年とかでなく。学校の先生やってくれ
ば、早期について述べよなんていうと、余り期間
がない。そういう意味で早期にやるという言葉に
なるば、早期にやってください、早期だぞ、教育
長、早期に。 

  それから今度、最後の筆界未定地ですか、これ
はこの議場の中でも固有名詞出していかがかなと
思って、一人の人から私は了解をいただいてきた
んですが、今日は名前を出していいかいけないか
ということを。その人はいいと言ったから出しま
すが、斉藤 康さんが議員なされておったときに、
この点に１回触れているわけ、もう一人の議員も
触れている。もう一人の議員はかなり厳しい意見
を言っておった。康さんのあのときの意見は、け
さおれ電話で確かめてきたんですが、あのままし
ていると間伐もできないんだと。間伐できないと
いうことは山が荒れてくると。山が荒れてきてだ

れが困るのかと。ハチに刺され、蛇にかまれ、か
まで手を切って育ててきた子供であり、地域の人
だと。だからこそ早く解決すべきだと、こういう
斉藤 康さんの御意見でした。 

  その後確か管理課長なされておった伊藤喜一さ
んが、あの人が現場に、私もそのとき平八おまえ
もあべと康さんで言われて、私も一緒に行ったん
ですが、あれ以来何か本当に現場に足を運んで解
決に向けた姿がちょっと物足りないんでないかな
という感じで見ておったんですが、斉藤 康さん
もけさ言っておられましたが、本当に市が真剣に
取り組むことになれば、私も自分の覚えている限
りで協力はしたいと、こう言っておられました。
それから、康さんの前にＰＴＡの会長をやられて
おりました斉藤定之さんが、この人なんか生き字
引きみたいに覚えているわけよ、その地域。だか
らああいう人たちがまだ元気でいる間に、だれか
がやらないとできないわけだ。だれも触れたくは
ない、だれかが。 

  さっき教育長は、土内の共有林と申しましたが、
私の記憶では、あれは大字萩野持ちの財産ではな
いかなと、そこから分筆したんではないかなと、
今聞いて思っておったんですが、そういういきさ
つも私は私なりに農地解放で、あそこを分筆して
払い下げしてやったいきさつとか、少しは知って
いるつもりですので、本当に教育委員会の方で、
これの解決に向かってひたすら頑張るという考え
があるならば、康さんも一生懸命協力するとけさ
言われました。私も、そういういきさつもある程
度は知っているつもりですので、元気なうちは協
力したいという気持ちです。木切らんねなあぞ、
教育長、切りたくても、相撲柱を子供たちが、自
分たちのあれでも切らんねな、境界が決まらない
ということで。 

  そして、そのときに伊藤喜一さんとＰＴＡ関係
と現場に行ったとき、境界杭あったわけ、これだ
れ打ったのだと。地主に聞いたら、私したのでは
ないというわけ。だったら市長の方で、教育委員



会でしたかと、そっちでもないというわけ。どっ
ちでもないと言いながら、現として境界杭はある
わけだ、ずっと見通して。こういうものは、相手
も打ったんでないと、こっちでも打ったんでない
んだと。だから今こうやってお話ししているとき、
後で紛らわしいからこれは撤去した方がいいんで
ないかなと、こういうふうにそのとき私は申しま
したが、その後どういうふうになったか。教育委
員会だってそういうところは確かめないとだめだ
と思う。相手がさも正しいようにとうとうと語る
と、だれもわからないわけ、いきさつというのは。
わかる人いれば、おまえ言うのはちょっとおかし
いのじゃないかと、こうこうこうなんでないかと、
こういういきさつでないかと、こういう反論はで
きるわけだ。今なら反論できるわけだ、覚えてい
る人がいるから、私も覚えていますので、この点
について本当に真から取り組む心がけがあるかな
いか、ひとつお願いします。 

佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 ただいま渡部議員からもありまし

たように、先ほども申し上げましたけども、関係

事情をよくわかっていらっしゃる関係者と十分に

事情を伺いながら、早期にこれの解決に向けて進

めてまいりたいと思います。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 今教育委員会の方々おら

れるわけだ、ぜひこれを機会に現場に行って、既

に行って見ているとは思う。でも改めて、念には

念を入れて、学校の関係者なり、今いろいろそう

いう方々名前を挙げましたが、そういう人たちと

行って、あと河川もかなり改修になっている。そ

の辺の境界だってどうなっているのかと、河川。

恐らく今ここで余り詳しく言っても答弁できない

要因がうんとあるんでないかなと私なりに思って

おりますので、河川だってかなり広くなっている

んです。そういうときはどういうふうになったん

だ、いわゆる学校林の敷地にどういうふうに入っ

てきたんだと。これは、相手も触れているわけ、

河川で学校林が流されたから面積が少なくなった

とかと、その辺だって私は確かめる必要あると思

う。やっぱり河川とかというものは、だれもみん

な見ないわけだ、関係ないから。こういうこと出

てくると、改めてそれを機会に、あれはおかしい

んじゃないかと、こう出てくる。そうでないと何

十年もそのまんまなっている、既得権みたいにな

って。間伐もしないとできないし、学校だって何

かあるとき、さっき言ったように相撲柱３本なり

４本なり欲しいと、それもできないわけ。そのた

めに地域の方々が、あの学校林はあれですよ、山

形県の学校林のコンクールで金賞もらっているん

ですよ、昔の地方事務所の所長から。それだけ地

域の方々が汗水たらして頑張ってきたものを、市

の方で漫然として境界もわからなくて手入れもで

きないなんてとんでもない話だ。 
  今日はまだ18分もありますが、私がいろいろ御

質問したことに対して、教育長あるいは副市長か

らも明確な御答弁いただきましたので、これで終

わります。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１０時３４分 休憩 
     午前１０時４４分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     小嶋冨弥議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、小嶋冨弥君。 
   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 
１０番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。９月定

例議会、２番目の質問をいたします小嶋冨弥であ

ります。ひとつよろしくお願い申し上げます。 



  さて、今議会は市のあるじ、市長がいない定例

議会となりました。病気やけがなどで不在のとき

と異なり、亡くなり、再びこの議場で議論ができ

なくなったことはまことに残念であります。また、

惜別の念を禁じ得ません。時には故市長とは意見

の相違もありました。しかし、考える先は同じで

あったと思います。それは、ふるさと新庄がいか

によくなるかの１点であります。 
  平成11年、私は初当選し、当時は一般質問の制

限があり、割り当て制でありましたが、当時の先

輩議員の配慮で、新人の私たちに質問を優先的に

させていただきました。そのときは初めてのデビ

ューであり、全力で質問しましたが、議論がかみ

合わなかったと思うが、丁重に答弁してくれまし

た。今年の６月の定例議会が最後の議論のやりと

りとなりましたが、市長の政治信条の「いい人、

いい街、いい暮らし」とは具体的にお聞きしまし

たことが、今は思い出となりました。 
  それでは、通告に従いましてお尋ねをいたしま

す。私が既に通告いたしましたのは３点でありま

す。まず初めに、新庄まつりについてお伺いする

ものであります。このお祭りは申すまでもなく、

連綿として親から子、子から孫へと受け継がれ、

250年余の歴史を刻んであり、そのＤＮＡは新庄に

住まいする多くの人々に入り込んでおるわけでは

ないのでしょうか。祭りの日程を目安にして秋野

菜の種まき等予定したり、各家庭においてはお客

様の接待の用意、祭り期間中の天気を心配したり、

心そぞろになるわけであります。そして、あっと

いう間の祭りが過ぎれば秋の気配を肌で感じ、来

り来る季節に備える節目となる行事祭典でもあり

ます。歴史に生きた新庄衆の誇れるまち文化の真

骨頂であると思います。 
  今年も８月24日から26日までの多くの交流人口

の中で、大きな事故もなく祭りができたことは、

暑い中での関係機関の皆さんの御尽力と御努力が

あればこそです。このことに対しまして、市民の

一人として感謝申し上げます。また、市の職員も

至るところに張りつき、祭りを盛り上げるために

頑張っておりました。これまた御苦労さまでした。

このように、多くの支えが歴史と伝統をつくり得

るものと思います。 
  聞くところによりますと、今年のお祭りは祭り

の組み方、あり方で、まつり委員会が難儀したと

伺っています。特に交通機関と警備についてと思

います。一昨年、新庄まつり250年祭で好評であっ

た26日の後祭りについても、若連がとても心配し

たと聞きました。村山の徳内まつりと日程が重複、

これらのことを含め、まずは今年の新庄まつりに

ついての総括をお聞きいたします。 
  次に、この祭りのこれからのあり方についてお

尋ねいたします。新庄市の財産である、新庄市民

の誇りでもある新庄まつりが、格式ある伝統行事

として100年後も途絶えることなく、さらなる隆盛

を重ね、自他とも認められる日本を代表する祭り

となることを目指し、総合的な新庄まつり振興策

として、新庄まつり百年の大計が平成４年度に策

定され、平成14年度に終了となるが、検討中や未

着手となっておる事項もあり、これらを継続させ

る計画が必要、祭りを取り巻く諸情勢の変化に的

確に対応するため、当該計画に掲げた事項の見直

しも必要となってきていることから、第２期計画

を策定いたしました。期間を2013年度まで、その

計画に沿って現在展開は図られていることは承知

しております。 
  しかし、社会情勢や生活のライフワークのニー

ズが変わり、また交流人口の拡大を求めるならば、

日程は大計には新庄まつりの期日については、地

域振興の起爆剤として芽生えた伝統の行事を守り、

育てていく精神と一体のものであるとの認識のも

と、踏襲していくことが意義あるものとして記し

てございます。曜日でなく、８月24日から26日ま

でということであります。 
  しかし、交流人口の拡大、仕事の関わり等を考

慮したならば、今年のお祭りのように週末に移行

してはとの声が市民から多く聞こえておるのであ



ります。このことについてどう考えておるのかお

聞きいたします。 
  次に、山車の運行についての質問であります。

25日の本祭りの山車の運行の時間の繰り下げにつ

いてであります。当日は、朝最上公園からの山車

の出発が１番山車が９時50分、その前に神儀等も

あり、８時には集合、待機しなければなりません。

おのずと各町内出発は朝７時前後になります。24

日の夜祭りで、各町内に帰るのは夜９時過ぎ、下

手をすると10時にもなり、翌日早起きし、日中の

日差しの強いときに一日中引き回すのは、引き手

の子供の健康を考えれば大変なことなのです。こ

れは、囃子方とて大変なことではないでしょうか。 
  今日、東北の著名な祭りはほとんど夜型です。

お祭りを見に来る観光客も、赤日の照りつく日中

よりもとばりのおりた涼しくなる夕方に見たなら

ば、喜びや感動も多く得られるのではないでしょ

うか。そして、引き手の子供たちの健康にも配慮

できると私は思います。このような観点から、私

は25日の本祭りの運行を繰り下げる議論をまつり

委員会にしていただきたいのであります。 
  ２カ月間、各町内若連一生懸命製作した自町内

の山車を若連のメンバーは、メーンストリートで

引くことがなかなかできません。それは、製作費

の浄財、御祝儀集めに奔走しなければ赤字問題に

なり、翌年の山車製作ができなくなる恐れがある

からです。だから市内の至るところまで足を延ば

し、足を棒にして回らざるを得ないのも長年の実

情なわけであります。 
  これを見てよそから来た人は、新庄まつりはす

ごいと、祭りはっぴを着た人が町中いっぱいだと。

本当に全市を挙げてのイベントと評価しておると

聞き及んでいます。新庄まつり百年の大計第２期

計画にある、日本を代表する祭りにするためにも、

25日本祭りは涼しくなる夕方に繰り下げを提案い

たしたいと思います。お考えをお聞かせください。 
  次に、この新庄まつりを国指定の無形民俗文化

財に向けた展開についてであります。これに関し

ましては、再三再四の質問であります。昨年12月

の一般質問後どう図られ、どのように具体的にな

っておるのか再度お聞きするものであります。 
  発言事項の２つ目の農業振興についてお尋ねい

たします。今年は農業改革元年、終戦直後の農地

改革、農地解放以来の大改革が始まったと言われ

ます。農業構造を変え、農家の自立を促し、国際

競争力を高め、農村再生を目指す経営所得安定対

策等大綱実践初年度でもあります。世界貿易機関

ＷＴＯの農業交渉、豪州との経済連携協定ＥＰＡ

の交渉など、経済グローバル化の容赦のない中、

日本の農業はまさに内憂外患、米づくりと公共事

業関係に従事しながらの兼業農家の多い当地域に

とっては、国による公共事業の縮小は就労の収入

減を余儀なくされ、農業の多面的な面、国土保全、

食料安保、文化コミュニティーまで失われる心配

があります。 
  先の山形新聞の社説の中に、「農政を語ろう」

という記事によると、一昨年の農林業センサス等

によれば、1960年11万7,000戸を超えていた山形県

の総農業戸数は約半分の６万1,000戸、毎年1,000

人の離農者が出て、新規に就農する人は年間150

人程度、販売農家の就業人口は８万5,000人、その

うち65歳以上の人が６割を占めているそうです。

また、耕作放棄地約6,800ヘクタール、崩壊する集

落まで出てきた。そして、農業が今ほど各方面か

ら注目されている時はない。農政の一大転機が行

われるこの参議院選挙は、農業の課題を見詰め、

農業の重要性を見直す好機であると報道しており

ました。参議院選挙での結果は、既に織り込み済

みであります。 
  そのような環境の中であって、去る７月２日、

ＪＡ新庄市花卉生産者協議会の年間販売額１億円

達成した記念セレモニーが行われ、私もその参加

の機会を得て参加をいたしました。首都圏の花の

卸売市場関係者、県、市の行政関係者、上部団体

の関係者が多く、盛大に行われました。平成５年

度まで花の出荷はなく、キュウリ、ニラ、トマト



の青果だったそうです。 
  平成６年に４名の生産者でトルコギキョウの生

産を行い、翌年バラを栽培し、販売額は430万円で、

数年間は販売が伸びなかったそうですが、平成11

年に部会を発足し、県の取り組む補助事業の活用

と新庄市の若者園芸実践塾の取り組みが飛躍的拡

大のきっかけと述べておりました。この補助事業

の活用により、新規生産者の増加と従来からの生

産規模拡大が進み、平成11年には生産者９名、出

荷本数70万本、金額は5,100万円となり、現在は部

会員27名、そのうち10名が若者園芸実践塾で学ん

だ卒業生で、今設置されておる耐雪型のパイプハ

ウスは、これらが生かされておると述べています。 
  部会員の個々の企画でなく、会員の共選共販で

ロットを大きくしたことも市場での価値を高めた

結果、１億円の大台に乗ったと市場関係者が評価

しておるのであります。米づくりとあわせた複合

経営が課題である今日、今休止しておる園芸塾の

再構築は、農業振興を図る意味から有効な市の事

業だと考えられますが、いかがお考えかお伺いい

たします。 
  次は、農業の品目横断的経営安定対策について

であります。７月の参議院選挙においても、これ

らの農政が大きな政治判断となりました。ここで、

当市における支援制度の加入状況と今後の見通し

についてお聞きいたします。 
  発言事項３番目の食育についてお聞きいたしま

す。国では、国民のライフスタイルの多様化、家

庭形態の多様化、食の簡素化、食の外部化等を背

景に、国民に栄養の偏り、肥満、生活習慣病の増

加が見られるとともに、伝統的な食文化の喪失等

のさまざまな問題が生じているとして食育基本法

を制定、施行したのであります。基本法では、食

育を国民が生活する上での基本であり、知育、徳

育及び体育の基礎となるものと位置づけ、基本法

に基づき平成18年３月、食育を推進するために食

育推進基本計画を策定、公表しました。 
  県においては、食育のあるべき姿として、実現

に向け、第５次山形県教育振興計画、やまがた食

の安全・安心アクションプラン、健康文化やまが

た21計画、18年３月策定の山形県農林水産業振興

計画と連携、補充しながら推進をし、その名前を

「夢未来やまがた食育計画」と銘打って、毎月19

日を家庭団らんの日として、食育意識の輪を広げ

て意識浸透を進めておるのであります。 
  これらのことは、「県民のあゆみ」７月号の中

で山形食育関連として特集１として取り上げられ

ております。それぞれの家庭に配付済みなのであ

ります。既に酒田市において、基本法を受け、計

画を作成し、県内市町村の第１号と６月上旬の新

聞に報じられていました。そこで、新庄における

ところの取り組みについてお伺いするものであり

ます。 
  おしまいに、学校給食における地産食材の取り

組みについてであります。県においては、農業県

で暮らす利点を生かしながら、地産地消の一層の

取り組みを強化しています。県の農林水産業振興

計画、やまがた総合発展計画にも打ち出されてお

ります。地域の食文化や農業について学ぶ食の教

育を学校、地域などで幅広く進め、食生活と本県

の農林水産業に関心を高める展開をしております。

当市の取り組みはどのように図られておるのでし

ょうか。 
  そして、郷土には昔から受け継がれた食の知恵

があります、誇りに思う味があります。これらの

提供はどう図られておるのかお聞きいたしまして、

壇上からの質問といたします。御清聴ありがとう

ございました。（拍手） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 今から思えば、８

月６日の夕方の仕事の打ち合わせが市長との最後

の仕事でした。今年の新庄まつりをどう盛大にし

ていくか、そして観光客に喜んでもらえるかとい

うことで、市長と私の全体運営の中の分担や、高



萩市長一行、それから元三鷹市長の坂本さん一行

40人、それから初めて仙台県人会が30人の団体を

引き連れて新庄まつりに来るということで、一般

観光客の扱いについてはそれはそれにしても、そ

ういうお客様のもてなしをどうするかということ

で打ち合わせをしたのが最後でした。 
  そういうこともありましたので、私は新庄まつ

りの３日間、全日程を参加させていただきました。

改めて市長の思いを深く胸に刻んだ気がします。

神輿、山車、そして囃子と。あの誇らしげに引っ

張っていく若者や子供の姿、そして目の輝きを見

ていますと、新庄まつりというのは市長が思いを

持っていたのはこういうことだったのかというふ

うに改めて感じました。郷土新庄に誇りを持ち、

そして子供をはじめ、将来を担っていく新庄人を

育てるお祭りなんだなというふうに感じました。

市長がお祭りをこよなく愛した、その深さを知っ

た次第であります。 
  ８月24日から３日間、好天のもとに新庄市最大

のイベントであります新庄まつりが開催されまし

た。小嶋議員御指摘のとおり、３日間で人口の10

倍の45万人の観光客が新庄を訪れました。晴天で

あり、また事故、事件もなく、大きな評価を得る

ことができましたことを、議員各位もいろんな立

場からこのお祭りに関わっておりましたので、改

めて御礼を申し上げたいというふうに思います。

その成功の１つには、昨年の反省に基づいてまつ

り委員会と、それから関係者との連携の強化とい

うこともありまして、全般的に好評を博したとい

う評価をしております。 
  これからの祭りのあり方でありますが、小嶋議

員からの提言もありますけども、これだけ大きな

お祭りでありますので、市民や、それから市外か

ら訪れる観光客の皆さんからもいろんな意見があ

ることは承知しております。既に先週から今年の

祭りの評価と来年に向けての課題については、そ

の検討が始まっているわけでありますけども、そ

の中で、まず１点目の祭り日程を週末に持ってい

った方がいいんではないかということですが、こ

れについてはこれまでも幾度となく議論になって

いるんですが、例えば東北の代表的な祭りと連動

させた方がいいんではないか。それから、新庄に

多くの方が帰ってくるお盆のころがどうかとかと

いう、それもあったわけでありますが、新庄まつ

り百年の大計の第２期計画、この中でも新庄まつ

りは、地域住民の意思発揚と地域振興の起爆剤と

して誕生して、250年以上営々と続いているわけで

あります。この祭りの起源は、最上公園に鎮座し

ている三神社の礼大祭にあわせての新庄まつりに

なっているわけでありますので、先人の考え方を

受け継ぐべきであるという、そういう考えが多数

を占めております。 
  それから、２点目の25日の本祭りの山車パレー

ドの運行時間の問題でありますけれども、先ほど

も申し上げましたように、新庄まつりの基本が神

輿、山車、囃子の一体化による行列の練り歩きで

あります。あとは伝統的に神輿御神体は日没前に

神社に安置するという制約がありますので、時間

帯の変更についてはかなり難しいのではないかと

いうふうに考えております。 
  しかし、全く今まで変えていなかったかといい

ますとそうではなくて、例えば昭和33年、初めて

夜間照明付き山車パレードが、日中のパレードに

追加して実施されました。その後も、今は24日で

ありますが、大好評を得ているわけであります。

第２期計画でも、25日の日中の山車パレードを夜

型運行にできないかという、そういう条件整備に

ついても研究することも考えられるのではないか

というふうに思っております。 
  一方、この新庄まつりを国指定の文化財を受け

ようとする、伝統行事として受けようとする、そ

ういう背景もありますので、その辺も考慮しなが

ら検討を進めなければならないのではないかとい

うふうに思っております。 
  ２つ目ですが、それに関連いたしまして、重要

無形民俗文化財の指定の問題でありますけども、



平成17年６月に立ち上げました新庄まつり山車行

事の民俗調査会におきまして、資料に基づく調査、

分析や聞き取り調査を行いました。新庄まつりの

民俗的見地から、250年の経過と実態を把握いたし

ました。この間今年の３月には祭りの行列や山車

の形態等に関わる調査内容について報告会を持ち

まして、関係各位にお示しいたしました。その後

７名の調査員による民俗調査のまとめに入りまし

て、報告書の集約を終えまして、今般担当者が文

化庁本庁に出向き、その集約内容を示しながら、

調査の進展状況について直接担当官へ報告すると

ともに、文化財指定に向けた具体的な指導を受け

てまいりました。 
  したがいまして、本件につきましては確実に前

進しているというふうに考えております。今後早

期に新庄まつりが国指定の対象となるように、国、

県の指導をいただきながら一層の努力を重ねてい

きたいというふうに考えております。 
  それから、農業振興の問題でありますけども、

新庄最上地方は米単作地帯と言われて久しいわけ

でありますけども、近年の米価下落などによって、

今後は積極的な複合経営が求められております。

18年度の新庄市の農業算出額をお示しいたします

と、米が42億8,000万円、畜産が８億5,000万円、

それから御指摘ありました花です、花卉が３億円、

新庄全体では３億円です。小嶋議員がおっしゃっ

た、ＪＡ新庄の場合には１億円を突破したという

ことですが、新庄市全体では３億円に到達してお

ります。ニラが２億円、ネギが5,500万円、それか

らタラノメが5,700万円、ウルイが3,000万円の産

出額となっております。 
  農業経営の多角化や複合化の推進のため、園芸

作物栽培の実践研修の場として、平成７年度から

16年度までの10年間、若者園芸塾実践事業があっ

たわけでありまして、39人の卒塾生が誕生してお

りまして、今新庄市農業を引っ張っている若手で

あります。その成果を園芸部門で着実に発揮して

おりまして、注目されているわけであります。 

  特に花におきましては、卒塾された方が市内の

生産者の約半分を占めておりまして、当新庄市は

若い生産者の多い産地として、市場や種苗関係者

などから技術力、品質も高いということで注目を

浴びております。昨日、ゆめりあで「07年度フラ

ワーフェスティバル」が開催されました。実行委

員会の主催でありますが、その中で出展者の賞が

あったわけでありますが、上位２つの賞、いずれ

も新庄市の方でした。最高賞の県知事賞が新庄市

の方の生産でバラ、それから２位相当の新庄市賞

ですが、これがトルコギキョウ、いずれも新庄市

の生産者でありまして、今後その後継者のみなら

ず、新規参入者も対象とするなど、新しい作物や

新しい機能を備えた研修の場としての再構築を関

係団体、ＪＡ、それから県等とも相談しながら進

めてまいりたいと考えております。 
  それから、２つ目の農業振興の課題であります

が、品目横断的経営安定対策の加入状況でありま

すけども、この対策は御案内のように、米価下落

の一部を補てんする対策として昨年度まで実施し

ておりました。稲作所得基盤確保対策と担い手経

営安定対策にかわりまして、今年度から新たに始

まった、担い手を中心とする農業構造を確立して

いくための対策であります。担い手を対象に、経

営全体に着目し、諸外国との生産条件の格差から

生ずる不利といいますか、それから収入減少によ

る影響を緩和する、そのための補てんをそれぞれ

実施するものであります。 
  認定農業者と一定の条件を備える集落営農組織

が加入の対象でありまして、毎年６月末まで農政

事務所に申請いたしまして、７月末までに積立金

を納付する必要があります。新庄市の場合、今年

度の加入者は254名でありまして、全員が認定農業

者となっております。今後につきましては、引き

続き新庄市水田農業推進協議会において、米政策

改革推進対策と品目横断的経営安定対策との整合

性のとれた事業展開に努めまして、安定した農業

所得の確保を目指していきたいと考えております。 



  あわせて担い手の育成確保と担い手への農地の

利用集積を積極的に推進しまして、新庄市の水田

農業ビジョンに掲げる、平成28年度までに担い手

としての経営体を400とする、その目標の実現を目

指していく考えであります。 
  それから、食育の問題でありますけども、この

件につきましては、18年の３月議会におきまして

議員から御質問をいただいておりますが、その後

の県の動きと本市の取り組みの状況について御説

明申し上げます。 
  山形県では、平成18年12月に計画期間を18年度

から22年度までの５カ年計画とする「夢未来やま

がた食育計画」を策定いたしました。「「食」が

さかえ、「食」が働く夢未来やまがた」を基本目

標として９項目の数値目標を定めまして、国に準

じて毎月19日を家族団らんの日と位置づけまして、

食の教育力をもう一度高めるために、県民の総力

を結集して計画の推進を図っていくとしておりま

す。 
  本市でも食育の重要性を認識いたしまして、学

校教育課、農林課、福祉事務所、健康課等で乳幼

児から高齢期まで、それぞれの持ち場で食育に取

り組んでいますが、今後新庄市としての総合的な、

そして市民参加による早い時期に計画の策定が必

要ではないかというふうに考えております。 
  それから、学校給食につきましては、教育長か

らお答えいたします。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 学校給食についての御質問ですけ

れども、本市における学校給食については、毎月

学校給食関係者によります献立検討会を招集して

おります。そこで毎月の献立について検討してお

るわけです。この検討会では、農林課で作成しま

した地元農家が栽培する野菜を掲載しております

地場野菜流通カレンダーを参考にしまして、地場

産の食材を最大限に生かすとともに、古くから伝

承されてきております納豆汁などの郷土料理も積

極的に学校給食に取り入れていくように話し合い

が行われておるわけです。この中で、農林課担当

者との日常的な情報交換を基盤にしながら、地元

生産者農家との連携が年々強化されまして、他の

自治体に誇れるような貴重な食材の提供も実現し

ています。今年度は、地場産の野菜だけではなく、

地元で生産されたサクランボが学校給食に提供さ

れております。 
  また、米飯についても、今年度から新庄産はえ

ぬき１等米を小学校給食で提供するために、従来

との差額を市が負担する新たな取り組みも始まっ

ております。こうした取り組みは、食育とともに

郷土愛や感謝の心を育む大切な教育活動であると

とらえまして、今後ますます重点を置いていきた

いというふうに考えております。 
  特に今年度より、本市の学校現場に県内初の栄

養教諭が配置されました。そこで文科省の食育推

進事業の研究指定も受けた取り組みも行っており

まして、今後地産食材の郷土料理の提供がより一

層具体化されていくのではないのかなというふう

に期待しておるところでございます。 
  以上でございます。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございました。

時間もわずかですけども、最初祭りに関してお聞

きします。 
  総括をいただきましたけども、45万人が出たと、

事故もないと、それが何よりだと思います。ひと

つそれする前にまつり委員会なんですね、非常に

今年は苦労したと、なぜか。警察の方との折り合

いが非常に難儀したと。署長さんが、前新庄の方々

が２人で、今回かわって、交通課長もかわったと。

かなり制限を加えたというような話を聞いていま

した。26日の、昨年までやったけんか囃子もだめ

だと、いろんなそういうのあったと聞きますけど

も、その点についてそのような経過をまずお聞き

したい。 



  あと今先ほど新庄まつりは、三社祭の大祭であ

って、日にちもなかなかということで、日没まで

神輿渡御は帰らなきゃならないというようなこと

だと思いますけども、だったら神輿渡御はおしま

い、上茶屋町まで来るんです、上茶屋町まで。上

茶屋町まで来なくて、あそこの明倫中学校の十字

路で帰るということが、本来の祭りの趣旨に私は

おかしいんではないかなと。来るんですよ、21台

のうち半分以上は来るんだけども、ほかの山車は

来ないと。やはりこれも祭りの原点を見直すんだ

ったら、新庄まつり、神輿渡御来るところの、昔

から来たところの山車まで、山車を通すことが私

は筋道ではないかなと思います。 
  あとこの25日、一番問題は浄財集めなんです。

これまつり委員会、囃子連盟の方でも、山車連盟

の方でも、神輿渡御の方でも時間はある程度まで

いいんですよと。ただ、それができないのは、や

はり浄財を集めないと、私さっき言いましたけど

も、次の年の山車ができないから、やはりみんな

隅々まで行って集めて、へとへとになるまで帰っ

てくるんですよ。せっかく２カ月もかかって若連

がつくった山車を、人がいっぱいいるところで引

きたいんです、実際は引けない。だから、新庄ま

つりは隅々まではっぴ着た若い衆がいっぱいで、

新庄まつりがにぎやかでいいなと、逆の方法なん

です。それには予算的なものもあるわけですので、

ここで今すぐ金額的な、何ぼ何ぼなんて言っても

いられないし、その中でやはりそういったことも

考えながら、若い方々がもっともっと祭りに出て

きて、やはり子供たちも時間を繰り下げて、涼し

いところでやって、そして夕方涼しくなったら観

光客も来るというようなやはり方向を考えるよう

に、まつり委員会に私は提言していただきたいと

思いますので、この点をお聞きします。 
  あともう一つ心配なのは、この新庄まつりのル

ーツである天満宮さんが非常に傷んでぼろぼろだ

と。冬になるとブルーシートをかけて何とか崩落

を免れるような状況になっていると、困ったもん

だなと。この前の市長と語る懇談会の中にも、北

部の区長さんがある程度目くさい、何でだべやと

いうような質問もしておりました。まず、これら

の点についてお答えをお願いしたいと思います。 
黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 ３点ほど御質問いただいた

わけでございますが、１点目の対警察についてと

いうふうなことでございますが、警察とは祭りの

対策につきまして７月から協議を行っております。

警察は、法律や県の条例等に基づいて私どもを指

導するというふうなことでございまして、それで

私どもの出す計画書そのものが安全確保が良とい

うことになりますと、道路の使用許可が出るわけ

でございます。 
  議員御指摘のように、十数回の協議の中で、初

めのころ私どもも若干でございますけども、エキ

サイトした場面もございました。しかしながら、

いろいろ真剣に協議をいたしまして、結果、事件、

事故もなくあのようなすばらしい祭りができたと

いうことですべてだったというふうに思っており

ます。 
  次に、２点目の解散地点のことでございますけ

ども、確かに25日の本祭りにおける解散地点につ

きましては、北町十字路というふうなことであり

ました。しかしながら、まつり委員会としまして

は、茶屋町の出世稲荷さんまで行ける町内は行っ

てくださいというふうな対応を行っております。

今年は21台中13台が茶屋町方面に向かったわけで

あります。ただ、行かなかった町内につきまして

は、その理由なんですが、西線踏切の前後の道路

が狭くて、すれ違いに時間を要するというふうな

ことで、町内に戻る時間が７時を過ぎてしまうと

いうふうな町内もあったというふうに聞いてござ

います。 
  いずれにしましても、運行に関しましてはまつ

り委員会の方で決定するわけでございますので、

議会の場においてもこのようなお話があったとい



うことをお伝え申し上げたいというふうに思いま

す。 
  ３番目の御祝儀の件でございますけども、これ

に関しましては一部不適切な訪問があったという

ふうな苦情等もございました。しかしながら、現

在確かな財源確保の手立てが見つかっていないと

いうふうなことで、当面は広く市民の皆様方の御

支援が必要ではないかというふうに考えておりま

す。 
  しかしながら、百年の大計の第２期計画でもご

ざいますように、財源確保に関しましては大変大

きな課題であるというふうなことでございます。

まつり委員会としましても、早い機会にそれを見

出すための調査等を行わなければならないのでは

ないかなというふうには思ってございます。 
  以上でございます。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 天満宮の補修の問

題でありますけども、以前からそういう話がござ

いまして、県指定の文化財であります新庄市内に

存在する木造建築では1600年代の建造であります

から、最も古い方の建造物に値します。そういう

状況を把握いたしまして、早目の対応ができない

かということで検討しておりまして、来年度20年

度から年次計画で対応したいというふうに考えて

おります。 
  詳細については、生涯学習課長からお答えしま

す。 
大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 
中川正和議長 生涯学習課長大江雅夫君。 
大江雅夫生涯学習課長 今副市長の方から答弁あっ

たわけでございますけれども、この天満神社、築

340年になっております。江戸時代の1668年に２代

藩主正誠公によって再興というふうなことが歴史

的に載ってございます。 
  それで、県指定が昭和62年の８月25日、新庄ま

つりの日ですけれども、この日に江戸時代前期の

建築様式、これの特徴をよくあらわした神社建築

だというふうなことで県指定になっております。

それで、これまで幾度か部分補修をとり行っては

きていますけれども、神社全体の基本部分、これ

の部材そのものが、いわゆる経年による破損、さ

らに腐朽による極度の傷みというふうなものがも

う達しているというふうなことで、県の方も再三

新庄に見えまして調査を行いました。その中で、

今回全面改修が必要というふうな判断に至ったと

ころでございます。 
  費用概算的には、まだ詳しくは数字は出ており

ませんけれども、7,000万円強の改修費がかかるの

ではないかというふうに考えております。20年度

から３カ年計画、ですから20、21、22、この中で

行いたいというふうに県の方と今協議を進めてお

るところでございます。 
  なお、あと費用負担ですけれども、県指定です

ので、総事業費の２分の１が県の負担です。残り

の２分の１につきましては、市側と、それからい

わゆる所有者側、これが折半を持つというふうな

ことですので、実質的に市の負担は総事業費の４

分の１というふうに現在進めておるところでござ

います。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） 山車の運行は上茶屋町ま

でなんですけれども、西線の踏切が間もなく改修

になります。そのときまで来るように、ひとつ強

くお願いして、終わります。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時３４分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 



     今田雄三議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、今田雄三君。 
   （１２番今田雄三議員登壇）（拍手） 
１２番（今田雄三議員） たいまつ’07の一人とし

て、９月議会一般質問を行います。 
  ８月10日、アビエスもがみ第１回盆踊り大会を

３年ぶりに行いました。当日同時間に故髙橋榮一

郎新庄市長の通夜が営まれていました。生前市長

に盆踊りを再開する旨を話しましたところ、それ

はよかった、市民に活力が出る、頑張ってほしい

と力づけてくれ、参加を約束していました。開催

時間に天候が回復し、駅前商店会の店も準備万端

設営が完了しました。黙を終えて踊りが始まり

ました。時が過ぎるに従い、踊り手、見物する人

が400人を超す参加となり、アビエス会場は熱気で

にぎわいました。ここに盆踊りの成功を報告し、

謹んで哀悼の意を表します。 
  それでは、通告に従いまして質問を行います。

最初に、地方の元気対策と対応についてお尋ねし

ます。新庄市は、今財政再建計画に基づいて努力

しています。都会や大企業は高収入を上げていま

すが、私たちの地方まで実感がありません。中央

と地方、大企業と中小企業の格差は広がるばかり

です。弱い立場の人や、私たちに税の負担が拡大

する一方で、年金、福祉に大きな不安が払拭され

ていません。政治の果たす役割が問われています。 
  地方財政が困窮する中で、構造改革を進めると

言われていますし、来年度予算でも３％削減が明

らかにされています。国民の傷みと格差をどのよ

うに理解し、政治を行うのか問われるところです。

新庄市では、06年度比1.1％減の130億円の予算を

執行している中で、市長が他界したとはいえ、空

白は許されません。この経過を見て、地方の元気

をどのようにつくり出すか、行政の手腕が問われ

ています。お答えがあればお聞かせください。 
  具体的にお尋ねします。最初に、新庄まつりに

ついてお聞きします。今年の新庄まつりは、天候

に恵まれた上に休日とも重なり、45万人の観客で

にぎわったとお聞きしております。当初新庄まつ

り委員会と関係機関で話し合い、多くの課題を克

服して、山車運行などが当初計画どおり実施する

ことができました。25日の運行もスムーズに運び、

町内に戻ったとき何でこんなに早かったのと驚き

の様子でした。26日の展示山車も大変好評でした。

昨年のようにはっぴ姿で綱を引き、囃子の音色で

運行したかったと若連の声もありました。祭りの

日程がまつり百年の大計第２期計画でも示されて

いますが、天満宮礼大祭を本祭りの25日と決めて

います。新庄ではこの祭りが最大のイベントにな

っています。４万人の市で、人口の10倍の誘客を

見る祭りと驚き、なぜと観客から質問がされまし

た。 
  そこで、今年のように金、土、日に変更できな

いかお聞きするものです。会社などが休みになれ

ば参加しやすくなるし、誘客が増え、経済効果も

拡大するからです。議論のあるところですが、お

聞かせください。 
  また、24日の出発起点を以前のとおり南は上金

沢町、北は北町に戻してほしいとの声が広まって

います。旧国道で関所があり、祭りの起源とも一

致するものです。今は若連もごみ等の後始末に気

配りしています。これまで問題となっていたこと

が克服されていることを勘案して、起点変更はで

きないものでしょうか、お聞かせください。 
  新庄まつりを文化財として認定申請を行い、現

地調査を繰り返しているとお聞きしました。現在、

各町内若連が班を編成して奥地まで出向いて祝儀

もらいと称して回っています。これらの人は祭り

を見ることなく、財源確保のためひたすら歩き回

っているのです。髙橋市長は「これも風物、風情」

と答えていましたが、文化財認定後多くの規制が

あると思われます。国指定申請の今、行政の支援

を考える時期と思いますが、お考えをお聞かせく

ださい。 



  ２つ目は、入湯税の今後の対応についてお聞き

します。このたび入湯税の滞納と延滞金の納入に

一定のめどが立ち、補正予算に1,000万円が計上さ

れています。私も平成16年の９月議会決算特別委

員会で質問してから、予算決算のたびに質問を繰

り返してきました。新庄市は300万円を出資し、監

査役を担っていました。当初の奥羽金沢温泉は、

農林省の認可を受け、家畜の療養を含めた温泉と

して注目されていました。その後近郊の町村にも

温泉ができてから17万人の客足も９万人に減少し

てきました。平成15年３月から入湯税滞納が始ま

り、1,000万円を超す額となってきたのです。 
  温泉側の納めない理由は、納入の見返りに施設

整備への助成を求め、市は納入後判断する等で一

致点を見出すに至りませんでした。この経過から、

当時何か約束があったのではの疑問も確認できな

いまま過ぎてきました。４月から入湯税が納金さ

れたことを受け、今年の３月議会に補助金1,000

万円が計上されましたが、延滞金をめぐり議会の

了解が得られず、基金積み立てとしていました。

８月13日に副市長あてに延滞金は支援をいただい

た段階で支払う旨の文書が届いたことから、補正

予算に支援金が計上されたものです。元来この温

泉は、温泉の効能に恵まれて多くの利用者に人気

を得ています。環境を整備して、観光客の誘客に

努力すれば、計画にある12万人も可能と思います。 
  今後は、経営計画を基礎に恒常的に支援するこ

となく、市もオープンに協議し、議会審議を尊重

し、支援すべきと思います。ほかの入湯税納入店

の対応も含めてお考えをお聞かせください。 
  ３つ目に、わらすこ広場についてお尋ねします。

新庄まつりに見えた子供たちから、いつわらすこ

広場が使えるのかと尋ねられました。本町通りも

店を閉じるところがあっても、開店の兆しが見え

ない今、関係者の一日も早い解決が望まれます。

市としても努力していますが、なお一層の御奮闘

をお願いします。これまでの経過についてお聞か

せください。 

  ４つ目に、義務教育費の一般財源化についてお

聞きします。私は、平成17年６月議会で教育費の

国庫負担金が一般財源化された場合、現場では混

乱するのではないかと質問しました。この質問を

していたとき、既に教材費や図書費が減額されて

いました。質問に、市長は不足分が出るような地

域であれば、これは地方交付税で確実にカバーす

ることが前提であるとし、また義務教育費の国庫

負担については、地方が創意と工夫に満ちた教育

行政を展開するため、地方案に沿った改革とする

ことというふうにうたっております。これは、や

はり確実な財源確保というふうなことも指してい

ます。この点については、ぜひ守られるような協

議の結果を期待したいと答えてくれました。 
  私なりに要約しますと、三位一体改革や税源移

譲に地方六団体が一般財源化のもとでも地方の意

見が尊重されて、不足を生じた場合、地方交付税

でカバーすることが前提と市長が答弁したものと

思います。この経過を受けて、学校現場では図書

費や事務職員費が減らされたり、備品や用紙等の

教材費の購入に四苦八苦しているやにお聞きして

います。一般財源化前と現状で変わっているのか

変わっていないのか、問題となることなどもお聞

かせください。 
  ５つ目は、地方財政についてお聞きします。こ

れまでも一般質問ごとに項目に入れてきました。

議会も行政も一体となり、国に地方財政の健全運

営や地方自治の確立のために、地方六団体が結束

して繰り返し要望してきました。国が苦しいから

地方がもっと努力すべきと交付税を減額し続けて

います。その上、建設業の土木費が大幅に減額さ

れたり、農業対策が思うとおりに展開せず、担い

手や後継者が元気になる農家づくりがほど遠いも

のになっています。働き手の場所がなく、パート

等の収入では生活は大変です。その上、増税はじ

め負担が増え、苦しい日々が続いている現状です。 
  このことを政治に期待したいのですが、振り向

こうとすらしませんでした。参議院選挙で国民の



不満があらわれ、是正を余儀なくされていますが、

来年度予算で３％の減額、そして構造改革を推進

することを明らかにしております。本当に国民の

安全、安心、格差是正に取り組む姿勢があるのか

疑問です。この政局が変化している今、地方財政

確保と本来の地方交付税の配分を守らせ、六団体

とともに国に要望し続けるべきと思いますが、お

考えがあればお聞かせください。 
  これをもちまして壇上からの質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。（拍手） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 まず、１点目の新

庄まつりの日程の関係でありますけども、午前中

にも小嶋議員にお答えしましたとおり、新庄まつ

りは最上公園三神社の礼大祭にあわせて行ってき

たという先人の考え方を尊重しなければならない

のかなというふうに思っております。伝統行事で

ありますので、午前中にも申し上げましたけども、

文化財としての国指定の動きもありますので、そ

の辺を見ながら進めていかなければならないとい

うふうに考えております。 
  それから、御祝儀もらいの件でありますけども、

山車製作等の経費の捻出の点からも不可欠なもの

かなというふうに思っております。一部では不適

切な訪問による苦情等もありますけども、今のと

ころ広く市民の皆さんからの支援がこの新庄まつ

りを継続していくためには必要だというふうに考

えておりますし、今後ともお願いしていかなけれ

ばならないというふうに思っております。 
  19年度は、行政からの補助金が1,250万円であり

ました。それから、市が持っておりますまつり基

金は現在8,000万くらいありますので、それらの残

高も頭に入れながら、今後新庄まつりの振興を図

っていきたいというふうに思っておすます。 
  それから、文化財指定とこの御祝儀もらいの関

係でありますけども、文化財の国指定の妨げには

なるとは思っておりません。新庄まつりの歴史的

背景を尊重し、受け継がれてきた文化的な価値を

保護、継承すべきということが第一義であります

ので、現在の展開からはこの点もよく踏まえて計

画を進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 
  それから、24日宵祭りの夜間の山車パレードで

ありますが、昭和33年に行事日程に加えられたも

のでありますけども、その出発地点の変更につい

ては、いろいろ時代、時代によって変わっており

ますので、御提言のありました上金沢町、それか

ら北町を出発点にするという案も検討に値する事

項であるというふうに思っております。 
  それから、２点目の奥羽金沢温泉の件でありま

すけども、あの温泉は湯質の評価が大変高くて、

年間10万人近い市民が利用しております。新庄市

においては、健康増進、そして保養施設として大

変貴重な存在であるというふうに理解しておりま

す。このたびの議会に温泉に対する補助というこ

とで補正予算も提案しておりますが、これは３月

議会において議員各位から御指摘いただいた点に

つきまして、妥当な方向づけができるという状況

になりましたので、提案したところであります。 
  今後の問題でありますけども、これまで市長は、

継続的に支援を行う必要があるというふうにお答

えしてきておりますけども、経営者である会社が

現在策定中であります経営計画をもとに、支援が

ある場合には当然予算化が伴いますので、議会と

十分に相談の上で決定していきたいというふうに

思っております。 
  そのほか他の日帰り温泉施設への支援の例を参

考の話もあったんですが、ほかの温泉施設への直

接支援というのは今のところ考えておりませんが、

目的税としての趣旨に合った使途を行ってまいり

たいというふうに思っております。 
  ３点目は、わらすこ広場の問題であります。今

田議員からは６月議会でも同様の質問をいただい

ておりますが、その後の状況について申し上げま



す。わらすこ広場が入居していました新庄ショッ

ピングビルにつきましては、今年３月ごろにビル

購入に意欲を持っている方があらわれまして、取

得に向けて関係者と協議を進めております。市と

しましても大きな期待を持ちながら、その推移を

見守っているところでありますが、現在もなお協

議中であります。破産管財人の話によりますと、

よい方向で話し合いは進んでいるという認識をし

ているということですが、何せ債権額が債権額で

ありますので、クリアしなければならない課題が

たくさんあるようであります。現段階での取得の

時期については、まだ明言できないということで

ありますので、市といたしましてはそういう協議

が進んだ段階で、わらすこ広場再開のために民間

によるビル購入に大きな期待を持ちながら、その

推移を見守っているところであります。 
  それから、教育予算につきましては、後ほど教

育長からお答えいたします。 
  三位一体の改革を柱とする地方財政確保に関す

る国への要望活動についての質問でありますけど

も、望ましい国と地方のあり方に関しましては、

さまざまな議論が交わされております。とりわけ

今国は、700兆円を超える大きな借金を背負ってい

るわけでありまして、そういう中で昨年９月に発

足しました安倍内閣は、地方分権改革に意欲を示

しましたので、新庄市長、それから議会議長も入

っております地方六団体としましては、昨年地方

財政自立のための７つの提言を行いました。 
  また、新しい地方分権改革推進法案が国会に提

出されたのを受けまして、新地方分権構想検討委

員会を組織しながら、昨年11月に地方分権型社会

のビジョンをまとめまして、国と地方の役割の分

担と財源のあり方について国に働きかけておりま

す。その結果、昨年12月に成立いたしました新地

方分権改革推進法や交付税の確保には、私どもの

地方の意見が大いに反映されたというふうに考え

ておりました。 
  19年度から税源移譲があったわけでありますが、

新庄市の場合には、市税の増分で税源移譲になっ

た分は３億6,000万円であります。その税源移譲に

なった分は、もう１つの方では減になるというこ

とで、まだその辺の仕組みは、今年度の中身につ

いてははっきりした数字までは出ていませんが、

税源移譲になった分で３億6,000万円であります。 
  ただ、望ましい地方自治のためには、権限や財

源分担に関して、まだ見直さなければならない点

がたくさんあるというふうに感じていますので、

今後とも国に働きかけ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。 
  安倍内閣は、参議院選挙の結果によりまして推

進力が弱めたように受けとられておりますけれど

も、このことによって地方分権改革の機運をトー

ンダウンさせてはならないというふうに考えてお

りますし、議員御指摘のように、むしろこの機に

乗じて改革の声を大きくし、国と地方の格差是正

に向けて一層強力に要望活動等も行っていきたい

というふうに考えております。 
  以上で壇上からの答弁をひとまず終了いたしま

す。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 義務教育費の一般財源化について

の御質問でしたけども、教育予算の一般財源化に

よって、確かに決算額を見た場合、16年度対17年

度では0.1％、17年度対18年度では3.6％の減少を

見ておりますが、他の分野と比べれば最小限にと

どめられているのかなというふうにも思っており

ます。 
  御指摘の消耗品についてでございますけども、

毎年5.2％から1.8％増えております。図書購入費

は、過去３年200万円の同額になっております。備

品購入費は18年度510万円と、17年度と比べると34

万円少なくなっておりますけども、毎年500万円以

上の予算を配当しております。100％満足な予算と

いうことではないでしょうけれども、新庄市の場

合、独自に学校のつばさ支援事業とかつまずきの



ある児童生徒支援事業など、各事業に積極的に取

り入れながら、予算減少の影響を最小限にとどめ

る努力をしております。それらを活用しながら、

現在市内の各小中学校は、小中連携を密にしなが

ら独自の学校経営を活発に行っておるところです。 
  なお、現在厳しい財政状況の中ではありますけ

ども、教育予算は配慮されていると思っておりま

すけれども、今後ともよりよい教育環境の整備に

努めてまいりたいというふうに考えております。 
  以上です。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 最初の新庄まつりについ

てお尋ねしますが、今朝からの小嶋議員も含めて

なんですが、今後も議論は十二分にやっていきた

いというふうに思います。そういう意味合いでの

出発点として、今回は提案させていただいており

ます。 
  その意味で、今まで出発の起点なんですが、上

金沢と、それから北町というふうに鍛治町、明倫

通りなんですが、そこの時点が国道との関連で交

通の渋滞になるというふうになっていました。今

新たに北町の方にも１つの大きな線ができました

し、それから南の方についても47号線の改革など

がありまして、大変スムーズに運ぶような状況に

なって、交通の規制の仕方によっては運行可能と

いうふうに思いますので、その点を含めてお考え

あればお聞かせください。 
  それから、連休の中でということでありますが、

今回を見ますと会社の方も休みですから、当然こ

れまで難儀していた若連の方が、休みをとらなく

ても自動的に参加できるというようなことで、大

変喜んでおった次第です。そういう意味合いでは、

この日をもう一度考えてもらいたいというのが、

これまでの関係者並びに若連の気持ちですので、

そこもひとつよろしくお願いしたいなというふう

に思います。 
  それから、寄附もらいについては、やはり山車

をつくって、今朝もありましたが、１回もお祭り

を引く場面に当たっていないというような人も多

くいるわけですから、せっかく自らがつくって、

自らの山車が運行できないということの寂しさは

十二分にあるような感じがします。そういう意味

合いでも、基金を取り崩してでもというさっきの

意見がありましたが、そういう意味で今30万各町

内いただいているわけですが、もう70万ぐらい加

えて100万ぐらいあれば何とか、市長が言いました

風情という１つの状況の中の御祝儀もらいという

ものに戻るんではないかなというふうに思います

ので、その点もお答えいただければお聞かせくだ

さい。 
  それから、温泉についてはおっしゃるとおりで

ありますから、このようにやっぱり進めてほしい

と。これからは、やっぱりあそこのお湯もお話に

ありましたとおり大変効能もよく、愛される１つ

のふろだというふうに認識しております。そうい

う意味で、今後も支援については議会の討論など

も含めて、その上で対応してほしいということを

お考えいただければいいのかなというふうに思い

ます。これはお答えは要りません。 
  あとわらすこ広場については、今までも難儀し

ていますから、引き続いてお願いをしたいという

ふうに思います。それぞれの個々的な問題もある

ようですから、そこを一日も早く解決するように

要望しておきたいというふうに思います。 
  あと一般財源については、今おっしゃったとお

り、お答えいただいたとおり、新庄市の場合教育

予算というものを大幅に減らすという１つの状況

になっていないように思います。16年以降ずっと

見ますと、そういうふうな数字でありますから、

そういう意味合いでは政策経営課の方でも大変気

を遣っているのかなというふうに思います。そう

いう意味で、教育予算については県の持ち分であ

りますから、その県の方の配分と、そして新庄市

でこれに上乗せしていろいろな行事もやっている

ようでありますから、財政問題の方で企画の方か



ら、そこの経緯についてちょっとお尋ねしたいと

いうふうに思います。 
  それから、三位一体の改革については、やはり

今現在地方との格差なり、いろいろな面でありま

す。特に福祉的に弱い立場の人、こういう人に対

しては構造改革の推進ということで、今までも小

泉さんから安倍さんというふうにかわってきたん

ですが、何ら変わりなく、切り捨てるものはどん

どん切り捨てていって、そして負担だけが多くな

っているということがテレビ等でも連日出ていま

すから、皆さんも御承知おきのことだと思います

ので、そういう意味合いでは、やはりそういう弱

い立場の、身体障害も含めて増税の項目にはまっ

ている方々も多いわけですから、そういう意味も

含めながら、やっぱり交付税の確保ということが

一番の問題ではないかなというふうに思います。 
  この前の公債費比率の問題についても、国の数

字合わせで0.2変わったり、0.3変わったりという

ふうなことが自動的にできる今世の中であります

から、そういうことに振り回されることなく、や

はり地方のこの新庄市の財政再建について努めて

いってもらいたいというふうに思います。今後も

引き続きやるという決意をもう一度お聞かせいた

だきたいというふうに思います。今の５項目ほど

質問しておりますんで、お答えいただきたいと思

います。 
黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 まず、初めの宵祭りの山車

の運行出発点のお話につきましては、職務代理者

の方から御答弁申し上げたとおりでございます。

その裏づけとしまして、２期計画ございます、新

庄まつり百年の大計の２期計画の中でも、原則と

して北町十字路及び上金沢ベスト電器前を原則と

するということがございますので、御答弁どおり

今後検討するに値する事項というふうに考えてお

ります。 
  また、御祝儀に関しましては、午前中に小嶋議

員に御答弁申し上げたとおりでございますが、当

面は市民の皆様方からそういった御協力をお願い

しながら、まつり委員会としてもできるだけ早い

機会にそういった資金面での調査なり取り組まな

ければならないというふうに思ってございますの

で、その辺も含めましてまつり委員会の方にお伝

え申し上げたいというふうに思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 教育予算の関係でござい

ますが、国庫補助金あるいは県費の補助金も含め

てでありますが、特に国庫補助金につきましては、

三位一体改革の中で補助金の廃止とか、そういっ

たことが行われております。そのかわり税源移譲

として直接市町村の方に税源の手当てがなされる

というような関係で、国の方では進んでおります。

17年度には8,500億円ほどそういった補助金の廃

止、それから税源移譲という枠組みがなされたよ

うであります。 
  一方、県の方の県費の補助金もできるだけ続け

ているわけでありますけども、３年で打ち切りと

か、５年で打ち切りとか、そういった補助金もあ

ります。そういった中で、市としては続けるべき

事業あるいはやらなければならない事業は、一般

財源も活用しながらやるべきときはやるという、

そういった大きな後退がないように今後とも特に

注意してというか、配慮してやってまいりたいと

いうふうに考えてございます。 
  それから、地方六団体関係、それから税源移譲

とか、それからいろんな権限の移譲とか、地方分

権とかいろいろ進められておりますけども、地方

六団体がこれまで国の方に申し上げてきたいろん

な改革案あるいは提言については、今後ともそう

いった方向で実施されるよう市としても県あるい

は国の方に引き続き要望してまいりたいというふ

うに考えてございます。 
  以上でございます。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 



中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） ありがとうございます。

全体的に市長がいないときの質問ということで大

変悩んだんですけども、そういう意味合いでは皆

さんも努力しながら行政を運行しているというよ

うなことでひと安心したんですが、そういう意味

合いで今いろいろ申し上げました中身を今後も推

進していただければありがたいなというふうに思

います。また、新たな市長が誕生しましたら要望

することにしていきたいというふうに思います。 
  今政策経営課長からお話しありましたが、そう

いう意味で地方がいろいろ交付税なり、そういう

ものが減額されていても、やっぱり教育予算とい

うものは確保するというような状況、そしてもう

一つは、弱い立場の人に対しても手を差し伸べる

ということが大変重要なことだなというふうにも

思います。そういう意味では、いろいろ市民に対

してのサービスもあるわけですが、それらの２点

についてやっぱり今後も努力して、そして全体的

な運営についても配慮していただきたいというふ

うに思います。要望して、終わります。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 １時３９分 休憩 
     午後 １時４９分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     金 利寛議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、金 利寛君。 
   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 
１３番（金 利寛議員） 平成19年９月定例議会一

般質問の最初の日の最後の質問者となりました。

新しく吸収合併、そして新たな若い力で結合して

できました、たいまつ’07の一員として一般質問

をさせていただきます。 
  まず初めに、先月御逝去されました髙橋榮一郎

市長に衷心より哀悼を表し、御冥福をお祈り申し

上げたいというふうに思います。先日の合同葬で

も各界各層よりの物すごい参列者の数を見ただけ

でもわかりますように、数多くの多大な実績を残

された気さくで偉大な方であったと改めて感じ、

当新庄市にとっての損失もはかり知れないもので

あると感じているところであります。改めて心よ

り御冥福をお祈り申し上げます。 
  さて、悲しんでだけではいられません。当新庄

市の政治的課題は待ったなしで日々刻々と進んで

います。新幹線新庄延伸の実現は実にタイムリー

で、この時を逃したなら実現は不可能であったと

思いますが、しかしそれに伴う財政的負担は確実

にあり、現在財政再建真っただ中であります。新

幹線新庄延伸ということで、高速交通網の実現を

例えば一家に例えれば、みんなで力を合わせて古

い家を壊して、新築をした一家の文化的生活の実

現とも似ています。その裏には、それ相応の金銭

的負担、そして節約、それから自粛と自己管理が

必要となります。まさに当新庄市もこの大変な時

期なのであります。 
  こうなりますと、一部では新幹線は要らなかっ

た、新幹線のおかげで新庄市は貧乏になったとい

う方々が出てきています。言論は自由で、一事象、

１つの事柄で360度からの意見があるでしょうが、

そう言われている方々は何もしないで、例えば一

家で言えば旧態依然の古い家に住みながら、進歩

もなく、だれかが行って実現した文化的な住宅に

向かって、ああでもないこうでもないと不平不満

を当たり散らしているにすぎません。中国に「だ

れかが井戸を掘ってくれた。その井戸よりくみ出

される清水で人民が潤っている。その井戸を掘っ

てくれた方に感謝をしつつ、その清水を使う」と

いう故事があります。 
  今国全体が借金大国と化して、人の足を引っ張

っていることのみに奔走され、それが地方にまで



遺伝されてきている。そして、万般にわたり井戸

を掘ってくれた人に対する感謝の心すら忘れさせ

られて、ぎすぎすした人間関係しか保てない状態

になっているのではないかと思えてなりません。

もっと言わせてもらえれば、相手を批判すること

でようやく自己確立を保っている。自己の存在感

を感じているという方々がだんだんと多くなって

きているのではないかと思えてなりません。こう

いうタイプの人間だけにはなりたくないものだと

深く決意をしている一人でありますが、さて市長

亡き後、また市長体調不良で職務遂行ができなか

ったときなど、市長の職務代理者として副市長は、

実によく職務を遂行され、ここ二、三年ぐらい財

政再建の途上の大変なときを乗り越えてこられま

した。まだまだ財政逼迫の山並みはあろうと思い

ますが、大いに貢献されてこられたのではないか

と感謝をしております。 
  一昨日の新聞によりますと、副市長も来る９月

30日の投票日の市長選には、財政再建、そして元

気なまちづくり、そして市民協働を掲げて立候補

されるようでありますが、今後の新庄市を考えた

場合に、どういう政治理念でどんな新庄市に持っ

ていかれようとしているのかをお伺いしたいとい

うふうに思います。９月定例議会も抱えて、そし

て最高実務者と実行者として考えるいとまもない

ぐらいに忙しい、日にちもないところではあろう

かというふうに思いますが、お伺いをしたいとい

うふうに思います。 
  次に、長期生活支援資金制度についてお伺いを

します。新庄市の高齢化率でありますが、65歳以

上の高齢者の割合が、平成17年度では25.2％であ

りました。平成19年には26.1％と、ここ二、三年

の間で１％もの上昇で、何と４人に１人は65歳以

上、否もう何年もしないうちに３人に１人は65歳

以上という超高齢化時代を迎えようとしているの

であります。 
  今後の対策も少しずつ考えていかなければなら

ないときに来ているのではないかと思える昨今で

ありますが、先日こんな相談がありました。老人

夫婦世帯で、自分の持ち家の敷地内をある会社に

お貸しをしていた。その賃貸借料金で生活を営ん

でいたのでありますが、その会社が倒産、賃借料

が入らず、生命保険等を崩して、解約しながら食

いつないでいるというのであります。年齢も70歳

以上を超えられている老夫婦でありますので、仕

事があるわけがありません。また、年金等も若い

ころに大変さの余り掛けていなかったので無年金

者とのこと。 
  そこで、長期生活支援資金制度のことを知った

のでありますが、現在当市の老人夫婦世帯が今は

736世帯、老人夫婦２人だけで住んでいられる世帯

が736世帯もあるのであります。人口比からすれば

多い方かどうかはよくわかりませんけれども、ほ

かにも数多くの類似の悩みを抱えながら生活をさ

れている方々がいるのではないかというふうに思

い、質問をさせていただくのでありますが、長期

生活支援資金制度とは皆さんも御存じだと思いま

すけれども、高齢者が一定の居住用の不動産を持

ちながら、将来にわたりその住居に住み続けたい

と希望される、その方々に不動産を担保に生活資

金の貸し付けを行い、その世帯の自立を支援する

という制度でありますが、当新庄市の老人夫婦世

帯でも希望される方々がいるのではないかと思わ

れるのですが、いかがでありましょうか。また、

今まで当市の状況はどうであるかもお伺いしたい

というふうに思います。 
  また、これに類似したリバースモーゲージとい

う、大都会ではいろいろとその実施、試みがなさ

れているようでありますが、いろんな制度、制約

があり、また資産価値の変動など等難しい問題が

あり、余り進んでいないようでありますけれども、

しかし武蔵野市などでは行っているようでありま

す。 
  今後超高齢化社会、また核家族の進展とともに、

老人世帯の増加などの社会現象の変化に伴い、避

けては通れない問題ではないかと考えられます。



現状の対策はまた今どうなっているのか、今後の

対策をも含めてどう考えられているのかをお伺い

し、壇上からの一般質問を終了させていただきま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議会の皆さんとい

ろんな議論をしながら一緒に進めてまいりました

新庄市の財政再建、８合目であります。あと２年

で峠を越す、そういうところまでやってまいりま

した。新幹線開業時の一般会計での公債費が227

億円ありましたが、今年度末には170億円、56億円

減らしました。市長とともに改革と協働、それを

もとにして財政再建を進めてきた方向は間違って

いなかったというふうに私は思っております。 
  ８月の末、東洋経済新報社で毎年発表する、い

わゆる住みよさランキングでありますが、新庄市

は昨年は東北で４位でした。全国では確か96位だ

ったと思うんですが、このたび発表になった数字

では、新庄市は東北で２位であります、上がりま

した。髙橋市長にお伝えしたかったなというふう

に思っております。 
  まだまだ課題はありますけども、改革と協働、

市民協働を一層進め、たくましいふるさとづくり、

好きな新庄のために捧げていきたい、そしてチャ

レンジしていきたい、そういう考えであります。

もとより非才ではありますけども、市民の皆さん

にこれらの考えをお訴えしながら、新庄市の再生

を図っていきたいというふうに思っております。

そうすることによって、新庄市は元気なまちをつ

くり、年齢や性別、職業、心身に障害がある人で

もすべての市民が生涯安心して幸せに暮らせる新

庄市をつくっていきたいというふうに思っており

ます。 
  財政的には大変厳しいこの数年でありましたが、

その中でも市長と相談しながら、市民ニーズの高

い事業はやってまいりました。とりわけ今年３月

にオープンしました夜間休日診療所、それから路

線バス廃止に伴うかむてんバスの新規運行、そし

てわらすこ広場を何とか残したい、そういうこと

で努力してまいりました。それらを継続しながら、

新しいまちづくりに臨んでいきたいというふうに

考えております。 
  そのためにも、私ども執行部はもっともっと説

明責任を果たしていく必要があるというふうに考

えております。見える、今行政が何をしようとし

ているのか見える、いつでも聞ける、そしてわか

る行政を目指していきたいというふうに思ってお

ります。 
  それから、２点目の質問でありますが、最近注

目されております、いわゆるリバースモーゲージ

という制度のことに触れておりますが、この制度

は急速に進む高齢化社会の中で、年金等の受給額

が少額で、経済的に大変な高齢者のために、持ち

家を担保にして自宅に居住しつつ生活資金の貸し

付けを受けることの制度であります。生活保護制

度の場合には、これまで居住用不動産については

高額な場合を除き売却せずに保有を認めながら保

護を適用してまいりましたが、新たに平成19年度

から一定額以上の居住用不動産を所有する者で、

生活保護を受けなければ生活できない方を対象に、

要保護者向け長期生活支援資金制度が創設されま

した。この制度が可能な場合には、生活保護に優

先させて、先にこの貸し付けを利用していただく

ことになります。 
  制度の対象となる方は、原則65歳以上の高齢世

帯でありまして、不動産に抵当権等の担保権が設

定されていないこと、また不動産評価額が500万円

以上の居住用不動産を有している方で、申請に当

たっては連帯保証人は不要となっております。貸

付限度額は、不動産評価額の70％程度で、貸し付

け可能な月額の生活費は、生活保護制度の生活扶

助基準額の1.5倍から月額の収入額を差し引いた

額となります。この制度の実施主体は、山形県社

会福祉協議会でありまして、先に市の福祉事務所



において貸し付け要件に該当するかどうかの簡単

な審査を行ってから、市の社会福祉協議会に借り

入れを申し込んでいただくということになります。

この貸付金の財源は、国費が４分の３、県費が４

分の１でして、市の負担はございません。 
  こういう制度であるんですけども、この制度の

利用状況でありますが、現在利用している方は、

新庄市でも山形県内でもありません。本市の場合

でも相談を受けたケースもありません。しかし、

この制度を周知するために、市報やホームページ

に掲載したいというふうに考えております。また、

該当するような相談があった場合には、社会福祉

協議会と連携を図りながらスムーズに手続を進め

まして、効果的にこの制度の活用を図ってまいり

たいと考えております。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） ありがとうございました。 
  最初に、長期生活支援資金制度についてであり

ますが、今副市長の話ですと、県内でもそれを利

用されておる方がいない、新庄市でもいないとい

うことで、私の方に相談来たのですから、これは

第１号になるかもしれませんけれども、対処しな

がらそういうふうに制度を利用してみたいなとい

うふうに思っておりますが、もう一点、今話もし

ましたけれども、この平成19年度、新庄市の福祉

という項目の中には、老人夫婦世帯が736世帯もあ

るんです。その人方は年金受給等で生活されてい

るんでしょうけれども、やっぱり年金、国民年金

だとすれば、かなりの大変さもなっていて、そう

いうふうな部分を要望していても知らないという

か、そういう方々も結構いらっしゃるのではない

かなということで、今後ますます核家族が進むに

つれて老人だけの、老人夫婦世帯が多くなるので

はないかと。 
  先ほども言いましたように、人口４万人弱の中

で736世帯というのは多いか少ないかよくわかり

ませんけれどもというクエスチョンマークつけま

したけれども、決して少なくなく、多いんじゃな

いかなというふうに思っているんです。その中に

は、やっぱり生活様態というのがかなり違ってい

る方々もいらっしゃるでしょうから、今後そうい

うふうな部分のニーズが多くなるのではないかと

いうふうに予想されますけれども、今後の対策と

して、例えばの話でどうですかとか、そういうふ

うな地区委員だとか民生児童委員だとかというこ

とも含めてなんでしょうけれども、そういうよう

な部分に対する推進をしていこうと、要するに現

状の大変さのいろんな部分もこういうふうにして

推進しながらお聞きをしていこうという、そうい

うふうな姿勢というのは今後考えられますか、ど

うでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 高齢者の夫婦世帯、議員お

っしゃられたように、最新のデータで736世帯とい

うことでございます。県内の各市と比較しますと

意外と少ないかなという感じをしております。例

えば天童1,441、東根1,201とか、かなりどこの市

でも結構高齢者世帯が増えてきております。 
  今の貸し付けの話でございますが、確かに今は

申込者とか相談者、社会福祉協議会にも問い合わ

せいたしましたが、現在のところはないというこ

とでございますが、今後そういう相談が増えてく

るというふうに予想していますので、今議員おっ

しゃったようにＰＲ、特に民生児童委員への周知

とか、そういうのも含めて今後きちっとした周知

をしていきたいと、そういうふうに考えます。 
  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 今所長から言われました

ように要望になりますでしょうけれども、副市長

が言っていますように、やっぱり見える、わかり

やすい、そして何をやっているかわかるというそ

の姿勢からするとすれば、736世帯も含めて実はそ



ういうふうに、例えば生活保護申請もなかなか難

儀なところがありまして、昔の方々はやっぱり自

分で我慢して、我慢して、我慢して、もうぎりぎ

りのところまで我慢する習性がつくというか、大

変な時代を生きてこられた方々ですから、忍耐の

あれはすごいところがあるんです。 
  そういうふうな部分でいろんな話している間に、

あるお母さんが自殺されたところに遭遇したこと

があったんです。要するにその事務所の対応の仕

方ができなくて。私が対応してました。結構大き

な問題になって、県の方でもすぐ改善をするとい

うような話があったのですけれども、本当に今い

ろんなニュースでもそうですけれども、やっぱり

格差があって、そういうふうな部分の人方が目に

見えない部分で亡くなっていたという状態、ひと

り暮らしなんかもあるわけですから、そういうふ

うな人方にやっぱりこちらの方から出向いてどう

なのかというのがあるとすれば、本音の話でいろ

んな部分聞けるのだと思いますので、今後736世帯、

その中にひとり暮らしの世帯も結構あるでしょう

から、そこいらのところに対するいろんな配慮を

今後お願いしたいというふうに思いますが、どう

でしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 先ほども申し上げましたよ

うに、考え方は金議員と同じであります。 
  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。 
  さて、この23日に告示、30日の投票の新庄の新

しい柱になるであろう市長選でありますが、先ほ

ど副市長の方からるる決意なるものを述べていた

だきましたけれども、私の質問の中には政治理念、

どういうふうなスタンスで今後新庄市を持ってい

こうとされているのかということも中に、質問の

項目に入れていたはずであります。 
  例えば言葉をあれすると、イギリスのサッチャ

ー首相の言葉の中にはこういうふうな話がありま

す。「傲慢な人、お高くとまっている人、そうい

う人は他を排除します。そういう方に政治を任せ

ることはできません。なぜなら、政治とは人々、

民衆を幸せにすることにあるからである」、こう

いうふうなサッチャー語録があるのです。私もそ

うだと思います。政治は民衆のために、人々の幸

せのためにあるんだと、こういうふうに思ってお

ります。 
  そんな意味で、現職で本当に職務代理として、

市長のこのいろんな気忙しい状況の中での哀悼の

意も表しながら、なおかつ瞬時待たずに新庄の市

長選ということで出馬を決意されているわけであ

りますけれども、どっちかといえば実務をこうい

うふうにこなしながら、この９月20日まで定例議

会があるわけですから、その本人をアピールする

いとまもなく市長選に突入せざるを得ないという

状況あると思いますので、ぜひここで新庄市の新

たに市長候補者としてやられる、その政治理念を

どういうふうなスタンスで頑張られようとされて

いるのかをお伺いしたいというふうに思います。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 もとより事務方を

長くしていた関係がありまして、説明とかそれか

ら、重い口のしゃべり方だというふうに言われて

おったんですが、トップとなればそうはいかない

と思います。そういう点では、自分はもともと謙

虚な人間でありますから、そういう謙虚さも大事

にしながら、多くの市民の方々に耳を傾けるとい

う髙橋市長のいい姿勢については引き継いでやっ

ていきたいと思っておりますし、公平、清潔、そ

ういう理念の中でいろいろな課題に挑戦していき

たいというふうに思っております。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 



１３番（金 利寛議員） しつこいようですが、も

う二、三点聞きますが、１つは、先ほど副市長の

話の中に、執行部は見える、いつでも見える行政

執行に、それからいつでも聞ける、市民に耳を傾

けるということでしょうけれども、またわかる行

政を志していくという話をされておりますが、こ

れは今後やっぱり開かれた市政というか、開かれ

た市の庁舎にとっては大切なことだと思うのです

けれども、それではそういうふうな具体的にどう

いうふうな状態に心構えをして、そういうふうな

状態にしていこうとされているのかもお伺いした

いというふうに思います。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 先月末の全員協議

会でも、実質公債費比率の数字が変わったという

ことで真っ先に報告申し上げました。県内では初

めての発表であります。それから、市長交際費も

本年６月からホームページに公開しております。

そういうことも含めまして、持っている情報は、

初日の中でも話があったんですが、できるだけ出

せる、すべて出せるかというと制限される場合も

あるでしょうが、持っている情報は多く出して共

有していきたい。共有しなければ解決策を検討す

ることも、同じスタートラインに立たないわけで

すから、ぜひ議会の皆さんとはそういう中で議論

をしていって、どっちの方針、どっちの方向が本

当に市民のためになるのか、そういう議論も活発

にしていきたいというふうに考えております。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） わかるのですけれども、

私としても副市長を買ってというか、力のある方

だなというふうに思っている一人であります。 
  実は前に新庄の都市ガスがぐあい悪くなりまし

て、爆発して本体が動けなくなって、それぞれ都

市ガスの供給住宅の世帯にはガスが行かなくなっ

たときに、ちょうど環境課長でありました。あの

ときの手早いプロパンガスをそれぞれのガス来な

いところに供給され、おふろにも入れないだろう

ということで、確か山屋のふろ券だったと思うの

でありますが、山屋のふろ券を素早く供給をされ

たと。そういうふうに都市ガスの爆発でぐあい悪

くなった家庭の方々にとっては、大変な素早い危

機管理の状態の中での対応されたのが、今の副市

長が環境課長のときであったというふうに、すご

いなというふうにして、私も一般質問の中でそれ

をそういうふうなことがあったということで話を

して、手早い対応の市の喜ばれた人方に対する意

見も聞きながらしたことがありますが、謙虚とい

うことも裏腹に、言わないとわからないこともい

っぱいあるのです。 
  よって、そういうような謙虚さも必要なのです

けれども、将来のビジョンだとか理念だとか公平、

今先ほど公平と清潔と、こう言われたんですが、

そういうような部分も含めて、やっぱり新庄、こ

れから新幹線が延伸して、先ほどもお話ししまし

たように、今はその部分を文化的な、高速交通網

の体系がなったからして耐えるときとは言ってい

るんですが、耐えているこのときは、やっぱりだ

んだんとみんなそれぞれの足を引っ張りたくなる

というのは実情ですから、そういうようなときに

こそやっぱり少し巧妙というか、こういうふうに

今、先ほども８割方山越えたよと、だけども、そ

の部分のその先はどうなっているのと、こういう

ふうな状態にしていくよというような夢なる、ビ

ジョンなる、そういうような部分も必要なのかと

思いますが、そこいら改めて、もしそういうよう

なことがありましたらば副市長にお伺いしたいと

いうふうに思います。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 先ほど壇上でも申

し上げましたが、改革と協働によって財政再建の

スピードは緩められない、むしろ加速しなければ

ならない時期ではないかというふうに思います。



あわせて今の時代本当に必要なのは、キーワード

としては「安心」であります。それは、いろんな

課題がそういうテーマになっております。例えば

県立病院問題などもそうでありますし、それから

子育てに関するいろんな課題についても安全、安

心であります。その「安心」を１つのキーワード

にして、今後の政策の展開を図っていきたいとい

うふうに思っております。 
  私の知っている新庄市内に住んでいる方の大先

輩なんですが、どんな社会状況、目まぐるしく変

わるそういう時代であっても、どっかの段階では

優先順位というのは必ずあるわけですから、すべ

て全部するということを言ったんでは、行政経営

の観点からは経営者としては失格だと思うんです。

どういう手順とどういう段取りで進めていくかと

いうことも明らかにしなければならないと思いま

すし、そういう点では教育と医療、安心の部分は

余りコスト主義を持ち込んではならないのかなと

いう、そういう考えも持っておるところでありま

すので、市民生活重視といいますか、もうハード

の部分は相当の投資をしてきましたので、もう一

度新庄市のまちづくりをソフトの点から見直して

いく必要があるのではないかなというふうに思っ

ております。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 話は、もう本当に新庄市

の財政再建の真っただ中で、その実務者としては

やっぱりいろんな部分で、その後のこともなかな

か考えるいとまもない状況の中でのスタートだと

思いますけれども、余すあと20日間しかない新庄

の今後の一番のトップを決める戦いが目前に迫っ

ているわけでありますから、どうかそういうよう

な意味では、新庄市の財政再建の今途上で一番そ

の内容がわかっていて、やっぱり一家で言えば一

家の柱ですから、その柱は自分の家の財政の状況

というのはよくわかるわけですから、わからない

方はいろんな夢を大きく言えますけども、それは

やっぱり入ってくるものと出ていくものとのバラ

ンスというのは今大変な状況になっていることは

だれもがわかっているわけですから、それをやっ

ぱり絵にかいたもちのような状態にはなかなか言

えないということは十分にわかりますけれども、

どうか先ほど言われましたように、安心の観点に

ついてはコスト的な部分を入れられないと、命の

大切さ等にはコストをやっぱり還元してできない

という部分も含めて、どうか大胆な市の執行をよ

ろしくお願いしたいことを期待申し上げて、終わ

りにしたいというふうに思います。 
  以上です。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 以上で本日の日程を終了いたしまし

たので、散会いたします。 
  明日11日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 
  御苦労さまでした。 
 
     午後 ２時２７分 散会 
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 発言       質問者氏名       質    問    事    項  答 弁 者  順序    
   １．農家を守る手立ての一つとして、農業用施設用地の固定  
    
     資産税は、農地並み評価に  
    
   ２．国民健康保険税の市独自の減免と医療費の一部負担金の  
    
     減免について  副 市 長 
    
  １  佐 藤 悦 子  ３．保育所の民営化は問題ではないか  教 育 長 
    
   ４．働きつづけられる職場と賃金  担 当 課 長 
    
   ５．神室荘の居住者の待遇改善のために  
    
   ６．税源移譲について  
    
   ７．中学校給食実現を  
   １．中心商店街再生と旧こぴあショッピングビル利用の件に  
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  ３  新 田 道 尋   副 市 長 
   ３．旧新庄ショッピングビルその後  
    
   ４．仙台家老のねらい  



 
     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は19名、欠席通告者はありません。なお、

星川 豊君より少し遅れるとの連絡がありました。 
  それでは、これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第３号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
中川正和議長 日程第１一般質問。 
  これより２日目の一般質問を行います。本日の

質問者は３名であります。 
 
 
     佐藤悦子議員の質問 
 
 
中川正和議長 それでは 初に、佐藤悦子君。 
   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 
２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して一

般質問を申し上げます。 
  １番として、農家を守る手立てとして農業用施

設用地の固定資産税を農地並みの評価にすること

について質問します。農産物輸入完全自由化とい

う流れが今強まっておりますが、これをしたらカ

ロリー自給率が40％から12％に下がるという農林

水産省が２月に示した試算に衝撃が広がっていま

す。そのデータをもとに農民連という団体が試算

したところ、穀物自給率は28％から10分の１以下

の2.7％に低下することが明らかになりました。現

状の穀物自給率でさえ175カ国中124番目ですが、

穀物自給率２％程度というのは氷の国と砂漠の国

です。穀物生産を壊滅させるこのような亡国の政

治を許さず、自給率を上げるために農業を守るあ

らゆる施策に力を合わせて取り組むことが、新庄

市としても緊急課題だと思いまして、このたびの

議会に皆さんと協力して意見書提出の請願を紹介

をさせていただきました。 
  今日の質問は、農家の固定資産税について質問

いたします。①として、農業用施設が建っている

土地は、1997年からそれまでの単純な宅地評価か

ら農地評価額プラス造成費に変更となったのでは

ないでしょうか。農家の固定資産税を見直し、節

税を図るべきではないでしょうか。固定資産税額

の３割が国民健康保険税の資産割りとしてもまた

課税されるので、農家の負担は違ってきます。 
  ②として、住宅地に隣接している場合の農業用

施設用地は、たとえ１筆の範囲内であっても区画

がはっきりしているものは農地並み評価すべきで

はないでしょうか。山形市では畜舎分の課税評価

額を下げさせた方がおられるそうですが、いかが

でしょうか。 
  ③として、１平方メートル当たりの造成費は幾

らでしょうか。当市の現状と合っているでしょう

か。 
  ④として、堆肥舎などは家屋ではなくて償却資

産とみなすべきではないでしょうか。 
  ⑤として、土地の固定資産税の評価は売買価格

方式ではなく、収益還元方式で算定すべきではな

いでしょうか。収益で払える固定資産税にすべき

と思いますが、いかがでしょうか。 
  ２番目として、国民健康保険税の市独自の減免

と医療費の一部負担金の減免についてお聞きしま

す。１つは、貧困になり国民健康保険税が払いた

くても払えない世帯が出てきております。そのた

めに市独自の申請減免の制度が必要ではないかお

聞きします。 
  ２つ目に、国民健康保険法第44条で医療費の一



部負担金の免除、減額できるという規定がありま

す。新庄市国民健康保険税条例では、これがあり

ません。市でも条例で整備を図り、貧困の場合も

含めて利用できるようにすべきではないでしょう

か。 
  ３番目は、保育所の民営化は問題ではないかと

いうことについてお聞きいたします。まず、ベテ

ラン保育士が消えていくということです。そして

保育士が単年度契約のために流動化し、子供たち

に落ちついて保育することができにくいという問

題があるのではないでしょうか。 
  ４番目に、働き続けられる職場と賃金について

お聞きします。①として、指定管理も含めて市の

公的機関での労働者の 低賃金を時給1,000円以

上に引き上げるべきではないでしょうか。実際に

現在の 低賃金でひとり暮らしできるとお考えで

しょうか。生活保護基準以下の生活で果たして市

民のために奉仕できるでしょうか。全国平均の

低賃金の時給は673円、つい 近少し上がったよう

です。しかし、月多くても約12万円で、税金や保

険料を払うと生活保護より低い水準です。市の

低賃金の時給はこれより若干よいだけです。時給

1,000円以上になりますと、月15万から16万円、年

収200万円、これで生活保護基準の1.4倍です。こ

こまで 低保障されることが必要ではないでしょ

うか。 
  イギリスでは時給1,250円です、日本が 低賃金

の水準が一番低いと言われています。公的機関で

働く労働者が生活保護以下であっては自分の生き

る権利もない状態です。常にお金のことで頭がい

っぱいになり、アルバイトをしなければ暮らせな

い賃金ではないでしょうか。これでは子供や市民

の権利が守れないのではないでしょうか。これ以

下の生活は絶対に許せない、受け入れがたいとい

う 低生活の岩盤を示す必要があると思うのです。

低賃金の時給1,000円以上への大幅引き上げを

お願いします。 
  ２つ目に、学校の個別学習指導員の待遇改善を

図るべきではないでしょうか。これは１年前にも

質問したようですが、それ以降改善が図られたの

かお聞きします。その資格と責任に応じた待遇が

必要だと思います。 
  次に、中学校給食実現について検討状況をお聞

きします。昨日平八議員にお答えした内容は大変

よかったと思いますが、明快な答弁だったと思い

ます。同じ内容ならわかりました。やり方をＰＦ

Ｉ方式は事業が軽減とならない、自校方式は現在

の施設老朽化などの状況を検討する、拠点方式も

検討する、今年度中に導入方式を決定するとのこ

とでした。ぜひ議会に検討している資料などを公

開しながら、一緒に進めていただきたいと思いま

すが、この点お聞きします。 
  ５番目が抜けておりましたので、質問いたしま

す。神室荘の居住者の待遇改善のために質問をい

たします。今年は大変暑い夏でした。神室荘の方々

のお部屋は南向きでありまして、１階で午前中は

いいんですが、午後になりますと、日差しが非常

に全部差しまして、40度以上になったところもあ

ったと聞いております。そして多くの方が廊下に

避難されたと聞いております。それでも体の弱い

方は避難できなかったのではないかと思います。

（全国的には）熱中症で亡くなられた方も出てお

ります。クーラーは普通の方が入られる部屋にな

いと聞いております。普通の御家庭の方は扇風機

とクーラーは必ずあるはずなのです。そういう意

味で 低でも各部屋に扇風機の設置をお願いした

いと思います。 
  そして、全員が暑さから避難できる場所がある

と思いますので、その場所にクーラーの設置をお

願いしたいと思います。 
  ３つ目に、社会的弱者である居住者の意見に真

摯に耳を傾けて、誠実に改善に当たる職員の配置

研修に努めてほしいということです。神室荘に入

っている方々は家族に恵まれない方々です。職員

はそういう意味では家族なのです。家庭でも家族

であればさまざまなことでその人が快適に暮らせ



るように協力してくれる、それが当たり前です。

しかし、入っている方々は行くところがここだっ

たということでありまして、我慢しながら言いた

いことも言わないで過ごしておられる方が多くお

られます。そういう中でそれでも言わざるを得な

いという場合はあると思うのです。そういうとき

に職員がやはり真摯に耳を傾けて、誠実に対応し

ていただきたいと思います。多くの職員がその立

場でやっていることを聞いております、誠実な

方々ばかりです。 
 ところが、一握りの方ですが、そうではなくて、

職員のほうから一方的に自分だけがしゃべったり、

また同僚の名前を呼ぶにしても年下の者をあだ名

で読ばってみたり、利用者から見て不安に思うよ

うな、そんな職員もおられると聞いております。

そういう方はやはり研修が必要だと思いますし、

それでもだめだったというときには配置転換もお

願いしていくべきだと思います。そのかぎはやは

り荘長さんだと思います。そういう意味でもこの

立場に立ってやっていただきたいということを、

神室荘の利用者の立場からお願いするものであり

ます。 
  ６番目に、税源移譲についてです。住民税が２

倍から10倍にまでこの６月に上がりました。去年

も上がったわけですから、その前と比べれば20倍、

30倍になったという方も出ておられます。その分

市職員への厳しい目が注がれています。しかし、

市の側から見ますと、地方交付税分がそっくりそ

のまま減るので課税強化の苦しみが増すだけで、

新庄市の収入は増えないのではないでしょうか。

地方交付税が全く要らない東京都のような財源豊

かな自治体だけが潤う税源移譲は地方切り捨てで

あります。見直すよう求めるべきではないでしょ

うか。 
  以上、壇上からの質問を終わります。どうも御

清聴ありがとうございました。（拍手） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 

   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 おはようございま

す。 
  まず、第１点目の質問でありますが、固定資産

税の評価の関係でありますけれども、新庄市の場

合には地方税法を根拠にいたしまして、国が定め

た固定資産税評価基準を適用しております。 
  まず、農業用施設用地の評価と造成費の問題で

ありますけれども、以前は近傍の標準宅地等に比

準して評価しておりましたが、平成12年度に近傍

農地価格と造成費を合わせて評価額とすることを

評価基準に追加されまして、現在これを適用して

評価しております。造成費につきましては、盛り

土の高さに応じて定められておりまして、一例を

挙げますと１平方メートル当たり盛り土30センチ

で1,820円、50センチで2,240円としております。 
  なお、固定資産税は３年ごとに評価額を見直す

制度となっておりますので、次期評価替えは平成

21年度になっております。 
  次に、農地並みの評価ということですが、農業

用施設の用途に限り現況地目を農地、雑種地等の

宅地比準土地として認定しております。堆肥舎な

どの資産区分でありますが、家屋の認定要件は、

屋根、周壁を有して外から遮断した一定の空間を

有する住居、作業、貯蔵等の用に供するものとさ

れております。したがって、遮断性のない堆肥舎

等については償却資産となりますので、御理解を

お願いいたします。 
  後に、固定資産税の評価方式ですが、土地の

評価基準は固定資産税評価基準に基づき売買実例

額をもとに算定した正常売買価格を採用しており

ます。 
  続きまして、国民健康保険税にかかわる質問で

ありますけれども、国民健康保険税におきまして

は、基準額を超えない低所得者への軽減措置とし

ましては、所得の額に応じて７割軽減、５割軽減、

さらに申請による２割軽減の措置をとっておりま

す。周知については申請が必要な２割軽減の該当



者には納税通知書送付時に、２割軽減の申請書も

一緒に同封いたしまして、軽減申請書を提出され

るよう案内をしているところであります。 
  次に、減免についてでありますが、これまでと

同様公的扶助を受けることとなった場合、火災等

の災害を受けた場合等に減免措置を行ってまいり

ます。 
  医療機関の窓口で払う一部負担金の減免等に関

しては、国民健康保険法第44条の規定に基づき、

本市国民健康保険条例の施行規則第31条で規定を

しておりまして、天変地異等で重大な損害を受け

た場合、申請により判断をすることとなっており

ます。 
  保育所の民営化についての御意見でありますが、

３月議会でも佐藤議員から同様の質問がありまし

たが、その考え方、進め方等につきましては、現

段階におきましても基本的に民営化の考え方、進

め方等については変わりはありません。 
  ベテランの保育士が消えていくとか、保育士が

単年度契約のため落ちついて保育することができ

にくいなどの御指摘がありましたけれども、民営

化に当たって一番考慮しなければならないのは、

当然保育されている子供たちのことであります。

また、民営化の考え方の一つには多様化している

保育ニーズに対しまして、柔軟にまた機敏に対応

していくということが目的であります。これらの

考え方を踏まえながら、保護者や地域の方々など

と十分に協議を重ねまして、よりよい保育所運営

になるよう進めていきたいと考えております。 
  低賃金についてでありますけれども、山形県

の 低賃金は現在時給613円となっております。本

市では日々雇用職員の賃金の 低額を時給719円

と定めております。また、嘱託職員については、

週32時間勤務の一般事務職員の場合、月額で13万

1,500円となっておりまして、時給に換算しますと

948円になります。指定管理者制度を活用している

施設の職員の人件費につきましても、嘱託職員に

準じて委託料の積算を行っております。今後も

日々雇用職員及び嘱託職員の賃金につきましては、

低賃金を下回らない範囲内での運用を行ってま

いります。 
  また、現在のところこれらの賃金については、

引き上げを行う予定はありません。 
  続いて、学校の個別学習指導員の待遇改善の関

係でありますが、現在新庄市では７名の個別学習

指導員の方をお願いし、小中学校での学習活動の

支援業務を行っていただいております。健康保険、

そして雇用保険等につきましては、それぞれに関

する制度に基づき適正に加入しておりますし、ま

た休憩時間等につきましても学校長のもとで適正

に運用しております。賃金については、市の日々

雇用職員のうち、保育士の方と同様の水準にして

おります。日々雇用職員及び嘱託職員の皆さんの

賃金等の労働条件全般につきましては、 低賃金

や諸制度の改正等を踏まえながら適時に見直しを

して、労働環境の整備を進めていきたいと考えて

おります。 
  続いて、神室荘のことですが、本当に今年の夏

は暑い夏でありまして、高齢者の方々は大変だっ

たろうというふうに思っております。せんだって

神室荘のチームが県大会で輪投げとカラオケで大

変優秀な成績をいただいたということで、回った

ときに選手の方々にお祝いをいたしましたが、そ

のときにも扇風機の話が入所されている方からあ

りましたので、今年の夏は暑い夏で大変だったな

というふうに感じております。 
  神室荘の施設全体が老朽化しておりますので、

計画的に修繕や設置の必要な箇所を検討をしてい

きたいと考えております。養護老人ホームとして

の神室荘は、山形県老人福祉施設協議会の養護老

人ホーム部会というところに加入しておりまして、

さまざまな情報の提供や職員の資質向上のための

研修等を毎年計画的に実施しております。また、

山形県社会福祉協議会におきましては、福祉全般

にわたる研修会を毎年開催しておりまして、神室

荘におきましてもこれらの研修会を積極的に利用、



活用して職員の資質向上を図っているところであ

ります。研修会の内容としましては、利用者の処

遇向上のための全般についてでありますけれども、

施設職員同士の意見交換なども行いながら、介護

や認知症の予防、そして高齢者の処遇、苦情解決

など多岐にわたって研修をしております。 
  いずれにしましても、御高齢の方が、利用者が

健康で心豊かに生活できる施設づくり、これは神

室荘運営の基本方針にしておりますので、利用者

への誠実な対応は当然のことであります。今後と

もこのような施設運営の基本を堅持しながら、職

員の研修への参加、資質向上に努力していきます。 
  それから、税源移譲の問題でありますが、国と

地方の財源のあり方を見直した三位一体の改革に

基づきまして、本年度から個人住民税の税率が引

き上げられました。これまでの割合は所得税が

10％で住民税が５％でしたが、今年度からは所得

税が５％、住民税が10％と、国と地方の割合が逆

転しました。ただし、納税者個人から見た場合に

は、15％の率に変更はありませんので、全体の納

税額に変更はないものとなっております。 
  市民税の税率は上がりますので、普通交付税の

基準財政収入額も増えるということになります。

税源移譲による増加分は100％算入になります。通

常は算出額の75％を算入し、25％は留保財源とい

う扱いですから、一見不公平に見えるかもしれま

せん。しかし、留保財源の25％を豊かな団体に振

り向けないとするならば、言いかえれば財政力の

弱い団体の状況をそのまま反映させるためには、

100％算入するほうが私どもは正当であるという

ふうに考えております。 
  財源の豊かな自治体との格差の見直しの問題で

ありますけれども、これまで議論を重ねて実施し

た三位一体の改革につきましては、国と地方の税

源移譲の割合等についてはまだ不十分な点が多く

あると感じております。地方６団体はさまざまな

要望活動を行っておりまして、国は現在も検討を

重ねているようですが、近々また新たな見直しが

政策として出てくるのではないかと期待をしてい

るところであります。 
  後に、学校給食でありますけれども、教育長

からお答えいたします。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 中学校給食についての御質問でし

たけれども、昨日渡部議員から同様の御質問があ

りましたので、よろしくお願いしたいと思います。 
  なお、今後のスケジュールとしましては、今年

度中に導入方式を決定いたしまして、導入時期に

ついては財政再建計画や各学校の耐震診断、さら

には社会教育施設やスポーツ施設の修繕計画等と

の整合性を図りながら、それぞれの緊急度、優先

度を判断しながらも、早期実現に向けて努力して

まいりたいと思います。 
  また、今後の進捗状況については、議員の皆さ

ん方に随時御報告申し上げながら進めてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 給食について再質問とい

うか要望もあるんですけど、センター方式は大量

調理のため、加工輸入食品が多く使われます。こ

れはどこのを見に行っても、どの資料を見ても共

通しているように思います。今年になってミート

ホープだったかなと思いますが、偽装肉問題が起

きました。これが大手食品メーカー加ト吉とかと

いうところもかかわっているようで、給食にも入

れているメーカーの一つということで、給食の加

工食品を多く使っているところは、その影響を子

供たちが結局受けていたという結果にもなってお

ります。そういう意味では自校直営であるという

ことは、調理師さんたちの努力によって地元から

買って手づくりができるわけです。地産地消もで

きるわけです。 
  それから、民営化のことについてですが、保育

も給食もその方向に新庄市としては向かっている



ように感じます。ところで、民営化で介護保険の

大手であるコムスンを見ていただきたいんです。

これは私たちの公的な資金が不正に請求されて、

会社の利潤追求にされていたということが明らか

になった問題です。それだけで終わらずに解散と

なりますと、今まで利用してきた社会的弱者が今

路頭に迷わせられるような不安な気持ちにさせら

れている、こういうことがあるわけです。そうい

う意味では子供たちに関わる保育や給食、子供た

ちは大人のように権利主張もそんなにできないわ

けです。そのまま受け取るわけです。そういう弱

い子供たちにこのような利潤追求でなく、市の直

営の責任を持った利潤追求ではなく、お金の関係

ではなく、子供たちの教育として必要なものをや

るという立場で考えていただきたいんです。 
  給食は、食の教育であります。そういう意味で

は自校直営を目指していただきたい、これはきの

うの渡部平八議員への答弁の中の答申の中にも、

一番いいのは自校だと思うということが載ってい

たと聞いております。そういう方向で、さらにや

っぱり 少のお金でということだとは思いますが、

教育という立場で考えて丁寧な検討をお願いした

いと思いますが、答えがあればお願いします。 
大場和正教育次長 議長、大場和正。 
中川正和議長 教育次長大場和正君。 
大場和正教育次長 今御質問ありました調理業務の

内容かと思います。現段階ではきのうからお答え

していますけれども、自校方式、センター方式、

そして拠点校方式というふうな、導入方式がどれ

がいいかというふうなことを今検討しているとこ

ろでございます。そのいずれの方式にいたしまし

ても、調理業務というのはその後で直営でもでき

ますし、民間でもできるというふうなことになる

と思います。当面どういうふうな方式で今いろい

ろな新庄市も問題を抱えておりますので、それら

を踏まえながら、整合性を図りながら、いかに早

く導入できる方策はどれかというふうなことを今

検討している 中であります。その後に調理業務

を直営で行うか、委託で行うかというふうなこと

をその後に決定していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いします。 
  次に、学校の個別学習指導員の待遇改善につい

てであります。お聞きしたところによりますと、

子供の登校よりも遅く勤務が始まるというふうに

聞いておりますが、これはいかがでしょうか。 
  それから、昼食時間が休みということで、先生

が休むということで勤務時間に入っていないと聞

いていますが、そうでしょうか。学校では先生方

はいっときも子供から目が離せないのです。昼食

時間も先生たちが集められて会合するということ

もちょくちょくありまして、個別学習指導員の先

生が担任にかわって一緒に子供たちを見ながら御

飯を食べるという場面もちょくちょくあると聞い

ております。そういう意味で学校にいる限り先生

方と協力をして仕事を進めなければならないので

す。それを考えると労働時間の短さといいますか、

28時間と聞いていますが、実際はそれよりも多く

働かざるを得ないんじゃないかと思うんですが、

いかがでしょうか。 
山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 
中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 ただいまの御質問ですが、

個別学習指導員の職務として２点上げられており

ます。 
  １点目が学習につまづきのある児童生徒の状況

に応じて個別に支援し、または他教師との協力的

指導を行い、学習活動を支援すると。２点目が、

その他校長が必要と認める業務を行うというふう

なことでございます。 
  それですべての部分で年間215日以内、１週28

時間で月曜日と金曜日が５時間、火曜日、水曜日、

木曜日が６時間となっております。子供とか学校

の実態に応じて勤務時間をずらして子供の指導に



当たるというふうなことがさまざまな学校である

と思います。実際授業の部分で後ろのほうに延び

てくれば勤務時間をずらして登校するというふう

なことは実際にございます。また、それらの悩み

等は教育委員会のほうで直に個別にお聞きして、

それぞれの相談に乗っております。今まで何回か

個別学習指導員の悩み相談も受け付けております

が、それぞれの指導員の方の対応をしております。

今後もそういった対応で個別の悩みに対しては対

応していきたいというふうに考えております。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 今の件に関して要望です

けれども、30時間を超えると社会保険がつくらし

いんですね。28時間にしているというのは社会保

険つけないで払うほうの節約の気持ちだと思うん

です。しかし、わずか２時間違いでありますが、

その28時間という短時間勤務のために国保税を払

わねばならない、国民年金を少ない手取りの中か

ら払わねばならないというとまた大変であります

し、その賃金を見ると私が言ったような実態で働

いている、実際に28時間よりも多く働いている先

生方が、私は全員とは言いませんけど、おられる

と思うんです。 
  校長が働かせている、労働者を管理する立場と

して現認しなければいけないという労働法にある

そうですけれども、一人一人昼休み本当に休める

のかとか、学校の都合で残業してもらっていない

のかという、そういうことはなかなか校長先生１

人についているわけにいかないし、なかなかでき

なくて、結局個人に任せられていると思うんです。

そういう意味ではそこを改善してより働きやすい、

また来年もあれば働きたいと言えるような、そう

いう状況に改善できるように努力をお願いしたい

という要望をします。 
  次に、農業用施設用地についてですけど、大体

①、③、④についてはそのとおりであると認める

立場だったように思います。ところで、市内のあ

る農家の名寄せ帳では２筆の宅地で約37万平方メ

ートルもあります。そして固定資産税が宅地部分

で約７万円です。ところが、畜舎、作業小屋、物

置、動物の運動場、堆肥所、ハウス設置場所、そ

して道路になったり乾燥干し場になったりの庭、

これは農業用施設だと思うんですが、これが８割

を占めています。この部分は現況地目を農地ある

いは雑種地として認定して固定資産税を見直すべ

きではないでしょうか。雑種地並みの固定資産税

だとすると、この部分約５万6,000円の固定資産税

が約2,000円にまで下がるのではないでしょうか。

たとえ１筆になっている土地であっても農業用施

設として利用しているのであれば、農用地扱いの

固定資産税にすべきではないでしょうか。また、

宅地としてのところに農業用施設を建てているの

で造成費はゼロではないでしょうか。造成費は実

際にかかった額とされているんではないんでしょ

うか。もともと宅地だったところやかたい岩盤だ

ったところは造成費はゼロだと、建設関係者がお

っしゃっております。造成費は実際にかかった額

を農家にお聞きして評価とすべきではないでしょ

うか、この点についてお願いします。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 農業施設の範囲でございますが、

農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農地

法第３条第３号及び第４号に示されている施設と

いうふうになってございます。 
  また、造成費につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、農地価格と造成費を合わせて評価

額といたしますが、もし造成がされていない場合

は農地価格をもって評価額というふうになります。

いずれにしましても、農業用施設用地に関する評

価基準につきましては、現況を十分調査しまして、

国が定めている固定資産税評価基準に基づいて適

正に評価してまいります。 
  ただいま参考までに７万円に対して５万6,000

円というふうな金額がございましたが、その現況



に応じまして50％なり70％なり80％なりというふ

うな評価をしておりますので、御質問の中身は現

況の状況で80％に該当している例かなというふう

に思います。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 本来は住宅地と農業施設

用地は分筆すればはっきりするわけですけれども、

分筆していなくても住宅と農業用施設が一体とな

っていない場合がほとんどです。どういうことか

といいますと、一体になっているというのは、昔

の農家の住宅内に馬や牛を飼っていた昔の農家の

家のような場合が農業用施設と住宅とが一体にな

っているという場合であります。多くは現在はそ

うでない、はっきりと分かれているわけです。住

宅と農業用施設が分かれているわけです。これは

総務省の見解では、農用地として扱うということ

だと思うんです。地目が宅地であっても農業用施

設として利用していれば、固定資産税が違うのだ

ということだと思います。どう使っているかで固

定資産税が違うのではないでしょうか。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 先ほど副市長のほうから答弁し

ておりますけれども、平成12年度から評価のやり

方を変えてございます。これは国で示しておりま

す基準に基づいてやっておるわけでございますけ

れども、実際の課税につきましては、例えば台帳

の地目が田、現況が雑種地となっているような場

合でも、一応宅地の比準土地というふうなことに

なりまして、現況に合わせまして先ほど申し上げ

ましたように、一定の計数50％、70％、80％掛け

て実際の評価額というふうな算定を行っておりま

す。 
  なお、個々の事案につきましては、あくまでも

現況調査をした上でのパーセントというふうにな

ります。 

  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 現況を調査してというこ

とで、これは農家全体、ほとんどの農家が１筆宅

地と言われている土地に住居と農業用施設が建っ

ているという場合がほとんどでありまして、それ

らを調査するというのは、ぜひ違うということを

認識した上でそこを見ていただきたいと思います

し、それがなかなか職員が足らなくてできないと

いう場合は、固定資産税についても農家に農業用

施設用地は農地並み評価であるということをお知

らせして、申告していただくように努めることで

改善できるんじゃないかと思うんですが、いかが

でしょうか。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 現在資産税室の職員が手分けを

しまして現況調査の 中でございます。ただ、現

在の人員配置で毎年全市全部を行うというわけに

はまいりませんので、今年度につきましては、北

部方面の一部を中心に現在やっております。そう

いったことで現況の調査に基づいてそういった評

価額の算定を行ってまいります。 
  なお、個別の事案につきまして、毎年納税通知

書の中に内訳が記載されているわけでございます

ので、そういったことでもしそういった疑問の点

等ございましたら、現に相談にお見えになってお

られる市民の方多数いらっしゃいますので、そう

いった中で御説明させていただいております。今

後もそういったことで対応してまいります。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 端的にお聞きしますが、

１筆内であっても区画が農業用施設、それから住

宅地というふうにはっきりしているものは農地並

み評価、農業用施設については農地並み評価する



ということですか。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 農業用施設につきましては、農

地法の中でかなり数多く列挙されてございます。

そういったことで先ほど申し上げましたように、

あくまでも現況どういった建物なのか、どういっ

た場所に建てられているのか、どういった状況で

建てられているのか、そういったことをすべて調

査させていただいた上での該当、非該当というふ

うになろうかと思います。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） わかりました。 
  国保税の市独自の減免についてお聞きします。

申請減免というのは地方税法717条に地方団体の

長は天災、その他特別の事情がある場合において、

水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧

困により生活のための公私の扶助を受ける者、そ

の他特別の事情がある者に限り、当該地方公共団

体の条例の定めるところにより、税を減免するこ

とができると地方税法に書いてありまして、ここ

に国保税が含まれると聞いております。 
  ここに貧困により生活のための公私の扶助を受

ける者というふうに書いてあります。ところが、

先ほどの答えをお聞きしても災害、それから公的

扶助、公的扶助というのは生活保護のことのみだ

と思います。この２つだけに減免をとめておりま

して、申請減免をこれだけにしておりまして、地

方税法の貧困によりという生活のため公私の扶助

を受けるですから、生活保護だけではない、もっ

と公の扶助がありますし、私的な扶助もあると思

います。こういうものを受ける者が減免できると

いうふうに国の地方税法の減免対象に出ているわ

けです。これが新庄市の健康保険税条例でも市長

において必要と認められる者はと書いてあります

が、しかし今現在これだけなんです。これでは貧

困により生活のために公私の扶助を受ける者は申

請減免の対象になっていないんじゃないでしょう

か。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 18年度の金額で申し上げますと、

予算自体は13億数千万なんですが、国保の調定額

が17億4,000万、これには含まれておりませんけれ

ども、約２億の２割、５割、８割減免の金額がご

ざいます。そういったことで一応収入に応じまし

て、こういった既に軽減の制度の活用が図られて

いるわけでございますので、御質問のように生活

苦のような場合、例えば急にリストラで職を失っ

たとしましても、永久にそういった状況なのかと

いうことも、私たちは全体の公平性の観点からと

らえております。したがいしまて、今現在失業中

であっても来年になれば例えば職につけるとか、

そういったことでたとえ現年度中の納入が無理で

あっても、来年度以降になってもぎりぎりまで納

付をお願いするという対応をしてございます。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩をいたしま

す。 
 
     午前１０時５１分 休憩 
     午前１１時０１分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     小関 淳議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、小関 淳君。 
   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 
５ 番（小関 淳議員） この春議員にならせてい

ただいてから２度目の一般質問をさせていただき

ます。先の見えない真っ暗な道を明るく照らした

いという意味を込めてつけました、たいまつ’07



の小関と申します。 
  初めに、先月９日に急逝された故髙橋榮一郎市

長に謹んで御冥福をお祈りいたします。６月議会

の一般質問であえて市長の健康状態について質問

させていただいた際には、副市長をはじめ執行部

の皆さんに十分サポートしてもらっているので、

そして自身も一層の体調管理をしながら頑張って

いくというはっきりした御答弁をいただいたばか

りでしたのに、本当に残念でなりません。 
  さて、まだまだ暑さ厳しい中、本日もわざわざ

庁舎３階まで来ていただきました市民の皆様、本

当にありがとうございます。心から感謝申し上げ

ます。議員にならせていただいてまだ半年足らず

の未熟者ではありますが、今回も市民の負託を受

けた者の当然の責任として精一杯質問をさせてい

ただきますので、執行部の皆様の答弁も含めまし

て、 後まで一言一句しっかりと市民の皆様お聞

きくださいますよう、よろしくお願いいたします。

傍聴なさった様子につきましては、より多くのお

知り合いの方々にお話しいただき、もっともっと

市民が市政に関心を持ってもらえるように御協力

をお願いしたいと思います。 
  質問に入ります前に、私の尊敬する秋田在住の

ジャーナリスト、むのたけじの詩集「たいまつ」

から一文を紹介させていただきたいと思います。 
  自分はぼろを着ても、タクアンのしっぽで飯を

食っても子供は上の学校にやろう。参考書も文房

具も十分に買って与えようという気持ちは美しく

見える。けれども、人間の幸福とか不幸とか言わ

れるものは、しょせん社会とのつながりでできて

いるものではありませんか。本気で我が子を幸せ

にしたいなら、この子らに私たち親はどんな社会

を引き継ごうとしているのかを一番熱心に考えて

努力しないといけないのではありませんか。この

子らの将来は大丈夫、幸せだと言い切れる今の現

状でしょうか。自分は我慢をしても子供のために

精一杯の努力をしているから私はよい親だと自認

して、もし社会の問題に背を向けるとしたら、一

番大切なことについて一番ひきょうな責任逃れを

していることにはなりはしませんか。よい親のつ

もりで実は子供の未来を壊す役回りをしてはいな

いかどうか、ここで私たち親はめいめいの生活内

容を十分に点検してみようではありませんか。 
  このような一文です。この中の親という部分を

大人に置きかえてみると、私たち大人がこの新庄

で現在なすべきことは何なのかということが明確

に浮かび上がってくることと思います。 
  というわけですので、子供たちの明るい未来に

今をつなげるために、今回も執行部に対しまして

市民が一番確認しておきたいところから、２つの

事項につきましての質問を通告書に沿ってさせて

いただきます。副市長をはじめ執行部の皆様、前

回以上になるべくわかりやすく、簡単な表現で未

来につながるような明確な御答弁をよろしくお願

いいたします。 
  それでは、１つ目の質問からさせていただきま

す。中心商店街再生と空きビルとなっている新庄

ショッピングビル利用の件についてであります。

昨今の商店街を含む中心市街地の著しい衰退は周

知のことと思います。新庄市でも今まで活性化の

ために商店街や商工会議所、行政が数々の対策を

講じてきたわけでありますが、なかなか持続可能

な中心市街地の活性化策とはなっていないのが現

状です。やはり国策の部分の根本的な要因を解決

しない限り、地方の自治体がやるような活性化策

や再生策は今後も相変わらず空回りをしてしまう

のではないかと、殊さらに危惧しているところで

す。 
  まず、新庄市の中心商店街で大変な問題となっ

ていますのが、北本町にあります新庄ショッピン

グビルのいわゆる旧こぴあビルの問題です。市内

の一経営者がビル取得に名乗りを上げてからかな

りの月日が経過しておりますが、今現在どのよう

な進捗状況になっているのでしょうか。そして、

新庄市としてはこの問題をどうとらえ、今後どの

ようなサポートをしていくおつもりなのか、お聞



かせいただきたいと思います。あわせて今後商店

街を含む中心市街地再生に向けてどのような考え

をお持ちなのか、現在取り組んでいる事業と今後

予定されている国や県の補助事業なども含まして

計画などがありましたらお聞かせいただきたいと

思います。 
  さらに、今後新庄市あるいは新庄市近隣自治体

に大規模商業施設が出店計画を打ち出してきた際

には、新庄市はどのような対応をなさるおつもり

なのか、お聞かせください。 
  そして、これも根本的な確認なのでありますが、

中心市街地とはどのあたりまでのエリアと認識し

ているのでしょうか。エリアを区切っているとす

れば、その理由をお聞かせいただきたいと思いま

す。このエリア設定次第で今後の対策も方向性も

全く違ってしまうほどの大変重要な問題だと考え

ておりますので、ぜひ明確な御答弁をお願いいた

します。 
  次に、６月議会の質問でもさせていただきまし

た職員定数削減についての質問を再びさせていた

だきます。前回は総務課長より御答弁いただきま

したが、その後私の支援者に内容を報告させてい

ただきましたところ、納得いただくまでには至ら

ず、それを受けての今回再度の質問となったわけ

でございますので、何とぞ御了承いただきたいと

思います。 
  やはり私も含めた市民が一番に感じる問題点は、

財政的には副市長がおっしゃるように、やや好転

はしているというものの、依然として厳しい財政

状況にもかかわらず、なぜ毎年職員を採用しなけ

ればならないのかということです。もちろん業務

に支障を来してはならないし、残された職員に多

大な負担がかかってはならない、そして何よりも

職員削減をすることによって一番大切である市民

サービスが停滞してしまうことがあれば、元も子

もないというのはわかります。ですから、そうい

うことも考えながら、頭を悩ませ熟考した上で退

職者数とのバランスをとりながらの採用ではある

とは思います。この辺については市民も私もある

程度は理解しているつもりです。 
  確かに他の類似自治体と比較しても、新庄市の

職員定数については本当に御苦労の跡が見えます。

しかし、新庄市は類似自治体が全国に余り見当た

らないほどの危機的な財政状況なわけです。です

から、やはり新規採用者の数に財政状況に応じた、

もう一歩踏み込んだ見直しが必要なのではないか

と思うのです。 
  市の計画では今年度の退職者が17名、来年度の

採用予定は10名となっています。その次の年、平

成21年度は退職者が18名、採用が７名。翌年退職

者26名、採用が14名、その次の年、退職者16名、

採用が９名。次、退職者20名、採用が13名。平成

25年、退職者20名で採用が14名。計画 後の平成

26年度は、前年退職者が16名で、採用は12名で、

終的に職員数310名以下とする計画のようです。 
  この数字を見てみますと、やはり私としまして

はもう少し採用を抑えていただいたとしても、そ

う市民サービスに支障は来さないのではないかな

と思うのです。このたび市議会では議員数を24名

から20名として新しいスタートをしたわけですが、

そこまで削減してもまだ市民の理解は得られてい

ないのです。でも、この数字は類似自治体の議員

数から見ると、相当削減していることが議員にな

って勉強してみるとわかってきました。ここはや

はり議員定数だけでなく、市職員の定数も市民に

理解を得られるような速度で削減をすべきだと考

えます。 
  こんなことを言いますと、執行部の皆さんは業

務に支障を来すとおっしゃるかもしれません。し

かし、職場のやり方とやる気次第でやれてしまう

場合が民間の会社ですとよくあります。例えば倒

産寸前の会社が劇的にＶ字回復していった例は世

の中に多数あります。そのすべての企業に共通し

て言えることは、しっかりした現状認識と決して

初から無理だという意識を持たず、果敢に事業

改善にチャレンジしたことであります。それがで



きなければ民間企業の場合はつぶれてしまうわけ

です。ですから、新庄市でも職場のやり方とやる

気次第で、たとえ今の計画以上に職員定数削減を

断行したとしても、支障なく業務遂行ができる可

能性はあると思うわけです。 
  その証拠にといっては何ですが、前回の質問で

も取り上げました若手職員が市議選の開票事務で

なし遂げたすばらしい作業成果があります。前回

市議選での102名体制で所要時間３時間30分を今

回は66名体制で所要時間２時間11分と、何と人員

で36名、さらに時間で１時間19分もの短縮に成功

しているではありませんか。これが私の計画以上

の削減率でも何ら問題なく業務を遂行できるはず

だと確信する理由であります。このように改善を

達成したら民間企業はさらなる改善を目指し、従

来の目標設定をすぐさま修正、新たな目標に向け

て実践していくのが通常の流れだと思います。執

行部の皆様は行政のプロでいらっしゃいますから、

私などの理解し得ないいろいろなお悩みがあると

は思いますが、頭から無理だとおっしゃらず、ぜ

ひ市民がなるべく納得できる数字に近づけていた

だきたいと思います。 
  後になりますが、私には市民と行政と議会が

三本の矢として結束すれば、新庄は決して折れな

いという強い信念があります。その意味でまずは

市民と行政との間に存在する相当な温度差を調整

しなければならないという思いから、ふなれでは

ありますが、質問をさせていただいております。

この思いをどうかお酌み取りいただきまして、副

市長はじめ執行部の皆様、ボクサーのようにさっ

とかわすような御答弁ではない、誠意ある御答弁

を何とぞお願いいたします。 
  以上で私の壇上からの質問を終了させていただ

きます。本当に御多忙中、わざわざ３階の議場ま

でいらっしゃっていただきました市民の皆様、御

清聴まことにありがとうございました。議会終了

後、お帰りの際は階段に十分注意してお帰りくだ

さいますようお願いいたします。そして、副市長

はじめ執行部の皆様御清聴まことにありがとうご

ざいました。（拍手） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 初に、ショッピ

ングビル中心商店街再生のキーになると思うんで

すが、その問題についてお答えいたします。 
  昨年10月御案内のように15億円以上の負債を抱

えて新庄ショッピングビルが破産してから、本年

１月には５階で営業していましたセントラルスポ
ーツが撤退しました。新庄市では４階でわらすこ

広場を運営していましたが、３月から一時休止と

いう状態を余儀なくされております。大変残念に

思っております。 
  新庄市では昨年の10月でありますが、その当時

は助役でありましたが、私を座長として新庄ショ

ッピングビル対策連絡会議を設置しまして、随時

会議を開催しながら情報の把握や課題の整理を行

ってまいりました。また、セントラルスポーツ撤

退の際には多くの市民からの存続要望が提出され

まして、市としましても存続に向けた活動を行っ

た経過があります。現在ショッピングビルは地元

の民間の方の購入の動きが進んでいますが、その

売買が成立しまして開設する条件が整えば、わら

すこ広場を速やかにショッピングビル内に再開し

たいというふうに考えております。 
  そして、あのショッピングビルは商業ビルとし

てあったわけでありますが、あのビルを民間で活

用するためには民間と行政と市民、それらの意見

も踏まえながら、複合的なビルとして活用してい

く姿が望ましいのではないかなというふうに考え

ております。一部ではセントラルスポーツにかわ

って新たにスポーツクラブ発足の動きもあります

ので、今後スムーズに民間取得が進むことを期待

しているところであります。 
  また、中心市街地の活性化の問題に関連しまし

ては、本年１月から総合支庁や関係団体、商工会



議所も入りまして、私助役でありましたが、座長

といたしまして、新庄市コンパクトなまちづくり

推進連絡会議を開催しまして、部局横断的な検討

を進めております。今後の大きな進め方としまし

ては、市民各層の御意見をお聞きしながら、新庄

市のこれからのまちづくりの方策を今年度内にま

とめたいというふうに考えております。 
  大変な状況になっております商店街の問題であ

りますけれども、一方ではいろいろアイデアも出

しながら頑張る商店街77選に選ばれるなど、元気

さを何とか打ち出したいということで頑張ってい

る皆さんがたくさんいるわけですから、民間と市

民と行政が今こそ手を結んで商店街の再生に向か

っていかなければならないのじゃないかというふ

うに思っております。 
  しかし、そうはいっても今日までの流れと、そ

れから私たちがやってきたまちづくり、今後のま

ちづくりをどうしていくのかということについて

は、冷静な分析をした上でむだな投資にならない

ような、そういうまちづくりをしていかなければ

ならないんではないかというふうに思っています。 
  一例を挙げますと、昭和30年代新庄、 上の人

口は12万8,000人でした。今９万人を割ろうとして

おります。新庄市のまちの規模の市が１つ消えた

と同じことになります。それと同じように、新庄

市の中心部の人口が昭和30年代では１万1,000人

が住んでいました。駅前通りから 上公園まで。

それから、南本町、北本町、万場町あたりまで１

万1,000人が住んでいました。今住んでいる人口は

5,000人を切ろうとしています。商店街の活性化は

いかに訪れる人を増やすか、そして住む人を増や

すかということだと思いますので、いろんな検討

をした上でさっき申し上げたような協働の力を発

揮して、新たなまちづくりをやっていきたいとい

うふうに思っております。 
  大型店の問題などもありましたが、新庄市とし

ましては、新庄市あるいは周辺自治体に大規模商

業施設が出店されれば、地元商店街が大きな影響

を受けることは明白でありますので、県にも機会

あるごとに地元商店街活性化に資するような方策

を一緒にできないかということで相談していると

ころであります。 
  ストレートには言っていなかったわけですが、

小関議員は。どこまでが中心市街地なのかという

ことですが、確かに平成12年度に策定した新庄市

中心市街地商業等活性化基本計画、これは山形新

幹線の新庄延伸を契機として新たな中心市街地を

どうつくっていくかということの方策なんですが、

そのときの計画では130ヘクタールの面積で示し

ています。一方、用途地域の商業地域としては59

ヘクタールになっていますので、全部をというこ

とについてはやっぱりある程度コンパクトシティ

の検討もしているわけですから、核を押さえなが

らまちづくりをやっていかないと、投資した効果

が分散してしまうのではないかということで、核

をまずどうするかということで今私たちは新庄シ

ョッピングビル、あそこを１つの核として訪れる

人を増やしたい、利用する人を増やしていきたい

というふうに考えておりますので、繰り返し申し

上げますが、行政と民間とそれから市民と一緒に

なって考えていく、汗を流していきたいというふ

うに考えております。 
  それから、職員の問題でありますけれども、財

政再建ということもありますけれども、それ以上

に行政の仕組みを変えていく必要があるのではな

いかということで、そういう考えで協働と改革と

いうことで市長と一緒になって取り組んでまいり

ました。職員数の絶対数は減らしていきます。し

かし、市民サービスの質は落とせないわけですか

ら、職員数が減っていく分、行政の仕組みを変え

ていきたいと思っています。それは指定管理者制

度であり、民間でできるものは民間でやる、そう

いう方法を採用して、しかし従前の行政サービス

の受け手としては、受け手の市民は変わらないん

ですけれども、供給するほうの人の数は減らさな

い。その手法だと思うんです。そして、少なくな



った人件費の部分を新たに必要とする市民ニーズ

に応えていくような、そういう事業費に振り替え

ていくというふうに考えております。 
  平成16年度新庄市の正職員数は393名です、正確

に言うと。それを平成26年度310人までするという

計画を持っているわけですから、減らし方が足ら

ないというよりは、すごい減らし方をするんだな

というふうに御理解いただきたいと思います。80

人減るわけです。80人掛ける年間の人件費を計算

するとどのぐらいの財源が生まれるのかは想定さ

れると思います。それを10年間続ければ50億の自

由に使えるお金といいますか、生まれるはずであ

ります。それを早目の財政再建とさっき言った市

民ニーズの高いそういう事業に振り替えていくと

いうことが必要ではないでしょうか。それが協働

と改革だと思います。 
  職員の問題についてはもう一つ問題がありまし

て、これなんですけれども、こっち側60歳です。

こっちが新採です。もう逆ピラミッドなんです。

だから、減らしていくと同時にここの団塊の世代

の分が退職したときに平準化を図っていきたい、

ピラミッドにならないように。だから、減らしな

がら職員構成もある程度考えていく。この２つの

ことを同時にやっていかないと、サービスの供給

手といいますか、そこが生き生きとした集団には

なっていかないのではないかなというふうに考え

ております。 
  職員の皆さんの大多数は本当に積極的に新しい

ことを物おじしないで取り組んでいる方が多くい

ますので、そういう芽を育てていきたいというふ

うに考えております。 
  壇上からは以上であります。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 初に、中心商店街のこ

とについてもう少し質問したいことが盛り込んで

あったと思うんですが、それについてもう少し担

当課長から伺いたいんですが。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 まず、職務代理者のほうか

らほぼ御答弁いたしましたところでございますが、

ひとつ中心市街地のエリアの件なんですが、先ほ

ども用途地域のお話出ましたが、一応一つの考え
方としては用途地域の商業地域約59ヘクタール程

度が一つのまとまりがあればよいのではないかな

というふうには私自身思ってございます。 
  なお、今コンパクトなまちづくり推進連絡会議

を続行中でございますので、この中でも議論して

まいりたいというふうには思っております。 
  あと、町づくりの方策でございますけれども、

これも職務代理者のほうからお話ありましたが、

今私ども先ほど申しましたコンパクトなまちづく

り推進連絡会議、このワーキンググループの中で

地元の皆様、市民の皆様から御意見を頂戴してご

ざいます。なかなか発想的にも我々が及びもつか

ないような答えも出てきていまして、大変貴重な

御意見だというふうに思ってございます。これ１

回で終わらせることなく、できるだけ皆さんの御

意見を大事にしたいというふうなことで、再度ま

たそういった形でやってまいりたいというふうに

思っております。 
  以上でございます。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） ありがとうございました。

コンパクトなまちづくりの会議には私も参加させ

ていただいているんですが、非常に市民の方々の

意見を汲み上げるという意味では非常にいい機会

で、それでこの間びっくりしたんですけども、非

常に新鮮だったんですけども、その会議が会議室

で行われなかったと。ある民間の場所で行われた

と、食事もできたと、そういうふうな中でクリエ

ーティブな意見がどんどん出てきたというのは、
すごく私にとっても新鮮でありましたし、これか

らやっぱり商工関係の事業は変わっていくんだろ



うなというふうな感触も受けました。ぜひこの流
れで頑張っていただきたいと思います。 

  そして、ちょっと確認しておきたいんですが、

やっぱりエリアのことなんですけれども、大切な

んですね。ヘクタールで私言われてもどれぐらい

かちょっとイメージできないんで。多分私がある

資料を見せていただいた限りでは、東口のいわゆ

るロードサイドと言われるところの相当のエリア

が中心市街地として入っていたように思うんです

が、他の自治体のところを調べますと、やっぱり

ロードサイドというかいわゆる大型店舗のあるよ

うな地域とは、中心市街地を完全に分けて考えて

いるところが多いです。なぜ新庄市の場合には東

口、いわゆるロードサイドのそういう大型店のあ

る部分を入れてしまうのか、その辺もちょっとお

聞かせいただければと思います。 
黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 ただいまの御質問でござい

ますけれども、当時土地利用が定かでなかった民

間の一部用地がございまして、そういったことも

一つの理由として広がったんではないかなという

ふうに思ってございます。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 今後の中心商店街、中心

市街地と言いかえてもいいんですが、今後の方向

性も考えますと、やはりそのエリア設定にはちょ

っと問題があるのではないかと思われますので、

今後ぜひその辺を改善していただきたいと思うわ

けでございます。よろしくお願いします。 
  あと時間もありませんので、先ほど中心市街地

の御答弁で副市長が住む人、まちに居住させると
いうことをおっしゃっていましたが、ぜひそれも

本当に青森市なんかでは非常に成功しているわけ

ですので、ぜひその辺も頭に置いていただいて、

ぜひ居住のスペースだということで、そういう事

業のほうも張りつけていただきたいと思うわけで

す。よろしくお願いします。 
  あと、職員定数のことですが、もう少し武田課

長さんから市民がそうだなと、そうだよなと納得

いくぐらいの御説明をいただければと思うんです

けど。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 まず、第１点目は定員管理計画、

26年までの定員管理計画で310名というふうな数

で出ていますけれども、310名にするということで

はなくて、６月にもお話ししたように、310名以下

にするということが第１点でございます。ですか

ら、現在も定員管理計画よりは進んだ定員になっ

てございます。これはどんどん、いわゆる先ほど

申し上げましたように、市民サービスが低下する

ことのないようにしながら、それを早目、早目に

削減をしていくと、いわゆる採用にはやっぱり憶
病になるというような形の中で進めていくという

ふうなことが第１点でございます。 
  それから、第２点目は先ほど副市長が表を持っ

て説明申し上げましたように、18歳から60歳まで

いるんで、約10年刻みで４区分ぐらいございます。

その４区分の27歳以下で今職員は７名です。その

次の区分で64名、その次が86名、そして我々のよ

うな世代が136名ということで、恐らく高度経済成

長期に500名ぐらいの定員をイメージしながら採

用を進めた結果と、そこでやっぱりつまづきがあ

って採用を極力抑えてしまったために、そういう

逆ピラミッドのひずみがきたと。それはどうして

もやっぱりひずみは是正していかないと、また

後々大量採用というような必要性が生じてきて、

今のような同じようなことが起きるんじゃないか

というふうなことで、採用は少しですけれども、

進めていくというようなことが第２点でございま

す。 
  それから、今財政再建の真っただ中でいわゆる

人件費そのものは大幅に削減すべきだというふう



なお考えも根底にあるかと思いますけれども、そ

れも非常に新庄市進んでいます。18年度のいわゆ

る人件費の削減額が１億4,300万というふうに皆

様方にお知らせをしているはずですけれども、同

じように財政規模がかなり大きい山形市、米沢市

はともに削減額が１億9,000万です。それと比べれ

ば新庄市非常に人件費という部分についての抑制

策を強いていると。今財政再建を達成するために

は、人件費と借金というふうな部分をきちっと気

をつけてやっていかなくてはならないというふう

なことは目標に掲げてございますので、それに沿

ってやっていきたいというふうに事務方のほうで

はそういうふうな計画の中で今年度の採用試験と

いうふうな部分も進めておるところでございます。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） ありがとうございます。

武田課長が一生懸命頭を抱えながら頑張っていら

っしゃる姿は、ほとんど毎日市役所で拝見させて

いただいております。しかし、先ほども申し上げ

ましたように、市民は相当の開きを、行政に対し

て意識の開きというか、認識の開きを感じていま

す。本当に市民サービスを低下させないように

小限の優秀な人員で何とか維持していきたいとい

う、そういう方向性は見えますが、市民との意識
を考えていただいて、意識の開きを認識していた

だいて、より行革に精を出していただきたいと思

います。 
  以上で終わります。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時４３分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 

     新田道尋議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、新田道尋君。 
   （１４番新田道尋議員登壇）（拍手） 
１４番（新田道尋議員） 今定例会 後の質問者と

なりました。まれに見る主人不在の議会となり、

焦点が多少ずれるところも出てきそうな感じがす

るんですが、要するに主が不在の中でも残された

執行部の皆さんがどんな考えを持っているのか、

その辺をお聞きしたいというふうに思います
ので、よろしくお願いを申し上げます。 

  今月30日には新庄新市長が決定いたしますが、
だれがたとえなったとしても、新庄市の基本的施

策は大きくは変わらないものと思っております。

質問内容は、これまで特に副市長が深く関わって

きた事案であり、明確な答弁がなされるものと期

待をしておるところであります。 
  初めに、職員の定員管理の件でございますが、

先ほども質問があったんですが、私なりに角度を

変えながら質問をさせていただきたいというふう

に思います。 
  これを知ったのは、６、７月の連続で出た広報

によって、職員の採用があるんだなということが

わかりました。この広報を見たとき、瞬時に一体

何を執行部は考えているのかというふうに私なり

に感じました。要するに、この財政の状況の中で

果たしてこれだけの職員を採用しなければならな

いのかと、その内容が私には皆目わかりません。

とにかくこの間も申し上げましたが、私の頭の中

には財政再建ということがいつも離れない、残っ

ておるものですから、特に人数が記されていない

若干名というふうな文言で採用募集になっていま

す。計画を見れば10名というのはわかりますけれ

ども、その辺は市民にはわからないわけで、どう

してというふうな疑問点が多くの市民にあったと

いうふうに私は思っております。 
  計画では平成22年度までには早々335名と、 終



の26年度には先ほども総務課長からお話あったん

ですが、310名というふうに私どもに提示された計

画になっております。この内容からすれば、今回

の採用は何も不思議でもない、計画どおりに着実

に進めているというふうな回答が出る、これはわ

かっています。しかし、この計画というものは議

会が承認した数字ではないはずです。執行部の皆

さんがあらゆるデータを引いて将来を考えながら

つくったものというふうに思っています。私ども

はそれを承知したものではありません。 
  なぜこういうことを申し上げるかといいますと、

もう言わなくてもわかると思うんですが、財政再

建計画、特に実質公債費比率30.1％、こういうふ

うな数字を示しているところは、県内ではもちろ

んないわけで、新庄市が断然トップということは、

この間の山新にも発表がありました。ここ数年で

も新庄が危ないというふうな声が市民の間からも

多く聞かれているわけで、一向に改善の色が見え

ないというのが現実ではないかというふうに思い

ます。過去話題になった長井でさえも差が3.4ポイ

ントというふうな開きがありまして、長井は県下

で２番目の財政状況になっております。 
  こういうふうな数字から見た場合、計画は計画

でわかりますが、果たして今の時期に適当である

かどうかということを考えていかなければならな

いんじゃないかというふうに思います。申し上げ

たいのは、来年度に向かって10名近くの職員を採

用しないと事業がまかりならないというふうなこ

とであれば、これはいたし方ないことで、お伺い

したいのは新採用の10名をどこに割り振る、今要

するに現在どの課がどういうことで職員が不足し

ているかということを明確にお聞きしたいという

ふうな、今日の私の質問の一番大きなポイントで

あります。 
  財政のどん底にあるわけですから、一日も早く

脱出したい、これは皆さんだれでも同じと思いま

すが、思い切った大胆な手法をとらない限り、い

つまでたっても改革が進まないというふうに言え

るんじゃないかと思います。 
  厳しいことを申し上げますが、英断を持ってこ

の16日、新中で試験が行われるというふうに広報

に載っています。これは私は無期延期にすべきと

いうふうに思っております。これは不可能と思い

ますが、私はそういうふうに考えておりました。

引き延ばしを図るべきだというふうに思います。

普通の手法をとったんだったら、この30％は欠け

ることがないというのが私の考えでありますが、

執行部としてどういうふうにこれを持っていくか。

計画だからそのまま進めばいいというふうなこと

ではないというふうに私は思います。 
  また、年齢要件でありますけれども、あの広報

を見ましたときには、 高限で28歳未満というこ

とであろうというふうに思います。今年度県職の

採用が発表ありまして、これ30歳から10歳引き上

げて40歳未満というふうになっています。年齢の

引き上げに関する新庄市としての考え、また執行

部の内部での話し合いがあるかどうか、その辺を

お聞かせをいただきたい。 
  年齢を引き上げることによって40歳となれば、

県と同じ40歳まで上げたとすれば、もうとっくに

大卒から一般の社会人になっていろんな知識も豊

富に持ち合わせているというふうな人間に成長し

ているというふうに思います。途中採用の形に今

から見ればなりますが、やはり職員として優秀な

者はどんどん途中からでも採用していくというふ

うな方向に変えるべきではないかというふうに私

は思います。 
  先ほども答弁の中で年齢の副市長がグラフでも

って示されましたが、その調整も幅を広げること

によって幾らでもできるわけであるというふうに

思います。不足のときには途中からどんどん、ど

んどん合わせていけばいいんだし、平準化を図れ

るんだと。余り採用年齢が低い、幅がないから難

しくなってくるんだというふうに私も先ほどのグ

ラフを見て感じたところであります。 
  次に、駅東地区、全協でもお話ありまして、大



体のところがわかったんですが、私なりにもう少

しお聞かせをいただきたいというところがありま

すんで、ひとつよろしくできるだけお答えできる

ところはしていただきたいなというふうに思いま

す。 
  代替地問題、かなり前から私も茶飲み話の中で

時々耳にしておりましたが、ただ口頭だけの話で

確約書があるかないかなどということは聞いてお

りませんでした。この間山形新聞ですが、これに

提訴の記事が２回ほど載っておりますことから、

実際にあったものと初めてわかったわけでありま

す。今９年間も経過して現在に至って、なぜこん

な話が現実の問題として浮上してきたのか、今ま

で本件については私ども議会に一度も報告がされ

なかった、それがなぜか、どうして知らしめるこ

とができなかったのか、その辺をお伺いしたいと

いうふうに思います。 
  これだけでなく、いろいろと今までのかつて執

行部の一つの私は悪い癖というふうに見ています

が、ぎりぎりの段階まで事を延ばして、もうタイ

ムリミットだからと、何とかこれでひとつ了承し

てくれというふうな事案が数多くありました。こ

ういう手法をとればマイナスのほうへ 後には行

ってしまう。問題が今のように後まで引きずって

残ってしまうということになります。やはり大事

なことは執行部と議会とは、何回も何回もお互い

に言っていますが、両輪であらねばならないとい

うふうな基本に立ち返って、もう少し綿密に私ど

もに相談をかけていただきたいと、これは今後で

すけれども、言うたびにわかるんですが、だんだ

ん時がたつにつれてまた元へ戻ってしまうという

ふうな、私の今までの経験から言われることであ

ります。 
  確約書の存在を認めたというふうに報道されて

おりますが、内容が全然わからない、できればど

んな約束をしたのか、少しでもお聞かせいただけ

ればありがたい。先の全員協議会では副市長がお

答えなった中で、市民には迷惑がかからないとい

うふうに言っていただきましたが、不安なところ

がもちろんあるわけで、98年の11月に交わされた

確約書には市長、助役、県幹部職員２名と新庄市

農協組合長、双方が署名されたというふうに載っ

ていました。この確約書の内容が後日において市

の責任においてなすべきことが全く存在しないと

は考えられない。その辺はどんな内容がお聞かせ

をいただきたい。 
  今このような問題を議場で交わしているのはお

かしな話であり、内容はどうであれ、公社と農協

との話し合いが何回かあったが前に進まなかった

から裁判するしかないというふうなことになって

おる、これも新聞にそういうふうに載っていまし

た。その前に、こんなことになる前に議会の我々

と話し合いがなされるべきであったんじゃないか

というふうに思います。これも後の話になってき

ました。それでよかったかどうか。ほかに方法が

なかったかどうかをお聞かせをいただきたい。 
  次に、３番目の質問。先ほども小関議員のほう

からありましたがダブりますか、答弁は前に言っ

たとすれば結構ですんで、私なりに考えていると

ころを申し上げたいというふうに思います。 
  この件は前にも説明はいろいろと経過はもらっ

ていますけれども、途中の経過、その後の経過が

わからない、一体話が消えたのか、続けているの

か。先ほどでは継続していると言いましたが、余

りにもちょっと長いんじゃないかというふうに不

安になってくるわけで、これはようやく市も重い

腰を上げてわらすこ広場をあそこに持っていった

わけで、そのために北本町のみならず、まち中の

商店街があらゆる面でその効果を出してきたはず

です。いろいろと見方、考えが違って、先ほども

お話ありましたんですが、商店街の活性化という

ことでいろいろ話なりました。やはり今の状況で

はいいというふうな市民はおらないんじゃないか

というふうに思います。理想かもしれませんが、

やはりまちの真ん中の商店街が潤うことによって、

活性することによってまちの姿というのは将来変



わってくるんじゃないかというふうに思います。 
  新庄市のみならず、全国的にこの傾向があると。

あるからいいんだということにはならないという

ふうに思います。新庄は新庄のやり方を持って、

やはり私の考えは市民、客は中央に集める手法を

とるべきだというふうに前々から思っています。

そのためにはみんなが努力して、あらゆる方法を

講じながら、もとのまちの姿を掘り起こしていく

というふうにしたほうが、将来新庄市にとっても

大きなプラスになるんじゃないかというふうに考

えておるところであります。 
  そういうことから、この話し合いの中に積極的

に市も飛び込んでいって、なるたけ早く取得が成

り立つように、手助けをできればやるべきだとい

うふうに思いますが、いかが考えなされているか

をお聞かせいただきたいというふうに思います。 
  後に、家老制度についてお伺いしたいという

ふうに思います。市の応援団に仙台家老任命とい

うふうな見出しでもって載っていました。地元出

身者で仙台在住の４人の方々に観光情報などぜひ

お力添えを願いたいと申された藩主の市長が任命

書を手渡されたというふうに記されております。 
  その前に皆さん御承知のように江戸家老、18人

か20人ぐらいになっているんじゃないかと思いま

すがおるわけで、その江戸家老さんの方々の今ま

での効果というものを私余り聞いたことがないん

です。こういうふうなことで効果があったと報告

を聞いた記憶がない。ねらいはあるわけですから、

これで成功しているとすればいいんですが、しな

いうちにまた仙台に走ったというのは私は納得で

きない。これも申し出でいただかないとわからな

いわけですから、どんな効果が江戸家老にあった

か。あったから仙台家老というふうになったんだ

とは思いますが、私は知らされていない。この辺

をお聞かせをいただきたいというふうに思います。 
  以上、壇上からの質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 

中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 まず、１点目の職

員の定員管理計画、職員採用の件でありますが、

先ほどのお答えした内容と重複しますが、申し上

げたいと思います。職員の定員管理は、新庄市行

政改革大綱、これは平成の18年１月に策定したわ

けでありますが、その中に新庄市定員管理計画と

いうことで示して、それに沿って実施しておりま

すので、この計画そのものは全員協議会等でもお

示ししておりますので、相応の御理解はいただい

ているものかなというふうに考えております。 
  その中では今年度から平成19年度から22年度末

までに退職する職員数は77人おりまして、それに

対応し、新規に採用する職員数は計画上では31人

ということで、現在の職員数よりは46人を減らし

たいという考えであります。これらの考えに基づ

きまして、退職する職員の職種、一般行政や保育

士、調理師等の現在の配置状況を勘案いたしまし

て、毎年度採用計画を立てまして、組織全体の年

齢構成の平準化が図られるように、今年度は年齢

層による受験区分を設定して職員採用の募集を行

っております。 
  昨年までですと、上級を例にとりますと、27歳

までしか受検できませんでした。本年度はＡが28

歳まで、Ｂについては24歳までということで、新

卒を意識しております。18年採用までは３年間事

実上採用を凍結してまいりました。そういう中に

あって先ほどの年齢構成の表にもお示ししました

ように、今市が進めようとしている事業や、それ

から職員全体のバランス等を考えた場合には、あ

る一定の範囲内での採用もやむを得ないというふ

うに考えております。 
  今回２つの枠を上級について採用したのは、Ｕ

ターン組を意識しております。高学歴の方々がな

かなかこの地域では職場が少ないわけであります

ので、それを一つの試験でしたときにはどうして

も卒業してから間近な方が点数的には上にいきや



すいわけですから、そうでなくて点数だけではな

くて、先ほど新田議員もおっしゃいましたように、

いろんな経験とか、それから人間としての成長な

ども加味した上で採用できるように考えたもので

あります。もちろんすべてがＵターン組ではあり

ませんけれども、ふるさとに戻って働きたいと、

そういう窓口を今回は設定したということであり

まして、今年度は28でありますけれども、今後は

何歳まですればいいのかということについては、

県職員の例なども参考にしながらこれから考えて

いかなくてはならないというふうに思っておりま

す。 
  今年度は10人以下、上限で10人の採用になる予

定でありますが、応募者数は全職種で75人という

ことで、大変倍率の高い採用試験になるというふ

うに思っております。したがいまして、延期とい

うことは考えておりませんので、よろしく御理解

のほどお願いいたします。 
  ２つ目は、駅東の問題でありますけれども、新

庄市農協から新庄市土地開発公社が土地の引き渡

しについて提訴されている問題であります。先の

新聞報道でもありましたが、公社としてはこれま

でも誠意を持って対応してきたものというふうに

認識しておりまして、こういう状況に至ったこと

については市としても大変残念に思っているとこ

ろであります。 
  原告の訴状によりますと、駅東整備事業、その

当時、事業費全体で 上広域からも委託された部

分もありますけども、駅東整備事業総事業費で20

億ぐらいの総事業費になっているんですが、その

中の一つの用地取得に関するものであります。訴

状によりますと、用地取得と時期を同じくして交

わされた文書について、原告のほうではいわゆる

民法で言う交換契約、交換契約というのは義務が

あるということだと思うんですが、そういう主張

でありますけれども、用地取得そのものにつきま

しては、公社との売買の契約も成立いたしまして、

代金の支払いも完了しております。 

  この文書については、原告側とそれから公社の

お互いの考え方が違うことから、司法の場に判断

を委ねるということになったものでございます。

裁判につきましては、６月に第１回の口頭弁論が

開かれまして、その後７月に第１回の弁論準備手

続が行われたところで、まだ裁判としては初めの

段階で、今はそれぞれの争点及び証拠の整理を行

うための手続を行っているところであります。そ

のため裁判に影響するということも十分考えられ

ますので、この場での詳しい説明については控え

させていただきたいというふうに思いますので、

ぜひ御理解をお願いいたします。 
  それから、 後になぜ議会に報告していなかっ

たかということなんですが、いわゆる議会の承認

を求めなければならないというような、そういう

法定的な文書でなくて、原告が新たに希望する土

地の内容を確認する文書というふうに認識してお

りましたので、その当時ですね。執行部といいま

すか、土地開発公社並びに執行部の判断でしたも

のであったというふうに思っております。 
  それから、ショッピングビルの問題であります

が、先ほども小関議員に御答弁申し上げましたよ

うに、民間によるビル購入の動きが進んでおりま

して、現在も関係者と協議中であります。さっぱ

り進んでいないんではないかということですが、

管財人の話によりますと、前のほうには進んでい

るが、大口債権者の了解の関係で今若干手間取っ

ているということでありまして、取得しようとす

る方の意欲については、私は変わっていないとい

うふうに思っておりますので、ぜひこのところは

民間の取得でありますから、行政として関与する

ことについては限界もありますけれども、ぜひそ

れが進んでいきまして、早目に運営が可能になれ

ばいいなというふうに考えておりまして、大きな

期待を寄せて、その動向について情報収集しなが

ら見守っているところであります。そして購入が

決定しましたら、いち早くわらすこ広場の賃貸借

等の協議を行いまして、議会のほうと相談したい



というふうに思っておりますので、御理解のほど

お願いいたします。 
  それから、江戸家老制度のお話でありますが、

新庄出身の方々に御家老に就任いただきまして、

情報発信や先進情報の収集、市政への提言などを

行っていただく制度として、平成11年に発足しま

した。現在18名の御家老にお願いしておりますが、

筆頭家老は御存じのように映画俳優の庄司永建さ

んであります。このたび江戸、つまり関東近辺と

も交流しながら、もっと身近な仙台圏との交流を

図っていきたいということで、新たに４名の方々

に仙台家老を委嘱したところであります。早速そ

の効果が出まして、８月25日の新庄まつりの本祭

りにはバス１台、30人ぐらいだったと思うんです

が、おいでいただいて、新庄まつりを堪能してい

ただきました。 
  観光というのは すそ野の広い総合産業という

ふうに言われているんですが、100万人の交流人口

は１万人の定住人口に匹敵するというふうに言わ

れております。観光交流人口の拡大というのは経

済効果に加えて大きな総合的な効果が発生するわ

けでありますので、新庄市としても大変重要な課

題であるというふうに受けとめておりますし、ま

たそのためには多くの人が訪れたくなる、魅力あ

る地域づくりを進めることが必要だなというふう

に思っております。 
  せんだってブランド総合研究所というところな

んですが、そこで発表したこんな数字があります。

全国に今1,800の自治体がありますが、その中で魅

力ある自治体ランキングという数字、これを毎年

発表しているんですが、新聞報道では新庄市が飛

躍的にその数字が上がったという言い方をしてい

るんですが、1,800自治体のうちの昨年は618位で

した。そこから今年は約200位ぐらい上がりまして、

417位というランキングになっているそうです。こ

れは魅力ある自治体ということですから、行って

みたいというふうに思わせるような、そういうイ

メージが広がる地域ということだと思うんです。

たしか１位札幌、２位が小樽というふうになった

と思うんですが、新庄のイメージは山形新幹線の

終着駅で、そして自然環境に恵まれていてという

ことで、やっぱり東京の方から見ると魅力が広が

るような、そういう地域というふうに思われてい

るんじゃないでしょうか。ですから、そういう点

も生かしながら、今後交流人口の拡大、年間を通

した交流人口の拡大を図っていくということが必

要だろうなというふうに思っております。 
  特に仙台家老の関係につきましては、来年から

ＪＲと自治体の共催による仙台宮城デストネーシ

ョンキャンペーンがあります。今年はプレキャン

ペーンということで、せんだってのＳＬの運行も

あるんですが、観光誘客、交流人口の拡大を図る

ために、今後も江戸家老だけではなくて、仙台家

老制度の効果的な活用を図ってまいりたいという

ふうに考えております。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） ごていねいな答弁をあり

がとうございます。追加してまだ答弁になってい

ないところをお伺いしたいというふうに思います。 
  定員については、本当に極端なことを申し上げ

ましたが、私の目から見てもっとスピードを上げ

ることができるんじゃないかというふうに見える

んです。この計画は計画で先ほど申し上げました

が、平成26年に310人に持っていきたいということ
ですが、これはもっと早く私はできると思うんで

す。なぜかといいますと、御承知のように、いろ

いろと定員を削減するためにまず指定管理者制度
を設けて順次やっているわけで、この分も大幅に

減らすことができる。その前に第１に当初よりも

一般会計の予算から見てかなり減額になってきて

いる、予算が縮小されてきているわけです。これ

はわかります。もと150億を当初で超えていたわけ

で、今130億、20億以上減っているわけです。予算

が減るということは、仕事が減る、私はそういう

ふうに理解しています。じゃないでしょうか。違



いますか、私の考えが違うとすれば違うというふ

うに申し上げていただいていいんですが、規模が

小さくなれば小さくなるはずなんです。 
  それから、一番いい、私らによく考えておかな

ければならないのは、全国的に有名になった北海

道の夕張市、旧態依然として職員に手をつけなか

った、今１万3,000人の人口で変える前には320人

いたというふうに私はテレビを見て聞いているん

です。それが今回退職者勧奨しましたところ半分

の160、これじゃやっていけないというふうな声が

あったんですが、私はこれでも多いと思う、あの

人口からいけば。このことを我が新庄市に引き合

わせて考えたときに、予算規模の減った分、目減

り分からいけば、もっと速度を上げてもいいんじ

ゃないかと。ですから、さっきも壇上で申し上げ

ましたが、10人採用してどこへ配置するのか、計

画お知らせください。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 新田議員がおっしゃるようにも

っと速度を速めていいのではないかというふうな

ことは、現在も前倒しで進んでいますので、計画

よりは速度が速まっています。また、これからの

努力によって速度を速めることは不可能ではない

というふうに考えております。 
  今回退職者が計画では17名の退職者、10名の採

用というふうなことになっていましたけれども、

実際は３名が早期退職をしておりますので、14名

の退職になります。今回採用は若干名というふう

な部分があったんで、必ずしも10名の採用という

ふうなことにはならないというふうに考えており

ます。その14名が欠けた分を今回採用した部分で

埋めようというふうなことで、それはこれからの

人事異動の作業の中で配置が決まるものというふ

うに考えてございます。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 算数をしますと４人しか

減らないということになりますね。ですから、こ

の計画書を見てこのとおりに行おうとすればスピ

ードは速まっているというふうに、私もわかりま

すよ、言われなくてもわかりますが、もう少し早

める必要がないかどうか。私はあるというふうに。

ありますか、ないんですか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 これから今年度何人採用するか

という部分については、今後の検討になるかと思

います。現在のところ10名の計画でありますけれ

ども、10名丸々採用しなくてはならないというふ

うな考えはございません。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 私から見ればゼロでいっ

てほしい。これは皆さんから提出された数字から

いって私は申し上げているんであって、いつまで

も県下トップの座を占めている必要はない、こん

な恥ずかしくないですか、30％の公債費比率。ど

こもないんですよ。長井に逆転されてしまった。

こういうふうな状況を見れば何だかんだ言う前に

もっと大なたを振らないといつまでたったって脱

出できない、私はそういうふうに思います。いろ
んなところにメスを入れるところがまだまだある。

一生懸命皆さんやっているようですけれども、私

の目から見ればまだまだできる場所がたくさん残
っているというふうに思います。余り口を挟むと

執行部のほうになってしまうんでやめますけれど

も、努力をして汗をかいていただきたいというふ

うな私のお願いであります。 
  代替地の問題は、いろいろと見解の相違という

ふうなものがあるんだというふうな副市長の話で

ありますけれども、内容はともかくお互いに確約

書を交わしているということから、何も約束がな

っていないということ、しなくてもいいというこ

とはないんじゃないかと思うんです。ですから、

議会の承認を得ることがない事案であるから言わ



なかったというふうに言いますけれども、もしこ

れがこの先裁判で負ければどうなるんですか、承

認は要らないんですか、要るんですか。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 議長、八鍬長一。 
中川正和議長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 お互いに争ってい

るわけですから、負けるということを前提として

の考えはしておりません。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 仮定で申し上げたんです

けれども、そういうことも考えながら進めていか
ねばならないんじゃないか。絶対ということない

んですから、勝つということもない、これはわか

ります。でも、こっちに責任が全くないというこ

とはないんじゃないんですか。これだけのトップ

がお互いにテーブルを囲んで署名もして、これで

よしとなって代替地の問題も入っているんでしょ

う。だからこんなみんな集まらなければならなく
なったんじゃないんですか。これが何にもなくて

無傷で新庄市が終わるというふうに私は考えられ

ない。 
  これ今係争中ということで、成り行きを申すと

おり見守るしかもう手がないところまで来たから

これはしようがないんですけども、もう少し承認

を得ることができる、できないなどということは、

その当時は該当しなかったかもしれないんですけ

ども、その先を考えた場合に起こり得るというこ

とも念頭に置いてかかるべきじゃないかと、話し

合いのテーブルに座るべきじゃなかったかという

ふうに私は思うわけであります。これはじっくり

と見ながら、なるだけ新庄のマイナスにならない

ようにお祈りをしておきたいというふうに思いま

す。 
  今の状況で賠償なんてきたらこれ大変なことに

なります。できっこない。基金も準備金もあらゆ

るものみんな解約して繰り入れて今過ごしている

状況であるわけでありますから、こういうものを

ぽっと途中から入られたら、これ大変お手上げに

なるわけですから、やっぱりいろんな面から角度

からよく見ながら、慎重に事を運んでいかないと、

こういうことが将来にまだまだ起こり得る可能性

があるわけです。よく皆さん注意をされたいとい

うふうに思います。 
  その後ビルの件、また家老の件もありますが、

過去を振り返りますと、成功していない事例もあ

るわけでありますから、私が一番頭にあるのは友

好都市盟約を結んだところは、今全然交流がない。

それから、プロ野球の新庄剛選手の後援会までつ

くって、これも何にもならなかった、新庄にプラ

スになったものは一つもない。そういうものを拾

っていくとたくさんあるんです。財政的に余裕が

あるうちであれば多少の遊び心でもいいと思うん

ですけども、こういうふうな状況を迎えて考えた

ときに、こういう遊びに興じているときではない

んじゃないかと、前々から私は思っていました。

大変口が悪いんですけれども、私の頭の中ではこ

れは遊びだというふうにしかとらえていなかった。

もともとそういうふうに思ってきました。 
  江戸家老、計画を立てたらこれをやっぱり効果

あるように持っていかなきゃならないんじゃない

んですか、むだのないように。今後十分気をつけ

ながら緩みのない、油断のない、遊びと言われる

ようなことのないように執行部の皆さん、私ども

手をかすと、一緒にやりましょうと言っているわ

けですよ、いつでも。多少のことでも話し合いの

中で新庄をいいまち、なるたけ一日でも早くいい

方向に持っていくべきだと、この責任が私どもあ

るわけです。皆さんも同じようにある。ですから、

五分五分、半分ずつ責任はあるんだと、何回も申

し上げております。 
  そんなことからひとつ真剣に、髙橋市長が亡く

なっている。でも新しい体制を組まれても真剣に、

慎重にやっていくべきだというのが私の今回の質

問の趣旨であります。 
  以上、終わります。 



中川正和議長 以上で今期定例会の一般質問を終了

いたします。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 明日12日から19日まで本会議を休会

したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、12

日から19日まで本会議を休会とし、20日木曜日午

前10時から本会議を再開いたしますので、御参集

願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さま

でした。 
 
     午後 １時５０分 散会 
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日程第 ９ 議案第６３号平成１８年度新庄市水道事業会計決算の認定について           
 
   （総務常任委員長報告）                                 
日程第１０ 請願第８号地方財政の充実・強化を求める請願                    
 
   （文教厚生常任委員長報告）                               
日程第１１ 議案第５０号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定 
      について                                     
日程第１２ 議案第５１号指定管理者の指定について                       
日程第１３ 請願第９号教育予算の拡充を求める意見書の採択要請について             
 
   （産業建設常任委員長報告）                               
日程第１４ 議案第５２号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について      
日程第１５ 議案第５３号市道路線の認定及び廃止について                    
日程第１６ 議案第５４号新庄市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
日程第１７ 請願第３号割賦販売法の抜本的改正に関する意見書の提出を求める請願         
日程第１８ 請願第４号アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への予算措置の継続を求 
      める請願                                     
日程第１９ 請願第５号品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を求める請願    
日程第２０ 請願第６号日豪をはじめとするＥＰＡ路線を転換し、自給率の向上と食糧主権にもとづく 
      農政を求める請願                                 



日程第２１ 請願第７号飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の発展 
      を図る施策を求める請願                              
 
日程第２２ 議案第６４号平成１９年度新庄市一般会計補正予算（第４号）             
日程第２３ 議案第６５号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第２４ 議案第６６号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）      
日程第２５ 議案第６７号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第２６ 議案第６８号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第２７ 議案第６９号平成１９年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号）           
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議事日程（第４号）のほか 
日程第２８ 議会案第６号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について           
日程第２９ 議会案第７号教育予算の拡充を求める意見書の提出について              
日程第３０ 議会案第８号割賦販売法の抜本的改正に関する意見書の提出について          
日程第３１ 議会案第９号アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への予算措置の継続を 
      求める意見書の提出について                            
日程第３２ 議会案第１０号飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の 
      発展を図る施策を求める意見書の提出について                    
日程第３３ 議員派遣の件                                   
日程第３４ 市長職務代理者副市長の退職申し出について                     



 
     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は20名、欠席通告者はありません。 
  これより本日の会議を開きます。 
 
 
     発 言 の 訂 正 
 
 
中川正和議長 日程に先立ちまして、佐藤悦子議員

より発言の訂正の申し出がありますので、発言を

許します。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ９月11日の私の一般質問

の中で誤解を招くような発言がありましたので、

訂正をお願いいたします。 
  内容は、神室荘の居住者の待遇改善についての

質問の中で、「熱中症で亡くなられた方も出てお

ります」と発言しましたが、これは全国的には亡

くなられた方もいるという意味で発言したつもり

でしたので、「全国的には」という言葉を入れて

いただくよう訂正をお願いいたします。 
中川正和議長 ただいま佐藤悦子君から９月11日の

会議における発言について、会議規則第65条の規

定により訂正の申し出がありました。 
  この訂正の申し入れを許可することに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、発

言の訂正の申し入れを許可することに決しました。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第４号）によって進めます。 
 

 
     決算特別委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第１議案第55号平成18年度新庄

市一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程

第９議案第63号平成18年度新庄市水道事業会計決

算の認定についてまでの９件を一括議題といたし

ます。 
  本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。 
  決算特別委員長金 利寛君。 
   （金 利寛決算特別委員長登壇） 
金 利寛決算特別委員長 おはようございます。そ

れでは、私から決算特別委員会の審査の経過と結

果についての御報告を申し上げます。決算特別委

員会は、全議員をもって構成されておりますので、

簡単に御報告申し上げます。 
  決算特別委員会に付託されました案件は、議案

第55号平成18年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第63号平成18年度新庄市水

道事業会計決算の認定についてまでの９件であり

ます。 
  審査につきましては、９月の14日、18日の２日

間にわたり活発な審議が行われたところでありま

す。 
  まず初めに、議案第55号平成18年度新庄市一般

会計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後に佐藤悦子委員より認定することに反対の

討論、遠藤敏信委員より認定することに賛成の討

論があり、起立採決の結果、賛成多数で認定すべ

きものと決しました。 
  次に、議案第58号平成18年度新庄市老人保健事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

60号平成18年度新庄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及び議案第61号平成

18年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてのこの３件は、質疑、討論は



なく、採決の結果、全員異議なく、認定すべきも

のと決しました。 
  次に、議案第56号平成18年度新庄市国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第57号平成18年度新庄市交通災害共済事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第59号平

成18年度新庄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、議案第62号平成18年度新庄

市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて及び議案第63号平成18年度新庄市水道事業会

計決算の認定についてのこの５件は、質疑の後、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、認定す

べきものと決しました。 
  なお、先ほど話ありましたように、商工観光課

長黒坂光悦君より、９月18日の決算特別委員会に

おける発言の中で、新庄中核工業団地内で働く従

業員のうち市内在住の従業員数の割合は80％と発

言した部分については、約60％と訂正の申し出が

ありましたので、これを訂正することにしました

ので、御了承願います。 
  以上をもちまして委員会に付託されました平成

18年度決算９件はいずれも認定すべきものと決し

ましたことを御報告申し上げます。 
  議長よりよろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げ、報告を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  決算特別委員会は、全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直ち

に採決したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず、委員長報告のうち賛成多数で認定すべき

ものとした件について採決いたします。 
  議案第55号平成18年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定については、委員長の報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第55号は委員長の報告のとおり認定することに決

しました。 
  次に、議案第56号平成18年度新庄市国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第57号平成18年度新庄市交通災害共済事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第58号平

成18年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第59号平成18年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第60号平成18年度新庄市農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第61号平成18年度新庄市営農飲雑用水事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第62号平成

18年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第63号平成18年度新庄市水

道事業会計決算の認定については、委員長の報告

のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第59号、

議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第63

号の８件は委員長の報告のとおり認定することに

決しました。 
 
 
     総務常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第10請願第８号地方財政の充

実・強化を求める請願を議題といたします。 
  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めます。 
  総務常任委員長小野周一君。 
   （小野周一総務常任委員長登壇） 
小野周一総務常任委員長 おはようございます。私

のほうから総務常任委員会に付託されました案件



についての御報告をいたしたいと思います。 
  それでは、私から総務常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 
  当委員会に付託されました案件は、請願第８号

地方財政の充実・強化を求める請願の１件であり

ます。審査のため、９月12日午前10時より議員協

議会室において、紹介議員及び政策経営課の出席

を求め、委員全員出席のもと審査を行いました。 
  まず、紹介議員より、審査の参考資料として今

年６月に閣議決定された「経済財政改革の基本方

針2007」に対する地方六団体の声明文の紹介があ

りました。 
  続いて、政策経営課より請願事項の現状や国の

動向の説明がありました。 
  請願事項の１の国と地方の税源割合５対５につ

いての説明は、現在の税収はおおむね国が６、地

方が４の割合になっており、それを国から地方に

交付税や補助金として配付され、支出の段階では

国が４、地方が６の割合になっている。このねじ

れ現象を解消してほしいという要望が地方六団体

から出されているということでした。 
  また、自民党と公明党の19年度税制改正大綱に

は、地方の税財源を一体的に検討していく必要性

や消費税を含む税体系の根本的改革への取り組み

などが記されており、税収割合の見直しの動きは

あるということでした。 
  請願事項１の上段にある税源移譲と国庫補助負

担金の改革については、16年度から始まった三位

一体改革の18年度までの３年間の実績の説明があ

り、国庫補助負担金は約4.7兆円が改革され、その

うち約３兆円が税源移譲されました。税源移譲に

結びつかなかった補助金は、公共事業関係の補助

金で約１兆6,000億円となっています。一方、地方

交付税は約5.1兆円の削減があったという説明で

ありました。 
  また、請願事項１の下段にある自治体間財政力

格差の是正については、17年度の都道府県税額を

例にして、最高の東京都と最低の沖縄県の間では

3.2倍の格差が現状としてあるということでした。 
  請願事項２の地方交付税制度の財源保障と財政

調整の機能の堅持については、地方交付税という

のは地方団体共有の固有財源であり、国が地方に

かわって徴収する地方税であるということで、地

方交付税は地方が自由に国から制限を受けずに使

える財源ということでした。また、地方交付税の

税源は、法定５税分として、所得税、酒税、法人

税、消費税、たばこ税に一定の割合を乗じた金額

という説明でありました。 
  最後に、地方六団体ではどのように考えている

のかということで、国税と地方税の割合を５対５

にすること、地方交付税を地方共有税にして、国

を通さずに直接市町村の会計に入るようにするこ

となどを含め、具体的に７つの提言を国にしてい

るということでした。 
  審査に入りまして、委員から、この請願と地方

の六団体の要求とではどこが違うのかという質問

があり、紹介議員より、地方六団体の要求をもと

にしているので、基本的には違わないという答え

でありました。 
  それに対し委員から、違わないのであれば、全

国市議会議長会として要求しているのだから改め

て意見書を出す必要がないのではないかというこ

とに対し、紹介議員からは、国民の声に応えるた

めに意見書を提出してもらいたいということであ

りました。 
  また委員から、国の地方分権は地方にはメリッ

トがないのかという質問に対し、紹介議員からは、

国は地方分権改革と地方に対する三位一体改革を

進めているが、権限委譲と税源移譲が一体となっ

ていない状況にある。また、地域間の格差も生じ

ているため、この是正を請願では求めているとい

う説明でありました。 
  また委員から、国と地方の税源割合５対５の根

拠は何かという質問に対し、紹介議員からは、国

の財政と地方自治体の財政の将来をお互いに議論

し、見出した数字が５対５ではないかという説明



でありました。 
  また委員から、地方交付税というのは日本国内

どこに住んでいても同じ生活を保障するための制

度だ。国の借金が多く、財政が悪化しているから

地方交付税を減らすというのはおかしい。この点

をどうとらえているのかという質問があり、紹介

議員から、地方交付税制度の法律が変わっていな

い以上は、制度の原点に帰って交付してもらいた

いという答弁でありました。 
  また委員から、税源移譲による新庄市への影響

額についての質問があり、政策経営課から、補助

金が３億7,000万円削減され、その分は住民税が増

えた分とほぼ同額になっている。地方交付税が減

らされた分がそっくり税源が減っているのが大き

な問題になっているということでありました。 
  他に委員から、税源移譲されれば税金を自前で

徴収することになるが、それよりきっちり交付税

としてもらったほうがいいという考えもあるとい

う意見。三位一体の改革をうのみにしてやられて

しまうと格差が広がってしまう。税源移譲は、国

の借金を幾らかでも賄おうということでしている

ので、地方にはメリットはないという意見もあり

ました。 
  その他、地方財政の悪化の要因についての質疑

等がありましたが、採決の結果、全員異議なく、

採択すべきものと決しました。 
  以上で総務常任委員会に付託されました案件の

審査の経過と結果についての報告を終わります。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対する質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  請願第８号地方財政の充実・強化を求める請願

については委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第８号は委員長の報告のとおり採択されました。 
 
 
     文教厚生常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第11議案第50号新庄市雪の里情

報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてから日程第13請願第９号教育

予算の拡充を求める意見書の採択要請についてま

での３件を一括議題といたします。 
  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求め

ます。 
  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 
   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 
沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございます。

それでは、私から文教厚生常任委員会の審査の経

過と結果について報告申し上げます。 
  本定例会で当委員会に付託されました案件は、

議案２件、請願１件の計３件であります。審査の

ため、９月13日午後１時30分より議員協議会室に

おいて、委員７名出席のもと、教育委員会より関

係職員の出席をいただき審査を行いました。 
  初めに、請願第９号教育予算の拡充を求める意

見書の採択要請については、審査に先立ち協議会

を開き、請願者からこの請願の趣旨について、教

育予算は国がきちんと責任を持って確保するよう

に求めているものであるとの説明を受け、質疑を



行った後にこの協議会の内容を踏まえ審査を行い

ました。 
  委員より、義務教育費の一般財源化が行われて、

市の現状はどうかとの質問があり、教育委員会よ

り、教育予算は前年比0.3％を増額し、配慮はされ

ているが、今後だんだん厳しくなればその配慮も

困難になるのではないかとの答弁でありました。 
  また委員より、１つの国で地方による格差があ

ってはならず、水準の同じ教育が必要だとの意見

があり、採決の結果、全員異議なく、請願第９号

教育予算の拡充を求める意見書の採択要請につい

ては原案のとおり採択すべきものと決しました。 
  次に、議案第50号新庄市雪の里情報館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、生涯学習課より説明を受けた後に審査

を行いました。 
  生涯学習課より、本案は民間活力の導入、市民

協働、行政のスリム化を目的に、雪の里情報館の

管理を指定管理者に行わせることができるように

改正するものです。 
  改正内容は、使用時間等の他管理の基準を明確

化し、指定管理者の業務範囲を加えたとの説明で

ありました。 
  委員より、行政のスリム化の内容について質問

があり、生涯学習課より、人件費の縮減、職員定

数の適正化が大きいこと、現在正規職員２名と事

務補助員臨時職員１名の計３名の管理体制で、人

件費は約1,600万円強であるが、指定管理者移行後

では同じ人数の管理体制で約530万円ほどと積算

しているとの説明でありました。 
  さらに委員より、責任を持って仕事をするには

人件費が低過ぎるのではとの質問に、これまでの

わくわく新庄、文化会館と同様に市の嘱託職員、

臨時職員と同じ水準で考えているとの答弁であり

ました。 
  また委員より、同じ仕事をして人件費が３分の

１になり、サービスもよくなるというのはどうい

うことかとの質問に、生涯学習課から、雪の里情

報館は来年４月の指定管理者移行に向けて準備し

ているが、市民協働に関心があって、公の施設の

特性を利用してやっているという団体があるとす

れば、その効果を考えて進めるべきではないかと

考えているとのことです。 
  雪の里情報館は、歌、踊りを目的とする施設で

はなく、雪害を原点とした設置目的に沿って利用

されるべきで、指定管理者に移行後、これをどう

活用して生かしていくかとの質問に、これまで自

主事業を精査し、雪国文化をひもとくばかりでは

なく、未来の雪対策、雪国における生活向上手段

などの情報提供を進める他、ギャラリーやライブ

ラリーの活用、雪に関する自然科学の推進など学

校教育とも一体となって進めていきたいとの答弁

でありました。 
  その他指定管理者の管理人数、施設のメンテナ

ンス、施設の管理に関する質問などがありました

が、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決

しました。 
  最後に、議案第51号指定管理者の指定について

は、生涯学習課より説明を受けた後に審査を行い

ました。 
  生涯学習課からは、新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者に特定非営利法人芸術文化振

興市民ネット新庄を指定する議案であり、その指

定期間は平成19年12月１日から平成22年３月31日

までの２年４カ月間としているとのことです。 
  候補選定の過程は、今年６月に約１カ月間の公

募を行い、４団体から応募を受け、書類による１

次審査を終えて、プレゼンテーション、面接、意

見交換などの２次審査を行い、最終的にこの団体

が最も適切に一連の管理運営業務を行えるものと

判断したとの説明でありました。 
  委員より、指定候補団体に元市職員が含まれて

いると聞くが、この団体の発足、活動実績、元職

員の状況はどうか、また施設の修繕は、指定管理

移行前に行う必要があるのではないかとの質問が

あり、生涯学習課より、この芸術文化振興市民ネ



ット新庄という団体は、平成16年２月に社会的公

益活動を行う団体として認可を受け、今年９月１

日現在会員数19名おり、この中に元市職員は理事

長を含めて４人いるが、教師や民間の人などさま

ざまなジャンルの人で構成されていること、また

この団体は芸術文化振興活動を通じ、市と協働し、

地域の活性化を図りたいというのがその趣旨であ

り、活動面では独自にいろいろ展開しているが、

昨年度には市民協働型パイロット事業に参加し、

ミニコンサートなどを主催した他文化会館の共催

事業であるロシアバレエ公演の実行委員会として

参画したなどがある。また、修繕については、反

射板や照明などつり物が心配されておりましたが、

今年度反射板は当初予算に、ピンスポットはこの

９月定例会の補正予算に計上し対応するとの説明

でありました。 
  その他委員より、応募の際に必要な提出書類、

樹木等の管理について質問がありましたが、採決

の結果、全員異議なく、可決すべきと決しました。 
  以上、文教厚生常任委員会に付託されました案

件の審査の結果について御報告を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議案第50号新庄市雪の里情報館設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第50号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第51号指定管理者の指定については、

委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第51号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、請願第９号教育予算の拡充を求める意見

書の採択要請については、委員長の報告のとおり

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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第９号は委員長の報告のとおり採択されました。 
 
 
     産業建設常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第14議案第52号新庄市道路占用

料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

から日程第21請願第７号飼料価格の高騰による農

家負担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の

発展を図る施策を求める請願についての８件を一

括議題といたします。 
  本件に関して、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 
  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 
遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございます。

私から産業建設常任委員会の審査の経過と結果に

ついて御報告申し上げます。 
  本定例会において当委員会に付託されました案

件は、議案３件と請願５件であります。９月12日



午後１時30分より市役所議員協議会室において、

委員６名全員と説明のため農林課、都市整備課、

水道課の関係職員の出席のもと審査を実施いたし

ました。 
  初めに、議案第52号新庄市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例の制定については、都市整

備課より次のような説明がありました。 
  道路法施行令の一部を改正する政令の施行と郵

政民営化法等の施行に伴う関係法律の施行のため

必要な改正を行うもので、１つ目は道路占用の許

可に関わる物件または施設として、自転車を駐車

させるために必要な車両どめ、その他の器具が物

件として追加されたこと、２つ目は従来郵便ポス

トを減免の対象としてきましたが、法律の施行に

より郵便事業株式会社が所有することになったた

めの改正であるとのことでした。 
  委員からは、ポストの占用料はどれくらいの概

算になるのかとの質問があり、管内で市道に係る

分は４カ所で、１カ所600円、2,400円とのことで

した。 
  その他さしたる質疑はなく、全員異議なく、可

決すべきものと決しました。 
  次に、議案第53号市道路線の認定及び廃止につ

いてであります。去る８月20日に現地視察を既に

実施しており、都市整備課より認定12路線、廃止

５路線について説明がございました。 
  北町上西山線は、一般県道曲川新庄線の完成に

伴って県道の一部が市に移管されるため、上西山

下西山線は起点の変更のため、桧町アンダー脇１

号、２号、桧町６号は、県道曲川新庄線が完成し

たことにより側道が整備され、市に移管されるこ

とから認定、桧町９号、10号については民間開発

によりできたもので、起点を変更し認定、桧町15

号、16号は民間開発によりできたものを新たに認

定、松本の向野４号線も民間の宅地開発によりで

きていたものですが、この度土地問題が解決し、

市に寄附されることから認定、升形蛇塚線は県施

工による蛇塚地区県営農免農道事業により整備さ

れた路線で、この度市に移管されるため認定する

もの。 
  また、廃止路線の石川町上西山線は、県道曲川

新庄線の一部として県に移管するため、上西山下

西山線、桧町６号、９号、10号線は起点、終点の

変更により廃止するものとの説明でした。 
  委員からは、これまで冬期間は生活道路として

除排雪を行ってきたと思われるが、除雪の上で問

題はないのかと質問がありましたが、特に支障は

ないとのことでした。 
  また、他の委員からは、民間の開発行為がある

ときは、認定がスムーズにいくよう指導してほし

い旨の意見が出されました。 
  その他さしたる質疑はなく、全員異議なく、可

決すべきものと決しました。 
  次に、議案第54号新庄市水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、水道課より説明を受けた後、審査に

入りました。 
  今回の条例改正により、中川原他４地区を上水

道区域に編入し、水道未普及地域を解消するため

のもので、給水人口３万8,900人、１日最大給水量

１万8,000立方メートルとするとのこと。また、人

口については、15年後を想定することになってい

るので、自然減を見込んでおり、また１人当たり

の水の使用量も減ってきているので、給水量も全

体として減るとの説明でした。 
  委員からは、県水の水代は使用量が少なくなる

と料金体系も変わるのかとの質問がありましたが、

それについては変わらないとのことでした。今後

は県水の料金は安くなる見込みであること、現在

はほとんどが県水であり、安全な水を買い入れた

ほうが安くつくとのことでした。 
  その他さしたる質疑はなく、全員異議なく、可

決すべきものと決しました。 
  次に、請願第３号割賦販売法の抜本的改正に関

する意見書の提出を求める請願についてですが、

審査に先立ち協議会を開き、請願者より説明をい



ただきました。 
  請願者からは、割賦販売法とは分割でお金を払

う手続をして消費者が安全に買い物やサービスを

受けることができるようにする法律であるが、ク

レジット契約を利用した悪質商法被害、過剰与信

被害を防止するため、割賦販売法を抜本的に改正

し、消費者の安心、安全を確保するために意見書

を提出していただきたいということでした。 
  特に次の４点はぜひ盛り込んでいただきたいと

いうことで、１点目はクレジット会社が顧客の支

払い能力を超えるクレジット契約を提供しないよ

うに具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行

うこと。２点目は、クレジット会社には悪質販売

行為等にクレジット契約を提供しないよう、加盟

店を調査するだけでなく、契約が無効、取り消し、

解除であるときは、既払金の返還義務を含む民事

共同責任を規定すること。３点目は、一、二回払

いの契約を対象に含め、政令指定商品制を廃止し、

原則すべてのクレジット契約を対象とすること。

４点目は、個品方式のクレジット事業者について

の登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリン

グオフ制度を規定すること。これらを改正に向け

お願いしたいとの説明でした。 
  委員からは、政令指定商品の廃止とはどういう

ことかとの質問があり、消費者を守るためには全

商品を割賦販売できるようにし、原則全部クーリ

ングオフできるようにしてほしいとの説明でした。 
  審査に入り、委員からは、請願者が実務をして

いる中で起きている問題を提出してきたので賛成、

状況を把握しての請願で賛成、意見書の提出は妥

当との意見が出されました。 
  採決の結果、全員異議なく、採択すべきものと

決しました。 
  次に、請願第４号アメリカ産牛肉の輸入条件の

緩和に反対し、全頭検査への予算措置の継続を求

める請願についてです。 
  委員より、県の行動を見据えて判断したらよい

のではないかという意見。 

  他の委員からは、内容は一言で言うと安心、安

全ということで、異論はないが、文章の中で「ア

メリカの不当な圧力に屈しない」という表現は削

除したほうがよいとの意見。 
  また、他の委員からは、継続審査でいいのでは

ないかとの意見が出されましたが、採決の結果、

賛成多数で採択すべきものと決しました。 
  次に、請願第５号品目横断的経営安定対策の見

直しと、多様な担い手の育成を求める請願につい

てです。 
  委員からは、「品目横断的経営安定対策に対し

て、農家は「ノー」の意思を明確に示した」との

記述に対し、それはおかしい、実際新庄でも取り

組んでいること、また「自給率の向上は望めない」

という記述はどこをとらえて言っているのかわか

らない、内容が伴わないので不採択としたほうが

よいとの意見。 
  他の委員からは、文言に不適切な部分が多過ぎ

る、全農を度外視したもので問題がある、今農地・

水・環境向上対策事業など取り組んでいるときに、

根本的に見直せとは大変なことで、不採択にすべ

きとの意見。 
  また、他の委員からは、趣旨はわからないわけ

ではないが、提出の仕方に問題が多過ぎる、継続

との意見。 
  採決の結果、賛成者なく、不採択すべきものと

決しました。 
  次に、請願第６号日豪をはじめとするＥＰＡ路

線を転換し、自給率の向上と食糧主権にもとづく

農政を求める請願についてです。 
  委員からは、ＥＰＡ交渉を即刻中止すべきなど

とは賛同しかねる、不採択との意見。 
  他の委員からも、話し合いを中止しても何も先

が見えてこない、この部分だけ見ても不採択とす

べきとの意見。 
  また、他の委員から、何もかにもだめだという

のはおかしいとの意見が出されました。 
  採決の結果、賛成者なく、不採択すべきものと



決しました。 
  次に、請願第７号飼料価格の高騰による農家負

担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の発展

を図る施策を求める請願についてです。 
  委員からは、内容的には反対するところはない

が、国の施策などきちっと見て提出してほしい。

いろいろ支援もされているので、このままの意見

書ではうまくないとの意見。 
  他の委員からは、賛同するとの意見。また、継

続という意見も出されましたが、採決の結果、賛

成多数で採択すべきものと決しました。 
  以上で当委員会に付託されました案件の審査の

経過と結果についての御報告といたします。お取

り計らいよろしくお願いをいたします。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対しての質

疑に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 品目横断的経営安定対策

の見直しと、多様な担い手の育成を求める請願が

賛成全くないということで、非常に残念なんです

けども、その中で話の中で、品目横断的経営安定

対策について新庄市では進んでいるんだという認

識だったように思いますが、そのものは例えば集

団的な経営対策というのが……集団営農というん

ですか、それなどは新庄市ではなかったというふ

うに聞いているんですけども、そこら辺はお話し

になったんでしょうか。確かに水・環境のほうは、

これはかなりやっているということは聞いていま

す。その先に確かに集落営農というのも今度選択

に入ってくるというのは聞いています。 
  しかし、集落営農そのものは、小さな農家の切

り捨てにつながっていくだろうし、経営そのもの

も大変だろうということを農家の多くの方は考え

ておりまして、集団的営農というか、集落的営農

ですか、それは進んでいない。新庄市などはどこ

もやろうとしていないのではないでしょうか。や

れないというふうに考えている方が、今不安に思

っている農家が多いというふうに思うんですが、

その点などはいかがだったんでしょうか。 
  品目横断的経営安定対策は、市では進んでいる

という報告だったんですが、それはどうなのかな

と私は思いました。いかがでしょうか。 
  それから、日豪をはじめとするＥＰＡ路線を転

換し、自給率の向上と食糧主権にもとづく農政を

求める請願、これはこの前の前議会で前段のほう

はそれはそうだということを認められて、ほとん

ど全会一致で意見書を上げたものだと思います。

そういう意味では、先ほどの報告はその６月議会

に意見書を上げた立場とはまた違う報告がなされ

たような気がします。それはどういうことなんで

しょうか。６月議会との整合性といいますか、そ

の点どうだったんでしょうか。ぜひそれをもう一

度教えていただきたいと思います。 
  日豪をはじめとするのほうのこの請願は、６月

議会のそれを出した意見書をいいとしながら、さ

らに国として自給率向上と食糧主権にもとづく農

政、こういう自給率向上という言葉が前回６月議

会のときの意見書になかったので、今度はそれを

加えて積極的な施策を求めるものだと思うわけで

す。そういう意味では、不採択というのはどう考

えても納得いかないんですが、その辺の話し合い

の内容をもう一度お願いします。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 まず初めに、品目横

断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育

成を求める請願についての御質問です。 
  新庄市では、農地・水・環境保全向上対策事業

に全集落が取り組んでいるわけですけれども、議

員御指摘のとおり集落営農に取り組んでいる地域

はまだありません。 
  新庄市が進んでいるというふうな部分ですけれ

ども、これにつきましては新庄市の担い手の加入

者は254名おるそうです。これは、現在認定農業者

が270名いるわけですけれども、270名中254名加入



しているというふうなことで加入率がいいのでは

ないかというふうなことであります。 
  またＥＰＡ、日豪経済連携協定、６月に意見書

を提出したわけですけれども、今回さらに突っ込

んだ内容の請願に対してなぜそれが不採択となっ

たかというふうなことでありますけれども、願意

は皆さんわかるのです、願意。 
  ところが、交渉を即刻中止すべきというふうな

ことやそういう表現、中止することが果たして可

能か、議論を打ち切って日本が話し合いの場に加

わらないことが可能かというふうなこと等で、願

意はわかるにしてみても、この内容では不採択と

いうふうなことになりました。 
  またあわせて、この場で申し上げるべきかわか

りませんけれども、今回農業関係の請願４つ出ま

したけれども、訂正文、訂正個所、そのようなこ

とが……また、訂正印が紹介議員の方からも押さ

れておりますけれども、もう少し文章を整理した

形で提出されるようにしてほしいと、されるべき

だというふうな意見がありましたことをお伝え申

し上げます。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１１時０１分 休憩 
     午前１１時１１分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ただいま先ほど品目横断

のほうなんですけど、品目横断のほうの担い手が

認定農家のうち250名の方がこれに参加している

ということで、それはそれでいいわけなんですけ

ども、20ヘクタール以上の集落営農組織というの

も品目横断対策には入っているわけです。そうい

う点では、これに対して１つも手を挙げてやって

みようというところがないということ自体が農家

が二の足を踏んでいるというか、これに即いいと

いうふうにならないといいますか、そういう状況

が新庄市でもあるということではないかなと思い

ます。そういう意味では、不採択というのは納得

がいかないなと思っています。 
  それから、日豪をはじめとするというところの

請願についてなんですが、「即刻中止すべきです」

というこれがだめだというお話であったようです。 
  でも、考えてみますと、ＷＴＯとか世界輸入自

由化などを話し合うような世界的な食糧について

の会議などが決裂するということがこのごろはあ

るわけなんです。決裂ということは中止です。そ

ういう意味では、決裂するということは世界的に

自由化をみんなでやるべというのは、食糧主権を

目指す国から見れば、それはだめだというその声

が大きくなって会議が決裂して中止になると、そ

ういうことはあるわけなんです。世界は、実は食

糧主権を掲げるというか、自給率向上こそが世界

の自国民を守る立場であるというのが世界の多く

の国の流れだと思います。 
  先日穀物自給率、自給の穀物がどのぐらい備蓄

されているかというのが発表になりました。世界

でたった50日分ぐらいだということです。たった

50日分しか穀物がないんです。これは、世界的な

食糧危機だと私は思います。そういう意味で、日

本でこそ穀物の自給率を上げるために、輸入を拡

大しろという話は応じられないというふうに私は

言うべきだと思いますし、自給率向上に国が本気

になってやらねばならない世界的な日本に求めら

れている状況だと私は思いますし、そういう点で

これを不採択だというのは納得がいきません。 
  もう一度審議していただきたいとお願いを申し

上げます。 
中川正和議長 暫時休憩いたします。 
 
     午前１１時１４分 休憩 
     午前１１時１４分 開議 
 



中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 佐藤悦子議員の見識

については敬服する者の一人でありますけれども、

産業建設常任委員会の中では、その願意そのもの

はすべての委員がわかるとしながらも、その文章

形態あるいは部分的内容、それらについて産業建

設常任委員会として理解できないというふうなこ

とですので、今回はこのような扱いになりました。 
  集落営農が新庄市でできないというふうなこと

ですけれども、さまざまなハードルが高いという

ふうなことでなってきていないというふうなこと

だと思います。問題はさまざまあるものと私たち

も認識しています。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 確かに部分的な文章形態

とか部分的な内容でこちらの手が及ばなくて気を

悪くなされているんだろうなというふうには感じ

ますけれども、願意という点では趣旨採択という

こともあると思うんです。細かな部分が気に入ら

ないところは抜いても趣旨はいいという趣旨採択

というのも可能だったんではないかと思います。 
  趣旨採択をして、見識のある産業建設常任委員

の皆さんの見識を結集して意見書を上げるという

ことだってできたんではないかと思うわけですが、

いかがでしょうか。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 できればそういうふ

うな方法もとりたいと思います。 
  請願書は、きちっとした形で提出していただく

ようお願いいたします。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。ありません

か。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議案第52号新庄市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例の制定については、委

員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第52号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第53号市道路線の認定及び廃止につ

いては、委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第53号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第54号新庄市水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定については、

委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第54号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、請願第３号割賦販売法の抜本的改正に関

する意見書の提出を求める請願は、委員長の報告

のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第３号は委員長の報告のとおり採択されました。 
  次に、請願第４号アメリカ産牛肉の輸入条件の



緩和に反対し、全頭検査への予算措置の継続を求

める請願は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第４号は委員長の報告のとおり採択されました。 
  次に、請願第５号品目横断的経営安定対策の見

直しと、多様な担い手の育成を求める請願は、委

員長の報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  請願第５号について、委員長の報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、請願

第５号は委員長の報告のとおり不採択と決しまし

た。 
  次に、請願第６号日豪をはじめとするＥＰＡ路

線を転換し、自給率の向上と食糧主権にもとづく

農政を求める請願は、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  請願第６号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、請願

第６号は委員長の報告のとおり不採択と決しまし

た。 
  次に、請願第７号飼料価格の高騰による農家負

担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の発展

を図る施策を求める請願は、委員長の報告のとお

り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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第７号は委員長の報告のとおり採択されました。 
 
 
  日程第２２議案第６４号平成１９ 
  年度新庄市一般会計補正予算（第 
  ４号） 
 
 
中川正和議長 日程第22議案第64号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第４号）を議題といたしま

す。 
  本件に関しては、既に説明が終わっております

ので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 13ページの２の９に後期

高齢者医療制度対応システム改修委託料等が入っ

ています。これについてですが、このシステム構

築費に見合った財政支援があるのでしょうか。 
  国が広域連合に配付予定の標準システムのカス

タマイズ費用などの助成が構築費と乖離している

ということが言われておりますが、本当でしょう

か。 
  それから、17ページの３の９、後期高齢者医療

事業費で、ここに５万2,000円という訂正が出てい

ますが、ここの後期高齢者医療事業費のここのこ

とで、保険料の算定が進んできているとこが出て

います。例えば東京都が８月31日に発表した後期

高齢者医療保険の保険料が平均15万円と試算され

ています。いろいろケースがありますが、最低で

も９万6,000円平均だということです。でも、国が

見込んできた全国平均の保険料は年７万4,400円

とお聞きしております。そうしますと、それより

もはるかに多い保険料になるということが東京都

の試算で明らかになっています。 
  今まで国保税だった高齢者が今度後期高齢者の



保険料になるわけですが、比較すると２倍を超え

る税になる方も出ているようです。この原因は、

後期高齢者医療制度に対する国庫負担が少な過ぎ

るということが原因ではないでしょうかという保

険料についてまずお聞きします。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 昨年６月の医療制度改革関連法

の成立に伴いまして、来年平成20年４月から新し

い医療制度として後期高齢者医療制度がスタート

いたしますが、山形県においても法に基づきまし

て、県下全市町村が加入する山形県後期高齢者医

療広域連合が設立されまして、この制度の運営主

体はこの広域連合になるわけでして、その中で保

険料についても今検討が進められております。 
  スケジュール的な予定としましては、今年の11

月30日に広域連合の議会が予定されておりまして、

この場で保険料についても広域連合の条例として

定められる、そんなことになっております。 
  そういう関係で、保険料、その他のシステム関

係で今回の９月補正でも何カ所か提案させていた

だいておりますけども、まだ山形県としてどうい

うふうなことになるか、額の案も示されてはおり

ません。 
  ただ、広域連合の関係の会議などにも何回か出

ておりますけども、広域連合、今申し上げました

ように市町村でつくっている組織でありまして、

市町村の立場に立っていろいろ保険料を極力抑え

るためにはどういうところの経費を圧縮しなけれ

ばならないかといったようなやりとりが頻繁に行

われております。まだ具体的な数字は案としても

ありませんが、考え方としてはそういうふうに市

町村、そして被保険者という立場に立っての検討

が今進められておりますので、御理解いただきた

いと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 13ページ、電算管理費の

後期高齢者対応システムの補助率でありますが、

これは国のほうから２分の１の補助になっていま

す。 
  なお、この139万7,000円の金額につきましては、

国保会計の電算事業の一部をこの電算管理費の中

に入れまして、年度当初組みました予算を一部統

合しまして、変更前が735万円のシステム改修費で

ありましたが、これを変更後国保会計の電算管理

費の一部と統合しまして840万円ということで、今

回105万円プラスその他の経費として統合しまし

た。したがって、139万7,000円の補正金額になっ

たということであります。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） そうしますと、必要な標

準システムの費用に必要な助成がばっちり来ると

いうことなのか、それとも半分しか来なかったと

いうことなんでしょうか。その点もう一度お願い

したいと思います。 
  それから、先ほど健康課長のほうから保険料を

抑えるためどの経費を抑えるか頻繁に会議などを

やっているということであります。根本に国庫負

担が少な過ぎるのではないかということを再度聞

きたいわけです。 
  例えば他の事業といいますと検診になるわけで

すが、検診は介護予防、医療抑制にとって重要な

ものです。広域連合が実施する検診事業に国保と

同様の財政支援がないと聞いております。そうい

うことなんでしょうか。 
  それから、保険料が国保の今まで払ってきた国

保税と比べますと、東京都の試算などは明らかに

高い保険料になるということです。3.3倍という方

もおられました。一番所得の少ないゼロから153

万までの方などは、東京都は国保税が１万500円ぐ

らいの方が後期高齢者のほうの保険に入ると１万

4,000円ということで、収入の少ない方でも1.3倍

と、ひどい人は3.3倍もの後期高齢者の保険料にな

るということで、これは高齢者にとって大変な負



担だと思います。今の国保税も高くてという声は

あるんですが、それがさらに高いものになる。介

護保険に対しても怨嗟の声が高いわけなんですが、

それ以上の声となって高齢者に広がっていくので

はないかなと思います。 
  それだけでなくて、問題なのは、診療報酬が若

い世代と別立てでされる方針だと聞いております。

若い人と同じ病気なのに高齢者である後期高齢者

医療保険に入っているというだけで同じ治療がさ

れない、必要な治療がされない。それ以上若い人

と同じようないい治療を受けようとすると10割負

担。これは、この後期高齢者医療保険制度という

のは、必要な医療がすべて保険で給付するという

国民皆保険を崩すものではないでしょうか。これ

についての御意見あればお願いします。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 電算システムに関する補

助率は２分の１です。したがって、残りの２分の

１は一般財源対応ということになります。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 御質問は最後だったんですが、

国民皆保険制度を崩すものではないかという御意

見ですが、国保とこの75歳以上の後期高齢者につ

いて別立ての医療保険制度をつくるというのは、

むしろ逆で、国民皆保険制度を将来的に維持して

いくために法律改正がなされたというふうな、趣

旨としてはそういうことであります。 
  また、国庫補助のことを何点か例に挙げて御意

見ありましたけども、システム改修関係経費につ

いては、今政策経営課長からの答弁のとおりであ

りますが、これを含めまして、保険料の低所得者

に対する軽減措置、また新たに保険者として実施

しなければならなくなります保健事業、さらに診

療報酬体系、これらすべて今並行的に検討が進め

られております。今の時点でも軽減措置の期間を

延ばすというような案が厚労省から届いたりとい

うようなそういう状況でありまして、まだいろい

ろな点がすべて固まったというような状況ではご

ざいません。そういうことから、地方団体、特に

新庄市の場合としては市長会の関係ですが、市長

会を中心に後期高齢者医療制度に対する国の財政

支援措置、ここには強力な取り組みが現在も展開

されているところであります。 
  例えば決議を一部読みますと、市町村の事務処

理が円滑かつ効率的に行うことができるよう後期

高齢者医療制度の創設に伴う経費について、より

一層の財政支援措置を講じるよう強く要望すると

いうような先般もこのような決議のもとに取り組

まれております。新庄市もその一員というような

立場でともに国に対して求めていくというそうい

う立場だろうというふうに思っております。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。ありません

か。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第64号平成19年度新庄市一般会計補正予算

（第４号）については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第64号は原案のとおり可決されました。 
 
 



  日程第２３議案第６５号平成１９ 
  年度新庄市国民健康保険事業特別 
  会計補正予算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第23議案第65号平成19年度新庄

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第65号平成19年度新庄市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第65号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２４議案第６６号平成１９ 
  年度新庄市公共下水道事業特別会 
  計補正予算（第２号） 
 
 
中川正和議長 日程第24議案第66号平成19年度新庄

市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を

議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第66号平成19年度新庄市公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）については、原案のと

おり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第66号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２５議案第６７号平成１９ 
  年度新庄市農業集落排水事業特別 
  会計補正予算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第25議案第67号平成19年度新庄

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 



中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第67号平成19年度新庄市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第67号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２６議案第６８号平成１９ 
  年度新庄市営農飲雑用水事業特別 
  会計補正予算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第26議案第68号平成19年度新庄

市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第68号平成19年度新庄市営農飲雑用水事業

特別会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第68号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２７議案第６９号平成１９ 
  年度新庄市水道事業会計補正予 
  算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第27議案第69号平成19年度新庄

市水道事業会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 当初予算1,365万、説明で

は予算のときにですね、認可申請がこれでできる

というふうな説明があったわけですが、今回その

倍額1,300万を追加したと、補正で追加したと。説

明欄に中川原地区配水管測量設計地質調査業務委

託というふうになっていますが、私の考えでは、

この当初の1,365万でこれで全部認可申請ができ

るものというふうに理解しておったんですが、そ

の辺ですね、今回の追加の分はどうして追加なさ

れたか。 
  それから、今年度中に認可申請が行われるかど



うか、予定、これからのですね、日程をお聞かせ

いただきたい。 
髙橋 敦水道課長 議長、髙橋 敦。 
中川正和議長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 この補正はですね、この度の補

助金申請、これで収入の予定額としましてですね、

資本的収入の欄で400万ほどの国庫補助金……400

万ですか、400万の国庫補助金の歳入を見込んでい

るわけですが、内示をですね、県と国のほうに要

望しまして、この事業の内示を受けるためにです

ね、設計費、現場調査とこの地質調査関係の設計

費の委託料を上げたもんで、認可とは別の仕組み

です。要するに、最初上げた1,365万というのは、

あくまでも中川原地区他４地区のですね、認可、

国の採択をもらうための１つの書類をつくるわけ

です。これが終わって、それから今度この分につ

いては現場の調査を行うと。ですから、これにつ

いては国庫補助金の、要するに対象になると、そ

ういうことで現場の調査費として上げたというこ

とです。いいですか。 
   （「申請はいつしたんですか」と 
     呼ぶ者あり） 
髙橋 敦水道課長 申請はですね、今日ここで採決

を受ければですね、それからすぐに、もう書類は

できていますんで、すぐに一応決済になったとい

うことで印を押してもらいましてですね、すぐに

提出するという運びになっています。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 申請がもうじきすぐやる

んだと、これが可決されればということですが、

当初の課長のお話をお伺いしますと、申請がおり

た時点で、もしできれば今年度中にも着工したい

というふうなお話があったんですが、その辺は今

どうなっています。 
髙橋 敦水道課長 議長、髙橋 敦。 
中川正和議長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 工事につきましてはですね、ど

うしても冬にかかるもんですから、来年度、４月

に早々に着工するためにですね、この度補正予算

で現地の調査、測量をお願いすると。そして、４

月には早々に工事にかかりたいと、そのような考

えです。 
  工事のほうにつきましてはですね、早くしたか

ったんですが、内示のほうの国の国庫補助金関係

もありましてですね、ちょっと時期を逸したと、

そのような感じです。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第69号平成19年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第69号は原案のとおり可決されました。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１１時４８分 休憩 
     午前１１時５８分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     日 程 の 追 加 



 
 
中川正和議長 ここで追加案件が出ておりますので、

議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長、今田雄三君。 
   （今田雄三議会運営委員長登壇） 
今田雄三議会運営委員長 それでは、これより議会

運営委員長の報告を行います。 
  本日午前11時49分より議員協議会室において委

員７名出席のもと、議会事務局職員の出席を求め、

今期定例会への追加案件について協議をいたした

ところであります。 
  協議の結果、議会案第６号地方財政の充実・強

化を求める意見書の提出について、議会案第７号

教育予算の拡充を求める意見書の提出について、

議会案第８号割賦販売法の抜本的改正に関する意

見書の提出について、議会案第９号アメリカ産牛

肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への予算

措置の継続を求める意見書の提出について、議会

案第10号飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、

国産飼料の増産、循環型畜産の発展を図る施策を

求める意見書の提出についての議会案５件と議員

派遣の件及び市長職務代理者副市長の退職申し出

についての計７件を本日の本会議に追加すること

に決定いたしましたので、議長よりよろしくお取

り計らいくださいますようお願い申し上げ、報告

を終わります。 
中川正和議長 ただいま議会運営委員長より報告の

ありましたとおり、議会案５件と議員派遣の件及

び市長職務代理者副市長の退職申し出についての

７件を本日の日程に追加することに御異議ありま

せんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案５件、議員派遣の件及び市長職務代理者副市

長の退職申し出についての件、計７件を本日の日

程に追加することに決しました。 
  追加日程を配付するため、暫時休憩いたします。 

 
     午後 ０時０１分 休憩 
     午後 ０時０２分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  ただいまから１時まで休憩いたします。 
 
     午後 ０時０２分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第２８議会案第６号地方財政 
  の充実・強化を求める意見書の提 
  出について 
 
 
中川正和議長 追加日程に入ります。 
  日程第28議会案第６号地方財政の充実・強化を

求める意見書の提出についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  小野周一君。 
   （４番小野周一議員登壇） 
４ 番（小野周一議員） 議会案第６号地方財政の

充実・強化を求める意見書の提出について。上記

の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第２項の

規定により提出します。平成19年９月20日、新庄

市議会議長中川正和殿。提出者、新庄市議会総務

常任委員会委員長小野周一。 
  それでは、別紙のほうを説明させていただきま

す。 
  地方財政の充実・強化を求める意見書。 
  地方分権の推進、地域経済・雇用創出の促進、

少子・高齢化への対応、地域レベルでの環境需要

の高まりのなかで、基礎自治体の果たす役割は一

段と高まっています。 
  また、地方分権を推進していくには、国と地方



の役割や税財源配分の見直しなど、地方自治の拡

充のための議論が必要です。しかし、政府は地域

間の経済格差を放置したまま「歳入・歳出一体改

革」に基づく歳出削減により地方財政の圧縮を進

めています。 
  さらに、新型交付税の導入や地方財政計画の見

直しなどによる一方的な地方財政の圧縮は、国の

財政赤字を地方に負担転嫁するものです。今めざ

すべき方向は、地方財政計画策定や交付税算定プ

ロセスに地方が参画するもとで、地方税の充実強

化、地方交付税制度の財源保障機能と財政調整機

能を堅持し、自治体の安定的な財政運営に必要な

一般財源の総額を確保することです。 
  2008年度予算は「基本方針2007」に沿って概算

予算作成が開始されますが、より住民に身近なと

ころで政策や税金の使途決定、住民の意向に沿っ

た自治体運営を行うことができるよう、政府予算

における地方財政の充実・強化のために次のこと

を強く求めます。 
  記。１．国と地方の税収割合５対５の実現にむ

けて、さらなる税源移譲と国庫補助負担金の改革

を進め、地方自治の確立と分権改革の基盤整備に

つながる税財政制度の改革を進めること。とくに、

自治体間財政力格差を是正するための地方税の充

実強化を図ること。 
  ２．国が法令に基づく事業実施を自治体に義務

づけ、自治体間の財政力格差が大きい現状におい

ては、地方交付税制度の財源保障と財政調整の機

能を堅持し、自治体間の安定的な財政運営に必要

な一般財源の総額を確保すること。 
  ３．地方自治体の意見を十分に踏まえた対処を

行うこと。 
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出します。 
  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣総

理大臣宛、総務大臣宛、財務大臣宛、内閣府特命

担当大臣（経済財政政策）宛。 
  以上であります。 

中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議会案第６号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第６号は委員会の付託を省略することに決し

ました。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議会案第６号地方財政の充実・強化を求める意

見書の提出については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第６号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２９議会案第７号教育予算 
  の拡充を求める意見書の提出につ 
  いて 
 
 
中川正和議長 日程第29議会案第７号教育予算の拡

充を求める意見書の提出についてを議題といたし



ます。 
  提出者の説明を求めます。 
  沼澤恵一君。 
   （８番沼澤恵一議員登壇） 
８ 番（沼澤恵一議員） 議会案第７号教育予算の

拡充を求める意見書の提出について。上記の議案

を別紙のとおり、会議規則第14条第２項の規定に

より提出します。平成19年９月20日、新庄市議会

議長中川正和殿。提出者、新庄市議会文教厚生常

任委員会委員長沼澤恵一。 
  別紙を説明いたします。 
  教育予算の拡充を求める意見書。 
  子どもたちに豊かな教育を保障することは、社

会の基盤づくりにとってきわめて重要なことです。 
  現在、山形県独自の「さんさんプラン」をはじ

め、多くの都道府県で児童生徒の実態に応じ、き

め細かな対応ができるようにするために、少人数

教育が実施されており、保護者や子供たちから大

変有益であるとされています。 
  しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が２

分の１から３分の１に縮小されたことや地方交付

税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、

自治体独自に少人数教育を推進することには限界

があります。 
  このため、学校施設などを含めて教育条件の地

域間格差も拡がりつつあります。一方、就学援助

受給者の増大に現れているように、低所得者層の

拡大・固定化が進んでいます。 
  自治体の財政力や保護者の所得の違いによって、

子どもたちが受けるライフラインとしての「教育

水準」に格差があってはなりません。 
  日本の教育予算は、ＧＤＰ比に占める教育費の

割合や教職員数などに見られるように、ＯＥＣＤ

諸国に比べて脆弱と言わざるを得ません。 
  教育は未来への先行投資であり、子どもたちに

はどこで生まれ育ったとしても、等しく良質な教

育を受ける権利があり、それを守っていくことが

我々大人の責任であり、社会基盤の維持・強化に

つながることでもあります。 
  そのため、教育予算を国全体として、しっかり

と確保・充実させる必要があります。 
  こうした理由から、下記の事項の実現について

強く要請します。 
  記。１．きめの細かい教育の実現のために、義

務制第８次・高校第７次教職員定数改善計画を実

施すること。 
  ２．義務教育費国庫負担制度について、国負担

率を２分の１に復元することを含め、制度を堅持

すること。 
  ３．学校施設整備費、就学援助・奨学金など教

育予算の充実のため、地方交付税を含む国の予算

を拡充すること。 
  ４．教職員の人材を確保するため、教職員給与

の財源を確保・充実すること。 
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出します。 
  提出先、総務大臣宛、財務大臣宛、文部科学大

臣宛。 
  以上です。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議会案第７号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第７号は委員会の付託を省略することに決し

ました。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 



中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議会案第７号教育予算の拡充を求める意見書の

提出については、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第７号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  議会案３件一括上程 
 
 
中川正和議長 日程第30議会案第８号割賦販売法の

抜本的改正に関する意見書の提出についてから日

程第32議会案第10号飼料価格の高騰による農家負

担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の発展

を図る施策を求める意見書の提出についてまでの

議会案計３件を一括議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  遠藤敏信君。 
   （６番遠藤敏信議員登壇） 
６ 番（遠藤敏信議員） それでは、議会案第８号

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書の提出に

ついてから議会案第10号飼料価格の高騰による農

家負担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の

発展を図る施策を求める意見書の提出についてま

で３件を説明いたします。 
  議会案第８号割賦販売法の抜本的改正に関する

意見書の提出について。上記の議案を別紙のとお

り、会議規則第14条第２項の規定により提出しま

す。平成19年９月20日、新庄市議会議長中川正和

殿。提出者、新庄市議会産業建設常任委員会委員

長遠藤敏信。 

  別紙。割賦販売法の抜本的改正に関する意見書。 
  クレジット契約は、代金後払いで商品が購入で

きる利便性により消費者に広く普及している一方

で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ

深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなるもの

です。 
  現在クレジット会社の与信審査の甘さから、年

金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量

のリフォーム工事、呉服等の販売が繰り返された

り、年齢性別を問わずクレジット契約を悪用した

マルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害

が耐えません。このようなクレジット被害は、ク

レジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為

を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険

性から生じる病理現象であるといえます。 
  経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基

本問題小委員会は、このような深刻なクレジット

被害を防止するため平成19年２月からクレジット

被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改

正に関する審議を進めており、本年秋には法改正

の方向性が示される見込みにあります。今回の改

正においては、消費者に対し、安心・安全なクレ

ジット契約を提供するために、クレジット会社の

責任においてクレジット被害の防止と取引適正化

を実現する法制度をもりこむことが必要です。 
  よって、国においては、割賦販売法改正に当た

っては、次の事項を実現するよう強く要請します。 
  記。１ （過剰与信規制の具体化） 
  クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるク

レジット契約を提供しないように、具体的な与信

基準を伴う実効性ある規制を行うこと。 
  ２ （不適正与信防止義務と既払金返還責任） 
  クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジ

ット契約を提供しないように、加盟店を調査する

義務だけでなく販売契約が無効・取消・解除であ

るときは、既払金の返還義務を含むクレジット会

社の民事共同責任を規定すること。 
  ３ （割賦払い要件と政令指定商品制の廃止） 



  １～２回払いのクレジット契約を適用対象に含

め、政令指定商品制を廃止することにより、原則

として全てのクレジット契約を適用対象とするこ

と。 
  ４ （登録制の導入） 
  個品方式のクレジット事業者（契約書型クレジ

ット）について、登録制を設け、契約書面交付義

務及びクーリング・オフ制度を規定すること。 
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出します。 
  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣総

理大臣宛、経済産業大臣宛。 
  続いて、議会案第９号アメリカ産牛肉の輸入条

件の緩和に反対し、全頭検査への予算措置の継続

を求める意見書の提出について。上記の議案を別

紙のとおり、会議規則第14条第２項の規定により

提出します。平成19年９月20日、新庄市議会議長

中川正和殿。提出者、新庄市議会産業建設常任委

員会委員長遠藤敏信。 
  別紙。アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対

し、全頭検査への予算措置の継続を求める意見書。 
  アメリカは、同国産牛肉の輸入条件にかかわる

日米技術協議や農相同士による電話会談を通じて、

月齢制限の撤廃を強く要求しています。一部マス

コミの報道によると、日本政府は、アメリカの強

硬姿勢の前に、20カ月齢未満の月齢制限を30カ月

齢未満にする方針を固めたと伝えられていますが、

同国の理不尽な要求に屈することは国民の命と健

康を脅かすことであり、断じて容認できません。 
  日本政府はこれまで「日本と同等の安全性をア

メリカに求める」という立場を取ってきました。

この立場を堅持するならば、月齢制限の緩和など

到底できないことは明らかです。輸入条件の緩和

に科学的根拠はありません。 
  アメリカは、ＯＩＥ（国際獣役事務局）によっ

て同国が「管理されたリスク」国になったことを

理由にして輸入条件の緩和を求めています。しか

し、これは、アメリカのＢＳＥ汚染が清浄化した

ことを意味するのではなく、ＯＩＥの基準が緩和

されたためです。東京大学名誉教授の山内一也氏

は、これについて「（ＯＩＥの）ＢＳＥ清浄化を

目指す姿勢は失われた」と述べており、この指摘

からもアメリカの要求に根拠が無いことは明らか

です。 
  アメリカ産牛肉は、昨年７月に輸入が再開され

ましたが、それ以降１年間の輸入量は、禁輸前の

１割程度に過ぎません。アメリカ産牛肉に対して

国民は根強い不信感を抱いており、大多数の国民

は輸入条件の緩和を望んでいません。さらに、政

府は、都道府県が独自に行っている20カ月齢以下

の牛のＢＳＥ検査に対する助成を打ち切ることを

決めました。それにもかかわらず、多くの自治体

は検査の継続を検討しており、中止を決めた自治

体はありません。これは、全頭検査に対する国民

の強い願いの反映です。国民の望んでいるのは、

万全のＢＳＥ対策に国がしっかり責任を持つこと

です。 
  よって、国におかれましてはアメリカ産牛肉の

輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への予算措置

を継続するよう強く要望するものです。 
  記。１．月齢制限など輸入条件の緩和を求める

アメリカの要求に応じないこと。 
  ２．都道府県が行う20カ月齢以下の牛のＢＳＥ

検査に対する国の助成を継続すること。 
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出します。 
  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣総

理大臣宛、農林水産大臣宛。 
  続いて、議会案第10号飼料価格の高騰による農

家負担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の

発展を図る施策を求める意見書の提出について。

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第２

項の規定により提出します。平成19年９月20日、

新庄市議会議長中川正和殿。提出者、新庄市議会

産業建設常任委員会委員長遠藤敏信。 
  飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産



飼料の増産、循環型畜産の発展を図る施策を求め

る意見書。 
  飼料価格の高騰が畜産経営を直撃し、農家は「こ

のままでは将来の経営が全く見通せない」という

状態にまでに追い込まれています。配合飼料価格

の変動が畜産経営に与える影響を緩和する目的で、

生産者と配合飼料メーカー、国が積み立てた基金

をもとに値上がりする分を補てんする配合飼料価

格安定制度も、早晩破たんするといわれています。 
  配合飼料の工場渡し価格は、昨年７―10月期か

ら４期連続で値上がりし、同期比で１トン当たり

約１万２千円も上昇しました。配合飼料価格安定

制度にもとづく補てんが行われていますが、それ

でも農家の負担は１トン当たり約５千円も増えて

います。 
  今回の飼料価格の高騰は、不作などによる一時

的なものではありません。アメリカ政府がバイオ

燃料の大増産を打ち出し、飼料の主原料であるト

ウモロコシのシカゴ相場が前年の２倍以上に跳ね

上がっているためです。しかもアメリカ農務省は

トウモロコシ相場がこのまま高止まりすると予測

しています。 
  飼料の高騰が続き、価格安定制度の積立金が底

をつけば、負担がもろに農家を直撃します。価格

安定制度を破たんさせないために国が基金を積み

増しすること、加工原料乳補給金や食肉・子牛の

基準価格を引き上げ畜産経営の安定を図ることが

焦眉の課題です。 
  日本の畜産は国民に良質のタンパク源を供給し

てきました。最近とくに、アメリカのＢＳＥ問題

をはじめとする輸入畜産物の安全性に対する不安

や、相次いで引き起こされている一部の悪徳業者

による偽装事件などによって、安全で素性のはっ

きりした国産の食肉、乳製品への需要が高まって

います。 
  日本の畜産が将来にわたって安定的に発展する

には、わずか25パーセントの飼料自給率を引き上

げ、輸入飼料への依存を脱却し、循環型畜産経営

に転換していくことが不可欠です。転作田におけ

るホールクロップサイレージ用稲の栽培や残飯の

飼料への再処理、マイペース酪農など、多様な試

みが農家や関係者の努力によって各地で取り組ま

れていますが、国としてこれらを更に支援し、日

本の風土にあった政策支援を講じられるよう下記

について強く要請します。 
  １ 配合飼料価格安定制度の基金に、国が積み

増しすること。 
  ２ 加工原料乳補給金や食肉・子牛の基準価格

を引き上げること。 
  ３ 国産飼料を増産して、輸入飼料への依存を

脱却する取り組みへの支援を抜本的に強めること。 
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出します。 
  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣総

理大臣宛、農林水産大臣宛。 
  以上です。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議会案第８号から議

会案第10号までの議会案３件は、会議規則第37条

第３項の規定により、委員会の付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第８号、議会案第９号、議会案第10号は委員

会の付託を省略することに決しました。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 



   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議会案第８号割賦販売法の抜本的

改正に関する意見書の提出について原案のとおり

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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第８号は原案のとおり可決されました。 
  次に、議会案第９号アメリカ産牛肉の輸入条件

の緩和に反対し、全頭検査への予算措置の継続を

求める意見書の提出については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第９号は原案のとおり可決されました。 
  次に、議会案第10号飼料価格の高騰による農家

負担の軽減と、国産飼料の増産、循環型畜産の発

展を図る施策を求める意見書の提出については、

原案のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第10号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第３３議員派遣の件 
 
 
中川正和議長 日程第33議員派遣の件を議題といた

します。 
  お諮りいたします。議員派遣の件につきまして

は、地方自治法第100条及び会議規則159条の規定

により、お手元に配付しました名簿のとおり、山

形県市議会議長会主催の議会報研修会へは議会報

編集委員の派遣をしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会報研修会へは議会報編集委員を派遣することに

決しました。 
 
 
  日程第３４市長職務代理者副市長 
  の退職申し出について 
 
 
中川正和議長 日程第34市長職務代理者副市長の退

職申し出についてを議題といたします。 
  お手元に配付しております文書のとおり、市長

職務代理者である八鍬副市長より９月20日をもっ

て退職したい旨の申し出がありました。 
  お諮りいたします。この申し出について承認す

ることに御異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、市

長職務代理者である八鍬副市長の退職については

承認することに決しました。 
  ここで市長職務代理者副市長よりごあいさつが

ございます。 
  市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
   （八鍬長一市長職務代理者副市長登壇） 
八鍬長一市長職務代理者副市長 市長不在の９月定

例会、今新庄市は何をなすべきか、真摯な議論の

中で全議案を承認いただきまして、誠にありがと

うございました。 
  また、私こと18年３月に助役就任以来１年６月

の間議会の皆様方から大変な御指導をいただきま

してありがとうございました。この度愛するふる

さと新庄のために尽くしたいと新たな道にチャレ

ンジすることにいたしました。これまでの御指導

に感謝を申し上げまして、新庄市の未来へつなぐ

たくましい発展を心から祈念いたしまして、退任

のあいさつといたします。ありがとうございまし

た。（拍手） 
 
 



     閉      会 
 
 
中川正和議長 以上をもちまして９月定例会の日程

をすべて終了いたしましたので、閉会いたします。

御苦労さまでした。 
 
     午後 １時３４分 閉会 
 
   新庄市議会議長  中 川 正 和 
 
   会議録署名議員  斎 藤 義 昭 
 
    〃   〃   亀 井 信 夫 
 
 
 



決算特別委員会記録（第１号） 
 
 
          平成１９年９月７日 金曜日 午後２時２１分開議 
        委員長 金   利 寛     副委員長 山 口 吉 靜 
 
 出 席 委 員（２０名） 
 
  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 
  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 
  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 
  ７番   中  川  正  和  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 
  ９番   清  水  清  秋  委員    １０番   小  嶋  冨  弥  委員 
 １１番   渡  部  平  八  委員    １２番   今  田  雄  三  委員 
 １３番   金     利  寛  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 
 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 
 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 
 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 
 
 欠 席 委 員（０名）  
              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
 
局 長  鈴 木 吉 郎         総 務 主 査  野 崎   勉 
主 査  沼 澤 順 子         主 査  佐 藤 嘉 信 
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
委員長の互選 
副委員長の互選 



 
     開      議 
 
 
斎藤義昭臨時委員長 これより決算特別委員長の互

選を行います。 
  委員会条例第10条第２項の規定により、委員長

が互選されるまでの間、私斎藤義昭が臨時に委員

長の職務を行います。よろしくお願いいたします。 
  ただいまの出席委員は20名、欠席通告者はおり

ません。 
  これより決算特別委員会を開きます。 
 
 
     委員長の互選 
 
 
斎藤義昭臨時委員長 委員会条例第９条第２項の規

定により、委員長の互選を行います。 
  委員長の互選方法につきましては、会議規則第

119条第５項の規定により、指名推薦によることと

し、臨時委員長において指名いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、臨時委員長において指名することに決しまし

た。 
  委員長に金 利寛委員を指名いたします。 
  ただいま指名いたしました金 利寛委員を委員

長の当選人と定めることに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、金 利寛委員が委員長に当選されました。 
  それでは、委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 
   （臨時委員長退席、委員長着席） 
金 利寛委員長 皆さんの推薦をいただいて、平成

18年度決算特別委員会の委員長に当選いたしまし

た金 利寛でございます。ふなれなところもあり

ますけれども、皆さんの協力を得ながらよろしく

お願いしたいなというふうに思いますし、また先

ほど國分監査委員より総括的な話がありましたけ

れども、新庄市の大変な財政再建計画を完遂する

ことを願うものでありますとむすびにありました。

精査して、今後の行政執行に役立てるように願え

ればというふうに願っておりますので、よろしく

お願いを申し上げます。 
 
 
     副委員長の互選 
 
 
金 利寛委員長 それでは、これより委員会条例第

９条の第２項の規定によりまして、副委員長の互

選を行います。 
  お諮りいたします。副委員長の互選の方法につ

きましては、会議規則第119条第５項の規定により、

指名推薦によることとし、委員長において指名を

したいと思いますけれども、これに御異議ありま

せんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 
  副委員長には山口吉靜委員を指名いたします。 
  ただいま指名いたしました山口吉靜委員を副委

員長の当選人と定めることに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、た

だいま指名をいたしました山口吉靜委員が副委員

長に当選されました。山口委員、よろしくお願い

を申し上げます。 
 
 
     散      会 



 
 
金 利寛委員長 それでは、９月14日金曜日午前10

時より決算特別委員会をこの議場において開きま

すので、御参集をお願い申し上げます。 
  それでは、以上をもちまして散会いたします。

御苦労さまでございました。 
 
     午後 ２時２６分 散会 
 
 



決算特別委員会記録（第２号） 
 
 
          平成１９年９月１４日 金曜日 午前１０時００分開議 
        委員長 金   利 寛     副委員長 山 口 吉 靜 
 
 出 席 委 員（２０名） 
 
  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 
  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 
  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 
  ７番   中  川  正  和  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 
  ９番   清  水  清  秋  委員    １０番   小  嶋  冨  弥  委員 
 １１番   渡  部  平  八  委員    １２番   今  田  雄  三  委員 
 １３番   金     利  寛  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 
 １５番   平    向    岩    雄    委員    １６番   森     儀  一  委員 
 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 
 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 
 
 欠 席 委 員（０名）  
              出席要求による出席者職氏名 
 
市長職務代理者 
          八 鍬 長 一         総 務 課 長  武 田 一 夫 
副 市 長 
政 策 経 営 課 長    坂 本 孝一郎         税 務 課 長  田 口 五 郎 
市 民 課 長  柿 﨑 卓 美         環 境 課 長  五十嵐 正 臣 
健 康 課 長  星 川   基         農 林 課 長  五十嵐 祐 一 
商 工 観 光 課 長  黒 坂 光 悦         都 市 整 備 課 長    中 部   力 
                          会 計 管 理 者 
下 水 道 課 長  佐 藤 新 一                             矢 口 喜一郎 
                                                    兼 会 計 課 長 
福 祉 事 務 所 長  矢 口   孝         神 室 荘 長    叶 内 利 昭 
水 道 課 長    髙 橋   敦         教 育 委 員 長  伊 藤 輝 昭 
教 育 長  佐 藤   博         教 育 次 長    大 場 和 正 
学 校 教 育 課 長    山 川 義 隆                  生 涯 学 習 課 長  大 江 雅 夫 
生 涯 ス ポ ー ツ                                    選挙管理委員会 
                  清 水 幹 也                   小 関 俊 也 
課 長                                    委 員 長 
選挙管理委員会 
            小 野 正 一                  監 査 委 員  國 分 政 嗣 
事 務 局 長 
監 査 委 員                  農 業 委 員 会 
          奥 山   栄                   斉 藤 純 一 
事 務 局 長                  会長職務代理者 
農 業 委 員 会                                    
          柏 倉   政                           



事 務 局 長                                    
 
              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
 
局      長  鈴 木 吉 郎         総 務 主 査  野 崎   勉 
主 査    沼 澤 順 子         主 査  佐 藤 嘉 信 
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議案第５５号平成１８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 



 
     開      議 
 
 
金 利寛委員長 おはようございます。ただいまの

出席委員は19名であります。欠席通告者はありま

せん。なお、渡部平八委員より少し遅れるとの連

絡がありました。また、本日は農業委員会より会

長職務代理者の斉藤純一君が出席しておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 
  それでは、これより決算特別委員会を開きます。 
  決算特別委員会に付託されました案件は、議案

第55号平成18年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第63号平成18年度新庄市水

道事業会計決算の認定についてまでの９件であり

ます。 
  これより審査に入ります。 
 
 
  議案第５５号平成１８年度新庄市 
  一般会計歳入歳出決算の認定につ 
  いて 
 
 
金 利寛委員長 初めに、議案第55号平成18年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 
  審査の方法につきましては、一般会計は歳入と

歳出を分けて質疑を行います。 
  質疑は、答弁を含め歳入と歳出それぞれ１人30

分以内といたします。極力関連質問ということで、

だんだんとそこから派生をしていかないようくれ

ぐれもよろしくお願いを申し上げます。 
  なお、質問は必ず 初にページ数、款項目、そ

して事業名などを具体的に示してから質問をする

ようにお願いを申し上げます。また、会議はおお

むね１時間に10分間の休憩をとりながら進めてま

いります。 
  それでは、質疑に入ります。 
  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 私のほうから二、三収入

についてお尋ねします。 
  52ページの第１款についてお尋ねします。この

前の監査報告含めて、それから成果の報告含めて、

努力はしているが、その成果というものは昨年よ

りも件数なり、そういう意味では上回っていると、

しかし現実的な金額については去年よりも下がっ

ているというふうなお話がありました。そういう

意味では、大変御苦労なさってここまでこぎつけ

ていただいたなということで、まず感謝を申し上

げたいというふうに思います。 
  そういう中で、17年度から18年度にかけて大変

なマイナス予算を組まなければならないと、特例

交付金が少なくなりまして、半額になりましたか

ら、そういう意味では大変だったんだなというふ

うにも思います。 
  そういう意味を込めましてお聞きしますが、第

１款の第１項、この中で不納欠損が2,600万、そし

て収入未済額４億7,400というような状況であり

ますし、それからずっと下に行きまして１款の２

項固定資産税という項目についてまずお尋ねしま

す。この不納欠損の中身と、それから収入未済額、

これらについて、そして収入未済額については今

後の見通しなども含めてお話しいただきたいとい

うふうに思います。まず、１款の１の市税、それ

から固定資産税の件についてお尋ねをします。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 固定資産税の不納欠損の内容で

ございますけれども、固定資産税の不納欠損につ

きましては３通りの不納欠損がございます。地方

税法第18条による不納欠損、同じく第15条の７第



４項による不納欠損、第15条の７第５項による不

納欠損、３つございます。 
  第18条の不納欠損でございますけれども、これ

は５年経過しまして、時効による不納欠損でござ

います。15条の７第４項につきましては、執行停

止をかけてから３年経過したことによる不納欠損、

第15条の７第５項の不納欠損は即時不納欠損とい

うふうに区分されております。 
  固定資産税でございますけれども、件数で申し

上げますと83件556万5,132円、それから第15条の

７第４項、執行停止から３年経過でございますけ

れども、これが72件、金額が252万7,943円、それ

から15条の７第５項、即時欠損でございますが、

31件で805万8,347円でございます。 
  次に、未納額、未済額でございますけれども、

これにつきましては個々のデータ持ち合わせてご

ざいませんので、一般会計並びに市税全体に関わ

るものになりますけれども、平成18年度50万以上

の滞納者でございますけれども、53名、ちなみに

平成17年度の人数も53名でございます。18年度の

内訳でございますけれども、合計で7,354万円、17

年度が7,743万円でございますので、17年度と比較

しますと、金額、率とも若干ではございますけれ

ども好転の傾向にございます。 
 以上です。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 未済額の今後はどのよう

な対応なされるかを１つお聞かせください。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 税収を上げるためには、現年度

であれ滞納繰り越し分であれ、極力納付していた

だくという点では、金額的には同じなんですけれ

ども、できるだけ滞納繰り越しの額を減らす方向

で税務課としましては収納対策を行っております。 
  と申しますのは、とにかく滞納繰り越しの金額

を毎年少なくすることで結果的に収納率の向上が

わずかずつでも図られるのではないか、そういっ

た観点で現在収納対策を行ってございます。 
  以上です。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 時効なり、そういう条件

があって不納欠損にせざるを得ないという１つの

自然現象もあるようですが、それに至るまでの努

力というのはどういうことをなさっていたのでし

ょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 時効を成立させない要件としま

しては、滞納処分を行い時効を中断させる方法が

通常とられるわけでございます。 
  しかしながら、滞納処分、いわゆる差し押さえ

でございますけれども、税額に見合う差し押さえ

物件なかなか適当なものがないというケースがか

なりございまして、例えて言いますと、10万、20

万の滞納で、価値としては数百万とか、場合によ

ったら数千万単位に及ぶ不動産等を差し押さえる

ということは現実的にはできないわけでございま

す。そういったことで、あとは不動産につきまし

ては、実際そういった財産はあるんですけれども、

もう既に実勢価格を上回る抵当権が設定されてい

る、根抵当等が設定されている場合には、差し押

さえを行っても、実際問題として税収の増には結

びつかないという例が正直言ってほとんどでござ

います。 
  税務課といたしましては、従来そういったこと

で不動産を中心に差し押さえの検討を行ってきた

わけでございますけれども、今後につきましては

動産の差し押さえについても行えないかというこ

とで、現在検討を始めたところでございます。多

分換価価値という観点から考えますと、金額的に

はそんなに大きな効果は期待できない面もあるか

もしれませんが、やはり負担の公平という観点か

ら考えますと、できる限りやはり一たん課税され



た税は納付していただくと、そういったことも必

要だと思いますんで、全国で県税で申し上げます

と山形県が一番 初にやったんですが、動産を差

し押さえして公売をインターネットでやると。実

際現物を引き揚げてきて市で公売するというふう

な方法になりますと、保管なりあるいはそういっ

た周知なりでいろいろ限界がございますんで、県

等のやり方をこれからいろいろ勉強いたしまして、

インターネットによる公売を前提にしました動産

の差し押さえができないかということを今後積極

的に検討してまいりたいと思います。 
  以上です。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） そういう方向で幾らかで

もやっぱり収入を拡大してほしいなというふうに

思います。あと今の社会情勢の中で、失業をした

り、そういう払いたくても払えない、それから経

営が困難になって倒産してそこの場所にいられな

いというような状況も社会情勢的には加味してい

るということで成果表にも書かれておるわけです

が、そういう意味合いでの年度で見ますと、17年

度より18年度のほうが収入が上がっているという

ふうなことで、そういう今お話しされた経過もあ

るのかなということで、御苦労さんですというこ

とを申し上げたいというふうに思います。それら

については、やっぱりお互いに払うほうといただ

くほうということになるわけですが、そういう情

勢も含めて考えますと、大変これは難しい問題だ

と。しかし、努力してそれを遂行するというよう

な意見でありますから、この件については今後も

なお一層努力してほしいと要望申し上げておきま

す。 
  それから、入湯税について１款の６項にあるわ

けですが、これは今現在支払われているんですが、

その前段ということで理解していいわけですか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 入湯税の納税義務者、事業所が

４事業所ございます。うち１つについては、まだ

事業の廃止届しておりませんけれども、実際には

全く営業をしていないという状況でございまして、

この収入未済額並びに不納欠損額に計上されてい

る数字は４事業者のうちの１事業者でございます。 
  申告につきましては、税務課の担当が足を運び

まして申告をさせてはいるんですけれども、非常

に経営不振が続いてございまして、なかなか先ほ

ど申し上げましたように滞納処分に適当な物件が

ないと、そういった状況でございますので、一部

不納欠損にならざるを得なかったという事情でご

ざいます。 
  どうか御理解をお願い申し上げます。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） この項目はどこに入るか

ちょっとわからないんですけども、北本町の大型

ショッピングの結果はどうなったのでございまし

ょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 会社自体はもう破産してしまっ

たわけですけれども、現に物件がございますので、

毎年固定資産税については課税せざるを得ないと

いう状況になってございます。当然納付について

はできる状況にはございません。 
  以上です。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） それも駅前にもあるわけ

ですから、大変だなというように思うんですけど

も、引き続き御努力をお願いしたいというふうに

思います。 
  それから、ページ66なんですけども、けさも新

聞などに書いておりましたが、保育料なり、そう

いう給食代なりというものが納められないという

状況が出ているようであります。18年度において



そういう実態はいかがでしょうか。 
金 利寛委員長 今田雄三委員、款と項目もう一回、

わからないそうですから。 
１２番（今田雄三委員） 教育関係ということで66

ページと申し上げたんですけども、今までそうい

うものを受け取っているとこがちょっとこの項目

の中でわからないんで、お聞きしながら質問して

いるわけですが、どの項目に入れば質問できます

か。 
金 利寛委員長 款項目がちょっとわからないよう

でしたら、後ほど担当のほうにお聞き願えればあ

りがたいというふうに思います。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 具体的に保育料という収

入はどこで入るか。一般のほうに入るのか、そこ

ら辺がちょっと私もわかりませんが、その点も含

めてちょっとお聞きしたかったんですけども、そ

ういう実態がないということのようで皆さんから

もお答えがないのかなというふうに思いますから、

そういう意味合いでいくと大変すばらしいんです

けども、これが19年度なりの決算になりますとや

はり出ているというようなことも前段までのいろ

いろなやり取りの中で出ているようですから、そ

の点でまた改めてお聞きすることにして、私の質

問を終わります。 
  以上です。 
金 利寛委員長 他に歳入について質疑ありません

か。 
３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 
３ 番（斎藤義昭委員） 52ページの市税、１款２

項固定資産税についてお聞きしたいと思います。 
  この固定資産税については、昨年に比較して１

億3,000万ほど減額になっておりますけれども、未

済額のほうに大体5,000万ぐらい増えているにし

ても、7,000万から8,000万ぐらい減額になってい

るんですね。この額について、今こういう状況の

中で、格差とか地方切り捨てとか、そういうふう

にあらゆる面で影響を受けているわけであります

けれども、まず大きな要因としては新たに課税す

る物件の建立がないということが考えられます。 
  それから２つ目は、17年にこれは固定資産税の

見直し、評価の見直しやったのは17年ですか。た

だ、その評価によって価格が低下したということ

も考えられます。この大きな額の減額になった要

因はどういう要因なのか、これ１つ。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 一般会計の税全体に共通するこ

となんですが、税自体は一般会計だけではなくて、

特別会計の税もございます。一番大きなものが国

民健康保険税。正直申し上げまして、国保の税率

が非常に、現年度につきましては17年度を上回る

ことができたんですが、かなり納税室の職員、国

保に精力を注いで収納対策を行ってございます。

そういったことが一般会計の収入率の伸びに影響

を与えているという状況が現にございます。これ

が一般会計の税全体に共通する課題の１つでござ

います。 
  もう一つは、見直しによって全体的に税額自体

は下がっておるんですけれども、皆さん御案内の

とおり近年の景気低迷や郊外への大型店の進出等

がございまして、中心商店街の地盤沈下が著しく

進んでございます。 近もしにせ店舗の倒産等が

あったんですが、こういったことが固定資産税に

見合う収益をなかなか生み出しにくい状況が多く

の事業者に見受けられます。そういったことが固

定資産税、一般会計の中では固定資産税だけが前

年を下回ってしまったんですが、そういった影響

が顕著にあらわれたのが固定資産税であると、そ

ういうふうにとらえてございます。 
  以上です。 
３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 
３ 番（斎藤義昭委員） すべての面でこういうよ



うに相当大きな落ち込みになっておるわけで、こ

のまま推移しますと10年か十二、三年で半額にな

るような気がするんですよね。 
  だから、これからやっぱりどうやって活性化し

てこの固定資産税を上げるようにしなきゃならな

いか、これは別の問題で、後で今回の議会でなく

私は話したいと思いますけれども、いずれにして

も今この格差、切り捨てがもう一番大きい原因で

こういうようになっているわけです。 
  だから、それからこの未済額にしても、これは

コピアの分が五千二、三百万の分については相当

大きな面が入っていると思いますけれども、先ほ

ど発言がありましたように、この問題もいずれは

解決しなけりゃならない問題じゃないかなと思い

ます、これは。やっぱり未済額なりどんどんと大

きくなって、調定額が大きくなるわけですよ、額

が。こういう帳面を汚すようなものをいずれ解決

せねばならない問題だから何か考えなきゃならな

いと思うんですが、その辺は今答えは出ないと思

いますけれども、努力していただくように要望し

て、まず終わります。 
  以上です。 
金 利寛委員長 他に歳入についての質疑ありませ

んか。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） 先ほどの新庄ショッピン

グビルについての固定資産税の件なんですけども、

こういう質問をして果たして答えていただけるの

かどうかちょっとわかんないんですけども、一応

させていただきます。 
  今空きビルになっている資産評価額が10億

8,000万ということで、そこから割り出した固定資

産税額なのでしょうか、１款の２項固定資産税の

部分ですけども。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 個々の納税義務者の情報に関わ

る御質問でございますので、税務職員の守秘義務

上お答えは差し控えさせていただきたいと思いま

す。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） これから納税するであろ

う人からきのうちょっとお話を伺って、これを決

算委員会の際にしゃべっていいかということで確

認しましたところ、ぜひ表に出してもらっても構

わないということだったので言わせていただきま

すが、ダイエー開店当初の評価額が12億6,000万だ

ったと伺いました。それで、今もう時代がこうい

うふうな大変な状況になっていて、それでかなり

もう時間もたっていて、もう中心商店街がこれぐ

らい落ち込んでいる中で、評価額が10億8,000万と

いう何か常識的には考えられないような評価額な

んですけども、そこから固定資産税を何か算出さ

れると、これからのビルの運営自体にも非常に関

わってくるんじゃないかなと思ってあれなんです

けども、固定資産税というのはもう何ともならな

いあれなんでしょうか、ならないとは思うんです

けども。何とか軽減とか……それも無理だとは思

うんですけど、何か助けるような方策はないもん

でしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 先ほど申し上げましたように、

個々の内容についてはお答えできませんけれども、

評価替えの度に 近は評価額、税額とも下落して

ございます。リニューアル等をしない限りは土地

も家屋も下がっていくという傾向にございます。 
  今御質問の税の減免でございますけれども、税

法上のそういった特別な扱いというのは現在の制

度ではできないというふうなお答えになります。 
  以上です。 
金 利寛委員長 他に歳入について質疑ございませ

んか。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 



金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書の29ページで、

市税の未納が約5,600万円も増えていると。そのこ

とと、あと保育所入所負担金、公営住宅使用料な

どが前年比で50万円増えているというところがあ

りますが、この増えている理由は、今税務課長さ

んのほうからまず国保税が、はっきり言いません

けど、高いということとそれの収納が大変だとい

うことと、それから景気の低迷、また郊外の大型

店出店による市内商店での収益が生み出せない、

そういう収入減というか、そこがあるというふう

に言っていますが、増税、国策による増税、これ

もあると思います。庶民のほうは懐が非常に寂し

くなっている、非常に厳しくなっているのに、国

策では負担が増えている、そこら辺の影響はどの

ように見ておられるか、お願いします。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 平成17年度と18年度を比較した

場合に、税制改正が行われて影響が生じてきた部

分というのは、特別減税の分でございます。17年

度は15％の特別減税がございましたが、18年度は

半分の7.5％、すなわちその分だけ市の税額が調定

額が増えているというふうになりますけれども、

個人市民税に関して申し上げますと、17年度の収

納率が97.95、18年度が98.18ということで、逆に

18年度のほうがアップしてございます。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 個人の市民税で言うと、

税は上がったけれども、今のお答えでいくと払う

方々が割合が増えて頑張って払っていただいてい

るということだと思います。それはそれで関係者

の努力がかなりあったというふうに思います。 
  しかし、大きく見れば、景気の低迷の中で、そ

こだけ上がっても、結局全体的に税が払えないと

いうか、そこが払えても別の税が払えないという

形になってしまっているんではないかなと思うん

です。 
  また、今税制改正で定率減税の半減による増税

という指摘がありました。もう一つ、高齢者への

増税もあったのではないでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 大変失礼いたしました。確かに

老年者控除50万の廃止等もございました。 
  なお、個人市税が上がっても他の税全体でとい

うふうなお話ございましたが、一般会計の税、そ

れから国民健康保険税合わせましてトータルで比

較いたしましても、現年度分では17年度が96.10％、

18年度が96.17％ということで、わずかではござい

ますけれども、収納率はアップしてございます。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） その理由というのは、や

はり職員の頑張りというか、そういうとこがある

んでしょうか。 
  それとあと先ほどおっしゃった固定資産税の大

きな滞納というか、そこがやっぱり市税全体で未

納が増えている、そこから来ているんでしょうか。 
  それからもう一つは、保育所入所負担金、公営

住宅使用料などが前年比で未納が増えているとい

うことであります。これは、保育所の入所負担金

の未納が多いということについては、全国的にも

政府、国会の場でも公表されたりしているようで

すけども、その対策といいますか、それはどのよ

うに考えておられるのか。本当に収納向上だけで

なるのか、その点いかがでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 固定資産税に与えている影響と

いう御質問でございますけれども、確かに大型店

等の倒産により、そっくりその分が固定資産税が

未納になっているという現実は収納率に大きな影



響があるというふうに考えてございます。 
  以上です。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 保育料関係でございますが、

収納率申し上げますと、18年度は98.27、これ現年

分です、17年度99.47、収納率が下がっているとい

うことであります。 
  対策ということになりますが、先日県内の市町

村の調査がございましたが、中には督促状あるい

は催告状を発行していないという自治体もござい

ましたが、本市の場合は毎月１回督促状を送付し、

３カ月未納者に対しては催告状を送付すると。時

に応じましては、直接電話あるいは訪問あるいは

保育所長からの催告というような手立てもとって

おります。ただ、ある市では、保育料を納めない

方については入所を拒否するというような山形市

あるいは高知市などの報道がございましたが、こ

れは厚労省から児童福祉法に違反するという決定

がなされております。 
  したがいまして、職員が日頃頑張って保育料を

納めてもらうと。でないと不公平感が出るという

ことになろうかと思います。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 保育料を納めない場合は

入所を断るということがこれはやってはいけない

ということが言われたということであります。そ

れを聞いてほっとするわけですが、保育料を払え

ないという方の背景を考えてみると、お金持ちで

ありながら払えないという方は少ないというか、

ほとんどいないんじゃないかと思うんです。やは

り子育ての中で一番親が負担に思うのは何かと言

われている質問に対して、幼稚園の負担金とか保

育所の負担金、これが大きいと言われています。 
  そういう意味で、これを払えるような基準に見

直してあげるあるいは減額できる措置も持ってお

くというか、減額や免除でしょうか、措置という

か、そういうことが子育て支援として必要なので

はないかと思うんです。やはり保育所に入れると

いうことは、働かなければならない親たち、だか

ら保育所にお願いするわけで、そこを払えないで

いることの低所得の状況といいますか、あるんだ

と思うんです。若い人、特にこのごろはパートば

かりですから、仕事が、そういう意味で保育料が

払えなくて苦しんでおられるその親の気持ちを考

えたときに、保育料の見直しを、全体ではなくて、

わずか２％か１％のほんのわずかかもしれません、

そこの方々が安心して保育所に子供を連れていけ

るように保障できるというか、それが子育てとし

て、あと一歩、ほんの少しでいいと思うんですけ

ども、市の手立てが必要なのではないかと思うん

ですが、どうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 子育て支援という立場から

は、保育所の存在といいますか、大変大きいもの

があるというふうに思っています。 
  保育料の負担につきましては、10段階に分かれ

ておりまして、ゼロ円の方もおいでになります。

これは、所得税あるいは市民税に応じて負担して

いただくということになっております。 
  先ほど申し上げましたように、やっぱり不公平

感があってはうまくないというふうに考えます。

したがって、それぞれの能力といいますか、所得

に応じてそれぞれの負担をしていただくというの

が当然の考え方だと思います。 
  また、滞納者につきましては、相談に職員が応

じております。保育所を出てからあるいは学校に

入ってからも滞納しておられる方もいらっしゃい

ますので、そういう方々についてもそれぞれ少し

ずつ納付してもらうとか、そういう努力はしてお

るつもりでございます。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 



金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 不公平感ということでは、

それもあるかもしれません。 
  しかし、ほんのわずかでありますが、払えない

状況がやっぱりある。収入が、所得税とか、 近

税金も上がっておりますし、税金が上がっている

中で、収入は増えていないのに税金や負担ばかり

が上がっている中で、やはり保育料に持っていけ

ないというか、そういう親の姿が見えるような気

がするんです。 
  そういう意味では、貧困に陥っているともはっ

きり言えるんではないかと思うんです。そういう

貧困に陥っている親が少しでもほっとできるよう

に市のほうで手助けしてやるというか、手を差し

伸べるというか、そういう枠を持っていていいの

ではないかと思うんです。それは、もちろん税務

課長もおっしゃるようにあらゆる手立てを使って、

福祉事務所長もおっしゃっているようにさまざま

な手を使いながら払えないだろうかといろいろ相

談に乗る中で、よく調べてお聞きする必要がある

わけなんですけど、払わない親が悪いなんていう

言い方ではなくて、やはり払えない状況があると

いうことをよく把握してみればあると思うんです。 
  私の知っている方も……そういう意味で…… 
金 利寛委員長 10段階にということの話を受けた

上での話をしていただいて。派生しています、広

がっています。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長のお話なので、こ

れ以上お話進まないようなんで、要望したいと思

います。 
  払えない方を救うような子育て支援の保育料の

見直しというか、それを検討していただくという

ことも必要なんでないかというここでお願いした

いというところです。 
  次に、決算62ページの14款で国庫負担金、国庫

補助がずっとそれから載っております。その中で、

児童手当支給のことも国庫補助のほうに載ってお

ります。これは、結局制度は前進したけれども、

児童手当は前進したけども、結局国の負担が国庫

補助が減っているということがないのか、あった

ように予算のときに聞いていますが、そういった

こと。 
  そして、結局市の負担が増えているというふう

に感じているわけなんですが、予算のときに指摘

させていただきましたけど、決算でやはりそうだ

ったのか、もう一度再びお聞きしたいと思います。 
金 利寛委員長 ページと款項目を言ってください。 
２ 番（佐藤悦子委員） 決算62ページの14款です

が、そこから国庫負担金、国庫補助のことがずっ

と載っております。その中で、特に児童手当支給

の項目があります。これについてですが、これが

制度は拡大したけど、市の持ち出しが増え、国の

補助が減ったということではないのかということ

です。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 児童手当の件についてでご

ざいますが、範囲の拡大、17年度までは小学校３

年生、18年度は６年生までという拡大をしており

ます。したがいまして、支給額全体としては五千

数百万ほど上がっております。 
  負担については、いろいろですね、分かれてい

まして、例えば被用者、非被用者、特例給付、こ

れが３歳未満、３歳以上が被用者、非被用者とい

うふうになっておりまして、国の負担が10分の８、

３分の１、特例給付は10分の10、３歳以上被用者

は３分の１、非被用者は３分の１等18年度分につ

いては把握しておりますが、前からの比較につき

ましては手元に資料ございませんので、後ほどお

答えしたいと思います。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） この国庫負担金、特に児

童手当支給に関わる国庫補助についてなんですが、

予算のときに言わせていただいたんですが、今所

長がおっしゃったように事業は非常に拡大されて、



受け取る側、親たちをほっとさせているような感

じなんですけども、しかし国の負担が17年度まで

は３分の２あったらしいんです。それが３分の１

に18年度減ったということでした。国の負担が減

った分が県と市の負担になりまして、市の負担が

増えたということを聞いています。 
  これは、国が政策だけ出して、やれと命ずるの

はいいんですけど、そのお金をよこさない、結局

自治体の首を締めるというか、そういうやり方は

ちょっとまずいというか、自治体としては自分た

ちが本当は、地方分権と言うわけですから、地方

がやりたいことをやるのを保障していくのが地方

分権と私は理解していますが、それに逆行するよ

うに金はよこさず仕事だけよこすと、こういうこ

とのあらわれのような気がいたします。このこと

は、やはり非常に大きな問題だと思いますし、こ

ういう地方自治体いじめのようなやり方はやめて

いただきたい。直して国庫補助を増やすべきでな

いかと。政策を国が決めたなら、国の補助を出し

て多く増やすべきではないかというふうに強く言

う必要があると思うんですけど、どうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 市の負担が増えるというこ

とは、当然遺憾だというふうに思っています。 
  以前に星川委員からも御質問ありました児童扶

養手当の件につきましても、13年度までは市が４

分の１の負担であったのが18年度から３分の２の

負担になったというようなこともございます。 
  したがいまして、そういうことにならないよう

にあるいはそういう制度ができてからもいろんな

機会をとらえて要望してまいりたいと、そういう

ふうに考えます。 
坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 
金 利寛委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 16年、一部15年ですけど

も、16年度から三位一体改革が行われていると。

その仕組みは、御存じのように補助金の削減、そ

れから税源の移譲、それから地方交付税の改革と

いう三本柱です。 
  補助金改革、この16年から18年まで３年間で４

兆7,000億円が減らされたということであります。

それにかわって税源移譲が地方に３億円と。一方

で、交付金改革が５兆円というそれを３年間でや

ってきたわけですが、今御指摘の児童扶養手当を

含む補助金は、その補助金の削減廃止等々に該当

しています。市税へのはね返りは約２億8,000万、

それにかわる財源としまして所得譲与税で手当て

をされています。18年度決算で２億7,100万円ほど

のっています。御指摘のその児童扶養手当につい

ては、その他に地方特例交付金でも手当てをされ

ています。 
  したがって、補助金改革で手当の率あるいは削

減されたものは、税源移譲あるいは特例交付金で

カバーされているという仕組みになっていますの

で、御理解をください。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 今政策経営課長のほうか

ら児童手当支給事業について、国庫補助が減らさ

れたけども、税源移譲と特例交付金などですべて

カバーされているんでないかというお話でした。 
  しかし、その数字的なところは本当に細かくて

難しいところなんですけど、私なりに予算のとき

の範囲ではこのように考えました。これでどうな

のかと。まず、17年度から18年度までの国の負担

が３分の２だったのが３分の１に減ったわけです。

減った分が県と市の負担になりました。市の負担

は、その分が4,034万円、約4,000万円、市の負担

がその分増えております。小学校４年生から６年

生までの新しく拡大になったところの市の負担と

いうのは約2,300万円です。これは、合わせますと

6,400万円負担が増えています。税源移譲は3,000

万円でした。先ほど政策経営課長が特例交付金が

来ているということなんですが、私はそこを見て

いなくて、3,400万市の持ち出しになったんだなと



予算のときにとらえております。特例交付金が

3,400万円くらい来たとはっきり言えるんですか。 
坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 
金 利寛委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 私がお話ししたのは、国

の大きなそういった改革の大枠を言ったわけであ

りまして、個々の事業でどのやつがどの程度削減

されて、どの程度市の持ち出しが増えて、それに

対する税源移譲されたものをどの程度充てたかと

いう個別のお話はしていません。 
  ただ、特例交付金1,000万円を合わせると、削減

された額は、予算で指摘されたあるいは今御指摘

された額よりも全然違う額でございますので、で

きるだけそういったギャップが出ないような配慮

は、予算のあるいは対策の中でなされているもの

だというふうに考えています。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） きのう文教厚生常任委員

会でも勉強になりました。国庫負担が減らされて

一般財源化というふうに交付金などで行くよとい

うふうに言われたとして、 初のときにはしばら

くは自治体なりで今までどおりお金を出すことが

できるけれども、いつの間にかそれがだんだん減

っていく傾向に非常に強い傾向としてあるんだと、

特に地方債が増えた場合などはと。こういう資料

をきのう見せていただきまして、大変勉強になっ

たわけです。 
  やはり国がやると言った政策を明確に補助金と

いうことではっきり出しておかないと、自治体に

とってそれができなくなっていくことが多い、長

い目で見ますと。そうしなくてよくなっていくと

いうか。これの場合は法律で決められているそう

ですから、出さないわけにはいかないということ

になるんでしょうけども、法律で決めていれば、

なおさらやはり補助金ということでしっかり色を

つけてよこすと、こういうことがやはり大事なん

だなということを改めて思いましたし、新庄市の

場合もどれが交付金で、市の持ち出しがどうかと

いうのはここではなかなかわからない中で出しに

くくなっていくというか、そんな気がして、やは

り国庫補助は減らしてはならないと、強力にやっ

ていただきたい。国が決めたものは、すべての国

民が必ず受けられるように国が責任を持って金を

出せと、こういう姿勢をやはり強めて、はね返し

ていくような運動にしていく必要があると思いま

すので、その立場で働きかけを強めていただきた

いと思います。 
  三位一体改革についてですけど、今政策経営課

長のほうで全体的に国庫補助が大きく言って約マ

イナス５兆円、地方交付税がマイナス５兆円、そ

して税源移譲がわずか３兆円ということで、大き

く見ればかなり税収の少ない、景気の上がらない

地方都市、地方都市と言えるか、地方自治体にと

って非常に割の合わない施策であるということが

大きな目で見てはっきりしてきているのではない

かと思います。そういう意味では、もとに戻せと

いうことも含めて言っていただきたいんですが、

いかがでしょうか。 
坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 
金 利寛委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 地方六団体では、もとに

戻せということではなくて、確かに国のそういっ

た三位一体改革の先行する中でですね、補助金削

減が多かったり、それに税源移譲が追いついてい

かなかったりということで、やっぱり多少のゆが

みといいますか、ひずみといいますか、国のペー

スでやられた感じがしないわけではありません。 
  そういったことで、地方六団体がそういったバ

ランスがとれて、地方に負担がしわ寄せ来ないよ

うにということで、７つの提言ということを国に

申してございます。そういった地方分権の流れと

して、税源移譲あるいは地方の格差がない税源の

配分、税の配分、それから地方交付税は本来 初

から地方によこす税だということで、地方共有税

構想とか、そういった地方の立場で国に要求して



ございますので、そういった立場で新庄市も一緒

になって要望していきたいということでやってき

ましたし、これからもやっていきたいということ

であります。 
金 利寛委員長 ただいまから10分間休憩するわけ

でありますが、歳入について質疑ある方、大変済

みませんけど、挙手願えればありがたいと思うの

ですが、他の方で。 
   （挙手あり） 
金 利寛委員長 はい、わかりました。 
  じゃ、ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１１時００分 休憩 
     午前１１時１０分 開議 
 
金 利寛委員長 休憩を解いて再開します。 
  歳入について質疑ありませんか。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） １点だけお聞きいたしま

す。 
  ページ数は52ページ、１款の４項たばこ税につ

いて少々お聞きいたしたいと思います。52ページ

です。当初予算が３億2,800万、補正が150万足さ

れております、３億3,000万。今回の決算では３億

3,700万、かなり増額になっております。本市につ

いては大変結構なんですけれども、なぜこのよう

に増えたのかというこの理由ですね、感触でも結

構です。それ１点お聞きします。 
  さらに、備考にあります手持品課税分157万

1,000円計上されております。この内容についてま

ずお聞きいたします。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 たばこ税増の理由でございます

けれども、昨今の健康志向によりまして、売り上

げ本数自体は年々減少してございます。 
  しかしながら、18年７月１日で税率の引き上げ

がございました。その影響で補正予算が組まれた

ものでございます。 
  なお、手持品課税分の内容でございますけれど

も、申し訳ございません、ちょっと今手元に資料

等ございませんので、後ほどお答えさせていただ

きたいと思います。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 今の御説明ですと、売り

上げ本数が減っている。ただ、課税分が増えたの

で増収になったというような御説明でございます

が、私から見れば、やはり喫煙する方が高齢に従

って減っているようであります。 
  しかし、若い方がですね、結構たばこを吸われ

ている方が多い。ですから、税分が多くなったか

ら増収ということばかりではないのじゃないのか

なというふうには見ております。 
  そんな中で、実際私たちたばこを買うわけです。

昔からの市内のお店屋さんで買う分には何ら問題

がないと思うんですけども、 近スーパーやコン

ビニ等でどこもたばこを販売いたしております。

このスーパーあるいはコンビニ等の売り上げから

新庄市のほうにたばこ税としてきちんと納税にな

っているのかどうなのか。私も３年ぐらい前だっ

たのかな、１回お聞きしたときあるんです。その

ときも何か明快な回答を得られなかったような気

がいたしますので、現課長はどのように御理解し

ているんでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 現在新庄市に申告納税している

義務者が全部で７社ございます。一般的には個々

の納税義務者についてはお答えできないんですが、

日本たばこであれば差し支えないと思いますんで、

日本たばこを含んで７社が申告納税を行ってござ

います。金額のほとんどは日本たばこでございま

す。 



  先般たばこ組合の会議がございまして、その中

でたばこ組合の役員の方がおっしゃっておった中

身なんですが、たばこはできるだけ地元で買って

くださいというようなお願い、一時期非常に出稼

ぎ等で地元で買っていってくれというような運動

も盛んだったんですが、そういったことをおっし

ゃっておりました。 
  したがいまして、できるだけやはり地元で購入

していただければ、新庄市の税収も増える要素に

なると思いますけれども、ただいま申し上げまし

たようにこの７社からですね、一般的に小売、コ

ンビニとか一般のたばこの小売ございますけれど

も、どのそういった小売店がどこから仕入れてい

るのかというところまでは、申し訳ございません

が、税務課といたしましては把握いたしておりま

せん。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 日本たばこ公社、元の専

売公社ですけども、そこは確かにわかりますが、

そこが製造元であって、販売元というふうに伺っ

ておりますが、それは７社のうちの１社であると。

その他の６社、個人名は言われないと思うんです

けれども、これは外国製たばこの取り扱い店とか、

そういう類のある輸入元とか、それらも関係して

おるんでしょうか、どうでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 日本たばこがほとんどの本数、

全部でですね、たばこの総本数なんですが、１億

666万3,000本、1,000本未満は切り捨てになってい

るんですけども、この本数が税収の本数になって

ございます。このほとんどは日本たばこなんです

が、２番目に多い会社がございまして、この会社

につきましては約4,000本となっております。先般

の役員会の中でも出席者の中から同じような質問

ございまして、そのとき組合の方がお答えになっ

ておったんですが、この１社が輸入たばこを扱っ

ている会社だというふうなお答えがございました。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） １億とプラス4,000本、１

億4,000本ですか、これが新庄市で消費されている

ということのようですけれども、これの要するに

市としてはこの７社のほうに課税をするというこ

とのようですが、これ７社が新庄市に対して申告

でこれほど消費しましたんで、売り上げましたの

で納税しますというふうな仕組みになっているの

か、あるいは市側からあるデータに基づいて、あ

なたの会社はこれだけの課税義務がありますよと、

そういうふうに言われるのか、またその他に何か

あるんでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 たばこにつきましては、委員先

ほどおっしゃっておりましたが、専売による物品

でございまして、現在も非常に厳格な管理がなさ

れておるようでございます。 
  先般の組合の会議でも発言あったんですが、こ

の度のたばこの値上げに際しては、小売店の在庫

もすべて１本単位でチェックされたそうでござい

ます。そういった意味で、非常に在庫管理は厳し

い中で我々消費者の手に渡るというふうなシステ

ムがきちっと確立しておるわけでして、申告納税

につきましては自主的に７社から申告納税がなさ

れております。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 本市については、非常に

貴重な財源であります。まして３億3,000万ものお

金がまず何もしないでぽんと向こうからいただい

てくださいと言われているようなお金じゃないの

かなというふうに思います。 



  さて、私たち日常生活の中で、やはりいろんな

会議あるいはいろいろな集会ですね、そういうと

ころではもうほとんど禁煙が浸透しておりまして、

どこの場所もそういうふうになっているようであ

ります。本市の庁舎内も当然禁煙でございます。

庁舎内は仕方ないにしても、やはり私を含め職員

の皆さんもやはり１日いっぱいどこでも吸わない

というわけにはいかないわけです。どこかでやっ

ぱりたばこを吸っていらっしゃいます。そのうち

の私も一人です。 
  これ、一体どこでたばこを吸っているか執行部

の皆さん御存じでしょうか。だれか代表してお答

えください。 
武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 
金 利寛委員長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 市は、庁舎内禁煙で、敷地内禁

煙はしてございませんので、庁舎から離れた敷地

の余り市民の目につかないような場所で皆さん喫

煙をなさっているのが２階からちらちら見えます。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 総務課長もちらちら御存

じのようでありますか。大変話が早くていいと思

います。 
  やっぱりですね、私もいいか悪いか、裏のほう

の車庫というか自転車小屋ですかね、物置という

のか、その辺で吸わせてもらっているんですよ。

いかにも何か悪いことしているのか、犯罪行為に

見えるのか、あそこも素通しですんで、ある市民

の方が後ろから車で来て、「おまえら何しったな、

ここで」と。たばこを吸っているとも言えないん

でだまっていたら、のぞかれて、「ああ、ここで

おまえたちたばこ吸ってんなが」と、「情けねな。

何ぼ新庄市金ないと言っても、たばこを吸えば新

庄市にお金が入るんでしょう」というふうに言わ

れました。まさしく私もそうと思います。あそこ

はちょっとひどいじゃないですか。せっかく３億

7,000万も昨年度はいただいて、この立派な決算を

しているわけですから、これからでも結構ですか

ら、その喫煙場所というものをもう少しましな市

民が理解できるような場所にひとつ御検討をお願

いしたいと思いますが、検討する気ありますか、

どうでしょう、総務課長。 
武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 
金 利寛委員長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 庁舎内禁煙で、敷地内では喫煙

できますよというふうな形を示したときに、どこ

かに喫煙場所を設けるべきだろうというふうな御

意見も確かにありました。 
  ただ、勤務時間中に職場を離れてその場所で喫

煙をみんながしているというような形はやはりと

りたくないというようなことで、いわゆる喫煙場

所は設けないで、なるべく目立たないような形の

中で吸ってほしいと。 
  ただ、これが非常に目立って、職員たばこのみ

ばかりしているというような市民のいろいろな批

判があるとすれば、将来的には逆に敷地内禁煙も

やむを得ないのかなというふうな感触を持ってご

ざいます。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） やぶ蛇を突っついている

んじゃないんで、別に敷地内まで及ばなくても結

構です、庁舎内だけで。 
  確かにおっしゃるとおりだと思うんですよね。

休憩時間でもないのに職員があそこでたばこを吸

えば、やはり何しているんだというふうに言われ

がちなのは当たり前でしょう。 
  でも、10時、３時というのは何分か休憩入って

いるはずでしょうし、あるいはお昼は当然休憩時

間あるわけですから、その時間帯だけでもやはり

満足に吸えるようなところを考えていただかない

と、やっぱりだらしないと見えるほうがかえって

マイナスじゃないでしょうか。 
  余り言うといろいろ大変でしょうから、この辺

でやめますが、ひとつ要望とお願いを。ましてや



間もなく雪が降りますんで、あの眺めた場所では

ちょっとしんどいし、行くにも行けないというふ

うな事情が出てまいると思います。それらを含め

てひとつ御検討方をお願いして、終わります。 
金 利寛委員長 他に歳入について質疑ありません

か。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 ありませんね。じゃ、他に質疑な

しと認めます。 
  よって、歳入についての質疑を終結いたします。 
  次に、一般会計の歳出について質疑ありません

か。 
４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 
金 利寛委員長 小野周一委員。 
４ 番（小野周一委員） それでは、私から６点ほ

どお聞きしたいと思います。 
  まず、ページ数117ページ、３款２項１目のわら

すこ広場事業であります。全部言いますわ。次２

番目に、ページ数129ページの４款２項２目のバイ

オマス活用生ごみ収集事業。また、これに関連し

まして、139ページ、６款１項13目のバイオマス堆

肥製造事業費及び堆肥製造施設整備事業費。次に

４番目に、ページ数131ページ、６款１項１目の農

業委員会費事業ですね。次に、成果表の93ページ

の市民文化会館についてお聞きしたいと思います。

あとそれに主要施策成果表の105ページ及び106ペ

ージの東山スポーツハウスについて関連について

お聞きしたいと思います。 
  それでは、まずページ数117ページのわらすこ広

場管理運営事業についてですけども、これについ

ては主要施策の39ページにもいろいろ書かれてお

ります。「新庄市子育て支援計画」に基づき、子

どもが心豊に育つ環境整備及び子育て家庭保護者

の交流の場と、中心商店街活性化のため云々と書

いてあります。そして、いろいろこの議会の場で

も一般質問等で話し合いがなされているわけでご

ざいますけども、新庄ショッピングビルの破産に

より、平成18年度、19年３月31日をもって休止と

なっているわけでございますけども、やはり前段

で言いましたけれども、子供のためにですね、や

はり幾ら中心街の活性化とはいえ、本来の目的を

考えた場合、あのビルを、この間の一般質問の中

でもありましたけれども、民間の方々が買ってか

らでは私は遅いと思います。 
  答弁の中で、買っていただいた後に早急に再開

したいという答弁でありましたけれども、人が買

ったものに対して、口が悪いんですけども、当て

にしないでですね、やはり今あの近くに文化会館

なりプラザなりあるわけなんです。そういう方向

付けにどうして行けないのか、またどうしてその

ような方向に執行部として計画性を持っていけな

いのか、その点についてまず１点お聞きしたいと

思います。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 わらすこ広場の関係でござ

いますが、あそこがショッピングビルの４階が休

止になりましてから、すぐ４月の初めからわくわ

く新庄あるいは保健センター等で同じような事業

を展開しております。それが４月から現在までず

っと引き続いております。見込みとしては、当初

もう少し民間の方による購入が早まるのではない

かなという見通しを立てておりましたが、まだ決

定には至っていないという事情がございます。 
  当面としては、今申し上げましたわくわく新庄

あるいは他の施設においての事業を展開したいと

いうふうに考えております。購入後条件が整えば

再開したいという考えでございます。 
４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 
金 利寛委員長 小野周一委員。 
４ 番（小野周一委員） これは、ページ数の117

ページの937万幾らのやっぱり事業費が使われて

いるわけなんです。この事業を市の施設のほうに

やっぱり移管して使えば、相当数の子供なり親御

さんたちが助かると私は思うわけなんです。やは

り民間の……どこか私わかりませんけども、いつ



その場所を買おうとしているかわからないところ

に、やはりまた別な面でそのわらすこ広場を再開

していただきたいというのが私の願いであります。 
  次に、２番目の129ページの４款２項２目のバイ

オマス活用生ごみ収集事業費であります。これは、

亡き髙橋市長が公約でもありまして、新庄市の全

世帯を網羅した生ごみの収集を図ってという意味

で、このような全量堆肥127万ですか、増の決算に

なっているわけでございますけども、そういう中

でこの生ごみの収集に当たりましては、やはりエ

コプラザの焼却施設のメンテナンスやいろいろな

面の機械の延命または焼却処理費はどのくらい財

政にプラスになっているのか。どのくらいそうい

う費用対効果があらわれているのか。 
  といいますのは、これはあくまでも新庄市だけ

でこのような事業をするのではなくて、あそこを

利用している 上の町村に、新庄が一番そこを利

用しているわけなんですけども、どのような声か

けをしてこのような事業をなされているのか。や

はり新庄市単独でやっても、あそこのエコプラザ

の機械なり、そういうものに関しては、私はさほ

どそういうメンテナンスの費用なり、そういう処

理費は浮かないと思うわけでございますけども、

それらについてお聞きしたいと思います。 
  また、これに関連してですけども、139ページの

６款１項13目のバイオマス堆肥製造事業費680万、

これ半分が一般財源から出されているわけでござ

います。そういう中で、成果表を見ましても、成

果表は64ページですね、農家の10戸の方々にこの

堆肥を提供しているんですと書いてあります。前

年度は恐らく14戸の農家に提供していたと思いま

すけども、本当に目に見えた効果があらわれてい

るのか。 
  そしてまた、前私も言いましたけども、せっか

く新庄市の１つの花形として生ごみから堆肥をつ

くっているわけでございますけども、やはりまゆ

の郷にどうしてやはり重点的に農家に使わせない

のか。あそこには数多くの市民の方々が地産地消

も絡めて、恐らく安心安全だから買いに来ると思

うんですけども、どうしてあそこにこの生ごみ堆

肥に関する、バイオマスに関するＰＲ用の看板等

を設置してないのか。前はあったはずなんです、

あそこで。これからもしようとするならば、やは

り金のかからない市民にそのようなＰＲも必要で

はないかと私は思うんですけども、その点も伺い

たいと思います。 
  そしてまた、前からこれからできた堆肥は製品

化するということが検討するということが言われ

ております。幾ら休止したにせよ……休止という

か、縮小したにせよ、どのようにこれからもなさ

れていくのかお聞きしたいと思います。これ、課

長さんは新しくその担当になった方々ですので、

大変失礼なんですけども、その辺も含めてお聞き

したいと思います。 
  また、この堆肥製造に関しては、休止になりま

して、堆肥製造施設の整備事業費1,644万１千何が

しの金が決算で計上されているわけでございます

けども、このお金というものは、今休止になって

いるんですけども、これからこのお金が生きるの

か、それとも死に金になるのか。やはり今本当に

新庄あと二、三年我慢しなければならない大変な

財政危機であります。そうした場合、何年後再開

するか私はわかりませんけども、この1,600万とい

う金が死に金になるのか、その辺もお聞きしたい

と思います。 
  まず、この２点についてお聞きしたいと思いま

す。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 ただいまの129ページのバイ

オマス関係の生ごみ収集事業でございますが、こ

れは農林課と一体化とした事業で、製造のほうに

つきましては農林課のほうで事業をやっておりま

す。 
  中身としましては、生ごみの収集戸数として、

市内御希望されている方ぜひというふうな方で



550戸、年間で163トン収集いたしております。こ

れは、主要事業の55ページにも記載されていると

おりです。それのいろんな意味での費用対効果と

いうふうなことなんですが、エコプラザもがみに

搬入した場合、可燃ごみになりますが、１トン当

たり１万1,000円、ごみの収集量、投入量としては

１トン当たり１万1,000円の減額になるというふ

うに計算しております。これから単純に計算しま

すと179万円、この事業の単純なバイオマス活性生

ごみの収集事業としては179万円の減額なんです

が、18年度中に市内全戸で生ごみを収集してごみ

減につなげようというふうなことで計画しました。

215地区のうちの157地区で説明を申し上げまして、

年間2,400トンの堆肥を製造しようというふうな

ことで計画しましたが、その計画段階の2,400トン

を掛け算しますと、約3,000万ぐらいの分担金の減

になるのではないかというふうな試算しておりま

す。ただ、まるっきり3,000万減額になるのではな

くて、生ごみ堆肥化を全戸やるとすれば、ランニ

ングコスト、人件費、それから燃料代等々のラン

ニングコスト、年間のランニングコストについて

も収集も含めて約3,000万近い費用はかかるとい

うふうなことで始めております。 
  ただし、皆さんに御周知のとおりなんですが、

19年度公債費の関係もありまして、一たん休止と、

延期というふうな形とらせていただきましたが、

近い将来財源が充当できればという話になります

が、再開するにおいてもう少し継続させていただ

きたいというふうなことで現在継続しております。 
  堆肥の事業の中身につきましては、農林課長の

ほうからお願いしたいと思います。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 バイオマス推進費につきまし

て、バイオマスの堆肥製造事業につきましては、

先ほど歳入のほうで輪づくり交付金の国庫補助事

業で２分の１の事業でございます。これにつきま

しては、先ほど環境課長から説明がありました。

平成16年度からスタートしておりまして、いわゆ

るバイオマス技術、今の玉川大学のいろんな技術

の提供、いろんな指導を受けまして、生ごみ、牛

ふん、木材チップから堆肥を製造するというよう

な事業でございます。 
  先ほど質問の中で堆肥の農家の戸数10戸の提供

といいますか、各農家、いわゆる認定農家とか、

それから希望を受けましてですね、各学校の学校

畑、それから産直の会員であります会員の中から

希望を募って、今それを活用していると。 
  その活用の成果としましては、各学校でも当然

そのＰＲといいますか、生ごみでつくった堆肥だ

ということでＰＲをしていますし、あと産直の施

設の中でも今年からですね、産直のほうで生産物

にシールを、新庄くるりんというシールを張って

各消費者に提供しているというようなことで、今

後につきましてもそれをＰＲしていきたいなと思

います。 
  また、製品化するにはどういうふうにしたらい

いかということで、今延期しております堆肥化製

造事業につきましては、その中でいろいろ具体的

に詰めてまいりたいというふうに思います。 
  また、堆肥の製造施設の整備事業1,644万1,000

円につきましては、いろんな環境的な調査とか基

本設計あるいは実施設計とか調査しておりまして、

これにつきましては今後これをもとにですね、整

備していけるということで、無駄にはならないと

いうふうにとらえています。 
  以上です。 
４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 
金 利寛委員長 小野周一委員。 
４ 番（小野周一委員） じゃ、１つ、生ごみの結

局収集なんですけども、これ勘違いしていたらば

済みませんけども、恐らく鮭川村を除いて郡部の

方々はエコプラザもがみにごみを搬入しているわ

けなんですけども、新庄みたいな方法をとってく

ださいというそういう話し合いというか、持たれ

ているのか。やはり私は、新庄だけでも今回一生



懸命にやるにしても、やはりメンテナンスなり、

そういうものは、その機械の延命というのは限ら

れているんじゃないかと私は思うんです。やはり

合併はだめになっても、やることはやっぱり 上

は同じことをやるんですよということをやっても

らえれば大変ありがたく思うわけでございます。 
  あともう一つ、この堆肥なんですけども、前の

課長さんにも言ったんですけども、これは肥料じ

ゃないんだと、土壌改良剤なんだと、そういう意

味合いのことを言っております。そうした場合で

すね、ある程度毎年その農家なり、その団体が使

わせる方々がかわるがわるじゃなくて、例えば３

年なら３年、４年なら４年、やっぱりその効果が

あらわれるような使い方をさせてやったらどうか

なと私は思うわけです。先ほど言いましたまゆの

郷に対する看板ですけども、ぜひ恐らく……コン

パネでもいいです、何でもいいです、やっぱり新

庄でやっていれば、やっぱりそういうバイオマス

の堆肥でつくられた野菜ですよと、そうすればや

っぱり市民の方々にも恐らくいいＰＲになると思

います。どうかその辺お願いしたいと思います。 
  次に、ページ数131ページですか、６款農林水産

業費、１項農業費、１項１目の農業委員会費であ

ります。これは、成果表の57ページですか、ある

わけなんですけども、ここに２つほどの成果が詳

しく書かれているわけでございますけども、そう

いう中で決算の131ページ見ますと5,374万1,000

円、そのような決算額となっております。どうし

て私がこのようなことを聞くかといいますと、こ

の１年間我々議会について農業委員会の情報は一

件もありません。今日は職務代理者が来ておりま

すので、それは会長の代理だと思って私質問する

わけなんですけども、恐らく会長と職務代理者は

同じ考えだと思います。 
  そういう中で、新庄市において今まで、昨年度

ですね、何件ぐらいの農地転用があったか。とい

いますのは、恐らく職務代理者もわかると思いま

すけども、新庄市昭和60年以来農業振興の整備計

画見直しが県から認可を受けてからこの約20年間、

山形県で唯一整備計画の見直しを行っていない市

であります。そういう中で、例えばですよ、農業

振興地内の農地を転用する場合、どのような許可

が必要なのかまたは農業振興地内以外の、農振の

白地も同じなんですけども、どのような許可をも

って農業委員会では許可をなされているのか、お

聞きしたいと思います。 
  あともう一点、これは決算ですから、今年のこ

れ例なんですけども、今回の定例会においても４

件ほどの農業問題、ＷＴＯだとか農業問題に関す

る請願が上がってきております。昨年度農業委員

会として、農地法ばかりでなく、農政に関する、

今本当に非常に厳しい農家の現状であります。農

地法に関するばかりでなくて、農政に関してその

ような要望書なりのことを上部団体なりのほうに

上げられていたのか、そのことをお聞きしたいと

思います。 
柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 政。 
金 利寛委員長 農業委員会事務局長柏倉 政君。 
柏倉 政農業委員会事務局長 第１点目の主要成果

の件でございますけども、主要成果の57ページに

は２つしか上がっておりませんが、その他にも農

地法に基づく農地転用、それから農地の賃借、売

買、所有権移転、権利等の業務を行っております。

その中で農地転用の件でございますが、農地転用

には自分の土地を転用する４条申請と、あと他人

の土地を譲り受けてまたは借りて転用する５条申

請と２つございますが、４条申請については18年

度は９件ございまして、これは少ないんですが、

49アール面積にしてございます。内訳は、田んぼ

が34アールに畑が15アールとなっております。そ

れから、所有権移転を伴います権利異動に伴いま

す５条申請につきましては、18年度につきまして

は52件ございまして、田につきましては804アール、

８町歩ですね、畑につきましては272アール、２町

７反ということで、合計いたしますと10.76ヘクタ

ールの転用がございました。 



  それに関連してですね、農振農用地区域におけ

る転用というような御質問でございますけども、

農振農用地区域の転用につきましては、原則とし

て転用はできません。これは、農業振興計画の変

更を伴います。農振の白地につきましては、これ

は転用可能でございますけども、農用地区域につ

いては事業計画の変更を伴いますので、これは市

にその変更計画を前段で申請していただきまして、

それが認められますと、それには農業委員会だけ

じゃなくて、農協、土地改良区等の意見も聴取し

て農業振興計画の見直し、一部見直し等を行った

後に転用申請をしていただくという手続になりま

すので、それで農業振興計画の変更が 初に手続

が必要になります。 
  それと、請願の件でございましたけども、今回

４件ほど請願出されていますが、これにつきまし

ては…… 
   （「いや、これじゃなくて、その 
         ようなことが決算だから昨年 
         度そういう話し合いなされま 
         したかと、そういう農政に関 
         して」と呼ぶ者あり） 
柏倉 政農業委員会事務局長 農政に関してですね。

農政に関して、うちのほうは農業委員大会とか、

そういう場においては要請活動を行っております

けども、当市独自の農業委員会の要望、要請活動

は昨年度はございませんでした。 
  以上です。 
４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 
金 利寛委員長 小野周一委員。 
４ 番（小野周一委員） 農地転用を聞くというこ

とは、実はこれ東北農政局で出したあれなんです

けども、2005年に東北６県で農地の転用違反が445

件あったそうです。そして、毎年大体200件以上の

転用の違反があったそうです、これ統計なんです

けども。 
  しかし、それに対して、県とかそういう行政の

サイドでは、やっぱり原状回復させるのがほとん

どないそうです。だから、これだけやっぱり農地

法が形骸化しているというか、やっぱり農地法を

本当に熟慮している方々だったら、やっぱり農地

法に違反しても別に現状に復帰するとかそういう

のがないからこのように毎年多くの転用の違反が

あるということが新聞に載っておりました。だか

ら聞いた次第でありますので、農家の利益を守る

代表として唯一農業委員会でございますので、こ

れからも頑張っていただきたいと思います。 
  次に、ページ数が……成果表の93ページです。

市民文化会館についてなんですけども、93ページ

の２番目に各設備の保守点検結果がいろいろ細か

く書かれております。やはりあそこの文化会館は、

新庄市の文化芸術の振興の本当の中心的な役割を

果たす私は施設だと思っております。 
  そういう中で、４項目ほどが実施の月日なり書

かれているんですけども、ただ動作不良が生じて

いる、修理対応が難しくなっている、修理対応が

難しくなっている、摩耗劣化が見られるとかいろ

いろと書かれているんですけども、あとはフロン

の確保が難しくなりつつあるとか。やはりこうい

うことは早急に対応すべきではないかと私は思う

わけなんです。２番目のこの舞台照明設備ですか、

今回補正で335万4,000円ですか、これ補正なされ

たのは恐らくこのスポットライトの件だと私は思

うんですけども、やはり５月から12月ですか、わ

かっていたらもう少し早くやっぱり当初予算に上

げるとかして、市民の方々にやっぱり芸術に対す

る関心を、本当にあそこに行ったらよかったなと

いう思いをしてもらったらなお新庄の文化芸術が

高揚するのじゃないかと思うわけなんですけども、

これら以外の施設の管理なり整備ですか、ここに

列記されている、いつごろ早急になされるんです

か、幾ら金がないとはいえ。その点をお聞きした

いと思います。 
大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 
金 利寛委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 
大江雅夫生涯学習課長 今文化会館のさまざまな管



理面、これについて質問あったわけでございます。 
  前にも申しましたけれども、生涯学習施設では

市民文化会館が一番古い施設、築26年を経過して

おります。その間かなりの修繕の箇所も必要だと

いうふうなことで、保守点検についてはかなり万

全を期してはいるんですけども、やっぱり経年劣

化が見られるというふうなことで、私ども非常に

心配しておるところです。 
  それで、私のほうで文化会館に限らずですね、

各施設の中の修繕計画を現在立てております。そ

の中で市民文化会館につきましては、今この保守

点検とか維持管理するのに 低限必要な箇所とい

うのは一体どのぐらいあるんだろうというふうな

ところ見ましたら、一応緊急に修繕が必要だとい

うのはすべてで13項目ほどございました。概算な

んですけども、やっぱり額にいたしますと2,000

万弱ぐらいはかかるんであろうと。これ今回５カ

年計画をつくっております、平成20年から24年ま

でですね。それらを文化会館のみに関わらず、す

べての施設の中の５カ年計画を今調整しておりま

すので、そういう中で対応していきたいなという

ふうに考えているところです。 
  以上です。 
   （「ありがとうございました」と 
     呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 ただいまから１時まで休憩をいた

します。 
 
     午前１１時５８分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて午後から

の質疑に入りたいと思います。 
  一般会計の歳出について質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） まず、福祉で、「新庄の

福祉」というので今回渡されたもので、これも非

常に勉強になったもんですから、これもよろしい

でしょうか。 
  これで、「新庄の福祉」というこれの19ページ

に小規模作業所への補助金交付の成果が出ていま

すが、今後の見通しはどうでしょうか。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
２ 番（佐藤悦子委員） 「新庄の福祉」というの

がこれ、成果表ともちょっと違うんですけど、で

ありまして…… 
   （何事か呼ぶ者あり） 
２ 番（佐藤悦子委員） 済みません。そうですか。 
  まず、小規模作業所への補助金交付の今後の見

通しをお聞きしたいなと思ったんでした。 
金 利寛委員長 佐藤委員に申し上げますが、決算

の委員会に伴っての質疑ですから、資料がありま

せんのでお答えするわけにはいきません。角度を

変えて、款項目をしっかり言っていただいて質疑

に入っていただきたいというふうに思います。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 見つけるところまでいか

なかったので、次にいきます。 
  在宅老人福祉と関わって、特に福祉でなかった

んですけど、介護保険事業と関わりますそこに書

いてあるんですけど、介護保険事業として使われ

ている在宅老人福祉の独自の施策について…… 
金 利寛委員長 決算書の何ページの款項目をしっ

かり言っていただいてから。答弁するほうもそれ

なりに考えなくちゃだめですから、しっかり言っ

てから質疑してください。 
２ 番（佐藤悦子委員） 在宅老人福祉の……済み

ません、それに関わるので、267ページ、決算です

ね、４の２の５に介護保険事業に書いてあるんで

すけど、前はこれは…… 
金 利寛委員長 これは特別会計の介護のその議案

の中で質疑してください。 
２ 番（佐藤悦子委員） 介護保険のときにそこに

関わるところということで質問していきたいと思



います。 
  では、どう節約するかという立場からですけど

も、成果の74ページですか、沼田角沢線の事業と

いうのがありまして、予算は１億5,000万円でした

けども、１億4,000万円となっています、大体。こ

れについて、今後の見通しといいますか、今後の

見通し、これから続けていくおつもりなのか、そ

してそれから金額、今後の見通し、先の金額どの

ように見ておられるのか。なぜこんなことを聞く

かといいますと、これが本当に必要なのかという

点で、この財政難の状況の中で中止すべきもので

はなかったかという点でお願いします。 
  それから、決算書の99ページの２の１の９とい

うところで、電子申請システムというのがあって、

807万円です、合わせて２つだったと思いますが。

これは、国の利用率が１％未満と聞いております

が、新庄市ではどんな利用状況だったのか、成果

が本当にあったのか。 
  それから、同じく決算書の99ページの２の１の

９の総合行政ネットワークで２つの事業がありま

して、108万円です。これは、どういう成果があっ

たのか。というのは、なぜこんなことを聞くかと

いいますと、時間中に職員の皆さんが業務改善と

いうことで、意見交換をこのネットワークを通じ

てやっていると聞いております。その資料も見た

ことありますけど、パソコンでネット通信を仕事

中にやっているわけです、だと思うんですね。こ

れだと思うんです。これは、本当に仕事と言える

のかということでお聞きしたいと思います。 
  それから、成果64ページの２で、これはエタノ

ール製造等活用になっておりまして、決算413万

5,000円となっております。これは、 初のときは

私も反対するものではなかったつもりりでいまし

たけど、ここに至って疑問がわいてきております。

というのは、今世界で食料になるようなものをエ

タノールつくるために利用するようになってきて

いるために、飼料が値上がりしたりして、食料に

なるものが減ってきているというか、そんな話に

なって、世界的にですけど。こういう使い方が地

球温暖化防止にならない。逆になっているんでは

ないかと思うということで、それに確かに新庄市

のこのエタノール製造が似ているような気がしま

して、こういう使い方はやめたほうがいいのでは

ないかと私なりにこのごろ思っているんです。バ

イオマスで使用済み食用油、バイオマスというこ

とであれば、それ自体は悪くないと思いますので、

使用済みの食用油を集めて自動車の燃料にすると

いうのが金山あたりもあるいは他の行政視察にも

ありましたけども、そういうほうが地球に優しい

のではないか。できればそちらに切りかえたほう

がいいのではないかとこのごろ考えているところ

です。そうではないか。お願いしたいと思います。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
金 利寛委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 初めに、沼田角沢線の事業

についてのいつまでかかるのかというふうな御質

問でございます。 
  この路線につきましては、市街地の内環状とし

て位置付けられている幹線道路でありまして、沿

線には御存じのように文化会館とか歴史センター、

そういうふうな非常に文化、レクリエーション施

設が隣接しておりますし、また 上公園にも隣接

する重要な路線でございます。 
  事業につきましては、平成５年度から行われて

おりまして、今年度19年度で事業を完了する予定

で、現在工事の発注を行ったところでございます。 
  以上でございます。 
坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 
金 利寛委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 まず、電算管理費の97ペ

ージから99ページの電算関係で２件御質問がござ

いました。 
  まず、１点目の電子申請関係でありますが、こ

れは18年度に山形県と、それから全市町村加入し

て電子申請システムというシステムを構築しまし

た。これはですね、在宅からパソコンを通じてい



ろんな証明書等を交付する申請をします。それが

各市町村に配信されまして、それを受けて窓口担

当者がその申請されたいろんな各種申請書類を作

成して、本人にできましたよと連絡して受け取っ

てもらうシステムです。 
  これの利用ですけども、開始されたのが19年、

今年の３月、18年度できたばかりであります。実

績としましては、７月までのカウントしか把握し

ていませんが、山形県全体では721件、当新庄市で

はゼロです。 
  それから、ＩＴ関係の委託料につきましてのお

尋ねがありましたけども、これはＬＧＷＡＮ関係

のお金でございまして、機械の保守点検の委託料。

ＬＧＷＡＮというのは、地域的なネットワークシ

ステム、そういったローカル、県庁とか市町村、

それから遠くは国までつながっていますけども、

そういった自治体のネットワークシステムを構築

するためにこれ市も入っています。そういった地

域的なエリアをカバーするための電算システムの

機器の保守点検でありますので、さっきお尋ねあ

った書き込み云々かんぬん、職員の意見交換云々

かんぬんの機械というか、ネットワークシステム

ではございません。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 64ページの主要施策の成果の

バイオマス利活用実証事業につきましては、先ほ

ど申し上げました国庫補助２分の１の輪づくり交

付金の中の事業であります。 
  その中で、新庄市のほうで17年３月にバイオマ

スタウン構想で、それを受けてガソリンが97％、

それからバイオエタノール３％、いわゆるスイー

トソルガム、いわゆるソルガムですね、３％を混

合した自動車燃料ということで、15年度から走行

実験をしてまいりました。それで、18年度までに

公用車の車、それから市民モニター合わせまして

22台の運転走行を実証をしてまいりまして、その

成果といいますか、それについては車自体の損傷

とかそんなに影響はなかったというような検証の

成果はあります。 
  今現在休止といいますか、中断しているところ

でございますけども、いわゆる石油業界とのいろ

んな影響がございまして、実際に新庄市でお願い

している昭光石油についてはもう廃止といいます

か、廃業ということで、今はその扱いのスタンド

は今のところ石油業界の影響もありまして、今中

断というふうなことになっています。 
  今いろんな酒田市とかですね、それから金山で

もいろんな菜種油とか廃棄用の家庭用の油とかで

すね、それをやっていますけども、いろいろ建設

費とか、また相当のお金もかかります。その辺も

ございますので、その辺はこれからいろんな国の

動向、いわゆる飼料作物の高騰とかいろいろあり

ますので、その辺も見極めていきたいと思ってお

ります。 
  以上でございます。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 先ほど沼田角沢線の事業

について、今年度で完了であるということで、あ

とこの先は延ばさないというか、そういうことだ

ったんでしょうか。 
  この事業について、私なりに今まで考えて聞い

ていたような気がするのは、ずっとその先の住宅

がたくさん並んでいるところも、佐文さんの家の

あたりもずっと突っ切っていくという計画だった

ように覚えているんですけど、それはなしという

ことになったんでしょうかということと、では今

までこの文化会館の前まともに広い道路であった

のに何のために広げてきたのか、なぜこんな……

今までお金が幾らかかったのか、まずお聞きした

いと思います。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
金 利寛委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 先ほど申し上げましたのは、

現在事業認可として認可をとって事業を進めてお



る内容について申し上げたとこでございます。 
  今委員申し上げましたとおり、沼田角沢線につ

きましては、先ほども申しましたように市街地の

骨格をなす幹線道路でありまして、高規格道路並

びに地域高規格道路等のアクセス道路としても機

能する重要な幹線道路であります。路線的には、

今申し上げましたように高規格道路のアクセスと

して結ぶ部分まで当然延長としてございますが、

現在の事業の認可をもって進めている部分につい

ての概要でございます。 
  事業費につきましては、14億5,000万ほどで事業

を完了する予定で今進めているところでございま

す。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） この新庄市の財政状況が

これほど今非常に悪いと何人からも言われている

ぐらいになっているぐらいのときに、本当はこの

18年度の時点でも凍結といいますか、あってもよ

かったのではないかと私は思うわけです。そうい

うふうに私は思います。 
  そして、それから先ほどの電子申請システムで

すけども、807万円ものお金がかかっているものが

国でも利用率１％未満と言われております。市で

も半年以上たってゼロ件ということで、非常に利

用が少ないというようなものであります。これら

にこんなにお金をかける必要があったのかと私は

疑問に思います。 
  それから、先ほどネットワークの説明で、時間

中に職員がいろいろ意見を交換しているものは、

これとは全然違うものであるということでありま

したが、ならばこの職員の皆さんが自分たちのパ

ソコンの職場内で、市役所の関係だと思うんです

が、その中で通じるネットワークがあるらしいん

ですけど、それを業務改善という理由ではありま

すけども、仕事時間中に、なかなかこうやって見

なければ何しているかわからないんですけど、い

ろいろ細かく意見交換をしている時間があるわけ

ですけど、それは仕事中と見るべきものなんでし

ょうか、どうなんでしょうか、その点についてお

聞きしたいと思います。 
武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 
金 利寛委員長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 庁内ＬＡＮ、グループウエアと

いう仕組みがございまして、その中に行革フリー

ネットというコーナーを設けているその件かと思

います。 
  市役所そのものは縦割りの行政でありまして、

なかなかよその課に意見を言うというふうなこと

がなかなか難しいというふうなことで、総合的に

品質管理をしていくというような観点から、業務

改善を主に行革フリーネットというコーナーを設

けております。特に一般質問等々であったかと思

うんですけれども、選挙の事務の改善等々が今八

十数件の意見等が出ておりまして、それらにも非

常に効果を発揮しているというようなこともござ

います。そういうような意味では、非常に書き込

みがちょっとひどい部分については削除というふ

うなこともしておりまして、行革絡みでは機能し

ているのかなというふうに感じてございます。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 今の件についてなんです

けど、本当であればその時間中というのは、多く

は対市民だと思うんですけど、市民の相談とかあ

るいは与えられた職務遂行というか、いっぱい仕

事あるわけなんで、それをやるべきであって、そ

ういったもの、書き込みというか、その与えられ

た仕事以外のことで浮かんできたものについてな

わけで、そういうのを時間中にやっているという

のは、どうも私たち市民の立場から言っていかが

なものかなと思うんです。そういう時間があれば、

もっと今の与えられた係、担当の仕事に没頭して

いただきたいと思うわけであります。 
  また、その会議なども含めて、行革のためらし

いんですけど、どうも仕事的に見えないといいま



すか、時間やはり……私考えるには、職員同士で

の行政の改善提案であれば、やはり仕事外として

仕事外の時間に、有志的に集まっているわけです

から、自分たちで集まってサークル的にまとまっ

て提案しようみたいな形でやるというか、仕事内

ではなくて、仕事は市民あるいはその担当に没頭

すべきではないかと思うのですが、どうでしょう

か、総務課長としては。 
武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 
金 利寛委員長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 私は、そういうふうには思いま

せん。やっぱり市役所の仕事は、市職員今360名い

ますけれども、それらがすべて関わってやってい

くというふうな気持ちがないと業務の改善なんて

のはできないかというふうに考えております。 
金 利寛委員長 それでは、他に歳出について質疑

ありませんか。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） また質問させていただき

ます。 
  ７款１項、ページ数は140ページです。商工費に

ついてでございます。商工費がこんな４億円もつ

いているとは実感として全然、商売をやっている

のですが、全然感じなくて、びっくりしているん

ですが、この中の金融対策費というのがあって、

前年が１億2,960万余り使われています。今年度が

１億6,849万ほど。前年よりもかなり数字が増えて

いるんですが、この状況を執行部の方はどういう

ふうにとらえていらっしゃるんでしょうか。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 まず、第一義的に額が増え

るということは、利用者が多いというふうなこと

であろうと思います。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） それは、主に工業とか商

業とかというと、どの部分あたりが多いんでしょ

うか。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 その内訳につきましてです

が、うちのほうの金融対策事業につきましては、

ご覧のとおりですね、小売業もあれば、いわゆる

立地促進資金の保障制度もありますし、一概には

言えませんが、例えば小売に限って言えばですね、

現在８件利用してございます。額的にはですね、

3,600万を超えるほどというふうなことでござい

ます。これにつきましては、銀行に預託するわけ

ですから、銀行の審査もございますし、そういっ

た形で認定して銀行でオーケーを出すというふう

な流れになってございます。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） このような商店街が非常

に疲弊しているというそういう状況もそれがさら

に加速度を増しているというふうな認識はお持ち

でしょうか、この数字で。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 予測では余りお話しできな

いと思うんですが、現在のままでいけばですね、

やっぱり拡大のほうに向かうのではないかなとい

うふうには個人的には思っております。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） あと成果表の67ページ、

商工費の部分ですが、事業内容、商店街空き店舗

対策事業というので75万6,000円という数字があ

りますが、その効果のほどはどういう感じだった

んでしょうか。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 



黒坂光悦商工観光課長 これにつきましては、機織

り長屋の家賃補助と語らい長屋の１カ月分の家賃

の補助でございます。 
  成果がどうだったのかということでございます

が、機織り長屋のほうの売り上げもですね、100

万を超えているというふうなことで、また体験の

ほうもですね、100人を超えるような人が来ている

というふうに報告を受けていますので、成果とし

ては上がっているというふうには思います。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） あともう一つのＴＣＭに

対しての支援事業に65万6,000円ほど使われてい

ますが、その効果のほどというか、それもお聞か

せください。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 ＴＣＭの支援事業でござい

ますけども、この成果表の２番から６番まで事業

をやってございます。これらについてこれは使っ

ていただいた補助金でございます。 
  まず、まちなか楽校、まちなか連携事業、にぎ

わい創出事業等々ございますが、これらはまちに

出てきていただけるきっかけづくりというふうに

とらえてございまして、そのときはある程度人は

来ていただけるんですが、その後の効果というの

はいまいちかなというふうに思っていますので、

今後さらにですね、私どもも頑張って力を入れて

まいりたいというふうに思います。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） 先ほど税務課長さんから

もやっぱり中心商店街というのはなかなか税を生

み出すまでの環境にはなかなか至っていないので

という話もありましたが、私もそういうふうな状

況であるとはひしひしと感じております。 
  今後ですね、どんどん予算が前年度と比べると

商工費というのは減っていますが、どんどん減っ

ていく中で、やっぱり中心商店街に対してどのよ

うに力を入れていただけるのかというところをち

ょっとお聞かせはいただけませんでしょうか。 
  県の事業とか、国の事業でこういうふうなこと

がありそうなので、それを張りつけていきたいと

か、そういう何かございますか。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 小関委員がおっしゃられる

のももっともな話でございまして、中心市街地、

商店街とも言うかもしれませんが、今現在中心市

街地の活性化をどうすべきかと、どういう方向性

を持たせたらいいかなというふうなことで、総合

支庁と市と、また商工会議所と一緒になりまして、

先日職務代理者が答弁したようなコンパクトなま

ちづくり推進連絡会議がございますが、これをさ

らにですね、進めていきまして、今年の２月ごろ

を目途に一応成果を示したいというふうに思って

います。 
  当然のことながら、前回もお話ししましたけど

も、我々だけじゃなくてですね、そこに住んでい

る人方、人々の市民の方の御意見も尊重しながら、

そういった方向性を打ち出していきたいというふ

うに思ってございます。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） 今課長さんのほうからコ

ンパクトなまちづくりを推進していくというお話

を伺ったんですが、やっぱりコンパクトなまちづ

くりを本当に現実化していくためには、その核と

なるものが必要だと思うんです。その中心商店街

の中で、さっきも私の質問の中に入っていました

が、やっぱり今の新庄ショッピングビルというの

は非常に重要な位置を占めてくると思うんですね。

やっぱりどんどん予算が少なくなっていく中で、

どういうふうにしてコンパクトなまちづくりの核



となるような施設と思われる今のショッピングビ

ルをどういうふうにしていこうかというおつもり

かという認識の……そのお気持ちを聞かせていた

だきたいんですけど。 
   （「私のほうでいいんですか」と 
     呼ぶ者あり） 
５ 番（小関 淳委員） どなたか。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 確かにですね、ショッピン

グビルもですね、まちの核となることは間違いな

いと思います。 
  ただ、それだけではできないわけで、いわゆる

町なかにですね、人を呼び込むことも大切ではな

いかと。先般の一般質問で職務代理が答えました

ように、町なかに人を戻すということも１つ大き

なことだというふうに思います。そのための施策

もですね、打たなければならないのではないかな

というふうには思っております。 
  以上です。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） できましたら具体的なイ

メージを副市長のほうからお聞かせいただければ

ありがたいんですけど。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 委員長、八鍬長一。 
金 利寛委員長 市長職務代理者副市長八鍬長一君。 
八鍬長一市長職務代理者副市長 せんだっての一般

質問でもお話ししたんですが、商店街のエリアと

しての投資の対象とするエリアが広過ぎるんでは

ないかというような御提言を受けました。それに

ついては、やっぱり今後はですね、核的にやって

いくということと、例えばショッピングビルにし

ては現在あの広大な面積とあのビルが時代がとま

った建物になっているわけです。それを生かして

動かしていけばお金も回ってくると思うんです。

市から見ますと、市税も入ってくるわけですので。

ですから、そういういい循環といいますか、今ま

で寝ていたものを息を吹き返して、そして呼吸し

ていく、息吹を持っていく、そういう循環を１つ、

２つ、３つというふうにつくっていけば、まちの

元気については今までよりは少しは見えるものが

出てくるんではないかというふうに考えておりま

す。 
５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
金 利寛委員長 小関 淳委員。 
５ 番（小関 淳委員） 非常に前向きなお言葉を

頂戴しまして、本当にありがたいと思っておりま

す。 
  そのショッピングビルを買い求めたいという方

に伺いますと、もう既にテナントとして入りたい

と思っている業者並びに個人的な個人経営者が数

十あるそうです。スポーツ関係、フィットネス関

係が１店、喫茶店とか飲食関係が数店、あとは学

習塾、かなりの具体的な名前が挙がってきていま

した。ぜひ新庄市としても、やっぱりそこが動か

ない限りはまち全体から税収が上がってこないと

いうことを頭に置いていただいてですね、何らか

のサポートを、具体的なサポートを計画していた

だいてお願いしたいと思います。それがやっぱり

コンパクトシティーあるいは新庄市全体の可能性

というか、そういうものを広げていくと思うので、

ぜひお願いしたいと思います。 
  以上で。 
金 利寛委員長 他に歳出について。 
３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 
３ 番（斎藤義昭委員） 135ページ、６款１項４目

ですか、畜産業費なんですが、県強い農業づくり

交付金、この内容はどうなのかお聞きしたいと思

います。 
  それから、家畜導入事業の終了に伴う補助金返

還金410万ほどなんですが、この返還する原資はど

こなのか。 
  それから137ページ、６款１項６目中山間地域等

直接支払事業費1,200万ほどなんですが、この内容



はどういう内容に支給するのか。その内容につい

てお聞きしたいと思います。これは、転作奨励金

に上乗せになるわけですね。その点も詳しい点お

願いしたいと思います。 
  それから139ページ、６款１項13目バイオマス堆

肥製造業務委託料346万ほどなんですが、この事業

は大型のものは今ストップしておりますけれども、

この事業について将来の見通しというか、これは

なかなか今の問題じゃなくて、将来も考えてやら

ないと大変なんですね、こういう事業は。 
  この間１週間ほど前なんですが、山形県のどこ

だか、市の名前ちょっと記憶忘れたんですが、汚

泥を堆肥化して、 初は随分順調なんですが、今

は随分売れ行きが落ちているというような、困っ

たというような内容新聞に載りました。それはど

ういうことかというと、今当時と違っていろいろ

な角度からそういう有機肥というか、そういうも

のが肥料が出回っていると。それで売れ行きが落

ちているのかなというような新聞に出ている評価

なんですが、そのために冬期間はその汚泥を肥料

化するのを中止すると。そして、その肥料化の前

の処理方法でやるというんだ、こういう方法なん

ですが、そういう今の段階じゃなくて、バイオも

いろいろそうなんですが、今だけじゃなくて、ど

ういうふうに動いていくのかなということを考え

て、将来性を見て投資をしないというと大変にな

るんじゃないかなという気がするわけです。その

辺の見通しというか。 
  それから141ページ、６款２項の１目、とにかく

141ページ、陣峰市民の森の維持管理事業なんです

が、300万ほどですか、この中で修繕料というのが

今回出てきたんですね。これどういう内容の修繕

なのか。 
  それから、これは毎年陣峰市民の森には300万か

ら400万ぐらいの管理料が出ているわけです。前に

はこれは500万も600万も管理料、木が小さかった

ために出ておったんですが、今は300万前後なんで

すが、これは毎年管理料出るわけです。したがっ

て、その管理料出ると同時に何か市民の森として

何かの角度から生かされているのか。例えば遊歩

道とか森林の中を市民が歩く状況をつくっている

とか、何かこの管理していく、ただそういう木の

管理と同時にそういう生かされる方向を何か今つ

くられているのか、それちょっと確認したいと思

います。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 初に、エコエリアやまがた

推進事業補助金、強い農業づくり交付金について

でありますけども、これについては 上地域の北

部にあります畜産経営の低コスト化を目指すとい

うことで、これが国庫補助事業でございます。こ

れにつきましては、山形県の農業公社が事業主体

になっていまして、全体の面積が19.7ヘクタール

でございます。そこで参入される農家の方々が４

名ございまして、これは18年度からやっておりま

して、５カ年の事業で畜産経営を図っていくとい

うような事業であります。 
  あと次の家畜導入基金の返還金につきましては、

昭和55年から実施されていまして、17年度で国の

ほうから事業廃止の通知がございました。それに

よって、国と県と市で基金を設けておりまして、

それの国の返還分としての金額でございます。 
  あと中山間の事業につきましては、これについ

ては中山間地の直接支払制度、国のほうで直接、

いわゆる傾斜度の高い地区、いわゆる農地の保全

をすごく難儀している部分につきましては全部で

８地区ございまして、これが国のほうで３分の１、

それから県も市も３分の１の合わせていわゆる

100％ですね、を交付するというような事業で、い

わゆる農地の保全の維持管理面の事業であります。 
  それで、そのいろんな例えば中山間地に見合っ

たいろんな作物とか、それに対しては当然転作の

対象にもなりますし、そういうふうな事業でござ

います。新庄市は13年から入ってございます。 
  あとバイオマス堆肥実証事業でございますけど



も、先ほども申し上げましたんですけども、16年

度からこの事業をやっておりまして、あくまでも

実証事業ということで、目指すところは今延期さ

れております全世帯対象とした堆肥化製造施設、

これに向けて今実証試験をやっているというよう

なことでございます。 
  それから、陣峰市民の森につきましては、昭和

55年から57年にかけまして東山生活環境保全林整

備事業ということで整備してございます。面積が

23.58ヘクタールございまして、これまでいろんな

小中学生を対象とした森とのふれあい事業とか体

験とかですね、これは間もなく今年も開催されま

すけども、一般のほうに、いわゆる森林に触れ合

う、いわゆる間伐とか、そういうような体験です

か、そういうようなことを事業は今企画、前もし

ておりまして、それで御質問の修繕料につきまし

ては、一番上のほうにありますあずまやですね、

これの修繕料として59万100円ということで支出

しております。 
  以上です。 
３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 
３ 番（斎藤義昭委員） 家畜導入終了に伴う補助

金の返還は、基金を返還したということで、その

基金の積み立ては各農家の負担を基金として積み

立てしていたという解釈していいんですか。 
  それからもう一つ、中山間地域の補助金なんで

すが、これ何度という傾斜角度で該当するわけで、

それにちょっと外れて該当しないところが随分あ

るわけなんですよね。そういうとこも随分荒れて

いるわけよ。 
  それからもう一つ、今のこの休耕の状況を見ま

すと、例えばソバならソバ２万円10アール補助金

出しますと、そうしますとその内容はどうかと見

ますと、例えば集団組織とか組合つくれば5,000

円ぐらい組合費納めねばならないわけですよ、２

万のうち。種買うと１万ぐらいになるわけよ。そ

うすると、燃料持っていって起こしてというとほ

とんど残らない。これは、改良区の桝沢ダム、あ

あいうとこを利用している人は、ダムの利用料が

耕作してもしなくても１万5,000円か１万6,000円

毎年納めねばならないわけです。だから、ソバを

植えても、こういうように生産組合に5,000円納め

たりするというと、改良区の場合は１万5,000円で

赤字になっているわけ、これ間違いなく。だから、

中山間で、これは出して悪いというんじゃないで

すよ、悪いわけじゃないけども、他の農業情勢も

すごくそういう不利な状況になっていっていると

いうことだけはまずここでお知らせしておきたい

んだ。だから、今の傾斜角度でほんのちょっとで

外れたなということはかわいそうな気がするんだ

けど、これは仕方がないと思うんだ。そういう現

状を認識していただきたいと、こういうように思

います。 
  以上です。 
金 利寛委員長 答弁はいいですか、斎藤委員さん。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 基金につきましては、先ほど

申し上げました国の返還の分と、これがあとは県

と市で基金を造成しまして、その申し込みあった

方に市のほうで買い上げてそれを譲渡すると、こ

ういう基金の趣旨でございます。 
  あと中山間につきましては、やっぱり傾斜地が

15度以上というふうな条件の悪い地形であります

ので、国の補助制度としては他の事業と違って直

接支払制度ということで、すごい優遇された制度

であります。それで、その中山間に合ったいろん

なソバとかいろんな作物とか、それに対しては当

然転作の対象の品目にもなっていますし、そうい

う条件の悪いところについて、これから国のほう

でも遊休農地とかそういうのがございますので、

その辺については国のほうの施策についてこれか

らどうなるかということで、これも見極めてまい

りたいと思います。 



  以上でございます。 
３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 
金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 
３ 番（斎藤義昭委員） 今のこの補助金のことわ

かりますけれども、今後これから県レベルで関係

課長がそういう会議開くことがたまたまあると思

うんです。だから、今のああいうダムの水の利用

水田、こういうものも主張してもらいたいなよ、

その会議の場所で。１万5,000円か6,000円田んぼ

休めていても納めねばならないんだから、毎年。

大きな負担になっていますよ。だから、その辺、

２万もらってソバ植えたって、１万5,000円赤字に

なっているような現状だから、それも言わないと。

おまえら、負担してダム水欲しいとダムつくった

んだからと言われても、要らねば使わないんだか

ら。それでも同じ出しているわけだ。だから、そ

の辺を市のレベルじゃなくて、県のレベルへ話し

て、県から、県は国の会議に出るはずだから、そ

ういうものを主張していただけば、幾らかでも、

半分でも３分の１でも緩和してよこす可能性ある

と思うのよ。そういうものも五十嵐課長のほうか

ら県に行って、少しのど筋太くして主張していた

だきたいと。 
  以上です。終わります。 
金 利寛委員長 他に質疑ございませんか。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 初に、決算書の143ペー

ジの上のほうなんですが、中心商店街の活性化推

進事業補助金が75万6,000円、それから中心市街地

活性化推進事業補助金65万6,000円出しているん

ですが、この補助金を出したことによって受けた

ほうが何に使っているのか。 
  そして、受けたほうでは、この補助金をどうい

うふうに活用して、どういうふうな18年度は成果

が上がったのか。これは毎年出しているわけです。

やっぱり追跡する必要あると思うんですよ、具体

的にどういう成果が上がったということを。 

  それから、それにいろいろ出てくるんですが、

貸付金ですか、１億300万ぐらい、１億ちょっとあ

ります。これの償還は滞ったことがないかあるか。

もし滞ったときは、そのために県の信用保証協会

保証料補給金ということで市は2,344万七千何が

しをこれも毎年およそこのぐらいの金額、人の借

金の保証料を出しているわけ。そして、もしこの

貸し付けが滞ったことあれば、どれぐらいの額が

あって、この保証協会ではどのぐらい保証なされ

たのか。それから、返還がスムーズにいっている

のかいっていないのか、１億何がしですよ。これ

も毎年今まであったんでないかなと見ておるんで

すが。 
  それからもう一つは、中心商店街の話よく出る

んですが、そこのあれはショッピングビルですか、

私はそこだけショッピングビルだけが市の活性化

ではないと思っているんですよ。農協の前のかつ

てのファミリーデパート、あれだってかつては駅

前の商店街の活性化ということでやったわけで、

そのとき商店会の中では賛否両論ございました。

ああいうところはどういうふうに考えているのか

と。ただこっちだけどんどん、どんどん出てきま

すが、同じようなビルの機能を持った建物で、あ

わせて私は考えるべきだと思うんですが、その辺

を商工課長どういうふうに考えているか。 
  １つは、この補助金を出して、それがどういう

成果上がったのか、毎年出していて。 
  それから、人の借金のために2,344万何がしを出

しているわけです。これもどういう形をたどって

いるか。 
  まず、 初それだけお願いします。 
金 利寛委員長 今質問が多岐にわたっていますか

ら、あと５分で２時になりますので、ただいまか

ら10分間休憩をした後再開したいというふうに思

いますんで、ただいまから10分間休憩します。 
 
     午後 １時５５分 休憩 
     午後 ２時０５分 開議 



 
金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 何点か御質問いただいたわ

けでございますけども、まず中心市街地における

活性化事業の事業費補助金75万6,000円、さらには

65万6,000円、これは効果が上がったかどうかとい

うお話でございました。 
  先ほど小関委員にも御答弁申し上げましたが、

具体的に申し上げますと、このまず75万6,000円の

機織り長屋の家賃の補助の件なんですが、これに

ついては観光客の方が町なかを回遊する１つの手

段としてここを訪れてもらえれば回遊するという

ふうなことで始めたわけでございますけども、先

ほど申しましたようにあそこでつくったものの売

り上げがですね、100万を超えたということもござ

いまして、また機織りの体験、これも100名を超え

ていると、平成18年度は100名を超えているという

ことで、ある程度目的は達成されているのかなと

いうふうには思います。 
  また、ＴＣＭ事業の支援でございますけども、

この65万6,000円、これもですね、こういったもの

はすべてまちに出てきていただけるきっかけづく

りというふうなことで事業をＴＣＭのほうでは組

んでございます。それなりにですね、参加者も多

く、例えばまちなか楽校というものがございます

が、これの参加店がですね、全部で48店、50店ほ

どがございまして、それぞれの講座、例えば物づ

くりとかですね、いろんな商品づくり等々で市民

の方380名ほどが参加されたというふうな報告が

ございます。 
  また、まちなか連携事業の中で、親子ファッシ

ョンショーというものもございますけども、これ

についても第１回目が７月29日にゆめりあ、第２

回目が産業祭りの会場で参加店12店舗が参加しま

して、協力者が50名だというふうなことで、これ

らについてもこの事業についてはその後のですね、

町なかに人を呼び戻すと、きっかけづくりという

視点からすればですね、もうちょっと頑張りが必

要なのかなという気はしてございます。ただ、こ

のイベントについては成功だったというふうには

思います。ただ、その後の問題が若干どうなのか

なというふうなこともございますので、今後とも

これについては先ほど申しましたように頑張って

まいりたいというふうに思います。 
  ２点目の保証の制度なんですが、これにつきま

しては４月１日にですね、保証協会、例えば市、

県、企業、協会とこの４者でまず保証するわけな

んですが、市のほうで４月１日に一般会計のほう

から保証協会に行きます。それで、３月31日にま

た市の一般会計に戻ってまいりまして、その繰り

返しをやっているわけでございます。ですから、

それがなくなったとかというふうなことはござい

ません。 
  あと 後のサンホーユーのビルの件なんですが、

これは非常に難しい問題だというふうには思いま

す。あのような形になってしまってですね、非常

に残念には思うんですが、今後のですね、まちづ

くりの今いろいろ市民の方の御意見も伺っている

中でございますので、その活用……活用できる

かどうかちょっとわからないんですが、そういっ

たことも含めてですね、お伺いしながら考えてま

いりたいというふうに思います。この分よろしい

でしょうか。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 答弁漏れあったんですが、

30分しか与えられておりませんので、この前は一

般質問18分ばかり残しましたが、今回は30分びっ

ちり使いたいと思いますので、これは答弁をする

ほうも簡潔明瞭にひとつお願いします。 
  答弁漏れというのは、保証協会に保証料を出し

て保証をしてもらったケースがあったかないかと。

それから、返還の状況というのはどういうふうに



なっているんだと。２つ、まずわらわらと頼む。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 済みません、ちょっと後ほ

ど。済みません。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 今商店街でも議場でもそ

このビルだけうんと話題になっているわけよ。私

は、執行部も我々議会も、いわゆる商店街もみん

ないかに新庄市の商店街が元気になるかというこ

とを考えたとき、あっちのかつてのファミリーデ

パート、これだって１つの大事な大きな核でない

かと思っている。 
  今うなずいただけでいいから、立たなくても。

大事だか大事でないか。大事だと思いますか。わ

かった。今大体わかりましたので、あと保証協会

の件は後でさらっと教えてください。 
   （「わかりました」と呼ぶ者あり） 
１１番（渡部平八委員） 次に、これ成果表の３ペ

ージの冒頭のほうなんですが、総務課のほうか、

職員ですか、勤務実績を昇給により反映できるよ

うにしたと、こういうふうに書いておりますが、

より反映できるようにしたというようなことは、

18年度はどういうより反映をさせたのか。そして、

その反映させたことによってどういう成果が上が

ったのか。 
  さらに、この同じ中で、58歳の昇給停止を廃止

して、55歳を超える方々の昇給抑制制度を導入し

た、そういうことも書いてあるんですが、58歳の

昇給を廃止して、55歳とうたっているんですが、

それによってどう変わったのか。 
  それからもう一つは、かつてお亡くなりになり

ました髙橋榮一郎市長が行政というものは、市役

所は 大のサービス機関だと、こういうことをお

っしゃいましたが、民間では新しい商品をつくっ

て売るとか、それから観光地はいかにサービスを

してお客さんに来てもらえるかと。それから、農

業関係なり何なりで言えば、いわゆる産地間競争

ですか、そういうこといろいろあるんですが、こ

れ勤務実績というのはそれに類したことでないか

なと、こう私なりに思うんですが、行政の競争と

いうのはどういうことととらえておられるんです

か、行政間の競争というものは。 
武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 
金 利寛委員長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 勤務実績を昇給により反映でき

る制度にしたということで、その部分を勤務実績

に応じて昇給させるというふうなものはまだ確立

されておりません。これは、今まで１年たつと１

号俸上がるという号俸が４分割されまして、４つ

に分かれました。我々今１年間勤務をすると４つ

給料が上がるというふうな形に変わっております。

そのかわりその差額というのは非常に少ないもの

になっていますけれども、それが普通であれば４

つなんですけれども、勤務成績がよいと８つ上げ

てもいいよと。勤務成績が悪ければ、いわゆる１

つ、４分の１、今までで言えば４分の１しか上げ

なくてもいいよというような制度がつくられたと

いうふうなことでございます。 
  それに対応してどんな準備をしているかという

と、いわゆる勤務の成績調書というようなものを

より詳しく昨年度実施をしております。課の職員

につきましては課長が、課長につきましては副市

長がその勤務の成績調書をつけるというふうな形

になるわけでございますけれども、今年度はその

制度をさらに高めるために、11月に課長等を対象

にして研修会、勤務成績調書のつけ方のいわゆる

研修会等々をやる予定でございます。また、それ

をつけるためには、どんな人材を市役所の中で育

てて、どういうふうな人材がより勤務実績を上げ

る人物か、人材かというようなことの人材育成方

針についても来年度あたりに作成をしてまいりた

いというふうに考えてございます。 
  それから、58歳の昇給停止措置を廃止して、55

歳を超える者の昇給抑制制度を導入したというふ



うな成果というようなお尋ねでございますけれど

も、給与が4.9％、約５％弱全体的に下がっており

ます。ですから、私の場合からすれば、今の給与

の号給よりも今までは以上もらっていたんで、現

給保障ということで、その今までもらっていた給

料を今頂戴しています。でも、いわゆる実際の給

与表はずっと下になっていまして、55歳ぐらいで

ありますともうほとんど頭がつっかえていますか

ら、このいわゆる成果があらわれるというのはま

だまだ先かというふうに、今もらっている給与ま

で昇給してくるにはかなりの年数がかかってしま

うというようなことがございまして、この効果と

いうようなものはまだ若い世代の人たちがようや

くそういうふうな抑制制度の成果といったものが

あらわれるのではないかというふうに考えてござ

います。 
  以上です。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 今課長さんから御答弁も

らったんですが、4.9％ですか、５％弱下がったと。

これは、いわゆる財政再建に向けて、三役とか我々

議員とかそれがカットしているわけです。そのカ

ットした分の他に4.9％下がったと、こういうこと

ですか。はい、わかりました。 
  あとさっきも答弁漏れあったんですが、行政の

競争というのは何だと、行政の競争というのは何

だと。各行政いろいろあるでしょう、村とか自治

体が。その競争というのは何だと。 
武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 
金 利寛委員長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 私が答えるべきかどうかあれな

んですけれども、行政の競争というのは恐らく住

んでいる市民、住民がいかに幸せに豊かに感じる

かというふうなことを増す競争かなというふうに

思っていますけど。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） そうすると、住みよいま

ち東北２位とかと出てくるわけだ。これは、私は

実態をあらわしていないのではないかなと思うん

ですよ。というのは、あの数値とる要因が、例え

ば新庄市が４万の人口だと、面積が何ぼだと、教

育機関が何ぼあると、基幹病院が何ぼあると、医

療機関が何ぼあると、学校が何ぼあると、幼稚園

とか何ぼあると、こういうふうにして文化芸術関

係のあれが……あるいは持ち家比率とか持ち家の

面積とかと、これは４万で割るるわけよ、４万で、

３万九千何ぼだけども。 
  ところが、新庄市の場合だと、いわゆる９万、

10万の商圏、医療機関も10万を相手にして成り立

っているわけよ。高等学校も 上郡のあれでなっ

ているわけよ。本来は９万何がしで割らねばだめ

なものを４万何ぼで割るもんだから、住みやすさ

何ぼと出てくると思うんだけど、我々は実感あり

ませんでしょう、実感として東北２位なんて言っ

ても。これは数字のマジックと言うかな。 
  だから、喜んでばかりはいられないのではない

のかなと。だって、医療機関だってほとんど新庄

だべ、10万相手しているんですから。かつて何年

前ですかな、新庄市は昼間人口も県内ではかなり

上のほうだった。山形の次ぐらいか、昼間の人口、

郡部からみんな入ってくるもんだから。それから、

商業も店舗の面積当たりの売り上げもかなり上だ

ったわけよ、新庄市は。従業員１人当たりの売り

上げも上だったわけ。そういうことあるから、俗

に言う大型店というものは進出してきたわけよ、

新庄は魅力あるんだと、４万でなく10万の商圏だ

もんだから。 
  だから、そこ副市長、東北２位なんて喜んでば

かりはいられないのだぞ。４万で割るから大きく

なってくるんだよ、分母がちゃっこいもんだから、

分子が大きいもんだから。我々実感として東北２

位なんて余り感じること少ないわけよな。そうい

うことも踏まえて。 
  それから、今度は農業関係、これは成果表の12



ページ、所得関係載っておりますが、17年に比較

して営業関係が97.2で給与が99.3、農業が122.5

と22.5％所得が伸びているわけ。去年はかなり米

価も安かったわけだ、かつてないほど。米が新庄

市の基幹産業と言われている中で、農業の所得が

22.5％伸びたというこの要因はどういうふうに把

握なされているのか、１つそれをお聞きします。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 この表につきましては、例えば

兼業農家の場合ですと給与収入と農業収入が合わ

さっております。より所得の多いほうに人数をカ

ウントするというふうなことでつくっております。 
  農業の人数が17年に比較しまして31.3％伸びて

いるわけでございますけれども、理由として考え

られることは、１つはやはり景気低迷によってで

すね、かなり雇用の機会が減ったりもしくは従事

日数が減ったりと、そういういったことともう一

つは、公共事業の発注の減少によって、やはり農

家の兼業の給与収入につながる雇用に影響を与え

ているのかなと。そういったことで、その分給与

の部分の収入が減りまして、総体的に農業収入の

ほうが多くなるような格好で31.3％、人数として

31.3％の伸びが生じているのかなというふうに把

握してございます。 
  以上です。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 税務課長、今回の決算の

歳入については、税が給与所得が何ぼとか農業所

得が何ぼとかと出てなかったんねがなと見ておっ

たんですが、今言うとおり農外収入と、例えば私

の場合だと議員報酬が農業収入より余計なもんだ

から給与所得になるわけよ。それでは本来の農業

の収入というか、所得というののとらえ方がちょ

っと正確でないのでないかなと。それをいつか何

らかの機会でとらえてみたらいかがですかとこの

場所で私は言ったことあるんですが、そうでない

と農業収入がこれぐらいしかないんだと。一般か

ら見れば、今回は３億9,000万ぐらいですか、その

ぐらいしか農業はないのだと。それだけしかない

収入の所得に対して、なぜ市なり国なり町なりが

厚い政策をせねばできないんだと、こういう論が

出てくるわけ。かつて出ました、この議場でも、

他の議員から。そういうことがあって、私は農業

所得は農業所得として、純然たる農業所得として

把握しておかないとだめなんではないかなと。今

これ22.5％伸びたということは、私は市の農業な

り農協さんなり、そういう方がまたは農家ももち

ろんなんですが、一生懸命になって22.5％所得が

増えたんでないかなと、こういうふうに単純に思

ったわけです。 
  そういういろいろな意味で、税務課長、いつか

完全に農業所得と分けてみるという気はあるかな

いもんだか。私は、把握する必要があると思うん

ですよ。そうでないと、これからますます農業収

入、この数字は出てきますよ、他で働く機会がな

くなれば。実際は農業所得は落ちているわけ、本

当の農業所得は。ところが、今言った要因があっ

て、逆に増えてくるわけよ、ここに出てくる数字

は。そういうことで、完全な農業所得というのは

どのぐらいだと。申告するときわかるんじゃない

ですか、これ申告するときは農業収入というのは

どのぐらいあるか。私は、出すべきだと思うんで

す。いかがですか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 成果表の11ページの第２表、一

番下の表でございますけれども、18年度の所得割

の納税義務者数が全部で１万6,117名というふう

になってございます。この成果表につきましては、

すべて電算で集計してございまして、電算のシス

テム上現在のような統計の出し方しかできないと

いうことでずっと成果表をつくってまいったとこ

ろでございます。 
  いつかそういったシステムの大改正のようなも



のがあれば、その機会に給与所得と農業所得を分

離するようなシステムの改正が可能なんですが、

それまでの間、そういった所得を分けようとすれ

ば、１万6,117名を全部チェックしまして、職員が

手作業でやらざるを得ないというふうな状況が現

在の状況でございますので、今すぐそういった給

与と農業を明確に分けるということは非常に困難

な状況ではないかなというふうに認識してござい

ます。 
  以上です。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 税務課長、これ今言った

とおり、11ページには人数が給与が１万2,677人で、

農業は147人しかいないわけよ。これだけ見るとい

うと、農業というのは147人しかいないと思うわけ

よ、みんなは、所得は。それでは不都合でないか

と言うのよ。いわゆる所得に対する税金かかるも

のは、農業では147人しかいないんだと。給与は、

これぐらい。営業は846人だと。実際は私はそうい

う数字でないんでないかなと。そういうことを申

告するときあなたの農業所得は何ぼですと書くべ。

そうすると、給与所得何ぼ、農業収入何ぼと、わ

からないということはないわけよ、そのときチェ

ックしていれば。 
  これは、かなり前私この場所でちょっとこれは

おかしいと、だから他の市民なり議員から農業収

入がこれしかないのに、そういう手厚い政策する

というのは、何の話だと、こう出てくるわけよ。

まさしくこの数字見れば、147人しかいないわけよ。

実際はこの10倍も20倍もいるわけ。私は、早速こ

れはやるべきだと思いますよ、一般の人たちの理

解を得るためにも。 
金 利寛委員長 時間ですから次に入りますけれど

も、委員長からですね、今の質疑の明確性を期す

るために、このデータというのは他の市の状況は

どうなんでしょうかという部分を明確にしたいな

というふうに思いますんで、答弁ありましたら…

…。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 現在各自治体でいろんなシステ

ムを導入しておりますけれども、多分そのメーカ

ーといいますか、ある程度限られてくるかと思い

ます。新庄市は、株式会社ＴＫＣを使っているわ

けでございますけれども、ＴＫＣを使っていると

ころはほとんど同じシステムです。他の会社につ

いても同様だと思いますので、多分どこの市町村

でも同じような統計の取り方になっているんでは

ないかなというふうに思います。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 質疑のですね、わかりやすくする

ためにお伺いしました。 
  時間がまだですので、一般会計の歳出について

質疑他にございませんか。 
１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 
金 利寛委員長 星川 豊委員。 
１９番（星川 豊委員） 大事なことなんで、これ

引き続き同じ問題ですけれども、これはですね、

ページ数は11ページですね、主要成果に関する説

明書の中の11ページで、今渡部委員がいろいろ御

質問されたとおりでございまして、この下の表の

欄ですけどもね、給与、営業、農業、その他とか

いろいろ書かれている。これのデータが、基本と

なるデータがもし違っているとするならば、いろ

んな農業政策のデータから何からが全部変わって

きているんだよね。 
  それで、私これ確かＴＣＭだと思うけど、５年

ぐらい前に１回おかしいなと思ったときあったん

ですよ。えらい農業収入がぼんと上がった時期が

あったんですよ。これ何だと聞いたら、その当時

は果樹とか、要するに水稲プラス、あのころ騒い

だから、水稲プラス花卉とかいろんなもの力入れ

ておったときだから、それの増産によって上がっ

たというふうに私説明受けたんですけども、今の

何かあれを聞きますと、当時のことが、これでも



納得いかなかったんですけども、やはりこういっ

たものがあったんですね、原因に。これは、やっ

ぱり基本となるデータだから手書きしてでも正確

に出してもらわないと、市の先行きのいろんな事

業の予定とか農業の基本的な政策とかなっていか

なくなるんじゃないですか。これ一本で絞ります。

これ何とかして、手書きでもいいからやってもら

わないと大変なことになりますよ。今までの経過

見ますと、そのために農業はいろいろやったけど

手当て厚いんじゃないか、これだけの金をやって

いるんじゃないかと、１人当たり、そういうふう

なことを言われているんですよ、現に。やはりこ

れ相当きちっとしてもらわないと、政策そのもの

が無理があった政策に行く可能性があるんで、や

っぱりこれは何とか是正していただきたいなと思

います。 
  以上、一本で絞っていきますんで。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 仮に手作業でやると仮定した場

合なんですが、問題が２つ生じてまいります。 
  というのは、１つは税金の計算がすべて電算に

おいて行われているという現実がございます。そ

れをすべて手作業で分解していかないと農業収入

と給与収入が分けられないと。両方とも 終的に

所得が生じていればまだいいんですが、例えば農

業所得の場合は赤字の農家も結構ございます。例

えば農業で10万円の赤字が出れば、その10万円は

給与のほうから控除される仕組みになってござい

ます。そういった実態もございますんで、仮に手

作業でやるにしましても、明確にやはり農業とか

給与とかきちっと分けることは、今この場で私の

頭にはちょっと浮かんでまいりません。非常に難

しいのかなというふうに思っております。 
１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 
金 利寛委員長 星川 豊委員。 
１９番（星川 豊委員） 確かにそういうことはあ

ると思うんです。総体的な数押さえるにはそうい

うふうなあれがあるわけですけれども、農業の場

合はいろいろな認定農業者の資格制度が収入は幾

ら上げておかなくちゃいけないとかといろいろあ

るわけですよ、基本的に。こういった基本的な問

題から何から全部違ってくるというような可能性

も、そういうのに対する助成とかそういったもの

についてもみんなやっぱり変わってくるんで、こ

ういう数字は数字としても、実際の数字というも

のはやはり新庄市として把握しておくべきもんじ

ゃないかなというふうに思いますので、その辺の

ところはいかがですか。 
金 利寛委員長 暫時休憩をします。 
 
     午後 ２時３７分 休憩 
     午後 ２時４０分 開議 
 
金 利寛委員長 休憩を解いて再開をします。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 それでは、農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 その数値についてはですね、

農林業センサス、農林水産統計のほうから数値の

ほうは把握するようにしたいと思っています。 
  以上です。 
１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 
金 利寛委員長 星川 豊委員。 
１９番（星川 豊委員） そうすると、前とは違う

センサスのほうから拾って正確な数字は抑えてお

くということですか、それに近い数字は。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 各年度のセンサス、統計年報

の数値を抑えるというふうなことでございます。 
１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 
金 利寛委員長 星川 豊委員。 
１９番（星川 豊委員） それを抑えた場合には、

そういう数値はどうなってというふうになってく

るわけでしょう、これに載っている数値は。これ

は、あくまでもこのとおりでいくと。そして、実



態はセンサスから拾ってくるということですか。

そういうふうにして、政策は、じゃ、そっちの数

値から持っていってやっていくと、そういうこと

になるわけですか。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 申し上げましたとおり、その

数値についてはいろんなその数値をもとに、例え

ば全体の稲の場合の所得のあれとかですね、そう

いうふうな数値を拾っていきたいと思っています。 
１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 
金 利寛委員長 星川 豊委員。 
１９番（星川 豊委員） この主要施策の成果に関

する説明書というのは、これでやっているわけだ

から、２通り出てくると言ったら、これの意味が

何をどういうふうに果たすのかなということにな

ってくるんじゃないんですか。 
  例えばこの中にその数字を括弧書きで入れると

かなったりすると、括弧書きが正しいなんて言っ

たらこっちがおかしくなるよね。その辺のあれは

どうなるんですか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 成果表の11ページ、12ページの

資料につきましては、税務の資料としてつくって

ございますので、今後ともこの統計といいますか、

表のつくり方でまいりたいと思います。 
１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 
金 利寛委員長 星川 豊委員。 
１９番（星川 豊委員） この数値がどうのこうの

ということは、ただ問題は、２通りの数字出てき

て問題ないのかなと今言ったら、税務のほうでは

こういうふうにやっているということですから、

問題ないのかなというふうに考えてよろしいんで

すか。 
  でも私が一番心配しているのは、それよりも実

際のこの農業政策とかいろんなそういったものを

行われるについて、にせのひとり歩きした数字を

もとにしてやられたんではたまったもんじゃない

です。新庄市の５カ年計画の数字も違っていたし、

とんでもない数字があって、それを指摘したとこ

ろが違う数字が出てきた結果があるんですよ。だ

から、私心配して言っているわけです。 
  今後……じゃ、まず長くなるんで、農業政策と

しては別の数字を使っていくということですね、

きっちり。センサスからとった数字を使っていく

ということですね。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 今のデータにつきましては使

えないし、使っておりませんし、別の数字でいろ

いろ、その数字でですね、使っていきたいと思い

ます。 
１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 
金 利寛委員長 星川 豊委員。 
１９番（星川 豊委員） わかりました。じゃ、今

まで使っていないということを今ちょっと出たん

で安心しましたけれども、そういうようなことで、

ひとつこれ間違ったら大変なことになるんですよ。

５カ年計画でも人口の問題で基本となる数字がえ

らい違っていたという例があって、それ置きかえ

たら数字が全然違ってきたということありますん

で、これひとつお願いしますよ。きちっとその辺

を区別して将来の計画を立てていただきますよう

に。 
  以上で終わります。 
金 利寛委員長 他に歳出についての質疑はありま

せんか。本日はありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
 
     散      会 
 
 
金 利寛委員長 それでは、以上をもちまして本日

の審査を終了いたします。次の決算特別委員会は



９月18日火曜日午前10時より再開いたしますので、

御参集願います。 
  それでは、本日はこれで散会します。どうも御

苦労さまでございました。 
 
     午後 ２時４５分 散会 
 
 



決算特別委員会記録（第３号） 
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        委員長 金   利 寛     副委員長 山 口 吉 靜 
 
 出 席 委 員（１９名） 
 
  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 
  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 
  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 
  ７番   中  川  正  和  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 
  ９番   清  水  清  秋  委員    １０番   小  嶋  冨  弥  委員 
 １１番   渡  部  平  八  委員    １２番   今  田  雄  三  委員 
 １３番   金     利  寛  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 
 １５番   平    向    岩    雄    委員    １６番   森     儀  一  委員 
 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 
 ２０番   下  山  准  一  委員 
 
 欠 席 委 員（１名） 
 
 １９番   星  川     豊  委員 
 
              出席要求による出席者職氏名 
 
市長職務代理者 
          八 鍬 長 一         総 務 課 長  武 田 一 夫 
副 市 長 
政 策 経 営 課 長    坂 本 孝一郎         税 務 課 長  田 口 五 郎 
市 民 課 長  柿 﨑 卓 美         環 境 課 長  五十嵐 正 臣 
健 康 課 長  星 川   基         農 林 課 長  五十嵐 祐 一 
商 工 観 光 課 長  黒 坂 光 悦         都 市 整 備 課 長    中 部   力 
                          会 計 管 理 者 
下 水 道 課 長  佐 藤 新 一                             矢 口 喜一郎 
                                                    兼 会 計 課 長 
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事 務 局 長 
監 査 委 員                  農 業 委 員 会 
          奥 山   栄                   斉 藤 純 一 
事 務 局 長                  会長職務代理者 
農 業 委 員 会 
          柏 倉   政 
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              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
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              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議案第５５号平成１８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
議案第５６号平成１８年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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議案第５８号平成１８年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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議案第６３号平成１８年度新庄市水道事業会計決算の認定について 



 
     開      議 
 
 
金 利寛委員長 おはようございます。ただいまの

出席委員は19名、欠席の通告者は星川 豊委員の

１名であります。なお、本日は農業委員会より会

長職務代理者の斉藤純一君が出席しておりますの

で、よろしくお願いします。 
  それでは、これより14日に引き続き決算特別委

員会を開きます。 
 
 
  議案第５５号平成１８年度新庄市 
  一般会計歳入歳出決算の認定につ 
  いて 
 
 
金 利寛委員長 平成18年度の一般会計の歳出につ

いての質疑はありませんか。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
金 利寛委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） おはようございます。そ

れでは、私のほうから二、三質問させていただき

ます。 
  まず初めに、135ページ、６款農林水産業費、１

項農業費、５目の農地費でございますけども、県

営土地改良事業費、経営体育成基盤整備事業の負

担金でございますけども、これは小泉地区、柏木

山地区とございますが、これは平成18年度で完了

すると聞いておりましたが、これについて少し詳

しくお聞かせください。 
  次に、またふるさと農道緊急整備事業負担金

3,000万、これ野中地区とございますが、これ進捗

状況などお聞かせください。予定どおり進んでい

るのかどうか。そしてまた、谷地小屋地区の取り

付け道路工事など今進んでいるようでございます

ので、完成のめどはいつかなどもう少し詳しくお

伝え願いたいと、このように思います。 
  次に139ページ、６款農林水産業費でございます。

２項林業費でございます。１目の林業振興費でご

ざいますけども、これナラ枯れ被害木の薬剤処理

事業のこの委託ですけども、成果に関する説明書

の65ページ、５の森林病害虫等防除事業で陣峰市

民の森で発生したナラ枯れを防除して被害の拡大

を予防したと、こうございますが、以前に坂本課

長さんからも厄介者だと、こういうことを聞いて

おりましたが、またここで９月15日の山新などで

も 上地域でのナラ枯れ被害が深刻化している、

県の調べでも昨年の６倍に達したというふうに言

われております。被害を食いとめる有効的な手立

てはまだ見えていないと、このようにも掲載され

ておりますが、今後の被害対策などはどのように

取り組んでいくのか、このようにお願いします。 
  そしてまた、67本を処理されたと聞いておりま

すが、まだ相当この陣峰市民の森にナラ枯れ病の

被害が発生しているのか、残っているのか、その

辺もお聞きしたいと、このように思います。 
  まず、この点をお願いします。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 初の農地費でございます。

県営土地改良事業費でございます。その中で、小

泉地区経営体育成基盤整備事業、それから柏木山

地区も同じ事業でございます。これにつきまして

は、平成８年からですね、事業入っておりました

けども、18年度で小泉地区については完了でござ

います。これが市では20％の負担というふうにな

り、18年度で完了でございます。 
  それから、柏木山につきましては19年度、今年

度で完了ということで、これも同様20％の市の負

担でございます。 
  それから、ふるさと緊急農道、野中地区につき

ましては、今県のほうで上部工とかいろいろ工事



入っていますけども、これについては19年度で全

線完了でございます。その接続となる市の施工と

して、谷地小屋地区800メーターございますけども、

これについては県のほうでその市で施工する分の

路帯工、いわゆる路盤の下になりますけども、そ

の路帯工については県のほうから盛り土材を購入

して、市のほうではこの路盤工と、それから舗装

工、歩道の部分ですね、それを今年度で完了した

いと、これで全線完了というふうな予定となって

おります。 
  それから、ナラ枯れにつきましては、陣峰市民

の森で発生しました67本の処理ですけども、いわ

ゆる今いろいろＮＳ薫蒸とか、まず発生した木に

つきましては、それを根元から１メーター50の高

さまでいろいろ薬剤注入をしましてですね、それ

である程度被害を食いとめるということで、陣峰

市民の森につきましては一応被害としてはその67

本で、今のところ蔓延はしないというふうなこと

になっています。 
  それで、先日の新聞でもちょっと出ましたんで

すけども、これ10年ほど前から日本海のほうで多

く発生しておりまして、それで今戸沢村が国有林

の部分、それから民有林も含めて相当な被害が発

生しているということでございます。 
  それで、そのいろんな処理の方法につきまして

は、山形県の森林研究センター、寒河江にござい

ますけども、その中でもいろいろ協議会でどのよ

うな対策を講じたらいいかということで今検討を

重ねておりまして、その抜本的な解決としては、

いわゆるＮＳ薫蒸という薫蒸剤、それを注入して

対策を講じるというふうなことで今検討を進めて

おります。 
  なお、カシノナガキクイムシという虫、害虫で

すけども、これにつきましてはいわゆるナラ菌、

ナラに発生する菌と共生しているということで、

それが前の年に卵を産んでですね、それで６月こ

ろに飛んでしまうと。飛ぶ前にこの薬剤処理をす

る必要があるということで、陣峰市民の森につい

てはそのような対策を講じました。 
  以上でございます。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
金 利寛委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 県営土地改良事業のほう、

小泉地区、柏木山地区わかりました。ふるさと農

道緊急整備事業でも谷地小屋方面も今取りかかっ

ているように見えますが、今取り入れ時でござい

ますので、農作業の人に十分気をつけてやってい

ただくように注意していただきたいと、このよう

に思います。 
  それから、ナラ枯れの被害でございますけども、

何か新聞なんか見ますと１本の木に１万円ぐらい

の予算がかかる、手間暇かかるということを聞い

て、莫大な樹木の数になると思いますが、これ県

の持ち出しがほとんどでございましたけども、こ

れもいち早くさまざまな情報をキャッチしながら

対応していかなければいけないと思いますので、

よろしくお願いしたいと、このように思います。 
  それから次に、それでは149ページの８款土木費、

２項道路橋りょう費の３目の道路新設改良費でご

ざいますけども、この中で福田工業団地線整備事

業費でございますけども、これはかつて髙山和男

議員さんが本当に心配されていた道路の１つでご

ざいますが、これ随分長く進まない道路でしたが、

今年の夏ごろから工事がなされているように見え

ますが、これ予定どおり進んでいるのか、そして

完成するのは３年後といつかちょっと聞いたこと

ございますが、これに沿って完成まで継続して工

事をやっていくのか、これを１つお聞きしたいと、

このように思います。 
  それから、153ページの８款、これも土木費で、

５項、これ住宅費でございますけども、１目の住

宅管理費のことでございますけども、松本団地屋

根補修工事の請負でございますけども、これは何

戸分でこのくらいのお金になったのか、補修費だ

ったのか、それから台風などの被害なのか、それ

とも老朽化したのか、これをお聞かせください。 



  それから155ページ、８款土木費でございますけ

ども、これも。６項雪対策費でございますけども、

２目の雪総合対策費の指首野川外２河川流量観測

業務委託料でございますけども、これが外２河川

とはどことどこの河川かお聞かせください。また、

観測の結果もお聞かせください。 
  それから、水利権の許可申請作成業務のこの委

託料でございますけど、213万1,500円ですか、こ

れは成果に関する説明書の78ページに業務委託５

件の中に載っていますが、 上川及び指定河川か

らの水利使用許可申請の作成とありますが、これ

及び指定河川とはどこの川のことですか、これも

お聞かせください。それから、これ毎年使用許可

申請を作成しなければならないのかもお聞かせく

ださい。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
金 利寛委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 初めに、福田工業団地線の

改良工事につきましての御質問でございます。こ

れにつきましては、御存じのように平成15年度に

地すべりというんですか、起きまして、その対策

についてこれまでいろいろ検討してきたとこでご

ざいます。17年度ですか、対策工法の検討を行い

まして、その検討結果に基づきまして18年度に実

施設計を策定したところでございます。19年度に

つきましては、それに基づきまして、まず 初に

地すべりの対策工事、これを19、20年で行いまし

て、21、22年で道路改良工事を行って完成すると

いうふうな計画に基づきまして現在進めていると

ころでございます。 
  それから次、住宅についての御質問でございま

す。住宅の松本団地についての屋根修繕工事の内

容でございます。これにつきましては、風とかそ

ういうふうな被害によるものかどうかというよう

な御質問でございますが、そういうものではなく

て、やっぱり老朽化が原因で屋根の修繕等を行っ

たものでございます。 
  内容につきましては、松本団地ですが、現在45

戸ですか、ございます。このうち、全体的にそう

いうとこを修繕といいますか、老朽化が進んでお

りまして、一部雨漏り等もございますので、対象

としては全戸に対して部分的に修繕を行ったもの

でございます。 
  それから、雪総合対策費の指首野川外２河川の

流量観測業務の内容というふうなことでございま

す。これにつきましては、現在 上川から流雪溝

用の水源として確保するためにいろいろ調査を進

めておるところでございますが、その一環としま

して実施したものでございまして、指首野川、そ

れからあと升形川、中の川、これらの河川につい

て流量観測を定時に県のほうで行っているもので

ございます。それの流量観測をこちらで実施して

いるというふうなことでございます。 
  それから、あわせて水利権の許可申請業務とい

うふうなことでございます。これにつきましても、

平成14年から試験通水を行いまして、 上川から

市街地に流雪溝の用水として取水計画を立てまし

て、これまでいろいろ関係機関と調整を行ってき

ているとこでございます。これまでいろいろ課題

あったわけでございますが、昨年度までに１つは

農業用施設の多目的使用と、これについても許可

もいただいておりますし、また電力料金等につき

ましては本計画に も安価な、現在の制度の中で

安価な価格で利用できるような価格設定を電力の

ほうでしていただいているというふうな中で、

終的には 上川からの水利権の取得に伴っての水

利使用許可ですね、この手続が今現在進めている

ところでございます。 
  ただ、当然これは河川法に基づいた許可になり

ますので、本来であればやはり現況調査といいま

すか、そういったものがやっぱり10年とかある程

度長期間にわたっての調査に基づいた中で許可水

利使用を申請するというふうなことになってござ

います。ただ、いかんせん今当市のものにつきま

しては、調査期間がまだ短いもんですから、そう

いった意味で現在短い中で河川の使用許可申請を



行っているところでございます。これについては、

毎年度先ほど申しました流雪溝と河川の流量等の

調査を行いまして、そのデータの追加を行って申

請書の変更を行っております。まだ現在正式な河

川の使用許可はいただいておりませんので、現在

協議中でございますが、許可につきましては基本

的には10年というようなスパンでの許可になるわ

けでありますが、先ほど申しましたように当市の

場合は現在調整中でございまして、年々流雪溝の

整備に伴って流量を変えていくというふうなこと

で協議を行っております。そういったことから、

３年ごとの更新というふうな基本的な考えのもと

で今現在調整を進めているというふうな内容でご

ざいます。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
金 利寛委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 河川水利権の許可ですが、

これ普通改良区あたりだと10年ということを言わ

れておりますけども、これ毎年とか３年に１回と

なると大変お金のかかる問題なので、これ……で

も、毎年ということではなくて、３年ですか、３

年にまず１回ぐらいのあれでということでやると

いうことで、わかりました。 
  それから、松本団地の屋根の補修の件でござい

ますけども、世帯が何世帯これ入居することでき

るのか、今課長40ぐらいとかちょっと言いました

けども、本当は60から70ぐらいはあるのではない

ですか、この松本団地。ただ、使っている人が40

ぐらいじゃないか、そこの辺ちょっと。あいてい

るほう多いのではないか。 
中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 
金 利寛委員長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 松本団地につきましては…

… 
   （「後でいいですわ」と呼ぶ者あ 
     り） 
中部 力都市整備課長 済みません。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 松本団地の公民館前……

公民館ですか、集会所ですか、あの前に積まれて

いる古タイヤ随分ありますけども、あれ地区の人

たちのイベント用に使っているのだか、これ個人

のものだか、公民館のところに置いておくのは。

そして、これがまた捨てられたものだか、この辺

後でわかれば調べておいていただきたいと、この

ように思います。 
  それから、もう一点だけお聞きいたします。163

ページの10款教育費、２項の小学校費の１目学校

管理費でございますけども、角沢小学校解体及び

駐車場整備の工事請負でございますけども、老朽

化で危険な校舎の解体や駐車場の整備をしていた

だいて、本当にありがとうございました。地区民

の一人としてお礼を申し上げます。 
  それで、残されたもとの校舎は、利活用、管理

などきちんとした体制になっていないのではない

かと心配しておりますけども、今までどのような

人たちやどんな団体の皆さんが利用されているの

か、まず１つお聞きしたいと思います。 
  それから、管理面でもどのようにされているの

かお聞かせください。 
  それから、附属しているプールのことでござい

ますけども、解体など地区民、特に隣接する人た

ちが望んでいるようでございますので、計画があ

ったらひとつお聞かせください。お願いします。 
大場和正教育次長 委員長、大場和正。 
金 利寛委員長 教育次長大場和正君。 
大場和正教育次長 角沢小学校の跡地ですけども、

主要成果に関する説明書の81ページのほうで一応

昨年度は校舎の解体と駐車場の整備を行ったとい

うことです。 
  その後についてですけれども、担当の職員のほ

うが随時見回りをしておりまして、つい 近も見

回りしてきたとこです。 
  それで、プールの件でしたけども、今のところ

水抜きはしているんですけども、雨水が若干たま



っていたというふうな報告を受けております。そ

の他については、まずきちんとなっているという

ふうな報告を受けています。 
  あとその後の利用計画というふうなことですけ

ども、特別教室等については補助事業でやったと

いうふうなことがあります。その他の室もそうい

うふうなことがあります。特に特別教室ですけど

も、補助事業でありましたんで、処分制限期間と

いうふうなものがございまして、それがまず建て

たときから60年というふうなこと。現在でいけば

33年ほどまだ残っていると。それを解体するに当

たっては、現段階で試算すると2,000万円ぐらい返

還しなきゃならないんじゃないかなということで

すんで、有効利用をどのように図っていくかとい

うふうなことかと思いますけれども、地区の方々

がもしいい案があれば御相談に乗りたいというふ

うな考え方でおります。 
  あとどういう方々が利用しているかというふう

なことについては、ちょっと把握していませんの

で、後でお答えさせていただきたいと思います。 
１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
金 利寛委員長 森 儀一委員。 
１６番（森 儀一委員） 春先あたりから雪囲いを

外したり、それから夏には草を刈ったりして利用

している人たちとか、あるいは地区の皆さんも美

的感覚とかあるいは環境に配慮して自主的に作業

をしていただいております。学校にまだ愛着があ

るということで、大変地区の人たちも美的感覚を

考慮してやっておりますが、これもいつまで続く

かということが心配されますので、特にこれから

冬が来て雪囲いやら除雪とかそういうものもやら

なければならないというときに、やはり地元と協

力し合って、そしてお願いするとこはして、向こ

うの地元の意見もさまざま聞きながら、地元の人

たちの言ってくるのを待っているということじゃ

なくて、やはりまだまだ償還終わらないもとの学

校ですから、行って、なるたけ長持ちするように、

そして協力態勢は十分できていると思いますので、

その辺お話ししながら、中に入って相談していた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 
  それから、プールの件でございますけども、か

つては子供たちが水遊びをしたり、それから記録

会をしたり、それから水泳大会をしたりして本当

に思い出深いプールでございますので、近所の人

たちは周りの草をきれいに刈ったりして、そして

保全をしておりますけども、やはり今年みたいに

夏の暑いときに水の入っていないプールを見ます

と、本当に哀れでなりませんし、また先ほど申し

ました雨水もたまって、そしてあそこで小さい子

供たちも遊んでおりますので、危険が伴いますの

で、早く何とかして地区の区長さん方とでも話し

合って、そして安全面、そして美的感覚、そのよ

うなものを考慮しながら、余り地区の人たちもあ

まやいで早くしろとか何とかと言いにくいと言っ

ておりますが、なるたけ早く計画を立てて、撤去

なり、それから更地になりにしていただきたいと

いうことを地区民が要望しておりますので、ひと

つお願いしながら終わりたいと思います。 
  よろしくお願いします。 
金 利寛委員長 他に質疑ございませんか。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。そ

れでは、私から３点大きくお聞きいたしたいと思

います。 
  まず先に、決算書のほうの101ページから103ペ

ージ、２款総務費の２項徴税費関連について１つ、

それからもう一点は成果に対する説明書のページ

数で67ページ、企業誘致及び普及活動事業関連１

つ、それから 後には次の成果の68ページ、新庄

まつりの振興事業関連、この３点についてお伺い

いたします。 
  まず先に、先ほど申しました２項の徴税費です

ね、２目の課税徴税費関係でございます。決算書

の中に各項目あります。101ページ、地積図修正業



務委託料８万円、これはどこの地積図なのか。ま

た、委託先わかれば教えてください。 
  それから、２つ目が103ページになります、会場

借上料110万4,000円ほど、これはどういう借り上

げ内容なのか。 
  ３つ目が同じく103ページ、市税還付金及び還付

加算金1,480万1,000円ほどあります。この内容で

すが、市税還付はどのようにして行われているの

かどうか。また、加算金とありますが、これは一

体どういう加算金なのか、またその計算方法簡単

にわかれば教えていただきたいと思います 
  まず、お願いいたします。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 まず、第１点目の地積図修正業

務の委託料でございますが、３カ所ございます。

１カ所目が清水から合海に抜けるところが１カ所、

それから２カ所目が中部牧場付近、それから３カ

所目が升形の増田製作所の向かい側の付近でござ

います。発注につきましては、株式会社共同測量

設計センターになってございます。 
  それから、２点目の会場借上料の件ですが、こ

れは申告会場として使用しております市民文化会

館の使用料でございます。例年２月１日から３月

15日まで約１カ月半にわたり文化会館の小ホール

を申告会場としまして、また控室として和室を使

用してございます。特に昨年からですね、書類の

他に確定申告及び市県民税申告書作成のためのク

ライアント、すなわち端末、すべてコンピュータ

を使用するようになりましたんで、これについて

は毎日撤去するわけにもまいりませんので、常時

設置してございます。そういった関係で、朝昼晩

と終日１カ月半にわたりまして借り上げしておる

関係でこのような金額になってございます。 
  ３点目の還付金と還付加算金でございますが、

これにつきましては申告期限後のさかのぼっての

確定申告あるいは市県民税の申告または給与支払

報告書等の各種課税資料の修正や訂正によりまし

て課税額の更正決定を行った結果還付金が発生し

た場合につきましては、地方税法第17条の規定に

よりまして還付手続をとることになります。 
  還付加算金につきましては、一言で申し上げま

すと利子のようなものでございまして、既に納め

ていただいた税額から還付される金額に、一般的

にはその還付金に係る納付日の翌日から起算して

還付金を支出決定日までの期間に応じてその還付

金額に7.3％の割合、ただ、現在は4.4％なんです

が、で計算されました加算金を加算して納税者へ

還付することが地方税法第17条の４の規定により

義務付けられてございます。また、法人市民税に

つきましては、各法人が事業年度の関係上、中間

申告での予定納税が確定申告までの確定額を上回

れば、当然歳出還付の手続をとることになります。

金額的には、この1,480万のうちかなりの部分、945

万円がこの法人市民税の還付に伴う金額になって

ございます。 
  なお、税額が2,000円未満の場合には、還付加算

金が発生いたしません。また、還付加算金計算し

た結果、1,000円未満の場合も加算金は発生いたし

ません。1,000円以上の場合に初めて100円単位で

還付加算金を付けて還付するというふうな制度に

なってございます。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） なかなか税務のことで大

変難しいわけですけれども、もう少しちょっと教

えてもらいたいことも含めて御質問いたします。 
  個人の場合ですね、国税の所得税の修正申告、

確定申告後に何らかの事情ありまして修正した場

合、こういう場合においての住民税のですね、追

徴とこの還付の仕方あると思うんですよ。この仕

方は、この市のほうの税務課としてはどういうふ

うな取り扱いをなされているかどうかですね。 
  それからさらに、普通は前年度の申告に従って

市は住民税等の税額を決めるわけでしょうけれど



も、国税のほうにですね、２年か３年とかそのぐ

らい前の分も修正申告する場合もあると思います。

それらもこの取り扱いとしては、追徴とこの還付

はどのように行っているんでしょうか。まず、お

願いします。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 確定申告によりまして確定させ

た所得税の税額を増額させる申告が修正申告、逆

に所得税の税額を減額させる場合には、所得税の

更正請求というふうなことになっております。こ

れは、所轄の税務署長の所得税の更正決定によっ

て所得税の税額が減額されるわけでございまして、

税務署に手続をしますとその写しが市役所のほう

に回送されます。その写しをもとに個人住民税を

再計算するというふうになっております。市町村

と税務署につきましては、こういった税務情報に

ついてはお互いに連絡を取り合っているというふ

うな状態でございます。 
  これが納付の場合ですと随時の納期を設定して

納付書を発送することになりますし、税額が減額

となる場合には還付金が発生することになります

ので、先ほど御説明しました還付加算金を加えて

還付するというふうになります。 
  なお、地方税法第17条の５の規定によりまして、

遡及賦課の期間は追徴の場合が３年、減額、すな

わち還付の場合は５年というふうに定められてご

ざいます。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 何か少しわかったような

気がいたしますが、この中でですね、住民税の追

徴にですね、滞納者、追徴かけられているのも滞

納してしまっているというこういう方は何人か、

何％かいらっしゃるかどうかですね。 
  それからもう一点、納税組合がもうなくなりま

して、ほとんどが振込納税かなというふうに思わ

れますが、ここ二、三年前ですね、と比べて昨年

度は極端によくなったのか悪くなったのか、その

辺の感触ありましたらお聞かせください。 
  ２点です。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 追徴者に滞納者がいるかという

御質問ですが、残念ながらいらっしゃいます。た

だ、データとしまして、この追徴者に係る部分の

データを独自にとっておりませんので、件数、金

額等については不明でございますけれども、滞納

者がいるかいないかということになりますと、い

らっしゃいます。 
  それから、納税組合がなくなったことによる影

響でございますけれども、17年度と比較いたしま

して件数は若干増えてございます、振り込み件数

は増えてございます。２万2,631件から２万3,215

件ですので、600件ほど、わずかですが増えてござ

います。 
  ただ、振り替えの率でございますが、これが逆

に若干0.27％、44.04から43.77というふうにわず

か振り込みの率は下がってございます。考えられ

る理由なんでございますが、18年から高齢者の老

年者控除等が廃止されたことに伴いまして、納税

義務者数が増えたことによって振り込み件数の増

あるいは振替率の若干の低下が生じているのかな

というふうに分析してございます。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） それでは、ちょっと 後

にもう一点だけこの項目についてお聞きいたしま

す。 
  先ほどの振り込み関係に関連いたしますが、納

税者は、要するに市税等の振り込みですか、振り

替えするために申請を行って、それに基づいて市

のほうで自動的に金融機関から引き落とすという

手続になっておるようですけれども、その中で一



例として、サラリーマンが退職されます、その後

に国民健康保険税とかあるいは住民税とかが新し

く支払いしなくちゃならない項目が増えてまいり

ます。その方は、もう既に口座番号を市のほうに

登録いたしておりますので、市ではこの方は何々

銀行の何番の口座だとわかっているわけですが、

ここの口座をもう自動的に納付書に書いて、それ

で納めてくださいよというふうに市民のほうに配

布されます。この際、この方々の同意とかあるい

はそういうものを確認をされてやる必要はないの

かなというふうに思うんですけども、この辺の取

り扱いはどうなっているんでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 御質問のように例えば今現在固

定資産税あるいは軽自動車税については口座振替

の手続をしておって、退職によって新たに市県民

税が普通徴収になったような場合でございますけ

れども、自動的に手続なしで市県民税を口座振替

するというふうなことはできませんし、現にやっ

てございません。申請書には税目を指定して申請

していただく様式になってございますので、新た

にやはり市県民税の口振の手続をとっていただく

と、そういったふうになっております。 
  ただ、納付書の送付の仕方なんですが、口座振

替既に実施している納付書に入れるものと、それ

からまだ口座振替していない方への納付書に入れ

る小さいチラシのようなものなんですが、別々の

ものを入れてあります。したがいまして、御質問

のような新たに１つの税目だけ普通徴収で増えた

場合には、それにはまた口座振替のお勧めの紙を

同封しておりますので、そういった点で新規の手

続をおとりいただきたいというふうなことで現在

とり行っている状況でございます。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） ただいまの説明ですけど

も、私お聞きしているのは、今２つお答えになっ

たんですけども、例えば固定資産税等のもう納付

が決定されておいて、自動引き落としになってい

ると。その口座番号等はもう当然税務課でわかる

わけですね。これに、例えば先ほどちらっとおっ

しゃったように軽自動車を買ったと、例えばね。

そうした場合、その軽自動車の税金は一々先ほど

の説明のとおりそういうふうな説明書と、それか

ら申請というのは、これはしなくちゃならなくな

っているんですか。それがですね、大体２週間ぐ

らいの余裕しかないと思うんですよ、納付書が来

てから納付日まで。その期間中にそれをして、銀

行口座等を確定してくださいと、こういうふうに

なっているんですか。もう一度確認します。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 やはり新たな手続をおとりいた

だかなければならないというふうに現在制度上は

なっております。 
  と申しますのは、現実的にやはり軽自動車につ

きましては、納付書を発送してからでは当該年度

の口振は間に合いませんし、その他の年に４期あ

るいは８期ある税金でも第１期目については間に

合わないというのは御指摘のとおりでございます。 
  ただ、必ずしもですね、すべての税目を１つの

口座から引き落とししなければならないというこ

とでもございませんので、例えば固定資産税はＡ

口座、市県民税はＢ口座、軽自動車はＣ口座、そ

ういったことでも可能でございますので、本音を

申し上げますと本当に手続なしで何とかやれれば、

ある面ではサービス向上にもなろうし、収納率の

向上にもつながるんですが、あくまでもやはり本

人から手続をいただかなければ勝手にはやっては

いけないのかなと、そういうふうに考えてござい

ます。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 



８ 番（沼澤恵一委員） じゃ、この件については

結構です。もう少し調べてみたいと思います。 
  それでは、時間もありませんので、次の先ほど

申しました商工費関係の成果表に基づいて質問を

いたします。 
  ページが68ページになります。この中で、企業

誘致及び普及活動事業ということで、この欄の一

番下のほうに128万521円というふうになっており

ます。これは、決算書のほうにも同額載っており

ました。この中でですね、一番 後に⑤にありま

すように、中核工業団地内一斉清掃ございます。

春、夏、秋と大変御苦労なさって参会されたと思

います。ここでですね、この中核工業団地の会社

数と、それから従業員数、それでこの従業員数は

新庄市民が何％ぐらいいらっしゃるか、わかれば

簡単に、時間ありませんので、お願いいたします。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 現在中核工業団地、福田の

中核工業団地でございますが、操業している企業

は44社、働いている方が1,737名というふうな数字

が出ておりますが、これは若干変わりますので、

この数字は多分動いていると思います。 
  あと地元の方の割合なんですが、８割（６割に

訂正）ぐらいというふうなことを言われておりま

す。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） この工業団地の中に本社

機能のある会社というのは、先ほどお聞きしまし

た44社のうち何社ぐらい本社機能新庄市内にある

んでしょうか。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 大体が新庄工場というふう

なことになっておりますが、地元の企業さんもあ

ります。８社ほどだと思います、８社。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。また時間

ありません、済みませんが、新庄まつり関係のこ

とで、同じページになります、68ページ。この中

でですね、新庄まつり振興事業費の中間ごろに新

庄まつり委員会負担金1,250万、これあります。こ

の内訳わかりますか。わかったら教えてください。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 多岐にわたっておりまして、

1,250万もその中のうちの１つというふうなこと

でございますが、まずまつり運営事業費がござい

ます。ただ、その前段でですね、新庄市の1,250

万の他にですね、観覧席の席料とか、あと手数料

とか入りまして1,575万5,000円で決算してござい

ます、1,575万5,498円というふうなことでござい

ます。細かく言いますと、まつり運営事業費で892

万6,450円。これにつきましては、山車連盟への交

付金、１台31万等々も含まれてございます。囃子

の６万円も含まれてございます。 
  次が観覧席運営事業ということで366万5,922円。

これにつきましては、かわら版の製作とかですね、

会場の清掃、また仮設トイレ、ごみ処理手数料等々

が含まれてございます。 
  次に、警備関係事業ということで169万4,580円

が決算されてございます。これにつきましては、

ガードマンの委託料等々でございます。 
  次に、看板製作事業ということで28万4,550円が

決算でございます。これには、ＪＲのコンコース

に掲示しました看板は含まれてございません。 
  次に、広告宣伝事業費でございますが、41万

8,504円というふうな決算でございます。これは、

キャラバン費用とかですね、チラシの印刷、のぼ

り旗の製作、あとは山新とかですね、そういった

ものの広告料等々でございます。また、寒河江の

花咲かフェアに囃子を派遣しておりますので、そ

の費用等も含まれております。 



  あとは事務費等でございまして、49万9,009円と

いうふうなことで、あとは会議費、渉外費、雑費

というふうなことでございます。 
  締めますと1,575万5,000円ですか……1,575万

6,000円、失礼しました、が実績となってございま

す。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 今の御説明の中の1,575

万5,000円で決算しているということでしたが、運

営事業費は約800万。この中には各山車町内若連の

補助金、確か31万と聞こえたようなんですけども、

それと囃子若連のほうの６万ですか、これが含ま

れているんだということです。 
  この両方の若連のこの補助金のこの額の決定と

いうのは、一体どのようにして行われたんでしょ

うか。あるいは、なぜこういうことを聞くかとい

いますと、いろいろな要望を受け入れて、何らか

の審査会とかあるいは運営委員会などいろいろあ

ると思いますが、そういうところに諮りながらこ

の額を決定されているのかどうなのか。構わず、

ここに書かれているとおり新庄まつり委員会から

要請来たか何か来たかわかりませんが、こちらの

ほうから一方的に来られて額を決定しているのか、

その辺の御事情あればちょっとお知らせください。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 今言った決算の内容につき

ましては、まつり委員会の決算というふうなこと

でございます。 
  ただ、その31万、６万の決定につきましては、

何年か前からの、いわゆる踏襲してきた数字では

ないかなというふうには思います。ただ、毎年幾

ら幾らと決定していると、その上で決定している

と……決定はしておるんですけども、はっきりで

すね、幾らというふうなことはちょっと私わかり

かねますので、調べて後ほどお知らせしたいとい

うふうに思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） ちょっときちんと調べて

いただけませんか。 
  いろいろな観光課のほうで査定をしたり要望を

受けたり、精査をして決められている額かなとい

うふうに私は思っていたんですけども、どうもう

わさによると違うような気がいたしますし、そう

いうふうなことがちょっとわかってまいりました

ので、ちょうど時間もないんであとこれ以上聞い

てもしようがないから、後でちょっとその辺の中

身を詳しく教えてください。 
  ちょうど時間……もう少しあるけども、やめま

しょう。終わります。 
金 利寛委員長 それでは、ただいまから10分間休

憩いたします。 
 
     午前１０時５６分 休憩 
     午前１１時０６分 開議 
 
金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 
  他に質疑ございませんか。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） ３点ほどお尋ねします。 
  初に、先ほども質問ありましたが、139ページ

のナラ枯れの状況についてでありますが、67本ほ

ど切ってそれで終わったということで、来年も早

期に実施するというふうでありますから、そうい

う意味合いでは早期の駆除が何よりも大事だとい

うふうに思います。そういう中で、もう一度そこ

ら辺の構えをお聞かせいただきたいと思います。 
  それからもう一点は、松枯れもあったわけです

が、昨年の議場の中でもやりとりありまして、伐

採して駆除をしたと、消毒をしたというような状

況もお聞きしましたが、その後発生していないの

か、また18年度の予算の中でそこまで対応を何か



したのか、そういう心配が全然ないというのか、

そこら辺お聞かせください。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 初のナラ枯れにつきまして

は、先ほど申し上げましたんですけども、67本陣

峰市民の森で対応させて、今のところは被害は蔓

延しないというようなことで、今今年から、本年

度からですね、緑環境税のほうでもいろんな荒廃

した森林整備をこれから10年間かけてやっていく

というようなことで、県のほうと今いろいろ場所

についても詰めております。 
  それで、先ほど申し上げました、とにかく共生

する害虫とナラ菌がやっぱり因果関係で、飛ぶ前

にいろいろなこの情報といいますか、その辺の管

理委託している森林組合とか、そういうことでい

ろいろ情報を共有してですね、県のほうともいろ

いろこれについては詰めていきたいと思っていま

す。 
  なお、松枯れにつきましても、昨年いろいろ伐

採して薫蒸したということでございます。それで、

なお今拡大しているという、主に八向楯、その周

辺が松枯れ、特に景勝地でございます、その松枯

れがちょっと今のところひどいというとこで、森

林整備課のほうと今それの対策について、伐採と

かどういうふうに処分するか、それについて検討

を詰めておるところでございます。 
  以上でございます。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 今お話しのとおり、 上

川を中心にして松枯れが多いような感じがします。

今回県のほうでも新聞によりますと、１週間前で

すか、そのくらいの時期に入っているんですけど

も、入っているときは既に虫も飛んでいって、あ

とは木が枯れるのみというような状況で、その駆

除して消毒した木は商品価値もないというような

状況も聞いております。 

  そういう意味合いで、何としても 上川沿いの

駆除というのがこれは県のほうでも熱心にやらな

ければならないんですけども、新庄の場合もやっ

ぱりそういう駆除については率先してやってほし

いなというふうに思います。 
  ナラ枯れの件はそういうふうな状況で、そして

松枯れについても萩野地区まで行ったというよう

な話もこの前の議会の中で聞いたんですけども、

そっちのほうの影響というのはどうなったのです

か。ナラ枯れと含めてお答えください。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 今年度から緑環境税というこ

とで、荒廃した森林の整備、人工林につきまして

は萩野方面のほうから入っていくということで、

天然については先ほど申し上げました八向の方面

ですね、ということで、萩野地区については説明

会、地元の説明会をやって、いろんな荒廃した森

林の対策とかあるいは松枯れとか、そういう処理

について県のほうで現地に入って対策を講ずると

いうことでなっています。 
  なお、市のほうからは、いろんな民有林の所有

者の同意も必要でございますので、民有林の所有

者といろいろ打ち合わせを行いながら今進めてお

るところでございます。今年度は萩野方面に入っ

ていくと。具体的には二枚橋方面に入っていくと

いうようなことで、今後10年間こういった整備を

進めていくということでございます。 
  以上でございます。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 後に、緑税、環境税と

いいますか、そういう１つの状況をそういう駆除

に対しても使われないのかと 後にお聞きしよう

かなと思いましたが、今お話ししました。 
  そういう使い道については、国有林であろうが

民有林であろうがすべてが可能なのか可能でない

のか、そういう駆除の対象の木が対象になるのか、



そこら辺もお聞かせください。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 現在のところ、緑環境税につ

きましてはあくまでも予防というふうなことでは

ちょっとこの対象とされていないようです。あく

までも荒廃した森林のいろいろ伐採とか、そうい

うようなことでこの緑環境税についてはそういう

ようなことで。 
  ただ、各県内でもいろんなその対策についてい

ろいろ出ておりますので、各市町村からも。その

辺については、県のほうにいろいろ要望を今重ね

ておるところです。ただ、県のほうでも今具体的

な対策というのはまだ示されておりません。 
  以上でございます。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 環境を見て歩くパトロー

ルの隊というのは、どういうふうな編成でやられ

ておるのか、お聞きします。 
五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 
金 利寛委員長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 １つは、地図情報システムを

活用していくべきじゃないかと。いわゆる広範囲

にわたっている森林の面積でございますので、そ

の辺はＪＩＳとか使っていろんな荒廃した状況調

査とか、それから森林のボランティアを募ってで

すね、その辺の情報収集をしていくべきだという

ふうなことのいろんな打ち合わせを今行っており

ます。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 新庄も環境に大変恵まれ

て、緑豊かなふるさとだというふうに言われてお

りますから、そういう意味も込めまして、そこの

やっぱり熱心な１つの監視なり、そしてその対策

なりをいち早くやっていただくということを要望

いたしまして、この項は終わります。 

  あとページ159の３目になりますか、防災、総合

防災、前のほうから前ページからあるんですけど

も、この件については総合防災なのかなというこ

とで質問します。 
  １つは、中越地震含めて、北越地震ありました。

そういう対策として、いつも叫ばれるのがそのと

きすぐに役立つ備蓄、食料にしても、そういうい

ろいろなプレハブにしても、いち早く望まれるん

ですが、なかなか対応が後手後手に回っている状

況があります。新庄市で18年度までどのくらいの

備蓄なり備品、そして対策をしているのか、お聞

きします。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 防災対策としては、具体的に

は今御質問いただきました備蓄等につきましては、

各企業さんとか業者さん、そちらのほうとある程

度協議いたしまして備蓄させていただいておりま

すが、備品等につきましては環境課内における備

品等しか今のところ準備されていない状況です。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 新庄市も直下型の地震の

層があるということで常に言われているわけです

が、それに対して企業に要請していればそれでい

いということで片付けられるものか。そこら辺の

計画についてお尋ねしたいと思います。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 やはり災害というのはいつ起

こるかわからないと常々言われているわけですか

ら、今後中長期的な備品対策、それから備蓄対策

につきましてこれから研究して、ちょっと遅いと

言われるかもしれませんが、計画的なものを立て

ていきたいと思います。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 今は経済的にも大変だと、



財政的にも大変だという状況ですから、我々は納

得はするんですけども、市民は納得はしないとい

うふうに思うんです。 
  そういう意味合いで、これから考えるという予

定なんですけども、例えば公民館の使い方とか、

そういう大幅な大災害が起きたときの状況という

のは、年に10月の時期に防災訓練やるわけですが、

それ以外に大まかに考えている状況があればお示

しいただきたいと思います。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 災害の種類につきましてはい

ろいろございますが、水利関係、水上がり関係、

それから火災関係、一番極端に来るのが地震では

ないかというふうには考えていますが、９月の上

旬に新庄市の消防団17分団ございますが、ほとん

どの分団で地域防災というふうな観点から、地域

住民も一緒にしていただく分団もありますし、分

団単独でやることもございますが、そういったこ

とで消防団関係につきましては訓練はいたしてお

ります。 
  それから、自主防災組織と言いまして、各町内

会とか地区単位に防災の組織をつくって、マニュ

アルづくりをして、いざというときには自分の身

は自分で守るというふうなことで、本年度あたり

からぼちぼち町内会、二、三の町内会ですが、自

主防災組織を結成しようというふうなことで動き

は出ておりますので、そちらのほうにもソフト的

にはバックアップしてございます。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 次の予算あたりに具体的

な数なども示していただければ、議場の中でも議

論をしてまいりたいというふうに思います。 
  また、今お話 後のほうにありましたが、各地

域のやっぱり公民館も使いながら、その中で常に

どういうふうにするかということも、私たち自身

もまだ疎い面があります。そういう意味合いでの

指標なり、そういう参考資料があればいち早く町

内のほうにも示していただきたいなと思いますが、

いかがでしょうか。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 ただいま申し上げましたとお

り、町内会での動きといいますか、自主防災、大

変これ重要な部分に当たってきます。環境課のほ

うでもある程度は県から示されているマニュアル

がございますので、それを示しながら、今後とも

各地域で拡大していきたいというふうに考えてお

ります。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 次の予算あたりに具体的

な数字が出ることをお願いして、この項は終わり

ます。 
  それから、163ページの上段のほうなんですが、

山形大学のエリアキャンパスということで３年ほ

ど続いているわけですが、当初は大学校の誘致と

いうような状況の中で山形大学の出張するこうい

う問題を 上郡内で取り上げて現在まで来ており

ます。 
  そういう意味合いには、新庄で考えた１つのも

のが 上全体をキャンパスにしていろいろな行事

をやっているというふうに理解しております。18

年度の中身と今後どういうふうにやるのか、そし

て大学誘致という点がどうなっているのか、そこ

ら辺も含めてお聞かせください。 
山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 
金 利寛委員長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 山大エリアキャンパス事業

でございますが、大きく分けて３点に集約される

のかなというふうに考えております。 
  １点目ですが、山大エリアキャンパスのパレー

ド事業というふうなことで今年度も実施しており

ますが、子供たちの進路意識を高めるため、成果

が上がっているのではないかというふうに考えて



おります。例えばさまざまな授業を市民プラザで

行うとか、それから進路相談を山大だけでなくて、

他の大学も来られてじかに大学についての進路相

談を受けております。 
  ２点目でございますが、エリアキャンパスフィ

ールドワーク事業というふうなことで、新庄市で

は５つ事業を持っております。こんな形で、フィ

ールドワークハンドブックというふうなことで提

示しておりますが、この中でやはり山大の学生が

昨年度来た学生も今年度また来たい、それから前

期と後期に分けておりますが、前期に来た学生が

後期にまた来たいというふうなことで、新庄 上

のよさをアピールするのに大いに役立っているの

ではないかというふうに考えております。 
  ３点目でございますが、山形大学の教育文化学

部の教育実習でございますが、昨年度は２年生の

教育実習だけで１週間滞在しております。その滞

在した学生が今年度３年次でまた新庄 上に教育

実習として来ているというふうなことで、実は山

形大学では教育実習は山形市内と附属中学校に限

られております。これを新庄市にだけ特別に教育

実習を持ってきたというふうなことで、この間も

地域懇談会がございまして、新庄市内のＰＴＡ会

長さんと、それから校長先生方と学生との懇談会

ございました。２回開いております。その中でも

校長先生方の大変よかったと、来ていただいて本

当にありがたいと。実際今教員の年代が高くなっ

ています。そのところに学生が行って子供たちと

接触した場面が生き生きとしているというふうな

ことで、大変好評を得たところでございます。ま

た、学生のほうにとっても、例えば附属中学校に

行って１クラスに３人とか４人とかいうふうな形

で大量に教育実習を受けると。ところが、実際新

庄市に来て１クラスに１人丁寧に見ていただくと

いうふうなことで、山形大学の教授も大変新庄の

人間の温かみ、そういうふうなものを感じ取って

帰られたというふうな感想を漏らしておりました。

実際今また教育実習続いておりますが、やっぱり

地域の活性化、それから学校の活性化、これをま

たさらに今後は広げていきたいというふうに考え

ております。 
  以上でございます。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） そういう意味でいけば、

新庄 上のそういう山大に対する期待感も大きい

わけですし、また山大についてもこういう実習は

なかったということで、大変気に入っているわけ

ですが、やはり３年、４年とたちますとマンネリ

化してくる１つの状況があります。そういう意味

合いでは、やはり 上の地に大学生を呼んで、や

っぱりこれを勉強してもらいたいとか、またこち

らのほうからもこういう人を欲しいというような

状況もつくり出していかないと、ただ単にマンネ

リ化になって、呼べばいいというような状況にな

っては大変だなというふうに思います。 
  そういう意味合いで、今後の新庄市においての

目標とすればどこら辺を重点的にやっていくか。

さっきは５つなり４つなりというような状況を語

っていただいたんですけど、特に力の入れるとこ

ろをちょっとお聞かせください。 
佐藤 博教育長 委員長、佐藤 博。 
金 利寛委員長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 山形大学エリアキャンパスもがみ

が発足して３年目で、大学のないこの 上に大学

をということで、ソフト型、ハードの部分じゃな

くてソフト型の誘致ということで今進んでおるわ

けです。 
  確実に大学生が新庄市……新庄市だけじゃなく

て、 上各地に来ていろいろ活動している姿が見

受けられるようになったと。これもいっときだけ

じゃなくて、年間通してということで、当初のそ

ういう目標も近づきつつあるのかなというふうに

思います。今今田委員さんおっしゃられたように、

今後はというところがやっぱりポイントかなとい

うふうに思います。 



  やはり 初この窓口になったのが教育部分とい

うことで、地域教育文化学部が１つの連携の窓口

的な形だったわけです。今後我々としては、やは

り 上にとっても大学にとってもメリットという

双方のメリット部分を追求していかなければなら

ないと。これは、教育の部分だけではないという

ことで、山形大学には医学部、農学部、工学部そ

れぞれあります。それぞれの学部とも今後やはり

この 上との連携を深めながら、大学の知の部分

をやはりこの 上の地に導入してほしいなという

ことで考えております。 
  この山形大学とこの 上との連携ということで

進めている委員会が運営委員会という組織をして

いるわけですけども、この運営委員は、やはり先

ほど申し上げましたように、 初教育の部分だっ

たものですから、各市町村の教育長たちが運営委

員になっている、あと大学側からの先生方の委員

の方々とで組織しておるわけですけども、今後や

はり教育の部分だけじゃなくて、首長部局の方々

にもやはり運営委員になってもらって、今言った

ように単なる教育の部分だけでなく、他の部分を

も深められるように、そして 上にとってもそれ

が活性化につながるような、そういう組織体制を

今後考えていきたいと思っております。これは、

大学側にもそのように話しております。 
  以上です。 
１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 
金 利寛委員長 今田雄三委員。 
１２番（今田雄三委員） 新庄にも教育関係で今お

話しした先生方も１週間泊まったりというふうに

なりますし、それからバイオマスについても多く

の人が見学来たりしています。そういう意味合い

で、新庄にも泊まっていただくというふうになっ

た場合、費用の面も大変御苦労なさっているよう

でありますが、そこら辺の受け入れ態勢はどうい

うふうになっていますか。 
山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 
金 利寛委員長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 学生にとって、やはり長期

にこちらに宿泊するというふうなのは大変な負担

になるかと思います。実際学生があちらで同じよ

うな単位、それから同じような教育実習をすると

すれば、ほとんど費用がかからないわけです。あ

えてこちらのほうに来てもそういうふうな教育実

習なりエリアキャンパス授業を行いたいと、受け

たいというふうな意欲のある学生ばかりでござい

ます。 
  そこで、こちらのほうとしましては、負担がで

きるだけ軽くなるようにというふうなことで、実

は新庄北高と、それから新庄南高の同窓会館を交

渉しまして、県とも交渉しまして、ほとんど電気

代ぐらいの出費で宿泊できるような形で提供して

おります。 
  よろしいでしょうか。 
１２番（今田雄三委員） 終わります。 
金 利寛委員長 他にございませんか。 
１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
金 利寛委員長 新田道尋委員。 
１４番（新田道尋委員） 質問というよりも要望で

すかね、が強いとは思うんですが、ページは143、

７款商工費、１項商工費、３の観光、この中の備

考の欄に 上広域の分担金１億3,600というふう

な維持管理費が載っていますけども、これ何回も

私質問しつこいようにするんですけども、これを

見るとですね、黙っていられなくなるんですよね。 
  このゆめりあ、償還金が今年で２億7,800万ぐら

いかな、合わせますともう４億を超える金をあそ

こへ突っ込んでいる、毎年ですね。しばらくこの

ような状態がまだ続くわけですね。 
  それで、この成果のほうに書いてありますが、

賑わいと交流、目的をそれで達成しているんだと

いうふうなことを言っているわけですけども、た

だあそこにわいわい、がやがや集まってきて、こ

ういうふうな姿をですね、依然として続けてです

ね、この４億を負担していくというふうな姿果た

していいかどうかと。 



  もう少し詰めますと、前にも申し上げたことあ

るんですが、全くのあそこの広場が無料というこ

とは、今後もそれを継続していっていいもんかど

うか。前にお伺いしたときは、これは補助金の関

係で何か規制があるというふうなことを聞いてい

るんですが、やっぱり実費負担ぐらいはしていた

だくと。建物が大きいですしね、あの建物構造か

ら言って、冷暖房光熱相当普通の建物よりかかる

はずなんですよね、ああいうふうに設計をしたか

ら。総ガラス張り、外から見れば確かに見栄えは

いいんですけども、直射日光当たる、冬も直接の

冷気がガラスを通して入ってくるということにな

ると、一般の建物よりも光熱費がかかるはずです

ね。相当ウエートが高いと、この１億3,700万の中

にはかなり占めているんじゃないかというふうに

思います。 
  それで、国においては、地方分権、規制緩和、

法律もしょっちゅう変わっています。どうして有

料にできないかということが私疑問に思うんです。

その辺わかったらば教えていただきたいというふ

うに思います。 
黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 
金 利寛委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 今有料化どうかというお話

でございますけども、このゆめりあにつきまして

は平成５年３月に策定されました 上エコポリス

構想の中核施設という位置付けで 上８市町村の

交流の拠点施設ということで、圏域の誰もが自由

にさまざまな形で利用できるというふうな、四季

を通じて快適に過ごせる屋内公園というふうな性

格で建設されたというふうなことでございます。 
  なお、この建設の財源でございますけども、地

総債を使ってございまして、この特枠分の規制が

ございます。公共的性格が強く、収益を見込まな

いものに限定というふうなことで地総債を受けて

建設したという経過がございます。有料化の話に

なりますと、確かに委員おっしゃるようにですね、

年間150万人ほどがあそこに入るわけでございま

すけども、ただ、この起債に影響するのではない

かというふうに思うところでございます。 
１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
金 利寛委員長 新田道尋委員。 
１４番（新田道尋委員） 収益を見込まないという

ことは、利益でしょう、収益というのは利益だか

ら。実費をもらっても収益にはならないんではな

いんですか。かかった受益者負担という原則がも

っと前にあるはずですんで、かかったぐらいはい

ただくのが……。 
  だって、新庄の施設で全く無料なんていうのは

そうありますか、もっていけますか、だって。本

来ならば、公共施設なんていうのは全部無料にす

れば一番いいんですけども、それでは成り立たな

いから使用料という形で受益者負担をお願いして

あると思うんですよ。何で拠点施設ゆめりあだけ

無料でいかなきゃならないのか。大体新庄がもう

８割でしょう。これは動かないんですから、この

建物ある限り８割負担でいかなきゃならないでし

ょう。８市町村がみんな公平に自由にというふう

な意味合いのもと今課長言いましたんですが、８

割……平等、もう少しですね、パーセントが下が

ってくればまだいいんですけども、８割も負担し

ているんですよ。一番苦しいのは新庄市でしょう。

何でそれを続けていかなきゃならないか。 
  それから、違反になるか、もう少しですね、詰

めて、このままでどうも納得いかないんですよ、

私はね。それで、ここの成果表には173万3,074人

と末端の４人までこれ入ったというんで、誰が見

ているか知らぬのだけども、これだけ入ったとい

うことは、１日に換算すると4,750人となるのよね、

約。こんなに人来ているんかなあ。だから、交流

が進んでいるんだと、いいんだという、その建物

の目的を達していると、こういうふうに言いたい

んでしょうけども、ＪＲの乗降客みんな入ってい

るんじゃない、これ、恐らく、だと思いますよ。

こんなに来るはずないな、こんな毎日イベントや

っているわけでないんだから。 



  その人数はいいんですけども、これですね、本

当にこの料金取っていいか悪いか、もう少し詰め

てみたらいいんじゃないですか。だめですか。や

る気ない。私はもうもらうべきだと。公共施設な

んていうのは、やっぱり維持管理をですね、よく

調べて、それから着手するというふうなことして

いかないと、物があるうち金かかるんですよね、

維持管理、どこでもそうでしょう。先の見通しを

ちゃんと立てて、そしてこういうものの建設にか

からないとですね、後々までこれ尾を引くわけで

しょう。どこでも何でも同じですけども、維持管

理が一番問題だと思うんですよ。ただ、あの建物

何十年あともつか知らぬけども、あるうちこうい

うふうに金かかっていく。それでいいかどうかで

すね、よかったのかどうか。ただ、あそこには、

当初の設計ですと、一番先によこしたのだと、あ

そこへ２階建ての立体駐車場あったんだよね。そ

れだけやめてもらったのはよかったけども、今考

えると。 
  計算上は、あのときは試算して我々に示したと

きには、行って来いで負担金がなかったんですよ

ね。そういうふうな数字を我々に示した。ところ

が、ふたをあけてやってみると、負担が新庄市が

１億3,000万、2,000万から3,000万毎年出さなきゃ

ならなくなったと、こうなっているわけですよ、

事実。ちょっと軽はずみじゃなかったかなと、こ

の計画は、私は思っています。 
  何とかして、これはやっぱりこのままじゃだめ

だと思うんですよ、かかり過ぎて。もう少し辛抱

すればそのうち償還金が終わるから、そんな暗い

話でもないんですけども。１つの例ですので。こ

れ、できるんだったらばやっぱりやるべきだと思

いますよ、光熱費ぐらいはカバーできるように。

絶対これは地総債でだめですよと言うんだったら、

これはあきらめるしかないんですけど、私はあき

らめたくないんで。そういうものを一つ一つきめ

細かに対応していって早くこの状況から脱却して

いくというふうなことをみんな知恵絞っていかな

きゃならないんじゃないかと私は思います。 
  あとこの中身、次に行きますけども、１つの例

を挙げますが、この成果表でですね、書き方がど

うも、私ちょっと見ているんですけども、もう少

し上手にできないかなというのは、ある課はです

ね、何ページもかなり詳しく必要以上に書いてい

るところもあるんだけど、あるところはわずか１

ページぐらいて終わっているとこもある。もう少

しここら辺は丁寧にですね、簡潔、また余り余計

なとこは簡潔にできないかなというふうに思うん

です。 
  157、ここは消防費、９款消防費のところありま

すね。１つの例とって言うんですけども、広域消

防が５億1,728万4,000円ですね、それから新庄市

の消防関係、非常備消防6,516万7,289円で、ここ

のところ成果表見てください。今言ったのがたっ

たの１ページ、新庄市の消防団の状況だけを書い

てあると。ここを見て、あとこれから言いません

けど、５億も使っているんですよ。この状況を成

果表にあらわさなくてもいいんだかどうか。一般

的に広域消防全部で16億ですか、使っているんで

すけど、それの内容、16億6,047万1,000円という

ふうにこの監査の意見書の中にありますが、これ

がこの金額の成果がですね、どこに載っているか

と、全体的にですね。監査の意見では、予算に対

して執行が全般的に適正であるというふうに書か

れてありますんで、余り内容を細かく言わなくて

もいいとは思うんですが、次からこういうところ

ですね、ひとつ改善してですね、おのおのの課に

おいてはできる限り、ゆめりあの話を例として私

申し上げましたが、もう少し研究して、できるも

のは少なくというふうに努力をお願いしたいとい

うふうに思います。 
  以上です。 
金 利寛委員長 答弁はいいですか。 
１４番（新田道尋委員） いいです。 
金 利寛委員長 他に質疑ございませんか。他にご

ざいませんか。 



   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 他に質疑がありませんので、以上

で議案第55号平成18年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についての質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  討論の通告がありますので、順次発言を許しま

す。初めに、認定することに反対討論として佐藤

悦子委員。 
   （２番佐藤悦子委員登壇） 
２ 番（佐藤悦子委員） 平成18年度決算一般会計

に反対討論を行います。 
  １つ目として、国民保護協会事業費のことです。

憲法改正の動きは、９条を変え、海外での戦争が

できる日本にすることがねらいの中心です。当市

に導入されました国民保護協会事業費があります

が、これはアメリカの海外での武力攻撃に自衛隊

及び国民を強制的に動員するためのものです。日

本が武力攻撃を受けなくても、アメリカの先制攻

撃戦略に従って自衛隊や国民、自治体を動員する

仕組みづくりのためのものです。住民の避難誘導

や家屋の消防活動や救急救命よりも自衛隊や米軍

への軍事協力が優先させられる体制づくりではな

いかと懸念されます。平和都市宣言の市として、

９条の改悪にはきっぱりと反対を貫き、国民保護

協会事業についてはやめるべきではないでしょう

か。 
  次に、国の政策の問題点について述べます。三

位一体改革による市の負担の負担増が教育、福祉

サービスの削減として市民にしわ寄せされている

からです。構造改革が大企業のぼろ儲けを保証す

る一方、庶民には増税と社会保障の後退という貧

困と格差を拡大する政策であることが明らかにな

ってきています。地方分権というのが地方自治の

拡充のためであるとするならば、国は自治体の格

差を解消し、どの自治体に住んでも基本的人権を

保障されるための財源と、さらに自治体独自の施

策の拡充を図られるような余裕ある運営のできる

税源移譲を保障する改革が求められます。 

  しかし、構造改革の１つとして進められている

現実の三位一体改革はどうでしょうか。16年から

18年の３年間で国庫補助金はマイナス4.7兆円、地

方交付税はマイナス5.1兆円、税源移譲は３兆円し

かなくて、6.8兆円のマイナスであります。地方自

治体の立場から言えば、分権というより、量的削

減によって地方自治体の財政危機を促進するもの

となりました。 
  児童手当支給事業の国庫補助が外され、税源移

譲とのことでしたが、事業内容は支給が小学校６

年生まで拡大ということでいいことであります。

しかし、17年度まで国の負担がこの事業に対して

３分の２あったのに18年度から３分の１に国の負

担が減りました。減った分が県と市で負担させら

れ、新庄市の負担はその分約4,000万円増えたこと

が担当者からの資料などでわかりました。 
  定率減税の見直しと高齢者の増税が進められた

結果、景気悪化と税や保険料、公営住宅使用料の

未納の増加という悪循環になり、庶民増税の悪政

による市民の生活苦が広がっています。そして、

社会保障の改悪が貧困を拡大しています。 
  介護保険法が改悪され、18年度４月から本格実

施され、保険料の16.8％の値上げの一方、介護予

防と称して利用の制限、縮小が行われております。

障害者の自立支援法も18年の４月から導入されま

した。障害者の負担が障害の重い人ほど多くなる

という１割負担の導入による障害者の苦しみ、こ

れが増大しています。 
  財政縮小の押し付けとともに、国から自治体合

併による地方自治の破壊、職員と議員定数の削減、

自治体民営化が進められようとしています。公務

労働を住民サービスを実感できる仕事から外注を

担う事業者との連絡調整や聞き取りなどを中心と

する仕事に変容し、公共性を実感しにくくかつ公

的責任を果たしづらい内容に変えていこうとして

います。 
  自治体民営化により多くの問題が生じていると

報道されています。全国では、会社が運営する保



育園が廃業、イギリスでは給食民営化が失敗した

とも報道されています。図書館の窓口業務の民間

委託による貸し出し情報の私的利用などの報道も

ありました。耐震強度の偽装などもありました。

当市として、民営化については慎重の上にも慎重

であってほしいとお願いしたいものです。 
  国に対して、増収のために、庶民増税ではなく、

大金持ちへの力に応じた累進課税を再構築するこ

とを求めていただきたい。また、大金持ち優遇課

税措置を見直していただきたい。また、過去 高

の利益を上げている大企業の優遇税制を見直す増

税を求めるべきです。 
  米軍再編へ３兆円も国がつぎ込むようなことを

やめるよう意見を機会あるごとに言っていくこと

が地方の財源を豊かにすることにつながる、地方

の財源確保につながると思うのです。 
  次に、市独自にできることは何かということで

す。市の財政難の原因は、国によるこのような地

方への財政削減であり、大型公共事業を身の丈を

超えてやってしまったことによるものであります。

市民にとって緊急切実でないところを節約し、市

民福祉のために使うよう組み替えもできたのでは

ないでしょうか。例えば沼田角沢線の事業に18年

度１億4,000万円使っております。平成５年度から

19年度までで14億5,000万円のかかった事業だと

のことでした。これは、本当は凍結、節約しても

よかったのではないかと思うのです。また、国で

も利用率１％未満という電子申請システムに807

万円つぎ込まれていました。今年度に入ってそれ

を利用しているわけですが、利用件数はゼロ件と

いう状態です。果たしてやる必要があったのか、

成果はいかにと思います。なかったのではないか

と思います。また、エタノール製造と活用に413

万円ありました。環境に優しい施策ではなかった

と 近になってようやくわかってきました。今は

休止とのことでしたけども、今後本当に環境を守

る策が重要になっていくと思います。 
  当市の財政状況は、経常収支比率99.7％という

18年度の報告でした。自由に使えるのが0.3％とい

う非常に厳しい財政状況です。市民から見て、市

長の退職金が４年ごとに2,500万円支払われるよ

うになっているというのは多過ぎるとの意見です。

市民から見て高い報酬となっている市長はじめ三

役は、財政が県内の他の市と同じくらいになるま

ででも本俸も退職金についてもそれぞれ削減を考

えるべきではないかと思うのですが、いかがでし

ょうか。 
  また、議員報酬についても、市民から見て高い

という批判があります。議員は、年収の現在５％

程度の削減となっていますが、年収の２割削減ま

で検討していくべきだと思うのです。そして、財

政難の中で政務調査費と視察研修費が使われてい

るわけですが、この使われ方が市民から見て観光

的と指摘されかねない使われ方が含まれている気

がしてなりません。例えば沖縄の首里城やリゾー

トショッピングビルを見ること、その調査の目的

に照らしてどうなのか慎重に考えねばならないと

ころだと思います。調査の目的をはっきりさせ、

目的に沿って公費を使い、節約に努めねばならな

いと思います。節約したお金を財政の立て直しや

市民サービスの復活強化に向けていくことができ

ると私は考えるものです。 
  後に、この度のさまざま職員の皆さんをはじ

め、全力で頑張っておられることに敬意を表しつ

つ、特に強化すべき点として、財源確保のために

18年度縁故債という借金の借り換えを行って、利

息分の返還を縮小させることができました。それ

から、夜間休日診療所の開設なども行ったことは

よかったこととして敬意を表します。 
  以上、壇上から反対討論終わります。御清聴あ

りがとうございました。 
金 利寛委員長 次に、認定することに賛成討論と

して遠藤敏信委員。 
   （６番遠藤敏信委員登壇） 
６ 番（遠藤敏信委員） 議案第55号平成18年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成



の立場で討論を行います。 
  平成15年度に打ち出された三位一体改革により、

国と地方のあり方が大きく変わってきております

が、景気低迷、少子高齢化など地方行政を取り巻

く状況は相変わらず厳しい状況が続いております。 
  特に本市においては、新幹線延伸対策事業など

による起債返済額の増大、 上広域分担金、国営

農業水利事業負担金などにより、とりわけ厳しい

財政状況にあると言えます。そのため、このよう

な厳しさを増す財政状況に対応すべく、県内でも

いち早く財政再建計画を策定し、その実施に力を

注いできたところであります。 
  しかしながら、平成18年度から新たに設けられ

た実質公債費比率が公表され、本市は29.9％で全

国で６番目に高い数値でした。この比率は、財政

指標の１つとの説明でしたが、大変大きなショッ

クを受けました。そして、この度公表された今年

度の数値は30.1と昨年度をさらに0.2ポイント上

回る数字となっておりますが、これについて新庄

市の取り組みが決して緩んだことによるものでは

なく、数値の取り方や計算方法がより厳格化され

たことによるものであるとのことでありました。

過日公表された全国の数値を見ると、比率が悪化

している市町村が大変増えているようであり、多

くの自治体で依然としてというより、さらに財政

悪化の状況にあることが読み取れます。 
  このような中で新庄市は何をなすべきなのか。

平成16年度に策定した財政健全化計画を着実に実

行し、これまで以上の成果を上げていくことが求

められています。中でも行財政のスリム化はその

基本となりますが、特に人件費の抑制については

定員管理計画に基づく退職者の不補充や各種手当

の削減により確実に実施されていると言えると思

います。 
  また、職員減少への対応及び市民との協働化を

図る指定管理者制度を活用した施設の民間委託も

実施されており、平成18年４月から体育施設、斎

場、児童館など、18年12月からはわくわく新庄が

委託されるなど現在７施設が指定管理者制度活用

による施設管理に変更となりました。19年度以降

においても同制度の活用を計画しているようです

が、今後も円滑な制度運用と効果的な活用を望む

ものであります。 
  財政の硬直化は、これまで多額な起債に頼った

ことが主たる原因です。公債費減少のためには、

建設事業を抑制し、発行額を抑えるしか方法はな

いと考えますが、ここ数年は起債発行を極力抑制

しており、平成18年度の起債発行額は、平成17年

度と比べ21％も減少するなど未償還元金は着実に

減少しており、起債制限比率は15.4％と１ポイン

ト改善しております。また、財政運営の年度間調

整のため、財政調整基金に２億9,000万円以上の積

み立てを行っており、さらに予算作成時に絞り込

みを強めたと聞いております。18年度予算をそれ

を執行する中で節減し、結果として生み出された

繰越金は、限られたお金を少しでも切り詰めた結

果として評価したいと思います。 
  今回の議会でも新庄市をよくするためのさまざ

まな議論が交わされたところであります。本市の

財政状況は、この二、三年が本当の正念場を迎え

ることになります。これを乗り切るためには、市

が自助努力を払うことの他に、指定管理者制度の

推進やＮＰＯなどとの事業連携、市民協働など市

政に対する市民の理解と参加が不可欠であります。 
  現在の市の財政状況については、市民も大変心

配をしております。市は、財政健全化を着実に推

進していくとともに、市民へのサービスレベルを

極力落とすことなく行政を進めていくことを望ん

でおります。 
  私は、財政健全化に向けたこれまでの取り組み

は着実に成果が上がっているものと確信していま

す。市民とともに協働しながら、今後とも気を緩

めることなく行財政改革を進め、明るい展望を切

り開かれることを切に期待し、賛成討論といたし

ます。 
  どうもありがとうございました。 



金 利寛委員長 他に討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 他に討論なしと認めます。よって、

討論を終結いたします。 
  これより採決します。採決は起立によって行い

ます。 
  議案第55号平成18年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定については、これを認定することに賛

成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
金 利寛委員長 起立多数であります。よって、議

案第55号は認定すべきものと決しました。 
  ただいまから１時まで休憩をいたします。 
 
     午後 ０時０１分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて午後の質

疑に入りたいというふうに思います。 
 
 
  議案第５６号平成１８年度新庄市 
  国民健康保険事業特別会計歳入歳 
  出決算の認定について 
 
 
金 利寛委員長 それでは、次に議案第56号平成18

年度新庄市国民健康保険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。 
  本件につきましては、歳入と歳出とを一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 成果表の111ページに出産

育児一時金というのが載っています。18年度は57

件ということで減っています。これに関わってで

すけど、他県ですけども、妊婦の方が救急車で運

ばれて途中死産してしまったという痛ましい事件

が起きています。産婦人科医の不足が深刻になっ

ていると思います。こういうふうに死産した場合

は支給されないのですか。また、この方は検診を

余り受けていなかった、かかりつけ医がなかった

ということも報道されています。妊婦検診にお金

がかかることも問題のようです。無料の妊婦検診

２回あるようですけど、５回ぐらいまで増やして、

こういう方が出ないように予防ということも含め

てやっていく必要があると思うんですけど、いか

がでしょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 死産の場合の出産育児一時金に

ついては、数字ちょっと頭にないんですが、何カ

月かの線引きがありまして対象になるならないが

出てきます。 
  もう一つ、無料の妊婦検診、おっしゃるとおり

新庄市は２回今行っております。これを５回にと

いう動きが県内自治体でいろいろ今ありまして、

新庄市もその検討自治体の１つということで、ま

だどうなるかはちょっと……お金も相当かかりま

すんでわかりませんが、検討中という段階ではあ

ります。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 無料で受けられる妊婦検

診が増えれば、このような他県で起きたようなこ

とが少しでも防げると思いますので、ぜひお願い

したいと強く要望したいと思います。 
  次に、審査意見書の30ページに国保税の収入未

済額が約３億3,600万円ということで、前年比約

5,200万円、18.2％も増加して、収入率も79.4％で、

前年比2.6％低下したとあります。 
  また、同じく審査意見書で40ページのところに

18年度の未納世帯数が924世帯となっています。国

保世帯数は8,052世帯ということですから、その１

割を超える世帯が18年度未納になっているわけで

す。これについて、私なりに15年度14.1％、16年



度6.4％の２年連続値上げによる増税の影響が大

きいのではないかということです。これは、計算

してみると延べ21.4％の値上げになります。この

大幅な値上げで滞納額が増え、短期保険証や資格

証明書の発行が増え、国保財政が悪化し、また値

上げを繰り返さねばならないという悪循環になる

のではないかと懸念されます。国保税の引き下げ

が必要ではないかと思うわけですが、いかがでし

ょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 国保税につきましては、平成15

年度、16年度見直しを行いまして、14年度の状況

を見ますと、かなり危機的とも言わなければなら

ないような状況だったわけですが、この２カ年の

見直し、国保税引き上げによりまして、その後国

保財政の運営としましては何とかやりくりできて

いる状況にあります。 
  毎年毎年何とかしのぐというような状況であり

ますけども、国保税の引き下げということであり

ますが、今申し上げましたとおり毎年ぎりぎりの

状況で運営何とかできているという状況でありま

すし、保険給付基金につきましても少しずつ積み

増しはしているものの、まだ県内平均と比べても

半分程度の額にしかなっていないというような極

めて厳しい状況にあります。そういうことからし

て、とても引き下げというような方向で検討でき

る状況にはありません。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 例えば今のことについて

なんですけど、40代の夫婦、子供２人いる４人世

帯ですけど、年所得280万円ある場合の自営業者の

ある世帯で、国保税は43万4,700円、固定資産税が

市平均並みの9,700円という非常にこじんまりと

したとこに住んでいるわけですが、国民年金保険

料が２人で約33万円強、所得税が４万410円、住民

税が６万1,800円、残りは183万円でありまして、

月平均16万円で４人が暮らしていかねばならない

という状態です。これで自営業者としてはかなり

頑張っているほうなんだと思います。それなのに

４人で16万で暮らさねばならないという生活費と

いうのは余りにも厳しい、これが市民の今の国保

世帯の実態です。国保税が高過ぎるために、ワー

キングプアを生み出しているといいますか、そう

いう状況ではないか。国保税がやはり高いという

ことがこういった世帯の皆さんに異常な生活、厳

しさを押し付けているというか、そういうことに

なっているのではないかということを思うんです

が、いかがでしょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 日本の医療制度、こういった国

保、その他の制度で国民皆保険制度を敷いている

わけですが、これは世界を見てもすぐれた国民の

ための制度だというふうに認識しておりますけど

も、この制度を国全体、そして単体の市町村国保

なりが健全に運営していくためには、やっぱり適

正な負担と適正な給付、そのバランスを確保し続

けていかなければならないというふうに思ってお

ります。そういう観点から現在の保険税、またそ

の給付の水準等を見れば、世帯によってはその年

によってはといいますか、厳しいときもあるかと

思いますけども、全体的には国保税率を下げると

か、そういう状況にはないと思っております。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 先ほど課長のほうから基

金の話がありました。成果表の111ページにその基

金のことが載っています。18年度は、末で約３億

7,000万円になっています。これについて、課長は

山形県の平均の半分程度というお話でありました

けども、山形県自体が全国一の基金保有額になっ

ているんじゃないですか。全国一の保有県になっ

ているのではないでしょうか。そういう意味では、

全国的には山形県はため込み過ぎという状態であ



りまして、これを取り崩して引き下げに回すこと

ができないわけではないと思うんです。 
  こう言いますと医療費が急に増えて会計が足り

なくなるということも考えられるというふうによ

く答えがあるわけですが、今までそういったこと

がかつてあったのか、そのことについてもお願い

します。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 保険給付基金の現状と目標とし

ている額、そういったことを若干説明しますと、

毎月の医療費というのは１億5,000万で、せめて３

カ月分ぐらいは給付基金として確保したいという

ことで、４億5,000万まで積み立てていきたいとい

うお話をこの場でも15年度国保税見直しの際にそ

ういう方針で進めるというお話をした経過があり

ますけども、まだまだその目標額までいっており

ません。 
  基金自体についても、これから少しずつでも積

み立てていきたいと思っておりますし、やはり結

果的にはここ４年ほど基金発動までは至っており

ませんが、毎月３月、４月ごろははらはらしなが

らというような運営状況でありまして、基金を取

り崩してそれを税に補てんすると、国保税を引き

下げるというようなことは全然考えておりません。

また、基金取り崩しの実例は、新庄市においても

ございます。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） ただいま取り崩しの実例

があるというお話だったわけですけども、そのと

きどんな状況でどのぐらい取り崩しをしなければ

ならなかったのかというのがあれば示していただ

きたいんですけど。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 大分前の話で資料を持ってきて

おりません。済みませんが、よろしくお願いしま

す。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 先ほども言いましたよう

に、山形県は全国一の基金保有県と言われており

ます。そういう意味では、そんなにためなくても

いいはずなのではないかと全国を見れば考えるわ

けなんです。 
  そういう点で、山形県の指導のあり方に対して

も、そういうことは全国的に見てどうなのだとい

うこともぜひ言っていただきながら、市民の国保

税を払えなくて苦しんでいる、払っている方であ

っても今言ったように大変な生活苦で暮らしてお

られる市民の立場に立って、できるだけ引き下げ

できるように検討をぜひお願いしたいということ

をお願いしたいと思います。 
  次に、成果表の112ページに短期被保険者証292

世帯、資格証明書82世帯に発行ということです。

特に資格証明書の発行はやめていただきたいと思

います。国民健康保険証がないということであり

ますけども、つまりこれは医者に行けないという

ことです。保険税が払えない方がまして医療費10

割負担はできません。 
  先日も保険証がない方がのどがはれておしりか

ら出血という、若い方でしたけど、話がありまし

て、事情を話して保険証を担当者から発行してい

ただきました。国保税の滞納者は肩身を非常に狭

くしております。市役所に相談に行くことがとて

も怖いと思っているんです。滞納の方には、実際

にお宅に訪問してじっくりとお話を聞くことが大

事ではないかと思うのです。資格証明書は、子供、

病気の人、高齢者がいる世帯には発行しないとい

う立場でいらっしゃると新庄市では思いますけど

も、引き続きその立場でお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 これまでどおり資格証明書の交



付基準については、老人医療対象の世帯であると

か乳幼児のいる世帯の取り扱いは変えずにやって

いきたいと思っています。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 今のお話でありますと、

今さっき言った若い方の病気の方の場合も入って

いるんでしょうか。そういう方もやっぱり病気に

なってしまっているわけですから、無条件に発行

してやるべきだと思います。それはどうですか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 資格証明書の交付というのは、

重大な不利益処分という認識でおります。そうい

うとこから、副市長を長にします審査委員会を設

置して一件一件慎重に審査の上で該当、非該当と

いうような措置決定をしております。 
  その中には現在入院中とかお医者さんにかかっ

ているとかというような方については、資格の対

象にはしておりません。ですから、そういう意味

でも可能な限りの配慮は行っているつもりですが、

ただ、資格証明書の発行そのものというのは、や

はり税の負担の公平性、制度の維持の上でもこれ

は大変重要なことですので、今後とも取り扱い自

体については同じでありますし、資格証明書交付

を一切しないという考え方は持っておりません。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 要望として資格証を発行

する場合、するかどうかという場合には、よくお

話をこちらから行ってですね、そのお宅の人がい

る時間を見て行ってよく聞くという姿勢になって

いただきたいというお願いです。なかなか人の家

に訪問して、その人のいる時間に行くというのは

大変なことかもしれませんけど、そういった市民

がそれだけ苦しい生活をしているのではないだろ

うかという気持ちで当たっていただきたいという

お願いをしたいと思います。 

  それから、今の老人医療対象の方には資格証を

渡さないということで、老人の方には無条件に保

険証を出すようにしているわけなんですが、来年

の４月から後期高齢者医療制度が始まりまして、

この中には高齢者に資格証を出すといいますか、

保険証取り上げをするという、保険料を払わない

場合は。そういうことが盛り込まれているという

ことを伺っています。 
  しかし、それは高齢者に病院に来るなと言って

いると同じことだと思うんです。それは、改める

というか、ために働きかけが必要なんでないかと

思います。後期高齢者医療制度においては、保険

証は取り上げはしないように。もう一つは、払え

ない高齢者は年金が少なくてということが絶対に

あるわけですから、それは減免を設けるという、

後期高齢者医療制度であるからこそ特に必要だと

思うんです。高齢者が医者に行けない状態は、死

ねということと同じだと思いますので、そうでな

いように。その２つの点を後期高齢者医療制度の

中に盛り込むように働きかける必要があると思う

んですが、いかがでしょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 来年４月から75歳以上の方を対

象にした後期高齢者医療制度がスタートしまして、

今の医療保険の仕組みが大きく変わりますけども、

その新しい医療制度の運営は、山形県の全市町村

が加入する広域連合で行われることになっており

まして、現在今お話あった点についても詰めの作

業をしております。 
  そして、その作業の中には、もちろん市町村も

きちんと関わりながら検討が進められているとこ

ろですが、資格証の発行あるいは低所得者に対す

る軽減、こういった点ももちろんその検討事項の

重要な点でありますので、会議では必ずしも資格

証を発行しないようにというような言い方にはな

らないかと思いますが、そういった低所得者への

配慮ということについては、新庄市としてもきち



んと言っていきたいと思います。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 今のことについてですけ

ど、低所得者への配慮という点では、多分段階で

低所得者はこのぐらいは払っていただくとかとい

うふうに、やっぱり免除ではなくてなるんだと思

います。介護保険もそうですし、国民健康保険税

も低所得者に配慮という形でなってはおります。

それでも実際、それでも低所得者の配慮がされて

いても生活保護以下で暮らしている方などは特に

払えないでいらっしゃる方がいるわけです。そこ

について明確に突っ込んで、もっと突っ込んだ提

案をしていく、特に高齢者の制度ですから。医者

にかからざるを得ない高齢者ですから、もっと突

っ込んだ配慮になるように言っていただきたいと

要望を申し上げます。 
  次に、審査意見書41ページ、未納者924件という

のがありますが、ここと関わりまして、国保税が

払えないという相談や減免申請は何件になったで

しょうか。減免申請はどんな内容だったでしょう

か。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 平成18年度の減免の申請件数６

件、うち該当が６件。内容といたしましては、服

役を事由としたものでございます。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 申請減免で服役の場合は

間違いなく申請減免に該当するということになっ

ていることがよくわかりました。 
  それ以上に、特に低所得者のために払えない方

の申請減免措置を拡充する必要があると思います

が、いかがでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 平成18年度の国民健康保険税の

不納欠損額が2,215万9,000円というふうになって

ございます。徴収を担当する税務課の立場として

は、甚だこの数字については不本意なわけでござ

いますけれども、諸般の事情、滞納処分等適当な

物件がない場合には、 終的には不納欠損になら

ざるを得ないと、そういった形での数字でござい

ます。 
  減免制度の適用でございますけれども、 悪の

場合といいますか、必ずしもその現年度で完納に

至らない場合であっても、一たん滞納繰り越しに

なった後でも税務課としましてはぎりぎりまで納

税のお願いをしているところでございます。やは

りこういった国民健康保険の制度全体を維持する

ため、また税の負担の公平を期するために、そう

いった姿勢で臨んでいるところでございます。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 貧困により払えない方の

場合の話でありますけども、先ほど言った方、20

代の方でそういう税金の滞納とか、それから病気

になってしまったという方の生活などをお聞きし

てみますと、本人だけでなくて、家族全体、自営

業にやってみましたけども、自営業に手伝う形で

働いてはみたんだけど、働いてはいるんですけど、

収益が上がらないために給料にならないというか。

それは、この不景気というのがかなり大きな影響

を与えているように思います。それが税が払えな

い、そしてまた医者代も払えないということで、

こういう貧困に陥っている方というのは簡単に抜

け出すことができない。 
  今助言として私なりにできるのは、今ある借金

についてそれぞれ皆整理する必要があると、整理

手続をとるべきだというふうに言っているわけで

すけど、それしたとしてもこの収入が上げられる

仕事につけるかというと、なかなか厳しい。そう

いう中で税金がいっぱいたまっている。医者代も



払わなければならない。そうすると医者に行けな

い。この状態に追い込まれている貧困世帯の方の

ことを考えたときに、まず税について払わなくて

もいいよとできるような制度が必要だし、医療費

についても、今病気だから、医者から金払えない

ので出ていけと言われたのか出たのかわかりませ

んが、出てしまったんです。医者もまず治るまで、

一部負担金をなくしても治るまでまずやってみろ

と、そして治ってきたら働いてもらって税金をま

た払ってもらうよと、そういうことができるよう

なシステムがあっていいんでないかと思うんです。

そうでないと、どこまで行っても医療費がかさみ、

税金が滞納がという形で、仕事につくことも大変

なのに借金が次々とその人を追いかけてくるとい

うか、そういう意味では税金の国保税の貧困な方

のための申請減免を充実する、医療費の一部負担

金についても本当にない場合については免除する

と、そういうようなことで、そういう方を一時救

って、働けるようになったらそこからまた課税を

していくと、こういうふうに切りかえてやる必要

があると思うんです。そういう意味では、そうい

った国保税の貧困の方のための申請減免、医療費

の一部負担の免除とか、さらには減額というか、

そういう制度を検討すべきでないかなと思うんで

すけど、いかがでしょうか。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 １つは、確かに委員おっしゃる

ような生活の状況がずっと続けば、 終的には不

納欠損にならざるを得ない部分も出てこようかと

思いますけれども、必ずしも今現在がそうだから

といって来年、再来年、３年後、４年後、５年後

までそういった状況なのかどうかということはま

だ確定しているわけではございませんので、先ほ

ど申し上げましたように、税務課の立場といたし

ましてはとにかくぎりぎりまで納税の御努力をお

願いしているところでございます。 
  なお、極端な例かもしれませんが、例えば本人

が破産宣告を受けて、他の借金等が免責になって

も、税金は免責になりません。そういったことと

のバランスを考えますと、やはり生活苦だけを理

由にして、当該年度のうちにすぐ減免するという

のは、他の納税者とのバランスを考えた上でいか

がなものかなというふうに考えております。 
  以上です。 
金 利寛委員長 他に質疑ありませんか。 
１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
金 利寛委員長 新田道尋委員。 
１４番（新田道尋委員） 成果表の110ページにです

ね、18年度の結果として医療費の総額の増加とい

うこと、増額ということになっています。医療対

象者が減っているのに増額したということで、そ

の原因は１人当たりの医療費が増えたというふう

にここに書かれてあります。その１人当たりの医

療費が上がったというのをその 後まで原因を確

かめたかどうか、ちょっとお伺いします。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 主要施策の成果に関する説明書

に書いてありますのは、そのままの数字でござい

ますが、被保険者数が減って、医療費自体は増え

た、それぞれ老人、退職、若人それぞれプラス・

マイナスございますけども、１人当たりの医療費

が増えたというのは、数字の上から単純に割り出

されている数字でありますけども、その原因とし

ましては、診療報酬の改定とかいろいろな国全体

としての改善策などもとられてはおりますが、な

かなか医療費抑制というところまでつながってお

りませんで、まず医療の高度化が１人当たりの医

療費の増につながっているというふうに言われて

おりまして、新庄にもそれは当てはまるだろうと

思っております。 
１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
金 利寛委員長 新田道尋委員。 
１４番（新田道尋委員） 私の見方はですね、高度

医療、要するに高額な医療機器を使って検査をす



るというふうな、実際自分も受けてみれば、その

分は高いんですけども、そんなにばか高いわけで

ないんですよね。私は、他にも問題があるという

ふうに思っているんです。 
  特に老人の方々が１人当たりに割っていくと、

ここに出ているようにですね、17年度よりも２万

5,897円というふうに個人的には１人当たりでは

上がっているわけですね。年間68万7,048円という

のがかかっている。だんだん、だんだん年寄りが

増えてくるわけですね。全国的には４人に１人が

もう老人というふうな状況で数字が出ているわけ

ですから、これは歯どめがちょっとかからないん

じゃないか、しばらくはというように見て、私は

思っています。 
  それで、この成果表の48ページにですね、検診

の結果が出ているわけですね。各40歳から70歳以

上まで分類されて、この額記されていまして、受

診者に対する異常、要医療というのが出ていまし

て、トータルしますと90.9、10人に１人だけです

ね、何ともなかったという、この結果を見ますと

ですね。ほとんどの方は何らかの指摘をされてい

るまたは治療、医療を要するというふうになって

きています。30歳代の健康診断も実施したという

ふうな大変いい事業をやっているわけですが、た

だ数が少ない、受診者が107名というふうに少ない

わけです。 
  ですから、この医療費を抑制するには、私はこ

の受診をですね、もっと啓蒙すべきじゃないかと

いうふうに思いますね。老人に至ってはここでし

かわからないんですが、2,243名というふうな数字

で、まだまだ、まだまだ……もう一部しか健康診

断受けていないということになるわけです。それ

で、１人当たりの助成が１人2,000円ずつ国民健康

保険では助成をしていますね。勧奨負担金という

ことでここに載っていますが、これがトータルで

448万6,000円。これを倍にして、この金額も当然

倍になる、まず今の現状の受診者数からいけばで

すね、単純に計算すると。448万6,000円を助成増

やしたと仮定しますね。それでどの程度その医療

費が抑制されるかというふうな予想も立ててみる

必要があるんではないかと。恐らく448万6,000円

を増額しても、それ以上の相当のですね、医療費

抑制に私はなるというふうに想像します。 
  それから、病気ですから早期発見が も効果あ

るわけで、もっと言えば病気にならないうちに検

査をしておくと、なってからではなくてですね。

それが一番予防効果、予防医療ということになる

わけですから、その辺をですね、重点的にこの事

業の中で展開するべきだと。40億というですね、

膨大な予算をこの健康保険だけで必要としている

わけですから、もっとですね、この抑制というこ

とを頭に置きながらですね、その受け入れという

よりも、そっちを後回しにしてこっちを先に事業

としてすべきだと私は思いますね。年齢も低年齢

化に、だんだん、だんだん今30までいっています

ので大変いいと思うんですが、もう少し受診者を

多くしていく方法を考えると。それで、補助をも

っと倍に出しても私はいいと思うんですよ。１人

4,000円ずつ補助しても必ず抑制になりますでし

ょう、病気にならないうちに自分の体を知ってい

くことになるんですから。数字見るとですね、自

分のやつを見ているとわかるんですよ、どこが悪

くなっているか、そこを未然に抑えることができ

るわけですから。病院に行かないで、健康保険証

要らなくなるんですよ、病気にならなければ、そ

うでしょう。さっきの話していることないんです

よ。取った、取られたなんていうことはないわけ

ですね。そうすると、理想ですけども、そうなる

でしょう。 
  だから、受け入れ、県立病院の問題もあります

けども、それから夜間診療というのもやっていま

すけどもですね、私はそっちよりもこっちのほう、

予防医療、予防介護、介護にならないような年寄

りというふうにしていくというようなことをやれ

ばですね、この全部合わせた介護、老人保健、健

康保険合わせたら大変でしょう、これ。これは必



ず必要で、削ることができないでしょう、この部

分というのは、将来にわたっても。何をさておい

てもこの事業だけはやめるわけにいかないんだ。

じゃないですか、私はそう思います。 
  ですから、もっとですね、この部分を事業化し

て、市民のほとんどがですね、受診をして検査を

受けて、おのおのが健康に気を配るということに

よってこの総額を抑えることが私はできると思う

んですが、どうでしょうか。 
星川 基健康課長 委員長、星川 基。 
金 利寛委員長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 国保としての健康づくり推進事

業は、ここに書いてある30歳代の一日人間ドック、

それから40歳以上の人間ドックに対する2,000円

の助成ということであります。30歳代のドック大

変いいことだというふうに言われましたが、新田

委員おっしゃるとおり若いうちから自分の体につ

いて知り、健康に気をつける、そういう生活習慣

を身につけていただきたいというようなことで、

老人保健対象外の30歳代についてもドック実施し

ております。ずっと100名前後の受診者で、なかな

か回数、18年度は２回から17回に増やしてみたん

ですが、やっぱり人数的には同じだというような

ことで、また何か考えていかなければならないと

思っておりますが、医療費抑制につきましていろ

いろアドバイスいただきました。医療費抑制とい

うことが第一義的ではないにしても、医療費抑制

も含めて、国民の健康づくりの推進というような

ことで、平成20年４月から特定検診、特定保健指

導という制度がスタートします。そして、その実

施は保険者に義務付けられました。ですから、今

成果に関する説明書では衛生費というところにい

ろんな保健事業載っていますが、20年度以降のこ

の成果表には国保の特別会計の中にいろいろな保

健事業が載ってくるというふうになっていきます。 
  それで、そのねらいといいますのは、受診率の

向上、そして受診後の対策、この受診後に特に力

を入れていこうというようなことで、いろいろ再

検査、精密検査の指摘があっても、その受診率が

高まらないというような現状もありますので、そ

の辺にきちんと手立てをしていこうということで、

内容的にはよく 近耳にしますメタボリックシン

ドローム、この点に着目した形で新たな検診、保

健指導体制がスタートします。そして、その実施

計画を今年度中に策定するということで、今作業

の山場に差しかかっておりますが、その中で今の

検診率を何年度までに何％に引き上げますと書い

た数値目標もきちんと示しながら計画をつくりた

いと思っておりますので、今御指摘を受けました

効果を図る方法なども十分に他のところも研究し

て取り入れていきたいというふうに思っておりま

す。 
  なかなか新庄の場合、お医者さんの数であると

か、それから検査機関の数であるとか、そういう

ところが山形あたりと比べると少ないもんですか

ら、そういうふうに国保保険者が特定検診、保健

指導を実施せよとなっても、それを実際にやって

いただけるところにちょっと今苦慮しているよう

な状況で、ただ、法的に決められたことでもあり

ますので、何とかその辺クリアして、今いろいろ

御指摘を受けたようなことが形となってあらわれ

るように努力してまいりたいと思っております。 
１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
金 利寛委員長 新田道尋委員。 
１４番（新田道尋委員） 同じ112ページにレセプト

点検のことが載っていますね。合計1,808万2,870

円が過誤請求ですか、があったということですね。

それで、レセプト点検手数料の支払いが2,600万あ

るわけですよ。これのですね、数字を見比べなが

らですね、こういうふうな点検の方法でいいんだ

かどうか、私はちょっと疑問に思っています。何

かいい方法はあるかどうか研究してみてください。 
  以上、終わります。 
金 利寛委員長 答弁はいいですか。 
１４番（新田道尋委員） はい。 
金 利寛委員長 他に質疑ありませんか。 



   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいというふうに思い

ます。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第56号平成18年度新庄市国民健康保険事業

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） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は認定すべきものと決しました。 
 
 
  議案第５７号平成１８年度新庄市 
  交通災害共済事業特別会計歳入歳 
  出決算の認定について 
 
 
金 利寛委員長 次に、議案第57号平成18年度新庄

市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題とします。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 少しお聞きいたしたいと

思います。 
  成果表のですね、113ページ、それと決算書の296

ページ、財産調書の中の交通災害基金、これをち

ょっと見合わせしながら、基本的なことをちょっ

と教えていただきたいと思います、まず先です。 
  ここに成果表のほうに一番 後、基金の現在高

が載っております。この現在高と、それから調書

のほうですね、の基金残高、これちょっと合わな

いようですけども、これは時期が違うんでしょう

か、何か意味があったんですか。 
  それと、基金の繰入金、これは成果表のほうの

基金繰入金99万8,761円とありますが、これが調書

のほうを見ましてちょっと載っていないようなん

ですけども、これの見方がちょっと私が食い違っ

ているのかどうなのか、ちょっと教えていただき

たいと思います。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 296ページの基金の残高なん

ですが、平成19年３月31日現在で9,425万342円の

額が示されております。成果表の113ページの基金

の額につきましては、ちょっと再確認させていた

だきたいと思います。申し訳ございません。 
  基金の繰入金につきましては99万8,761円にな

りますが、これは１年間繰り入れ、繰り出し何回

か往復しまして、１年間にいわゆる交通災害共済

金としてお支払いした金額、いただいた金額、そ

れから見舞金として支払った金額の精算をした金

額が99万8,761円になります。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 終的にそうしますと交

通災害共済基金のほうからの繰出金はないと、こ

ういう判断でよろしいですね、ゼロですから。そ

ういう感覚でとらえてよろしいんですか。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 基金会計につきましては、基

金として加入していただいた金額から18年度につ

きましてはマイナスであった。いわゆる余った分

という言い方は変なんですが、その部分を基金に

入れたという形になりまして、いわゆる99万6,000



円なんですが、ほぼ歳入歳出で誤差といいますか、

余り差がなかったというふうなことになります。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） ちょっと私も勉強不足な

のかどうか、決算書の中でも歳入のほうに基金繰

入金として同額ちゃんと入っておりますね。これ

は、収入としてきちんと見ているわけです。それ

で、次のページには歳出はありますが、これはも

う出した分ですから、これでうまく帳じりを合わ

せているようになるんですが、ちょっと私が今感

じたところでは何か別の意味がありそうな気がす

るんです。それで、ちょっと今短い時間ではあれ

でしょうから、後でじゃこれはもう一回教えてく

ださい。 
  ちょっと次のほう関連しますが、この成果表を

見ますと、見舞金総額が966万円で、件数としては

105件新庄市でこの特別会計のほうから出してお

るということのデータが出ています。 
  一番上のほうに加入状況というのがございます。

加入率がこれを見ますと、昨年度は61.81％と、こ

ういうふうに載っております。この加入率につい

て、いかがですか。これ大体の線なのか、それと

も立派な数字なのか、いや、いや、そうではなく

て、もっと足りないよと、市民皆さんを考えた場

合、万が一事故のことを考えた場合はもっと加入

率がよくてもいいんじゃないかと、この辺のとら

え方についていかがですか。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 
金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 加入率の件につきましては、

ここで61.81％と、世帯数でございます。この数字

につきましては、 近約２％ずつ毎年加入者率が

少なくなっておりますが、県のほうでも交通災害

共済ありまして、そちらのほうの加入率と比べて

もそんなに違った数字ではない。なおかつ個人情

報保護法ができた段階で、戸別訪問して集めてい

たものが封筒による加入というふうなことでお示

しした段階で若干落ちましたが、今のところはほ

ぼ60％台で安定しておりまして、基金の額から見

ればこの程度の加入者で十分やっていける、また

不足でもないというふうに感じております。 
  これがどの辺までというふうな話がたまにされ

ますが、考えるには50％そこらになった段階では

相当考えなきゃならないなというふうに感じてお

ります。 
８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 
８ 番（沼澤恵一委員） 61％がいいのか悪いのか、

なかなか判断が難しいと思います。 
  ところでですね、個人情報保護法の施行からこ

の集金方法がかなり、配布の方法を含めてですね、

変わってきているようです。 
  それで、この集金については、送付された封書

にお金を入れて、区長さんのほうに持っていくあ

るいは区長さんが取りに行くということで、区長

さんのこの仕事の中に組み入れられているようで

す。それで、これは小さい町内会でしたら数も少

ないからいいんでしょうけれども、大きな町内会

あるいはアパートをいっぱい持っている町内、こ

の辺の区長さんたちは何か非常に大変なようです。

事はお金ですんで、やはり普通の書類とはまた違

った慎重さが求められて、回収に回ったりあるい

はそのお金を環境課のほうに持ってくるというの

がどうも大変だなという声が聞こえます。いささ

かな報償金は出ているようですけれども、そんな

もんではとてもじゃないが合わないというのか、

それよりも何よりもお金を集めるのが大変だとい

うことがあるようです。 
  一体ここの考え方、改善の仕方というのはない

のかなと思うんです。町内会は、当市においては

215ぐらいありますんで、かなりの区長さんたちが

関わって、この金額を集めてこの事業が継続され

るということを考えた場合、いかがですか、これ

もう少しいい方法ないでしょうか。 
五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 



金 利寛委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 各地区の区長さん方には、本

当にこの集金という面では、他の集金もあわせて

御苦労なさっていることは十分承知しております。 
  環境課内においても３つほどの団体まとめて納

付していただいている経緯もあるんですが、交通

災害共済につきましては４月１日から発生すると

いうふうなことで、おおむね３月中に納金しない

と、発生日の次の日から発行しないといわゆる共

済金対象にならないという件があって、その分ち

ょっと本当に大変な御苦労をお願いしております。 
  報償金につきましては、１件当たり20円、本当

にごく少ない金額でありますが、20円という予算

の中でお願いしております。 
  また、今後これ以上いい方法はないのかという

ふうなことで、前にも口座振替等の検討したこと

もあるんですが、１件当たり350円ないし１世帯当

たり1,000円のものに対してまた何十円というふ

うな口座振替料金がつくようなことになると、区

長さんにお願いしている20円以上の経費もかかり

ますし、今のところこれ以上いい集金方法といい

ますか、こういった形でぜひお願いしていく、な

おかつ交通事故に遭わないような形でパンフレッ

ト等も配りまして周知していく、お願いしていく

というふうな方法しか今のところは考えられませ

ん。 
  以上です。 
８ 番（沼澤恵一委員） 終わります。 
金 利寛委員長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決をしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第57号平成18年度新庄市交通災害共済事業

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） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は認定すべきものと決しました。 
  ただいまから10分間休憩したいというふうに思

います。 
 
     午後 １時５９分 休憩 
     午後 ２時０９分 開議 
 
金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 
 
 
  議案第５８号平成１８年度新庄市 
  老人保健事業特別会計歳入歳出決 
  算の認定について 
 
 
金 利寛委員長 次に、議案第58号平成18年度新庄

市老人保健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。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討



論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第58号平成18年度新庄市老人保健事業特別

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） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号は認定すべきものと決しました。 
 
 
  議案第５９号平成１８年度新庄市 
  公共下水道事業特別会計歳入歳出 
  決算の認定について 
 
 
金 利寛委員長 次に、議案第59号平成18年度新庄

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。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 下水道のあれについてち

ょっとお伺いします。 
  決算書の監査委員の御意見の中で、水道の使用

が専用管というか、水道水を使わなくて自分の独

立の水を使っていることになってきていると、こ

ういうことあったんですが、そうなってきますと、

公共下水道の使用料、使用料金、これはどういう

ふうになっているのか。例えば極端なこと言うと、

水道は全然使わないと、ただし下水道には流れて

くるわけです。その把握というか、その辺どうい

うふうにおやりになっているのか。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
金 利寛委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 専用管の下水道使用料と考え

られるのは、井戸の専用だということだと思いま

す。あとは井戸と水道の併用ということがあろう

かと思います。 
  今現在下水道につきましては、井戸専用で使っ

ているところが28件ございます。使用料等につき

ましては、井戸専用の場合は子メーターを付けて

いるという方もおられますし、あとはメーターな

い方については、１人当たりですね、世帯員１人

当たり６立米換算をいたしまして使用料金をいた

だいているというのが今の現状でございます。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 課長さん、それは私わか

るんです。例えば集落排水、これなんか公共下水

道の平均的な１人当たりの使用料によって、例え

ば私の家で家族５人だと、水の量に関係なく５人

ということで使用料金賦課されるわけなんですが、

この場合は大口者と書いているわけです。大口者

となるというと、家族とはちょっと違うんじゃな

いかなと。例えば病院とか商店とか一番使うとこ

が水道を使わなくなってくると水道の使用料金も

入ってこなくなる、下水道の使用料金も入ってこ

なくなる。そういうとこの把握ですか、どういう

ふうに把握なさっておるのか。こういうふうに今

までどういうふうな把握なされておって、これか

らはどういうふうに、どういう方法でそれをチェ

ックというと何ですが、どういうふうにおやりに

なるのか。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
金 利寛委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 お答えします。 
  先ほど申し上げました水量をですね、多く使用

する方につきましては、子メーターを付けていた

だいております。ですから、メーターありますか

ら、そこで使った水量を把握いたしまして下水道

の決められた使用料金体系によって料金を決める

ということにしております。 



  例えば新庄県立病院などを例で挙げますと、年

間大体8,000立米ぐらい使うんでしょうか。そのう

ち今井戸を使っているのが7,000立米ほど井戸を

使っていると、こういう現状ございます。こうい

うところについては、県立病院ではメーターを付

けていただいてうちのほうで料金をいただいてい

ると、こういうことです。ですから、大口の消費

する方については大体皆メーターを付けていただ

いていると、こういうことで御理解いただきたい

と思います。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 今お伺いして、独立した

というか、別のメーターを付けているんだと。だ

から、水道の場合は当然メーターあらわれるんで

すが、今の深井戸ですか、こういうものについて

は別個にそれを付けてやると。わかりました。 
  それで、下水道事業ですか、これが大体14億

8,000万ぐらいですか、18年度の予算決算が。その

うちの大体公債費が68.2か３％ぐらいということ

で９億9,000万ぐらいですか、約10億。これは借金

です、借金。その借金が全体予算の68.何％を占め

ると。すごい公債比率なわけ。そして、この監査

意見書にもあるんですが、これから新しく処理場

の施設とか設備更新とか増改築ですか、これ一部

やって、これからも15億ぐらいですか、かけてや

るというんですが、そうなったときのその工事費

というか市の負担の割合が当然公債費に返ってく

る、反映されてくると思うんですが、今でさえ68.

何がしあるものが、さらにこれから３年、５年後

それが加算されたとき、今のこの状況に比較して、

返還は終わるものは終わるんですが、終わった金

額と増えてくる金額と合計してみたときにどうい

うふうな傾向をたどると思っているのか、その辺

１つお聞きします。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
金 利寛委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 公債費等については、委員お

っしゃるとおり歳出予算に占める割合が68.3％と

いう高い率になっております。この辺につきまし

ては、今委員おっしゃるように今年から処理場の

建設なども伴いまして、ただ、処理場建設のです

ね、元金償還が５年間据え置きあって、その後に

発生すると。その間は利息の償還だけという形に

なりますので、５年後当然公債費は増えるという

形になろうかと思いますけども、今私のほうでは

いわゆる下水道事業を平成元年10月１日に供用開

始いたしましたけども、そのときのイニシャルコ

スト、初期投資ですね、これがやっぱり莫大であ

ったというようなことで、数字的には１年ぐらい

はぽんと額が上がるということあるかもしれませ

んけども、またずっと下がっていくというような

ことは、５年後ですよ、５年後こういうことがあ

るというようなことで考えております。 
  ただ、委員おっしゃるとおり、今実質公債費比

率ですね、30.1％という中で、今下水道で占めて

いる割合が大体７％ぐらいアップしているのかな

というような状況でありますので、当然ですね、

その辺の対策は講じていかなきゃならないという

ふうに思っております。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） まさしく私いつも言うん

ですが、下水道事業というのは金食い虫だと、金

食い事業だと。これは、ある面ではいたし方ない

と思っているんですが、やはりこういう数字を見

たりしますと、公共下水道というのは大変なんだ

なといつも決算を見る度思うんですが、それでこ

の監査意見書の中で、効率的な市財政の現状に立

脚した云々から始まって、適切な受益者負担のあ

り方について理解を得る必要があると。いわゆる

料金改定ですか、この辺はどういうふうに視野に

置いているのか。 
佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 
金 利寛委員長 下水道課長佐藤新一君。 
佐藤新一下水道課長 新庄市の財政状況もこういう



状況であります。下水道のほうについても、やは

り一般会計からの繰出金に依存するというような

状況になっておりますので、当然受益者負担金及

び使用料等につきましては、公営企業法、経営健

全化計画というものを、いわゆる実質公債費比率

健全ラインの18％を超えているところについては

同計画を立てなさいというようなことでやってお

りますので、当然達成目標値をつくりまして、今

そこに向かっているというのが今の現状でありま

す。 
  それにおいて、今使用料につきましては、直近

では平成16年に約4.3％使用料を上げさせていた

だきましたけれども、計画によりますと本来でい

きますと今年７月ですね、一応上げる予定でござ

いましたけれども、県内でも使用料の値上げ等の

改定等の動向もございましたもんですから、それ

を見極めて一応今後ですね、慎重に対応していき

たいなというようなことで考えているところでご

ざいます。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 15億弱の予算規模に対し

て、一般会計から６億5,300万ぐらい出しているわ

けです。15億の６億何ぼというと、半分まではい

かないけども、四十七、八％ですか、これは一般

会計から繰り入れて事業を今運営しているわけで

すので、今受益者負担というお話もあったんです

が、上げることも必要なときは必要だと思うんで

すが、下水道のいわゆる企業、企業としての経営

感覚を持って、同じ上げるにしても、ああ、それ

なら仕方ないなというような利用している、市民

から理解を得られるようなそういう手法を持って、

できるだけ料金を少なく上げるようにしていく経

営感覚を大事にして、なるべく少なく上げるよう

にやれば、利用者、一般市民も大変喜ぶと思いま

すので、ひとつ心がけてやってください。 
  以上です。 
金 利寛委員長 他に質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第59号平成18年度新庄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） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は認定すべきものと決しました。 
 
 
  議案第６０号平成１８年度新庄市 
  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 
 
 
金 利寛委員長 次に、議案第60号平成18年度新庄

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。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 



金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第60号平成18年度新庄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） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は認定すべきものと決しました。 
 
 
  議案第６１号平成１８年度新庄市 
  営農飲雑用水事業特別会計歳入歳 
  出決算の認定について 
 
 
金 利寛委員長 次に、議案第61号平成18年度新庄

市営農飲雑用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。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第61号平成18年度新庄市営農飲雑用水事業

特別会計歳入歳出決算の認定については原案のと

おりに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） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は認定すべきものと決しました。 
 
 
  議案第６２号平成１８年度新庄市 
  介護保険事業特別会計歳入歳出決 
  算の認定について 
 
 
金 利寛委員長 次に、議案第62号平成18年度新庄

市介護保険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。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 決算書の266ページから７

ページの４の２の５で任意事業についてです。こ

れは、前までは老人福祉としてやっていたものが

介護保険のほうに入って、介護保険としてやるよ

うになったものが入っているようです。その結果

どうだったのかということでまずお聞きするわけ

ですが、１つは家族介護リフレッシュ事業、介護

者リフレッシュ事業ですね、これは減少傾向にな

っているのではないか。 
  それから、いきいきデイサービス事業について

ですけれども、これは17年度は利用者が1,299人プ

ラス110人とまず４けたあったわけですが、18年度

は141人足す137人ということで激減しています。

これはどうしてなのか。前のように復活充実でき

ないのかということをお聞きします。 
  それから、おむつ支給については343万円という

ことで、これは増えています。しかし、同じよう

なおむつ支給の障害者分が減っているわけなんで

すけど、この関わりはどうなのか。それについて



まず。 
  まずはそういうことでお聞きします、３点。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 初の家族介護者リフレッ

シュ事業でございますが、数字の上からは17年度

が利用者数12、18年度が14ということで、余り多

くの参加をいただいていないということは確かで

あります。なかなか寝たきりの方を介護しておら

れる方が外に出られないということだと思います。 
  私どもとしては、なるべくＰＲをしながら、い

ろんな形で周知をしながら参加の増に努めたいと、

そういうふうに考えます。 
  それから、いきいきの件ですが、確かに参加者

はずっと減っております。18年度につきましては、

介護予防という観点から、形を変えまして普及啓

発事業あるいは組織育成事業として新しい形で立

ち上げております。先ほどのお話もございました

が、やはり介護になる状態を予防するという立場

からこの事業につきましても拡大をしてまいりた

いと、そういうふうに考えます。 
  なお、要望事項については要望事項として承っ

ております。 
  それから、おむつの、これは一般会計のほうで

すが、障害者のおむつ支給が若干減っているとい

うようなことでございましたが、障害者のおむつ

支給に関しては、障害者の方が高齢になって高齢

者のほうに移ったという数字が数件ございます。

そういうことではないかと思います。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。ぜひこれ

らは拡大するようにしていただきたい。特にいき

いきデイサービス事業については、これは前はヘ

ルパーの資格のあるような方に企画や運営などを

お願いして、そして誘ってもらって、もう楽しく

てしようがないような場を盛り上げてつくっても

らって、行くのが楽しみだ、家にいるのがつまら

ないというふうに呼び集めて参加が広がっていた

ような気がします。それは、やっぱり楽しいとい

うことは介護予防だと思いますし、楽しいから行

くというそういうような状態になるように、やは

り専門家がいるいない、サービスしますよという

立場の人がいるというのはやっぱりいいことであ

りまして、前のようになるようにぜひ考えていた

だきたいと思います。勉強的なものでは、やはり

なかなかうきうきしてこないといいますか、そう

いうところありますし、高齢者をうきうきさせて、

楽しくさせるような前のサービスになるように考

えていただきたいなと。要望です。 
  あとおむつ支給の件についてなんですけども、

この間高齢者が増税になりまして、特に老年者控

除の廃止などによって、年金が同じなのに所得が

上がったと判断されて、税金を払わねばならなく

なったりして、おむつ支給本当は前だったら受け

られるような立場になった人たちが受けられなく

なっているかもしれないわけです。そういう意味

では、同じ年金だった場合、前受けられていた人

が受けられるかなぐらいまでおむつ支給を緩和す

ることも考えて、高齢者の介護予防といいますか、

高齢者を支えるといいますか、そういう施策を充

実させていただきたいと思いますが、おむつ支給

についてどうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 おむつ支給の実績について

は、17年度93人、18年度107名、支給額についても

80万ほど増額しております。 
  緩和ということに関しましては、現在のとおり

いきたいと、そういうふうに考えています。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 要望として、増税になっ

ている高齢者を配慮して緩和を考えていただくよ

うに要望にしたいと思います。 



  それから、介護保険では、この任意事業が２％

という限界があるやに聞いておりますが、本当に

あるのか。 
  今まで前ですと、市独自に老人福祉として一般

会計でやってきていました食事サービス、それか

ら高齢者通院タクシー、バス券の支給、はり、き

ゅう、マッサージの補助、これらは元気な一人で

何でもできるけれどもやや弱っているような高齢

者、高齢者であれば受けられるというか、高齢者

がこういうのがあって非常に助かっていたという

か、励まされていたと聞いております。出歩くの

もし易くなるし、食事についても一息つけるとい

いますか、そんなことがあったように思います。

これは、まさに介護予防に、私は本当は介護保険

でなくて一般会計でやるべきだと思いますが、も

し２％という限界があるんであれば一般会計で考

えるべきだし、もしその限界がなく介護保険でや

れるんであれば入れてもいいのではないかと思う

のですが、どうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 高齢者のサービスについて

は、以前いろんな事情がございました。交付税の

減とかいろんな事情がございまして、事業の見直

しをした上で廃止をした事業が幾らかあります。 
  あと財源についてでございますが、任意事業と

いうことでございますが、現在除雪ですか、あと

は緊急通報システム、これらに関しまして地域支

援事業の中の任意事業という形で実施をしており

ます。この財源につきましては、介護保険給付費

の19年度は2.3％、20年度は３％ということになっ

てございます。その範囲内ということでございま

すが、現在は先ほど申し上げましたような事業を

実施してございます。今後いろんな事情が変わり

まして、高齢者が地域に長く住み続けられるよう

なそういう適当な事業がございましたら、それは

そのときに考えたいと、そういうふうに思います。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） ぜひ前にやっていて喜ば

れてきた新庄市独自の老人福祉サービス、高齢者

を生き生きとさせる１つとしてやってきたものを

復活できるように検討をお願いしたいと思います。 
  それから次に、成果表の19ページに介護保険料、

調定額前年比116％というふうに載っています。未

納額については196万3,000円、前年比20.3％も増

えています。審査意見書の41ページを見ますと、

介護保険料の未納件数は18年度249件でした。その

理由についてはどのように把握しておられるでし

ょうか。 
金 利寛委員長 暫時休憩します。 
 
     午後 ２時３８分 休憩 
     午後 ２時３９分 開議 
 
金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 
田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 
金 利寛委員長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 どうも申し訳ございませんでし

た。 
  詳しくは分析してございませんけれども、いろ

いろ不況とか、それから国保等と連動しておりま

すので、全体的に滞納繰り越し分も含めて比較し

ますと、前年度より落ち込んでおりますので、そ

ういった関係で介護保険料についても未納額が増

えているのかなというふうにとらえております。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 介護保険料の場合は、ほ

とんどが年金からの天引きになっておりまして、

この未納になる多くの方というのは天引きできな

い少ない年金の方や特別な年金の事情のある方な

どが天引きにならずに納付書で納めねばならない

わけで、その中の方がこうやって納められないと



いう状況になっているんだと思います。 
  それは、理由を考えてみれば、やっぱり月１万

5,000円よりも少ない年金は間違いなく年金から

天引きできないと言われておりますし、そういう

ふうに年金自体が本当に少ない方が基本になって

このような未納になっているわけなんです。 
  そういう意味では、年金自体が、年金だけで暮

らしている方で生活保護以下だと、生活保護以下

の暮らしだということがわかった場合は免除して

もいいのではないか、それは本人の申請によって

ですけど。そうであっていいような気がするんで

すけど、だめなんでしょうか。そこを考える必要

があると改めて思いますが、いかがでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 介護保険料の減免につきま

しては、新庄市介護保険条例に規定がございます

ので、それに従って対応いたします。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） これもやはり国保税の減

免と同じような状況になっていると思います。や

っぱり収入そのものが生活保護以下だということ

がはっきりしている方、しかも本人が申請してき

ている場合、こういうものについては市としてや

っぱり市民に優しい市になるために減免措置をつ

くってもいいと私は思いますし、そういう立場で

検討していただきたいなと思います。 
  条例などには確かにそれに近いことが載ってい

ながら、災害や服役とかそのぐらいであって、今

の現在の減額措置でもう所得に合った減額もう既

にやっているんだという立場でやっているわけで

すけど、それでもこのように払えない方がどんど

ん増えているという現状は、市民が払われないも

のは払えないし、払いたくても払えないというそ

ういう苦しみに置かれていることであるし、そこ

を救うのは政治ではないかと私は思うんですが、

見解あればもう一度お願いします。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 ただいま申し上げましたよ

うに、基本的には条例に従ってということになり

ますが、保育料の際にも申し上げましたとおり、

いわゆる税で言いますと納税相談、保育料で言い

ますと保育料の納入の相談と同じように、介護保

険料についても福祉事務所あるいは税務課でそう

いう相談を承っております。特に介護保険につき

ましては、滞納を続けられますと給付の制限とい

うのがございまして、大変納める方に不利な状況

になる場合がございます。したがいまして、個々

にそういう方がございましたら、その都度丁寧に

相談に乗りたいと、そういうふうに考えます。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） ぜひその立場でできない

だろうかということを考えていただきたいと要望

して、この点については終わります。 
  次に、成果ですが、成果の121ページで、新しく

18年度行った介護保険の中で、負担は保険料は大

幅に上がっているわけなんですけど、実際は介護

ができなくなっているというか受けられなくなっ

ているのではないかというそういう指摘が全国的

に起きています。 
  例えば施設介護サービス受給者がここで418人

になっています。負担が実際には上がりました。

食費、居住費の全額自己負担化などによって利用

者の施設負担が大幅に上がったわけです。そうい

う中で、この負担増に耐えられない方が施設を出

るあるいはショートステイやデイサービスなどが

利用できなくなる、こういうことがあるのではな

いかと思いますが、施設を出られた方、そういう

理由で出られた方いらっしゃらなかったでしょう

か。 
  また、特別養護老人ホームの待機者、特別養護

老人ホーム市内に２つあるわけですけど、何名ぐ

らいになっているでしょうか。 



矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 確かに17年の10月からいわ

ゆるホテルコストの負担が増えてまいりまして、

確かに入っておられる方負担は増えました。それ

は事実でございます。 
  本当に支払いが困難な方に対しましては、前の

議会でも御説明しましたとおり、境界層とか生活

保護基準まで下げて負担をしていただくと、そう

いうようないろんな救済措置あるいは減額の措置

がございます。それを利用している方もございま

す。そういう形で今後も利用者の負担を少なくし

ていきたいと、そういうふうに考えます。 
  あと待機者の件でございますが、これも前の議

会で御説明いたしましたが、本市には２つの特別

養護老人ホームがございます。数値上は、これは

18年の９月の現在でございますが、１つは99、も

う一つは171という数字が統計上はございます。 
  ただ、ちょっと注釈を付けさせていただきます

が、将来を見込んで今から申し込んでおくという

人がかなりいらっしゃるというふうに伺っており

ます。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 将来を見込むといいまし

ても、申し込む時点で入れる、該当する介護度で

なければ、状態でなければ申し込めないと思いま

すし、そういう意味では本当は今すぐ入りたいん

だけど、入れればありがたいんだけどということ

で、入る状態にある人が待っているわけなんです。 
  施設、特に特別養護老人ホームの場合には、世

帯分離という形ができて、少ない年金で、家族も

収入が少ないということが明らかな場合、普通だ

と世帯分離できなくて子供が親の分を補てんして

出すということをしなきゃいけない。そのために

その施設にいられないということが多いんですが、

特別養護老人ホームの場合は世帯分離ができまし

て、生活保護などに該当親だけできるわけなんで

す。そうすると、年金少なくても入れられる、介

護を受けられるわけなんです、施設にいることを

続けることができると私は聞いていますし、そう

いう意味では収入少ない方でも施設に安心して預

けられる特別養護老人ホーム、ここへの希望が非

常に増えているといいますか、そう思います。 
  そういう意味で、待機者171人ということは、１

つに171人ですから、少なくても171人の待機者が

いるんだと、これだけ特別養護老人ホームを希望

されているんだというそういうことのあらわれだ

と思いますので、そこを解消できるための新庄市

の重要事項として、そこを建てるという立場にこ

れから計画を立てる必要があると思うんですけど、

必要な施設だというふうに考えるべきだと思うん

ですが、どうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 待機者がかなりいらっしゃ

るということは、当然特別養護老人ホームは市民

にとって必要な施設であることには変わりがござ

いません。 
  ただ、福祉事務所の権限といいますか、現在は

対象者とそれぞれの法人との契約事項になってお

ります。うちのほうからの措置というとではござ

いません。あとは、現在は要介護度の重い方が優

先ということになっております。収入の少ない多

いということは関係ございませんで、要介護の重

い方からと、重い方を中心にと、そういう考え方

に立っております。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 施設建設計画についても、

ぜひ考えていただきたい。今は全く考えていない

ようなお答えだったような気がしますけども、考

えていただきたい。これほど介護保険料が上がっ

て、必要とされる施設がありながら施設に入れな

い。これは、やっぱりやらずぶったぐりの制度に



なっていると言わざるを得ないと。必要な方にと

っては、介護保険は何だというふうに、取られる

だけというふうに思っていることの たる問題の

ような気がします。それでは、重要な施設として

建てるような方向で考えていただきたいと要望を

お願いします。 
  それから、まだ時間ちょっとありますけど、こ

の同じ成果の121ページに居宅介護支援サービス

受給者数というのが載っています。ここに要支援

２、要介護１、この３つの比較的低い介護度の方

ですが、この方が福祉用具、例えば介護ベッドと

か車いすの利用がこの方々ができなくなった、こ

の18年度に入ってからですけど、できなくなった

と聞いています。その結果、全国では、介護用ベ

ッドでは今まで利用してきた人のうち95％が利用

できなくなった、それから車いすのほうは利用し

てきた方のうち58％の方が利用できなくなったと

いう統計が中央のほうから出ております。新庄市

でもこのような状況になっているんでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 福祉用具の制限といいます

か、要支援１、２、要介護１の人は、今まで貸与

されていた福祉用具の貸与が制限されるというこ

とになっております。これは、昨年の10月からそ

ういうふうな形で実施されております。 
  本市の場合は、その法の制定以前から地域ケア

会議等でケアマネジャーあるいは介護、貸与の事

業者等に前もって説明をしておりまして、その件

についてはそれを利用しておられる方々に前もっ

て説明をしております。苦情等は一件もございま

せんでした。 
  原則として、使用の貸与の制限はございますが、

ただ、例えばですね、原則保険給付の対象外とい

うことになっていますが、場合によっては主治医

の意見を踏まえながら、サービス担当者会議等を

開催するなどの適切なケアマネジメントを通じて

指定介護予防支援事業者または指定居宅介護支援

事業者が判断することができると例外措置もござ

いますので、個々にどうしても必要だと認められ

る方には貸与されるということになっております。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） ぜひ利用者の立場に立っ

て、サービス担当者会議やケアマネジャーなど現

場の判断を尊重できるようにしていただきたいと

思います。切って、ここらは利用できないからば

ちっと切るんじゃなくて、そのような判断を重視

していただきたい。丁寧な利用できるような援助

をお願いしたいと思います。 
  それから、同じく３つの比較的低い介護度の

方々が新予防給付になっているわけなんですが、

認定者数のうち受給者数の数などを見ますと、特

に要支援１、要支援２の方などが55％、45.3％と

かということで、少ない介護保険の受給になって

います。もしかしたら介護保険の利用を制限され、

断られたり、本人があきらめたりしてしまって利

用しないでいるということはないのでしょうか。

そういうことのないようにもう少し利用し易いよ

うにしてやることが本当の介護予防につながるよ

うな気もしますし、丁寧なやり方でより利用して

介護予防になるように、介護が深まらないように

ということをお願いしたいんですが、どうでしょ

うか。 
矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 
金 利寛委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 利用の制限ということにつ

いては、これは一切ございません。介護保険でご

ざいますので、万が一のために保険料を支払うと。

そういう要介護になった場合あるいは要支援にな

った場合にそのサービスを使ってもらうという制

度がそういう制度でございますので、本市におい

てはそういうことはございません。 
  また、先ほどの割合の関係ですが、要支援の方

についてはまだ症状が軽いといいますか、自分で



自立した生活ができる方がほとんどでございます。

先ほどの福祉用具の貸与の件についても、むやみ

にそういう使用を制限したということはございま

せんで、国の考え方については今持っている身体

機能をより使っていただくと、自立をしてもらう

と、そういう考え方が根底にあるわけです。この

要支援の軽い方たちについても、いろいろお話を

聞きますと、まだ自分でできるという方が大分い

らっしゃいますので、そういう理由ではないかと

いうふうに考えます。 
金 利寛委員長 他に質疑ありませんか。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 先ほどの下水道に関して

御質問したんですが、水道もこの大口のあれが専

用の水を使っているというような、これはこのこ

とによってどのぐらい使用料が17年度に比較して

18年度は…… 
   （何事か呼ぶ者あり） 
１１番（渡部平八委員） 介護だか。水商売に流れ

ていった、申し訳ない。 
金 利寛委員長 他に質疑がありませんので、質疑

を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第62号平成18年度新庄市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定については原案のとおり

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） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は認定すべきものと決しました。 
  ただいまから10分間休憩します。 
 
     午後 ３時００分 休憩 
     午後 ３時１０分 開議 
 
金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 
 
 
  議案第６３号平成１８年度新庄市 
  水道事業会計決算の認定について 
 
 
金 利寛委員長 次に、議案第63号平成18年度新庄

市水道事業会計決算の認定についてを議題といた

します。 
  本件につきましては、歳入と歳出を一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） どうも先ほどは、今の大

相撲のとおり呼び出しが呼ぶ前に土俵に上がって

どうも済みませんでした。ちょっと反省していま

す。 
  意見書のむすびの文面で、先ほど申し上げまし

た大口のそれが何か水道余り使わなくなっている

と。こういうことで、18年度はずっと今までに比

較してどれぐらいその使用料ですか、影響があっ

たのか。当然使う量に比して料金も違ってくるん

ですが、17年度に比較してちょっと私なりに見た

んですが、使用料金が6,683万何がしが減だと、こ

ういうように載っておるんですが、そういう要因

があったのか、それとも今は例えば洗濯機にして

もトイレにしても、例えばトイレなんかたわしと

かそういうもので水をかけて掃除しておったんで

すが、今は器具自体がトイレ流れるときに一緒に

掃除をしてくれるというようなこういう器具が出



てきております。そういう意味で使う量が減った

のか。 初まずその辺をお願いします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 初の大口利用者の関係ですけ

ども、このむすびで言っている大口利用者は専用

水道、要するに地下水と上水を合わせて管理は自

分の責任でやると、そういう専用水道の件であり

ます。 
  専用水道につきましてはですね、今５大口事業

者がですね、専用水道化に踏み切っています。こ

の去年との料金の差ですけども、約５件で5,000

万円ほどがマイナスとなっています。 
  それから、トイレ等の洗濯機関係の節水という

ような関係ですが、皆さんも御存じのとおりです

ね、今トイレのウオッシュレットの場合ですと、

前は例えば２リッターほど使うのが20㏄になった

とかですね、そういう……あとそれから洗濯機に

つきましては節水器具を実際使ってみると今まで

の使った使用量の半分だと、そういう話も聞きま

すけども、間違いなくですね、節水器具の普及は

ですね、水道の収益の減少につながっていると思

います。 
  以上です。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 今課長さんがお答えにな

ったとおり、大口の井戸が5,000万、これからもそ

ういう方々が出てくるんでないかなと。と申しま

すのは、新庄市が水道料金が高いということであ

りますので、だんだん、だんだんこれから出てく

るんでないかと。それが今は5,000万なんですが、

6,000万、7,000万、１億にもなるような予想がさ

れるわけです。そうなってきますと、今の18年度

の決算で利益ですか、1,000万ちょっとですよ、

1,000万ちょっと。これが使用量がだんだん、だん

だん減っていくとなれば、こっちのほうが逆に赤

字になる恐れもあるわけです、現状だけ見た場合

ですよ。 
  そこで、新庄市が水道料金山形県でも全国でも

指折りに高いということで、受水する広水、これ

を平成16年ですか、36円30銭下げてもらったわけ

です、立方。ところが、36円30銭を下げてもらっ

たけれども、水道の経営状況は必ずしもよくなっ

ていないわけ。そうなってくると、今水道課のほ

うでも広水のほうへ下げてくださいというような

いろいろなアタックやっているような話も聞きま

したが、例えば30円下げても今までの四、五年の

データを見ると決して状況がよくなっていないわ

け。去年17年度は１億何ぼあったものが今年は

1,000万だと、極端に減っているわけよ。 
  それから、さらにこれから考えるべきものは、

野中、中川原、この事業、我々はお聞きするとこ

によると大体５億ぐらいかかるんだと。その５億

のうちの水道のほうでは３億を持たねばならない

んだと、３億。３億投資して、しからば使用料が

どのぐらい入ってくると、あの野中、中川原、あ

そこから。私は、大した金額ではないんではない

かなと。これは仕方ないんだよ、入ってこなくて

も。 
  だからこそ水道というのは企業です、これ。た

だし、公営企業。企業には変わりないわけですよ、

これは、企業には。いわゆる独立採算。そして、

高料金ということで、18年度は一般会計の繰入金

として１億九千何がし、これ17年度は２億2,679

万、大体3,000万ぐらい少なくなっているわけ、こ

の入ってくるのが。 
  一方では、路面の復旧費とか修繕費、これが16

年と比較して2.2倍になっているわけです。老朽管

の改修、これからもだんだん、だんだん、我々こ

の議会の中で老朽管の改修というのはどうするん

ですかと、ああ、計画を組んでやっていきますよ

と、こういう答弁をもらっているわけ。そういう

ことを受けて、16年に比較して2.2倍になったと。

これからも増える可能性がどんどんとあるわけよ。

そうなってくると、県の企業の広水に対して、こ



こで16年に36円30銭下げてもらったものをもっと

40円なり50円なりを下げてもらうような要請をし

ていかないと、この水道事業もいずれ下水道のよ

うに……これだって公債費ですか、これも料金収

入に対する比率が17年度は35.1％なんですが、18

年度は37.6％になっているわけよ。人件費も給与

も17年度が11.9％、18年度は13.3％、人件費も上

がっているわけよ。人件費も上がっている、それ

から公債費比率ですか、これも上がっていると。

そうなれば、ここで料金というものをいかに我々

考える必要あるんでないかなと。 
  料金下げる要因としては、１つは積立金の切り

崩し、これはすれば簡単だ。もう一つは、広域か

らの受水費をがたっと下げてもらうか。それから

経費の節減。もう一つは、事業量を少なくする。

これいずれをとってみても、積立金というものは

改良資金積立金とかと必要ですよと今まで積み立

てしてきたわけよ。これは簡単に崩すということ

はいかがなものかなと。それから人件費、人件費

安くする方法ありますよ、水道課だけ見た場合は。

例えば職員の若い人たちを全部集めると。そうす

れば、水道課だけ見れば人件費がたっと下がる。

ただし、同じ職員だから、庁舎内全部見ればどこ

か増えるわけよ。これは妥当でないと思うんです。

それから、物件費ですか、いろいろ物件費ずっと

あるんですが、この物件費をいかに縮小するかと。 
  私は、この料金を今よりかなり下げるとなれば、

今言った４点、５点にこれをやらなければできな

いんじゃないかなと、こういうように見ておるん

です。下げるというのは簡単ですよ。みんな喜び

ますよ。下水道は、そういうこと、要因があって、

皆さんにいろいろ御負担をかけますけど、少々は

上げる時期に来たんでないかなと、こういうさっ

きは答弁でした。下水道は上げる、水道は下げる。

下げることは、みんな私も賛成ですよ。ただし、

企業という全体からいろいろな要因見た場合、果

たしていかがかなと。実質的に同じ料金体系で来

ておりながら、17年度より18年度は他会計の補助

金というものが3,000万も減っているわけよ。そう

いういろいろの要因見たとき、いわゆる企業会計

として見たときどういうもんだかなと。これは、

副市長にこれから御質問するんですが。 
  副市長は、今回市長に立候補するというような

お話なんですが、その中のリーフレットの中に水

道料金を引き下げるというこういう項目あったん

ですが、全然この市役所の中にいない人が出てく

る場合だと、そういうこと訴えてもこれはこれだ

と思うんですが、ずっと今財政再建とかずっとこ

の中で追ってきて、引き下げるという財政的な要

因ですか、考えというものはどういうお考えを持

っているのか。また、下げるとすれば、どのぐら

いの金額をめどにして下げようとしているのか。

このリーフレットに水道料金引き下げますよと、

こう書いておりましたので、その辺ぜひこの際お

伺いしたいと思います。 
金 利寛委員長 暫時休憩します。 
 
     午後 ３時２２分 休憩 
     午後 ３時２３分 開議 
 
金 利寛委員長 休憩を解いて再開いたします。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 渡部委員のほうにちょっとお願

いがあるんですけども、私は水道課として一回も

公の場ではですね、水道料金を下げるとはまだ言

っていませんので、ただ、私個人の考えとしまし

てはですね、今広域水道等の関係でですね、平成

20年４月１日の料金の改定に合わせて、今目下協

議の 中です。これで一応この金額ですか、決ま

るのが12月の県議会に提案するという話でしたか

ら、この金額をですね、確認してみないと下げる

上げるの話はちょっと言うことはできないと思い

ます。 
  ですから、私のほうではですね、今ちょっと副

市長の言葉も多分詰まると思うんですけども、で



きるならばこの県のですね、企業局の料金が下が

って、余裕があるならば下げたいという意向では

いることは確かです。 
  以上です。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 副市長は、答弁必ずしも

何かちょっと……大体わかりますので、結構です。 
  ただ、他の人がそういうことを訴えるならば私

わかりますけど、今まで財政再建、この水道会計

ですか、他の人よりずっと熟知しているわけです。

だからこそ、下げるとなればどれぐらい下げたい

のだと、下げる財政的な手当てはどういうふうに

するのかと、それまでをある程度精査して、下げ

てもらえばみんな喜びますよ、下水道みたいに上

げることない。まず、それは結構です。大体副市

長も私の言わんとすることわかったと思いますの

で。いい、答弁要らない……ではしてもらいます。 
   （「答弁いいと言うんだからいい 
     でしょう」と呼ぶ者あり） 
１１番（渡部平八委員） いいえ、してもらいます、

せっかく手挙げたもん、やれや。手挙げねばいい

……いいと言ったが手挙げたもん、やれ。 
金 利寛委員長 私は委員長ですから、本人が答弁

要らないと言われたのですから、答弁は要りませ

ん。 
  その次どうぞ、渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、委員長が答弁要

らないと言ったのに、そっちで手挙げて…… 
金 利寛委員長 渡部平八委員が言われたんですよ。 
１１番（渡部平八委員） 要らないと私言ったのに

そっちで手挙げる必要ないなよ、そうでしょう。

私要らないと言っているのに、そっちで答弁した

いと手挙げるもんだからしてくださいと再度求め

たわけよ。それはいい、副市長。 
  それで、他会計の補助金というものは、いわゆ

る高料金対策に伴う補助金、これは経済というか、

企業で言うと損益分岐点というのがあるわけだ、

グラフ書くと。どこまで行ったときにその高額料

金の対象にならないという立方当たりの数字があ

るわけ、どこまで行ったときに。それはどのぐら

いの額なのかと。今新庄市で仮に100円だとすると、

料金を下げて80円にしたと。そうなれば、他会計

の国が80％、市が20％出しておるそれが補助金が

水道課に来なくなると。そうすると、他会計から

来るまず２億の金が水道課に入らないと。使用料

金は、逆に下がると。そうなってくると、のこぎ

り商いじゃないけども、行ったり来たりですごい

金額になるわけよ。そこの辺もどこまで行ったら、

今の状況の中で立方どのぐらいまで下がったら高

額料金の対象にならないのかと、そこら辺もよく

精査していないと、ただ下がった、下がったと言

ってもいかがなものかなと。その辺もしわかれば

水道課長のほうから御答弁をお願いします。 
金 利寛委員長 渡部委員に申し上げますが、款項

目どこに該当するか教えてください。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 何ページの何款何項ということは

ありますから、はっきり言ってください。 
１１番（渡部平八委員） 21ページ、決算書の。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 高料金対策費の今後の見通し等

も含めましてちょっとお話ししたいと思います。 
  高料金対策の趣旨としましては、ただいまです

ね、渡部委員がおっしゃられたとおりですね、内

容なんですけども、高料金対策の繰り出し基準で

すが、前々年度における有収水量１立米当たりの

資本費及び給水原価がそれぞれの要件を満たすも

のということで国から通達が毎年あります。この

基準というのは、18年度の場合は16年度の資本費

等を使うと、２年前の数字を使うと、そのように

基準となっています。 
  18年度につきましては、資本費175円以上で給水

原価が278円以上が該当になるということで国か

ら一応通達来ていまして、それに基づいてですね、



繰り出し基準額を算出しますと、平成16年度にお

ける当該の資本費が225円です。国で示している基

準資本費が175円ですから、その差50円、超える額

が50円ですから、これに年間の有収水量を乗じて

得た額が繰入金、この中で言っています21ページ

の上水道の他会計補助金の１億9,430万2,073円の

うちの１億7,779万3,500円と、このようになって

います。この差分につきましては、旧畑、前波、

萩野簡易水道の利子の償還繰入金と、そのような

数字になっています。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 今の御答弁によりますと、

50円下がればその高額料金の対象はならないとい

うこういうことですか。例えば今より新庄市の場

合よりは料金が立方50円下がれば高額料金の補助

金対象にはならないと、こういうことですか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 今はですね、21ページの他会計

補助金のトータル１億9,400万等についてお話し

しただけで、この基準額が幾らになれば高料金対

策費に該当しなくなる、幾らになればこれに該当

するという数字はですね、ちょっと今この場では

答えられないんですが。 
  ということは、毎年高料金対策費を算出する基

礎となる分母というのは有収水量なんです。これ

は毎年変わるもんですから、これによってこの分

子の数字も変わるということで、今この場ではち

ょっと答えられないんですが、また後ほどもう少

し調査してですね、お答えしたいと思います。 
１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
金 利寛委員長 渡部平八委員。 
１１番（渡部平八委員） 今水道課長より、いろい

ろ要素はあると思うんです。その辺をよく精査し

て、どっちが企業として健全な運営ができるか。 
  例えば下げれば他会計が来なくなると、料金の

収入も少なくなると。ということは、前に下げろ、

下げろというような、ちょうど佐藤委員なんかお

っしゃったんですが、これは下げるのも結構なん

ですが、これからはいろいろの事業が山積してい

ると、老朽管の。だから、積立金の取り崩しをし

て料金を下げるということは、そういう答弁何回

もなさってきたわけだ、市長をはじめ。そこら辺

をどこら辺ということを線を引いてよく取り組ん

でください。 
  それから、新庄市のちょっといろいろ拾ってみ

たんですが、今有収水量という話出たんですが、

新庄の有収水量が84.1％で、県内で下より４番目

なんだよ、13市のうちの下から４番目。いかに有

収、あれが効果的でないかと。それから、職員１

人当たりの給水人口が1,996人で、これも余り……。

それから供給単価、これが289.1円で供給単価２番

目に高いわけ。給水原価の立方が364.9円で、これ

も県内で一番高いわけ。それから、職員の給与費

の１立方当たりが37円66銭で、これは職員の１人

当たりの給与費を１立方当たりで割ると、これは

県内で３番目に高いわけよ。それから、先ほどい

ろんな給水に関わる原価、これが立方当たり364.9、

これが高いほうから１番になっているわけよ。そ

れから営業収益、これが１人当たり5,678万で、こ

れは逆に下から３番目。だから、この水道課の企

業の、あそこでやっている、いわゆる企業は会社

です。会社のその経営が他の市に比較して必ずし

も有効な立方当たりにした場合、決していい場所

に位置はしていないんだと。これはいろいろある

と思いますよ、さっき私申し上げましたように職

員の年齢構成だとか、そういうことも当然入って

きますので、こういうことも含めて、これからも

心してひとつ頑張ってください。 
  以上です。 
金 利寛委員長 他に質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 平八委員に言われて、ほ

とんど言う口はないような気もしてきましたけれ



ども、でもまずはやっぱり言わねばなんないかな

と思って言わせていただきたいと思います。 
  決算の10ページに現金預金というのがあります。

これは約15億5,000万円で、一応当年度の純利益が

1,100万で黒字でしたから、年間黒字の上に現金預

金がこれだけあると。年間水道料金収入を上回る

大きな現金預金があるわけです。そういう意味で

は、この高い水道料の引き下げはできると私は思

います。 
  また、決算の31ページに企業債利率、企業債が

載っていますが、利率5.5％以上のものが足してみ

ましたら現在約４億3,000万円です。これ借り換え

ができれば、２％以下のものに借り換えすること

ができれば本当はかなり節約になるわけなんで、

なかなか許さないというこの間の答えいただいて

いるわけですけども、借り換えできるように国に

求めることで会計もさらに安定すると思いますが、

まずこのことについてどうでしょうか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 10ページの貸借対照表の現金預

金ですね。15億5,213万5,089円の数字だと思うん

ですが、その右側に剰余金の（２）ということで

利益剰余金、（ア）減債積立金が３億8,787万598

円、それから（イ）で建設改良積立金が４億3,567

万3,318円とございます。この減債積立金と建設改

良積立金、要するに目的ある積立金を含めた額が

15億5,213万5,089円となっていますから、差し引

きますと約７億程度ですか、７億程度がですね、

内部留保資金として残っていると、そのような数

字です。ですから、ため過ぎとかそういうことは

ないと思います。 
  それから、企業債の償還につきましてはですね、

今事務方と打ち合わせ中なんですけども、平成19

年公的資金の補償金免除繰上償還などの実施要綱

案としましてですね、平成19年７月５日付けで総

務省の地方債課と公営企業課より一応通達があり

ました。その内容ですけども、一応内容を確認し

ますと、７事業分が一応対象となる予定です。で

すけども、この内容についてまだあやふやな部分

がございますんで、10月中旬ころにですね、聞き

取り、ヒアリング調査があるということで、この

ヒアリングの調査の結果次第でどのような方向に

するかですね、考えていきたいと、そのように思

っています。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書の23ページを

見ますと、県内で新庄市の水道料金が村山市に次

いで第２位です。一番の原因は、給水原価が県内

一高いということです。特に受水費が県内２位と

高いということで、審査意見書の17ページの①に

載っているのはすばらしいと思います。先ほど水

道課長のほうから平成20年度４月１日改定の受水

費のことを協議中で、12月の県議会に提案される

と、企業局の料金が下がって、余裕があれば下げ

たいと、こういうことになっていますが、この立

場で水道料引き下げも可能だと思いますし、その

立場でぜひやっていただきたいと要望したいと思

います。 
  これは、その答えになっていると思いますので、

このように先ほどの答えとして受け取っておきま

す。 
  それから、審査意見書の17ページに、これも渡

部委員のほうから指摘がありましたが、大口利用

者が地下水を汲み上げるようにしていると。結局

5,000万円水道料金に入らなくなってきていると

いうことであります。 
  しかし、よく考えてみますと、地下水というの

はみんなの水です。これを汲み上げて使っている

わけです。そういう意味では、５件という、地下

水の専用水道化に５件という話でしたけども、こ

れも含めて、そのような方がいらっしゃれば、大

口の利用者ですけど、小さい個人じゃないですけ

ど、水道料金の一部に見合う協力金として負担さ

せて水道会計に入れさせるべきだと考えますが、



いかがでしょうか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 今の質問というのは、一応自然

を大切にするという質問でよろしいんですか。 
   （「みんなの水を汲み上げて使っ 
         ているという部分では、公的 
         な水を使っていると。だか 
         ら、公的水道のほうにも金払 
         え」と呼ぶ者あり） 
髙橋 敦水道課長 そうですか。ただ、この場合は

新庄盆地とこの場所はですね、地下水の規制はご

ざいません。規制があるのは、米沢盆地、米沢と

山形の山形県内では２カ所だと思います。ですか

ら、一応この規制をですね、私のほうではかける

ことはできないと。 
  ただ、この大口利用者が専用水道に走るわけと

いうのは、これはもちろんあるわけですよね。要

するに井戸を掘っても、水道料が高いもんだから

十分に間に合うと、10年でもとが取れると、こう

いう話である業者が要するに大口利用者に営業へ

行っていると。その結果がこの５件だと思うんで

すよね。 
  ですから、一応私のほうでは、水道等の地下水

の規制は新庄市の水道課で決めることはできませ

んし、要するに山形県内の話ですから。ですから、

これに対するあれを出せ、これを出せという補助

金等の話、まず出資金の話というのはできないと

思います。 
  以上です。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 水道料金の引き下げの例

えば考え方としてですけど、基本料金をもっと少

なくしてですね、10トンに満たない少ない使用に

努めている高齢者などの負担を特に軽くなるよう

にすべきじゃないかなと思います。100円下げても、

１万2,000世帯ですからわずかな減収になるだけ

だし、それ考えればもっと大きくできるわけだし、

そういうふうな形で今生活苦にあえいでいる市民

にほっとさせるような施策を一日も早くしてもら

いたいし、特に基本料金などを下げて、やるとし

たらですけど、そういう高齢者などを助けるとい

うか、そこら辺を考えるべきじゃないかなと思う

んですが、どうでしょうか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 さきの議会でも多分申し上げた

と思うんですが、今村山市、山形市ということで、

少水量の使用者に対する利用料金の削減ですか、

そういう格好じゃしていますけども、新庄市はで

すね、10立方未満の方に対してはですね、平成５

年にもう既にこの小口利用者の援助という格好で

もう既に平成５年で実施していますんで、十分な

施策はもう既にしていると思います。 
２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 
２ 番（佐藤悦子委員） 確かにしたんだと思いま

す。村山市よりも新庄市がよいということは、こ

の間というか、この前の議会のときもよくお聞き

して、ああ、そういうことかと、村山市は下げた

と言っているけど、それよりも新庄市のほうが進

んでいるし、いいんだということは伺って、ああ、

そうかと納得したことはありました。 
  しかし、さらに突っ込んでやってもいいのでは

ないかなと思うんです。わずか10トン使って1,500

円弱かなとは思いますけど、お年寄りによっては

非常に水を節約なさって、１トン、２トンとかと

暮らしておられる方もいらっしゃいます。ほとん

ど水使わなくても節約して暮らしていると。それ

だけ生活全体かつましいわけなんですけど、それ

ほど努力していらっしゃる方であれば、本当にも

っと安くしてもいいのではないかと。10トン使っ

ても１トン使っても同じような1,500円、1,400円

だとしたら、どうもこの節約なさった方々がかわ

いそうというか、節約したかいがはっきり出ると



いうか、そういうふうにもなるように、そういう

方々が頑張っているのを励ますという意味でもう

少し下げてもいいような気がするんですけど、ど

うでしょうか。 
髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 
金 利寛委員長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 今資料を持ってきていないので、

はっきりした数字は言えないんですが、今現在で

村山市に次いで新庄市が２位、小口水量について

もまだ村山市に次いで新庄２位と、そういうこと

で県内の順番ですけども、このようですが、一応

先ほど渡部委員さんからの御指摘あったとおりで

すね、高料金対策費、それからこれによる繰入金

等、それから先ほど話しました繰上償還等のです

ね、この実情を見ないとはっきりした数字は言え

ないもんですから、この場での即答は控えさせて

いただきます。 
２ 番（佐藤悦子委員） はい、わかりました。 
金 利寛委員長 いいですか。 
２ 番（佐藤悦子委員） はい。 
金 利寛委員長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。 
  ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
金 利寛委員長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第63号平成18年度新庄市水道事業会計決算

の認定については原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は認定すべきものと決しました。 
 
 
     閉      議 
 
 
金 利寛委員長 以上をもちまして本決算特別委員

会に付託されましたすべての案件についての審査

を終了いたします。 
  これをもちまして決算特別委員会を閉会いたし

ます。大変に御苦労さまでございました。 
  ここで一言委員長よりあいさつを申し上げます。

平成18年度の議案第55号から議案第63号までの９

件の審査につきましては、各委員の皆様の活発な

質疑の本質を突いていろいろ深めていただいたと

思っております。深みのある討論ができたのでは

ないかというふうに感謝しております。本日は大

変にありがとうございました。御苦労さまでござ

いました。（拍手） 
 
     午後 ３時５２分 閉議 
 
    決算特別委員会委員長 金 利寛 
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              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議事日程（第１号）に同じ 



 
     開      会 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は20名、欠席通告者はありません。 
  それでは、これより平成19年12月新庄市議会定

例会を開会いたします。 
  直ちに本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付してあります議事

日程（第１号）によって進めます。 
 
 
  日程第１会議録署名議員指名 
 
 
中川正和議長 日程第１会議録署名議員の指名を行

います。 
  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において小野周一君、山口吉靜君を指名

いたします。 
 
 
  日程第２会 期 決 定 
 
 
中川正和議長 日程第２会期決定を議題といたしま

す。 
  議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長今田雄三君。 
   （今田雄三議会運営委員長登壇） 
今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 
  これより議会運営委員長の報告を行います。 
  去る11月30日午前10時より議員協議会室におい

て、委員７名出席のもと、執行部より関係課長並

びに議会事務局職員の出席を求め、本日招集され

ました12月定例会の運営について協議をいたした

ところであります。 
  会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成19年12月定例会日程表のとおり、本日から

12月17日までの11日間に決定いたしました。また、

会期中の日程につきましては、日程表のとおり決

定いたしましたので、よろしくお願い申し上げま

す。 
  この度提出されます案件は、議案13件、補正予

算９件、請願３件の計25件であります。 
  案件の取り扱いにつきましては、議案第70号は

人事案件でありますので、本日の本会議において

審議をお願いいたします。議案第１号から議案第

82号までの議案12件につきましては、本日一括上

程、提案説明後、総括質疑を受け、各常任委員会

に付託し、審査をしていただきます。議案第83号

から議案第91号までの平成19年度補正予算９件に

つきましては、本日は提案説明のみにとどめ、委

員会への付託を省略して、12月17日、最終日の本

会議において審議をお願いいたします。 
  次に、一般質問でありますが、今期定例会の質

問者は10名でありますので、１日目５名、２日目

５名に行っていただきます。質問時間は、答弁を

含めて１人50分以内といたしますので、質問者並

びに答弁者の御協力を特にお願いいたします。 
  以上、議長よりよろしく取り計らいくださいま

すようお願い申し上げ、報告を終わります。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員長

から報告のありましたとおり、本日から12月17日

までの11日間にいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、会

期は12月７日から12月17日までの11日間と決定い

たしました。 
 



 
平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 定 例 会 日 程 表 

 
  会 期  月  日  曜  会 議 別  場   所  開議時刻          摘      要  
        開会。市長の行政報告。議案（１件）  
         
        の上程、提案説明、採決。議案  
         
        （１２件）の一括上程、提案説明、  
  第１日  12月７日  金  本 会 議  議   場  午前10時   
        総括質疑。議案、請願の各常任委員  
         
        会付託。補正予算（９件）の一括上  
         
        程、提案説明。  
                第２日  12月８日  土    
         休      会        第３日  12月９日  日    
                      一般質問  
         
  第４日  12月10日  月  本 会 議  議   場  午前10時   斎藤義昭、小野周一、小嶋冨弥、  
         
         奥山省三、金 利寛の各議員  
                        一般質問  
         
  第５日  12月11日  火  本 会 議  議   場  午前10時   今田雄三、沼澤恵一、小関 淳、  
         
         佐藤悦子、遠藤敏信の各議員  
      文 教 厚 生    
         
  第６日  12月12日  水  常任委員会  （議員協議  午前10時  付託議案、請願の審査  
         
      会室）    
                      総   務    
         
      （議員協議  午前10時  付託議案の審査  
         
      会室）    
  第７日  12月13日  木  常任委員会              産 業 建 設    
       午後１時   
      （議員協議   付託議案の審査  
           30分   
      会室）    
                第８日  12月14日  金          休      会  本会議準備のため  
              第９日  12月15日  土    
         休      会        第10日  12月16日  日    
                      常任委員長報告、質疑、討論、採決。  
  第11日  12月17日  月  本 会 議  議   場  午前10時   
        補正予算の質疑、討論、採決。            
 
  日程第３市長の行政報告 
 
 
中川正和議長 日程第３市長の行政報告をお願いい

たします。 

  市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 新庄市消流雪用水事業につきまして、

平成16年３月に策定しました第２次新庄市総合雪

対策基本計画の中で、雪に強いまちづくりを目指



し、定住促進を推進するための重要な施策と位置

づけております。これまで新庄市総合雪対策基本

計画などに基づき、流雪溝を中心とした整備を行

ってきましたが、既存の河川による取水では水不

足が発生することから、消流雪用水の安定的確保

が長年の課題となっておりました。 
  このため平成14年度、15年度において、最上川

からの試験通水を行うとともに、平成18年度の冬

の本格通水に向けた国営新庄農業水利施設の他目

的使用や３年新規扱いの暫定豊水水利権の許可を

得るための関係機関との協議を重ねてまいりまし

た。国営新庄農業水利施設の他目的使用について

は、昨年の12月21日付で東北農政局の承認に基づ

き、管理受託者の山形県並びに新庄土地改良区か

ら許可を得たところであります。 
  暫定豊水水利権につきましては、事前の協議に

時間を要したため、昨年度の冬までの許可の取得

は至らず、通水試験として通水することとなりま

したが、例年にない暖冬少雪だったことから、最

上川からの通水は行っておりません。 
  本格通水に向けましては、本年３月、東北地方

整備局から本省へ、同水利権についての概要説明

を行い、課題を整理していただきました。それら

について指導いただきながら内容を詰め、申請書

の提出の了解が得られ、10月15日、新庄河川事務

所に１月１日から２月末までの取水期間の申請書

を提出したところであります。この水利権の許可

の見通しですが、早ければ年内に東北地方整備局

から許可をいただけるのではないかと考えており

ます。 
  以上、これまでの状況を報告させていただきま

したが、いずれにしましても、審査していただい

ている大詰めの段階に入っておりますので、今年

度の厳寒期には通水が可能となるよう進めてまい

りたいと考えております。 
  以上です。 
中川正和議長 この件については、報告事項ですの

で、よろしくお願いいたします。 

 
 
  日程第４議案第７０号新庄市表彰 
  について 
 
 
中川正和議長 日程第４議案第70号新庄市表彰につ

いてを上程いたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 議案第70号新庄市表彰について御説

明申し上げます。 
  本案は、本市の隆盛、発展に長年寄与され、市

政に対する功労が特に顕著な方々を表彰するため、

新庄市表彰条例に基づき、議会の同意を得ようと

するものであります。斎藤 敏氏は、本年４月ま

で連続10期、40年の長きにわたり市議会議員とし

て幅広く活躍されたことは、皆様も御承知のとお

りでございます。社会福祉分野を主に、新庄市の

アマチュアスポーツ振興への貢献など、多面にわ

たり市勢振興に尽力いただきました。 
  後藤信而氏は市の教育委員会委員長として、５

期18年にわたり、教育環境の困難な時期にありな

がらも、本市の今日の教育方針の基礎を築き上げ

ていただきました。文化財の保護や全国規模の各

種大会開催により、市民の文化啓蒙にも大きく功

績を残しております。 
  最後に、涌井弥瓶氏でありますが、新庄東山焼

５代目弥瓶として、市の伝統工芸の伝承と発展に

功績を残し、また物産協会などの活動を通じ、最

上地域の物産と観光の総合的な発展と産業振興に

貢献され、今なお新庄商工会議所会頭として御活

躍いただいております。 
  これらお三方の市勢に対する功績に対して、新

庄市表彰を行うため、提案するものであります。 
  それぞれの略歴、功績等につきましては、参考

といたしまして、表彰候補者調書を添付しており



ますので、御審議の上、御同意賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました議案第70号は、会議

規則第37条第３項の規定により、委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、本

件は委員会の付託を省略することに決しました。 
  お諮りいたします。本件は人事案件であります

ので、質疑、討論を省略して、直ちに採決したい

と思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第70号は直ちに採決することに決しました。 
  これより採決いたします。 
  議案第70号新庄市表彰については、これに同意

することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第70号はこれに同意することに決しました。 
 
 
  議案１２件一括上程 
 
 
中川正和議長 日程第５議案第71号新庄市特別職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてから日程第16議案第82号山形県後期

高齢者医療広域連合規約の一部変更についてまで

の12件を一括議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、議案第71号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について御説明申し上げます。 

  新庄市の財政健全化は、市民の皆さん、また新

庄市にかかわるすべての人々の痛切な願いであり、

早期に達成しなければならない最重要課題であり

ます。 
  現在、議会の皆様はじめ市民の理解と協力を得

ながら、行財政改革に取り組んでおりますが、早

期達成にはさらなる人件費の削減、抑制対策が必

要とされますことから、「隗より始めよ」の故事

にも倣い、私の月額給料を50％、副市長の月額給

料を40％削減する措置を講ずるものであります。 
  この削減により減額となる経費は、私と副市長

分を合わせて今年度分で346万9,000円、来年度は

1,717万円となります。 
  議案第72号新庄市特別会計条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明申し上げます。 
  御存じのとおり平成20年４月から現在の老人保

健制度にかわる後期高齢者医療制度が始まります。

本案は、地方自治法等の法規定により、平成20年

度から新たに特別会計を設置するものであります。 
  議案第73号新庄市国民健康保険条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 
  提案の理由といたしましては、後期高齢者医療

制度が施行されることに伴い、葬祭費の支給額の

見直しを図るものであります。75歳以上の方の医

療保険事業につきましては、山形県後期高齢者医

療広域連合において運営されることになるわけで

ありますが、去る11月30日の広域連合議会におい

て、後期高齢者の葬祭費につきましては、５万円

と決まったところであります。県内の各市ともこ

れにあわせる方向であり、新庄市といたしまして

も現行の６万円を５万円に改正し、平成20年４月

１日から施行するものであります。 
  議案第74号新庄市後期高齢者医療に関する条例

の設定について御説明申し上げます。 
  提案の理由といたしましては、後期高齢者医療

制度に関する事項で、法令で規定されておらず、

市町村の条例にゆだねられている事項につきまし

て規定するものであります。 



  内容といたしましては、市において行う事務、

保険料を徴収すべき被保険者、保険料の納期など

についてであります。なお、保険料は原則として

特別徴収、年金からの天引きとなりますが、普通

徴収となる場合の納期は市町村の判断で納期を設

定することとされており、新庄市といたしまして

は、国民健康保険税と同じく７月から２月までの

８期にするものであります。 
  議案第75号から議案第79号指定管理者の指定に

ついて御説明申し上げます。 
  いずれの議案も市の施設の管理を行わせる指定

管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの

であります。 
  まず初めに、議案第75号新庄・最上さくらが丘

斎苑について御説明申し上げます。 
  指定管理者の指定につきましては、火葬場にふ

さわしいサービスの向上と効果的な管理運営が図

られるものと判断し、株式会社セロン東北を指定

管理者として指定することにつきまして御提案す

るものであります。 
  また、指定期間は平成20年４月１日から平成23

年３月31日までの３年間とするものであります。 
  議案第76号萩野児童センター及び議案第77号升

形児童館についての御説明申し上げます。 
  平成18年４月１日より地元で組織した管理委員

会を指定管理者に指定し、運営してまいりました

が、平成20年３月31日をもって指定期間が満了い

たします。指定管理者制度に移行して２年を経過

しようとしている現在、萩野児童センター、升形

児童館、両館とも地域に根差した特色ある運営を

行っており、保護者からも高い評価をいただいて

おります。こうしたことから、指定管理者の候補

選定に当たっては、市民協働の観点からも、公募

によらず、地元で組織した管理委員会を指定管理

者として再び指定いたしたく御提案申し上げるも

のであります。 
  議案第78号雪の里情報館について御説明申し上

げます。 

  指定管理者の指定につきましては、施設の利用

調整から維持管理に至るまで、一連の管理運営業

務を適切に図られるものと判断し、株式会社東北

情報センターを指定管理者として指定することに

つきまして御提案するものであります。 
  また、指定期間は平成20年４月１日から平成22

年３月31日までの２年間とするものであります。 
  指定管理者の指定について、最後の議案であり

ます議案第79号の新庄市民球場、新庄市武道館、

新庄市民スキー場の３施設について御説明申し上

げます。 
  指定管理者となる新庄市施設振興公社は、平成

18年４月からこの３施設の指定管理者に指定され、

施設の利用調整から維持管理に至るまで、一連の

管理運営業務を適切に実施しております。今後の

施設管理におきましても、新庄市施設振興公社が

指定管理者として適正であると判断し、御提案申

し上げるものであります。 
  また、指定期間は平成20年４月１日から平成23

年３月31日までの３年間とするものであります。 
  議案第80号新庄市農業委員会委員の選挙区及び

定数に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。 
  改正の理由といたしましては、農業の変遷によ

る農家戸数等の減少のため、新庄市農業委員会委

員定数検討委員会において検討した結果、農業委

員会委員の定数を３名減とするものであります。 
  内容といたしましては、農業委員の定数19人を

16人に改正するもので、改める選挙区につきまし

ては、第１選挙区、旧新庄町の区域が７人を６人

に、第２選挙区、旧稲舟村の区域が４人を３人に、

第４選挙区、旧八向村の区域が３人を２人に改正

するものであります。 
  議案第81号山形県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変

更について御説明申し上げます。 
  この度の変更は、平成19年３月31日で解散した

鶴岡地区衛生処理組合及び鶴岡地区消防事務組合



を山形県市町村職員退職手当組合規約から削除す

るものであり、退職手当組合に加入する県内45地

方公共団体が同じ内容の改正となるものでありま

す。規約の適用日が平成19年４月１日となってお

ります。 
  これにつきましては、解散した２団体の他に、

名称の変更等を予定している団体もあり、山形県

市町村職員退職手当組合では、国、県と協議する

中、一括して処理することにしておりましたが、

名称の変更が12月以降にずれ込む見込みとなった

ことから、この度の変更のみを行うこととなり、

規約の適用日が大きくさかのぼったものでありま

す。 
  議案第82号山形県後期高齢者医療広域連合規約

の一部変更について御説明申し上げます。 
  平成20年４月から始まる後期高齢者医療制度の

運営主体であります山形県後期高齢者医療広域連

合の事務所が、20年５月に現在の山形市から寒河

江市に移転することに伴い、広域連合規約の変更

を行うものであります。 
  広域連合の規約変更には、地方自治法の規定に

より、関係地方公共団体の協議が必要とされてい

ることから、議会の議決をお願いするものであり

ます。広域連合といたしましては、県下35市町村

すべて、12月議会において御決定いただく予定と

なっております。 
  以上、御審議をいただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 
中川正和議長 それでは、これよりただいま説明の

ありました議案12件について、総括質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 議案の第75号の新庄・最

上さくらが丘斎苑の指定管理者についてでありま

すが、たしかこれ２年前に別の会社がこの受託者

になって管理運営をされていたように思いますが、

なぜ今回その別のというか、指定管理者となる団

体が株式会社セロン東北になったのか。今までこ

の２年間管理運営をされていた別の会社に何か支

障があったのかどうか。要するに指定管理者にな

ったとしても、大変さがあるがゆえに再度引き受

けるということなかったのかどうなのか、その真

相。 
  ましてもう一つ、新しくセロン株式会社は、こ

ういうふうな要するにさくらが丘苑の墓地管理等

も含めての業務内容を今まで経験されたことがあ

ったのかどうなのか。また何人を取り入れされよ

うとしているのか。市の特別の職の職員がそこに

移行されたわけでありますが、この人方の処分は

……処分というか、その境遇というか、そのまま

引き継いで業務を運営されようとされているのか

どうかをお伺いします。 
五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 
中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 ただいまの質問の指定管理者

の件についてでございますが、現在市内のある葬

儀社さんが２年間、管理指定を受けまして今運営

やっています。その中で、先ほど来公募をしたわ

けですが、現場説明にはおいでいただきましたが、

いろんな事情があってということは、本業をもう

少し熱を入れてやりたいと。火葬場のほうの管理

につきましては、関連する業務ではありますが、

本来業務を充実してやりたいというふうなことで、

今期２年の経過、間もなくするわけですが、今期

限りで終わらせていただきたいということでした。

特別な業務上の支障があったわけではなくて、そ

ういった意味でございます。 
  それから、セロン東北さんの営業なんですが、

主にセキュリティー関係をやっておりますけれど

も、さくらが丘斎苑、これは平成８年に開業した

当時からセロン東北さんが全体の警備というふう

なことで当たっておりまして、毎日管理の状況を

確認しております。その上で、前回の指定管理者

の指定の際にも現場説明まで入ったんですが、委

員会、いわゆる指定管理者の公募選定委員会の中



で選定されなかったということで、今回再チャレ

ンジしたいというふうなことで、非常に熱望をし

た形での申請なので、指定したというふうなこと

であります。 
  なお、最後の御質問であります現在従事してい

る３名の職員につきましては、会社がもしここで

決定されれば、指定管理を受けた会社がかわるわ

けですから、新庄市としてこの職員を強制的にど

うだというふうにはならないと思います。ただし、

会社のほうでは、セロン東北さんのほうでは経験

のある方をぜひ採用したいというふうなことで、

採用の内容につきましては、会社のほうにお任せ

になりますが、形としては現在いる３人をほぼ踏

襲した形でやっていくというふうなお話は賜って

おります。 
  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 内容がわかりまして、葬

祭社さんのほうでは本業に精進したいということ

なので、内容はわかりました。 
  もう一点お伺いします。議案の第74号新庄市の

後期高齢者の医療に関する条例の制定並びに議案

の82号山形県の後期高齢者の医療広域連合の規約

の一部変更についての、これに関連してその日程

17で請願が出ております。この請願の総括質疑は、

これに関連してやらせてもらっていいでしょうか

どうか、議長判断をお伺いします。 
中川正和議長 ただいまの要請の中で、請願への質

問については、請願者が今おりませんので、後日

行っていただきたいということであります。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） そうすると、お伺いしま

すが、この今の議案に関連する請願なのです。そ

して、請願の総括質疑というのは行う場所はあり

ますか。委員会に付託される前に。これ今までは

あったのです。その点どうなのかをお伺いします。 

中川正和議長 暫時休憩いたします。 
 
     午前１０時２７分 休憩 
     午前１０時２９分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  今、紹介議員のほうで答弁できればいいんです

が、もしその請願者との違いが出ればまずいとい

うようなこともありますんで、所管の委員会で請

願者を招請して質疑を行っていただきたいという

ふうに思います。それ以外の課長関係、この部分

について、答弁できる部分については答弁をさせ

ますが、請願部分が余り強い場合には、これは課

長であろうとも答弁する権利はありませんので、

所管の委員会で議論していただきたいというふう

に思います。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 議長を悩ませて大変申し

わけないのでありますが、前回の基本的な子供の

出産一時祝金を30万から35万にするその請願の、

新庄市で否決したのです、委員会で。そんなあれ

があって、本会議でそれをもう一回再否決して、

そういうふうな状態で世の笑い物になるところで

したけれども、他のところは全部35万になったわ

けでありますから。そのときの総括質疑をしたの

です、そのときは。 
  そうしたら、それにまたいろんな部分が出てき

まして、総括になっているのかどうなのか、委員

長としてはそれを判断できなかったですから、そ

れを総括的に皆さんに問うたわけですけれども、

そういうふうな経緯があったものですから、今回

のこれは後期高齢者に伴う条例の制定するに至っ

ての請願の内容は、至って国の考え方と違う、要

するに後期高齢者の医療制度がもう悪だという前

提からものをとらえた請願なのです。 
  よって、それを一般的に総括的に話をする場所

というのはないので、今まではあったんです。で



すから、どうなのかなということでお伺いをした

のです。 
中川正和議長 今の金議員の質問に対しては、やは

り所管の委員会でいろいろ審議をいたしまして、

委員長が最後に報告をするわけです、最終日に。

その中で十分質疑をする部分はあろうかと思いま

す。 
  やはりその所管で質疑をする前に、ここで総括

質疑でするのはいかがなものかなと思いますんで、

委員会の中で十分審議をしていただいて、それで

もまだ不明朗だという場合には、委員長報告に対

して質疑をしていただきたい、こういうふうに思

います。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１０時３２分 休憩 
     午前１０時４３分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  ただいまの件に対して、これから議運を開いて

検討いたしますので、暫時休憩をいたします。 
 
     午前１０時４４分 休憩 
     午前１１時０１分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  ただいま議運を開きましたので、議運の委員長

より報告をお願いします。 
  議会運営委員長今田雄三君。 
   （今田雄三議会運営委員長登壇） 
今田雄三議会運営委員長 ただいま議会運営委員会

を開きまして、次のとおり決定いたしましたので、

報告いたします。 
  これまで請願については、各常任委員会に付託

をしてまいりましたが、今回暫定的に日程第17の

前に請願の説明を紹介議員より説明していただき、

その後総括質疑を受けることに決定いたしました。

今後については、請願の取り扱いについて議会運

営委員会の中で検討してまいります。 
  以上、報告します。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま議会運営委員長からの報告のありまし

たとおりにしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願の取り扱いについては、日程第17の前に請願の

説明を行い、総括質疑を行いたいと思います。 
  ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１１時０２分 休憩 
     午前１１時１２分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  それでは、議案第71号から議案第82号までの質

疑をお受けいたします。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 71号についてですが、前

市長のときの報酬削減のあり方については、92万

という本俸の金額については全く触れずに、期末

手当で92万掛ける30％分掛ける12カ月分を引くと

いうやり方だったように思います。それと、今回

は比べると、その92万にばっさり、本俸に手を加

えた大幅な減額ということなんだなということが

よくわかります。退職金とのかかわりといいます

か、前の市長は退職金については変わらないよう

にしたというふうに私は聞いていましたが、今回

はどのように退職金に影響を与えるのか、お聞き

したいと思います。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 退職金につきましては、給料月

額が基本になりますので、給料月額が半分になれ

ば、このままでいけば退職金は半分になるという

ふうなことでございます。 



９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 議案80号についてであり

ます。 
  農業委員の定数削減の方向で検討されたという

説明を受けましたが、この改正の理由、この説明

の理由だけではちょっと内容的にはどういうふう

な、具体的にどういうことが課題、どういうふう

なことがあっての３名の削減に至ったか、その辺

もう少し詳しく説明いただければと思います。 
  よろしくお願いします。 
柏倉 政農業委員会事務局長 議長、柏倉 政。 
中川正和議長 農業委員会事務局長柏倉 政君。 
柏倉 政農業委員会事務局長 ただいまの御質問で

すけども、削減の内容、３名に至った経緯でござ

いますが、農業委員会の中に農業委員定数検討委

員会を４月に設置いたしまして、５回ほど検討し

てまいりました。 
  その中で、昭和60年に新庄市の農家戸数が2,545

戸あったものが、平成17年の農林センサスにより

ますと1,833戸となり、712戸減少しまして、率に

して約３割の減少になっておるというような状況

にかんがみまして検討してまいりまして、現在農

業委員は24名おるんですけども、その内訳といた

しまして、選挙による委員の定数は19名、各団体

推薦の選任委員が５名おりまして、計24名となっ

ております。 
  選任委員のほうにつきましては、各農協は２つ

ありますけども、共済組合、改良区というような

ことで、５名でそれは団体の推薦でございますの

で、うちの農業委員会からどうこうということじ

ゃなくて、団体の推薦にゆだねるということにな

りまして、合併が進めば定数もおのずと減ってい

くわけでございますが、このような状況の中で、

選挙による委員のほうを削減せざるを得ないんじ

ゃないかというようなことになりまして、各選挙

区は４選挙区ございますが、各選挙区ごとの農家

戸数の減少、選挙人の減少等を勘案いたしまして、

またそれに耕地面積、それから農業委員会に上が

ってくる件数、案件等も加味いたしまして、検討

した結果、以上のような結果となった次第です。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 大体わかったわけですが、

農家戸数が減少しているというような状況下が大

筋の削減の方向、これら耕作面積とか、いろんな

ものも当然減少された点もあるかと思うんで、そ

の辺もいろいろと検討されたのか。ただ、農家戸

数だけでこれから削減３名、この辺の、それと選

任委員が５名、これはそれなりに条例というか、

そういうふうな上位法もあるかと思いますが、そ

の辺の話はならなかったのか。削減の方向では検

討されなかったのか。その辺もう少し詳しくお願

いしたいと思います。 
柏倉 政農業委員会事務局長 議長、柏倉 政。 
中川正和議長 農業委員会事務局長柏倉 政君。 
柏倉 政農業委員会事務局長 農家戸数の減少と、

それから耕地面積の件でございますが、耕地面積

については、耕作面積についてはうちのほうで一

応税務課等の資料等を参考にしまして、各選挙区

ごとに案分しました。その案分の割合については、

農家戸数が30％、それから耕作面積が30％、それ

に選挙人の数が20％ということで、選挙人は毎年

１月１日現在で農業委員会で把握しているもので

す。これを20％にしまして、あと農地の権利異動

取り扱い件数、これを過去３年間集計いたしまし

て、これの件数を20％の配分率にいたしまして、

各選挙区ごとに配分して、このような定数になっ

たところであります。 
  なお、選任委員のほうにつきましては、各団体

の組合長さんとかの話し合いも行いまして、合併

の見通し等いろいろお話ししたんですが、当面は

早急に合併というような話もありませんけども、

できるだけ合併を期待しながら、１名ぐらいは将

来的には合併すれば減るんでないかというような

ことで、今回はこのような話し合いになりまして、



総数は21名となりますけども、このようになった

次第であります。 
  それは農業委員会等に関する法律のほうで規定

されているものですから、各団体の選任について

は、農業委員会としてもそこまでは入っていけな

いというようなこともありますので、そのような

状況でなった次第です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。ありません

か、他に。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議案第79号の指定管理者

についてでございますけども、施設振興公社がと

いうようなことで、この中身の人数とかをまずお

聞きしたいと思います。 
  ということは、施設は市民球場とか市民スキー

場というようなことで、非常に特殊なというか、

技術者というか、それなりにないとなかなか安全

にできないというような聞いていますので、その

辺のオペレーターで専門的なものの方がいらっし

ゃるかどうか、その辺まずお聞きしたいと思いま

す。 
清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 
中川正和議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 
清水幹也生涯スポーツ課長 ただいまの施設振興公

社の団体の構成と申しますか、それから人員の、

職員の技術的な面を持っておるのかというふうな

御質問でございます。 
  施設振興公社につきましては、御案内のとおり

理事長が、現在政策経営課長が職務代理者として

当たっております。その他理事、常任理事、それ

から監事がおりますけれども、実質業務に当たっ

ております人員につきましては、事務局長１名、

総括主任１名、管理、それから事務に当たってい

る方含めて６名、計８名で対応してございます。 
  公社につきましては、公の施設を効率的に管理

するために設立されました公益的な団体というこ

とで、民間企業とはそもそも性格を異にするわけ

ですけれども、職員につきましては、施設管理の

実務経験も非常に豊富でございまして、民間のそ

ういった技術的なノウハウも持っておられる方が

いらっしゃるということでございます。具体的に

は全日本公認パトロールの資格を持っておられる

方が２名、それからスキーの公認指導員の資格を

持っている方が３名というふうなことで、特に施

設の安全面では管理能力が非常に高いということ

で、信頼できる団体であるというふうに考えてご

ざいます。 
  以上でございます。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） ８人体制というようなこ

とで、非常に大きな野球場とかスキー場というの

は、大変御苦労なさっているような気がいたしま

す。 
  そこで、特にスキー場なんですけども、運営面

でしょうけど、雪の状況、例えば雪があるうちに

市のほうでもうやめてしまうと。市民は滑れるか

ら健康増進のためにやりたいなんていうけども、

その辺施設公社の方に非常に電話きて、そういっ

たことの対処というのは非常に苦労しているとい

うふうな話なんですけども、その辺の管理と運営

なんでしょうけども、その辺は公社のほうでは全

然管理だけで、運営のほうはなされないわけで、

非常にそういった問題点の場合はどういうふうに

対応なさるんでしょうか。 
清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 
中川正和議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 
清水幹也生涯スポーツ課長 スキー場の開設期間に

つきましては、基本的にはあらかじめ公社と協議

いたしまして、平年ベースで申し上げますと、12

月の29日から２月の末までということになってご

ざいますが、特に今年度の場合ですと、２月の末

日が金曜日というふうなこともございますので、

２日間延長いたしまして、３月２日まで、日曜日

まで何とか開設したいというふうに考えてござい



ます。限られた管理予算等もございまして、基本

的にはほぼ２カ月程度ということで営業させてい

ただいております。 
  以上でございます。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） その辺なんだと思うんで

す。やはり公社の方は非常に滑らせてやりたいと

いうんだけども、運営の面でスパンが決まってい

ると。もう少し、その辺も柔軟なですか、できな

いんでしょうか、ひとつお考え。状況を見て、例

えば１週間ぐらい延ばしたほうがいいよというよ

うな、公社のほうからあった場合には、どういう

ふうな対処を、やはり決まりは決まりだというよ

うなことでやっていると、非常に何かその公社の

方々が非常に厳しいというようなことで、問題点

が起きているようですので、その辺は柔軟な運営

を図るようなお考えはないんでしょうか。 
清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 
中川正和議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 
清水幹也生涯スポーツ課長 ただいま御答弁申し上

げましたとおり、予算がございます。それで、予

算の範囲内でできるだけ管理運営を行っていくわ

けでございますけども、かなり雪が多い時期とか、

そういうことの場合は事前になるべく協議いたし

まして、ある程度開設期間も、いろいろ天候の条

件とかで休場したり、あるいは時間的な関係で変

更したりする場合もあり得ますので、その辺はあ

る程度は柔軟に対応できるようには検討していき

たいというふうに考えております。 
  以上でございます。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 議案第75号の件なんです

が、新庄・最上さくらが丘斎苑の指定管理者で、

セロン東北さんというのが名前が挙がっています

が、セロン東北さんというと警備とか、あとはセ

キュリティーに関するいろんな機器の販売とか、

そういうものが主として経営の基礎になっている

ような感じがするんですが、過去にそういう斎場、

斎苑の運営したというあれはあるんでしょうか。 
五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 
中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 ただいまの御質問であります

が、やはりセキュリティー関係が主体で、会社と

しても250人ほどの従業員がいるわけですが、今な

おいろんな新しい事業に参入していきたいと、そ

ういうふうな意欲的なところもございまして、な

お火葬場に関する指定管理は今までには受けたこ

とはございません。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 常識で考えますと、未経

験の企業がそういう異業種というか、そういうこ

とに参入するというのは余り聞いたことがないん

ですけども、やっぱりどういうふうに運営を、そ

ういう未経験のところでなさるつもりなのでしょ

うか。なさるとおっしゃっていましたか。 
五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 
中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 火葬場に関しては、やっぱり

ちょっと特殊な業務でもありますけれども、先ほ

どお答えしましたように、現在従事している方が

相当なノウハウは技術的には持っております。た

だ、そこはなるたけ踏襲したいというふうな話は

しているんですが、サービス部門については当然

セロン東北さんはいろんな業種の中で、今までも

他で十分なサービスをやってきていると。なお、

その辺の経験を生かして、これから現場で従事さ

れる方にもノウハウを伝受しながら、市民サービ

スをなお一層向上させていきたいと。なお、今回

決定いただければ、まだ３カ月現在やっている指

定管理者おるわけですから、その方からノウハウ

を十分伝受しながら、４月１日から遅滞ないよう

に頑張りたいというふうなことでありました。 



中川正和議長 他に質疑ありませんか。ありません

か。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 
  次に、請願３件を議題といたします。請願第10

号、請願第11号、請願第12号、これの紹介議員、

説明を願いたいと思います。 
  まず、請願10号。小関 淳君。 
   （５番小関 淳議員登壇） 
５ 番（小関 淳議員） ただいまより請願の内容

を御説明申し上げます。 
  請願書、後期高齢者医療制度の抜本的見直しを

求める請願について、紹介議員小関 淳、遠藤敏

信。2007年11月16日、請願者、山形市飯田西１の

２の30、山形県社会保障推進協議会会長、高木紘

一。新庄市議会議長、中川正和殿。 
  後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める請

願について。 
  請願の要旨。後期高齢者医療制度の抜本的見直

しを行うよう、国へ意見書を提出してください。 
  請願の理由。政府は2008年４月より75歳以上を

対象とした新たな「後期高齢者医療制度」を実施

しようとしています。同制度は、①これまで保険

料負担のなかった扶養家族を含めて、75歳以上の

すべての高齢者から保険料（初年度平均月額6,200

円）を徴収する、②月額１万5,000円以上の年金受

給者は年金から保険料を天引きする、③保険料滞

納者は保険証を取り上げ、資格証明書を発行し、

窓口で医療費全額を負担させる、④75歳以上を対

象とした診療報酬を設定する、といった内容にな

っています。 
  多くの病気を抱える高齢者をひとまとめにした

医療制度は世界に例を見ないものです。また、こ

の制度は県や市町村に今まで以上に大きな役割と

責任を担わせるものであり、財政負担を強いるだ

けでなく、国民皆保険制度を形骸化させ、地域住

民のいのちと健康を大きく損なう可能性があると

いう不安も広がっています。 
  高齢者が安心して医療が受けられるように、制

度の抜本的見直しを求めますということでござい

ます。 
  よろしくお願いいたします。 
中川正和議長 次に、請願第11号。遠藤敏信君。 
   （６番遠藤敏信議員登壇） 
６ 番（遠藤敏信議員） それでは、請願第11号医

師・看護職員確保対策の充実についての請願を御

説明申し上げます。 
  紹介議員、遠藤敏信、小関 淳。新庄市議会議

長、中川正和殿。山形県民主医療機関連合会会長、

伊藤英三。同じく山形県医療労働組合連合会執行

委員長、今井敏彦。 
  医師・看護職員確保対策の充実についての請願

書。 
  住民の健康と福祉の増進にご尽力いただいてい

ることに敬意を表します。 
  高齢化社会を迎え、医療・介護・福祉の充実は

国民共通の切実な願いです。しかし、医療の高度

化・専門化、入院日数の短縮化などによって、医

師・看護師の業務量が急速に増えています。 
  医師は、厚生労働省の「医師の需給に関する検

討会」でも、医師不足が報告され、山形県でも地

域医療を担う病院で診療科の縮小に追い込まれて

いるところも出るなど、とりわけ病院勤務医の不

足がおきています。 
  また、一昨年12月に策定された厚生労働省の「第

六次看護職員需給見通し」では、2010年の看護職

員数は2006年よりも約12万人増えるものの需要も

増加するため、約１万6,000人が不足すると見込ま

れています。山形県でも介護・福祉分野での需要

増などにより、多くの医療機関、介護、福祉施設

において看護職員の確保が大変難しくなっており、

看護職員の不足も医師同様です。 
  したがって、国会並びに国におかれては、医師・

看護職員が不足する現状を抜本的に解消し、将来

にわたって、国民誰もが質の高い医療、安全で安



心できる看護・介護などを等しく受けられるよう、

地域における医療・介護・福祉を担う医師・看護

職員の確保対策の充実強化をはかる措置を講ずる

よう強く要望します。 
  以上の趣旨から、医師・看護職員等の大幅増員

を実現し、安全でゆきとどいた医療・看護・介護

の拡充を図るため以下の事項について請願します。 
  記。（１）国に対して、安全でゆきとどいた医

療・看護を実現するため、医師・看護師等の大幅

増員を求める意見書を提出してください。 
  （２）県に対して、策定された「山形県看護職

員需給見通し」の早期達成、医師確保、とりわけ

病院勤務医確保のため有効な施策、財政措置をお

願いして下さい。 
  以上です。よろしくお願いします。 
中川正和議長 次、請願第12号、紹介議員。小嶋冨

弥君。 
   （１０番小嶋冨弥議員登壇） 
１０番（小嶋冨弥議員） 私学助成予算増額につい

ての請願書でございます。 
  紹介議員、小嶋冨弥、清水清秋議員でございま

す。 
  件名、私学助成予算増額についての請願。 
  要旨。2008年度県予算における、私学助成関係

予算増額を求める意見書を、県知事並びに関係機

関に提出していただきたい。 
  理由。1975年に議員立法で私学振興助成法が制

定されて以来、文部科学省からの私学助成は大き

く増額されてきました。山形県においても1978年

から私学助成が行われ、特に1991年には県議会が

全会一致で「私学助成の充実強化と父母負担軽減

に関する要望書」を採択して以来、私学助成は年々

増額されてきました。しかしながら私学の関係者

は、それでも父母に重くのしかかる授業料のさら

なる軽減と、教育予算における「公私格差」の是

正のために絶え間なく活動してきました。 
  ところが山形県は、県財政再建の一環として

2006年度予算、2007年度予算で私学助成関係予算

を削減しました。しかも「私学助成は非義務的経

費」と位置づけていることに、私学の関係者は不

安を募らせています。この２年間の山形県の私学

助成に対する姿勢は、現在の公私格差をさらに拡

大させ、私学に子供を通わせる父母、さらには私

学の経営自体にも深刻な打撃を与えるものになる

と考えています。私たちは、今日まで私学が果た

してきた役割は決して小さなものではないと確信

しており、今後の私学教育のさらなる発展のため

に努力し続けたいと思っています。 
  父母負担の軽減および教育条件の改善のため、

2008年度県予算においては、私学助成関係予算の

増額をぜひ実現していただきたいと思います。 
  上記の通り、地方自治法第124条の規定により請

願いたします。 
  平成19年11月26日、新庄市議会議長、中川正和

様。住所、新庄市松本596番地。団体名、学校法人

新庄学園新庄東高等学校ＰＴＡ、代表者、会長、

小野宏。 
  以上でございます。御審議いただき、御採択く

ださるようにお願い申し上げます。 
中川正和議長 ただいま説明ありました請願３件に

ついて、総括質疑に入ります。質疑ありませんか。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 請願をお聞きしましたけ

れども、請願の10番、要するに後期高齢者医療制

度の抜本的見直しを求める請願について、まずお

伺いをいたします。 
  まず、請願の紹介議員の印鑑がないこと。そし

て、新庄市議会議長様となっていること。この受

理するに値するかどうかも、前回議運で検討した

結果もございますので、今後こういうふうな片手

落ちというか、他のところはきちっと印鑑も押さ

れてなっているわけですから、そこをまず１つ注

意をしていただきたい。議会事務局のほうでの受

け付ける段階でです。 
  もう一点、この請願と全く同じ一般質問がある



議員から出ております。まるっきし同じでありま

す。それではお伺いしますが、今国、政府では要

するに後期高齢者の医療制度について、どういう

ふうなアクション、対処を今国、政府ではとって

おられるのか、まず御存じでしょうか。 
  もう一点、それではなぜ今国では後期高齢者の

医療制度を見直ししなければならないと思われて

いるのでしょうか、その本質。 
  ３点目、国民皆保険制度をどう認識されている

のでありましょうか。この３点についてお伺いし

たいと思います。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） やはり政府のやろうとし

ているところは、私は本当に国民負担という点で

は非常にバランスが悪くなってきているんではな

いかと思います。そういうこともありますし、あ

と今度国民健康保険の負担が今まで世帯ごとであ

ったところを、後期高齢者の制度では個人ごとに

なっているということで、やはりその世帯、あと

は個人のことを考えると負担増になっていくんじ

ゃないかということも私の心配しているところで

もありました。この請願書の内容は、私の思いと

ほとんどの点で合致しているということで紹介議

員とならせていただきました。 
  あと、印鑑が押されていないということと、あ

と議長名が記載されていないというところですが、

議員になったばかりでこういうことをちょっと知

らなかったということで、おわびいたします。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 本質的な問題です。要す

るに、国では今のこの後期高齢者医療制度につい

てどういうふうな政策をとっているのかと。この

中に問題点があるようなところは対処策が今既に

来年度からとっているのです。それも知らないで

請願の紹介議員にはなれないと思うのですが、そ

の１点。どういうふうな抜本的に対処策をとって

いるのかということを全然答えられていません。 
  それから、今国では、この医療制度をなぜ見直

ししなければならないのかという、本質的な問題

にも答えられていません。これでよく紹介議員に

なれたもんだなと思うぐらいです。 
  このところをですね、それから国民皆保険制度、

これは日本にはもう本当にすごい、他の国には類

例のない、１割、２割で病院にかかれるという部

分あるのです。この点についてどう思って認識さ

れていますかというこの点にも答えられていない。

抜本的に全然答えられていないんですが、どうで

しょうか。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 紹介議員小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 今後より勉強して、頑張

って答えられるようにしたいと思います。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） ですからですね、紹介議

員の人は請願者とお会いになって、その内容を話

しされたりして、これは本当だという状態になっ

ているのかどうなのかが甚だ疑問であります。こ

のところなっているのでしょうか、１点。 
  １つは、2008年から予定していた70歳から74歳

までの窓口の負担を１割から２割に引き上げるの

は、平成８年度（08年度に訂正）は、政府では見

直しをして１割に据え置くことにしたのです。こ

の請願の内容の中に、全部もうそういうふうにし

て抜本的に解決策をしようとしているのです。そ

して２点目、75歳以上の後期高齢者の一部を来年

の４月から新たに負担する予定だったその保険料、

それを半年間免除し、その後半年間９割を軽減す

るという措置をとったのです。ですから、この請

願の内容はもう既に国では施策としてとっている

のです。そして、なおかつ平成８年度、９年度（08

年度、09年度に訂正）、その２年間の負担も含め

て、要するにそれを終了した平成９年（09年に訂

正）４月以降については、今後給付と負担のあり



方について、高齢者の制度について、与党で高齢

者医療制度に関するプロジェクトチームをつくっ

て、引き続き検討していくという内容までなって

いるのです。それをわからなければだめなのでは、

紹介者としては不適格でないかなというふうに思

いますので、お願いしたい。１点。 
  それから、なぜそれでは今国は後期高齢者の医

療制度になっているのかと。個人の今の現役の世

代の人方が負担するばっかじゃないのです。日本

の医療制度というのは、高齢者に対する医療費は

５割が公費で負担、４割強が各医療保険からの捻

出になっております。さらにこのまま高度化、医

療化が進めば、今の現役世代の負担が増加せざる

を得なくなることになるのです。そのところの議

論は全然なされていないのです。高齢者の現役世

代の負担というのは、世代間の不公平を新たな確

保をするというその点ではいけないということで、

新たに制度をスタートしようと。若い世代の人方

に先送りして負担を強いやることをできないよう

にという意味で、こういうふうな施策を展開した

のです。その本質的なところがわからなくてです

ね、おかしいのではないかと私は思うのです。 
  もう一点、国民皆保険制度、これは世界に類例

のない日本のすごい制度です。この保険制度がな

かったらば、アメリカみたいに見てください、貧

民はもう本当に死ぬ以外ありません。いろいろ問

診しただけで何十万と取られるのですよ。それを

１割、２割でやれるんだと。そして、新たな医療

制度は要するに本当に医療制度が高等化するとい

うか、新技術の導入だとかということで、１人に

当たる治療費がかかるがゆえに、自助、共助、そ

れから共助の観点からこれをせざるを得なくって、

後世の若い世代に負担をしないためにこういうふ

うな施策を展開したのであります。その本質がわ

からずに、こういうふうに、一般質問でも質問さ

れているようでありますが、ごく何％の生活弱者

を対象にして、さも大変みたいなように言うのは

甚だ日本の国のありようを歪曲するに値しません。

この点、どうか網羅した上で付託をしていただけ

るようよろしくお願いしたいというふうに思いま

す。 
６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 紹介議員遠藤敏信君。 
６ 番（遠藤敏信議員） 紹介議員の１人として、

一言述べさせていただきます。 
  今議会で、議案74号、82号でこれに関する議案

が提出されておりますけれども、それとまるっき

り相反するというわけではなく、それを否定する

ものではありません。原則、今まで後期高齢者医

療制度の中では、保険料は年金から天引きされる

ということになります。年金収入が年18万未満の

人は金融機関で納めるというふうなことだそうで

す。県内では、１割弱の方がこれに該当するそう

です。 
  １年間滞納を行いますと、保険証を取り上げら

れると。国保の場合、人道的な配慮から、75歳以

上の老人につきましては、保険証を取り上げては

ならないとされてきましたけれども、これがなく

なるというふうなことで、本来医療を受けなけれ

ばならない方々が医療を受けられなくなるという、

医療難民というか、そういうことが生じかねない

とも思います。というふうなことで、よく考えて

いただきたいという意味で紹介議員となりました。 
  なお、11月30日に広域連合の議会というかあり

まして、さまざま県内における新医療制度につい

ての話し合いがなされたそうですけれども、それ

を否定するものではありません。 
  以上です。 
中川正和議長 他にありませんか。 
１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 
中川正和議長 星川 豊君。 
１９番（星川 豊議員） 質疑の内容については大

変勉強になりましたけども、議会のほうの基本的

なことを私ちょっと知りたいんでね、いろいろな

前からの経過もございますし、この印鑑のないの

とか、議長名入っていないのなんて受理してここ



で審議することは構わないんですか。だとすれば、

今後もそういうふうなことになっていくと思うん

ですけども、その辺の基本的なことをちょっと教

えていただきたいんです。 
中川正和議長 暫時休憩します。 
 
     午前１１時５３分 休憩 
     午前１１時５４分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  この件については、事務局長のほうから発言を

させていただきます。 
鈴木吉郎議会事務局長 ただいまの件でございます

けども、委員会条例132条に請願者の記載事項とい

うのがございます。請願者につきましては、当然

印鑑等が必要でございますけども、紹介議員につ

きましては、署名または記名捺印となっておりま

す。自筆署名であるならばそれでオーケーという

ふうなことになっておりますので受理したという

ふうなことでございます。 
  以上でございます。 
   （何事か呼ぶ者あり） 
鈴木吉郎議会事務局長 済いません。議長名につい

てもそうでございます。 
  以上です。 
１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 
中川正和議長 星川 豊君。 
１９番（星川 豊議員） それはわかりました。そ

の中にのっとってやっているんであれば、新庄市

議会議長様と書かれているんですけども、これは

議長名に様なんてついているんですか。この辺は

どうなんですか。 
中川正和議長 これについても、事務局長から発言

させます。 
鈴木吉郎議会事務局長 議長というのは職名でござ

いますので、御了承願いたいというふうに思いま

す。 
１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

中川正和議長 星川 豊君。 
１９番（星川 豊議員） はい、わかりました。条

例でそういうふうに決まっているのであれば、そ

のように今後も印鑑なしでよろしいということに

するか。それか、もしくはどっちにするか。新庄

市の議会として統一していただければ幸いでござ

います。議長さんにお諮りいたします。 
中川正和議長 先ほど事務局長のほうからも説明あ

りましたが、なくても結構だと。ただし、あって

も丁寧さがあって、印鑑をついても差しさわりは

ないということですので、原則的には自筆の署名

であれば、印鑑と同様というふうな見方で結構だ

と思います。 
  それで、ただ請願者に対しては、ちゃんとした

印鑑が必要だということですんで、そのとおりに

これからもお願いしたいと思います。 
３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 
中川正和議長 斎藤義昭君。 
３ 番（斎藤義昭議員） 様という言葉なんですが、

それで思い出したところでありますが、前にある

自治体で子供といえども、小学生といえども君は

呼ばないことをした自治体があったんですよ。こ

の敬語というものは、やっぱり様というものは最

高のもので、殿様、最高ですよ。殿というのが次

に、普通考えればそうなるわけですね。大体殿で

今まで来ているんですが、様とつけても別に悪い

わけじゃないんですが、その辺やっぱりちょっと

今まで何百件の中で様がぽんと出てくると、ちょ

っと何だか変だなという気もしたと思うんですよ。

その辺をやっぱりこれはその人によって様つけて

も殿とつけてもいいんでしょうけれども、そうい

う感じだったと思います。感想として、私はそう

いうふうな気がしました。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 
中川正和議長 亀井信夫君。 
１８番（亀井信夫議員） 請願について、後期高齢

者医療制度の抜本的見直しを求める請願について



ちょっと聞きたいと思います。 
  その前に、先ほど様とか殿とかというふうなこ

と、それから印鑑の問題で議論になりました。新

庄市議会始まって、この度初めてなんですね。印

鑑のない請願書というものを私見たことないんで

すよ、今まで。新庄市の議会としては、今までこ

れも議論したことあるんです。公文書というふう

な形の中で提出される文書については、新庄市議

会としては印鑑を押しておるということなんです

ね。 
  これは、ひとつ議長を中心として、次期議会ま

で、はっきりしていただかないと我々議員が困る

んですよ。公文書で提出される文書については、

統一するということがこれ大切なんですよ。新庄

市の議会で申し合わせでできるはずですから。法

的なことだけで取り扱うならばそれでもいいでし

ょう、これから。そんなことでできないと私は思

います。なぜ申し合わせしているのか。申し合わ

せ事項というものは、新庄市議会で決められるは

ずですからね。我々議員が迷わないように、提出

文書に対する整備というふうなものを、ひとつ次

期議会まで要請します、整備するように。 
  それから、先ほどいろいろ請願に対して質問が

ありました。私は１点だけ申し上げたいと思いま

すが、保険料の滞納者に対する保険証を取り上げ

る、資格証明を発行しない、窓口でこれを全額負

担させるというふうなことについての内容でござ

います。私ども納めている人は一体どうなるんで

すかね。これは、保険制度というのは互助制度か

ら始まってきているわけですね。国民健康保険は、

わが山形県の戸沢から始まったというふうなこと

なんですね。これは助けるというふうな。そして、

保険組合でこれを納入して、運用するというふう

な趣旨で発行したと私は思っております。 
  そういう面から考えていきますと、低所得者を

大事にするのはわかるんですけれども、生活保護

なり、保護制度で生活を保障されているわけです、

ある程度。その中間である、受けられない人は一

体どうなんですかね。納めなくてもいいんですか

ね。納めない人が多く出た場合、一体これが成り

立つのか。成り立たなくなるでしょう。ここら辺

は一体どう考えているんですかね。むしろ生活保

護をもらっている方々よりもまだまだひどい人が

出てくるだろうと。もらえない人わずかで。一体

そこら辺をどう考えているのかね。 
  私は助け合いですから、当然納めない人は生活

保護も受けているし、さまざまな恩恵をこうむっ

ているわけですから、当然互助会の精神からいけ

ば取り上げることは当然だと思うんだ。納めても

らわなけりゃ成り立たなくなるでしょう。まじめ

に納めている人が、ここら辺をどう考えているの

か、請願者に対して聞きたいと思います。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 紹介者小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 私は紹介議員なので、請

願者ではありませんが、亀井議員のおっしゃるこ

とはごもっともだと思います。 
  それで、遠藤議員もおっしゃったように、私は

この制度自体は否定をしておりません。ただ、十

分な議論が必要なのではないかという意思から紹

介議員になったわけで、御理解いただきたいと思

います。 
中川正和議長 なお、先ほど私も申し上げましたが、

所管の委員会でそういう部分も含めてですね、請

願者と連絡をとり合って、必要ならば協議会を開

いてですね、請願者を呼んで検討していただくと

いうことも含めてお願いしたいと思います。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

請願についての総括質疑を終結いたします。 
  １時まで休憩いたします。 
 
     午後 ０時０４分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 



中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  発言の訂正がありますので、これを許します。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 謹んで訂正したいと思い

ますが、後期高齢者医療体制の抜本見直しを求め

る請願についての発言中、平成８年、９年と発言

してしまいました。08年、09年、来年、またその

次の年という誤りでしたので、訂正をお願い申し

上げます。西暦、要するに平成８年、９年と言っ

たんですが、08年、09年と訂正をお願いします。 

 
 
  日程第１７議案、請願の各常任委 
  員会付託 
 
 
中川正和議長 それでは、日程第17議案、請願の各

常任委員会付託を行います。議案、請願の委員会

への付託につきましては、お手元に配付してあり

ます付託案件表のとおりそれぞれの所管委員会に

付託をいたします。 
 
 

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 
 
   付 託 委 員 会 名        件                名  
   ｏ議案第７１号新庄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改  
    
  総 務 常 任 委 員 会   正する条例の制定について  
    
        議案（２件）  ｏ議案第８１号山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共  
    
    団体の数の減少及び規約の一部変更について  
   ｏ議案第７２号新庄市特別会計条例の一部を改正する条例の制定に  
    
    ついて  
    
   ｏ議案第７３号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制  
    
    定について  
    
   ｏ議案第７４号新庄市後期高齢者医療に関する条例の設定について  
    
   ｏ議案第７５号指定管理者の指定について  
    
   ｏ議案第７６号指定管理者の指定について  
  文 教 厚 生 常 任 委 員 会   
   ｏ議案第７７号指定管理者の指定について  
        議案（９件）   
   ｏ議案第７８号指定管理者の指定について  
        請願（３件）   
   ｏ議案第７９号指定管理者の指定について  
    
   ｏ議案第８２号山形県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更につ  
    
    いて  
    
   ｏ請願第１０号後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める請願に  
    
    ついて  
    
   ｏ請願第１１号医師・看護職員確保対策の充実についての請願  
    
   ｏ請願第１２号私学助成予算増額についての請願  
  産 業 建 設 常 任 委 員 会  ｏ議案第８０号新庄市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条  
    
        議案（１件）   例の一部を改正する条例の制定について  
 



  議案９件一括上程 
 
 
中川正和議長 日程第18議案第83号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第５号）から日程第26議案

第91号平成19年度新庄市水道事業会計補正予算

（第２号）までの補正予算９件を一括議題といた

します。 
  提出者の説明を求めます。 
  市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、議案第83号から議案第91

号までの一般会計、特別会計及び水道事業会計補

正予算につきまして御説明申し上げます。 
  補正予算書１ページ、議案第83号一般会計補正

予算は、歳入歳出それぞれ8,678万1,000円を追加

しまして、補正後の予算総額を134億1,305万6,000

円とするものであります。 
  歳出予算の主な補正内容につきまして御説明い

たします。第１に、土木費で道路の除排雪委託料

を１億円追加しております。当初予算の委託料及

び借上料１億2,500万円と合わせまして、２億

2,500万円の予算額となります。また、消流雪用水

事業の本申請を行っておりますので、電気料と施

設管理業務の不足額を補正しています。 
  第２は、道路新設改良費及び街路事業費で、路

線ごとの事業費の精査に伴い、事業費が減額とな

っております。 
  第３に、民生費における医療費の増額です。乳

幼児、母子家庭等の医療給付費や医療費増嵩によ

りまして、生活保護を増額しております。 
  一方、歳入におけます一般財源ですが、財政調

整基金の繰入金6,700万円及び最上広域市町村圏

事務組合分担金の返戻金が主な内容でございます。 
  続きまして、特別会計です。12月補正はすべて

の会計の補正がありますが、補正額が特に大きい

のは老人保健事業特別会計です。医療給付費１億

139万2,000円を含む１億1,223万4,000円の補正と

なりまして、一般会計から567万1,000円の繰り出

しとなります。 
  私からの説明は以上でありますが、各会計の詳

細につきましては、政策経営課長及び水道課長か

ら説明させますので、よろしく御審議いただき、

御決定くださるようお願い申し上げます。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 
坂本孝一郎政策経営課長 それでは、議案第83号一

般会計補正予算（第５号）について御説明申し上

げます。 
  １ページをお開きください。一般会計補正予算

は、歳入歳出それぞれ8,678万1,000円を追加し、

補正後の総額は134億1,305万6,000円となります。

各款各項の補正予算額並びに補正後の額につきま

しては、２ページから５ページまでの第１表歳入

歳出予算補正をごらんいただきたいと思います。 
  次に、６ページの第２表、地方債補正でありま

すが、市長御説明にもございました道路、街路整

備事業に伴うものが２件、小型動力ポンプ積載車

整備事業など、事業費の確定によるものが２件、

合わせまして４件の変更がございます。 
  ９ページからの歳入でございます。地方交付税

は、今年度の算定結果による普通交付税の残額

2,126万3,000円の補正となります。 
  下段の14款国庫支出金では、１項１目民生費国

庫負担金のうち、生活保護費負担金1,542万6,000

円、10ページでございますが、２項１目民生費国

庫補助金で地域生活支援事業費等補助金171万円

を計上してございます。 
  15款県支出金でありますが、１項１目民生費県

負担金は、国民健康保険基盤安定制度負担金521

万9,000円の減、２項２目民生費県補助金は重度心

身障害者医療給付事業費補助金421万7,000円の減、

11ページ、３目農林水産業費県補助金ではやまが

た園芸担い手チャレンジプラン支援事業費補助金

762万3,000円の増額、３項委託金では１目総務費

委託金の県議会議員選挙費委託金の減額を計上し



てございます。 
  下段の16款２項１目不動産売り払い収入は、道

路、水路の法定外公共物の売り払い収入200万

6,000円でございます。 
  12ページにまいりまして、中段、18款繰入金は

財政調整基金繰入金6,700万円の増額。 
  その下でありますが、20款諸収入、４項雑入で

は最上広域市町村圏事務組合分担金の昨年度の精

算に伴う返戻金1,118万6,000円の補正でございま

す。 
  13ページをごらんいただきたいと思います。21

款市債は事業費の確定に伴いまして、合計で3,830

万円の減額となります。 
  続きまして、14ページからの歳出でございます

が、２款総務費、１項１目一般管理費では、市長、

副市長の給与費の減額を計上してございます。15

ページ、12目市営バス費、市営バス運転業務委託

料の確定によりまして88万円の減額、16ページに

まいりまして、４項の３目県議会議員選挙費並び

にその下の４目市議会議員選挙費は経費確定によ

ります減額でございます。 
  18ページに移りまして、３款民生費、１項３目

障害者福祉費は重度心身障害者医療給付費で843

万6,000円の減額、19ページ、２項１目児童福祉総

務費では、乳幼児医療給付費544万3,000円の追加、

20ページの２目児童母子措置費では母子家庭等医

療給付費294万円、児童扶養手当193万7,000円をそ

れぞれ追加しております。 
  ４款衛生費は21ページでありますが、１項８目

斎場費の指定管理委託料176万7,000円の増加とな

ります。 
  22ページにまいりまして、６款農林水産業費は

１項３目農業振興費のやまがた園芸担い手チャレ

ンジプラン支援事業費補助金762万3,000円の補正

でございます。この事業は、バラ栽培用のヒート

ポンプ整備費に対する補助金でありますが、市の

上乗せ補助金はございません。 
  24ページにまいりまして、７款商工費、３目観

光費でありますが、広域交流センターのゆめりあ

の分担金656万円を減額してございます。 
  ８款土木費、25ページでありますが、２項３目

道路新設改良費のうち福田工業団地線整備事業費、

４項２目街路事業費では沼田角沢線整備事業費の

減額、関屋小檜室線整備事業費の増額が記載して

ございます。26ページ、６項１目除排雪費に道路

の除排雪業務委託料１億円を計上しまして、２目

雪総合対策費では行政報告にもありましたように、

10月中旬、国土交通省に消流雪事業の申請を行い

まして、認可の見込みですので、当初予算との差

額を電気料、施設管理業務委託料と追加してござ

います。 
  10款教育費でありますが、28ページをごらんい

ただきたいと思います。２項２目及び３項２目の

教育振興費に小中学校の要保護及び準要保護児童

生徒の援助費を追加しております。29ページ、４

項社会教育費は４目図書館の図書情報システムの

パソコン借上料115万6,000円の減額、５目市民文

化会館費の舞台つりもの改修工事費の確定に伴う

153万3,000円の減額を計上してございます。 
  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の説

明に入らせていただきます。 
  31ページをお開きください。議案第84号国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）でござい

ますが、1,062万7,000円を追加しまして、補正後

の予算総額を41億6,847万1,000円とするものでご

ざいます。 
  36ページからの歳出に計上しておりますが、３

款老人保健医療費拠出金1,098万円の増額、37ペー

ジ、４款介護納付金1,404万9,000円の減額、療養

給付費国庫負担金の返還金1,155万円の増額とな

っておりまして、歳入の主なものは前年度繰越金

が1,709万5,000円でございます。 
  39ページの議案第85号交通災害共済事業特別会

計補正予算（第１号）は、306万2,000円を追加し

まして、補正後の予算総額を1,273万6,000円とす

るものであります。 



  42ページにありますように、交通災害共済見舞

金300万円を追加するものでございます。 
  続きまして43ページ、議案第86号老人保健事業

特別会計補正予算（第２号）は、１億1,223万4,000

円を追加しまして、補正後の予算総額を34億7,498

万3,000円とするものでございます。 
  47ページの歳出でありますが、医療給付費が１

億139万2,000円の追加となります。歳入は46ペー

ジの上段に記載のとおり、医療給付費交付金8,040

万1,000円の追加となりまして、一番下に記載して

いますように一般会計からの繰出金は567万1,000

円の追加となります。 
  49ページの議案第87号公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）は、131万4,000円を減額しま

して、補正後の予算総額を15億5,611万5,000円と

するものでございます。 
  53ページの歳入は、一般会計繰入金391万2,000

円を減額し、公共下水道事業債250万円を増額する

ものであります。 
  54ページ、歳出でありますが、下水道使用料徴

収等事務委託料248万8,000円の減額、それから処

理場機器修繕料152万8,000円の追加でございます。 
  57ページ、議案第88号農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）は、106万1,000円を追加し

まして、補正後の予算総額を9,632万6,000円とす

るものであります。 
  60ページにありますように、歳入は一般会計繰

入金106万円の追加、歳出は施設修繕料92万6,000

円が主な補正でございます。 
  61ページ、議案第89号営農飲雑用水事業特別会

計補正予算（第２号）は、30万円を減額しまして、

6,903万7,000円とするものであります。 
  65ページ、歳入でございますが、一般会計繰入

金の減額、消費税還付金の増額、簡易水道事業債

の減額を計上してございます。66ページの歳出は、

休場市野々地区営農飲雑用水施設改修工事委託料

30万円の減額でございます。 
  最後になりますが、67ページ、議案第90号介護

保険事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、6,221万6,000円を追加し、25億5,028万1,000

円とするものでございます。 
  72ページの歳入でありますが、４款介護給付費

交付金397万4,000円の増額、前年度繰越金5,737

万6,000円の増額が主な補正でございます。74ペー

ジからの歳出でありますが、居宅介護サービス等

の給付費の増減、それから介護保険給付費の準備

基金の積立金2,986万6,000円の増額、それから国

及び支払基金返還金が3,156万7,000円の増額とな

ってございます。 
  以上で、一般会計７特別会計の補正予算案の説

明を終わりますが、よろしく御審議いただきまし

て、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
中川正和議長 水道課長髙橋 敦君。 
   （髙橋 敦水道課長登壇） 
髙橋 敦水道課長 それでは、議案第91号平成19年

度新庄市水道事業会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 
  １ページをお開き願います。第２条、収益的支

出の補正でございますが、支出の第１款費用の既

決予定額12億6,991万3,000円に補正予定額８万

2,000円を減額し、計12億6,983万1,000円といたし

ます。 
  その内容についてですが、第１項営業費用であ

る法定福利費の減額であります。 
  第３条の資本的支出の補正でございますが、第

１款支出の既決予定額７億2,523万2,000円に補正

予定額265万円を減額し、計７億2,258万2,000円と

いたします。 
  内容については、第２項第６次拡張事業費の中

の工事請負費を増額し、委託料を減額するもので

あります。なお、支出に対して不足する額６億

3,618万1,000円は、過年度損益勘定留保資金等で

補てんいたします。 
  以上、新庄市水道事業会計補正予算（第２号）

について御説明申し上げました。御審議の上、御



可決くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま説明のありました補正予算９件は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第83号、議案第84号、議案第85号、議案第86号、

議案第87号、議案第88号、議案第89号、議案第90

号、議案第91号の平成19年度補正予算９件は委員

会の付託を省略し、12月17日、最終日の本会議に

おいて審議をいたします。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 以上で本日の日程を終了いたしまし

た。 
  ８日、９日は休会であります。12月10日午前10

時より本会議を開きますので、御参集願います。 
  本日は以上で散会します。御苦労さまでした。 
 
     午後 １時２２分 散会 
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 発言        質問者氏名          質    問    事    項  答 弁 者  順序    
   １．建設行政について  市   長 
  １  斎 藤 義 昭   
   ２．経済行政について  関 係 課 長 
   １．髙橋前市長の施策の評価について  
    
   ２．マニフェストについて  
  ２  小 野 周 一   市   長 
   ３．遊休市有地の活用について  
    
   ４．農振整備計画の見直しについて  
   １．平成２０年度の予算と市政方針を伺います  
    
   ２．市長は「人行きかうまち、人ふれあうまち、人学びあう  市   長 
  ３  小 嶋 冨 弥   
     まち」を信条としています。これらについて  教 育 長 
    
   ３．全国学力テストについて  
   １．市職員の意識改革について  
    市   長 
  ４  奥 山 省 三  ２．財政再建について  
    関 係 課 長 
   ３．情報公開の徹底について  
   １．新新庄市長、山尾市長の政治理念と政治信条についてお  
  ５  金   利 寛   市   長 
     うかがいをします  



 
     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は20名、欠席通告者はありません。 
  これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第２号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
中川正和議長 日程第１一般質問。 
  これより一般質問を行います。今期定例会の一

般質問者は10名であります。質問の順序は、配付

してあります一般質問通告表のとおりに決定して

おります。 
  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以内

といたします。 
  本日の質問者は５名であります。 
 
 
     斎藤義昭議員の質問 
 
 
中川正和議長 それでは最初に、斎藤義昭君。 
   （３番斎藤義昭議員登壇） 
３ 番（斎藤義昭議員） おはようございます。（拍

手）改新会を代表して一般質問をさせていただき

ます。 
  質問に先立って、先の市長選挙について一言申

し述べさせていただきます。髙橋前市長の急逝に

より、９月30日投票の市長選挙が急遽行われまし

た。２人の方が立候補されましたが、２人とも立

派な人格者だと思います。その中で、市議会議員

としての活躍、さらには前回も既に立候補された

という知名度と若さと行動力が市民の共感を得て

高い投票率で当選されました山尾市長にまずはお

めでとうございますと申し上げます。 
  選挙が行われずに無競争のような形になります

と市民の選択権が失われ、または激しい選挙にな

りますとしこりが残るのではないかなどと言われ

ることもありますが、私は後の言葉にはくみしま

せん。選挙は、あくまで民主政治を行うための第

一歩であり、２人のとった選挙という行為は、市

民に対して立派な行動だったと思います。私も今

後市長と一市議会議員として市民生活安定と市勢

発展のために頑張りたいと思います。まずは当選

おめでとうございます。 
  それでは、順序に従って一般質問をさせていた

だきます。東北中央自動車道と準規格道、高速道

路、47号線がともに利用できる道の駅の設置につ

いてであります。最近国土交通省では、高速道路

の建設を低経済性の理由から計画路線１万4,000

キロのうち1,600キロほど建設が取り残されるの

ではないかという面がありましたが、この区間も

含めて１万4,000キロの建設工事を今後10年ぐら

いかけて進めるという方向付けが新聞に出されま

した。新庄市を通る東北中央自動車道も福島県相

馬市より秋田県横手市までの高速道路区間も部分

的でありますが供用開始が多くなってきておりま

す。新庄尾花沢道路も大方開始され、新庄北道路

も平成21年ころまでに上西山までの区間が供用さ

れる見込みとなっております。 
  地域経済の発展に結びつく高速道路を利用した

パーキングエリアやＩＣなどに設置される道の駅

施設づくりが全国的に推し進められております。

このことについては、私も一般質問等で取り上げ、

問題を提起してまいりましたが、尾花沢道路や北

道路の建設工事が余り進まないうちにとこれまで

２回ほど一般質問で取り上げさせていたところで

あります。 



  その際の市長の答弁では、ＩＣの間隔の問題で

新庄より金山寄りになるという答弁がありました。

その後は、この問題について新庄市や最上広域の

理事者たちの動きも見られず、私の発言も遠ざか

ったところであります。工事も進み、難しい問題

だとは思いましたが、この度市長がかわり、想像

力豊かな山尾市長の誕生によってよい知恵が出な

いものかと思い、再度取り上げた次第であります。 
  観光資源に乏しい最上地域にとって、全国的な

人口の交流、情報の発着信、最上地域の特産物の

販売、雇用の拡大、祭り等のＰＲなどはかり知れ

ない経済効果が期待されます。道の駅設置は、新

幹線運行に勝るとも劣らない事業だと思います。

市長の思いをお聞かせ願いたいと思います。市長

就任後間もなくであり、これから新庄市や最上広

域のいろいろな問題を考える時期でもあり、また

調査などに時間もかかり、大変な質問だと思いま

したが、答えられる範囲内で市長の考えをお聞か

せいただきたいと思います。 
  国土交通省では、高速道路は地方の経済活性化

には欠かせない問題だとして、各自治体が利用で

きるように、特にＩＣの間隔を10キロから５キロ

ぐらいに変更されてきております。また、国土交

通省自体もサービスエリア関連の売上高を現在の

4,000億円ぐらいから１兆円ぐらいの売り上げに

したいという計画も出てきております。この問題

について、市長のお考えをよろしくお願いしたい

と思います。 
  ２点目でございますが、新庄、最上地域の人口

減少の歯どめ策としての施策はということであり

ます。最上地域の人口は、平成７年９万9,766人、

約10万人で、平成17年には９万741人で、２回の国

勢調査、すなわち10年間で実に9,025人の減少とな

っております。５年間ごとに行われる国勢調査で

4,500人以上の減少となっており、１つの村の人口

を失ったことになります。最近は、減少率が勢い

を増してきております。これらの状況から、今後

市町村の運営を行う上で非常に頭の痛い問題にな

っていると思います。この人口減少を経済の面か

ら見ますと、新庄市、最上地域の総予算を新庄市、

最上地域の総人口で割っての計算上は、施設入所

者や幼児も含めて、１人当たり40万円ぐらいの経

済効果になるものと考えられます。最上地域の減

少による年間の経済の落ち込みは35億円から40億

円減少されておると考えられます。市町村に平均

に割り振りましても４億から５億の経済効果が失

われていることになります。これらの問題につい

ての対応策として、企業誘致とかその他いろいろ

と市長として考えておられることと思いますが、

市長のこれらの問題についての考えをお聞きした

いと思います。 
  この問題については、10年も20年も前から企業

誘致や地場産業の育成などの企業誘致のための東

京事務所の設置も含めて努力してきたところであ

りますが、日本経済のバブルの崩壊などもあって、

一定の効果はあったと思いますが、まだまだ解決

にほど遠く感じられます。最上町村から移られる

方の受け皿として、新庄市に残っていただくため

にも、安価で良質な宅地の提供が必要と思われま

す。今や県内の経済は、村山地域に集中しており

ます。就職率も高く、賃金のレベルも高いとあれ

ば、当然人が流れていきます。それに雪の問題も

あります。これらの状況を考慮されて、ぜひとも

新庄市に定着するような対応を考えていただきた

いと思います。 
  新幹線や高速道路を利用する通勤、通学者のた

めに、新庄駅まで徒歩であるいは自転車にて列車

に乗車できるような範囲での安価で良質な坪８万

円以下ぐらいでの宅地の提供ができないものでし

ょうか。新庄市の宅地造成は、地価の買い入れ価

格が高いように思われます。ぜひとも御検討をお

願いしたいと思います。 
  ３点目として、国の農業政策が大きな原因の１

つと思われる都市と地方の格差や農家経済の安定

対策についてお聞きいたします。今私たちの目か

ら見ても、都市と地方の格差は歴然としておりま



す。人口の減少、雇用の縮小や賃金の低下などど

れを取っても目に余るものがあります。転作面積

の拡大や米価の低下によって離農される農家が増

えていることは御承知のとおりであります。 
  政府では、大型農家を育成して中小農家を切り

捨てようとしております。切り捨てられた農家の

経済をどうするのかの対応を全然考えておりませ

ん。中小農家を離農させるなら、離農する農家の

方の就職できる企業の配置とか当然考えるべきと

思いますが、それらの対応ができていないために

就職口も少なく、したがって賃金の上昇も望めま

せん。これらの大都市と地方の格差を市長はどう

受けとめておられるか、またどういう対応がある

のか、お聞きしたいと思います。 
  国の経済の幾らかの金は、地方へも流れます。

しかし、それらもすぐに農機具代や保険料、車の

買い入れなどいろいろと集金されて、その代金は

中央に吸い上げられてしまいます。その集まった

資金は、中央で利用されるのです。さらに、少な

い給料から積み立てて子供を育て、教育費をかけ

ても、就職の段階で都会の労働力として組み込ま

れてしまいます。全く地方にとってはよいことは

ありません。これらの問題は、国の政策の構造的

な問題であり、これを解決していただかなければ

どうにもなりません。市長や知事の解決できる生

やさしい問題ではないと思います。政府の責任に

おいて、経済界の協力を得、企業の誘致による雇

用の場を確保するなどの以外にこの方法はないよ

うに思われます。いかがなものでしょうか。 
  以上でございます。よろしくお願いいたします。

（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 おはようございます。斎藤議員から

は、私の選挙に対する若さと行動力というような

ことに期待するというようなことの御声援をいた

だき、ありがとうございます。一方で暴走し過ぎ

るなということも込めてのお言葉かと思いまして、

肝に銘じておきたいと思います。 
  初めに、第１点目の東北自動車道と準規格道路

国道47号線にともに利用できる道の駅の設置につ

いてということの御質問にお答えしたいと思いま

す。 
  東北自動車道と新庄、酒田道路がともに利用で

きる道の駅の設置につきましては、特に東北自動

車道の整備につきましては尾花沢新庄道路が平成

18年度新たに6.1キロの供用がなされ、残り４キロ

メートルとなっております。また、新庄北道路に

おきましては、平成21年度供用に向けた整備が急

がれております。主寝坂道路へと続く縦軸の早期

完成に向け、関係機関への働きかけを行っている

ところであります。 
  一方、横軸であります新庄酒田道路につきまし

ては、現在南バイパスに続く新庄古口道路の整備

に向けた各種の調査が行われております。 
  道の駅の建設につきましては、先ほど申し上げ

ました尾花沢新庄道路の尾花沢北インターに本年

国土交通省のパーキングと一体となった道の駅尾

花沢が開設され、大変好評であるとお聞きしてお

ります。その目的は、休憩機能や情報発信機能、

そして地域の連携機能と言われております。古く

から交通の要所と言われ、県北の代名詞である新

庄を広くアピールする施設として、道の駅に期待

するものが非常に大きいものであることは議員の

御指摘のとおりであります。今後東北中央道に建

設が予定されるパーキングエリアとの調整も踏ま

え考えてまいりたいと思います。 
  第２点目の経済行政についての中の人口減少の

歯どめをという御意見でございますが、ここ10年

ほど少子高齢化の人口減少傾向はとまらず、本市

の人口が４万人を切るのは時間の問題という状況

となってきております。また、町村部における人

口の流出は、平成12年、17年国勢調査で前回比較

でともに６％台の高率となっており、歯どめがか

からない状況となっています。これまで一定程度



町村からの人口流出の受け皿となっていました新

庄市でも12年の減少率が1.7％であったのが17年

には倍の3.4％となっております。このような状況

の中で、市の振興計画では一貫して定住促進を政

策の根幹に据え、基本目標の第１に「賑わいと交

流のまちづくり」を掲げ、推進してまいりました。

さまざまな施策の総合力として、定住促進や交流

人口の拡大が実現され、地域の活性化と市政、そ

してこの圏域の発展につながっていくものと考え

ております。 
  安全、安心して暮らせる雪対策や子育て支援の

充実、農業をはじめとした地場産業の振興、企業

誘致による雇用の場の創出、また良質な地元産品

の商品化などを広く情報発信し、交流機会の拡大

に結びつけていく施策の展開が重要であると考え

ております。食品トレーリサイクルの新庄方式な

ど産・民・官共同の先駆的な取り組みも全国へ情

報発信しております。それぞれの分野で安全、安

心、環境保全の視点で施策や事業を構築し、人行

き交い、触れ合い、学び合える、魅力ある新庄市

を実現していく所存であります。 
  さらに、良質で安価な宅地開発についてであり

ますが、新庄市を含む最上圏域の人口減少と流出

は、地域経営の重要な問題であります。本市にお

きましては、圏域の拠点都市として、人口の定住

化を図ることが重要な課題と言えます。特に山形、

天童、東根をはじめとした村山地域における宅地

開発に対しては、安価で、除雪などにかかる維持

管理コストの少ない雪国に対応した定住基盤を確

保、提供すべきであると感じております。 
  しかしながら、市土地開発公社においては、10

年前に実施した往還東や松本地区、万場町地区に

おける宅地提供が最後となっております。 
  一方、民間開発についてでありますが、こちら

も同様に平成７年に完了した小檜室土地区画整理

事業を最後に、近年は小規模な開発となっておる

ところであります。このことからも人口が定住で

きる適正な宅地の供給が行われるべきであると感

じております。今後におきましては、民間事業者

との連携も含め、良質で安価な宅地の提供を検討

し、中心市街地の活性化を含めた将来あるべきま

ちづくりについて取り組んでまいりたいと思いま

す。 
  御質問の中にありますように、近年の農業、農

村をも市場原理に巻き込んだ構造改革の進展によ

り、都市と農村の経済格差が拡大してきているこ

と、そして農家所得の維持、向上、食の安全、安

心対策、地域農業の振興や担い手の育成など農村

環境を取り巻く急激な変化の中で、本市において

も早急に対応していかなければならない切実な多

くの課題を抱えていることについて認識しており

ます。また、過剰作付により今年産の米価が下が

り続けているため、このまま低価格が続くようで

あれば、コスト削減、規模拡大も限界に達してい

ることから、農家の皆様の間にはもうぎりぎりま

で追い込まれているとの悲壮感があり、農村の崩

壊につながるのではないかとの危機感を訴える意

見が相次いでいることも認識しております。 
  その中で、国では今年産米について緊急の米価

対策を講じましたが、生産調整がうまくいかなけ

れば来年もまた米価下落を招くことになるため、

全国の自治体や関係団体からは、生産調整の実効

性を確保するための参加者に対するメリット措置

の拡充や生産者が意欲を失わないような米価下落

対策の実施などを内容とする要望書が国に提出さ

れております。 
  本市にとりましても、農業は重要な産業である

ことから、生産調整への参加メリットを拡充し、

農家の皆様の不安を解消することは農業経営の継

続的な安定を確保するためにも重要な政策であり、

国の責任による支援が必要と考えるため、県や議

会、ＪＡなどとの連携を深めながら、農政改革の

見直しについて国に要望してまいりたいと考えて

おります。 
  再質問については、また別席のほうからお答え

させていただきたいと思っております。ありがと



うございました。 
３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 
中川正和議長 斎藤義昭君。 
３ 番（斎藤義昭議員） 高速道路について、また

私は10月の17日に横手まで行ってずっと見てきま

した。大体各町村ごとにＩＣがつくられまして、

５キロから６キロぐらいの間隔だったと思います。 
  それで、今国土交通省では、さっきも言ったよ

うにこの高速道路を非常に地方の経済の活性化に

力を入れているんですよ。利用し易いように10キ

ロを半分に、５キロでもＩＣつくれますと。それ

から、常設のインターだと30億から80億かかるそ

うです。それを設置しやすいように３億ぐらいの

ＩＣでできるそうですから、これをどんどんつく

ってあげたいと、こういうふうに前向きになって

きているんです。それをそれ以上にですよ、この

観光地もないところは、やっぱり前からそれに目

をつけて、47号線とこの中央高速道路の利用した

道の駅は相当の毎日産業まつりするぐらいの賑や

かさを保つと思います。そして、各最上地域のや

っぱり山菜とか相当多くありますから、そういう

ものを販売、すばらしい場所となると思っている

んです。 
  それで、これは新庄市だけの問題じゃありませ

んので、市長は各理事者と相談して、ぜひとも47

号線とセットでできる場所へ、今さっきも申し上

げましたように金山寄りではもう何分の１ですよ、

お客は。 
  それからもう一つ、新庄市の利点は、誰が考え

ても山形以北は新庄です、中心に考えてくるのは。

必ず寄ります、ここへは。47号線と中央道路のセ

ットでやるならばすばらしい場所となると思うん

ですよ。だから、理事者と相談の上で、ぜひとも

47号線と利用できるような、周りは本当用地はあ

るんですから、田んぼなんか随分。おれは、これ

に前向きに進まないのは、私本当に憤慨してきた

んですよ。だからあきらめて私は発言しなかった、

余り前向きでなかったから。でも、今回新しく取

り上げたところであります。ぜひともこれは成功

させていただくと本当にすばらしい活性化になる

と思います、最上地域は。それをひとつ努力して

いただきたいと思います。 
  それから、２点目の問題なんですが、これはや

っぱりさっきも言ったようにこの問題ではもう何

十年も同じ答弁、同じ質問を繰り返してきている

んですよ。地場産業の育成、企業の誘致、あらゆ

る手立てでやってきました。それは一定の効果あ

ったでしょう。ただいま9,025人の減少が、これし

なかったら１万5,000人も減ったと思いますよ。一

定の効果はあったと思います。 
  しかし、盤石な方法は絶対今までの内容ではな

かったという感じがある、これは全国的な問題で

すけれども。そうした場合、この町村から出てき

た場合ですよ、今さっきも申し上げましたように、

経済は村山です。村山へ全部行きます。この辺か

ら、最上郡からも減っていった人口はほとんど天

童、東根、あの辺へ行っております。天童だって

新庄より小さかったんですよ、人口。今６万以上、

新庄の1.5倍でしょう。みんなここの人が行ってい

るわけだ。だから、せめてここから家を引っ越さ

なくても、これから高速道路、新幹線を利用すれ

ば通勤圏で30分ぐらいで行くんだから。それでは

何が魅力あるかと言えば住宅ですよ。向こうでは

2,000万円で買えるものをここで1,000万で買える

と。そうすると、宅地安いから通勤で距離が近い

んだからここへ家を建てましょうというこれしか

ないと思うんです、ここでうちへ残る人は。そし

て、その宅地の価格を見ますと、山辺町あたりで

10万以下ですよ、９万ぐらい、小檜室と同じだ。

小檜室よりむしろ安い。山形と続きですよ。雪も

降らない、職もある、単価のレベルは高い。そう

したら、新庄は売れますか、家建てるとき。それ

を解決するには、駅まで歩いてあるいは自転車で

列車に乗れる、その辺の感覚で８万と申し上げま

した。８万円以下ならば、「ああ、宅地は向こう

の半分でできるからここに建てましょう」という



人が出てくるかもしれない。その他はここへ残り

ますなんていう考えは絶対出ないと思いますよ。

だから、良質な宅地を便利なところへ安い単価で

宅地をつくっていただきたいと、こういうように

申し上げたところであります。 
  楯岡も今回宅地造成の計画立てて新聞に出まし

た。良質の田んぼを宅地に提供すると。坪５万で

す、坪。市内の一番の最高の場所で９万。ここは

高いんですよ。今までは、村山というと新庄より

もどこか便利の悪いところというような感じでち

ょっと思ってきたような感じもあるんですが、今

は何と新庄よりずっと上ですよ。東根でもあれで

も。あそこがもう就職口だから、そして跨線橋越

えるとここより雪半分ぐらいになるんでしょう。

だから、そういう点はあらゆるものを考えて、飛

びつくような本当にこのいい点があるなというも

ので押さえておかないと大変じゃないかという感

じがするわけであります。 
  新庄市は、これまでも、さっきも申し上げまし

たけれども、宅地の下地の買い入れが高いんです

ね、買い入れが。したがって、売るのも結構高い。

今田んぼなんか安いから、あの駅のそばあたりの

田んぼ買って、そして減歩の面と工事費を計算し

てみなさい、逆算して。六、七万でできると思う

んだ、私は思っていますよ、それはプロじゃあり

ませんからわかりませんけれども。その辺をしっ

かりとして、とにかくみんなが最上から出てきた、

ここに建てますというようなものをつくらないと

皆逃げます。 
  今皆さんも御承知のように、会社を移すんじゃ

なくて人を引っ張り込む時代。村山へこの辺から

全部引っ張っていく。全国で見ますと、愛知県あ

たり、岩手、青森あたりの人が皆期間労務者じゃ

なくて年間の労務者でどんどん行っている。そし

て、年間20万や25万働けるからということで雇用

を全部引っ張っていっている。それを地方へ会社

を配分してもらわないと格差は縮まらない。私は

こういうように思っています。ぜひとも宅地の良

質なものを駅に近いところ考えてもらいたいと思

います。 
  それでは３点目なんですが、３点目も先ほど申

し上げましたように、これまで東京の事務所をつ

くったりして随分努力してきた。それは一定の効

果あったと思います。でも、やっぱり本当の解決

にはなっていない。しからばどうするか。この格

差をどうするか。まず、今は目に余る格差ですよ、

最上地域は殊に、５年で村１つなくなっているん

だから。この辺は、市長や知事、内閣だって解決

できませんよ、私考えるには。やっぱり今政府の

金で格差なんかもう解消できませんから。交付金

の不交付大都市から、東京あたりから3,000億や

4,000億の金で自治体ふるさと創生資金の１億み

たいにやったって何ができます。自治体で何かこ

の前みたいに金の何か買ったところもありますが、

そんなことじゃなくても、１億か２億の配当来た

って何を……ほんの何か老人に対する上乗せする

とその辺で終わるんですよ。本当の解決は、やっ

ぱり企業の配置です、企業の配置。それするには、

やっぱり政府あたりが率先して、今企業も力がつ

いてきていますから、もう決算上からではもう黒

字で、相当の利益上げている、バブルも大体解決

して企業も力ついておりますので、やっぱり政府

あたりでこういう本当の人口の減少している格差

の出ているような場所へ政府で企業を回していた

だくと。それは、当然経団連あたりなり、ああい

う経済界の協力なければできません。それに力入

れていただかないと、この格差はもう解消しない

と私なりに考えておるところであります。 
  そこで１つ申し上げたいのは、市長にこの全国

の地方の疲弊しているこの内容の皆さんを代表し

て、政府にただ最上地域の人口の減少、農家の落

ちぶれ、こういうものをいろいろ調査して、具体

的に数字を出して、政府なり党なりに陳情書なり、

はっきり言うと上申書でも出してもらいたい、全

国を代表して。これをお願いしたいんですよ。 
  だから、皆さんも御承知のように、隣の金山町



が情報公開の条例を全国で最初につくったところ

ですね。あの情報公開は、もう全国的にあらゆる

ものへ広まった、今。金山から出たんですよ、一

自治体からああいうようにできるんですから。今

本当の地方の苦しい状況というものを日本国から、

新庄市からもう出てきたというぐらいのものをや

っていただけたら。ねば解決しない、この問題は。

自治体に１億や２億政府で回してよこしたって地

方の所得なんか上がりません。そういう点に力入

れてぜひ努力していただきたいと思います。 
  以上です。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 初めに、東北中央道、それ

から新庄酒田道路を活用した道の駅というふうな

御質問でございます。これまでも議員のほうから

いろいろパーキングエリア、それからそういった

ものを活用した地域経済の活用というようなこと

でいろいろ御質問をいただいてきたところであり

ます。 
  現在東北中央道で将来格付けになります尾花沢

新庄道路、それからあと新庄北道路を含めまして、

地域ではあと主寝坂道路、今工事進められており

ます。国の直轄事業で今進めておるわけでござい

まして、これらの整備に当たりましては、できる

だけ現国道13号に近いところを整備しまして、短

期間でその供用を図りながらつないでいくという

ふうな形で今進められております。先ほど議員の

ほうからお話ありました大体五、六キロぐらい、

長いところでは今10キロほどありますけども、そ

ういうような形で今進められているところであり

ます。 
  将来高速となります東北中央道の計画が出され

た時点で、これらを利用する方々へのサービス機

能としまして、パーキングエリア、それからサー

ビスエリア２つあるわけですけども、サービスエ

リアにつきましてはやはり相当大きな施設となり

ますので、これについては中央道については計画

が、特に山形県内ですけども、計画がなされてお

りませんで、いわゆるパーキングエリア等の施設

の整備というようなことでの検討がなされており

ます。これは、その協議会の中で平成11年ですか、

今報告書出ておりますけれども、ここでは県内で

は米沢、山形、それから尾花沢と、この３カ所は

位置付けされておりまして、その中間部にさらに

具体化した段階で検討するというふうな位置付け

がされております。大体35キロというふうな１つ

の目安としてはあるわけでありますけれども、そ

れからいきますと尾花沢、現在、今年ですか、尾

花沢にパーキングエリアと道の駅の兼用した施設

が整備されております。それ以北になりますと、

新庄、金山、真室川、これにまたがるエリアの中

に１カ所というふうなことでは報告されていると

ころであります。 
  道の駅とパーキングエリアといいますか、こう

いった高速におけるサービス施設との機能はそん

なに変わりはないんですが、やはり相手といいま

すか、利用される相手方の対象が若干違います。

パーキングエリアといいますのは、あくまでも高

速の施設でありまして、本来は道路整備とあわせ

まして道路管理者がそれらの情報機能とか、それ

から休憩機能、それから交流機能、そういったも

のを提供するために整備すると。あと道の駅につ

きましては、一般道を対象としておりまして、あ

る程度はその一般道を利用される方についてそう

いった機能を提供するというふうなことで、設置

主体は道路管理者じゃなくて、地域といいますか、

そういったことで設置は可能になるわけでござい

ます。これは、パーキングでも今現在では必ずし

も道路管理者じゃなくて、地域といいますか、で

も設置は可能になってきております、ただし費用

負担はこれまた別の問題ですけども。そういった

中で設置されておるところであります。 
  先ほどから議員おっしゃるように、やはり地域

でそういった道路利用者に対してのサービス提供

とあわせて、やはりこれらの利用者から地域経済



に結びつくような活用を図っていくと。非常にこ

れは重要なことだと思います。ただ、やはり位置

とか、あと費用負担の問題、特に道の駅につきま

しては補助事業というようなものはございません

ので、あるとすれば駐車場とか一部トイレという

ふうなことは利用できる事業はあるようでござい

ます。ちなみに尾花沢で整備した内容ですと、尾

花沢そのものは高速道路ではパーキングエリアと

位置付ける計画があったわけでございますので、

あとそれからそれにあわせて道の駅、要するに一

般道からも利用できるような、当然地形的な条件

も非常に大きなウエートを占めているものと思い

ます。それらをあわせて、事業費的には約７億

4,000万ほど事業費がかかっているようでござい

ます。そのうち建物、産直とか今あるわけですが、

「ねまる」等に結びつく建築費が約２億、これが

尾花沢市で負担している事業費というふうなこと

でお伺いしております。 
  そのようなことで、費用負担も含めまして、あ

と立地位置ですね、確かにこれは非常に問題とい

いますか、重要なインパクトを占める部分だと思

いますけども、やはりインターチェンジの中に利

用するということは、非常に車の流れの構造上非

常に難しい面もあろうかと思います。そういった

面も踏まえまして、やはり今後計画されている以

北についての部分について、パーキングエリア等

の設置とあわせまして、国等の調整を進めながら

検討してまいりたいというふうに考えているとこ

でございます。 
  あとそれからもう一つ、良質で安価な宅地開発

というふうな御質問でございます。できるだけ駅

に近く、また歩いて利用できるような部分に宅地

開発というふうな御質問でございますけれども、

市におきましては先ほど市長答弁にもありました

ように、やはり定住の促進というふうなことを最

重要課題ととらえまして、その中で宅地政策とい

うふうなことを検討してまいっております。これ

については、以前にも報告させているとこであり

ますが、平成15年度に定住基盤のプロジェクト対

策、プロジェクトにおきます住宅対策の協議会、

検討委員会をつくりまして、この中で用途地域内

の未利用地における宅地開発の可能性等について

検討してきたところでございます。駅に近く、一

番開発の可能性があると申しますと、やはり駅東

側の谷地田ですか、あと若干南に移りますが、前

野あたりが今用途地域内で未利用地として残って

いるわけでございます。これらにつきましても、

その検討委員会の中で検討を行ってきたところで

ございます。 
  一応御質問の中では坪８万円というふうな、で

きればそれより安くというふうな御質問もござい

ました。いろいろ検討した中で、ちなみに谷地田

地区につきましてですが、現在約6.5ヘクタールほ

どまだ残っているといいますか、農地として残っ

ている、未利用地になってございます。これを宅

地造成して販売したらどうなのかというふうなこ

とでの検討を行ったところでございます。 
  一番やはり価格に影響を与えるものといいます

のは、やっぱり土地の価格でございます。土地の

価格につきましては、やはり近傍類似等いろいろ

見てみますと、大体平米１万ぐらい、現在の更地

といいますか、そういったとこでは大体平米１万

ぐらいではないのかなというふうに思います。こ

れで試算しますと、土地代だけで、約6.5ヘクター

ルですので、６億5,000万ほどになってございまし

て、以前このとき平成15年度の単価になりますが、

試算した事業費では整備費で約９億6,000万ほど

かかります。当然造成とか、あと導水路とか、そ

ういった施設を全部整備しましての事業費でござ

いますが、９億6,000万ほどとなりますので、これ

らを合わせますと約16億ほどの総体的な事業費に

なる。これで試算しますと、約坪当たりが13万ほ

どになってまいります。これは、当然導水路等の

減歩を差し引いた一般宅地として処分できる数字

を試算した場合でございますけれども、そうしま

すとやはり坪13万弱ほどの試算になるところでご



ざいます。これを８万ぐらいといいますと、やは

り７万かそのぐらいは、６万か７万ほど行政支援

といいますか、を行って価格を下げる方法しかな

いというふうな一応結果が出てございます。 
  これらの検討結果からいろいろしまして、まず

安価に良好な宅地を供給するにはどこがいいかと

いうふうなことで結論出ましたのが小檜室地区で

ございまして、現在いろいろそれらを民活も含め

ましてできるだけ早く宅地の供給をできるような、

今用途の見直し、色染めとかそういうような手続

を今進めているというふうな状況でございます。 
  以上でございます。 
３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 
中川正和議長 斎藤義昭君。 
３ 番（斎藤義昭議員） 皆さんから難しいという

言葉使われると私がっかりするんですよ。何でも

難しい問題ですよ、道路にしろ宅地にしろ、農振

が入る。さっきの距離の問題もある。その難しい

ものを突き破らないといい方向に行かないんです

よ。道路だって距離で金山行くという。金山へ行

ったらもう何分の１だよ、車の利用者は。ぜひと

もここで使うためには距離を何とかできませんか

と突き破ってつくることが可能になる１つの方法

で。 
  それからもう一つ、宅地にしても必ず農振入る

とこありますよ。今のとこは農振入りませんが、

農振入るんでしょう。ああいうとこだって、新庄

市、最上地域がこういう状態だから、今家を安く

提供しないとどんどんこれからよそへ移ってしま

うから、何とか農振解いてくださいというと解き

ますよ。それが１つの政治力ですよ。そこまでや

らないと、「ああ、これは距離でだめです」、「農

振入っています」なんて。相手から説明されたと

おりなら何もできませんよ。あのしまなみ街道、

あそこの１つの島の方が、大分前に新聞に出たん

ですが、もう何十億という金使っている。それは、

１つの事業をやりますと予算が少々しかつかない。

あらゆる省にまたがってやり遂げたということで、

すばらしい予算をいただいてやったということが

新聞で見たことあります。そういういろいろな知

恵を出してやらないとなかなか前に進まない。ぜ

ひとも進めてもらたいと思います。 
  それから、もう一つここで注文というか、例え

ば今の道路の問題でも、国幹道でやりますから、

これは国の事業です。市では市や県は余り関係し

ないと思いますが、新庄市を通るんだから、やっ

ぱりインター、それからＩＣでもつくる場合は必

ず何か相談あると思いますよ。その情報が委員会

でも市議会の中でもなかなか出てこない。あそこ

のとこどういうインターできて、どういうような

……覚えている人いますか、誰か。こういうもの

は、やっぱり議会なり委員会に情報を提供して、

そしてみんなで工面してもらうと、これが１つ新

庄市で落ちているんだ、情報の提供。 
  それから、先言ったインターの設置、ＩＣの設

置ですが、常設で大体30億から80億、今軽くでき

る方法を進めてきていると言ったんですが、３億

から６億ぐらいかかる、こういう内容だったよう

です。新庄市でもこういう状態だから、最上郡で

もこういう状態だったから、やっぱりＩＣで道の

駅なり設置すれば、これはテナントで入る方なり、

これは出資いただけると思うんですよ、ある程度。

そういう方法も使って、なるべく新庄市なりあれ

の負担が可能な面でやるような方法で考えないと、

やっぱり難しい面も出てきております。必ず出し

ますよ、テナントで出す最上郡の方は。そういう

方法も１つ考えてやっていただきたいと思います。 
  以上です。終わります。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午前１０時４９分 休憩 
     午前１０時５８分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開をいたします。 
 
 



     小野周一議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、小野周一君。 
   （４番小野周一議員登壇）（拍手） 
４ 番（小野周一議員） おはようございます。12

月定例議会一般質問をします改新会の小野です。

よろしくお願いいたします。 
  山尾市長にとっては、今期の定例議会初めての

議会になるわけですが、去る９月30日に実施され

ました市長選において１万2,460人の多くの市民

の支持により当選なされまして、本当におめでと

うございます。今後４年間新庄市政を担うわけで

すが、新庄市発展のためさらなる尽力をなされる

ことを期待するものであります。 
  それでは、通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。住みたくなる新庄、いい人、いい

街、いい暮らしを政治信条にし、５期20年間近く

進めてきた髙橋前市長の施策をどう評価し、継承

すべきこと、また改めることを考えているならば、

今後４年間どのように山尾市政に反映をさせてい

くのか、お聞きしたいと思います。 
  また、今回の市長選挙では、髙橋前市長の市政

の継続か刷新かが選択であるとの一部の新聞で報

道されました。１万2,460人の市民は刷新を訴えた

山尾市長を支持されたわけでありますが、市長が

今回の選挙で市民の皆様に約束された、いわゆる

マニフェストに掲げられた政策について幾つかお

聞きしたいと思います。 
  マニフェストには、雪対策から市町村合併に至

るまで17に及ぶ項目を約束されており、実施年度

についても明確に示され、大変わかり易いマニフ

ェストでありました。11月22日の全員協議会に示

されました財政再建計画の中で市長は、財政運営

の最大の課題として投資的事業を抑制しながら、

市債発行を少なくし、平成18年度決算での30.1％

という非常に高い実質公債費比率を引き下げるこ

とが財政運営の最大の課題と記述をされています

ことは、我々議会も同じことだと考えております。

髙橋前市長も財政悪化により、公約であった生ご

み堆肥化事業を財政が軌道に乗るまで延期をした

経緯があります。 
  私は、新庄市のリーダーとして髙橋前市長はす

ばらしい政治決断をなされたと評価をしている議

員の一人であります。市単独の事業にさえ予算を

つけづらい財政再建真っ最中の今日、11月22日の

全員協議会まで我々議会に示されることなく、各

方面において山尾市長が発言なされた中学校給食

の導入、生ごみ堆肥化事業等に関すること、また

人事案件などいろいろ聞こえてきたわけでござい

ますが、今後の４年間このような政治姿勢で新庄

市政を運営なされるのか、お聞きしたいと思いま

す。また、初年度より２年以内と約束された事業

の進捗状況はどのようになっているのか、お聞き

します。 
  次に、歳出削減の一環として、マニフェストに

掲げられた市長の報酬についてお聞きします。12

月定例会において、公約であった市長の報酬50％

削減の給料条例改正案が提案されておりますが、

今回の市長選挙で告示前に配布された山尾市長の

後援会の討議資料には市長の報酬30％削減と約束

されていましたが、告示後に配布されましたマニ

フェストには報酬50％削減と約束されております。

どうしてこのように短期間で市民に対する約束が

ぶれた真意は何でなのか、お聞きしたいと思いま

す。 
  髙橋前市長、そして今回の相手候補者の公約さ

れた報酬よりも削減したとはいえ、告示前の約束

と告示後の約束にぶれが生じたわけですが、今後

は市民は山尾市長の約束がぶれないようにと願っ

ているのではないでしょうか。 
  選挙の公約である市長報酬50％削減の改正案を

提出したにせよ、職員の給与削減をこれ以上求め

るならば、職員の士気にも大きく影響するものと

思います。市職員として約22年間在職なされた山

尾市長は理解はしていると思いますが、職員の人



件費の削減は平成15年度から始まり、平成16年度

からの財政再建計画に基づき実施してきた職員の

人件費削減対策は、４年間で３億1,748万5,000円

にも削減されております。さらに、退職者補充の

抑制等による人件費削減が４年間で３億8,180万

8,000円となっており、職員に関する人件費の削減

はこれまで６億9,936万5,000円にもなっておりま

す。現行の独自削減については、財政再建計画の

期間である平成20年度まで継続することで職員労

働組合と合意をしている以上は慎重に対応すべき

と思います。 
  また、前回の市長選挙では、山尾市長は髙橋前

市長の多選阻止と無投票阻止が目的として立候補

されました。多選による弊害として、いろんな状

況を生み出すと前回の選挙広報より新聞等で述べ

ておりますが、市長に当選した今、市長の多選と

は何期までと思っているのか、お聞きしたいと思

います。あわせて２年前の市長選の公約にぶれが

ないとすれば、山尾市長自ら多選禁止条例を提案

すべきと思いますが、いかがでしょうか。 
  次に、３点目の質問についてお聞きします。市

長は、遊休市有地の現況を把握はしていると思い

ますが、財政確保のため整理処分の対象となって

いる特に日新中学校グラウンド予定用地、旧西部

運動広場跡地、仁間用地等の土地は管理が行き届

かず、排水路等も含め荒れ放題であります。周辺

の環境に与えている影響も多大であると思います

が、市として今後どのような周辺の環境対策をと

られているのか、お聞きしたいと思います。 
  また、新庄市行財政改革大綱実施計画の中で、

財源確保対策の強化として遊休市有地の整理処分

が年度ごとに計画、売却され、財源確保に努めて

きましたが、平成17年度、18年度、２年間の遊休

市有地処分の実績額は大幅に目標額を下回ってお

ります。遊休市有地の処分効果額として、平成17

年度に１億円、18年度１億2,000万円と２年間で２

億2,000万円を見込んでいましたが、実績として平

成17年度が約5,300万円、平成18年度が約7,800万

円と、合わせて１億3,100万円と目標額の約半分程

度の実績となっております。今後財政再建を進め

るに当たっては、大きな課題ではないでしょうか。

実際今の取り組み方では甘くはないのかと大変疑

問を感じる次第であります。また、売れ残ってい

る遊休地の売却は、６月定例議会で前市長が答弁

されたようにいろいろな問題があるのも事実であ

ります。しかし、個別に引き合いがあればという

ような、お客様を待っているような消極的な考え

では、遊休市有地の整理処分は到底難しいのでは

ないでしょうか。私は、財源確保のため、積極的

に遊休地の売却対策を専門に担当する職員を配置

すべきであると思いますが、市長の考えをお聞き

したいと思います。 
  財源確保のために積極的に遊休地の売却対策を

進めることが大前提ですが、現在有償、無償で貸

し付けているすべての普通財産の貸し付けのあり

方を見直すことも絶対に必要であると思います。

これらもあわせ、市として財産処分による財源確

保対策を今後どのように考えているのか、お聞き

したいと思います。 
  また、今回地方自治法の改正により、行政財産

の貸し付けが一部緩和され、今まで目的外使用許

可のみが認められていた行政財産は、今回の法改

正により貸し付け対象に広がりが見られます。財

源確保のためにも、この自治法改正に伴う今後の

市の対応をお聞きしたいと思います。 
  最後の質問になるわけでございますが、昭和60

年以降山形県内で唯一なされていない農業振興地

域整備計画の見直しについて改めてお聞きするも

のであります。 
  新庄市の土地政策を憂えて、平成14年の議会に

よる政策提言をはじめとし、各議員がこの壇上よ

り質問をなされてきたわけでありますが、平成17

年９月定例会において髙橋前市長は、農振の整備

計画の見直しは見直し作業ができる環境づくり、

作業準備など平成18年度の着手に向けて検討して

いくと、以前の答弁と比べ具体的に着手年度を明



示されたにもかかわらず、いまだに実施されない

要因は何であるのか、お聞きしたいと思います。 
  新庄市の農振計画は、昭和48年に山形県から指

定を受け、昭和60年に国営水利事業が実施された

ために大きな見直しは行われておりません。現在

農振除外については、優良農地の保全を図りなが

ら、農用地区域からの除外要件や新庄市農業委員

会の申し合わせ事項に照らし合わせて一般管理で

除外されてきております。 
  しかし、同意を得られなかった新庄土地改良区

においての平成４年に国営新庄農業水利事業が完

了し、平成15年に県営かんがい排水事業、平成18

年度には採択されているすべての事業が完了して

いるわけですので、昭和60年の見直し当時と比べ

大きく変化している農用地の動向や今後の都市計

画の見直しを含めた関係課との調整、計画をいつ

なされるのか、お聞きしたいと思います。 
  先ほども述べたように、新庄市全体の土地利用

計画の整合性なり、総合的な調整が図られてこそ、

先ほどの斎藤議員が質問されたように、市長がマ

ニフェストに掲げた定住促進の施策が早期に実現

可能になるとも思われますが、市長の考えをお聞

きしたいものです。 
  以上で壇上からの質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、小野議員の一般質問にお

答えさせていただきたいと思います。 
  前市長の政策評価についてというようなことだ

と思いますが、髙橋前市長が就任されましたのは、

まさに新たな年号、平成に入ったときでございま

して、以来20年近くの長きにわたり市政の最高責

任者としてさまざまな施策や事業をなし遂げられ、

確実に市民サービスの向上に寄与されましたこと

は、私が申し上げるまでもなく、皆様が御理解さ

れているところと思っております。 

  圏域の中心都市として、人口４万人の市として

は若干身の丈以上に頑張り過ぎた施設の数かなと

いうのが私の実感であります。その結果といたし

まして、市債の発行額の推移を見ますと、後年度

の負担が過大であり、実質公債費比率が非常に高

い状況になっていることを見ましても、また国の

施策としての景気浮揚対策と連動した地方単独事

業の推進を背景として、短期間に財政力以上の投

資をした結果とも言えるかと思います。 
  ハード事業的には、百年の大計であった新幹線

新庄延伸もいたしました。これをはじめとした整

備されたさまざまな施設を今後いかに快く市民の

皆様に利用していただくか、その工夫のしどころ

に来ていると感じております。今後しばらくは厳

しい財政状況が続いていきますので、財政の健全

化を第一とし、その上に立って公約で掲げました

諸施策を職員、そして議員各位、市民の皆様とと

もに実現していきたいと思っておりますので、御

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
  次に、マニフェストに関して、まず初めに私が

公約で掲げております施策事業に対する考え方な

り方向性なりを新聞等で取り上げられ、議員の皆

様に不快感を与えましたことについては心よりお

わび申し上げます。 
  今後については、市政を執行するに当たり、節

目節目ごとに皆様とも連携を図りながら進めさせ

ていただきたいと思っておりますが、市長の方針

も随時述べなければならない立場であることも御

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
  さて、公約申し上げました17項目のうち、初年

度よりとしたものが６項目、２年以内としたもの

が８項目でございます。この14施策の進捗状況で

ありますが、この２カ月ちょっとの間で職員の非

常に力のあるスピーディーな対応によりまして、

内容を組み立てて実施に移すところまで来ていま

すのは、職員の地域担当制、市長報酬の50％及び

財政状況のわかり易い公開の３項目、また職員に

指示して検討に着手しましたのが県立病院を核と



した地域医療のあり方、雪対策の簡易除雪機の活

用、雪捨て場への公園の活用、中学校給食の実施

に向けた指示であります。以上５項目であります。

その他の項目につきましても、担当各課及び関連

課を含め、内部的な協議は行っております。実現

に当たり、今後議員の皆様方の御意見も伺いなが

ら、施策の内容を固めてまいる所存でございます

ので、よろしくお願い申し上げます。 
  さらに、市長選挙への給与カットの件に関する

マニフェストについてでございますが、立候補を

表明いたしました記者会見、９月６日で市長の月

額給料を30％削減することを申し上げました。 
  しかしながら、その後総務省、県から公表され

た新庄市の実質公債費比率は前年度に比べ0.2ポ

イント悪化し、全国で６番目から８番目となった

ものの、東北、山形県では一番高いという結果で

ありました。新庄市に次いで実質公債費比率の高

い長井市では1.0ポイント改善されており、新庄市

も少しは改善されるか、また算定方法が変わるこ

とによってベストテンから抜け出せないかとも期

待しておりましたので、愕然といたしました。 
  市民の皆さんと力を合わせて、将来子供たちが

住み続けたくなる夢のあるまちづくりを進めてい

くためには、早期に財政問題などの市民の不安を

払拭することが大事であると考え、従来の30％削

減を50％削減とし、９月23日の告示第一声で申し

上げたところであります。 
  次に、職員給与の削減に関する御質問について

ですが、財政の健全化は市民の皆様、また新庄市

にかかわりを持つすべての人々の痛切な願いであ

り、早期に達成しなければならない重要な課題で

あることは職員も十分に理解し、認識しておりま

す。このため、平成16年度から期末勤勉手当及び

管理職手当の独自削減などさまざまな方策を講じ、

人件費の削減を取り組んでおります。財政健全化

の早期実現を図るには、人件費の削減が早道であ

りますが、妙薬でもあり、毒になることもありま

すので、市民の喜びが職員のやりがいや誇りにつ

ながるよう職員の意欲を高めながら、時には大胆

に、時には細心の注意を払い、慎重に対処してま

いりたいと思っています。 
  今回の選挙ではなく、前回の選挙のことについ

ての御質問かと思われますが、多選につきまして

は同じ人が長く市長の座につくことによって、地

方政治の衰退、停滞、腐敗、そして硬直化などに

つながる恐れがあるというふうに言われておりま

す。今も全国的に議論されている問題であります。 
  平成17年の市長選では、多選阻止ということを

１つの私の立候補の動機として挙げさせていただ

きましたが、市民は多選阻止を是としたわけであ

りますので、多選というものがどこからどこまで

言うのかは私自身もその後非常に考えさせられて

おります。 
  総務省では、平成18年から市長の多選問題に関

する調査研究会を設置し、市長の多選問題につい

て幅広く調査研究を行ってきたところであります。

これによりますと、市長の多選制限については憲

法上は違反するものではないとする一方で、条例

を制定する場合にはその根拠となる国の法律に多

選に関する規定がないことから、今後法律の整備

が必要であると言われております。このため、現

在全国では11の自治体が多選自粛条例を導入する

にとどまっています。これは、あくまでも努力規

定とする条例であり、多選を禁止するものではあ

りません。今後法改正も想定されますことから、

その国の動向と多選による弊害の懸念もあわせま

して検討してまいりたいと思っております。 
  遊休市有地の活用についての御質問であります

が、遊休市有地の売却につきましては、財政再建

計画の中では平成16年度から平成19年度までの４

カ年で約６億3,000万円の歳入を見込む計画とし

ておりますが、平成18年度末まで約４億600万円の

実績額となっております。計画地の中でも早期に

売却可能な物件はほぼ売却したとの観点から、今

年度の予算計上には至っておりません。今後も引

き合いがあった場合には、現地の状況をお示しし



た上で、売却の条件等について個別に協議を進め

ることとしております。今年度につきましては６

件ほどの普通財産の売買契約が成立する見込みと

なっております。 
  財産の貸し付けのあり方等につきましては、地

方自治法の改正も承知しておりますので、法を遵

守した上での貸し付けを前提に、行政財産も含め

て、有効かつ有償での活用を図ってまいりたいと

思います。 
  最後の農振整備計画の見直しについてでありま

すが、農業振興地域整備計画につきましては、農

振法に定める優良農用地を守るという姿勢を基本

に、社会情勢の変化に適切な対応ができるよう農

業委員会、土地改良区、ＪＡ等の関係機関の意見

を伺いながら業務を行っております。また、当該

計画の見直しについては、平成17年９月議会にお

ける一般質問の中で平成18年度からの事業着手に

向けて検討していきたいと答弁されていることも

承知しております。本市の財政再建計画が平成16

年度からスタートしたときでもあり、当面は総合

見直しの実施ということではなく、日常業務の中

の一般管理で対応していきたいとの考えから現在

に至っております。 
  市全体の土地利用計画につきましては、国土利

用計画を中心に、当該計画との整合性を図りなが

ら、農業振興地域整備計画や都市計画の用途及び

街路の計画の見直しを行う必要がありますが、国

土利用計画は平成22年までの計画となっておりま

すので、21年早々には一体的な見直しについて検

討、着手していかなければならないものと考えて

おります。当面現計画の中で実現できるものにつ

いては、財政状況もございますが、遅滞なく進め

てまいりたいと思いますし、見直しのときには定

住促進も見据え、関係する政策や施策について検

討を加えてまいりたいと思います。 
  以上でございます。 
４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） ありがとうございました。

それでは、再質問をさせていただきます。 
  実は、第１点目の髙橋前市長の20年近くにわた

る施策をどう評価し、可能な限り今後４年間の山

尾市政にどう生かすかという質問をしたわけでご

ざいますけども、明確な答弁をいただけず、大変

残念であります。 
  そういう中で、前髙橋市長の恐らく継続事業と

言っても差し支えないと思いますけども、去る11

月13日の記者会見で市長は学校給食に関して記者

会見をされております。それにつきましては、議

員の一般質問なり、保護者の要望などにより、平

成17年の８月に学校給食検討委員会が設置されま

した。そして、その後いろいろなこの方々が検討

を重ねた結果、19年の３月に報告書を出されまし

て、この４月に庁内検討委員会をつくられたそう

であります。この委員には、学校給食に関する一

般職員じゃなくて、課長さんたちが委員となって

検討をなされたそうです。そして、10月24日、市

長が記者会見する前の10月に庁内の検討委員会と

して親子方式が適当であるという内部で見解に達

したようでありますけども、この親子方式とその

他の方式の違い、いわゆるメリット、デメリット

についてどのように検討なされたか、お聞きした

いと思います。 
大場和正教育次長 議長、大場和正。 
中川正和議長 教育次長大場和正君。 
大場和正教育次長 中学校給食につきましては、今

議員さんおっしゃられたような形で、庁内として

は４月から検討を始めました。それで、報告書の

ほうでは自校方式、できればできるだけ早く実現

するのであればセンター方式というふうな２つの

方式を提示いただきました。それぞれメリット、

デメリット比較検討したわけです。 
  それで、自校方式のメリットはセンター方式の

デメリットであると、センター方式のメリットは

自校方式のデメリットであると、そういうふうな

ことでもって、そのほかにも学校給食としては親



子方式、そのほかにデリバリー方式と言いまして、

業者からの弁当を選ぶというふうな方式、この４

つがあります、大きく分けてですけども。それら

を総合的に検討した結果、新庄市のいろいろ取り

巻く状況、小学校においてはもう平成10年以降大

規模校において給食施設等を新規に整備している。

それからあと小学校、中学校、そういうふうな児

童生徒のこれからの推移等を考えますと、小学校

給食の施設、設備等をそのまま有効活用したほう

がよろしいんではないかというふうなこともあり

ました。ですから、方式としては４つほど検討さ

せていただいて、それで報告書で提案ありました

自校方式、センター方式の間を行く親子方式とい

うふうなものに一応決定させていただいたと。 
  いずれにしても、庁内検討委員会としては今年

度中に一応方式は決定するというふうな目標を持

って取り組んだわけですけども、いろいろ作業を

積極的に進めまして、６カ月足らずの間にもって

一応方式だけは決定したというふうな状況でござ

います。 
  以上です。 
４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
中川正和議長 小野周一君。 
４ 番（小野周一議員） ありがとうございました。

それじゃ、市長が記者会見で平成21年の10月から

スタートするというような、これ期限ですよね、

それらについてこれは間に合うわけですか。お聞

きしたいと思います。 
大場和正教育次長 議長、大場和正。 
中川正和議長 教育次長大場和正君。 
大場和正教育次長 市長のほうからは、10月という

か、21年の秋というふうな指示を受けましたので、

できるだけそれに沿うような形でもってこれから

作業を詰めていきたいと思います。 
  特に作業的には、これから……今のところ方式

を決めたというふうな状況にありますんで、やっ

ぱり初期投資が幾らかかるんであるか、あと事業

運営費としてどれぐらいかかるのか、それであと

受け入れ態勢側として学校側としてはどのような

見直しが必要なのかと。特に中学校の場合、今学

校給食やっておりません。それで、昼休み、昼食

時間で20分とか休憩時間も入れて30分ぐらいの時

間しか取っておりませんので、そこら辺を今度学

校給食をする場合、給食の準備、後片づけ等も含

めた形でもってどうなるのかというふうなもの大

きい問題かと思います。金だけではなくて、そう

いうふうな受け入れ態勢側のほうの問題も結構あ

ると思いますけども、そこら辺３つの分野一応並

行して作業を進めていって、できるだけ一日も早

くという保護者、市民の皆さんの要求に応えられ

るように努力してまいりたいというふうに考えて

おります。 
  以上です。 
４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
中川正和議長 小野周一君。 
４ 番（小野周一議員） ようやく中学校の学校給

食もめどがついたということで、恐らく父兄の

方々も安心をしているのではないかと思います。 
  次に、山尾市長の公約の１つである廃棄物処理

に関連することと思いますけども、生ごみの堆肥

化事業についてお聞きしたいと思います。これは、

バイオマスタウン構想の実現ということで、環境

保全循環型農業や焼却炉処理施設の延命、そして

ごみ処理費の軽減ということで今まで行われてき

たわけでございますけども、しかし振興計画委員

会及び行革委員会の席上、山尾市長は市長として

は建物を建ててまで堆肥化をする考えはない、ま

た全戸回収事業の生ごみは下水道施設に攪拌、投

入できないか下水道課で検討しているというよう

な発言をなされております。 
  先ほども壇上より私が申し上げましたけども、

この生ごみ堆肥化事業は財政難で髙橋前市長が公

約であったにもかかわらず、政治的な決断で延期

をした経緯があります。この発言からすれば、山

尾市長はこの生ごみの堆肥化製造事業は縮小もし

くはこの事業から撤退すると言っても、我々は理



解してもいいのか、お聞きしたいと思います。 
五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 
中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 御質問の生ごみの堆肥化につ

きましては、平成18年度中に215地区ある中の157

地区、７割に相当する部分で生ごみを全戸から回

収して堆肥化するというふうな構想で１年間かけ

て研究してきたわけです。その結果なんですが、

平成19年度の秋ごろからやりたいというふうなこ

とで進めてきたわけですが、途中実質公債費が御

存じのとおり29.9％というふうな数字が出て、そ

の中で増大する建設費、いわゆる当時４億以上の

建設費が見込まれておりました。そのうちの半分

ぐらいは国県の補助金あったわけですが、１億数

千万の公債費を使った上で堆肥化をするというこ

とは非常にあの段階では難しい状況にあったとい

うことで、平成19年３月に当面の間延期をしたい

というふうなことでありました。延期という言葉

を使わせていただきました。 
  その後いろいろ新しい市長とも協議した結果、

莫大な建設費がかかると、それからもう一つはラ

ンニングコストも結構かかる。もう一つの問題と

しては、出口が見えない。いわゆる堆肥化しても、

全国でも生ごみ等々による堆肥については余り状

態にあるというふうなことで、活用の仕方がよく

見えないというふうなこともありまして、総合的

にいろんな事業ヒアリングしておりますが、財政

の健全化を最優先に考えた場合には、現段階では

やれるというふうにはならないというふうなこと

で、ただ今後社会の循環型社会を構築するために

は、当面文化的な生活をするためにはごみは出る

わけですので、今後とも研究は続けていきたいと

いうふうに現在考えているとこです。 
  以上です。 
４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
中川正和議長 小野周一君。 
４ 番（小野周一議員） だとすれば、我々議会に

示されました財政難だから延期をしたいという大

変強い政治的な判断で延期をなされたわけでござ

いますけども、今の担当課長の話を聞きますと、

縮小もしくはこの事業から撤退というまではいき

ませんけども、今までどおりの試験的な、モデル

的な生ごみ収集をして堆肥製造をやるわけですか。 
  やはり我々議会には、髙橋前市長はバイオマス

タウン構想ということで推し進めてきたわけです

よね。いろいろな一般質問なり、予算委員会、決

算委員会でこれに関する質疑をなされてきたわけ

です。そういう中で、９月に当選なされまして、

11月にこのような我々議会に示されることなく、

具体的にそのような生ごみ堆肥化事業に対する考

えというものをトップとして発言されたというこ

とはいかがなものかなと私は思うわけです。やは

りこれは縮小するのか、今までみたいに財政が軌

道に乗るまで延期をしたいのか、両者どちらかを

選ぶのかお聞きしたいと思います。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 堆肥化事業につきまして今御質問い

ただいたわけですけども、県で公債費が結果とし

て認められないという状況の財政状況の悪化だと

いうこと一因がありますが、さっき環境課長が答

えましたように出口が見えない。これだけのもの

がどこにどう使われるのかということが一切担当

課からも出てこないということであります。その

辺が見えなくて、ただ集めて野積みにしていくの

かと。野積みにして、それを製品化する。じゃ、

製品はランニングコスト幾らかかるんだと。これ

は出てこない。 
  ところが、一般企業ではもう既にどのぐらいの

堆肥化をどのぐらいのものをするかというふうに

なっているわけです。そうした面で今後検討が必

要である。市長という立場としては、当面はしな

いということを言ったまでで、議会を無視してい

るとかそれではなくて、今後こうした議論を立ち

上げていって、本当に新庄が環境に優しいまちづ

くりのためにはさまざまな御意見をお聞きしてい



きたいというふうに思います。 
  また、下水道課に攪拌して入れるといった問題

も１つの考え方ではあるなと。しかし、これは専

門的な意見とかさまざまなことを当然聞かなけれ

ば前へ進みません。私の発言がとやかく言われま

すけども、私の発言にどんどん、どんどんやっぱ

り議論していくという形が私はとても大事だとい

う方向性を示しているつもりです。 
  ですから、これまでですと直前に提案されて、

右か左を結論出せと言われることが多かったのか

と思うんです。今後は、どんどん、どんどん半年

前、１年前に事業なり何なりの私の方針、方向性

を、それで皆様と議論し、本当にできるのかでき

ないのか、予算的には大丈夫なのか、裏付けはど

うなのかといったことを大いに議論しながら、本

当に市民にとって必要なものをやっていきたいな

というふうに思っています。 
  先日このことで大友先生が面会に来ていただき

ました。皆さん御存じだと思います。バイオマス

タウンの後ろ盾の理論的な先生に来ていただきま

した。私とお話ししました。約１時間にわたって

お話ししました。結果的に先生は、新庄に対して

プラントを持ってくるのかと、わからない。もし

プラントを持ってきたら、この生ごみでは足りな

いでしょう、足りないと言いました。じゃ、どこ

にそこの新庄市のお金をつぎ込んで成果を上げる

べきがあるんですかと。それはみんなに実証して

もらいたい。それは先生違うんではないかという

話し合いもしております。そんなことを余りここ

で言う立場ではございませんけども、さまざまと

話しながら皆さんと議論して、本当に市民にとっ

て必要なものを私はどんどんと言っていきたいと

いう立場。決して議員の皆さんを聞かないという

ものでもありませんし、提案もどんどん受け入れ

て皆さんと議論していきたいと思います。 
  よろしくお願いします。 
４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 先ほど市長報酬のことに

質問しました。 
  別な面から言いますと、市長は新庄の財政が悪

化しているから30から50％にしますよというふう

なそういうニュアンス私受けましたけども、だと

すれば公約であったその中に、恐らく市民は市長

の任期４年間でこの50％するのではないかと思っ

ていると思います。今回議会に出された期間は、

21年の３月31日までです。やはりその辺、市民は

やはり市長の任期は４年間だから４年間50％削減

してくれるんじゃないかというように思っている

のではないでしょうか。 
  時間ですので、どうもありがとうございました。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時４８分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     小嶋冨弥議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、小嶋冨弥君。 
   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 
１０番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。本12月

定例議会３番目の質問を行います小嶋冨弥であり

ます。ひとつよろしくお願い申し上げます。私が

通告しておりました３点につきまして順に従って

お尋ね申し上げます。 
  まず初めに、平成20年度の市の予算と施政方針

を伺うものであります。師走、年末に入って国、

県、各自治体の来年度の予算編成事業が本格化し

てまいりました。政府予算案については、編成の

基本方針がこの12月４日に閣議決定されました。

また、県におきましても、４日の県議会において



来年度の予算編成に向けた各部局の要求概要を公

表いたしました。要求総額は5,658億円で、前年度

当初予算の2.3％減で136億円であります。私は、

今まで12月議会では市における次年度の予算と事

業方針を伺ってまいりました。この度も新市長に

ぜひ伺うものであります。 
  先の全協において公表した18年度のバランスシ

ートにおいて、資産から負債を引いた正味資産は

205億1,003万円で、前年度2.7％の増、資産の総合

計は422億600万円、前年度より2.1％のマイナス、

これらの行政サービス提供に保有しておる道路、

橋、建物、土地などの有形固定の資産は364億1,200

万円で、総資産額の86.3％を占めておるのであり

ます。負債合計では、借金に当たる地方債が6.1％

減って162億4,000万円で、これらの全体の74.1％

を占めております。ちなみに地方債の翌年度償還

予定額は17億300万円なのであります。また、退職

引当金も37億4,900万円で、前年度より負債は

6.2％の減であります。市民１人当たりの資産は

105万円、負債54万で、正味資産は昨年度より3.7％

増の51万円であります。これらの現実を見据え、

財政再建計画、また最も注目、大事な公債費の負

担適正計画を遂行しなければならない大変な次年

だと思います。 
  財政再建計画によりますと、20年度は今年度の

当初予算より少ない128億6,700万円を見込んでお

りますが、次年度の予算編成は山尾市長にとって

初めての予算編成となるわけであります。昨今の

報道によりますと、都市から地方へということで、

08年度税制改正の焦点となっておる地方自治間の

税制格差是正のため、地方法人税２税のうち法人

事業税を都市部から地方に再配分するとあり、そ

の額は約4,000億円との記事がありました。これら

は、自民党の税制調査会などで協議して、13日を

めどに決定し、与党税制改正大綱に盛り込むとの

ことですが、暫定的にすぎません。再配分によっ

て税制が増える自治体は、地方交付税の再配分が

減じないようにしなければなりません。国の懐も

かたいわけであります。安全、安心に暮らせるた

めに、多くの市民は新市長に期待をしております。

そこで、来年度の予算編成と施政方針をどう進め

てまいるのか、お伺いいたします。 
  次に、発言事項２番目についてであります。山

尾市長は、先の選挙で２度目の挑戦で市の執行者

として市民の任を得ました。市長は、新庄を変え

る熱い思いを前面に出し、１万2,460人の市民の支

持を得たわけであります。 
  しかし、今回の支持は、向こう任期４年間なの

であります。期限があるわけであります。その中

でどのような市政運営をなされるのでしょうか、

お聞きするものであります。 
  かつて市長とは、平成11年に市議会議員に当選

し、前回の市長選立候補するまでの６年半、とも

にふるさと新庄市民のために同一会派で政治活動

を行ってまいりました。市長は、市の職員を経験

し、その経験した観点から議会での議論には敬意

を持っておりました。職員時代のネットワーク、

人脈の広さにも感心しておりました。 
  議員時代、北海道の北、中川町の町長との知り

合いの縁で行政視察に行きました。ここでスリッ

パ行政なるものを知ることができました。特にこ

の町では、町の職員新規採用したらすぐに事務職

とせず、民間企業に出向させ、一定期間鍛えてか

ら庁舎の仕事をさせる研修制度を取り入れており

ました。10年、20年の職員も節目に民間に出向研

修制度をしておりました。 
  さて、山尾市長は、市の執行者になったわけで

すが、議員と市長としての気持ちの違いはあるの

か、どうなのでしょうか。もし違いがあれば、ど

のように違いがあるのかお聞かせくださればあり

がたく思います。 
  また、申すまでもなく、新庄市は最上郡の中核

都市でありますので、広域のリーダーシップも必

要であります。県が推進しておる市町村合併、当

市最大課題の財政再建、県立新庄病院の県営運営

等々選挙中訴えた安心して暮らせるまち、賑やか



なまち、暮らしをよくする数々求められる改革実

行のための政治手腕が求められ、また期待される

わけであります。そして、10月の市報に市長の就

任のあいさつに「人、行きかうまち、人、ふれあ

うまち、人、学びあえるまち新庄」とあります。

前市長は、「いい人・いい街・いい暮らし」であ

りました。新市長は、どのような思いで「人、行

きかうまち、人、ふれあうまち、人、学びあえる

まち」を標榜なされたのか、お聞かせください。 
  また、市長は、自ら手打ちのそば打ちには定評

のあるところです。また、各種の食に関して、国

体選手や監督として全国を訪問し、かなりの見識

の持ち主でもあります。四季の季節がはっきりし

ておる新庄には、他にないおいしいものがありま

す。当たり前で気づかないのかもしれません。お

正月、彼岸、かど焼き、お盆、お祭り等々には他

にない手の込んだ料理があるのです。そして、季

節の野菜、山菜、キノコ、お米、お酒、それらを

市長は全国に発信していくと議会報だより98号の

新市長のあいさつにありました。それは本当にす

ばらしいことだと思います。自分も知らない土地

に行ったときは、珍しい名所旧跡も見物しますが、

その土地ならではの食べ物を食べてみたいのです。

多くの人が思うのではないでしょうか。名物にう

まいものはあります。まさに食は文化なのであり

ます。新庄の食の文化が生き続けるまちの発信を

どのような手はずで市長は行うのでしょうか、お

考えをお聞かせください。政治が変われば新庄は

変わると思います。市民の先頭に立ってリーダー

シップを発揮していただきたいと思います。 
  次に、発言事項３番目の質問をいたします。全

国学力テストについてであります。文部科学省は、

10月24日に小学６年生と中学３年生合わせて全国

約222万人が４月24日に受けた全国学力調査の結

果を公表いたしました。正式には全国学力状況調

査と申すそうです。学年全員対象の調査としては

43年ぶり、公立で不参加は愛知県の犬山市だけと

伺っております。これらの事業費は77億、文科省

は来年以降も実施とのことであります。小学校、

中学校とも教科は、国語、算数、数学であったわ

けです。文部科学省は、調査の結果を学習指導要

領改定の参考にする他、都道府県、市町村の教育

委員会と学校に対してそれぞれに関する詳細なデ

ータを提供してこれからの学習指導計画に活用し

てもらう方針だそうです。 
  文科省は、都道府県別のデータを公表しただけ

ですが、データは市町村や学校にも送られてきた

わけであります。公表するかどうかは市町村や学

校に委ねられておるものと思います。しかし、文

部科学省は過度の競争などの心配があるとして、

公表には慎重な扱いを求めておるのです。 
  10月25日の新聞等の報道によれば、第１面にテ

ストの結果として、知識があっても活用が苦手と

か活用ができないなどと大きな活字で書かれてお

りました。当市ではいかがなのでしょうか。 
  新聞の報道では、県の教育委員会によると、小

学校が328校、６年生１万960人、中学校126校、３

年生１万1,327人が参加、平均正答率は小学校の国

語Ａが83.3％、国語Ｂが64％、算数Ａは82.6％、

算数Ｂは63.6％、中学校の国語Ａでは84.6％、Ｂ

では76％、数学Ａは75.3％、同じくＢは64.1％で

あります。結果、中学校は全国平均と比べすべて

の教科で正答率が上回り、特に国語Ａ、Ｂとも高

い数値であり、数学も平均正答率の上位との結果

であったそうです。 
  小学校において、Ａ問題の平均正答率は上位の

数値を示しているが、知識を活用する力を見るＢ

問題は下がる傾向が顕著であったとあります。ま

た、県の教育委員会は、これらについて平均正答

率が高かったことについて、少人数教育のねらい

が県内の各学校で実現し、児童生徒一人一人を大

切にした授業が丁寧に行われたこと、指導の方法

工夫によりわかる授業づくりが進められているか

らだそうであります。そして、今後は詳細な分析

結果に基づき、子供たちのコミュニケーションの

充実を新たな方向として加え、少人数教育の充実、



発展を図ることで子供たちの力を高めたいと記し

ておりました。これらを踏まえまして、当市での

全国学力テスト結果についてお聞きいたすもので

あります。 
  以上で通告しておりました壇上での質問を終わ

ります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、小嶋議員からの一般質問

にお答えさせていただきます。 
  20年度の予算と施政方針ということにつきまし

て、平成16年度に作成いたしました財政再建計画

も来年度は区切りの５年目を迎えます。当時国の

経済政策としての景気浮揚策は実を結ばず、先行

きの見えない経済環境の中、一般歳出等を税収等

で賄えず、赤字国債の発行を余儀なくされるとい

うプライマリーバランス赤字の状態が続いており

ます。このような中で地方分権が推進され、地方

の自立が叫ばれてきたわけでありますが、同時に

財源面でも地方交付税の大幅なカットもあり、財

源確保に苦慮する状態となっております。限られ

た資源を有効に活用し、安全、安心な市民生活の

確立のため、先般の選挙でお誓い申し上げた17項

目の公約を一つ一つ確実に実現してまいりたいと

考えております。 
  平成20年度の施政方針は、「人、行きかい、人、

ふれあい、学びあうまちの創造」を基本とし、新

年早々着手したいと考えております。これを具現

化する予算編成については、先月１日に編成方針

を通知し、末日に要求を締め切ったところであり

ます。担当部署のヒアリングから始まり、年明け

の１月末に私が最終的に編成することになります

が、概観しますと一般会計の予算規模は120億円台

後半になるのではないかと見ております。 
  施策事業の実践状況については、行政評価を実

施しておりますが、この検証結果を施策の視点で

補完し、編成に当たる所存でございます。 

  市政運営に対する具体的な考えについてという

ことでございますが、私の政治信条であります「人、

行きかうまち、人、ふれあうまち、人、学びあう

まち」を実現させていくために、常に市民の目線

に立つこと、情報の共有化を図ることが肝要と考

えます。新庄は、水や米や野菜といった基本的な

食べ物のおいしいまちです。これを生かしたイベ

ント、例えば新庄、最上産業まつりと連携した（仮

称）新庄、最上秋の味覚まつりなどを開催し、県

内外から人が行ってみたいと思うまちを目指して、

楽しい情報、おいしい情報を発信して、本市のト

ップセールスマンとなりたいと思っております。 
  また、念願でありましたわらすこ広場の再開も

実現されれば、これと連動し、特色ある商店街づ

くりを進め、人を町なかに呼び戻したいと考えて

おります。ブティック通りや手づくり通りなども

一緒に考え、提案できたらと思っております。住

んでいる人にも訪れる人にもちょっとした親切で

印象が変えられます。人に優しいまちは、人を集

めるまちになります。市職員の地域担当制の導入、

地域医療の問題、市町村の合併問題などいろいろ

やりたいこと、やらなければならないことがたく

さんありますが、皆様方からの御意見をいただき

ながら一つ一つ形にしていきたいと考えておりま

す。 
  その中で、議員時代のことと今の立場の違いに

ついてという御質問もございました。確かにスリ

ッパ行政なるもの、市民の前にすたすたとスリッ

パをはくものではないと、お客様を迎える態度で

はないということも確かに教えられました。職員

採用後の民間への派遣など多くのアイデアもいた

だくことができました。現在今新庄市の市長とな

りまして、市民の生命と財産を守る責任の重さを

痛感しております。また、執行者という立場は、

一点にとらわれることなく、全体的な視野が必要

であると今痛感しております。さらには、職員の

士気の向上、市民の喜ぶ顔が仕事の生きがいにな

るというふうに職員とともにさまざまな情報を共



有しながら活力ある市政に取り組んでいきたいと

思っております。 
  また、３番目の全国学力テストにつきましては、

教育長のほうから報告させますので、よろしくお

願いいたします。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 全国学力テストについての御質問

ですけれども、この度の全国学力学習状況調査に

おいては、本市の多くの小中学校が全国及び山形

県の平均点を上回るという結果が得られておりま

す。市全体の平均点については、小中学校とも全

国平均を上回るものの、県平均にはわずかに及ば

ないという結果でありましたが、中学校で本調査

とともに県が独自に実施しました英語科の学力調

査においては、県平均を上回る結果が得られてお

ります。これまでの取り組みに対する一定の成果

が出ているものと考えております。 
  ３月議会でも申し上げましたけれども、この調

査の結果によって競争をあおるものではなくて、

最も重視されなければならないのは、児童生徒一

人一人に結果を還元していくことであります。本

市では、各校に早速結果の分析と今後の対策の取

りまとめを要請しました。その結果ですけれども、

ほとんどの学校で子供たちの交流を大事にし、子

供同士の学び合いが成果を上げております。大規

模校と小規模校では、結果として余り影響はあり

ませんでした。全国平均に比較すると、どちらか

と言えば算数、数学より国語のほうが知識、応用

ともポイントが高かったようです。重要なことは、

生活習慣、学習規律がしっかりしている集団は高

いということです。具体的には、本市においても、

家庭における生活リズムがきちんとできているこ

とやテレビゲームやインターネットなどに使う時

間が少ないほうがポイントが高いということは言

えるようであります。 
  今後についてですけども、校内研修を充実しな

がら、担任の力量を高め、授業改善を図っていく

ことや成果のあった子供同士の学び合いを今後も

継続していくこと、さらに子供の生活習慣全般の

見直しを確認したところです。このことについて

は、去る11月３日に教育の日を初めて本市で行い

ましたけども、その中でも家庭の教育力に関して

は大きな話題になったところです。また、本市は

小中一貫教育を目指した小中連携教育の研究を進

めておりますけども、義務教育９年間を見通した

教育の重要性は、全国的な調査結果から見ても成

果の上がる方法であることが明らかであります。

このことから、来年度はさらに全市挙げて小中連

携教育と地域ぐるみの教育を推進してまいるつも

りでございます。 
  以上でございます。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございました。

これから予算編成段階に入る具体的なことはなか

ったんですけども、今総務省では新たな、夕張の

破綻から端を発しまして、財政指数を新しく設け

ました。公債費比率の健全化ラインを出してきま

した。一番問題は、新庄は実質公債費比率だと思

うんです。25％を超えますと、これは早期健全化

基準に触れますので、これ外部監査を必然的に受

けなければなりません。そういった観点で、都市

から地方へということで法人税が4,000億入って

くる。それらの影響を踏まえまして、これらの見

通しは、収入の見通しは含みながら予算編成をな

さるか、まずこの１点。予算編成に対して、この

4,000億円の税源移譲をある程度どのぐらい読む

のか読まないのか、１年間の暫定でありますけど

も、その辺を含めた予算編成はどのようにお考え

なられるか、まずお聞かせ願いたいと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 国で法人２税を地域格差

考慮しまして、東京都から3,000億円、大阪、愛知

などから1,000億円、計4,000億円を格差解消のた



めに地方に回すということで、来年度4,000億円、

１市町村、多分新庄に当てはめれば１億円から１

億5,000万ぐらいかなというふうに今のところ試

算しています。来年度の予算にはその数字は見込

んでおりません。それを見込まないで、大体収入

額として今のところ考えられる収入額126億から

127億円ぐらいの収入が見込まれますので、その範

囲内で予算を組んでいきたいというふうに考えて

ございます。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） 余り当てにしないで従来

のあれで行くというようなお考えですね。 
  そのお金がもし……もしですよ、もしというよ

りも恐らく来るんでしょうけども、そのときはど

ういうふうなお使い道というか、どういうような

方向付けなさるんですか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 もしいただけて入ってき

たならば、できる限りは今後の財調のほうに積み

立てまして、しかるべきいろんなここ何年かの間

に施設の修繕とかいろんな市民に我慢していただ

いているところもありますので、できるだけ将来

の負担軽減と、それからしかるべき事業の選択と

集中のときに備えてまいりたいなというふうには

考えています。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） 市長のほうから今後の運

営についてもお話いただきました。その中で、今

皆さんが注目しておるところのわらすこ広場が当

然出てきますし、市長もそのように答えました。 
  わらすこ広場の再開につきましては、私個人的

には大体よいものと思っていますけども、やはり

財政再建を考えた場合のいろんな持ち出し分とい

いますか、そういったものも非常に監視しなけれ

ばならないというようなことでありますので、そ

ういった意味で今いろんな市の施設も入場する場

合には、それぞれの例えばふるさと歴史センター

へ行った場合には入場料等払うと。要するに、そ

の他も受益者負担の原則を貫いているわけですけ

ども、わらすこ広場は年間約４万8,000人ぐらいの

今まで利用者あって、大変これはいい施策であり

ますので、やはり今言った新庄市大変厳しいわけ

ですので、応分の負担と、ある意味ではそこに入

る人が何らかの形でお金を出して入館するという

ような私は方法もいいんではないかなと思います。 
  今商店街いろいろ活性化やっています。先般の

日本経済新聞の10月20日付ですけども、100円商店

街、買い物客を呼び起こせ、発祥は山形新庄。こ

れは、新庄、この100円商店街が非常に全国的にＮ

ＰＯの方々が頑張ってやっているんですけども、

そういった意味であそこに入る入館する方も新庄

市の商店街、100円ショップ、100円商店街という

ようなことで売っておりますので、入る人はあそ

こを利用する人はワンコイン、100円ぐらいはお金

を出してもあの施設を私は使うんではないかなと

いうような気がいたします。そういった意味で、

そういった考えは取り入れるお考えがあるかない

か、１つ私は提案したいと思いますので、その辺

をお願いしたいと思います。 
  あともう一点、市長は選挙前に市の職員の地域

担当制というようなことで、大変これも今までな

い画期的なものだと思うんですけども、これは具

体的にはどのように、どういうふうになされるの

か、ひとつお知らせ願いたいと思います。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 わらすこ広場についてであ

りますが、ただいま議員おっしゃったように最大

の課題であります財政再建計画中であります。 
  それともう一つは、受益者負担という観点から

有料について検討したいというふうに考えていま

す。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 



中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 職員の地域担当制につきまして

は、来年の１月から試行という形の中で、区長協

議会の役員の方がいらっしゃいます、それから市

のほうは管理職が中心となって、まず課題を洗い

出すための試行をしてみようというように考えて

います。その後、いろいろな課題そのものをクリ

アできるような形で本格実施というようなものに

持っていきたいというふうに現在のところは考え

ているところでございます。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） 趣旨はわかります。具体

的には、まだどのようなことでやるというような

ことはまだ出ないんですか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 具体的には、いわゆる区長に職

員が出向いていきまして、区長の方々からいろい

ろお話をお聞きしたりあるいは市の情報をお話し

したりというふうな時間をまず持ってみると。そ

ういう中で、そこから出てきたいろいろな部分に

ついて、地域担当している職員が集まって出てき

た意見について集約をしながら、出てきた意見を

どう取り扱うというような部分を毎月検討してい

くというような、いわゆる区長と市長のまちづく

り会議を毎月やるような形の姿を今は考えている

ところです。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） 毎月１回ということでい

いわけですか、案としては月１回ですね。 
  そうすると、今まで南部とか北部とか各ブロッ

クで区長と語る会というのがございましたね。そ

ういったものとの整合性と申しますか、その違い

はどういうふうになるんでしょうか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 今まで区長と市長のまちづくり

会議ということで、年１回区長から要望を出して

いただいて、それも限られた短い時間の中でその

要望そのものについてお聞きして回答するという

ようなことで、ある時期は各地区から１つと、２

つはだめだよみたいな形で制限を設けていました

けれども、ある意味そういうふうな制限が全くな

くなるというか、いわゆる職員とその区長の間の

中で毎月いろんなことが話し合われるというふう

なことになるかと思います。 
  区長と市長のまちづくり会議のあり方について

も、その辺を踏まえて再検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） これからの推移見なけれ

ばわかりませんけれども、その辺の整合性ですね、

区長会、区長さんとのあり方もやはり変えざるを

得ないんじゃないかなというような気がいたしま

した。 
  そこで、今財政になりますけども、今財政を増

やすために政府でもふるさと納税論というのが増

えていますね、ふるさと納税論。自分のとこに住

んでいなくても、そこのところに納めることがで

きて、それがその地域からある程度免除なるよう

なことになっていますけども、私どもの財政がな

かなか厳しいところは、要するに新庄出身とかい

ろんな方々に呼びかけてふるさと納税をしてもら

うことが１つの収入の増につながるありがたい方

式ではないかなと思います。 
  そこでです、やはりこういうものをより活用し

使うためには、江戸家老とか仙台家老とか新庄市

ではそういうのは置いていますけども、そういう

方々と、また以外にもぜひそういった新庄のふる

さとにふるさと納税をしてくださいというような

手段、訴え、ＰＲというようなことは考えてはい

かがかと思いますけども、その辺のお考えはあり

ませんでしょうか。 



坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 来年から検討されるとい

うことのようですけども、いろいろ生まれ育った、

いわゆる義務教育を受けた地域に本人の申請によ

ってその地域でふるさとに納税ができるという制

度については、私どもはその手を活用していきた

いなと。少しでも収入の増につながればありがた

いことだというふうに考えています。 
  したがって、いろんな人と人とのつき合い、そ

れから都会につきましてはいろいろな団体もござ

いますので、あるいは今お話いただいた家老制度、

そういったふるさとを愛していただく方たくさん

周辺にいますので、そういった人脈とか団体、い

ろんなことを活用して、納税いただけられるよう

に一生懸命これから広報とか作戦を考えて頑張っ

てやっていきたいというふうに考えています。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） 大変前向きなお答えいた

だきまして安心しております。 
  やはりあらゆる努力をいたしまして収入を増や

すというようなことが大事かと思います。先般も

斎藤議員さんが言いました。そういう網がかかっ

てできないとかじゃなくて、それをどうすればで

きるかというようなことが私は求められるもので

あります。 
  例えば課長さんたちに５件、自分の知っている

とこにあれを出せやとか、各職員に３名は自分の

知っているとこにふるさと納税をやってくれとか

というようなそういったいろんな方法もあると思

うんですよ。そういったことで、ぜひこういうチ

ャンスをいただければ。 
  地元出た人がよく言うんですよ。新庄に帰って

きて、「いや、新庄よ、財政よ」と、「何とかし

ろ、おまえ市会議員だべ」なんて私はずっと言わ

れていますよ。やはりそういった意味で、いい意

味でやはりやっていただかないと、悪いほうで全

国から６番目、８番目なんていうのは、やっぱり

ふるさと出た人も非常に残念がるんですよ。だか

ら、そういった意味でやはりこの財政再建は私は

最優先的にやっていただきたいなと思う観点から

今申し上げましたので、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 
  あと市長さんは、食で文化を発信すると言って

います。先般機会がありまして、東京の中央卸売

市場の野菜の方とお話をすることができました。

「冬野菜でキロ5,000円から4,000円のものが新庄

さんにはありますね」と言われました。聞いてみ

たら、それはタラノメ、タラノメですよ。１パッ

ク50グラムですよ、東京中央卸売市場の中で去年

の相場は250円から200円、冬野菜とすればキロ

5,000円から4,500円、非常に価値のあるもの。そ

ういったものが食としてあります。 
  ただ、今やっぱりそういったつけどころで、山

形新庄だけでなくて、山形県だけでなくて、岩手

とか会津とかいろんなやはりそういった魅力があ

るとこにささっています。そのためには、勝ち抜

くには、産地化をやって、ある程度やったものを

出していく。都会の人は、ただまだ食べ方がなか

なかなじみがない、一部の人ですけども。そうい

ったときに、ぜひ新庄では率先してやはりそうい

う団体と連携しながら、東京に行ってマネキン販

売とか食べ方とかやっぱりやっていただくような

やはり施策、時には市長が自ら行って市場に行っ

て売り込むぐらいのやはり考えをやっていかない

と食の文化というのはなかなか発信しないと私は

思うんです。その他に今ウルイ、ウルイとか、今

度目指すのはフキノトウですよ、フキノトウ、フ

キノトウを。いろんな速成栽培の技術はわかりま

せんけども、そういったものは都会の人が待って

います。望んでいるわけです。そういった意味で、

市長は食の文化をするというようなことで、非常

に私は今の機会に頑張ってやれば非常に新庄が農

家の方々も米じゃなく、複合経営でできるわけで

すので、その辺もう少し農林サイドでもそういっ



たものをやはり研究しながらやっていく必要があ

るんではないかと思いますけども、その辺のお考

えをひとつお願いします。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 まず最初に、新庄市のいろん

な農産物の産出額を申し上げますと、米が42億に

なっております。それから、畜産が約９億。それ

から、園芸作物が11億あります。そのうち11億の

うち花卉、いわゆるトルコキキョウ、バラが約２

億になっています。いわゆる９億のほうが園芸作

物、いわゆる米プラスアルファといいますか、畜

産、園芸作物ということで、今は認定農業者も270

人ほどに増えていまして、いわゆる農業経営の健

全化といいますか、いわゆる園芸作物がすごく顕

著に今伸びております。そのうち今御指摘のタラ

ノメにつきましては、年間ですけど約5,000万ほど

産出となっております。あとウルイについては約

3,000万というふうな数値が残っております。 
  その中でも先日各農協のほうで消費拡大キャン

ペーンといいますか、江戸川区と国立市のほうに

も行ったようですけども、その際にも一応新庄市

のほうといろいろ観光、新庄市の観光ですね、新

庄まつり、それから新庄の食べるおいしいもの、

食といろんな観光マップとあわせていろんな農産

物の提供していただいております。そういう中で、

今後ますます園芸作物の振興というのがますます

伸びてくると思います。市としましても、その辺

の振興に努めてまいりたいと思います。 
  以上でございます。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。

一生懸命頑張ってやっていくと新庄市の全体の経

済も伸びると思うんです。やはりそういったこと

で、ひとつぜひ頑張っていただきたいと思います。 
  また、私も先般一般質問しました。花が非常に

２億もいったと。ある団体では１億いったという

ようなことで、若者園芸塾をぜひ復活してくださ

いというようなことも前議会で申しました。そう

いった意味で、やはりそういった若者園芸塾等々

にかかわるようなものをもう一回見直してやって

いただきたいと思います。 
  あと全国学力テストにつきまして、文科省は来

年もやると言いますけども、新庄市は来年も受け

ますね。愛知県の某市では、来年もこのままで受

けないと言いますけど、まず新庄市は受けるとい

うようなことで、その辺をお聞きしたいと思いま

す。 
  あともう一点、家庭教育とかいろんな日頃の教

育が学力的にも結びつくというようなことを伺い

ました。その中で、新庄市独自のつばさ支援事業

が大変好評であるけども、なかなかこれも予算の

関係で縮小になって、大変学校のほうでは苦慮し

ておりますけども、この２点につきましてひとつ

教育長お願いします。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 文科省のほうでは、来年度も実施

するという方針を出しております。本市としても、

前にも申し上げましたとおり、この資料をいかに

子供のために還元していくかという有効な資料と

して継続していきたいというふうに思っておりま

す。 
  また、つばさ支援事業については、各中学校区

ごとの独自の学校経営とか、さらに各学校ごとの

独自な学校経営、有効に今生かしておりますので、

これからもぜひ続けていきたいというふうに考え

ております。 
１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
中川正和議長 小嶋冨弥君。 
１０番（小嶋冨弥議員） つばさ支援事業をそれぞ

れの学校とも保護者とも期待しておりますので、

ぜひひとつお力を入れてひとつやっていただけれ

ばありがたいなと思います。 
  最後ですけども、これは学力テストに関してで



すけども、先般県の石坂教育委員長が新庄で講演

なされました。その中で、全国学力テストの結果

を見ると、表現力や思考力が欠けており、知識の

活用ができていないという、つまり知識は入って

いるが、それを検索したり活用したりすることは

欠陥があるということだと。前頭葉連合が機能し

ていないことから学力低下の原因ではないかとい

うようなことで、コミュニケーションを図るとい

うようなことが述べられておりますけども、新庄

市ではこれらを踏まえて、このようなことに対し

てどのように指導なさるか、お願いしたいと思い

ます。 
山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 
中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 ただいまの質問でございま

すが、全国的に見てＡ問題が知識で、Ｂ問題が活

用の部分になります。Ｂ問題がやはりＡ問題に比

べてポイントが低いというふうなのは全国的な傾

向と一緒でございます。ただ、全国的な平均と比

べましても、Ｂ問題が必ずしも全国から劣ってい

るというふうなことではございませんので、むし

ろＢ問題のポイントのほうが新庄市の場合は高い

というふうな感じで見ております。 
  こういうふうな結果を受けましたのは、ほとん

どの小中学校で子供たちの交流を大事にして、学

び合いというふうな部分で、例えば昔のような形

の一斉授業でなくて、グループで子供たち同士で

話し合って結論を出すとか、そういうふうな授業

を大事にしつつある。まだ取り組んだばかりで成

果が十分に出ているとは限ってはおりませんが、

今後も小学校、先ほど教育長が申し上げましたよ

うに小学校、中学校の９年間の教育を通してそう

いうふうなコミュニケーション力を大事にした授

業を組んでいきたいというふうに考えております。 
  なお、この間のお話のコミュニケーションです

が、コミュニケーションというふうな部分で県の

教育委員長さんが提案された部分については、新

庄市で手を挙げて率先してそんな形の教育を推進

していくつもりでございます。 
   （「終わります」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 １時４６分 休憩 
     午後 １時５６分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     奥山省三議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、奥山省三君。 
   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 
１ 番（奥山省三議員） お疲れのところ御苦労さ

までございます。政友会の奥山です。通告に従い

まして一般質問をさせていただきます。 
  まず初めに、１番の市職員の意識改革について

でございます。職員の市の職員研修についてどの

ように取り組んでいるのでしょうか。９月議会の

成果表の中で、総務費の３に職員研修として市振

興計画を遂行していく職員の能力を高めるととも

に、社会、経済情勢の変化に的確に対応する職員

の育成を基本方針として研修を実施され、その中

でさらに計画614人に対しまして549人の89.4％の

実績ということで、さらに18年度の決算書の中の

一般管理費の中に職員研修事業費として41万の数

字がのっているようですが、これで十分なのでし

ょうか。他の市町村を見ますと、この研修費もっ

と数値が高い数字示していますけども、新庄市41

万という数字18年度の決算書の中でございますけ

ども、これで十分なのでしょうか。これから研修

の内容をうかがい知ることはできませんので、具

体的にお聞かせ願いたいと思います。 
  ある自治体ですけども、１週間、先ほどの小嶋

議員ともちょっとダブりますけども、１週間職員

を民間の商店の店頭に立って商品を販売する研修



を行っているとこもあると聞いています。民間の

企業の経営の厳しさをわかってもらうためです。

職員の目的意識の希薄さ、スピードの鈍さ、コス

ト意識のなさを改革する目的で実施されたものと

思います。その後職員の意識は一変したそうです。

マンネリ化した通り一遍の研修でなく、中身のあ

る、実効性のある研修をしてほしいものです。研

修後には、その研修の成果が目に見えるように研

修のチェック機能がなければならないと思います。

そうでないと居眠り研修に終わってしまいます。

チェック機能体制はどのようにしていますか。職

員一人一人が危機意識を持って意識を改革して業

務に励んでいただきたいと思います。チェック機

能体制についてお聞きしたいと思います。 
  それから、10月１日の朝日新聞でしたけども、

これはがっかりというか、まず驚きました。この

新庄市の命運をかける市長選挙の大事なときに受

付の職員が漫画を見ていたという記事が出て、こ

れはあきれました。そばで誰も注意しないのでし

ょうか。その現場に上司に当たる人はいないので

しょうか。投票所ごとにその責任者が私はいると

思いますが、その責任者は一体何をしていたので

しょうか。当然処罰の対象になったと思いますが、

どのような対処をしたか、お聞きしたいと思いま

す。 
  このような態度では今の新庄市の厳しい状況が

職員の末端まで伝わっていないとしか考えられま

せん。漫画を見る余裕があるのなら、今の体制で

なくて、もっと人員を削減して選挙にかかる費用

を減らしてはどうでしょうか。今の人員の半分と

は言いませんけども、開票時を除けば３分の２ぐ

らいでできるのではないでしょうか。よく見ます

と、立会人についてもいつも同じ人いますが、こ

れはどういう基準があるのか、ちょっとお聞きし

たいと思います。いつも同じ人同士では、顔なじ

みになって注意することさえもできないのでしょ

うか。受付についても、民間の人を入れてチェッ

ク機能を働かせれば漫画を見る人などいなくなる

と思います。今までいかに新庄市の職員がぬるま

湯につかってきたかわかるのではないでしょうか。

平成17年の市長選挙のときにも1,900万の費用が

使われております。その他にも選挙は多々ありま

す。経費削減の意味も含めて、もっと費用全体、

さらに体制のあり方について見直しが必要なので

はないでしょうか。 
  今企業では、法令遵守、コンプライアンスとい

う言葉がよく使われていることは皆さん御存じの

ことと思います。法令遵守は、業務を行うに当た

っての前提であるとともに、最低守るべき義務で

もあります。法令遵守を確実にするためには、そ

の責任者を明確にして、業務の基準や事務作業手

順といったマニュアルを作成、整備することが必

要です。新庄市では、公務員倫理規程の他にこう

いったマニュアルがあるのでしょうか。市も民間

の厳しい現状を把握していかなければ、市民の意

思とはますますかけ離れた行政になっていくこと

は否定できません。以上、どのようにお考えなの

か、お聞きします。 
  次のこれは小嶋冨弥さんの質問とダブるかもし

れませんけども、財政再建についてでございます。

今や自治体連続破綻の時代と言われています。当

市は、あの夕張市の次なのでしょうか。今のまま

で行きますと間違いなく当市はつぶれていくと思

います。政府の三位一体改革とは、紛れもなく自

治体を国は救う気はなく、破綻させてうみを出そ

うとしています。そのつけは、孫子の代まで住民

に回されます。22日に説明ありましたけども、６

月に成立しました地方自治体財政健全化法は、夕

張市のような財政破綻を未然に防ぐために４つの

指標が示されています。 
  実質赤字比率、それから２番が連結実質赤字比

率、３番、実質公債費比率、４番、将来負担比率

の４指標でございます。この中で１つでも基準を

超えますと早期健全化団体となり、自主的に改善

努力しなければならなくなります。さらに、財政

健全化計画の策定と実施状況の公表を外部監査の



義務化がされて、新庄市では１の実質赤字比率、

これは20％が分岐点となってございます。総務省

では20％以上を破綻とみなしています。３の実質

公債費比率は、当市はもう既に30.1％、もう既に

25％を超えて早期健全化団体に該当している状況

でございます。今年度の決算をする前から悪い状

況がわかっているようで、もう先が思いやられま

す。財政再建団体の基準である実質公債費比率

35％に今年度の決算でならないように祈る思いで

す。このような状況を踏まえて、どのように財政

再建を進めていくのか、お聞きします。 
  また、17年から19年度、３年間を実施期間とし

て新庄市行財政改革大綱を策定していますが、こ

れについてもさらに見直しが必要なのではないで

しょうか。新たに大綱を検討、策定して、その目

的に向かって財政の健全化を進めることが大前提

ではないでしょうか。目標数値についても再検討

を願います。 
  ３番、情報公開の徹底につきましてでございま

す。市長は、選挙公約として財政状況をわかりや

すく市民に公開し、財政再建を図りますと情報の

公開を掲げておりますが、具体的にはどのような

方法でなされるのでしょうか。 
  個人情報保護法が平成17年４月に施行され、最

近とみに個人情報管理に対する社会的な要請が強

まっています。また、個人情報の流出する事件も

多発しています。的確な情報管理ルールの制定と

厳格な運用が必要になります。このような視点も

含めての考えをお聞きします。 
  今年の３月に新庄市地域情報化計画を策定して、

23年までの５カ年計画で行う予定のようでござい

ますが、スケジュール計画では今年の11月末まで

新庄市地域情報化推進委員会での検討、協議にな

っていますが、このように当然なっているのでし

ょうか。この地域情報化推進委員会は、どのよう

なメンバーで構成されているのでしょうか。 
  また、この計画の中でございますけども、電子

申請や電子届とかといろいろな言葉が出てきます

けども、そのように速やかに着手となってござい

ますが、そのようになっているのでしょうか。 
  以上お聞きしたいと思います。壇上からの質問

終わります。どうもありがとうございました。（拍

手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、奥山議員の一般質問につ

いてお答えさせていただきたいと思います。 
  先に18年度の決算で職員研修41万、何ができる

のかという御指摘なわけですけども、少ない予算

でやりくりしなければならないという実情も御察

しいただければと思います。 
  地方分権の構築、少子高齢社会への移行、市民

と行政における新たな協働推進体制の確立などさ

まざまな行政課題に対し、職員の力量が問われる

時代となってきております。新庄市では、この社

会、経済の変化に的確に対応できる職員、市民の

信頼に応えることのできる職員の育成のために、

公務員としての倫理観や責任感、また幅広い視野

と教養を身につけるための基本的な研修、通常の

業務にかかわる実務研修などを通し、資質、能力

の向上に努めております。また、地域、本市の課

題などに対しては、職員が共通の認識を持ち、全

体が一丸となって課題に取り組むために、私から

も随時庁内の情報通信ネットワークを利用しまし

て私の考えや行政情報を職員に提供し、問題意識

の共有と動機付けに努めながら意識改革に努めて

いるところであります。 
  さらに、行財政の現状と今後、集中改革プラン

の推進、また市町村合併などをテーマにした研修

を実施し、また実施していきます。今後も適切な

サービスを効率的に行うことができるスリムで機

能的な組織づくりのために、職員の柔軟で創造的

な発想能力、専門的能力、問題解決能力の向上が

図られる研修を実施したいと考えております。 
  また、職員の意識改革、法令遵守についてとい



う御質問に対してでございますが、投票所におけ

る漫画を読んでいたという行為につきましては、

改めて市民の皆さんに謝りしなければならないこ

とであると思っております。市役所が市民の皆様

から一層期待、信頼される組織となるよう頑張っ

ている職員も多い中、非常に残念でなりません。

１人の職員の言動がこれまで築いてきた組織全体

の信用失墜させること、これまで黙認されてきた

ことであっても社会の目がより一層厳しく向けら

れ、通用しなくなっていることは職員全員が十分

認識しております。 
  私も初めての課長会議等におきまして、100引く

１は99ではないと、ゼロになるということで、１

人の意識行動、１人の問題行動がすべての職員の

マイナスになってしまう。市民の信頼をなくすこ

とになるということで、厳重に注意したものであ

ります。 
  また、法令遵守という観点で、食品業界での偽

装表示など市民の安全や安心を脅かす事例が相次

いで発覚しております。企業にとってこのような

不祥事は、単に収益の減少だけでなく、社会的信

用を失い、ひいては企業自体の存亡にもかかわる

ことから、企業は法令遵守の徹底を経営の最重要

課題と位置付けているものであります。このこと

は、行政にとっても同様であります。そもそも法

令を遵守することが行政の仕事でありますが、過

失などにより結果的に法令に違反していることが

ないとも限りません。本市では、職務に関する法

令等の遵守と倫理の保持に関して、県内でも比較

的早く、19年３月、新庄市職員の懲戒処分に関す

る基準を定め、全職員に周知して、不祥事のない

ようにしているとともに、研修等を通じて意識付

けし、組織内部でのチェック体制を整備していく

ことによって、市民の行政に対する信用を確保し、

市政運営の透明性をさらに向上させたいと考えて

おります。 
  次に、財政再建につきまして、現在非常に高い

実質公債費比率に象徴されますように、財政の硬

直化が進んでおり、非常に厳しい状況にあると認

識しております。これは、山形新幹線延伸に向け

た各種整備事業や最上広域事務組合のごみ処理場

建設などの大規模建設事業が重なり、市の財政規

模を超えた起債発行が原因と考えております。当

然のことながら、大規模事業を行った後は少し我

慢の時期を迎えることになります。 
  このような状況を克服するために、平成16年度

に財政再建計画を策定しましたが、主な内容は組

織のスリム化による行政コスト削減と投資的事業

抑制による市債残高の縮減であります。計画策定

後の実施内容につきましては、先ごろの全員協議

会で御説明いたしましたが、市及び最上広域事務

組合の起債残高は計画どおり減少しておりますし、

定員管理計画に基づく職員数も計画以上の成果を

発揮するなど財政再建に向けた取り組みはこれま

で順調に進んでいると認識しております。 
  しかし、市税の伸びの鈍化や普通交付税の不透

明性など今後の財源確保に関しては不安な要素が

あることも確かであります。また、財政調整基金

をはじめとする各種基金が底をつく状態であり、

ここ二、三年が正念場となります。 
  私の公約としての報酬50％カットは、この非常

時を乗り越えていくための覚悟の一端としての姿

勢でありますし、また場合によっては税の収納率

の低下の歯どめの対策として、未納者に対して差

し押さえを強化するなどの対策もとらざるを得な

くなるのではないかと考えております。 
  財政健全化法に関する御質問がありました。先

日御説明申し上げましたが、４つの指標を算定し、

指数が高い場合は再生団体もしくは早期健全化団

体に認定され、国や県の指導を受けながら財政健

全化を進めるというものであります。実質赤字比

率及び連結実質赤字比率は基準以下となりますが、

実質公債費比率と将来負担比率は御承知のとおり

比率が高くなる見込みです。繰上償還を行うなど

さまざまな対策を行っておりますが、来年度の決

算において実質公債費比率は25％を上回れば早期



健全化団体に認定されると思われます。公債費適

正化計画の中でも示していますが、当面は実質公

債費比率25％を下回ることを第一の目標に努力し

てまいります。 
  そのための方策といたしまして、歳出面では新

たな起債を抑制することと新たな債務負担を発生

させないことが重要となります。歳入面では、市

税と地方交付税の確保が重要になります。市民生

活に直結する事業は確保しながら、財政再建計画

を確実に実施してまいりますので、よろしく御理

解賜りたいと思います。 
  また、情報公開についての御質問についてお答

えいたします。市政運営に当たりましては、市民

との情報の共有化が不可欠であると考えます。そ

のためにも、行政機関の保有する情報や資料につ

きましては、情報公開や個人情報の保護の趣旨に

のっとり、かつ法令に違反しない限りにおいて、

これまで以上に積極的に開示していきたいと考え

ております。また、平成16年12月議会において、

新庄市個人情報保護条例を皆様から議決いただき、

翌年４月から施行しておりますが、本条例の規定

に基づいて職務を遂行することにより、本市にお

いて不適切な事例が発生することのないよう取り

組んでまいりたいと考えております。このような

観点から、今後も市政の透明性の確保に努めてい

くものであります。 
  よろしくお願いいたします。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） どうもありがとうござい

ました。それでは、職員の研修ですけども、ちょ

っと今の市長の答えではちょっと具体的にどうい

う内容になっているか、その辺のところをちょっ

とお聞きしたいんですけども。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 職員の研修につきましては、１

つは市町村職員研修協議会という協議会がござい

まして、県の職員研修所のほうで市町村がそれぞ

れ持ち出しをして講師を招いて研修をするという

ようなことがございまして、41万円の研修費のほ

とんどがその費用に使われております。その中で

は、さまざまな階層別の研修とか専門的な研修と

か、そういうふうなものが市町村の意向に沿った

形で行われておりまして、１つはそういうふうな

研修。 
  もう一つは、内部の職員が講師になって、これ

はお金をかけないというような形の中で、全員研

修に近いような形の中で接遇とかあるいは今の行

政課題等々、先ほど市長の答弁にもあったように

市町村合併等々も含めて職員研修を行っていると。 
  そういうふうな２段階のやり方でありまして、

時にはいわゆる本当の専門的な研修、戸籍とか税

務とかそのような研修をやる場合もありまして、

その三本立てぐらいに現状のところはなっている

というようなことでございます。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 今の研修内容ですけども、

年に何回ぐらいやって、それから例えば民間にこ

れから例えば研修にやるとかというそういう考え

はないのでしょうか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 職員の研修そのもののメニュー

というのは30かそのぐらいございまして、それぞ

れに合ったような形で職員に募集をして、職員に

行っていただくというふうなことになってござい

ます。 
  その他、いわゆる民間のほうに職員を派遣して

研修を受けさせるというようなことについては、

まだ新庄市は取り組んでございません。13市を見

てみますと、酒田市については１カ月から３カ月

ぐらいの期間流通とかサービスとか製造とか、そ

ういうふうな企業に職員を派遣して研修を受けさ

せるとか、上山市の場合には５日間ぐらい短期で



民間企業に職員を派遣して研修を受けさせるとい

うようなことをやっているようでございますけれ

ども、その他の市につきましては人員の削減等々

があったり、いろいろその職員数を今減らすとい

うような中で研修にやりづらいというふうな状況

もあるようで、いまだそれに取り組んでいるとい

うふうなことはないようでございます。 
  新庄市におきましても、今後そういうふうな部

分非常に有効だというふうな自治体、いわゆる13

市の酒田とか上山市等々のお話もございますので、

それを受けて、検討には値することかなというふ

うには考えてございます。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） ただ、職員研修事業費と

してですけども、41万と。これ、他の市町村を、

いろいろ見ますととてもこういう数字ではないん

です。まして今こういう厳しい状況のときですけ

ども、41万というこの数字はちょっと私はどうか

なというふうに考えていますけども、その辺のと

ころと、あと先ほど申しましたチェック……研修

行った後に、ただ研修しっ放しでおしまいと、そ

ういうようなのじゃなくて、チェック機能関係、

そういうところもどういうふうになっているか、

ちょっとお知らせ願いたいと思います。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 研修を担当する課長として、今

41万では少な過ぎるというようなことに関しては、

非常にありがたいお言葉かなというふうに思いま

す。 
  ただ、今財政再建期間中の中で、その41万でも

有効に活用しながら職員の資質の向上に努めてい

くというのが今の与えられた使命かなというふう

に考えてございます。 
  チェック、研修の成果というような部分につい

て、研修を受けて、明日すぐその研修の成果があ

らわれるというようなこと非常に少ないかなとい

うふうには思ってございます。ただ、いわゆる報

告書を必ず書かせまして、所属長に報告書を提出

すると。私も、総務課のほうにも回ってきますの

で、それをどんな研修を受けてきたかというよう

なことについては把握をしてございます。あとは、

日常の中でその研修をどう生かすかというような

ことについては、所属長そのものの手腕かなとい

うふうに考えてございます。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） どうもありがとうござい

ます。ただいまの話ですと、41万がもう限界で、

これ以上今の職員研修に回す、もちろん今厳しい

状況ですけども、できないような話でございまし

た。今までの体制といいますか、そういう状況で

もこういう職員研修をしなかったからこういう事

件が起きたというふうには言いませんけども、多

分そういうようなものも中にはないのではないか

というように私は考えます。そういう意味では、

もう少し予算を少しとって、もっと中身のある、

やっぱり実の濃い職員研修を実施して、今後の新

庄市の職員の意識改革に努めていただきたいと思

います。 
  なお、それから私ちょっと近所の人というか、

この新聞の内容でちょっといろいろ聞かれて、こ

ういうような事件を起こしても何にも新庄市では

やらないのですかとちょっと聞かれたことあるも

んですからちょっとお聞きしたんですけども、こ

ういうのは何か処罰とか何かあるんですか。その

辺もちょっとお聞きしたいと思います。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 答弁の中にもございましたが、

新庄市職員の懲戒処分に関する基準というような

ものを定めてございます。その基準には、免職、

停職あるいは戒告等々の処分の軽重というふうな

ものがございますけれども、今回のことに関しま

しては選挙管理委員会の中で起きたことでござい



ますので、選挙管理委員長が本人に対して口頭で

厳重注意をしたというふうなことになってござい

ます。 
  これは、厳重注意でございますので、懲戒処分

には当たらない、その下の段階で厳重注意という

ふうな行為をして本人を戒めたというふうなこと

でございます。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 選挙のときですけども、

先ほど申し上げましたけども、立会人についても

同じ人ずっといます。それから受付の方も、私選

挙へ行くところを見てもちょっとまだ余裕あると

いうか、そういう感じ見受けられます。開票時の

ときはすごい人が要るのはわかりますけども、そ

ういう意味でまだ人数を減らすという考えはあり

ませんか。 
  それから、例えば受付について民間の人を入れ

るとか、そういうチェック機能というか、そうい

う考えはどうでしょうか。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正一。 
中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 投票時におきま

すところの職員配置でございますが、御承知のと

おり投票においでになられる有権者の皆さん、平

均して同じような数の人がずっとこの投票におい

でになるというふうなことではございません。や

っぱり時間によって大勢おいでになったり、それ

から余りおいでにならなかったりというふうなこ

とがございます。 
  大勢おいでになった場合につきまして、列をつ

くってしまって、それでそれが長くなり、それを

見て途中で嫌気が差してあるいはお忙しいという

ことで帰られたりすることになります。そして、

その方が結果的に投票できなくなったりする場合、

そういった場合、特に当落の票差が少ない場合、

これまで無効になったような判例あるいは事例も

ございます。これは、やはり一定程度人数を配置

しないとやはりなかなかこの公正な選挙の執行に

はなりにくいのかなというふうに思います。これ

までよりは少しずつ投票時における職員の配置減

らしてはおりますけれども、今後ともなお一層数

字的な、人数的な配置につきましてはいろいろな

観点から見まして適正な人数を配置していきたい

というふうに考えております。 
  それから、立会人の選任でございますが、これ

は選挙管理委員会だけでも決められません。やは

り地区町内の役員の皆様方等にもお諮りいただき

まして、その投票区における適任者を決めていた

だくというふうな形で選任しております。なかな

かその顔ぶれが変わらないというふうなことがあ

りましたけれども、やはり適任者、その地区地区

においてそれほど誰でもいいというふうなことに

もならないためではないかというふうに思います。 
  それから、受付等に民間の方というふうなこと

がございました。これは、実際やっている市町村

もあるというふうなことで、私どもも一応は検討

はいたしましたが、ただ、投票日というのは１日

限りのことでございます。この１日限りとは言う

ものの、かなり重要な、間違いというふうなこと

があってはならない事務でございます。これが１

日限りで、今まで全くやったことのない方でお願

いするというふうなことになりますと、その事前

に研修なり何なりというふうなことを考えますと、

やはりそれよりは経験あるいは事務的な取り扱い

等も心得ている市の職員が適当なのではないかな

というふうなことで今まで市の職員を投票事務で

お願いしているところでございます。 
  以上でございます。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 今のお答えですと、立会

人について基準というか、その地区町内で決める

らしいですけども、私のところ見ると別に、私今

区長やっていますけど、別に相談も何にもないし、

そういう話聞いたことないんですけども、それで



行っている人が逆にずっと自分ばかりで何か大変

だみたいなこと言うもんですから、ちょっとその

点でお聞きしたわけです。 
  だから、そういう意味では、ずっと同じ人でな

くて、たまに変えるとかというそういう……年数

３年とか４年とかとこれはあるわけですか。そう

いうこともちょっと……ずっと同じ人が言うもん

ですから、その辺をちょっと聞かれたもんですか

ら、その辺わからなったからちょっと教えていた

だきたいんですけども。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正一。 
中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一君。 
小野正一選挙管理委員会事務局長 お答えいたしま

す。 
  特に年数というふうなことはございません。も

しそういった地区といいますか、投票区内でそう

いうふうな話がございまして、適任者の方がいら

っしゃいましたら教えていただければありがたい

かと思います。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） じゃ、まずわかりました。

まず、この選挙の関係につきましてはもう少し、

先ほども言いましたけど、費用も含めて、体制の

あり方について一応検討していただきたいと思い

ます。 
  次のコンプライアンスということで、この当市

につきましてはこのマニュアルというか、その辺

のところ先ほどちょっと説明ありましたけど、も

うちょっと詳しくというか、お願いしたいんです

けども。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 法令遵守につきましては、基本

的には法令遵守をさせる機関が行政機関で、行政

機関が法令遵守をしないというようなことはとん

でもないというか、非常に遺憾なことです。 
  奥山議員がありましたその法令遵守の中でも公

務員倫理というふうなことがございました。その

件に関しましては、国家公務員倫理法という法律

がございまして、その国家公務員倫理法の中で国

家公務員倫理規程を定める必要があるというよう

なことで、その両方が整備されておりまして、例

えば業者と飲食をともにしてはならないとか接待

ゴルフに応じてはならないとかいろんな細かい規

程が規定されております。 
  地方公務員につきましては、一部そういうふう

な規程を設けているところがありますけれども、

ほとんどは地方公務員法に基づいて、先ほど申し

上げましたように、こういうことをすれば懲戒処

分の対象になるよというような部分を規定してご

ざいます。 
  ただ、国家公務員の権限と市町村の権限、我々

の権限というのは、恐らく我々の権限なんていう

のは100分の１に満たない権限でございますので、

国家公務員が規定するような倫理規程そのものが

当てはまるかどうかというようなことは非常に疑

問でございますけれども、ただ、その国家公務員

の倫理法あるいは倫理規程に準ずるような形の中

で地方公務員の行為も制限されていると。それに

基づいて懲戒処分の基準等々を定めて、さまざま

な法令遵守の違反があればそれなりの処分を受け

るというふうなことが新庄市の体制になってござ

います。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） 私の質問ちょっと違った

かもしれませんけども、ただ、公務員倫理規程、

それはわかりますけども、法律もわかりますけど

も、マニュアルというか内規といいますか、そう

いうものは当市ではないのでしょうか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 公務員が守るべきいわゆる態度

というか、そういうような部分のマニュアルとし

て規定したものはございません。 



１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） わかりました。普通の会

社でも普通仕事、業務をやっている中で、内規と

かそういう規定とかそういうのは必ずあるはずで

す。それは、当市は今ないという課長の話でした

けども、できればそういうマニュアル的なものを

つくって、それに基づいて職員が業務をやってい

くというふうにやっていければ一番それはベスト

だと私思いますけども、今の状況ではないようで

すので、できれば検討していただきたいと思いま

す。 
  次の財政再建についてでございますけども、先

ほど市長からもあいさつありましたけども、もう

とうに早期健全化団体に該当している現状でござ

いますけども、これ今の段階で35％までは行って

いませんけども、この来年の３月の新しい決算に

つきまして35％の数字にもし行ったような場合で

すけども、財政再生団体にそのときはなるわけで

ございますけども、そのならないというか、その

意思というか、ならないことを祈りますけども、

そうならないためにはどのようにするか、そうい

うようなことを考えているのか、ちょっとお聞き

したいと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 昨年のちょうど秋に実質

公債費比率の指標が公表されて、初めて１つの目

安、物差しとしてこの実質公債費比率が出てきた

わけです。その時点で新庄市の公債費の度合いが

非常に高いと。その前から公債費全体としては高

かったわけですけども、平成23年度までにこれを

25％までに下げていきなさいというような目標を

立てさせられたということで、これが公債費負担

適正化計画ということで、これを着実に実行して

いくことが義務付けられたということであります。

それに従って県のほうでこの起債はどうなのかと、

あとこれ以上借りたら起債の程度はどうなるのか

ということで、県から非常に事細かに指導を受け

ながら財政運営計画をいろいろ相談しているわけ

です。 
  その実質公債費比率は３年間のトータル平均で

出てくるわけであります。過日皆様方にお配りし

た適正化計画の中にもこれを下げていくという大

命題でこの計画が立てられておりますので、今年

の数値が最悪であって、来年からは下がっていく

と。したがって、来年は３カ年平均で29.9、そし

て29.4、28.0と、そして23年度には25.8と。これ

は前の数値でありまして、実質23年度の到達点は

３カ年平均で23.8になるというような計画を立て

ておりますので、35を上回るということは計画を

実行していっていれば心配ないということが言え

ると思います。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） じゃ、これからまず一応

財政再建に向かいまして頑張ってもらうというか、

計画どおりに数字を達成することを希望して、次

の情報公開についてちょっとお伺いしたいと思い

ます。 
  先ほど市長からもるる説明ありましたけども、

地域情報化計画も策定してございますけども、こ

の推進委員会というか、11月末までの予定表とい

うか、これはどういうふうになっているか、ちょ

っとお聞きしたいんですけども。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 地域情報化計画を立てて、

情報公開、それから情報の守秘義務、そういった

ものについて事細かくずっとやっているわけであ

りますけども、職員への徹底とか、それから外部

関係の委員の皆さん方からとか、そういった多方

面から計画を立てていただいて、着実な実行につ

いて情報管理をやっているところであります。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 



１ 番（奥山省三議員） だから、このスケジュー

ルどおりになっているということでございますか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 ほぼ計画どおり進捗して

いるということが言えると思います。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） ちょっと新庄市地域情報

化推進委員というメンバーは、私ちょっとわから

ないんですけども。これどのようなメンバーで、

何名いてというか、ちょっと教えていただきたい

んですけども。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 ちょっと人数については、

確か５名ほどだったというふうに把握しています

けど、ちょっと人数については不確かなところが

あります。 
１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
中川正和議長 奥山省三君。 
１ 番（奥山省三議員） じゃ、後からそれを教え

ていただきます。 
  市長がおっしゃいました情報公開ということで、

市民に財政状況をわかり易く公開するということ

でございますので、それを期待して私の質問は終

わらせていただきます。 
  どうもありがとうございました。 
中川正和議長 ただいまより10分間休憩いたします。 
 
     午後 ２時４３分 休憩 
     午後 ２時５３分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
  なお、星川 豊議員が午後２時より欠席の届け

出がありましたので、午後２時より欠席となりま

す。 
 

 
     金 利寛議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、金 利寛君。 
   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 
１３番（金 利寛議員） 平成19年度12月定例議会

一般質問５番目の質問となりましたけれども、た

いまつ’07の一員として一般質問をさせていただ

きます。 
  さて、本来ですと来年度予算をはじめ当市が抱

える財政問題も含めて、事業の数々の進め方など

政策論争を十分にしたいところではありましたけ

れども、新市長の政治を行う新庄市のトップリー

ダーとして、何としても気にかかる事柄がここ２

カ月ちょっとの間に数多くあり、また市民からも

その意見が寄せられ、また疑問に思っていること

などその真意をまずお伺いしないと、納得いかな

いと私は前に進めない性分なものですから、お伺

いをしたいというふうに思います。 
  新市長の行政執行を行っていく上での山尾市長

の理念と信条についてをお伺いしたいというふう

に思います。 
  さて、新市長は、頭もよく、雄弁で、新庄市民

の納得のいく資質の持ち主であると私も思ってお

ります。そうではありますが、入り口の部分で何

としても入っていけない、また疑問に思っている

ところを私自身が市長の話をお伺いをして払拭し

ない限り、心に荷があったんではいけないという

ふうに思い、お伺いする次第であります。 
  まず第１に、本年９月30日に市長は２度目の挑

戦で市長になられました。その際、対立候補にか

なりのダメージを受けるような事象、天童に1,000

坪の土地を購入している、そして務めが終われば

天童のほうに引っ越しするんだそうだと、もうマ

スコミも知っているそうだと、そういう方に新庄

市を任せてはいけないのではないか、皆さんどう

でしょうかという内容の風評が町中を駆けめぐり



ました。この件に関しては、要するに単刀直入に

お伺いしますけれども、新庄市長はまず御存じな

のでしょうか、お伺いをしたいというふうに思い

ます。ここに並んで一般質問を聞かれている行政

の幹部の職員の方々は、ほとんどの方が知ってい

る事実であります。どうか納得のいく答弁をお願

いを申し上げます。 
  第２番目の質問でありますが、新庄市長の本番

用のポスターについてお伺いをします。あの斬新

さは、今までに見たこともないような、全国でも

初めてではないかと思われますが、首長の選挙で

はですよ、あの色使いといい、夜空の花火といい、

顔だけをクローズアップした胴体なしの本番用の

ポスターであります。今までにない刷新のポスタ

ーではないかと言われておりました。 
  反面、片や夏の風物詩ではないかともやゆされ、

また品がないのではないかと言われていることも

事実であります。あのポスターの本心、また意図

するところは何なのでしょうか、お知らせいただ

きたいというふうに思います。また、特に花火は

何を意味するのでありましょうか。これもお知ら

せ願いたいというふうに思います。 
  次に、中学校給食のことでお伺いをします。先

に小野議員の質問について答弁があったわけであ

りますけれども、重なるところは省いていただい

て結構でありますが、新市長はマニフェストの中

に中学校の健康増進と食育のために中学校に選択

制の給食を実施します、２年以内にというふうに

マニフェストにはあります。これは、大変いいこ

とでありまして、市民も待ち望んでいるところな

のでありますが、現に教育委員会のほうでも市長

が市長になられる前から検討委員会を立ち上げて、

そして検討に入っていた矢先の事柄ですから、そ

れはそれでいいのです。 
  ただ、今まで進めてきた上で、その新聞報道さ

れた後とは思いますが、新聞報道のされた時点で

は所管の常任委員会には何ら説明のないまま、委

員会以外の議員は何も知らないまま、新聞報道で

知ってびっくりしたのも事実は事実であります。

当然本質的に所管の委員会ぐらいには議論をまた

周知をした上で新聞発表となるのが本来の議会の

あり方ではないでしょうか。 
  先月22日の全員協議会での席上、新市長は抱負

も含めてあいさつをされました。その中には、行

政と議会とは両輪でありますとの発言があったば

かりであります。そして、その次の日に、その言

われたその言葉が乾かないその次の日に新聞報道

がなされたのであります。その後１週間もその委

員会には説明を……１週間後ぐらいには説明され

たと聞いておりますけれども、この問題は議会と

は何か、両輪とは何か、根本的な問題がはらんで

いるのであります。現に悪いことに文教厚生常任

委員会で尾花沢市の学校給食、中学校の学校給食

問題で視察に行っている中で、尾花沢の市の職員

から「新庄市もう親子方式で行うのではありませ

んか」と新聞を示されたというのであります。常

任委員会では知らされておりませんでしたので、

答弁にしどろもどろ、大変であります。要するに、

ある意味では恥をかいたというのであります。行

政側のひとり走りで、議会との連携がない典型的

な事例が勃発しているのであります。 
  新市長は、マニフェストの執行だからそれでよ

いのだと思っているでしょうけれども、視察に行

って相手側より報道新聞で当市の様子を知らさせ

る、こんな侮辱はありません。当の委員会はわか

らないのですから、市長が議員のときもあったわ

けでありますから、どう思われますか。よく考え

ていただきたいというふうに思います。このこと

は、拙速以外何物でもないと私は思えているので

すが、いかがでありましょうか。 
  新市長もかつては議員の時代があったのでは、

ですからよく知っていられると思いますが、昔福

祉事務所と健康課のワンステップでその仕事を終

えるようにということで増築をした際、議会での

審議が始まる前に基礎工事が進められていたのを

議会軽視であるということで工事がストップして



いたことがあります。市長もよく存じ上げている

事象なのであると思いますが、これと何ら変わら

ないのではないかというふうに思うわけでありま

す。幾らいいことでも順序が違えば、それは違う

のであります。 
  もう一点、副市長の報道も全員協議会での先月

22日に１枚の紙で、それも略歴もなしの名前のみ

のペーパーのみで、何だこれはというのもつかの

間、次の日に新聞報道で個人名まで出て、「副市

長に起用、新庄市長方針」とあり、それまた１週

間もたたぬ間に副市長案見送り要望、市議会に十

分な説明がなかったとの顛末。これでは、個人名

の挙がった方に大変大変本当に……今もいらっし

ゃいますけれども、大変申し訳なく、行政執行の

あり方が問われているのではないかと思いますが、

いかがでありましょうか。 
  この件に関しては、何人かの議員だけは事前に

説明があって知っていられたようでありますけれ

ども、その方の中には野川氏、能面師であります

が、その襲名披露、そのパーティーで人事の件よ

ろしくお願いしますなどとお願いをして歩いたそ

うでありますが、議会を代表する議長、副議長な

どにもその事前の説明がないままにこそこそと人

事を行ったということは、議会軽視も甚だしいし、

本当にどうなるんだ、これからと言わざるを得ま

せん。 
  新市長として、はっきり次々と打ち出して刷新

したいというその気持ちはわからないわけでもあ

りませんが、行政と議会との最低限のルールはあ

るのではないか。ここ２カ月ちょっとの間に余り

にも裁量権の行使のある市長ですから、ワンマン

で物事を決め、ごく一部の議員との間で物事を進

むと思っているのではないかと憂えている一人で

ありますが、今後のこともありますので、納得の

いく御答弁をお願い申し上げまして、再質問の時

間を十分にとらせていただきたいと思いますので、

よろしく御答弁をお願いしたいというふうに思い

ます。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、本日最後の一般質問にな

ります金議員の御質問にお答えさせていただきた

いと思います。 
  件名は、すべて私の政治信条についてというこ

とで分化されておりますが、１番目については、

対立候補が天童に1,000坪の土地を購入している

との風評がということでありますが、私が知って

いましたかということですが、私は知りませんで

した。 
  ２件目の政治信条、日本経済の低成長、少子高

齢社会などによる社会保障財源の増加により、今

後も多くの自治体の財政が困窮化していくことが

予想されています。このような中にあって今日、

新庄市が取り組んでおります財政健全化を早期に

達成しようと市民の皆さんにも理解いただき、ま

た協力もいただいております。 
  しかしながら、私に寄せられた傷んだままの道

路、中途半端な除雪、子育て支援、高齢者福祉の

後退など行財政改革による市民の日常生活に及ぶ

痛みの声は、市は何もしてくれないといったあき

らめにも似た閉塞感につながっております。 
  真っ暗な夜空の中に大きく輝く花火は、そうし

た子供たちに夢を与えたいという私の日常活動の

一環として花火大会を行いました。地域の閉塞感

を打破しようという願いを込めたものであり、胴

体のない顔だけの写真は、また私が平成11年初め

て市議会議員に立候補した際にも用いたもので、

初心に返りこの選挙戦を戦い抜く決意を込めたも

のであります。 
  それから、中学校給食等々についてです。11月

13日の定例記者懇談会におきまして、中学校の学

校給食について問われましたので、平成19年３月

５日の学校給食検討委員会の皆様の報告を踏まえ、

４月20日に庁内に検討委員会が設置され、現在基



本的に親子方式による中学校給食の実施に向け検

討作業が進められていることを申し上げたところ

であります。 
  また、実施の日につきましては、平成21年10月

１日を目標にしたいと私の意向を申し上げたつも

りであります。さも決定したような誤解を生じさ

せたことについては言葉足らずであったと思って

おります。しかしながら、こうして議論の場に立

ち上げていただくということは、大変ありがたい

と思っております。 
  中学校給食の実施に際しては、庁内で学校規模

や調理場の機能などまだまだ検討しなければなら

ない課題もあり、議会の皆さんの御意見、御検討

もいただかなければなりません。議員の皆様は、

市民の代表として行政の意思を決定する役割とそ

れぞれのお立場から市民の意見を行政に反映する

とともに、行政への理解を深めていただく役割を

も持たれておられます。11月22日の全員協議会で

申し上げました行政と議会は両輪であるとする考

えは何ら揺るぎないものでありますので、「人、

行きかうまち、人、ふれあうまち、人、学びあう

まち」づくりに力を合わせていただきたいとお願

い申し上げます。 
  最後に、副市長の新聞報道につきまして、11月

22日の全員協議会終了後に会派代表会議を開いて

いただき、副市長の選任について御協力を申し上

げましたが、夕刻には取材を申し込まれることと

なりました。報道機関の取材力を改めて認識させ

られたところでもあり、決して議会を軽視したわ

けでもなく、私の配慮不足、説明不足から議会関

係者並びに予定者に多大の迷惑をおかけしたと思

って、深く反省しております。議会軽視ではない

かという御質問ありましたが、私の気持ちには決

してそのような考えはございません。 
  ただし、先ほども小野議員のほうに申し上げま

したが、適宜取材等申し込まれた場合などには、

方向性、方針を述べなければならない立場である

こともぜひ御理解いただきたいと思います。 

  以上であります。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 市長の見解をお伺いした

わけでありますが、新市長もオールマイティーで

はないと思うんです。例えば大変申し訳ありませ

んが、市長とやりとりしたいと思いますんで、ご

み問題についてです。畑にし尿処理場があります。

福田に下水道の処理場がありますが、その違いは

御存じでしょうか、市長。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 金議員がおっしゃるとおりすべてを

知っているわけではございませんので、下水道と

尿のほうの汚水の処理場の違いだというふうに認

識しております。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 大変申し訳ありませんが、

畑の処理場は一般廃棄物であります。福田の下水

道処理場は産業廃棄物であります。省庁が違うの

であります。環境省と、畑は厚生労働省なのであ

ります。省庁間のあつれきもあるのは、前の新庄

でそのバイオマスでやった油の二重課税の問題で

痛いくらい市長も御存じだと思うのです。それを

ですよ、先ほど小野議員の話の中で、し尿処理場

の中にごみをそういうふうにしてまぜて粉砕して

云々というのは、全然今の知らないということ、

私は何も市長が全部知っているというわけじゃな

いですよ、知らないのが当たり前なのです、これ

から勉強されていくのですから。 
  だけど、それをわかった上でその議論の場に提

供してくださるのと、全然わかりもしない、省庁

の違いもわからないままに、それを市長がこうい

うふうにしたほうがいいという希望的観測は、省

庁間に対するあつれきがあることで、決して受け

入れられない事実なのであります。 
  これと同様に文教厚生の親子方式、それはいい



でしょう。それから、市長ですから、要するに報

道もしなくちゃだめなその責任はということは当

然十分わかります。 
  しかし、まだ煮詰まっていない事項は、市長だ

からと、裁量権なのですからと言って、それを物

議を醸し出す、基本的にわかっていないことを言

ってしまって物議を醸し出す。これは、公平なテ

ーブルに乗せたことにはならない。じゃ、今の常

任委員会で全然知らない状態の中で、常任委員会

に対する迷惑を感じているというふうには認識し

ませんか、どうでしょうか。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 認識、かけたかかけないかというの

はまた別の問題にしまして、先ほどの私し尿のほ

うに入れるというふうには言っていませんので、

誤解のないように。 
   （「下水道です」と呼ぶ者あり） 
山尾順紀市長 今し尿のほうに……。 
   （「いや、下水道、産業廃棄物の 
     ほう」と呼ぶ者あり） 
山尾順紀市長 それは、下水道の担当の課といろい

ろな考えの中で、ごみを減らすという方策はない

だろうかというような庁内の話。だとすれば、ひ

とつ検討しなければならないという考え方であり

ます。 
  それから、先ほどの委員会に迷惑をかけたかか

けないかと。尾花沢に議会のほうで視察に行った

ということでありますが、委員会のほうで行った

んですが、それは議会の視察であって、私が指示

できるものではないわけです。改めてここで議論

し、そしてまた今後議会の中での委員会、さらに

はこれが３月議会、６月議会、それを通してお互

いに不備な点あるいは予算的な不備な点、本当に

現実的に可能なのかどうなのか、そうしたことを

議論していくということが私とても大事だという

ふうに思っています。 
  私が新聞報道、結果的に新聞報道されたという

ことで、「親子方式ですね」というようなことを

向こうから先に言われたということで恥をかいた

とすれば、そのタイミングで言ったのはよくない

ということになるかもしれません。そのときに議

会のほうが視察あるということちょっと承知しな

かったということも御理解いただきたいと思いま

す。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 今の新市長の話ですと、

当然肯定しておいていて、委員会は委員会、私は

こういうふうに希望的云々と、こう言ったと言う

けれども、それは九思一言もあって、要するに自

分が言っていることは、トップリーダーですから

360度みんなから見られているわけですよ。それで、

そういうふうにして軽率な……だったら逆に言え

ばもう一つ、副市長の件にしたって、新庄市とし

ては失態でしょう。言葉足らずだったとそれだけ

で言っているわけですけれども、本人を前にして

申し訳ないですけども。 
  だって、両輪を回すと言われながら、議長、副

議長に事前に報告していないのですよ。今そうい

うふうな話を今やりとりしていますと、市長の物

事の提示の仕方、市長の希望的観測もあってやら

れて物議を醸し出す、この４年間は繰り返しにな

るのではないか。 
  例えば２番目の花火について言います。この花

火というのは、見る人によって、本年８月に前市

長が逝去されました、髙橋市長です。18年間新庄

市のトップリーダーとしての逝去です。努めて本

当にこれまで一生懸命務めてこられて、突然の悲

報であります。新庄市が全市が喪に服して悲しん

でいるときのその花火は、子供に夢をとは言いつ

つ、対外的に新庄市の客観的に、全市民今３万

2,000ぐらいいらっしゃいますけども、有権者が。

その中の人方が、ましてや新市長は僧籍にある方

でもあります。そして、死んだ方々を引導して成

仏させてあげるその役目もあるはずの方であるは



ずであります。檀家の方々には、そう願って読経

唱題をされているはずであります。人の生き方、

死に方、それに大いにかかわって、そしてその頂

いている高貴な方でもあるはずであります。その

方が幾ら子供に夢をとはわかりませんけれども、

境内内で花火をやって、それは子供に夢を、それ

はいいでしょう。しかし、またその本番用ポスタ

ーにそういって使われるということはいかがなも

のかと。時期が悪いのではないか。新庄市の機運

を、機微をわからないのではないか、配慮に欠け

ていたのではないか、はたまたそんなことまで考

えは及ばなかったのかどうなのか。どっちなので

しょうか。先ほども言いましたけれども、トップ

リーダーというのは山の頂に上がっています。も

うそのありとあらゆる方向とか360度から人に見

られるのです。その配慮に欠けるということは物

議を醸し出します。 
  先ほど常任委員会は常任委員会で私知りません

でした。だけども、大変な迷惑がかかっているの

です。恥ずかしいでしょう。山尾新市長だって昔

は委員長されたんですから、視察に行って、「あ

んたのところでこうやって新聞出ていますよね、

市長が言っていますよね」と言われたら、「ああ、

私知りませんでした」と。どんな思いでしょうか。

そういうふうな配慮はあるのでしょうか。そこの

ところに配慮が欠けていると言わざるを得ない。 
  副市長の場合なんかもそんな感じがするのであ

ります。名を挙げられた方は大変だと私は思うの

ですが、そのところ、提案の仕方、今までいろん

な云々で配慮不足だというだけでしたけれども、

今の親子方式にしたって、それだけの他の方々に

議員に対して、議員と行政は両輪で回すと言われ

ながらも、そういうふうな「ああ、困ったな」と

「迷惑かかっているな」ということの配慮に欠け

ているのではないか。同じような打ち出し方をこ

れからもされるのではないかと思いますが、いか

がでありましょうか。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 いろんな御指摘いただいて、大変あ

りがたく思います。 
  花火、節操がないと言われるのか、何か言われ

ますけども、花火を実施した時期は７月の末で、

前市長が健在のときの花火大会だということは御

理解いただきたいと思います。土地につきまして

も、境内ではなく、田んぼの真ん中で、地権者に

御理解をいただいて上げさせていただきました。 
  それはさておき、そういうふうな亡くなられて

喪に服さなくちゃいけないというような時期に顔

だけのポスター、花火はいかがなものかと言われ

ましても、私は市民葬が終わるまでは何も行動し、

発言しておりません。市民葬が終わって初めて必

要に迫られて基本的には選挙が行われると。とす

れば、選挙に合わせた自らのポスターをつくると

いうことは、何ら誰からもとがめられることでは

ないと私思っております。 
  それから、学校給食の親子方式を尾花沢に行っ

て、「市長がこういうんだったね」と言われまし

たと、そこで初めて聞かされて驚いたということ

ですが、それは先ほど申し上げましたように、議

会がどういう観点で尾花沢に視察に行かれたとい

うことについては承知しておりませんでしたので、

新聞報道が先になったということで、委員の皆さ

んが相手側からそういう視察だろうというような

ことの向こう側の気持ちが相手側がそういう表現

したんだろうというふうに思いますので、その辺

についてはちょっと承知していないというふうに

御理解いただきたい。 
  両輪ということでありますが、やっぱり行政と

議会は両輪の何物でもないと思います。ただし、

それがすべて100％議会に報道し、相談してからで

ないと私が物事を言えないという立場ではないと

いうことは先ほど申し上げたとおりであります。 
  しかし、これまでの中で配慮不足、説明不足等

があり、皆さんに御迷惑をおかけしたという点に

ついては深く反省しておわびを申し上げたい。 



  今後につきましては、大事なことについてはで

きる限り早く、早く、早く情報を提供していきた

いと思っております。ただし、取材等の申し込み

があれば、市民に知らせなければならないという

私の立場もあります。そうした意味で、互いに議

会を通し、お互いに考え方、行政の方向、それら

をチェックしていただき、そして議決、予算執行

というようなことになると私は理解しております

ので、決して議会を軽視しあるいは両輪でないと

いうつもりではございませんので、御理解いただ

きたいと思います。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 今の市長の答弁をお伺い

しておりますと、やっぱりこれからも問題が惹起

してくるのではないかというふうに思われます。 
  例えば委員会が知りませんでした、ですから私

の知らぬところだと。それから、後にこうして言

ってしまってからこうだと。それでは、議会と両

輪と言っているけれども、出し方についても同じ

ですよ。生ごみは今後しない。今までどれだけの

検討をした状態の中でやったのかどうなのか。大

友教授といろんな云々でこうだった。じゃ、打ち

合わせをしたのかどうなのか。そしてそれを発表

しているのかどうなのか。私が市長であるから、

私も言わなくちゃだめなその立場も考えていただ

きたい。それはわかりますよ。 
  だけど、誰に相談、その専門のその所管の委員

会にも全然連絡ないままに言って物議を醸し出し

てこういうふうな状態に２カ月の中で、いい例が

副市長じゃありませんか。それを私も言わなくち

ゃだめだと言って言っている状態、例えば庁内の

云々で市長がそういうように言っている状態の中

で、省庁の違いも認識されていないでそれ言って

しまって物議を醸し出す。こんなことはあっては

ならない。所管によく聞いて、「こういうふうに

出すけれどもどうだろうね」とことこそ、行政の

中でも一致していない。ましてや両輪と言われて

いるけれども、出して、これを議論させてもらっ

て本当にありがとうございます。とんでもないこ

とですよ。問題になってこの議論してもらって、

そういうふうな意識してもらったのですか、私は

こうやって進めたいと思っているのです。これで

はないでしょう。それは、事前に所管の委員会に

言って、「こういうふうに私出しますけど、どう

ですか」とかといったぐらいの説明があって今ま

では両輪で進んできたわけですよ。それもぽんと

言って、それでまたこの前の23日に言って、29日

に謝罪文を書かなくちゃだめなような状態になる

ということは、裁量権をちょっとはき違えている

のではないか。 
  市長がもうそういうふうにしていて、いろいろ

私も市長ですから、記者から言われればそういう

ように言わなくちゃだめだと。言わなくたって、

まだ決まっていない、煮詰まっていない、どっち

に動くか方向性も定まっていないのに言ったら、

それはみんなもうマスコミという力は、そう言っ

たらばそれが断定とみんな認識するのですよ。そ

うしたら、それによってまた変わった場合には、

おかしいねとなりませんかということをお伺いし

ているのです。 
  幾ら市長だってまだ決まっていないことまで、

まだ方向性が決まっていないことを言ったら物議

醸し出すのは当たり前でしょう。今の話のやりと

りしただけでもちょっとおかしいよねと、今後そ

ういうふうにして市長がぼんぼん、ぼんぼん希望

的に出すのかなと、所管の委員会にも相談もしな

いのかなと。ましてやそれぞれの担当の課長にも

いろいろ説明しないままに自分の意見を通すのか

なとなったら、ワンマン市長としか言わざるを得

ませんよ。 
  そこのところは、今までのこの２カ月半でちょ

っとおかしいよというところがいっぱいあり過ぎ

たのです。そこのところを今後の議会運営、そし

て行政執行という観点で今の話のやりとり聞いた

としても、他の人もちょっとあれはワンマンでな



いのと思っている人もいらっしゃると思いますよ。

そこのところを直さない限りは、私は裁量権だか

らやるんですよ、どうぞと、こうなりますよ。そ

このところどうなんでしょうかと。今この何カ月

間でそういうところがあったでしょうと。訂正文

出したでしょうと。委員会でいろんな部分でこう

いうふうな状態にして恥かいているんだよと言っ

ても、それを私あずかり知らぬことだから、委員

会は委員会で行ったんだからと。言う前に方向性

の所管の委員会にすることこそ、これは行政と議

会とが両輪を回すことになるでしょう。そのとこ

ろも御認識ならないままにそうやって進められる

のでしょうか。どうぞ。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 ワンマンだというふうに言われまし

た。ワンマンです。ひとり身です。だれに相談し

たらいいか大変厳しい状況です。人事案件に対し

ても、誰か相談する人をつくりたいということに

ついても、どういうふうに相談したらいいか非常

に難しいです。そういうようなことも含めて、今

はワンマン状況です。ワンマンという言い方する

と、勝手にやり過ぎだという意味にとられるかも

しれませんが、ひとり身だということです。それ

を抑える人がいれば、「おまえ、やり過ぎだ」と、

「言い過ぎだ」と言う人いれば、「なるほどな」

と、そういうことも今できない状況であるという

ことを御理解いただきたいなというふうに思いま

す。 
  裁量権の幅というのは私にもわかりません、私

がすべてを決定することはできませんので。あく

までも議会で予算を通して議決するということが

最大の議会であり、議会の役割というんですかね。

行政は、どんなに発想し、実行しようとしたとし

ても、予算が通らなければ一切仕事をすることが

できません。これは、議会の持つ最大の機能だと

私は思います。そうした意味で、議会を軽視する

なんていうことは決してありません。 

  それから、決まっていないことをいつもそうい

うふうに言われると。決まっていないから言うん

です。決まったこと言っていったんなら、それこ

そ皆さんに御迷惑をおかけいたします。私は、こ

ういう方針で、こういう方向で行きたい、ぜひそ

の所管課は早急に対応してもらいたいと、私の方

針です。これは、言わなければ職員も動きません。

いつか検討委員会があって答えが出るだろうと待

ち続けたんでは、私のマニフェストに間に合いま

せん。市民と契約したわけであります。 
  実際にヒアリングの中で検討委員会が立ち上げ

られ、こうした検討がされているという内容をお

聞きしました。その時点では、自校方式あるいは

センター方式、その他の検討はございませんかと

いう課との打ち合わせもしております。その中で、

24年あるいは26年になれば財政事情が許して可能

かもしれないという課内の打ち合わせであります。

そこを何とか早目にできることはありませんかと

いう課内の協議をさせていただきました。私の知

っている情報も提供しました。それは、南陽市が

市長がかわり、学校給食を１年半で立ち上げたと

いう事例があります。ぜひそうしたところも視察

をしていただけないだろうかということで、検討

委員会のほうで視察に行ってきました。その中で

報告を受けました。 
  確かにいろいろなやり方の中で、１つの方向と

して親子方式もあるというようなことの報告を受

けました。その後に記者会見があり、私としては

そういう方式があるならば、できる限り早く、94％

の市民が、保護者がですか、保護者が求めている

中学校給食実現に向けて努力してもらたいと。努

力には、やはり期日がつきものであります。マニ

フェストの期限の10月１日をしていただけないか

という思いであります。内心は半年でできないか

という気持ちですよ。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 市長の意向がワンマンで



あるということも認識をしました。 
  ただ、それはそうでいいですけれども、先ほど

の畑のし尿処理場と福田の下水道の処理場とでは

省庁が違うのであります。それを一括した提案を

出して物議を醸し出させることは、遠回しになる

ことであります。最低限そのベースになる考えを

しっかりとした上で出していただかないと、行政

側も困惑しますし、議会側も困惑するのでありま

す。現に今この２カ月半はその状態です。それを

認識できないところに新市長のワンマンさがある

ように思えてなりません。 
  私は、今回で政策論争これからしたいと思って、

今回はこういうふうないろんな政治理念、信念を

お伺いして、払拭できれば今後非常にこういうの

はどうだ、こうだということの話もしたいなと思

うけども、まだ私の心の中では払拭できません。 
  そして、市長は、あなたは前に二十年有余市の

職員として勤務をされて、市会議員となりました。

行政経験もあったものの議員が初めてだったその

ころに、あなたは新人議員同士で会派を組まれて、

議長選のときにある方を推されて、その代表とい

うか、政治手腕というか、力の力学というかわか

りませんが、あなたは広域の議員、もう一方はあ

る組合の員外幹事になられたのであります。私の

認識では、要するに広域議員は８市町村代表で最

上地域の広域的仕事のその審議を行うところであ

り、あるがゆえにある程度の議員経験もあっての

ポジションであると私は思っておりましたから、

政治の力学に本当にたけた方だというふうに思い

ました。そういう政治力学に人一倍たけた方です

から、察するに勝つためにいろんな今みたいなワ

ンマンも含めて手段がありかなと、あらゆる策の

中でこういうようにありかなというふうに思った

次第です。 
  そして、天童の土地問題については、対立候補

でなくて、市長を応援された議員の方々の中には

街説でも言っているのであります。それを私は知

りませんでしたというのは、どうしても納得いか

ないところであります。 
  そして、この風評というのは、そもそもにして

風評というのは、要するに世間のうわさ、そして

伝聞、憶測あるいはデマなどによって誤った情報

をあたかも真実のようにそれを広め、それを関係

者が受けてしまうというのは事実であります。知

らなかったとは何としても……この幹部職員全部

知っているんですよ。私は、ちょっとどうかなと

いう疑問を、クエスチョンマークを投げざるを得

ません。 
  また、12月２日に新庄市の有権者数は３万2,194

名でありました。山新に載っておりました。10人

に１人もしかしてそのデマを信用したとなったら

どうなるでしょう。10人に１人ですから3,200票で

す。1,000票を超えれば逆転します、行って来いで。

という危険性もある他の人方には、おかしいよな

と思っている１つの点なのであります。現にその

５人の議員の方々と飲食をともにするときがあり

まして、話をお伺いをしました。そうしたら、対

立候補のほうが盛んに新市長のことをいろいろデ

マを言っているので、我々もそれに乗じて言った

のだと。間違いなくそういうような答弁を言って

おりました。それを知らない、わかりませんでし

たと言えるのでしょうか。どうぞ。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 そのことにつきましては、先ほど申

し上げました私は知りませんでしたということし

かありません。私は、人のことを言いませんし、

人のことの批判もしません。私の考え方だけを述

べる主義です。 
  しかし、選挙には風評はつきものです。私の息

子が東京で事故を起こしてもみ消してもらったん

だそうだなという風評が出ました。本当かと。私

の息子は免許を取っていません。車が乗れないん

です。事故に遭っても事故を起こすことはありま

せん。こわいものです。選挙というのはそういう

ふうな風評が非常に絡む。私は大変非常にこわい



ものだというふうに思っております。しかし、私

自身は人のことは言いません。これだけは伝えて

おきたいと思います。 
  先ほど広域議会の私の議員時代の議長選挙に絡

む話がありましたが、それに答えていいかどうか

わかりませんが、ある方のアドバイスを確かにい

ただきました。私は、そういういすは要らないと、

要りませんとお断りしました。しかし、「おまえ

が行って変えなきゃだめだ」と。はっとさせられ

ました。それで私は行きました。４年間務めさせ

ていただきました。その間、ごみ焼却場問題があ

ります。30億で提案する業者、広域では既に54億

ですべて決めていた。そういう事案がありました。

今その財政負担が重くのしかかっていることも確

かであります。あのとき議会では、そのごみ焼却

場に反対をしました。結果として、広域では郡部

とのやりとり、理事長の判断で今の焼却場になっ

たという事実もございます。また、一般質問がな

い広域議会でありました。一般質問をする機会を

設けなければならないというようなこともあり、

議会運営委員会なども実施されました。そうした

意味で、駆け引きとしてというふうなことは私の

意ではないと。「おまえが行かなきゃだめだ」と

いう一言で私は「行きます」ということを申し上

げたというふうに御理解していただきたいと思い

ます。 
  風評によって票数が云々、もしそれが事実であ

り、またこの選挙にどういうふうに影響したもの

であるとするならば、堂々とやはり訴えていただ

かなければならないと思います。この場でこのこ

とをさらに話すつもりはございません。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 新市長との真摯な生々し

い話のやりとりをやりましたけれども、それにう

かがわれる市長の人間性がワンマンと相まって、

人間性をちょびっと疑うところがあります。 
  あなたは僧籍にある身であります。よって、要

するに人の身にですね、五尺、六尺の人の身に同

生同名天というのがあって、そして天にかわるが

わる人に影が身に沿うがごとく、昼夜も離れずに、

すべて小罪、大罪、大功徳、小功徳、つゆも離れ

ずかわるがわり上っていって天に仏説きたもう、

それによってその人の所天の加護がありますよと

いう。僧籍の方ですから、それはよく知っている

でしょう。心の奥底知らない。だけど、これだけ

風評がなっている。だけど、今の言葉の中に私は

人のことを言いたくありません、知っていました

けれども言いたくありませんとなっているもので、

本当に知らなかったのか。これまでみんながもう

知っていて、議員の皆さんの、５人の方々ですが、

皆さん応援されている方々が口々に言っている言

葉で、それが選挙期間中に私は知りませんでした

と言った言葉が真実かうそかは新市長の胸の中に

あるでしょう。 
  しかし、それは小罪、大罪、小功徳、大功徳、

どっちなのかはよくわかりません。しかし、行政

執行には人に納得させる調和と人間性が必要であ

ります。そのところ、私はワンマンであります。

この２カ月間で、だって委員会にしたって私は知

りませんでしたと。言い逃れとしか言いようがあ

りません、別の角度からですよ。市長はそういう

ふうに言うでしょう。知らなくてみんな迷惑にな

っているのですから、勝手に報道で言ったんです

から。 
  そこに介在する議会と、そして行政、市とが信

頼関係にあるためには、そこに心根の問題が必要

になってくると思います。今の話をお伺いしてい

て聞く人方が本当に市長大丈夫かなと思うのは私

ばかりじゃないと思います。ますますワンマンで

打ち出して、また物議を醸し出して、それちゃん

と根回しというか、ちゃんと言った状態で九思一

言で話が出たらばそういうふうな状態にならない

で済んだはずだったのに、今も副市長の件、学校

親子給食の件、下水道で汚泥を廃棄物をまぜて

云々、省庁の違いを認識していない件、その他い



っぱいありますよ。そういうふうに言って、それ

を議論の場にしたのですからそれはいいでしょう、

よかったでしょうと。そんなのでないでしょう。

それをちゃんと行政側は行政側で一本化した上で、

担当と話をした上で話されなかったら物議醸し出

すの当たり前でしょう。議会で私ら何回かこの２

カ月間の中で新聞報道で「ああ、こういうように

やるのか」ということを知ったんですよ。所管の

委員会も知らないんですよ。おかしいでしょう。

そこを改めていただきたい。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 以上で本日の日程を終了いたしまし

たので、散会いたします。 
  明日11日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 
  御苦労さまでした。 
 
     午後 ３時４３分 散会 
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     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は20名、欠席通告者はありません。 
  それでは、これより本日の会議を開きます。 
  本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程（第３号）によって進めます。 
 
 
     日程第１一般質問 
 
 
中川正和議長 日程第１一般質問。 
  これより２日目の一般質問を行います。本日の

質問者は５名であります。 
 
 
     今田雄三議員の質問 
 
 
中川正和議長 それでは 初に、今田雄三君。 
   （１２番今田雄三議員登壇）（拍手） 
１２番（今田雄三議員） おはようございます。た

いまつ’07の一人として12月議会一般質問を行い

ます。 
  10月12日から13日の２日間 上産業まつりが盛

大に行われました。本町通りでもちびっ子山車ま

つりが一家総出でかけ声も賑やかに2,000名の人

出となりました。各イベントの相乗効果もあり、

期間中28万人を超える盛況ぶりであったとお聞き

しました。当然好天に恵まれたことに尽きると思

います。新庄まつりやカド焼きに匹敵するイベン

トであり、参加者と事務局が連携すれば目的を達

成できることを知りました。これからは多くのイ

ベントを計画することで人的交流を図り、まち活

性化につながることに自信を深めました。私も努

力し、参加しようと思いましたが、皆さんはいか

がだったでしょうか。 
  それでは、通告に従いまして質問を行います。

初に、市政と財政運営についてお尋ねします。

１つ目は、11月22日の全員協議会で市長のあいさ

つをお聞きしました。議会に対しては市政と議会

の連携は大事、市政運営については焦らず、ゆっ

くり、スピーディーにのあいさつに納得しました。

それは市長としての初仕事の考え方としては当然

のことと思いますし、今後取り組む姿勢とも受け

取れるものでした。今もやむことなく行政の仕事、

市民サービスがあり、一挙一動に気を使うものと

推察しております。 
  しかし、就任以来の市長の新聞報道を見たとき、

協議会のあいさつにいささかの疑問を感じました。

当然市長に執行の権限があることは承知していま

す。市長を取り巻く職員、議員、市民がいます。

目的を達成できるまで多方面にわたり協力を得る

ことも大切なことですし、執行者は努力すること

であると見てきたからです。その中で中学校給食

問題の報道でショックを受けました。中学生保護

者のアンケートを集約したところ、94％の保護者

が自校方式で実施を希望していることが明らかに

なりました。議会でも議論を繰り返し、早期実現

で検討するとし、現在に至っておりました。担当

課を中心に給食検討委員会や庁内検討委員会を経

て、一定の方向を示してくれました。この経過を

経て文教厚生常任委員会で視察を実施しながら、

意見の集約をしようとした矢先に市長の報道があ

りました。視察先でも新庄は親子方式で決めてい

るようですがと、結論ありきの説明に戸惑いまし

た。 
  もう一つは人事案件です。いずれも賛同を得て

結論を下す配慮に欠けていたものと理解していま

すが、いかがでしょうか。議会の立場、常任委員

会の意見や任務を含めて市長の真意をお聞かせく



ださい。 
  ２つ目は、財政再建計画が平成23年までの５カ

年計画で示されました。多くの課題が山積する中

でこれまでの髙橋市政をどのように理解し、方針

を打ち出されるのか。特に前市長が萩野中学校の

大規模改築を第一に考える、財政の再建の推移を

見て、この一、二年が正念場になる、早期に実施

したいとの考えを９月議会で明らかにしました。

この事業の見通しをお聞かせください。 
  このたび職員給与に関して人事院勧告や県の人

事委員会勧告が示されました。この実施について

経過を含めてお聞かせください。 
  ３つ目は、地方６団体が地方財政確立に向けて

多くの行動を実施し、国に要請してきました。こ

の結果、08年度予算について都会と地方の格差是

正、財政の弱い地方に対して意識して地方交付税

の増額配分が現実味を帯びてきています。このこ

とは参議院議員選挙の結果も大きく影響しており

ますが、首長や議長の努力のたまものと感謝申し

上げます。 
  多くの自治体は、地方のやる気に支援するあめ

と、地方は金が余っているむちの負担と交付税の

減額に健全運営ができなくなりました。加えて三

位一体構造改革が示されましたが、地方分権と税

源移譲が具体化しておりません。ふるさと納税が

話題になる中、福田内閣は格差是正の地方の声を

大事にするポーズを見せ始めています。それは地

方の知事経験者、増田総務大臣を引用したことで

す。一時的な政策で終わっていただきたくないの

です。大企業の本社が集中する東京、愛知、大阪

より法人事業税を都市部から地方に再配分するも

のです。再配分することによって税収が増える自

治体が地方交付税の配分額を減らされないように

交付税に再配分と同額の特別枠を設けて財政力の

乏しい自治体に重点配分、地方の財源が確実に増

えるようにするもののようです。 
  国に要望し続けた行動が結果として出された格

差是正です。私もこれまで地方の努力に限界があ

ることから、国に地方の実態を訴えることが重要

であることを提言してきました。市長も多方面に

要望し続けてきました。６団体とともに市長とし

て市民の生活と財政確保から地方の実情を国に強

く要望し、行動すべきと思いますが、決意をお聞

かせください。 
  ２番目に、市街地活性化計画についてお尋ねし

ます。１つ目は、改正都市計画法が11月末に施行

されました。郊外への大型店立地を抑制し、中心

市街地活性化を促すものです。まちづくり三法の

うち、都市計画法などの改正案と新しい住宅政策

の憲法となる住生活基本法です。今地方で市街地

活性化や空き店舗対策で苦しんでいることの解決

を目指すものと思います。地方都市の中心部に共

同住宅や商業施設、さらには病院など公共施設を

集めるという目的もあるようです。規制土地で延

べ床面積１万平方メートル超の大型店などの立地

を禁じている内容です。立地を認める場合も新た

な義務をクリアすることになります。 
  一方大型店を中心市街地に呼び戻すため活性化

改正法案では、大型店撤退後の空き地、空き店舗

があり、再活性化を急ぐ地域を特例区域に指定し

て、新しい大型店が進出しやすくしています。市

長の今後の市街地活性化構想に影響があるのかお

聞かせください。 
  ２つ目は、わらすこ広場について具体的に計画

が示されました。大型店設置には市内の商店の同

意を得られない時期もあり、郊外に進出していき

ました。そんな中、新庄ショッピングビルの開店

から今日まで見ましても、人通りもなく、空き店

舗が増えてきたのです。市街地活性化計画につい

て議会でも多くの議員が議論を繰り返してきまし

た。こんなときショッピングビルの空き店舗を活

用して子供たちのために利用できないものか検討

を重ねてきました。降雨降雪の多い中で、わらす

こ広場が開設され、利用者からは大変好評を得て

きました。大型店が撤退してから、新たに出店を

希望する人も出てきまして、多くの課題に取り組



んで実現の可能性が見えてきたのです。 
  財政のことは理解しておりますが、子供たちの

将来、安心、安全の中で育児ができることを大事

にしてほしいと思います。現在地ビル内にわらす

こ広場の開設を要望します。 
  市民の約１万200人の署名や利用者からも開設

の希望があり、前市長も存続への思いは同じであ

り、いい方向に善処したいと条件整備が整い次第、

支援をしていくことと答えていただきました。御

存じのとおり、わらすこ広場は保育士が常駐して、

雨の日も雪の日も安心して安全な場所で過ごすこ

とができる夢のような施設だったのです。当初年

間８万人の入館者がありました。近年には年間４

万人を超える利用者があり、利用しやすい遊具が

あり、親と子、おばあちゃんと孫、育児で悩むお

母さんと保育士の相関関係が温かく育んできてお

りました。 
  ようやく実現の日が近づいてきました。市とし

てのかかわり、支援なくして成り立つものではあ

りません。市街地活性化、空き店舗を解消し、活

力のあるまち、人が賑わうまちづくりに取り組み、

経済効果を生み出す起爆剤として決断すべきと思

いますが、市長の決意をお聞かせください。 
  ３番目に、スポーツ施設の改修についてお尋ね

します。１つ目は、現在新庄市内に多くの施設が

あります。耐用年数もかさみ、改修が必要になっ

ていると思います。大規模改修は金額がかさみま

す。早期改修が利用する人の安心、安全を確保で

きるからです。これまでに施設の改修が行われて

きた施設と、これから計画している施設をお聞か

せください。 
  特に議会でも繰り返される市営野球場について

どのように判断され、今後大規模改修構想がある

のかお聞かせください。当面する雨漏りの対応措

置をお聞かせください。 
  ２つ目は、陸上競技場改修についてお聞きしま

す。過日山形新聞に市陸上競技場の改修をぜひと

新庄地区陸上競技協会三上浩治会長の提言があり

ました。競技場の公認検定が昨年度600万円の予算

をかけて本年度の日程を消化でき、安堵してから

始まり、陸上競技場は規格、装備など世界中どこ

の国でもすべて統一されているとのことです。国

際大会を開催できる第１種競技場から国内大会を

開催できる第２種、県内大会の開催できる第３種、

そして市町村の大会を開く競技場や学校グラウン

ドなどの第５種までランクされているとのことで

す。 
  新庄 上地区では第３種の公認陸上競技場は新

庄陸上競技場のみとのことです。公認期間も平成

18年10月29日から平成23年10月28日まで５年間と

のことです。提言は次期検定での参考事項として

日本陸連から指導を受けたことを基本に、第３種

公認を更新するために全天候型舗装陸上競技場に

しなければ認められない不安があるようです。公

認競技場が認められないと、１つには各種公認大

会ができなくなる。２つに、すべての大会記録は

公認にならない。３つ目に、現陸上競技場は単な

る広場扱いを受ける。４番目に、各公認大会は他

市公認競技場を借りることになり、移動日、日程、

経済的に大きな支出になるとのことです。現在旧

５市の中で全天候型陸上競技場を整えていないの

が新庄のみとのことです。公認競技場で更新すべ

きと思いますが、市長の決意をお聞かせください。 
  これをもちまして壇上からの質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 おはようございます。それでは、今

田議員の質問にお答えさせていただきます。 
  私並びに議員の皆様は、それぞれに市民の負託

を受け、主権在民の理念に基づき、地方自治法に

定められる市民福祉の増進という共通の目的を達

成する使命を負うものであります。 
  私の基本とするところは、市民の目線に立った

市政の推進であります。普通地方公共団体の意思



決定機関としての議会、また議会の運営を合理的、

能率的に進めるための機関である常任委員会と執

行機関である行政は、時にはアクセルになり、ま

たはブレーキとなりながらも究極の目的達成のた

めに連携して取り組んでいかなければならないと

いう姿勢には変わりございません。よろしくお願

い申し上げます。 
  中学校給食の報道につきましては、昨日も答弁

させていただきましたが、私のマニフェストに沿

った方針及び方向性を示唆したものであり、議会

を軽視するものではありません。実施に向け大い

に議論し、よりよいものが提供できればと願うも

のであります。 
  また、人事案件につきましては、配慮不足、説

明不足があったことを昨日も申し上げましたが、

今回そうした実情を踏まえ、提案を見送らせてい

ただきました。議員各位、予定者に御迷惑をおか

けしましたこと、大変申しわけなく思っておりま

す。 
  次に、財政再建計画、財政運営についてであり

ますが、昨日の小野議員の御質問にもございまし

たが、前市長が数多くの施策をなし遂げ、特に新

幹線延伸など市民生活の向上に貢献されたことは

多くの市民の皆様の記憶に残ることと思います。

しかしながら、若干頑張り過ぎた感もあります。

国全体、そして地方、新庄市は特に厳しい経済環

境にあることは現実であり、後年度負担が課題で

あるということも現実であります。そこをいかに

打開していくか、皆さんと一緒に考え、その方向

性を見出し、新たな施策の展開へと向けていくこ

とが私に課せられた責務であると肝に銘じている

ところでございます。 
  第１に、何はなくても重要なのは財政の健全化

であり、そのベースの上にさまざまな施策が成り

立つわけであります。そして、これまで築かれた

財産、さまざまな施設であり、また蓄積された施

設のノウハウを有効に活用し、指定管理者制度の

導入を図るなど健全化を進めているところであり

ます。 
  また、萩野中学校につきましては、大規模改造

で済むのか、全面建て替えなのか、今後検討する

必要があると思います。今後の教育体制、子供の

少子化という現状、児童の減少、そうしたことも

含めて教育委員会に今後の新庄市の教育のあり方

について検討をお願いしているところであります。 
  次に、職員給与についてでありますが、人事院

及び山形県人事委員会より若年層の給料表の増額

改定、扶養手当の増額、期末勤勉手当の支給割合

引き上げなど、平成19年４月１日にさかのぼって

実施する内容の勧告がなされました。しかしなが

ら、国をはじめとし、各自治体では緊迫した財政

事情から完全実施を見送るケースも多く見られ、

本県でも若年層の給料表の増額改定のみを平成20

年４月１日から実施し、その他については実施し

ない方針を示しております。 
  本市における職員の給与の改定や運用について

は、県人事委員会の勧告及び県内自治体との均衡

を考慮し、定めることを基本としておりますが、

現在市民の皆さんの御理解と御協力を得ながら、

財政の健全化に取り組んでいる 中でありますの

で、財政再建計画の期間中である平成19年度及び

平成20年度については、職員給の増額を行わない

方針としております。 
  次に、地方財政確立に向けた要望行動について

でありますが、地方分権改革推進法の成立や三位

一体改革が実施されるなど、国と地方の関係は大

きく変わりつつあります。これらの流れを受け、

全国知事会、全国市長会をはじめとする地方６団

体は財源を含めた望ましい国と地方のあり方につ

いて、国に対しさまざまな提言、要望活動を行っ

てまいりました。地方財政確立に関しましては、

国と地方の税源配分が現在６対４と国が多いため、

当面は５対５と同等になるよう、根本的な税源移

譲を求めていますが、国は今後は地方交付税を削

減する方針を打ち出しております。 
  これらの状況に対し、地方６団体は11月に地方



分権推進に関する決議を採択し、地方自治の確立

と地方交付税の充実強化及び地方間の財源是正を

国に強く要望しております。地方の切実な声を反

映したこれらの要望活動が功を奏し、地方自治体

間の税収格差是正のための法人事業税の再配分と、

地方交付税における特別枠の設定により、地方財

源の総枠を確保する方向で調整を進めているよう

であります。 
  地方交付税の確保及び地方間の税収格差是正に

つきましては、本市にとりましても大変重要な事

項であり、事あるごとに要望を行っております。

この問題は、すべての自治体共通の課題でありま

すので、今後とも市長会の中で発言すべきことは

発言し、地方６団体と連携しながら要望実現に向

けて行動してまいりたいと考えております。 
  次に、中心市街地活性化計画についてでありま

すが、まちづくり三法の１つである改正都市計画

法が先月末から全面施行されましたが、この改正

法は郊外への大型店の無秩序な出店を防ぎ、中心

市街地に都市機能を集約することをねらいとして

おります。これにより延べ床面積が１万平方メー

トルを超える大規模集客施設の郊外への立地が抑

制されることになります。郊外に大型店や住宅が

張りついて、市街地が拡散していくことは道路、

上下水道、除雪など大規模なインフラの整備と維

持管理が必要となり、持続可能な財政を確保する

上で問題があると考えております。 
  中心市街地にはこれまで整備されてきたさまざ

まな都市機能が集積されており、これを効果的に

活用するとともに、少子高齢社会に対応したまち

づくりが必要となってきています。例えばまちな

かの核店舗として賑わってきた新庄ショッピング

ビルが再開されようとしていることは、中心市街

地の活性化にも大きく影響を及ぼすものと思いま

すので、集客施設として充実したものとなるよう、

側面的な支援を行っていきたいと考えております。 
  次に、わらすこ広場についてですが、11月22日

の全員協議会におきまして、これまでの経過及び

現在の状況等について御説明し、議員の皆様より

いろいろ御意見をいただいたところであります。

さきの全員協議会で御説明申し上げましたように、

新庄ショッピングビルにつきましては、現在民間

による取得の動きが具体的に進んでおります。議

員御指摘の安全、安心の子育てのために全面的に

支援をすべきという点につきましても、市といた

しましても子育て支援という面で新庄ショッピン

グビルでのわらすこ広場再開を目指してきたわけ

でございます。 
  けさのテレビ報道で子育て支援という観点から、

山形県東根市が紹介されておりました。タントク

ルセンター、建設費33億円、維持費１億円、しか

しその魅力で移り住んでくる若い方も紹介してお

りました。定住への指針となるものと、また学ば

せていただいたところであります。議会及び全員

協議会での御意見を参考にしながら、広場再開に

向け準備を進めてまいりたいと考えているところ

であります。 
  後に、スポーツ施設の改修についてですが、

現在13ある体育施設のうち、体育館をはじめとし

て10施設が昭和年代に建設されるなど老朽化が進

行しており、利用者の安全、安心とスポーツの振

興のためにも計画的な改修が必要となっておりま

す。今後比較的大規模な改修が必要な施設は幾つ

かございますが、その中で市民プールについては

プール塗装を３年計画で行っており、ろ過器など

の循環設備も必要に応じて改修を行う予定であり

ます。 
  また、御指摘の市民球場の雨漏りについては、

平成５年に整備して以来、平成11年から13年にか

けて部分的な改修を行っていますが、構造的な原

因も考えられ、いまだ改善されておりません。現

在は漏水等をホースなどで排水するなどの応急措

置をとっておりますが、今後は構造的な問題を含

めて調査を行い、できる限り早期に改修できるよ

う努力してまいりたいと思います。 
  次に、２点目の御質問の陸上競技場の全天候舗



装につきましては、昨年10月にクレートラックと

一部フィールドの全天候舗装として、平成23年ま

での５年間の期限で第３種公認施設として認可を

受けたところであります。しかし、本年４月に公

認陸上競技場規定が改正され、引き続き第３種公

認施設の認定を受けるためには、全天候型舗装が

必要となっております。全天候型舗装は、記録の

向上はもちろん、身体への負担の軽減、何よりも

雨天時でも大会の開催が可能になることで、中学

校、高等学校の県大会開催やイベント的大会、行

事の開催も増え、交流人口の拡大に寄与するもの

と思われますが、ちなみに改修費については米沢

市で行われた全天候型舗装改修工事費で約５億円

となっております。これらの改修、改善に当たっ

ては多額の経費を必要とすることから、議員の皆

様をはじめ新庄市スポーツ振興審議会の意見や施

設の利用状況など、市民ニーズを総合的に勘案し、

財政再建計画との整合性を図りながら、選択と集

中のもと、安全と安心を 優先に計画的に改修を

行っていきたいと思っております。 
  以上、答弁とさせていただきます。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 今いろいろお話を伺いま

した。その中で前の市長が財政再建を掲げて16年

からということになっていますが、その経過を見

ますと、大体きのうの課長のお話では23年度まで

は23.8％というような数字までに順調によく進ん

でいると、予定よりも早目に進んでいるという状

況でありましたが、その財政再建は今後も継続す

るということで理解してよろしいですか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 23年度23.8％を目指して

今努力しているわけです。ですけれども、国で言

っているのは18％以内にしなさいという１つの目

安がございますので、それまでには手綱を緩める

ことなく、努力してまいりたいというふうに考え

ています。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 今お話ししましたとおり、

国の動きも随分紆余曲折していますから、計画を

立てるのは大変だと思います。そういう意味での

低の線を持っての計画でありますし、当初から

この計画に当たっては年間で５億ぐらいの投資は

やっていきたいと、こういう計画もありましたが、

その構想についての投資計画については変わりあ

りませんか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 現在も５億から７億の投

資的な経費を確保して、でき得る限りの公共的な

事業とかいろんな修繕とか、必要 小限の事業は

やっておりますので、今後もそういった視点でや

っていきたいなというふうに考えてございます。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 先ほど萩野中学校の件に

ついてお聞きしました。この件については前の市

長も早目に財政を安定して、そしてその第一義と

してその事業に取り組みたいというような構想を

もって大変歓迎したんですけども、それが今のお

話を聞きますと、もう一回人の減少も含めて見直

すと、そしてその期間まで、まだ明らかにはなっ

ていないんですけども、その方向性を見出すとい

うことですが、人口の増減というものをどこら辺

までの時期に決定するという方向ですか。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 萩野中学校の建築について前市長

もお話されていたわけですけども、萩野中学校も

含めてですけども、新庄市内の児童生徒数のこれ

からの減少傾向、非常にそのデータのもとでこれ

からの新庄市の学校教育の環境そのものをどんな

ふうに進めていくか、個別じゃなくて大きくとら



えて進めていかなければならないのかなというふ

うに考えております。 
  それで現在中学校区ごとに連携を密にしながら

地域と結びついた、そういう学校づくりをという

ことで今ずっと研究を進めてまいりました。その

結果、小中連携教育、小中一貫教育、いわゆる義

務教育９年間連続性を持たせて教育することで新

庄市の次代を担う子供たちの心豊かでたくましい

人材を育成していくということで、大きな意義が

あるというふうにとらえたところです。そのよう

なことも考えながら、これから少子化傾向の学校

もあるわけですので、その中で新庄市の教育環境

をどう進めていくかということを大きくとらえな

がら検討していかなければならない時期が来てい

るというふうに考えております。 
  来年度４月ごろにそういう教育環境検討委員会

を立ち上げながら、外部の意見も取り入れながら

進めていきたいというふうに考えておったところ

です。その中に当然萩野中学校いつするかという

ようなことも出てくるかと思いますけれども、現

在のところ大きく今そんなふうにとらえていると

ころです。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 早い時期にということで

ありますから、そういう前市長が１つの決断をす

る発言でありましたから、そういう意味合いでは

ある程度の方向づけは既にされているというふう

に理解してお聞きしたんですが、その土台は来年

からということで理解していいんですか。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 どこをどんなふうな順序でだかと

いうことも含めて、先ほど申し上げました来年度

４月に立ち上げる検討委員会の中で進めてまいり

たいと。これは財政状況も当然含めながら進める

べきかなというふうには思っております。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） もう１点なんですけども、

財政再建の計画の中なり前市長が掲げてきた１つ

の方針に基づいて棚上げに、延期になったんです

けども、バイオマスの問題、ごみ処理の問題につ

いて、これを実施するまでの間、環境課を中心に

して市内全域を説明して歩いたわけです。そうい

う中で棚上げは今の状況ではやむを得ないという

ことは我々も理解したんですけども、きのうのお

話を聞きますと、これが全面的になくなるという

ような印象を受けたんですけども、その点はいか

がなものだったでしょうか。 
五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 
中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 生ごみの堆肥化につきまして

は、きのうもお答えした部分があるんですが、生

ごみ堆肥化のモデル事業については、現行どおり

やっていくというふうな考えでおります。 
  あと全面的な生ごみの堆肥化につきましては、

ごみの減量化をも含めて今後とも考えは継続はし

ていきますが、堆肥化につきましては農林課の所

管になります。 
  なお、きのうの発言の中で私のほうから出口が

よく見えないというような発言をいたしましたが、

これは役所内の政策調整会議の中で使い道ははっ

きりしているというふうなことで事業を進めてき

たところでございますので、出口がよく見えない

といった部分については。私の不適切な発言だと

いうふうなことで、訂正とおわび申し上げたいと

思います。 
  よろしくお願いします。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 焼却炉を含めて、焼却炉

施設を含めてやっぱりごみの減量というのは大変

重要だなというふうに思います。きのう出口とい

うことで今お話ありましたとおり、出口が見えな

い説明を全市民にしたのかということで、きのう



はちょっとがっかりしたんです。そういう意味合

いでは市内全域にわたって全家庭が参加するとい

う１つの方向づけであれば、当然そこまで協議し

て決定したというふうに私は理解しておったもん

ですから、きのうの出口の見えない１つの施策で

あっては中止せざるを得ないと、こういうふうに

私なりに解釈したんですけども、今の環境課長の

話を聞いてその希望は変わりはないということで

お聞きしました。そういう意味の組み立てとなり

ますか、そういうものはいつごろから始めるかと

いうことをもう一度お尋ねします。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 バイオマスの事業につきまし

ては、今申し上げたとおりでございますけども、

財政事情で今中止ということで、中断ということ

で事業をまだ進めておりませんが、今16年度から

進めております550世帯から協力していただいて、

生ごみを協力してもらっていると。その中でいろ

んなバイオマスの堆肥の実証事業というのは今継

続して進めておりまして、その堆肥の活用につい

てもいろいろ産直のいろんな農産物の堆肥の土壌

改良剤とかそういうふうなこと、それから学校の

いろんな畑とかそういうことでいろんな活用をし

ていただいておりますので、これについては来る

べき時期に備えて実証事業を進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 新庄市の施設をよそから

視察に来る大半がそこを見ていくと。そして、新

庄市であの年度にいろいろな資料をつくったその

ものが、大変よそでは参考になっていると。よそ

で生かしているんですけども、新庄市内ではそれ

はつくっても生かされないということで大変残念

な１つの結果だというふうに思います。 
  もう一つは、きのう市長の答弁の中に大友先生

とやりあった１つのやりとりした話の内容がちょ

っと紹介されました。私どもがいかにどういうこ

とをして、それを実施するかということで考えて

大友先生に持っていかないと、大友先生は聞く耳

を持たないと思います。 
  しかし、これまでの経過でいろいろなことがや

りとりしたというふうに私は理解しております。

そういう意味で今言った１つの施設も何とか立ち

上げようという１つの努力する１つのポイントに

なったのは、大友先生の話だったなというふうに

は理解しております。そういう意味できのう市長

の答弁の中で出口の問題と、それから大友先生の

話がいかにもやれないと、我々から受ければやれ

ないという姿であったというふうに報告を受けた

んですけども、市長自身はこの問題について今後

どう取り組んでいくかお聞かせください。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 きのうの答弁の中でバイオマス事業、

全部100％、なかなか頭の整理ができない状況だと

いうことも１つありますので、御理解できない点

もあったのかと思います。堆肥の実証事業におけ

る出口といたしましては、今後学校給食等などに

使えるだろうということでは確認しておるわけな

んです。ただし、今後環境課との話し合い、大友

先生なんかの来たときの話し合いの中で、私とし

ての説明を受けた段階、環境課から説明を受けた

段階の中で、全戸から回収をやった場合、建物を

建てる、その費用が約３億5,000万から４億である

と。今度は維持費が3,000万から4,000万前後であ

ろうというふうな聞き取り状況をやっているわけ

です。 
  3,000万から4,000万の確かに維持費が焼却炉の

延命につながるということの説明を受けておりま

す。確かに大変いい事業ではあると思います。焼

却炉のそれが生ごみを燃やすよりもやはり堆肥化

し、ごみをリサイクルしていくという、これは大

変すばらしいことではある。しかし、今回は財政

事情が許さないので、県のほうから待ったがかか



っているわけです。もう一度検討し直す必要があ

るんじゃないかという時期だと私は思っているん

です。そうした意味で大友先生の話と混同したこ

とを大変申しわけなく思っております。改めてま

た大友先生との話については、この議会でない場

でお話できればいいと思うんです。議会の中で言

えるのは、今の実情だけだというふうに御理解し

ていただきたいと思います。 
  ですから、その建物を建てる、３億5,000万ある

いは４億という建物がますます今度維持費がかか

る、それの見合うと思われる経費的な投資効果と

いう、例えばそれが堆肥として出てきた場合、先

ほど言った今実証事業の堆肥は使われているわけ

です。それは学校給食等に今後とも使っていける

のは一番いい考え方だと思います。市全体のリサ

イクルという観点、ごみを資源とする観点、どれ

だけの生ごみの量があって、どれに使うのか、今

は実証事業の生ごみですので、全戸集めたときに

はそれだけの経費とそれが次につながるものがは

っきりと見えない段階での再開ということにはな

かなか難しいんじゃないかと、これだけの財政事

業という意味ですので、御理解していただきたい

と思います。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 今の計画の内容について

は、これまでも長い間お互いにやりとりやって、

そして庁内でもその方向性について見出してきた

わけですから、これを今のごみの減量なりそうい

うものでやっぱり生かしていったほうがいいので

はないかと、改めて庁内が統一して行動できるよ

うに要請しておきたいというふうに思います。 
  あと、次に給与関係についてでありますが、こ

れはきのうも市長も言いましたが、公約は私の市

民との契約であるというようなことで表現されま

した。まさに人事院勧告については、働く者とそ

れを執行する者の１つの信頼関係、紳士協定とい

いますか、労働者の憲法でもあるというふうに私

は理解しているんですけども、それが実施できな

いという１つの方向は金がないからと、非常に単

純でわかりやすい言葉なんですけども、しかし努

力した１つの成果としていろいろな事業がこれか

ら始まるというふうに理解しています。そういう

意味で先ほどは新入職員の給与を来年からという

ふうになりましたが、もう一つ加えて扶養手当の

件はそこに算入されないのか、もう一頑張りでき

れば何とかなるのではないか、私は理解しており

ますが、いかがでしょうか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 人事院勧告あるいは県の人事委

員会の勧告に基づく給与改定等々につきましては、

組合等とも協議をこれまで重ねてまいりました。

まだ完全に組合の理解を得たわけではないんです

けれども、ある程度の理解は得て、今回給与の改

正の条例を出さなかったというふうなことであり

まして、一番その話の中で議論になったのは、現

在新庄市の実質公債費比率そのものが30％を超え

ている。今の総務省の方針であれば25％を超えれ

ば財政の健全化計画を出して国あるいは県の指導

を受けなくてはならないような、そういうふうな

状況下に今ございます。そういうふうな状況がさ

らに悪化すれば、夕張のような形になるかもしれ

ない、そういうふうな状況の中で職員の給与を今

上げることなく、財政が再建されれば、いわゆる

職員の給与そのものももとに戻るような形になる

わけですから、財政再建計画の期間中は一緒に頑

張っていこうと、いわゆる市民にも負担をかけて

いるわけですから、職員もある程度の負担は受け

ながら財政再建をともに一緒にやっていこうとい

うふうなことの中での話し合いがなされてござい

ます。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） その考え方なんですけど

も、やはり人事院勧告というのは私たち働く者か



ら見れば大変貴重な１つの発言なんであります。

そういう意味合いで紳士協定とも言われておりま

すし、やはり職員という１つの身分の方々に対し

ても、この勧告をすることによって格差を是正す

るというふうな大きな任務もあります。そういう

意味合いで山形県内の市町村を見ても実施しない

のは新庄市のみというふうになっています。そう

いう意味合いでは長井がどうなのかと、必ず関心

があるんですけども、長井も実施して、新庄だけ

だ今年は、というようないろいろな方々が言って

いるという１つの状況もあります。そういう意味

合いではやはりこれからも一緒に汗を流していく

状況を踏まえて考えれば、そういう１つのものも

ある程度聞いてやって、そしてその上に職員から

も努力するものは努力してもらうというようなこ

とでやっていかないと、ただ単に19年、20年だけ

だよと、本当にこれが19年、20年で済むのかとい

うこともひとつあるわけですから、そういう意味

では今言ったせめて扶養手当ぐらいは新入職員の

ものとプラスしてやるべきではないかなと。金額

的にもそう大したものではないというふうには理

解しているんですが、そういう状況でやはり県内

で１つもそれが実施できないのは新庄市だけだと

いうことで、やはり貧困の上塗りを世間にさらす

というのも１つの方法かもしれませんが、そうい

うことのないように御要望しておきたいというふ

うに思います。 
  新入職員の来年からの実施と扶養手当を加算し

てそれを実施していただくということで、要望し

たいんですが、いかがでしょうか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 今田議員がおっしゃるように、

これまで人事院勧告等々については、それを尊重

して実施してまいりました。ただ、国あるいは県、

それから各市町村の自治体で軒並み人事院勧告を

そのまま受け入れるというようなことが今はない

状況になっています。それだけ自治体の財政状況

が厳しいというようなことが言えるかと思います。 
  長井の例も出てきましたけれども、新庄市と同

じように長井市も給与表を国の給与表でなく、自

分たちの給与表を新たにつくって、その給与表に

基づいて職員働いているというふうな状況がござ

います。そういうふうなものを飲みながら、今回

はというふうなことになったのかと思いますけれ

ども、その長井市よりもまだ新庄市の財政状況と

いうのは今は厳しい状況にあるというふうなこと

で、今回は見送ったというふうなことでございま

す。 
１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
中川正和議長 今田雄三君。 
１２番（今田雄三議員） 十分よく働いてもらうと

いうことも含めて市民の対応と同じでありますが、

その点ぐらいは十二分に考えて予算を組んでほし

いと、改めて要望しておきます。 
  それから、あとわらすこ広場についてお聞きし

たかったんですけども、先ほどの市長の答弁によ

りますと、その環境を大事にしながら、そして支

援も惜しまないということなども話ししていただ

きましたんで、予算の面については相当な期待を

持てるのではないかというふうに私は考えており

ますが、その点でいかがでしょう。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 先の全員協議会でいろいろ

御意見を伺いました。その点に関しまして先週相

手方と交渉いたしました。一番のネックはやっぱ

り150万という問題でございますので、150万では

議会は通らないとはっきり申し上げまして、今ボ

ールを投げたところであります。相手方からボー

ルが返ってきた時点でまた皆様方に御相談したい

と、そういうふうに考えております。 
１２番（今田雄三議員） 終わります。 
中川正和議長 ただいまから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 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     沼澤恵一議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、沼澤恵一君。 
   （８番沼澤恵一議員登壇）（拍手） 
８ 番（沼澤恵一議員） おはようございます。一

般質問２日目、２番手、政友会の沼澤恵一です。

よろしくお願いいたします。 
  先月11月19日、早くも初雪となりました。少し

ずつ降り積もり、23日までの間に県道は何回か除

雪されました。こんなに早くからの除雪ではこの

冬は去年やおととしのように大雪になるのではと

心配そうな市民の声が聞かれました。市民の安心、

安全のためにもしっかりとした除雪体制でお願い

いたしたいと思います。 
  それでは通告に従い、５点質問を進めさせてい

ただきます。まず、１番目として県立病院が将来

にわたり県が運営し、充実した存続について。平

成18年８月監査法人報告として、県立５病院のう

ち、中央と鶴岡病院以外の日本海や河北病院と同

じく、新庄病院も県と近隣市町村との一部事務組

合化が適当とした調査結果を報告。続いて翌９月、

県は少子高齢化と県立病院会計が慢性的赤字状態

が続いていることを理由に、圏域内の町立病院を

含め、運営主体のあり方について検討が必要とし

た医療提供体制の基本方針を示しました。 
  以後、該当市町村は県への真意を確かめつつ、

地域の実情を訴えながら、県が今までどおり将来

にわたり運営し、さらに充実した地域医療の基幹

病院として存続させることこそ、将来を含め圏域

住民の強い願いです。 
  このような経過の中で、今年６月 上に住む私

たちの願いを県知事に届けようと新庄市、 上町

村全域18歳以上を対象に署名運動を展開いたしま

した。本市のみで２万4,319名、 上郡全体で５万

9,216名という多くの署名簿を知事に提出してお

ります。現状維持をお願いした市民の願いに対し、

多くの会合が持たれ、その都度報道されました。

監査法人の報告と呼応し、足早に県の基本方針を

示したのは、国の医療政策や県の財政面、また医

師不足が背景にあると言われております。しかし、

今日なお知事や県当局の考えがどちらともとれる

はっきりしないことについて市長なりの見解と、

新庄市民、 上郡民の命のよりどころの１つとし

て、安心、安全を求めた重要な基幹病院は県立と

しての新庄病院と考えます。市長は、座して見守

るとは思いませんが、今後将来にわたり新庄病院

を県立として存続させるため、県に対し何をすべ

きか、その考えを伺います。 
  次に、本市だけでなく、今後も 上７町村と綿

密な連携をとり、足並みをそろえた運動展開にな

ると思いますが、 上町、真室川町、金山町にあ

ります３町立病院の経営内容も知る必要があると

思います。３つの病院とも一般会計から多額の繰

入金によって賄われ、町財政を圧迫しているとも

聞こえてまいります。この実態についてと今後の

展開に県が示している県立病院が一部事務組合化

に対し、町立病院を有している３つの町はかなり

複雑なようです。このことについて市長の考えを

お聞かせください。 
  次に、２番目として今年９月の市長選時公約い

たしました市職員の地域担当制を導入する改革内

容について伺います。今回市長選におきまして候

補者マニフェストが各家庭に広く配布されました。

山尾市長におかれましては、17項目の多岐にわた

り達成年度目標を掲げております。そんな中、先

月22日全員協議会の冒頭、市長の施政方針に示さ

れたことを受け、素早い行動に大きな関心を持ち

ました。本議会においてその考えを確認する意味

を含め、質問といたしました。トップリーダーと

しての市長よりわかりやすい答弁をお願いいたし



ます。 
    なお、昨日の一般質問に対し、関連答弁として

総務課長より説明がございました。重複するとこ

ろもあろうかと思いますが、通告に従い質問を進

めさせていただきます。 
  市役所改革の１つに、区長と連携を綿密にし、

危機管理と福祉支援に対応します。職員の地域担

当制を２年以内に導入することを公約といたしま

した。さて、３年半前、平成16年６月議会一般質

問で私が申し上げました提案が思い出されました

ので、少し時間をおかりし、述べさせていただき

ます。 
  当時の通告書を見ますと、項目は市職員を行政

相談員とした地域担当制の導入について。内容は、

町内会ごとに近くに住む顔見知りの職員を担当者

として任命します。住民と行政のパイプ役として

常に市民の声が市役所に届くようなシステムの導

入を提案します。これは通告書どおりの読み上げ

です。当時財源を要しないので強く要望したつも

りでしたが、年を追うごとに忘れ去られたのかな

と感じておりました。これは市長が議員在職中の

時期です。したがいまして、市長か言われており

ます職員の地域担当制についてその発想に至った

経緯と、実施するに当たり具体的な構想などあれ

ば、この２点について伺います。 
  次に、３番目として、木くず等廃材を利用した

ペレットストーブの活用についてお聞きします。

環境意識が高まる中、温室効果ガス削減の取り組

みが遅れているとも言われておりますのが東北各

県です。中でも宮城県に次いで排出量の多いのが

私たちの山形県です。90年度比較で宮城県がプラ

ス29.1％とトップ、次に本県プラス24.8％、一番

低いのはプラス0.1％と報じている岩手県です。東

北平均がプラス19.8％、全国平均がプラス6.4％で

す。温室ガス京都議定書における日本の目標はマ

イナスの６％で決まりました。国全体でもこの数

字はかなり厳しく、目標は困難との見方がある一

方で、 近の原油高を反映してか、全国的にも石

油代替エネルギーが再び注目を浴びているようで

す。本市も試みたバイオ関係を含め、ＣＯ２低レ

ベル資源活用型です。 
  多くの手法が考えられる中で、手っとり早く活

用できるのは木を原料とした取り組みと思います。

木くずや廃材を利用したペレットストーブもその

１つと考えます。環境にもよく森林資源の活用に

もつながるとして、本県各地でストーブ購入費の

助成が好評と報道されました。山形市と酒田市で

は設置金額の３分の１または上限10万円、寒河江

市では６分の１で上限５万円を補助している内容

です。東北地方で も積極的に補助しているのは

岩手県で、04年度からこれまで1,000台以上を導入

しているようです。本市においても森林が多く、

この面積が117平方キロと、市全体のちょうど半分

を占めております。間伐材や廃材をチップ化でき

るリサイクル工場もあります。ペレット化しない

でチップのまま熱源に利用できないかを含め、県

の緑環境税と連携し、本市においても普及し、活

用すべきと考えますが、いかがでしょうか、お聞

かせください。 
  次に、４番目として、まず１として都市計画幹

線街路の未整備路線の抹消について。本市の都市

計画図の中に、幹線街路として20カ所あるようで

す。よく見ますと、図上に立派な太い線が引かれ、

路線名まで入っております。現地に行ってみます

と、家々が建ち並ぶ市街地のど真ん中です。計画

路線内の住民の方に尋ねても何のことかさっぱり

わからないようです。たまたま知っている人でし

たので、簡単に説明いたしました。せっかく家を

直したのに立ち退きになるのかと困惑した様子で

したので、さらに説明を加えたところ、一息つい

たようです、一例を申し上げました。このように

図上に線引きがあるということは、新しくつくろ

うとした道路あるいは延長のつけ足し、または拡

幅等の大規模改修、これは将来を展望し、新庄市

の都市計画の中で重要と考え決定し、線引きされ

たと思います。しかし、絵にかいたもちのように、



いまだに実施できない幹線路線はどことどこの路

線か、まずお聞きいたします。 
  次に、この路線の中に将来とも実施見通しの立

たない計画線だけがあるとすれば、早急に是正が

必要と考えます。本年度予算で白地を含めた都市

計画用途地域見直し調査が進行していると思いま

す。それとあわせ、ただいま申し上げました未整

備幹線路線を精査し、修正や見込みのないものは

廃止し、都市計画図から抹消すべきと考えますが、

いかがでしょうか。 
  次に、２として法定外公共物についてお聞きい

たします。先にふだん耳にすることはありません

が、法定外公共物とは何か、わかりやすく、しか

も具体的にどんなものを言うのかお知らせくださ

い。 
  次に、私なりの解釈で質問を続けます。本市に

おいて数年前から一定期間、国有地の譲与を受け

たと思います。この際、譲与漏れあるいは譲与拒

否、または別の理由で譲与できなかった国有地の

残地と言われる土地はあるのか。あるとすればど

んな理由からどんなところで、どのぐらい残って

いるのか。また、今後国から追加譲与が受けられ

るとすれば、積極的に受けていくのか、本市の考

えを伺います。 
  次に、 後の５番目として社会福祉法人友愛園

の全面移転構想についてお尋ねいたします。先月

16日本議会文教厚生常任委員会全員で中学校給食

について舟形町と尾花沢市の先進地研修を行いま

した。その後友愛園の食品トレーリサイクル事業

として全国的にも注目されておりますリサイクル

工場の現地に立ち寄り視察いたしました。園長さ

んからいろいろな説明を受けている中で、現在ヨ

コタ東北と提携し、稼働しているリサイクル工場

はポリテクセンター新庄の一部を借りて作業をし

ているとのことです。ここに友愛園の施設を全部

移転したい構想をお聞きいたしました。このこと

に関連し、３点ほど伺います。 
  まず、１として来年度中と聞きましたが、現在

施設のある堀端町からなぜ全面移転をしなければ

ならないのか。例えば施設が手狭になったとか、

また建物が老朽化しているとか、このことについ

て市はどのように認識しているのか、また現在地

堀端町にある友愛園の土地と建物の所有権者はだ

れなのか。 
  次に、２として今年の夏、本市と７町村にお願

いしたと言っていました要望内容と、これに対し

町村を含め本市の考えをお聞かせください。 
  後の３として、現在ありますポリテクセンタ

ー新庄のほとんどは山形職業能力開発促進センタ

ー新庄駐在となっていますが、移転後ここの機能

はどうなるのか。あわせてこの建物等の活用計画

についてと、友愛園が全面移転後に残された堀端

町の建物を含めた跡地利用について何らかのめど

があるのかをお知らせいただければ幸いと思いま

す。 
  後に、来る年2008年は末広がりの八の末字で

あります。何事もいい方向に広がりますよう、心

から願うものであります。 
  以上をもちまして壇上からの質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、沼澤議員からの御質問に

お答えしたいと思います。 
  初めに、県立新庄病院についての御質問にお答

えいたします。市はこれまで 上地域の医療の拠

点である新庄病院は、将来にわたり県立病院とし

て運営すべきであるとの考えで、議会と一体で取

り組んでおりますが、私も同じ考えで取り組んで

いきたいと考えております。 
  昨年８月に監査法人報告があり、９月には県の

基本的な方向が示されました。齋藤知事から監査

法人報告を有力なよりどころとして基本方向を定

めた。この基本方向をベースに平成19年度に保健

医療計画を策定するとの説明があり、地域全体に



一部事務組合になってしまうのではという不安が

広がりました。その後署名など地域の声を直接届

けた成果だと思いますが、齋藤知事は秋以降住民

に安心、信頼、高度な医療サービスをどう提供す

るかが大事、効率を優先して県立ではなくてもと

考えることは決してないと繰り返し説明しており、

医療計画にも運営主体について具体的には盛り込

まれない見通しであります。 
  ただし、自治体病院は医師不足、経営悪化など

により再編統合の大きな流れの中にあり、山形県

においても来年度以降県立病院の運営形態につい

て具体的に検討される予定であります。今後 上

地域８市町村、また住民、議会、行政一体の現在

の枠組みのもとに県の検討スケジュールを見なが

ら、効果的に取り組むことを町村に呼びかけてい

くつもりであります。 
  上地域の町立病院は平成18年度決算を見ます

と、一般会計から繰出金が 上町立病院が２億

1,000万円、真室川町立病院が２億8,000万円、金

山町立病院が２億2,000万円に上る状況にありま

すが、３町とも住民の命と健康のために維持して

いく考えであろうと思います。新庄市は病院を持

っておりませんが、町立病院のことも含め、 上

の地域医療体制についての庁内検討委員会を11月

に立ち上げたところであり、県立新庄病院を核と

した体制確立に向けまして、地域の 重要課題と

して議会の皆様とともに取り組んでまいりたいと

考えておりますので、引き続き御指導、御協力く

ださいますようお願い申し上げます。 
  次に、職員の地域担当制についてですが、地方

分権の時代を迎え、これからのまちづくりは地域

の方々と行政がともに考え、進めていかなければ

なりません。今までは区長の皆様方の御協力とま

ちづくり会議の開催により、地域の課題、意見を

把握してまいりましたが、これを一歩進め、職員

を地域に派遣して地域の問題をお聞きしながら解

決に向けての助言とあわせて市の施策や計画の情

報提供を積極的に行うことにより、より市民に身

近な市政を目指したいと考えております。 
  この具体的な発想に至ったいきさつにつきまし

ては、沼澤議員のおっしゃいました16年の議会に

おける提案をお聞きし、なるほどという思いもあ

り、さらに千葉県松戸市の人口増大に端を発した

すぐやる課、当時松本清市長、すぐやれるものは

すぐやるという地域と一体となった行政システム、

両方を合わせ比較し、今まちづくり会議のあり方

も含め、職員の地域担当制の導入に至ったわけで

あります。 
  具体的には来年１月から５月まで試行期間とし

て区長宅への訪問をきっかけに、相互の情報提供

や相談しやすい環境を整えながら、地域と市役所

の橋渡し的なことから始めていきたいと考えてお

ります。試行に当たっては、区長協議会より役員

が担当する17の地区に派遣の依頼がありましたの

で、まずこの地区に管理職を担当職員として派遣

いたします。この期間中に地区割の検討も含めて

制度の効果的な手法の検討と課題の整理を行い、

本格実施の時点では市内全地域を対象とした班編

制による職員派遣を考えております。職員地域担

当制の活用により、職員の意識改革を進め、今ま

で以上に地域と行政の連携を綿密なものとし、将

来的には危機管理や福祉支援も視野に入れた協働

のまちづくりを進めていきたいと考えております。

よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 
  次に、木くず等廃材利用ペレットストーブの活

用についてでございますが、森林区域が半数以上

を占める本市では、林地残材や製材端材などの未

利用資源を原料とする木質バイオマスの利用拡大

を図ることは地域の森林、木材産業の活性化や雇

用の増大により地域振興、自然エネルギーの活用

による環境保全対策として今後も永続的に取り組

む課題であると認識しているところであります。 
  ペレットストーブの普及につきましては、平成

18年度に山形県木質バイオマス利用拡大支援事業

として、山形県を中心に全県下において取り組み

が行われたところでありますが、なかなか普及が



進まない状況であったと聞いております。その理

由といたしまして、ペレットと灯油との価格差が

小さいこと、石油ヒーターに比べペレットストー

ブの価格が割高であること、ペレットの保管場所

の確保などが上げられますが、ペレットストーブ

にふさわしい家屋でないことが普及が進まない一

番大きな理由ではないかと考えております。また、

チップをそのまま熱源として利用するボイラーが

ありますが、能力や形状が大きいため、ストーブ

と同様に個々の家庭で利用するには難しく、工場

や公共施設、園芸ハウスなど大きな施設での利用

に限られるのが現状であります。現在メーカーに

おいては小型ボイラーの開発が進められているよ

うですし、また 上総合支庁においては木質バイ

オマスエネルギーの利用研究会を立ち上げ、園芸

ハウスでのチップボイラーの普及に取り組んでい

る状況であると聞いております。 
  今日近々の課題である荒廃した森林の整備や地

球温暖化の抑制につながるペレットストーブの普

及は、エネルギー循環社会の実現という観点から

も鋭意推進すべきものと考えております。こうし

た点を踏まえ、今後メーカーや関係団体、また県

内各市の取り組み状況を見ながら、ペレットスト

ーブをはじめとする木質バイオマスの利用促進に

ついて実施をも含めて検討してまいりたいと考え

ております。 
  社会福祉法人友愛園の全面移転構想について３

点の質問でありますが、１点目は友愛園が現在地

の堀端町から移転する構想についての必要性と市

の認識についてであります。現在の友愛園は昭和

54年に市から土地と現在第２作業所として使用し

ている建物を無償借用して、新庄障害者福祉授産

所として開設されました。昭和57年からは社会福

祉法人山形県手をつなぐ親の会友愛園となり、当

時の定員は20名であります。その後地域の要望に

より、昭和59年と62年にそれぞれ10名の定員増を

行い、内部の改装や作業室の増築をしながら現在

40名の定員で、知的障害者通所授産施設として新

庄、 上地域の中核的な役割を担っております。 
  移転する主な要因として友愛園が掲げていると

ころは、現在木工科と家庭科の作業所としている

第２作業棟の老朽化が激しく、限界に達している

とのこと。作業に必要な機器の設置など十分な作

業空間の確保ができなくなってきており、危険性

も高いこと。また、食堂や休憩室、運動する十分

なスペースの確保が現施設では困難なことを上げ

ております。 
  市といたしましても、平成13年ぐらいから相談

を受けるなどしてそのような現状を認識しており、

平成14年には本議会に請願書が友愛園から提出さ

れた経緯もあります。平成15年にはトレーリサイ

クル事業の受託を受け、その作業所としてポリテ

クセンターの一部を市が無償貸与し、ヨコタ東北

の協力を得ながら、全国的に注目を集めている新

庄方式と言われる事業が平成16年からスタートし

ています。市といたしましては、友愛園が掲げて

いる移転する必要性を十分に理解しますし、さら

に障害者自立支援法の新体系の施設として現在の

通所授産施設から就労移行支援事業及び就労継続

支援事業所として新庄 上の中核的な役割を担っ

ていただきたいと考えているところであります。

そのためには作業所がポリテクセンターのトレー

リサイクル事業と現在地の木工等に分かれている

現状を同じ敷地内での事業とし、指導体制の強化

を望むものであります。 
  土地等の所有者についてですが、土地について

は市の普通財産を貸与しているものであります。

建物については、現在第２作業所として使われて

いる部分を除いては、友愛園が建設したものであ

ります。 
  ２点目は、要望の内容と市の対応についてであ

ります。要望といたしましては、旧ポリテクセン

ターの建物を移転先の候補として計画しているこ

とから、建物の無償貸与をお願いしたいとのこと。

改修工事に伴う市町村の補助をお願いしたいとい

う内容であります。本市といたしましては、前に



も述べましたが、現施設の老朽化や手狭さととも

に、障害者自立支援法が目指す就労移行支援事業

所や就労継続支援事業所としてトレーリサイクル

事業を展開している旧ポリテクセンターで一体的

に運営していくことが望ましいと考えているとこ

ろであり、この移転計画に支援していきたいと考

えております。 
  ３点目は、移転先ポリテクセンター新庄での建

物等活用計画についてであります。現在の友愛園

の計画図面を見ますと、本館の１階部分に事務室、

休憩室、印刷室等を配置し、旧パソコン室を縫製

作業室、組み立て作業室に、旧訓練生ホールを食

堂にしています。また、現在のリサイクルトレー

作業室と廊下を挟んだ旧第１実習所を木工加工室

と資材ストックヤードに整備する計画。また、職

業能力開発センター機能については、ハローワー

ク新庄を通して各企業の訓練内容についての需要

を調査し、民間企業に委託して実施される予定と

なっています。 
  後、現在の堀端町の土地についてですが、今

後どのような利用方法があるかなどを考え、当面

引ひ続き普通財産として管理してまいります。 
  途中抜けまして大変失礼いたしました。都市計

画幹線道路の未整備路線抹消についての御質問で

ありますが、本市におきましては22路線、総延長

で４万8,920メートルの道路を都市計画決定して

おります。うち改良済み延長が２万1,243メートル

となっており、改良済み整備率は43.4％でありま

す。現在整備中の路線については、新庄北道路で

あります新庄金山線や、松本から宮内への整備が

進められております沼田角沢線など５路線につい

て実施しております。 
  一方、未着手部分を含む路線については、東山

仁間線をはじめとした４路線となっております。

これら路線の見直しについては、全県的な問題と

とらえ、平成16年山形県におきまして見直しマニ

ュアルを策定しております。また、近々県におい

て実施が予定されております都市計画基礎調査の

結果なども踏まえ、都市マスタープランの全体見

直しの中で、ルートや企画の変更あるいは代替機

能路線の確保などについて検討してまいりたいと

考えます。都市計画道路の整備におきましては、

自動車交通が円滑となるよう、関係する他の計画

との整合性、道路機能の明確化、地域住民の生活

環境に与える影響を十二分に考慮して進めるべき

であると考えております。 
  議員のおっしゃる未整備を抹消する考えはない

かという御提案についても、今後十二分に検討し、

災害や雪に強くかつ人に優しい道づくりを今後に

おきましても進めてまいる所存であります。 
  法定外公共物とは道路法、河川法等の適用や準

用を受けない公共物であり、里道や水路を指して

おります。平成11年７月に地方分権の推進を図る

ための関係法律の整備等に関する法律の成立によ

り、財産管理は市町村の自治事務となりました。

これを受け、平成12年１月に旧大蔵相、建設省が

作成しました法定外公共物に係る国有財産の譲与

手続に関するガイドラインに基づき、機能を有し、

今もって使用されている里道、水路については、

新庄市内を3,454区画に分割し、平成13年度から16

年度の４カ年で区画ごとに現地調査をし、譲与申

請を行い、国より譲与を受けております。 
  なお、既に機能を失い、利用されていない里道、

水路で市町村の管理条件に合わない法定外公共物

は国において直接管理を行うため、譲与は受けて

おりません。また、譲与漏れにつきましては、原

則的にないものでありますが、そのような物件が

生じました場合は、その都度現地確認を行い、国

に対し追加申請を行い、譲与を受けることになっ

ております。 
  順番が入れ替わったこと、申しわけありません

でした。以上です。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） ありがとうございました。

まず、先に追加質問として、県立新庄病院につい



てですが、いろいろ詳しく御説明いただきました。

ただ、いまいちやはり県の考え方がはっきりしな

いんじゃないのかなというふうに思います。齋藤

弘知事とも機会あるたびにこのことは議論をされ

てまいりましたけれども、なかなか数多く話をし

ようともしないし、また時期的な問題もきょう初

めてお聞きしましたが、はっきりしなかったとい

う、こういうふうな中で、当然私たちは県立病院

が県立でなくなるよという、この一言がすばらし

く大変なことなんだなと、大変なことが起こるん

じゃないのかと、こういうふうに日ごろ思ってき

たわけです。 
  やはりなかなか県を含めて一部事務組合化とい

うふうな言葉を使われておりますが、一体これは

どういうことなんだかということが、私たちはい

ろんなところにさわっているんでわかりますけど

も、わからない面が結構多いんじゃないんでしょ

うか。それをやはりわかりやすく県がこう言って

いるんですよということを広報等で示しておく必

要があるんじゃないのかなと感じております。 
    なぜ新庄県立病院が県直営から外そうと、こう

いうふうにしている理由ですけれども、いろいろ

な話の中では県の一般会計から約10億近く繰り入

れをしても、なお病院会計が赤字だという実態の

ようです。去年の場合、これはたまたまこの前の

講習会でお話聞きました中身ですが、約３億近く

の赤字だったと、こういうふうにお聞きしました。

今年度は来年３月末までですけれども、また赤字

になるんですかということについて、赤字になら

ないように必至に今頑張っているんだよと、赤字

にならないように。ということは、やはりかなり

これ厳しい経営内容にあるんだということを示し

ていると思います。 
  そんな中で県の考えというのは当然見えてくる

んですけども、実際県と市町村事務組合化して行

おうとした場合、私たち新庄市ただというわけに

はいかないと思うんです。これにはどのぐらいの

負担金が想定されるのかということをまず 初に

１点お聞きいたします。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 県立病院というのは山形県５つ

持っておりますが、それぞれ厳しい経営状況にあ

るようです。御質問が新庄病院の件だと思います

けども、これまでいろいろ住民の皆さん方に説明

してきた数字をまた述べますと、17年度の一般会

計からの繰り出しは９億円でした。県でよく置賜

公立総合病院が経営の形としては理想的だという

ふうな言い方をしていますが、置賜の場合が県と

市町村による一部事務組合による運営となってお

るわけですが、その負担例を当てはめてみますと、

県が約半分ですので、新庄病院の一般会計からの

繰り出し９億円の４億5,000万は県で、そしてその

残りを、仮ですけども、 上８市町村で持つ残り

の４億5,000万の半分を新庄市で持とうとした場

合は２億3,000万とか、そういうふうな額になるん

だろうと、極めて粗い試算ですが。そして７町村

が3,000万程度の負担、これが毎年続く。病院を持

っているところは、今病院に出している分にそれ

が上乗せになる。 
  すべて県はこちらから話をしますと、一部事務

組合にするなんてまだ一言も言っていませんよと

いう言い方しかしませんけども、そういうふうな

形で財政負担が市町村にかぶさってきた場合、果

たして今の財政状況で新庄市のみならず８市町村

経営を維持できるんだろうかというふうに考えた

場合は、かなり難しいという判断のもとに８市町

村一体で県立としての存続、そして 上の中核病

院としての機能充実、この２点に的を絞ってこれ

まで県に要望してきたというような経過でござい

ます。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） 大変な負担になりそうで

す。仮に近い将来そういうふうな一部事務組合化

になったとすれば、今までは一般会計からの繰り



出しですんで、これは県の予算上は県経費で対応

している。今度は事務組合化に補助金という形に

なろうかと、こういうふうに思います。そうしま

すと、政策経費になります。これはもうその年の

さじかげん１つでこの予算額が決まってくるよう

な感じを受けるわけなんですよ。そういうふうな

不安定なさじかげん１つというふうな解釈、これ

は私どもしてもいいんでしょうか、これは間違い

だったらここで間違いというふうに直しておきた

いと思いますが、いかがでしょう。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 監査法人報告で提案されました

県と近隣市町村による一部事務組合化というのは、

先ほど言いましたように、置賜方式とか前例はあ

るわけでございますけども、一部事務組合として

スタートする場合は、明確な形で負担割合の確認

がなされた上で実施されることになるわけですか

ら、それが県でいろいろ財政状況によってだんだ

ん負担割合を少なくするというようなことはでき

ないだろうと思います。 
  ですから、負担割合自体はさほど心配ではない

んですが、そもそもの一部事務組合化ということ

自体に、私たちとしてはこの間署名運動などで地

域を挙げて取り組んできまして、先ほど市長から

お答え申し上げましたように、 初齋藤知事はか

なり強引な形で進める雰囲気がありました。です

けども、 近かなり、決して効率化、経済効率化

という意味の効率優先では考えないと、安心な医

療を今後も県として提供していきますというふう

にニュアンスかなり違ってきていますんで、これ

は地域全体の署名等の取り組みの成果だろうと思

っておりますが、一部事務組合化自体については

何としても阻止しなければならないと思っていま

すんで、余りなった場合のシミュレーション、具

体的には考えていないところあります、正直なと

ころ。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） 大変難しい問題だと思い

ます。 
  時間もありませんので、１つだけ。この県立新

庄病院は事務組合化ばかりでなくて、また別のよ

うな声が聞こえているようです。例えば独立行政

法人あるいは指定管理者、要するに公設民営では

そうなるんじゃないのかという話も出ております。

これはまた大変な話です。私もそんなことにはな

らないというふうに信じていますが、決して先ほ

ども申しましたとおり、また市長の答弁もありま

したが、将来やはり質の落とさない安心、安全の

中核病院としての県立新庄病院と、こういうふう

にして継続していただきたいと、こういうふうに

願うものです。本気で本当にしっかりと取り組ん

でいただきたいと思いますので、市長もう一回決

意のほどをお聞きしたいと思います。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 先ほどお答えしましたとおり、何と

してでも県立病院としての運営、そのものに訴え

続けていかなければならないというふうに思って

おります。 
  ただ、向こうからの問いかけについてこちらも

早急にまとめなければならないのは、自治体の執

行者といたしまして、地域の住民の医療の安心安

全をどう考えるのかという宿題も預けられておる

ところであります。新庄のみならず、郡内、郡域、

この広域全体の住民の安心安全、県立病院はすべ

ての地域の安心安全を担ってきたと、そこで新庄

市をはじめとして８市町村が地域住民の医療、安

心安全をどう進めるのかということ、あなた方が

まず提案してくるべきですよという宿題を預けら

れているところであります。そういうふうなこと

を含めて11月に庁舎内において新庄市は病院を持

っていなかったわけですけども、郡内の医療状況

も含めて、新庄市を含めて郡内の医療のあり方は

こうしていただきたい、新庄市含め８市町村はこ



ういうやり方で臨んでいますという宿題に対する

回答も近々出さなくちゃいけないというふうに思

っています。 
  しかし、この地域の財政状況を考えますと、や

はり県立病院での運営ということを必ずやかち取

るような形でしていかなければならないと思って

おります。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） ひとつよろしくお願いい

たします。 
  ちょっと時間ありますんで、１点だけお聞きし

ます。都市計画幹線ですけれども、これに絡めま

してですが、先ほど未整備路線は４路線と、こう

いうふうに言われたように記憶しております。こ

れも近い将来見直しするというようなお話でした

が、今都市計画の用途地域の見直しを行っている

と思います。当初予算で300万計上しております。

この見直しの中に幹線街路の見直し検討というの

を織り込むことができないんでしょうか、いかが

でしょう。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 現在都市計画用途地域につ

いての見直しというようなことで進めておるわけ

でございますけども、これにつきましては現況の

用途地域周辺部であります白地地域を含めまして、

一部都市計画道路整備されることによりまして、

周辺部の開発が予想されると。このままでありま

すと、やはり乱開発等に結びつくこともあります

ので、早目に用途指定を行って適切な誘導を図っ

ていくということが大前提でございます。当然用

途の見直しでありますので、見直しに当たりまし

ては全体の中での位置づけというふうなものが必

要になってきますので、それらについての位置づ

けを行って、小檜室地区の民活を活用した定住促

進に向けた開発を進めるために用途指定を進めて

いるというふうなことでございます。 

  都市計画道路はそもそも都市の骨格を形成する

重要な路線でございますので、やはりこれの見直

しとなりますと、都市計画全体の中での見直しが

必要になってまいります。それにはやはり関連す

る上位計画であります土地利用計画とかあと振興

計画、あとそれから農振計画と、そういった各種

計画との調整を図り、整合を図りながら、全体の

見直しの中で道路を見直していくという必要があ

るわけでございますので、現在県のほうでも一部

18年度からですか、基礎調査を行っております。

18年度が庄内地域、19年度が置賜地域でありまし

て、あと村山と 上が残っているわけですけれど

も、順次その計画が行われるというふうな予想を

しております。そういった基礎調査を終わった後

でそれらを活用して都市マスタープランの見直し

の中で、道路の見直しもあわせて行っていく必要

があるというふうに考えております。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時５２分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     小関 淳議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、小関 淳君。 
   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 
５ 番（小関 淳議員） 議員になりまして、３回

目の一般質問をさせていただきます。 
    たいまつ’07の小関と申します。今回もお寒い

中、わざわざ傍聴にいらしていただいた市民の皆

様、本当にありがとうございます。皆様のように

積極的に市政に目を向け、参加していこうという

姿勢は、必ず今の新庄の置かれている厳しい状況



をよい方向に向かわせ、私たち大人の責任である

子供たちのための明るい未来につなげる強い力に

なると確信しております。今後も傍聴にいらっし

ゃる市民が増え、席が満席になるぐらいになれば、

新庄市は必ず変わるはずです。この思いを御理解

いただき、厳しい目で傍聴をよろしくお願いいた

します。 
  議員活動をさせていただいてからまだ半年ほど

しかたっていませんが、早く市民の代表として今

と未来の人たちが快適に暮らせる新庄に少しでも

近づけるために、今回の質問も含めまして良識と

品格ある活動のできる議員を目指していきたいと

考えております。その先には必ず市民と行政と議

会が３本の矢として結束した折れることのない新

庄市があると確信しております。 
  その３本の矢を実現させるために、３者それぞ

れの信頼関係は不可欠であります。そういう意味

で議会というのは執行側の政策や事業内容などの

確認やチェックをする役目はもちろんですが、市

民と行政の大切な信頼関係を構築するための重要

な役割も担っていると考えております。そのよう

な思いを酌み取っていただき、市長をはじめ執行

部の皆様には信頼関係を構築していこうという明

確な意思が市民と私たち議員の心に伝わるような

熱意を感じる答弁をぜひお願いしたいと思います。 
  今回は、山尾新市長が執行部のトップになられ

てから初めての議会ですので、質問は新体制での

方向性や具体的な手法と、今市民にとっての差し

迫った問題について質問させていただきたいと考

えております。 
  それでは、質問に入りたいと思います。まず初

めに、新市長とともに市職員は市民からより信頼

される業務をするために、職員とどのように意思

統一を図り、今後どのような業務体制で運営して

いく予定なのかお聞かせください。そして、昨日

奥山議員の質問にもありましたが、さきの市長選

挙の際に、ある投票所で漫画を大量に持ち込んで

読んでいた職員がいたと報道されました。市を挙

げて行財政改革に真剣に取り組んでいかなければ

ならない大変なこの時期に、なぜこのようなこと

が起こってしまうのか不思議でならないわけです

が、職員の監督管理や指導などは実際どのように

行われているのかお聞かせください。そして、今

後どのように指導管理を徹底させ、意識改革を進

めていくおつもりなのか。この辺は市民も特にし

っかり確認しておきたいところだと思いますので、

ぜひ詳しくお聞かせいただきたいと思います。 
  そしてもう一つ、これは以前から疑問に思って

いたところですが、市役所には民間企業なら当然

あるタイムカードが設置されていないようですが、

これはどういう理由からでしょうか。そのタイム

カードがない状態で、職員の遅刻、早退、欠勤な

どの管理はどのように行っているかをお聞かせく

ださい。 
  さらに、民間ですとボーナス査定などの際にタ

イムカードの情報も加味して査定していきますが、

市ではボーナス査定というものは存在するのでし

ょうか。査定のシステムがないとすれば、私が知

っている休日昼夜を問わず市民のために業務を遂

行している職員も、遅刻、早退、欠勤を繰り返す

職員も報酬は同額ということでしょうか。もしそ

のようなことが当たり前のようにまかり通ってい

るとすれば、行革などという言葉はそれこそ絵に

かいたもちになることは間違いないと思います。

よく民間意識を持ってなどと言われますが、真剣

に行革を断行するつもりならば、公務員自体のそ

の辺のシステム改革が何より先決だと考えますが、

いかがでしょうか。 
  そして 近ある市民活動で新庄市に大変貢献な

さっている市民の方から伺った話です。国のある

研修会があり、その団体から２名、市職員が１名、

日帰りで参加したそうです。その際、市職員１名

の旅費はその団体が負担したということがあった

そうです。要するに本来市民活動をサポートする

役割であるはずの行政が、市民団体に負担を強い

るというのは、たとえ行財政改革を進めているか



らという理由があるにしても、それこそ本末転倒

ではないでしょうか。市にとって、そして市民に

とって必要な出張であれば、職員の旅費ぐらいは

捻出すべきではないかと考えます。このような事

態がそれぞれのセクションで起きているようだと

すれば、市民協働もやはり絵にかいたもちになっ

てしまう恐れがあるように思います。 
  それに加えて出張旅費などの必要な経費が出な

いとなれば、難局を乗り越えるために重要な目ま

ぐるしい社会情勢に応じた施策情報などはどのよ

うに入手するおつもりなのでしょうか、お聞きし

たいと思います。 
  業務体制についての 後の質問ですが、来年度

の職員採用はどのような基準で何名の採用となっ

たのでしょうか。その採用数は行財政改革計画と

比較してどうなのか。そして、今後の採用はどの

ような計画でいるのかお聞かせください。 
  次に、今シーズンの除雪体制の確認と来年度か

らの快適な冬の暮らし実現に向けてどのような計

画でいるのかをお聞きしたいと思います。まず初

めに、除雪業者に対してどのような作業でどのよ

うな委託契約を結んでいるのかということが、広

く市民に理解されていないのではないかという点

です。降雪のあった朝、玄関前や店先にうず高く

積まれた雪を目にして、なんでこんな除雪しかで

きないんだという市民の嘆きはよく聞きます。な

ぜそういう除雪になってしまうのか、それをお聞

かせください。 
  そして、委託業者の除雪区間の公表はできない

ものでしょうか、公表することにより、より除雪

技術が向上していく可能性もあると思うのですが、

その辺はどうお考えでしょうか。雪対策というの

は、この雪のまち新庄にとって欠かせないもので

す。先日消流雪用水事業が開始される見込みとい

う報告があり、執行部の皆様も雪対策のために大

変頑張っていらっしゃるとは思いますが、今以上

に雪対策を充実させないと、確実に人口が雪の少

ない地域に流出していきます。 近村山市や東根

市の宅地分譲の広告チラシをよく見ます。それを

見るたび、完全に新庄、 上をターゲットにして

いることがよくわかります。やはり雪対策は官民

学挙げて本気で取り組んでいかなければ、世帯ご

との流出という大変な事態になってしまうのでは

と心配しています。 
  その対策の１つとして除雪に対して市民からの

要望を聞くシステムをつくることや、市民、事業

者、行政、学識経験者などでつくる委員会を立ち

上げ、今後の雪対策を議論し、除雪システムを充

実させるようにしてはいかがでしょうか。そして、

これは市民協働の１つにもなると思いますが、地

域の除排雪ルールづくりなどのアドバイスや指導

はしているのでしょうか。また、そのような好事

例となるような地域はないのでしょうか。あると

すればどのような円滑なルールがあるのでしょう

か。 
  除雪に関して 後に１つだけ確認いたします。

市の除雪体制の中に歩行者のための安全な歩道の

確保は組み込まれているのか、ぜひお聞かせいた

だきたいと思います。 
  次に、衰退の速度を増す中心市街地の活性化を

今後どのようにサポートしていくおつもりなのか

を確認させていただきたいと思います。初めに、

市長は市長選のマニフェストの中で、中心商店街

の活性化に取り組んでいくと明言しておりますが、

全国的に見て中心市街地の活性化は自治体の重要

課題にはなっているものの、なかなか成果が上が

っていない自治体が多いのが現実です。これは何

が原因ととらえ、有効策をどのように新庄で実現

させていこうとしているのかお聞かせください。 
  現在新庄ショッピングビルを民間が再稼働させ

ようとしています。例えば山形市や天童市を含め、

全国の多くの自治体では空きビルを買い上げ、中

心市街地の活性化につなげようとしていますが、

市としてはこういった動きをどうとらえ、新庄の

ケースの場合、メリットとデメリットをどう分析

しているのでしょうか。そして、現在市内または



近隣自治体に大型商業施設の出店計画があるので

しょうか。全国の自治体では地域にとってよい効

果をもたらさないということで条例化し、規制し、

出店させないようにしている自治体がどんどん増

えていますが、もし今後そういう計画が発表され

た際には市としてはどう臨むおつもりでしょうか。 
  以上、折れない新庄にするための壇上からの質

問を終了いたします。ぜひ市長はじめ執行部の皆

様、具体的でわかりやすい答弁をお願いいたしま

す。傍聴人の皆様 執行部の皆様、議員の皆様、

御清聴ありがとうございました。（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 小関議員の一般質問にお答えさせて

いただきます。 
  折れない新庄市にするためにという意味で質問、

また１つには提案等も含めながら意見をいただい

たというふうに思います。全体的なものにつきま

して私のほうから答弁し、再質問等において担当

のほうからまたお答えさせていただくということ

でさせていただきたいと思います。 
  初めに、私の行政活動の基本は市民の目線に立

った市政の推進であります。そのために私自身が

新庄市の将来ビジョンをしっかり持ち、市民や議

会の皆さん、職員、地域社会の理解を得て行政推

進を行うことを大切にしております。 
  民間企業と同様にトップの交代は職員にとって

大きな変化であります。しかし、人生の大半を職

場で過ごす職員にとりましても、トップの交代は

決してマイナスになることはありません。新たな

手法や企画を提案する絶好の機会でもあります。

職員には庁内の情報通信ネットワークを利用いた

しまして、随時私の考え方や会議や面談、また出

張などで得ました行政情報や地域づくりのヒント

などを伝え、課題や問題意識を共有しながら、信

頼関係をより強固にするよう努めておるところで

あります。 

  また、行政は市民との信頼関係の上に成り立つ

ものであります。職員の地域担当制などにより、

これまで以上に地域と行政の連携を密にして、市

民の目線に立った市政運営を進めてまいりたいと

思います。 
  投票所でのコミックの件につきましてです。市

役所が市民の皆様から一層期待、信頼される組織

となるよう頑張っている職員も多い中、非常に残

念でなりません。１人の職員の言動があるいは行

動がこれまで築いてきた組織全体の信用を失墜さ

せること、またこれまで黙認されてきたことであ

っても、社会の目がより一層厳しく向けられ、通

用しなくなっていることは職員全員が十分認識し

ておりますが、このたびのようなことが二度と起

こることがないよう、市長としての初の課長会議

におきまして、管理監督の厳格化、職員への規律

の遵守を申し渡したところであります。 
  職員は組織の知的資産の中で重要な位置を占め

ており、有意義な資産であり続けるためには人材

が育つ、学びの風土をつくることが大切だと思っ

ております。職員研修などを通して個人の能力を

大限に引き伸ばすとともに、当然ではあります

が、社会常識として規律を守り、しっかりとした

使命感に基づき志を持って業務に当たるよう指導、

育成してまいります。 
  休暇や遅刻、早退の管理はどうなっているかと

いうことでございますが、職員の休暇には年次有

給休暇、病気休暇、産前産後や結婚葬儀、いわゆ

る夏休みなどの特別休暇、介護休暇などがあり、

その承認、決定に当たっては管理職の休暇や病気

休暇、介護休暇また一部の特別休暇を除き所属長

が行っております。また、所属長は出勤簿に関す

る報告書により毎月所属する職員の出勤、出張、

休暇取得状況などを把握集計し、職員管理に努め

ております。 
  新庄市におきましては現在の方法で十分に管理

がなされており、職員による休暇の不適切な取得

も生じておりませんが、今後とも職員教育と管理



の面からしっかりとあらゆる対応を検討してまい

りたいと思います。 
  現在の出張のケースにつきましてですが、職員

が命令を受け、公務のため一時本市を離れて他所

に行くことを出張といい、鉄道賃、宿泊料、日当

などを旅費として公費で負担しております。旅費

の額と支給方法につきましては、地方自治法第204

条により、条例で定めることとされておりますの

で、本市では新庄市特別職の職員の旅費及び費用

弁償に関する条例、また新庄市一般職の職員等の

旅費に関する条例で定め、その中には手当に関す

るものは設けてございません。 
  県では出張時の日当積算根拠を見直し、出張先

での交通費、電話代などの経費のみを積算根拠と

する関係条例の改定案をこの12月定例会に上程す

るようですが、新庄市では平成15年４月に日当を

従来の半額とし、県内日当の支給を廃止しており

ます。県の改定後と現行の新庄市の場合を比べま

しても、支給額に大きな差は見られないようにな

ります。 
  参考事例として県では県内往復100キロメート

ル以上で200円を支給、新庄市は県内支給はござい

ません。県では県外往復100キロメートル以上200

キロメートル未満で200円、往復200メートル以上

で1,100円。新庄市は県外一律1,100円となってお

ります。 
  来年度の職員の採用計画でございますが、来年

度の新規採用職員としての内定している方は６名

で、男性女性それぞれ３名ずつとなっております。

合否の判定に当たりましては、１次試験、筆記に

よる教養、上級職には専門も加えております。並

びに２次試験、作文及び面接、ともにボーダーラ

インを設けておりますので、それらを超えられた

方の中から６名の方を合格者として内定通知を差

し上げております。 
  新庄市行財政改革大綱実施計画では、来年度平

成20年度当初の職員数を358人としておりますが、

計画より９人少ない349人となる予定で、計画基準

年であります平成17年377人と比べますと、３カ年

で28人の減となる予定であります。今後とも時代、

環境に合った適時適切な市民サービスを継続的に

提供していくため、行政評価システムを用いた事

務事業の改善と市民、地域、企業などと協働を通

した新しい公共への転換を図りながら、恒常的な

経費となる人件費の削減に努めてまいります。 
  ことしの除雪体制についての御質問でございま

すが、除雪事業の内容につきましては、毎年度市

報等で周知を図っているところであります。今冬

の除雪体制につきましても、12月発行の市報に掲

載いたしますが、さらに市民と接する機会をとら

えて周知に努めてまいりたいと思います。 
  除雪区間の委託業者名の公表につきましては、

市内を74工区にも分けておりますので、一覧での

公表は混乱を招く恐れもあると思いますが、市の

ホームページなどへの掲載を、掲載の手法も含め

て検討してまいりたいと思います。また、地区ご

との詳細につきましては、前述の除雪体制の周知

と同様に住民との相互理解を図りたいと思ってお

ります。なお、除雪機械には必ず委託業者名を入

れるように指示しております。 
  市と業者の除雪委託契約の内容は公開しており

ませんが、工区名や機械機種など一般的な内容で

ありまして、除雪作業の一般的な注意事項や作業

内容等は、除雪委託業者説明会のときに細かく指

示しております。 
  御指摘の市民協働によるソフト対策も重要な施

策であると認識しております。除雪の市民要望を

汲み上げるシステムにつきましては、まちづくり

会議、座談会、出前講座を通じて実施しておりま

すが、来年度から実施予定の新庄市職員地域担当

制を活用し、さらに進めてまいりたいと考えてお

ります。市民、行政、業者、学識経験者による除

雪関係の協議会の御提案につきましては大変参考

となる御意見であり、検討してまいりたいと思い

ます。 
  地域の除排雪のルールづくりも重要であると認



識しています。流雪溝の利用方法についてのルー

ルを町内で決めてやっている事例も数町内ありま

すので、これらの取り組みを広める形で進めてま

いりたいと思います。 
  除雪体制の中で特に歩行者対応といたしまして

は、歩道総延長約43キロメートルのうち、交通量

や通学路などの利用状況を考慮し、消雪歩道を含

め、約21キロメートルの除雪を行っております。

今後は歩道除雪機械の充実を図るとともに、地区

住民の協力も考慮に入れた体制づくりも進めてい

るところであります。また、歩道のないところで

も歩行者はいるわけでございます。このような場

所は冬期間にはどうしても道路が狭くなり、危険

な状況になりますが、できる限り排雪を行い、道

幅の確保に努めてまいります。 
  雪処理のニーズは多様化しております。これま

でのように行政主体の対応だけでは限界が認めら

れ、行政、市民、企業がそれぞれの役割を認識し、

協働することが何より必要と考えております。 
  それでは中心市街地の活性化についてでござい

ますが、中心市街地活性化の成果が上がらない要

因といたしましては、中心部に住む人の減少や郊

外への大型店の出店が続いてきたこと、並びに公

共施設の郊外への移転や客を引き寄せる個店自体

の魅力の低下などが考えられます。今後は住民ニ

ーズに応じたいろいろな機能を備えたまちづくり

をしていくことで、中心市街地の活性化を図って

いくことが重要であると思っています。 
  新庄ショッピングビルが民間企業によって再開

されようとしていることにつきましては、予定さ

れているわらすこ広場が入れば賃借料の支出が伴

いますが、中心市街地の中に大きな集客施設が復

活することによって賑わいが戻り、健康増進や子

育て支援、交流の場ができること、経済をはじめ

とした地域の活性化につながるという大きなメリ

ットがあると思っております。 
  郊外への現時点での出店計画あるいは開発計画

でございますが、事前の協議につきましては宮内

地区と下田地区にそれぞれ１件ずつございます。

宮内地区につきましては、農振地区の農地になっ

ておりますし、見直しがなされて白地になったと

いたしましても、御存じのように先月都市計画法

が改正施行されましたので、実現できない状況と

なっております。下田地区につきましては、21年

度に松本から宮内までの高規格道路へのアクセス

道が開通しますので、その東側に位置する同地区

は都市計画の用途地域となっておりますので、開

発申請があれば協議を行っていくことになります。

現在は人の行き来が多ければそれだけすぐ店の利

益に結びつかないという実情があるかと思います。

個々の商店においては魅力ある店づくりになお一

層努力と工夫をこれからもお願いできればという

ふうに思います。 
  中心市街地の活性化につきましては、周辺農業

地域の景気動向によっても大きく左右されるもの

と思います。また、一例として新庄まつりでは中

心部の若連が山車をつくり、周辺の農村部の若連

が囃子を受け持つことによって、地域全体のコミ

ュニティーを醸成し、新庄独自の活性化が成り立

っております。中心市街地が衰退することはこの

大きな地域活性化の柱にも影響を及ぼすこととな

ります。 
  自治体が中心市街地の空きビルを買い上げて運

営している例がありますが、毎年多額の維持管理

費がかかり、苦労されているように聞いておりま

す。行政としては民間の施設を現在購入する考え

はございません。 
  以上、答弁させていただきました。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 
    それで先ほど壇上からの私の質問の中に、なぜ

タイムカードがないのかという質問を入れたかと

思うんですけども、ちょっとお聞かせいただけま

せんでしょうか。 



武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 先ほど市長の答弁にもありまし

たけれども、職員の現在の勤務状況を管理するに

は今の方法で十分に足りるというふうな考えから

タイムカードを導入していないというふうなこと

でございます。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 職員の評定というか、ボ

ーナス査定のことも盛り込んであったと思うんで

すけども、そういうことはやられているんでしょ

うか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 期末勤勉手当のことかと思いま

すけれども、給料も含めて現在のところ職員の勤

務の評価と給与の査定を連動してはございません。

ただ、近々そういうふうな地方公務員法等々の改

正があって、人事評価を含めた査定の給与、給与

査定、それの導入というようなことも考えられて

おりますので、そういうふうなことが起きて慌て

ないように現在勤務成績調書という形の中での人

事評価の訓練をやっているところでございます。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） これから勤務評定も含め

てそういう体制でやられていくということなので、

ぜひそういうふうに、そういう体制でやっていた

だきたいと思います。 
  先ほども申し上げましたように、民間であれば

勤務評定の後にボーナスというかそういうものに

反映されて、能力に応じた給料が支給されるわけ

ですけれども、ぜひ新庄市でもそういうふうなシ

ステムを導入していただきたいと思います。とい

うのは、やはり本当に休日昼夜を問わず働いてい

る職員さんを私何人も見ています。なかなか勤務

に身が入らない、何していらっしゃるのかなとい

うふうな職員さんも見受けられます。その方、前

者と後者とが同じ給料というのはやっぱりそうい

う組織というのは、 終的にはいい効果、いい方

向にはいかないんじゃないかなと。民間であれば

そういうことなんですけども、ぜひ本当に民間の

意識を導入するという意識で行革をなさるんであ

れば、ぜひ早急にそういうシステムを取り入れて

やっていただきたいと思います。 
  あと地方公務員法の第39条、読みます。職員に

はその職務、能率の発揮及び増進のために研修を

受ける機会が与えられなければならないと書いて

あるんですけども、中央というか東京とかそうい

ったところでいろんな先進的な研修会とかそうい

うものがあった場合は、私としてはどんどん参加

していただきたいと。やっぱりこういう混迷の状

態を乗り切るためには、やっぱり有能な職員がど

んどん知識を詰め込んで、言ってみれば脳に栄養

をいっぱい詰め込んで難局を乗り越えていただき

たいと思うんです。ですから、そういう出張旅費

とかという研修旅費が出ないからといって、研修

は行かないほうがいいんじゃないかみたいな方向

だと非常にまずいと思うので、ぜひそれをして、

そういう方向でやっていただきたいと思うんです

けど、どうでしょうか。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 地方公務員法のその条項に基づ

いて新庄市では研修計画をつくって職員の研修に

努めています。その中でやはり一番大切にしなけ

ればいけないというふうなことが自己研修、自分

で研修すると。ですから、東京に行っていろんな

知識、技能を身につけて来るというふうなことを

阻んではいません。ぜひその分には行ってほしい

と。ただ、今のところそれを公費で賄うことはな

かなか難しいというような状況にはあります。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 非常に財政が厳しいので



なかなか思う気持ちと財政的な部分、経費的な部

分を負担するというののずれが生じているのはい

たし方ないことかと思いますが、あと予算がない

からということでできないというふうな思いは、

なるべく持たないでいただきたいと思うんです。

例をちょっと言いますが、新庄小学校で今授業の

サポート制というか、サポートシステムといって

いいかどうかわかんないんですけども、先生を退

職なされたＯＧ、ＯＢの方々にお願いして、無償

ボランティアで授業をサポートしていただいてい

るんだそうです。今七、八名でやっていらっしゃ

るということなんですが、それが非常に効果を上

げているようなんです。効果の例といいますと、

授業が非常に楽しくなってきた、授業が楽しくな

ってきて、不登校ぎみの子も登校するようになっ

た。それぐらい効果が上がることを、システムを

そこにはめ込むことによって実現しているんです。

ぜひ本当に各セクションでそういうことが恐らく

いっぱいあるんじゃないかと思うんです。予算を

使わず、ちょっとしたアイデアで劇的に効果を上

げるようなことがあると思うので、ぜひそういう

こともやられていただきたいと思います。 
  あとこういうことはできるかということなんで

すけども、今全国の自治体で、これ公明新聞から

ちょっとコピーしたものなんですけども、全国の

27市町村が寄附条例というものをつくっている。

財政厳しい自治体が全部、もちろん夕張も含めて

厳しい財政の自治体が27町村あるんですけども、

こういうシステムを以前政策経営課長に寄附のシ

ステムというのをちょっと充実させたらどうだと

お話申し上げたことがあったんですけれども、や

っぱり今新庄市のあれだと採納願という、何かそ

ういうので寄附を受け付けているらしいんですけ

ども、そういうのじゃなくてもっと寄附を出しや

すいというか、寄附しやすいようなシステムをと

一度御提案申し上げたと思うんですけども、今そ

ういう考えはございますでしょうか。条例をつく

ろうとかそういうシステムを組み込もうという。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 市民の御好意によって寄

附をお金あるいは物品でいただいているケースが

近大変多くなってございます。大変ありがたい

ことだなと。ただ、採納願、お願いして物品、金

品を出していただくんじゃなくて、こちらからあ

りがたくいただきますよというスタイルに一部変

更させていただいておりますので、そういう形式

的なところは見直していくようにしてございます。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 要するに夕張市のここに

寄附条例の目的のあれが書いてあるんですけども、

ちょっと読みます。この条例は、夕張市のまちづ

くりに応援をいただける人々から広く寄附金を募

り、その寄附金を財源として夕張市が住民自治を

維持し、また活力ある地域社会の実現に資する事

業の実施及び貴重な地域資源や文化の保全、継承

を図ることによる夕張市民が希望を有しながら、

健康で文化的な生活を保持することを目的とする。 
  これやっぱりぜひ新庄市で取り入れてほしいん

ですよ。これは目的というか例えば全国に散らば

る新庄出身の方々が文化事業に使ってくれとか、

例えば福祉、高齢者のために使ってくれとか、い

ろんなメニューを設定してやっているみたいなん

ですよ。ぜひこういうシステムを導入してやって

いただきたいと思うんですけど、今後どうですか。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 この前も答弁をさせてい

ただきましたけども、ふるさと納税という形も一

種の寄附でございますので、それらと絡み合わせ

てそういった制度について考えさせてもらいたい

と思います。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 寄附条例というのはふる



さと納税とは全く違うもんなので、その辺もちょ

っといろいろ情報を入手していただいて、本気で

これに取り組んでいただけないかなと思うんです

けど。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 今後の勉強の重要な課題

として、今後の課題とさせてもらいたいと思いま

す。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） わかりました。 
  時間もなくなってきたので、雪対策の件でちょ

っと伺いたいんですけども、高壇のほうに雪氷防

災センターがあるんですけども、そちらとのいろ

んな意見交換みたいなものはなさっているんでし

ょうか、雪対策について。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 雪対策そのものには直接の

あれはございませんが、やはり防災センターその

ものは技術的な研究機関でもございますんで、流

雪溝等そういう整備に伴うものにかかわるものに

ついては、いろいろ資料等参考にさせていただい

たりは行っております。ただ、一応一般の除排雪

そのものについては直接は余りございません。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 恐らく県の事業の１つだ

と思いますが、村山市の土生田地区で13号線の旧

道のほう、要するに旧道の土生田地区の全区間で、

県と連携してそこの住民が朝６時ぐらいまでに自

分の土地の雪を道路に出す。それで業者がそこを

除雪する、そういうふうなシステムを試験的にこ

としの冬導入すると言われているんですが、そう

いうふうな県と国とかそういうところとの連携し

てこういうことをやってみようということは何か

計画なさっていますか。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 除雪にかかわっての県、国

とのかかわりにつきましては、路線が交差してい

る部分もございますので、そういった除雪の仕方

とかそういうふうなものについては毎年除雪会議

を行いまして、その中で調整を図っているところ

でございます。ただ、今お話ありましたような、

ある一定の時間に市民が道路上に雪を出して、そ

れを排雪するというふうなものにつきましては、

やはり一番はその雪の置き場所、それが確保でき

るかどうかが一番大きな問題だと思います。そう

いうふうなものが確保できる場所であれば、そう

いった試験的なある時間を区切ってとか、やはり

区間を区切って試行することは可能だとは思いま

すが、やはり市街地の中ではまずほとんどそうい

う場所の確保というのは考えられませんので、ま

ちの中ではちょっと難しいのではないかというふ

うに考えます。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） 時間もなくなってきまし

たが、あと非常に雪が降るたびにというか、大雪

になるたびに非常に市民同士のトラブルというの

があるわけで、あとはさっき言ったように、店の

前に雪をドカッと置かれたとかと、新庄市が委託

業者になさっている委託している業務は除雪です

か、排雪ですか、除排雪ですか。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 １つは道路の除雪でござい

ます。これにつきましては、新雪10センチ、２時

半ごろから３時半までの間に10センチを超えた場

合には出動して、その雪を路肩等に除雪するとい

うふうな業務がございます。 
  あと状況によりまして、路肩の雪が多くなった

り、あと大雪等になった場合にはその道路が狭く

なりますので、交通にも支障が出てまいります。



そういった場合には別途業者に指示しまして排雪

を行います。これはまた別、委託業務ではなくて、

機械の借り上げを行って排雪を行うというふうな

業務に分かれております。 
５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
中川正和議長 小関 淳君。 
５ 番（小関 淳議員） そういう除雪と排雪、除

排雪と、そういうのが市民はなかなか理解できて

いないんじゃないかなと思う。そういうところで

やっぱり不満も出てきているんじゃないかなと思

うんです。ですから、そういう開示というか告知

ということは必要だと思いますので、しっかり市

民のほうにそういう告知をしていただきたいと思

うんです。 
  あと 後に中心商店街のことなんですが、疲弊

し切った商店街の個々の商店に市としては何をお

望みになりますでしょうか。 
黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 
黒坂光悦商工観光課長 先ほど市長のほうからも一

部御答弁ございましたが、魅力ある店づくりにな

お一層の努力をしていただきたいということに尽

きるのではないかというふうに思います。また、

現在北本町のショッピングビルで展開が検討され

ておりますわらすこ広場についてですが、もしあ

そこで展開されるとなった場合、これで目的が達

成されたということではなく、それを手段にして

今後のその後の店づくりに生かしていただければ

というふうなことも思っていることでございます。 
  以上でございます。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 １時５０分 休憩 
     午後 ２時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 

     佐藤悦子議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、佐藤悦子君。 
   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 
２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いたし

まして一般質問を申し上げます。 
    初に、市の収入確保のために国庫補助金のさ

らなる削減に反対し、地方交付税の機能堅持と総

額確保を求めていただきたいということです。 
  その前に、このたび新しい市長が市の財政再建

のために市長自らの報酬と退職金の半減を行うと

いう姿勢を示したことは、大変敬意を表さなけれ

ばならないことだと感じております。私たち議員

についても、報酬の２割削減などによって、こう

いう財政再建に力を尽くす立場をあらわすべきだ

と私は訴えるものであります。 
  さて、本題に入ります。収入確保のためですが、

①として三位一体改革というのが国によって行わ

れてきたわけですが、35の道府県が赤字となった

ということが朝日新聞の07年の10月26日付で報道

されています。地方活性化につながらないにせも

のの改革であったということが明らかではないで

しょうか。税収が少なく税源移譲の効果が薄かっ

た上、国庫補助金が減った影響が大きかったとの

ことです。 
  国庫補助金の中で国庫負担金が約９割を占めて

います。その中を見ますと、社会保障が６割、文

教が２割、残りが公共事業となっています。具体

的には医療や国民健康保険への国の負担、介護保

険、児童扶養手当、生活保護、義務教育費の人件

費などへの国の負担です。これらの国負担の削減

は地方自治体の財政悪化等、それが進められれば

さらにお金のない人がますます貧困生活に追いや

られることになってしまいます。国庫補助金のさ

らなる削減は反対すべきではないでしょうか。 
  ２つ目は、ふるさと納税というのが出ています

が、これは地方を疲弊させた国の責任をあいまい



にし、わずかなお金を回すことで地方を黙らせる

手段として使われるのではないかと、こう言って

いるのは矢祭町の元町長の根本さんです。07年７

月12日付の朝日新聞紙上で語っております。地方

交付税の制度を安定させることが先決であると、

これは岡山県の西粟倉村長も読売の07年10月16日

付で述べています。そして、 優先で取り組むべ

きは、地方の疲弊をもたらした原因である地方交

付税５兆1,000億円削減されたわけですが、これを

復元させることであります。地方法人２税などの

問題などを出してきておりますが、これで都市と

地方が税源を奪い合うようなことではないと、こ

ういうふに神田真秋という愛知県知事が07年の10

月の30日の朝日紙上で語っています。 
  地方法人２税については、同じく愛知県知事が

財務省は都市部から地方への再配分を主張し、財

務省は消費税の１％分を地方に回すかわりに、同

額程度の法人２税を国に移す税源移譲を主張して

いる。しかし、現行の地方交付税制度のもとでは、

地方の一般財源の総額は増えず、地方の疲弊は続

くということで、今行おうとしている地方法人の

問題やふるさと納税などは、結局は我が自治体に

はお金の収入増えることにはつながらないという

ことではないかと思うんです。そういう意味で大

事なのは５兆1,000億円も削った地方交付税をも

とに戻してほしいと、強く働きかけるべきだとい

うことです。 
  ３つ目に、社会保障の財源に消費税増税という

論が強まっています。しかし、これは納得できな

いという回答を寄せている方が54％に上っている

ということが、朝日新聞の07年の11月６日付に報

道されました。労働者１人当たりの給与が10年間

で10％も減っているんです。収入の少ない世帯ほ

ど負担率が高い消費税であります。サラリーマン

片働き４人世帯で年収300万円という家庭の消費

税は、現在の５％で年13万円も払っています。こ

れが10％になれば26万円もの消費税の負担です。

こんな負担に耐えられるでしょうかということな

んです。 
  財務省の法人企業統計によりますと、1995年と

2005年の比較、この10年間の比較で大企業の経常

利益は約２倍に増えています。大企業の役員報酬

１人当たりも約２倍、企業の株式配当に至っては

３倍にも増えています。ところが、従業員１人当

たりの給与は0.9倍、10％も下がっています。一方

政府の決算などによりますと、法人税３税の税収

は0.9倍に減っています。つまり減税のおかげで大

企業は利益は２倍になっても払う税金は少なくな

っているのです。増税は収入の減った庶民ではな

くて、減税されてきた大企業と株式配当などで大

もうけをしている大資産家に向けていただきたい

のではないでしょうか。減税と労働者に低賃金を

押しつけて大もうけを上げている大企業が、さら

にもうけを増やすために税や社会保険料の企業負

担を限りなくゼロにする、これをねらって消費税

増税へ世論誘導を行っているのではないでしょう

か。 
  消費税増税は国民生活をよくするためではあり

ません。日本共産党は国民の立場に立って浪費を

一掃しつつ、２つの聖域にメスを入れることを提

案しております。１つは、大企業と大資産家に対

する行き過ぎた減税をただすことで、数兆円規模

の財源が可能になります。２つ目は、年間５兆円

に上っている軍事費に縮減のメスを入れる。特に

アメリカの戦争支援のための支出については中止

する。また、著しく高い価格となっている兵器価

格、今軍需利権が問題になっておりますが、これ

らに抜本的なメスを入れることであります。この

道こそ消費税に頼らないで安心できる社会保障を

築く道であり、同じく国の財政の健全化、国民経

済の健全な発展を保障する道ではないでしょうか。 
  ２つ目の大きな質問としてですが、後期高齢者

医療制度の中止撤回を求める上申を国にしていた

だきたいということについてであります。来年４

月から後期高齢者医療制度が創設されます。これ

は75歳以上の人を国保や健康保険から追い出して、



高い負担を無理やり徴収しながら、まともな医療

を受けられなくする空前の大改悪であります。こ

の日本の経済発展を支えてきた高齢者たちに、長

生きして済みません、長生きって悪ですかと嘆か

せる 悪の施策が進められています。同時に70歳

から74歳の窓口負担が２割に引き上げられようと

しています。それを受けて外来や入院の負担限度

額も引き上がります。福田内閣と与党は窓口負担

増を凍結すると言っていますが、１年延期するに

すぎません。凍結はすぐに解除されて負担が押し

寄せてきます。 
  ７年前までは外来１回850円という70歳以上の

窓口負担でありましたが、これをかかった医療費

の１割から３割にしたのは、福田氏が官房長官を

務めた時代です。それが行われてから、全国で命

にかかわるような受診抑制が横行しています。さ

らに２割への引き上げはさらに深刻な事態に高齢

者を追いやることになってしまいます。日本の患

者負担が低いんだと、この間おっしゃった議員が

いらっしゃいましたけども、厚生労働省が示した

資料では、患者負担についてフランスでは11.7％、

ドイツでは６％、イギリスでは2.4％です。これに

対して日本は18％にも上がっています。外国と比

べても患者負担は日本では高いということがわか

ります。 
  しかも、これは公的医療保険制度に限ってのこ

とでありまして、予防、健康対策、正常分娩、差

額ベッドなどの費用を加えた本当の医療費という

べきデータを厚生労働省の認可団体であります医

療経済研究機構が示しています。それによります

と、99年３月に発表した数字では、アメリカが

20.2％に対して日本が21％です。国民皆保険がな

いアメリカよりも日本の患者負担率が高いという

驚くべき実態です。この上患者の負担を増やそう

という日本政府の医療政策が、いかに国際的に見

ても異常なものなのか、明白ではないでしょうか。 
  後期高齢者医療制度は、４つの問題点があると

いうことで述べさせていただきますが、１つは、

現在扶養家族となっている方も含めて、75歳以上

のすべての方から保険料を取り立てるということ

です。これも内閣と与党は一部凍結と言っていま

すが、凍結は現在サラリーマンの扶養家族として

健康保険に加入している人だけです。しかも、金

議員さんによれば凍結は１年ということでありま

す。凍結はすぐ解除されてしまいます。1,300万人

の後期高齢者の大半を占める国保加入者約1,000

万人の保険料は予定どおり４月から徴収されます。 
  あらゆる世代の中で75歳以上だけどんな低所得

者でも被扶養家族から切り離す。こんな差別的な

医療制度が許されるでしょうか。 
  ２つ目の後期高齢者医療制度の問題点は、年金

から保険料が天引きされるということです。さら

に、保険料は２年ごとに値上がりします。２つの

要因によって値上がりします。１つは、患者の増

加、重症化、医療技術の進歩などで医療給付費が

増えれば保険料が上がります。保険料値上げが嫌

ならば、受ける医療を制限せよということになっ

てしまいます。 
  保険料値上げの要因のもう一つは、後期高齢者

の人口増です。後期高齢者の人口比率が増加する

のに応じて、後期高齢者の払う保険料の財源割合

が、今提案されている10％から12％、15％、18％

と、自動的に引き上がる仕組みです。始まりが低

く抑えられたとしても、高齢者が医療を受け、高

齢化が進む限り保険料は際限なく値上げされてい

く制度が実行されようとしています。75歳以上だ

けでなく、65歳以上の国保税も便乗して年金から

天引きされる改悪も予定どおり実施されます。 
  今の高齢者だけの問題ではなく、若い世代ほど

やがて高齢者になったときに押しつけられる保険

料がふえる仕組みです。この制度によって実は企

業の社会保険料の負担を減らす、限りなくゼロに

することを目指すという大企業のねらいが含まれ

ております。 
  ３つ目の問題は、年金が月１万5,000円未満の方

は窓口納付となりますが、保険料を滞納しますと



保険証を取り上げられます。現在行われている老

人保健制度では75歳以上の高齢者は、国の公費負

担医療を受けている被爆者や障害者と同じく保険

証取り上げが禁止されています。医療を奪われた

ら直ちに命にかかわるからです。老人保健制度か

ら後期高齢者医療制度にかえることで、低年金あ

るいは無年金という方から容赦ない保険証取り上

げを行おうというのです。80歳、90歳という方か

ら保険証を取り上げるのか、そんなことはできな

いという声が全国から見直しの決議として政府に

上げられております。 
  ４つ目の問題は、後期高齢者には受けられる医

療を制限し、差別する別立て診療報酬を設けると

いうことです。10月４日、厚生労働省が策定した

後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子案によりま

すと、後期高齢者医療制度のねらいは複数医療機

関への受診の是正、検査、投薬の制限、在宅看取

りの推進としています。つまり後期高齢者にはな

るべく医療を受けさせず、終末期は病院から追い

出そうというのです。追い出したときに診療報酬

を上げるようにするということも盛り込まれてい

ると聞きました。具体的には後期高齢者の診療報

酬を頭打ちにして、保険医療に上限をつけ、後期

高齢者に手厚い治療を行う病院を赤字に追い込み、

検査、投薬の制限、入院、手術の粗悪化、早期退

院などを促進するのが政府のねらいです。長期療

養の人が入院する療養病床を23万ベッド削減して、

病院追い出しを進める改悪も来年度から本格化し

ます。 
  介護サービス職員が自宅で死亡する高齢者を発

見するケースが増えているということが報道され

ています。ひとり暮らしの高齢者が増えているか

らです。こういう中で療養病床の削減が行われれ

ば、さらに高齢者の孤独死が増えることになるの

ではないかと指摘が相次いでいます。 
  在宅療養介護が貧弱なまま、ただ医療給付費を

減らすため強引に退院を進め、患者や家族に犠牲

を転嫁する、こうした政治こそ医療難民、介護難

民を生み出してきた元凶です。国民皆保険はすべ

ての人に保険で必要な医療を給付するというもの

ではないでしょうか。国民皆保険を根底から掘り

崩し、さらに医療難民を生み出す差別医療は、市

民の命を守る立場からは認めるわけにはいかない

のではないでしょうか。 
  後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を国

保や健保から追い出し、保険料の値上げかそれが

嫌なら医療の制限かという悪魔の選択に追い込ん

でいく制度です。高齢者を邪魔物扱いし、切り捨

てるこの改悪をうば捨て山と呼んだのは、元厚生

労働省局長の堤修三氏、現大阪大教授でした。こ

の制度の導入が恒久的な国民負担増と給付抑制の

仕組みをつくる第一歩だということです。 
  「週間東洋経済」11月３日号で厚生労働省の宮

島俊彦大臣官房総括審議官は、この制度は５年ぐ

らいはやっていけるが、その後は財源のあり方が

課題になると述べました。設計した人自ら５年ぐ

らいで行き詰まると明言しています。厚生労働省

の現職幹部すら早期破綻を認め、際限のない国民

負担増と医療切り捨てに国民を引きずり込む後期

高齢者医療制度の４月実施を中止し、撤回する以

外にないと思うのです。 
  日本共産党は後期高齢者医療制度の実施を中止

した上で、誰もが安心してかかれる医療制度にす

る改革案を提案しています。１つは、窓口負担増

をやめさせ、国際的にも異常に高い窓口負担を引

き下げる。２つ目には、公的医療保険の解体を許

さず、保険医療を拡充していく。３つ目は、減ら

し続けた医療への国庫負担を計画的にもとに戻し、

保険料負担を軽減し、医療保険財政の立て直しを

図るということを提案しています。70歳から74歳

の窓口負担２割への引き上げをやめ、後期高齢者

医療制度は来年からの実施を中止、撤回するよう

市長として上申していただきたいのですが、市長

の御見解を伺いたいと思います。 
  大きな３つ目として、市内中小業者の仕事を増

やす取り組みをということです。私自身市内を歩



けば必ず仕事がない、仕事がないという嘆きの声

を、そして相談を受けます。本当に仕事がなくて

困っているという方がたくさんいます。そこにど

うやってかということで提案させていただきます。 
  １つは、全国355自治体で実施しております小規

模事業登録制度を実施してはいかがでしょうか。

競争入札参加資格のない地元の業者で、小規模で

簡易な工事などの受注、施工を希望する者を登録

し、自治体が発注する小規模な建設工事や修繕な

どの受注機会を拡大し、地域経済の活性化を図る

ことを目的にしたものです。もし市で既にこれは

やっているというならば、その金額や件数、規模

などをお聞きしたいと思います。 
  もう一つの提案は、住宅リフォームへの助成制

度を実施してはどうかということです。埼玉県川

越市では助成率５％、上限補助10万円までという

制度を実施しています。1,000万円の予算だったそ

うですが、市民の利用が高まって６月にすぐに補

正が必要になったと言われています。地元の今仕

事がなくて困っておられるという声がたくさん聞

かれますが、地元の大工さんなどの仕事確保に大

きな力になっていると言われております。予算

1,000万円つければ20倍の２億円もの仕事が出て

くるようになるのです。地域経済への波及効果の

大きい制度だと思いますが、実施の考えはないか

いかがでしょうか。 
  大きな４番目の質問ですが、子供の医療費無料

化の拡大ができるのではないかということについ

てお聞きします。１つは、子供の医療費無料化へ

の国庫負担割合が来年度増えるとお聞きしました。

市が今まで負担していた分が減るわけですが、こ

の市の負担の減った分を対象者の拡大に充てて、

子育て支援を強化してはいかかでしょうか。 
  さらに、小学校卒業まで無料化を目指してはい

かがでしょうか。子育て支援の新庄市になるよう

に願っての質問です。 
  以上、壇上からの質問を終わります。御清聴あ

りがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 それでは、佐藤議員からの一般質問

にお答えさせていただきます。 
  市の収入確保のために国庫補助金のさらなる削

減に反対し、地方交付税の機能堅持と総額確保と

いう御質問かと思いますが、その中でふるさと納

税制度につきまして、三位一体改革により地方に

税源が移譲されましたが、財政力の豊かな団体と

財政力の弱い団体の差が拡大しており、いわゆる

格差是正を求める声が高まっております。地方６

団体は、地方交付税の復元と地方間の格差是正を

強く求めていますが、格差是正の方策の１つとし

て、国はふるさと納税制度を取り入れようとして

おります。さまざまな方法が検討されましたが、

自治体への寄附金を個人住民税から税額控除する

方式で調整を進められているようであります。 
  財政力の弱い本市にとりましては、格差是正に

向けた制度の１つとしては、少しでも収入が増え

ることには賛成であります。ただ、安定した地方

財政を確保するためには、ふるさと納税制度は根

本的な解決にはならないと感じておりまして、三

位一体改革の折に削減されております地方交付税

の復元をぜひ行っていただきたいと考えておりま

す。 
  また、地方間へ財源を適切に配分する制度は国

が確立すべきであり、地方間同士で奪い合いをす

るべきものではないと思っております。この制度

はあくまでも補足的な措置であり、地方交付税の

確保を含め、抜本的な制度の確立に向け、要望を

行ってまいりたいと考えております。 
  消費税の増税につきましてですが、この秋にも

改正されると予想されていた税制ですが、その中

で焦点となっておりました消費税の引き上げは、

福田首相の考えで21年度以降に先送りされること

となりました。先送りされただけで早晩引き上げ

の具体策が議論されるものと考えられます。消費



税の引き上げの是非や使途目的にはさまざまな意

見があるようでありますが、国の動向に注視して

まいりたいと考えております。 
  現在地方における税の偏在化を是正する手段と

いたしまして、消費税と法人２税を税源交換する

ことも議論されているようであります。すなわち

消費税に含まれる地方消費税を１％から２％へ引

き上げ、法人事業税と住民税の法人２税を国税と

する交換案でありますが、現在のところは総務省

などの反発で不透明な状況のようでありますが、

これらの議論も踏まえ、税全体のあり方と国と地

方の財政のあり方が本格的に議論なされていくも

のと考えられます。 
  次に、後期高齢者医療制度についての御質問に

お答えいたします。老人保健法にかわる高齢者の

医療に関する法律が明年４月施行され、後期高齢

者医療制度がスタートいたします。我が国は国民

皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けること

ができる医療制度を実現し、世界 長の平均寿命

や高い保健医療水準を達成しました。しかしなが

ら、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行な

どの環境変化の中で、国民皆保険をどう堅持し、

医療制度を将来にわたりどう持続可能なものにし

ていくかが課題となっております。後期高齢者医

療制度が県１本の広域連合による運営となったこ

とは、運営の安定化という点で大きな意味を持つ

ことでありますし、市町村が求めてきた保険者統

合への大きな一歩になるものと思っております。 
  しかし、この医療制度改革全般に流れる一方の

テーマは、増え続ける老人医療費の増え幅をどう

抑制するかということであり、後期高齢者医療制

度には高齢者自身の保険料負担、適正受診への誘

導といった内容が含まれております。そういった

内容を示して、国に対して制度の中止、撤回を求

めよということでありますが、今般政府において

は新たな負担増の部分について凍結の措置が検討

され、注視しているところであります。こういっ

た激変緩和など必要な見直しが行われた上で円滑

に開始されなければならないと思っております。 
  また、制度について市民の皆様の御理解をいた

だいた上で開始されなければなりませんので、制

度周知に努めてまいりたいと思っております。 
  次に、市内中小業者の仕事を増やす取り組みを

ということで、本市における建設工事等の契約は、

市に指名願を提出して登録された方々を対象とし

ております。この指名登録制度は契約の安全な履

行の確保を目的として、指名登録の要件に資本金、

建設業の許可、経験年数などにある程度の条件を

求めております。しかし、小規模事業者であって

もその業務を１年以上引き続き営んでいる者とい

う要件により登録が可能でありますし、実際に建

築関連業種などの登録者が少ない業種の発注に当

たっては、地域性、信用性、公平性を考慮しなが

ら見積もり対象者として参加できるよう運用して

おります。 
  小規模事業登録制度につきましては、現登録者

との受注機会の調整を図る必要があることや、緊

急な要請に小規模事業者の方が対応可能なのかな

ど、検討を要する課題でもあります。今後の小規

模事業者の受注機会の確保につきましては、現行

制度の運用の中で図っていく考えであります。 
  次に、住宅リフォームの助成制度についてお答

えします。当市における住宅改修に対する助成等

といたしまして、現在居宅で生活する要介護者に

介護保険サービスの中で助成制度を設けていると

ころであります。また、県におきましては、耐震

補強やバリアフリー化などの住宅リフォームを県

内の大工さんか建築業者の方々にお願いした場合、

低金利による融資制度を実施しているところであ

ります。さらに、国土交通省におきましても、建

築基準法の改正に伴い、全国的に住宅着工件数が

減少していることにかんがみ、社会的、経済的環

境の変化などにより、一時的に経営悪化を来して

いる建築関連の中小事業者を対象に、運転資金融

資制度を適用させる追加措置を講じているところ

であります。 



  なお、本市においては消費者の円滑な住宅リフ

ォームを支援するため、相談窓口を開設し、公平

かつ中立な立場で安心して依頼できるリフォーム

業者として登録されている方々の情報を紹介して

おりますので、業者の方々の登録とあわせて皆様

方の積極的な活用をお願いいたします。 
  いずれにいたしましても、これらの制度を活用

していただき、現時点での住宅リフォーム助成制

度の制定は考えておりませんので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 
  次に、乳幼児医療費助成制度についての御質問

にお答えいたします。乳幼児医療費の自己負担は、

現在国の健康保険制度においてゼロ歳から２歳ま

でが２割、３歳以上が３割でありますが、このた

びの医療制度改革によりまして、平成20年４月か

ら６歳までが２割となります。山形県と県内市町

村は国の制度をもとに、既に就学前までの乳幼児

を対象とした助成事業を実施しており、独自に拡

大している分を県と市町村が折半で負担しており

ます。 
  このたびの改正により、上乗せ実施分の負担が

減ることになるわけですが、県はこの財源を活用

して所得制限を緩和し、対象者を拡大する方向で

検討を進めております。市独自でさらに上乗せ実

施はできませんが、県と折半という従来の方法に

て対象者を拡大し、実施したいと考えております。 
  以上であります。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 県の所得制限緩和の方向

で検討に入っているということをお聞きして、大

変よかったなと思います。ぜひ実施になるように

お願いしたいと思います。それで市もその立場で

やっていきたいという方向でありましたので、医

療費無料化になっていない今の方々が少し無料化

になる、拡大の方向になるということは大変いい

ことだなと思います。 
    さらに私としては小学校卒業まで無料化を目指

していただけたらいいなと要望したいと思います。

この前の議会でも言ったように思いますが、例え

ばアトピーの病気を持つ子供の場合は、小学校に

上がってもやはり続くという方が多いようです。

そうなると、小学校に入ったときに有料になって

連れて行きづらいというようなことも親たちは言

っております。そういう意味では少しでも小学校

卒業までというか、無料になっていたら、子供た

ちは中学校になると割と元気というか丈夫になる

ような気がしますので、小学校ぐらいまで無料だ

ったらなというのが市民の皆さんの声だと思いま

すので、ぜひそうなるように運動を広げたりある

いは市独自でできないか検討をお願いしたいとお

願いします。 
  次に、市内中小業者の仕事を増やす取り組みに

ついてなんですが、市内の小規模事業登録制度と

いうのをやっている自治体が県内でも多くなって

いることがわかりました。酒田市、天童市、鶴岡

市、山形市、東根市、ここまでは新庄市より大き

いところだと思いますが、長井市が50万円未満の

仕事をやっておりますし、庄内町というところで

は100万円未満のところをやっています。また、遊

佐町でも100万円未満をやっています。山辺町では

50万円未満、中山町は50万円未満等やっていると

ころがあります。そういう意味では小さなところ

でもやる気になって、地域の中小業者に仕事を回

すということで努力しているようなんです。そう

いう意味では新庄市でもできないことではないの

ではないかと改めて考えているわけなんです。地

域経済の活性化に大きな役割を果たすと思うんで

すが、検討する気持ちはないかお願いします。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 答弁でもお答えしました

ように、本市におきましては指名登録制を基本と

して行っております。例外的には畳とか建具とか

そういった個別の修繕とか工事については例外的

に行っていることもございますけれども、基本的



には指名業者を基本にいろんな工事の入札あるい

は見積もりということでやっていますので、御理

解ください。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 見積もりということでち

ょっと思うんですけど、市内の業種が非常に少な

い、業者が少ないということは、その仕事で食べ

ていけるような大きな仕事がなかなかないという

こともあって、業者数そのものが少ないという、

地域を見たときにあります。そこにしかお願いで

きないだろうなと、市内業者にというとそこしか

ないぐらいに狭い仕事がよくあります。あるいは

公共施設の近くの業者というとそれぐらいしかな

いと、本当に小さなもので小さな業者にお願いで

きる仕事というのはあると思うんです。そのとき

にでもすぐ見積もりをとってくれというふうにそ

の業者によく言うらしいです、担当者は。そうし

ますと、わざわざ離れたところの、仕事もとらな

いだろうと思われるところにわざわざ出かけてい

って、相見積もりという見積書をつくってもらっ

て、お願いして、そしてわざわざ出さなきゃいけ

ないと。手間で、それだけで相当日にちをくっち

ゃうわけで、そういう面倒くさいことでなく、地

元業者にしてもらわねばならない仕事であれば、

畳などではやってもらうという話ですけど、わざ

わざ見積もりとらなくてもやってもらっていい仕

事があると思うんです。30万円以下くらいだった

らそれでもいいんじゃないかというその方のお話

でしたけど、そういうことがあるのではないかと

思うと、わざわざ見積もりだとか競争の形をとら

せる、無理をさせているというか、そういう気が

しまして、いつも見積もり競争ということでなく

てもいいんではないかと私は感じている次第です

ので、そういうことも検討することを要望したい

と思います。 
  次にですけど、住宅リフォーム助成制度につい

てなんです。市では介護保険による住宅改造とい

うのが非常に需要が高まっているように感じてい

ます。手すりの設置、扉の交換、段差解消、床材

の変更、洋式トイレへの変更などですが、介護関

係５種だけに限られております。しかも、工事費

20万円までです。それでも需要が増えている、や

りたいという人が増えているようです。介護関係

だけに限らずに住宅リフォームへの要求というの

は広く存在しているのではないかと思います。行

政で小さな後押しをすれば、わずかの予算で大き

な仕事をつくることができる、地域活性化になる

のではないかと、改めて思うわけですが、御検討

する余地は全くないのか、もう一度お聞きしたい

と思います。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 住宅のリフォームに対する

助成制度というふうな御質問でございますけれど

も、県内では住宅リフォームに対する制度を実施

しているというのは、市では１市ですか、ただし

一部地域で、やはりその地域から産出する木材を

使用すると。要するに林業振興といいますか、そ

ういった面も強い部分についてのみ制度を行って

いる市はございます。あとはやはり今申し上げま

したように、町では２町ございますが、これもや

はり地場産といいますか、とれます木材を使用す

ることが条件になってございます。そういった中

でありますが、それ以外については実施している

ところはないというふうな状況のようでございま

す。 
  今お話ありましたように、一般的な住宅につい

てのリフォームというふうなことでございますが、

やはり当新庄市におきましても以前活断層と、そ

ういったものがあるというふうなことが発表にな

ったわけです。当然地震というふうなことについ

ても非常に関心が高まっている中でもございます。

県におきましても耐震化を促進するために、国で

おととしですかつくりました計画に基づきまして、

昨年度耐震化計画をつくりまして、今後10年間で



90％の耐震化率を進めるというふうな目標のもと

で、今いろいろ指導を行ってきているところでご

ざいます。当市におきましても、やはり一般的な

リフォームだけでなく、そういった面も含めた耐

震化リフォームというふうなこともあわせて考え

ていく必要があるんではないかというふうには考

えているところでございます。 
  以上でございます。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ぜひそういう立場でもや

っていただきたいと思います。 
  村山市でこの間耐震化診断を本人負担が3,000

円ぐらいだったかと思いますが、そのぐらい出し

ただけで耐震化診断をしてもらえるように市が援

助するということも聞いております。それだけで

も少し仕事にもなるし、市民の安心にもつながり

ますし、そういったことも検討しながら進めてい

ただきたいと思います。 
  それから、次に後期高齢者医療制度についてな

んですが、市長の答えの中では注視していると、

政府の凍結の措置を注視している。市としては４

月実施に向けて新制度周知に努めたい。趣旨はこ

んな感じの答えだったと思います。凍結というの

は結局これは凍結は解けて、考えて見れば氷にな

って凍結と。しかし、水になっておじゃんになっ

て結局この制度は進められるということだと思う

んですよ。今全国で起きている声というのは、凍

結では済まないんじゃないかと。見直し、撤回、

中止、こういうふうにだんだん声が強まっている

ような気がします。 
  例えば国保証の取り上げの問題ですけど、全日

本民医連というところが調べたら、国民健康保険

証を、まだ後期高齢者ではないんですけど、行わ

れている結果ですが、この２年間余りで29人が取

り上げられたために医者にかかれずに死亡してお

ります。 
  これは今のところまだ75歳以上の取り上げはな

い段階でこうなんです。これが行われるようにな

ったらどうなるのかと。悪質な人に限るみたいな

答弁があるように思いますが、そういう中でも悪

質だなと行政が判断したのかもしれませんが、結

果的にその中で民医連というわずかの団体で２年

間で29人が取り上げられたために死んでいるんで

すよ。ですから、もっと多くの方が行政から見れ

ば悪質だったかもしれない。しかし、本人は言え

なくて結局取り上げられたまま、医者にかかれず、

あるいはかかったけど、手遅れで死んでしまうと、

こういうことが70歳、80歳、90歳、75歳以上特に

病気が多いわけですけど、そういうことになって

いいのか。80歳、90歳と言えば大抵はやっぱり病

気がちな方が増えております。収入もお金持ちで

ない方が実は高齢者は多いような気がします。回

って歩いても高齢者が金持ちだと感じている高齢

者はいません。そういう意味でお金がない人は生

きることすら許されない、それはすごく恐ろしい

世の中で、悲しい社会ではないかと思うんです。 
  長生きは悪だと、そういう気持ちにさせるよう

な制度を黙って見ていていいのか、中止撤回すべ

きでないかなと、市長会などで取り上げていく必

要があると思うんですが、市長はどうでしょうか。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 ただいま滞納した場合の資格証

明書の交付ということでのお話ありましたが、確

かに現在は国民健康保険法によりまして老人保健

該当者については資格証明書を交付しないことに

しております。ただ、これは現在老人保健制度に

おいては制度の実施者と、それから費用負担者、

これが異なるという点から交付しようとしてもで

きない制度でありまして、そういう面から交付し

ていないという、そういう側面があるということ

は御承知おきいただきたいと思います。 
  ただ単に年齢で線を引いて交付対象から外して

いるということではございませんので、その辺は

まず御説明申し上げておきたいところですが、確



かに新たな後期高齢者医療制度のもとにおいては、

75歳以上の方についても資格証明書の交付対象と

なります。ただ、このことが人道に背くような、

そういうことかどうか、といいますと、苦しい中

から頑張って納めていただいている方がほとんど

であります。弁明の機会ということも付与するわ

けですが、これにも答えずに特別な事情もないま

まに未納状態が続く、そういう方についての措置

としては私としてはやむを得ないものと思います。 
  ただ、後期高齢者制度においては、新たな制度

でありまして、ひとり暮らしのお年寄りなどもた

くさんいらっしゃいます。ですから、納め忘れ、

悪気もないんですが、納めることが遅くなってし

まうというようなことも十分考えられます。です

から、制度発足に当たってはその辺のところを周

知を図って、なおかつ納め忘れて資格証明書を交

付、すわなち保険証取り上げといった事態になら

ないように、十分に手厚い対応をしていかなけれ

ばならないとは思っております。ただ、資格証明

書発行自体は納付の公平性の観点からやむを得な

いものと思っております。 
  以上です。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 ２時５０分 休憩 
     午後 ３時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     遠藤敏信議員の質問 
 
 
中川正和議長 次に、遠藤敏信君。 
   （６番遠藤敏信議員登壇）（拍手） 
６ 番（遠藤敏信議員） 12月定例会一般質問10番

目、 後の質問者であります。お疲れのこととは

存じますけれども、おつき合いのほどよろしくお

願いを申し上げます。 
  今回の議会で私が質問する項目につきましては、

これまでの議会、そしてまたこの12月議会の中で

既に先輩の方々によりまして問われている事柄が、

重なっている事柄が多々あります。重複する部分

につきましては質問を避けたいと思いますので、

答弁もそれに準じていただいて結構でございます。

よろしくお願いをいたします。 
  中学校完全学校給食化についてですけれども、

きのう来話題となるとともに、実施方式の表明の

仕方が問題になりました。つまり市長がマニフェ

ストに従いこうしたいと発言したことが、議員か

らしてみれば議会に諮られたことでなかったとい

うことから、独断的でなかったかということにな

ったわけであります。11月14日のこれは山形新聞

の記事ですけれども、「中学校給食09年10月から

新庄市長開始目標を明らかに」というふうな見出

しのもとに、「新庄市の山尾順紀市長は13日の記

者会見で公約に掲げた中学校の学校給食について、

近くの小学校の調理場で給食を調理して中学校に

運搬する親子方式を導入し、2009年10月を目標に

スタートさせる方針を明らかにした。山尾市長は

今年９月の市長選で２年以内に中学校の学校給食

実施をマニフェストに盛り込んでいる。」 
  もう一つ、同じ日の朝日新聞、「山尾順紀市長

は市議会12月定例会に提案することを明らかにし

た。中学校の完全学校給食化についても09年10月

から実施する意向を示した。市内５中学校の完全

学校給食は１カ所で調理するセンター方式では新

たな建設費がかかるため、校区内の小学校でつく

り中学校に配達する親子方式を検討している。」

ということであります。 
  つまりきのう来問題になったわけですけれども、

公約を実現すべく議会に提案したい旨を明らかに

したわけであり、議会軽視といきり立つべきもの

ではないと私は受けとめたところですが、市長に

確認をするものであります。 
  従来私らが初めて議会に出た折、新庄市では中



学校の学校給食化には小学校の実施で給食のねら

いは果たされているという答弁で、実施には否定

的でした。例えば平成16年の６月議会の中ではこ

ういうやりとりがありました。佐藤悦子さんと教

育長のやりとりです。平成16年の６月です。「中

学校の給食の件につきましては、これまでと同様

の考えでございます。学校給食のねらいは小学校

の給食で十分達成しているというふうに考えてお

ります。家庭の教育力の回復が求められている昨

今、多感な中学生の時期は特に親の愛情のこもっ

た弁当の教育的意義は大変大きいものがあろうか

と思います。市の中学校の校長会でも何でも外注

し、ほかに依存する風潮の中で、むしろ先ほど偏

食ということもありましたけれども、それを含め

て食を通しての家庭のあり方を改めて見直す、そ

のことの大切さが指摘されているところでござい

ます。」というふうなことであります。 
  それと学校給食への見方に変化が見え始めたの

は、平成17年に食育基本法が制定されて以来です。

それと保護者らの強い要望の後押しもあって、学

校給食検討委員会の立ち上げにつながり、今日を

迎えていると私は認識をしていたところでありま

す。大きな前進、進歩であります。 
  さて、きのう学校給食検討委員会の検討報告の

ことや庁内検討委員会での動向、さらに新市長の

意向を踏まえた上での方向性について、繰り返し

になるかと思いますけれども、ここで改めてその

経緯をお聞きしたいと思います。 
  次に移ります。端的に言いますと、学校給食に

新庄産の食材を可能な限り利用するシステムをつ

くれないか、食材としてないものは新たにつくれ

ないかということであります。これも従前から先

輩議員の皆さん方から地産地消という表現で要望

されてきていることではあります。先ほど読み上

げた新聞紹介記事の中で、山尾市長は、「地産地

消の実践なども目指し、生産や提供が可能か農協

などと時間をかけて話し合いたい。」と報じられ

ています。新鮮で安心して食することのできる食

材の提供で、後に述べる新たな農業振興が図られ

るのではないか、これはぜひ実行してもらいたい

と思うのですが、これについてお伺いいたします。 
  ２番、農業振興についてであります。政策的に

食糧管理の廃止を受けて以来、主要作物の米は市

場経済に投げ出された結果、多少の揺り戻しはあ

ったものの価格は下落し続けています。特に今年

は８月の初旬に全農、つまり農協取り扱いの米の

仮渡金、１俵当たり7,000円という方針が報じられ

たことで、混乱を生じたことは周知の事実であり

ます。こうしたことから、農家の間からはこのま

まではどうしようもない、来年からは転作に協力

できないなどの声も出てきています。新庄市の未

達成割合は幾らか、その要因は何だと思われるの

かお聞きいたします。 
  今年から農業経営所得安定対策として農業の担

い手育成のために品目横断的経営安定対策をはじ

め、農地、水、環境保全向上対策事業が始まりま

した。農地、水、環境保全向上対策事業には、今

年度新庄市のほぼ全域で、特に非農業者を巻き込

んでの共同作業部門においては、新しい集落地域

づくりへのある一定の取り組みの成果や芽生えが

出てきております。 
  しかし、残念ながら肝心の農業所得が落ち込ん

で大変な、それどころではないという状況を迎え

ています。新庄市の認定農業者のうち254名が加入

している品目横断的経営安定対策ですが、それで

すら価格の下落を下支えできない状態にあります。

ある農協関係者は悲鳴を上げておりました。今年

ぐらい支払い精算ができない年はないと。と同時

に、農家にしてみればどうやって支払うことがで

きるんだというふうなことになります。過剰作付

による需給バランスの不均衡や転作作物の地域間

格差が原因だと。本来頼みとする国や国会に通ず

る方々は、責任があたかも農家、つまり非転作協

力者にあると指摘をします。ならば、全国で27県

にわたる転作未達成県への指導や対策はどうする

のか、食糧の61％を外国にゆだねていながら、さ



らにそれを経済的合理性、効率一辺倒の尺度で推

しはかり、さらに続けるのかと耳に入る不満は特

にこの秋絶えません。 
  10月29日に行われた山形県の農業委員研修会で

は、農家が農業者として再生産可能な政策を求め

る強い口調の異例の決議がなされました。国、県

の動向、その流れの中で、それこそきのうありま

したけれども、法令は遵守すべきものですけれど

も、市長の御所見を伺いたいと思います。田園都

市、農業を基礎として商圏がつくられている新庄

のトップとして、こういうありようをどうお思い

か。地域農業再生のプログラムの御検討はあるの

かお尋ねいたします。 
  若者園芸塾についてのことです。平成７年から

16年度まで10年間にわたって事業が展開されてき

ました。39名の卒塾生の大半が意欲を持ち米以外

の作物、特に園芸作物の生産向上に努め、若い農

業者のリーダーとして育ち、地域農業に大きく貢

献していることは周知の事実であります。ほかの

地域の方からうらやましがられるいい制度だと思

っております。 
  財政事情の悪化により、休止に追い込まれたこ

とは重々承知の上で、米作偏重からの脱却による

農業の多角化への誘導、また産業活性化の観点か

ら再開を検討していただくようお願いを申し上げ

ます。いかがでしょうか。 
  ３つ目、陸上競技場の改修についてであります。

先ほど今田雄三議員がこれについては質問をるる

やりましたので、私からは詳しく申しません。た

だ、新庄市の陸上競技場は現在県大会ができる第

３種になっております。しかし、次回の検定、こ

れの参考事項として日本陸連から今後第３種公認

を継続して更新していくためには、全天候舗装陸

上競技場でなければならないという指摘を受けて

おります。フィールドを全天候化しないとどうい

うことになるかと。各種公認大会が開催できない、

すべての大会記録は公認にならない。現陸上競技

場は単なる広場の扱いを受ける。公認大会はほか

の市公認競技場を借りることになると、移動日程

や経済的に大変大きな支出になるというふうなこ

とであります。 
  これも財政事情があります。改修費用も半端じ

ゃないものと思います。簡単に判断できるもので

はないとは思います。しかし、この改修が実現し

なければ、要は学校グラウンドで事足りてしまう

ことになります。現在の公認は平成23年10月23日

までとのことであります。どう対応する方向なの

かお尋ねいたします。 
  ４つ目、緑環境税による本市の取り組みはと事

前に書きましたが、筆足らずでありました。緑環

境税は税として新庄からは幾ら出て、幾ら還元さ

れているのかお聞きいたします。また、これによ

る取り組みの年次計画はどうなっているのか、こ

れもお聞きいたします。 
  1960年代からの木材の輸入自由化以来、国内の

木材の価格はほぼ半減し、反面経費、労賃が十数

倍に増えています。採算が合わない状態になって

いますが、この税の還元が山の所有者が間伐した

り手入れをすることにつながるのでしょうか、お

尋ねいたします。 
  それから、学校林についてでございますけれど

も、かつては学校林活動というのがありまして、

木が育つ、子供の教育によい、学校の財産になる

という一石三鳥の考えのもとに、1974年には全国

5,256の学校、これは小中高ですけれども、が学校

林を保有していて、面積も３万ヘクタールあった

そうであります。2001年時点ではそれが3,312校、

面積は２万ヘクタールまで減少しています。また、

そのうち学校林として実際に活用しているものは、

そのうちの25％、1,188校ということであります。 
  初め夢と希望にあふれる学校林活動が展開され

たわけですけれども、高度経済成長を経て日本国

中が豊かを享受し始めた70年代後半ころから雲行

きが怪しくなり、せっかく植えた木が材木として

の商品価値をも失い始めました。海外から安い木

材がどんどん輸入されるようになったのが原因で



あります。学校のカリキュラムも自然と触れ合う

よりも、知識詰め込みに偏重するようになり、学

校の先生や生徒たちが学校林から遠ざかってしま

うことになったのです。 
  学校の統廃合や分収契約の終了などもあり、保

有校数や面積は減少の一途をたどることになりま

した。そうした結果、校舎のすぐ近くに学校林が

ある、あるいは地元の住民が協力してくれるなど

条件のよい一部の学校を除いて、学校林はその存

在すら忘れ去られるようになりました。新庄市の

場合もそういう道をたどったのではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 
  ところが、2000年代に入り、時代の遺物となり

かけていた学校林が再び注目されるようになりま

す。背景には森林、林業基本計画の策定と、総合

学習の導入がありました。林野庁は森林は単に木

材生産の場所ではなく、教育やレクリエーション

としての大きな価値があると唱え、学校現場では

自然体験学習などのカリキュラムが取り入れられ

るようになり、映画「となりのトトロ」のように

子供を雑木林の中で自由に遊ばせたいと思う親が

増えてきたことも大きな要因であります。 
  しかし、これから学校林活動が注目されること

はあるのでしょうか。それはわかりません。現在

新庄市で学校林と言われるものがどれほどあるの

か、学校林というものの認識は伝えられているの

か。現在その認識は生きているのか、このことを

お伺いいたします。画一的教育でなく、森ととも

に生きるカリキュラムの導入はできないものか。

先の学力テストの結果から総合学習の見直しが検

討されるやに聞いておりますが、こうしたことか

らすれば私のこの質問は全く無意味なものとなり

ますけれども、お考えをお聞かせください。 
  後に、市長にでございます。山尾市長は行政

に関しては職員としての経験、そしてまた議員と

なっての活動とその経験から、肌で感じたことの

結晶を持って新庄のまちをよくしたいという思い

がさらに志を高く持ち、市長、トップへの道を決

意させたのだと思います。多くの市民の共感を得

たわけですから、自信を持って市政のかじ取りを

し、方向性を示していただきたい。異論があれば

議論を大いに展開すればいいわけですから、きの

うの一般質問の答弁の中ではからずも私はワンマ

ンですと、聞きようによっては誤解されかねない

ニュアンスの発言がありました。市民はあなたに

期待をしているのであります。新庄を何とかする

知恵と力を持っているに違いないという判断をし

たのです。ひるむことなく、しかし庁舎内の意識

合意を含めて周囲の知恵と意見をも聞いて、新庄

市を活かすために頑張って改革していただきたい、

改めて決意をお聞かせください。 
  以上、壇上からの質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 今議会 後の質問であります遠藤議

員の質問に答えさせていただきます。 
  中学校給食と、それから緑環境税による本市の

取り組みの中における学校林につきましては、教

育長のほうから答弁していただく予定でおります。 
  また、 初に確認というふうなことで新聞報道

等の実例を挙げられながら、私の方針等について

論じていただいたわけですけれども、決して議会

軽視をするというものではなく、今後とも議会と

行政と市民と一体となった形であるべき新庄の姿

を追求し、活力ある新庄にしていきたいという信

念に変わりございません。 
  昨日ワンマンというふうなことを言いました。

英語的な使い方が非常にまずくて、アローンとい

うかひとり身というふうなことのワンマンという

ことですので、御理解いただければありがたいな

というふうに思います。 
  しかし、私には多くの優秀な職員もおり、日々

検討を重ね、こたえられるものとこたえられない

もの、財政上許すものと許さないものという、非



常に厳しい選択の中で今事業をやっているという

ことを御理解いただければありがたいと思います。 
  初めに、農業振興についてでありますが、昨日

斎藤議員の質問にお答えしました内容と重複する

ことがあるかと思いますが、お答えさせていただ

きたいと思います。 
  近年の農業を取り巻く社会経済情勢については、

新聞やテレビなどのマスコミを通じて、そして農

業者や農業関係団体からの情報提供を受ける中で、

非常に厳しい環境にあると認識しているところで

あります。早急に対応していく必要があると考え

ております。国では平成16年産から始まった農政

改革の目玉として、今年度から品目横断的経営安

定対策を導入したことにより、生産調整は行政に

よる生産数量の配分をやめ、農業者、農業者団体

が主体的に需給調整を行う仕組みに移行しました。

その中で平成19年産の米価は米の消費量が年々減

少する中で、生産調整の実効性が確保できていな

いことや、全農の仮渡金の変更が各産地の販売行

動や卸売業者の購買行動に多大な影響を与えたこ

となどから、大幅に下落する異常事態となったと

承知しております。 
  当然のこととして、米政策改革は地域農業や地

域経済の活力を保つためにも、また大規模農業者

だけでなく、小規模、高齢者を含めた多様な農業

者の経営を安定させるためにも、国の責任のもと

に展開していく重要施策であると考えております。 
  本市におきましては、県や関係団体等の連携を

図りながら、生産調整参加者のメリット、素地の

拡充や生産意欲の持てる米価下落対策の実施など

について、国に要望することはもちろんのこと、

産地づくり事業をはじめとするさまざまな関連事

業の一層の充実を図っていく考えでおります。 
  また、新庄市水田農業ビジョンに定める稲作を

主体とした生産性の高い複合経営を構築するとい

う基本方針のもと、ＪＡ等々の連携を深めながら、

園芸作物などの振興に努めているところでありま

す。ニラや柿、ネギやタラノ芽など生産拡大、特

に近年アスパラガスや里芋などの需要が伸びてい

ること、そして畜産部門の振興などその成果は着

実にあらわれており、今後の展開といたしまして

は、きのう御指摘受けましたように、トップセー

ルスマンとして市場開拓に努めなければならない

と思っております。 
  次に、農業振興の若者園芸塾の再開をという御

質問でありますが、平成７年の塾開設以来10年間

にわたり39名の卒塾生を送り出し、うち37名が花

卉栽培を中心とした営農に取り組んでいます。そ

の成果は当市のトルコキキョウの産地化形成とい

う形で市場、種苗関係者をはじめ多くの方々から

注目を浴びているところであります。 
  さて、当市の農業におきましても、担い手問題

は も重要な課題の１つであります。特に新規就

農をはじめとした若者の農業参入が期待されると

ころであります。こうした観点からも若者園芸実

践塾のような新規就農を支援する事業は必須のも

のと考えております。 
  今後の支援策を考える場合、まず第１に地元に

ある農業大学校をはじめとした県の就農者支援機

関を積極的に活用するということをまず第１に考

えております、その後市としてできることをやら

なければならないと、その点を整理していきたい

と思っております。農業大学校としての本来の役

割を十分に知り、その活用を図る、そして新規就

農に結びつけるということはとても大事な施策の

１つだと思っています。新庄市の財政力の中で県

の持つ役割をしっかりと新庄市に結びつけるよう

な施策、その中で市はどんな役割を持つべきか検

討していきたいと思っております。 
  今後塾の再開が必要になった場合には、市内の

後継者に限らない外部からの参入受け入れなど、

研修施設等についても財政事情や補助事業への対

応など、さまざまな観点から検討しなければなら

ないと思っています。 
  新規就農に関しては、全国に学ぶべき先進事例

も多いことから、それらの長所、短所を研究し、



慎重かつ適切に事業計画を構築するとともに、今

現状として抱えている農業の経営力の実践に向け

たプログラムも今後開発していきたいと思ってお

ります。 
  それから、陸上競技場につきましてですが、こ

の質問につきましては今田議員より質問あります

ので、重複は避けたいと思いますが、議員の思い

のところは十二分に承知しているところでありま

す。しかし、やはりこの財政事情の厳しい中でど

こにお金をつぎ込んでいくかという、本当に集中

の選択をしなければならないという時期におりま

すので、総合的な判断の中でできる限り改修をし

ていきたいという気持ちに変わりございませんの

で、よろしくお願いいたします。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 それでは、学校給食についてのこ

れまでの経過を改めて申し上げます。 
  19年の３月５日に学校給食検討委員会から私の

ほうに報告書が出されました。そして、４月20日

に中学校給食の導入に向けた庁内検討委員会を設

置しまして、調査検討に着手したところです。具

体的には東根市の給食センターや南陽市の親子方

式の先進地視察をはじめ、庁内での検討作業を行

いました。10月24日庁内検討委員会としては親子

方式が適当であるという見解に達したところです。 
  10月31日に政策調整会議で協議をしまして、親

子方式に絞って検討作業を進めることを確認しま

した。さらに、11月１日に定例課長会に政策調整

会議での協議内容を報告しまして、議会事務局と

文教厚生常任委員に対する情報提供について協議

しまして、11月16日に予定されている文教厚生委

員協議会にて情報を提供することを確認しました。

そして、11月16日に文教厚生委員協議会で検討経

過及び親子方式にすることを説明したところです。 
  なお、市長の公約の内容については、市長の指

示を受けたものと受けとめております。 
  中学校給食についての内容ですけれども、教育

委員会では昨年度末に学校給食検討委員会から報

告を受けまして、先ほど申し上げましたように、

今年度４月20日に学校給食庁内検討委員会を立ち

上げまして、先進地視察などを行いまして、効率

的に導入するための方策を検討してまいったとこ

ろです。その結果、方式については庁内検討委員

会の見解として、中学校区ごとに拠点調理校を設

けて実施する親子方式が適当であるというふうな

結論に達したところであります。 
  確かに報告書では自校方式が望ましいが、早期

実現のためにはセンター方式も考えられるとの提

案がなされておりまして、庁内検討委員会におい

てもその２つの方式を重点的に調査検討を行った

ところであります。 
  しかし、学校給食の前提条件であります児童生

徒数の推移を考えた場合、平成22年度以降は年々

減少傾向となっておりまして、特に小中合計の児

童生徒数は今年度に比べ、平成24年度には157名も

減少する見込みとなっております。このことから

学校ごとに施設や設備を整備しなければならない

自校方式は、給食施設の維持管理や調理員の人件

費など初期投資や将来の負担が大きくなることが

想定されます。また、センター方式も中学校のみ

では1,300食足らずとなりまして、施設整備費と調

理業務の効率化との関係においてセンター方式本

来のメリットを十分得られないこともありまして、

自校方式、センター方式、そのいずれも効率的で

はないと判断しました。その結果、庁内検討委員

会としましては、自校方式とセンター方式の中間

に位置する親子方式という見解に達したものであ

ります。 
  なお、給食検討委員会から提出された報告書と

の整合性についてですけれども、報告書の本来の

目的は一日も早く中学校給食を実施してほしいと

いうことであり、その点において親子方式は小学

校の給食施設や設備の有効活用を図れるなど、財

政面でも他の方式に比べれば負担が少なく、早期

実現が可能となることから、整合性はとれている



というふうに考えました。 
  また、新庄産の食材を可能な限り利用するシス

テムをつくれないかとの御質問であったわけです

けれども、これまでも小学校給食においては新庄

産の食材利用を積極的に推進しているところであ

ります。昨年度の実績としましては、野菜類が約

1.2％（12％に訂正）、菌茸類が73％、果物類４％

となっております。具体的には毎月19日を食育の

日と定め、地産地消デーとしまして、アスパラガ

ス、芋のこ、ネギ、ウルイなど地場農産物を利用

しているほか、毎月開かれる献立検討会において

も、農林課で作成しました地場野菜流通カレンダ

ーを参考にしまして、可能な限り地元農家が栽培

する野菜等を取り入れるといった地道な努力も行

っているところであります。今後は特に新庄産の

食材を利用した地産地消メニューの充実と拡大を

図ることが重要であると考えております。したが

って、これまで協力していただいている地元の食

材納入業者の方々や、生産者をはじめとする地産

地消推進協議会等々の連絡を図りながら、これま

で以上に新庄産の食材を利用できる学校給食を実

施してまいりたいと思いますので、御理解のほど

よろしくお願いしたいと思います。 
  次、学校林についての御質問ですけれども、学

校林につきましては新庄市学校林管理要綱を昭和

60年に定めております。学校財産の造成、愛林思

想の涵養を目的とし、管理は教育委員会で行い、

その一部を学校長に委任しております。学校林の

状況につきましては全部で12カ所、約16.4ヘクタ

ールございます。樹種は杉が約３万9,000本、落葉

松が約300本でございます。植樹は昭和10年代から

20年代に行われたものが多く、樹齢はおよそ50年

から70年となっております。 
  利用状況につきましては、以前は学校や地域の

方々が毎年のように整備を行ってきたほか、ここ

数年は新設された「総合的な学習の時間」の中に、

森林体験学習を位置づけ、下刈りや枝打ちなど等

に取り組む学校もありました。しかし、学校林ま

での移動の事前の整備などの問題から、現在は学

校林の活用に至っていない学校が多くあります。

さらに間もなく告示予定されている次期学習指導

要領では総合的な学習の時間が削減されることが

公表されておることから、今後は時間的な課題も

大きな障害になってくるものと思われます。 
  しかし、児童生徒の多様な体験、感動的な体験

のためには地域の人々や関係機関と連携をしまし

て、自然体験活動等の充実が重要であると考えて

おります。今年度は山形緑環境税の交付金事業と

しまして、新庄中学校が６月に、明倫中学校が10

月に「森づくり・森との触れ合い事業」を行いま

して、森林体験学習に取り組みました。こうした

事業を今後も継続し、森林体験学習を行っていく

とともに、学校林について新庄市が推進している

地域の学校づくりの取り組みの中で、その整備と

有効活用について検討してまいりたいと考えてお

ります。 
  以上でございます。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 緑環境税の課税額についてお答

え申し上げます。 
  個人分と法人分がございまして、法人分につき

ましては法人県民税均等割の10％相当額2,000円

から８万円まで、資本金の額によりまして５段階

に分かれております。徴収は直接県のほうでやっ

ております。 
  次に、個人分ですが、納税義務者は住民税の均

等割課税者と同一でございます。新庄市における

人数は１万8,208人、金額は１人1,000円なんです

が、65歳以上の高齢者につきましては軽減措置が

ございますので、税額は1,051万364円が課税総額

となっております。 
  以上です。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 訂正させていただきたいと思いま



す。 
  先ほど地元食材ということで野菜類が「1.2％」

と申し上げましたけども、「12％」の誤りでした。

訂正します。 
６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 遠藤敏信君。 
６ 番（遠藤敏信議員） 中学校の学校給食の方式

について、親子方式に疑問を呈しているわけでは

なくて、むしろ９月議会あたりの答申ではそうで

はなかったわけですね。そういうふうなことから

すれば、むしろ親子方式というふうなことで費用

負担をかけないでやるほうがベストもしくはベタ

ーじゃないかというふうな思いの中でいます。 
  昨年の２月に文教厚生常任委員会で給食問題で

栃木県の鹿沼市に視察に行きました。今は合併し

ているわけですけれども、合併で９万人ほどの都

市になっていますけれども、その当時はまだ合併

前でした。方式がセンターというふうなことと、

拠点方式と、１つの市の中でさまざまあったんで

すが、画一的でないというふうなこと。割と大き

な給食センターがあったわけですけれども、そこ

ですら小中学生の数を一度に賄うことはできない

というふうなことで、２回に分けて供給すると。

残念ながらといいますけれども、中学生について

は 初に炊いたやや冷めたものを出すと。小学生

に温かいものを供給しているというふうなことが、

給食については昭和40年代の初めから全中学で実

施されているというところでさえ、そういうこと

がありましたので、参考になればなというふうな

ことを思います。 
  あと、給食の件では小学校で心をはぐくむ給食

週間という試みを行っていると聞いておりますが、

どのような取り組みであるかお伺いいたします。 
  また、連続して言いますけれども、先ほど農業

委員会で異例の要請書を提出したというふうなこ

とを申し上げましたけれども、私、議会から農業

委員会のほうに派遣されているというか、そうい

う立場の中でちょっと報告させていただきました。

かつてこのように農業委員会の中で政府に強く物

を申すという機会というか、私の知る限りではな

いのでした。再生産可能な米政策の確立を求める

要請ということで長々あるんですけれども、この

ような状況が平成20年産米以降も続くならば、品

目横断的経営安定対策への加入者でも基準収入が

下がることになり、補てん額が年々減少し、米生

産農家の経営は瀕死の状態となることは明白であ

ります。 
  そして、これまで官民一体となって進めてきた

担い手の育成、集落営農の推進は困難となり、耕

作放棄地の増加、集落機能の崩壊、過疎化の進行

といった地域振興と逆行する状況が一層進むもの

と思われます。これらの状況を回避するためとい

うふうなことで、水田農業が持続できるよう再生

産可能な施策を早急に立ち上げていただきたい。

それから、農業者、農業団体主体の米需給システ

ムを改め、国の責任において需給調整を行ってい

ただきたい。 
  品目横断的経営安定対策の実施に当たっては、

基準収入を再生産可能な適切な支持価格制度にし

ていただきたい。米の生産調整の実効性を確保す

るため、これが大事なんですけれども、生産調整

実施者にメリットのある対応を図ることとありま

す。新庄市の転作達成率は、あるいは逆でもいい

です。未達成率はいかほどかお伺いいたします。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 初に達成状況を報告させて

もらいます。 
  ちなみに18年度は1,952名のうち、未達成が444

人おります。達成率が77.25％となっています。あ

と今年度につきましては、今いろいろ取りまとめ

ておりますけれども、1,924名のうち448名が未達

成となっております。76.72％、0.5ポイント減と

なっております。そういうふうな県内でも未達成

の数が多い、これはいろいろ理由があると思いま

すけれども、いろいろ食管法から食糧法というふ



うな、また前にとも補償制度とかいろいろなのが

ありましたんですけども、そういうふうな影響で

私どもも未達成農家については生産調整に協力し

ていただきたいといろんな訪問したりというふう

な手だてはしていますけども、なかなか難しい面

がございます。 
  以上です。 
山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 
中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 
山川義隆学校教育課長 先ほどの心をはぐくむ食育

というふうなことでございましたが、御存じのと

おり、先週12月８日に食育地産地消フォーラムが

ございました。ここでは栄養教諭を中核とした学

校、家庭、地域の連携による食育推進事業という

ふうなことで、文科省の委託事業の発表でござい

ます。それを通してでございますが、例えば食の

全体計画を各学校でするとか、それから調理師研

修会を実施するとか、それから例えば子供たちに

何が使われているのか、どんな方がつくっている

食材が今提供されているのか、そのコメントなん

かもあわせて写真なんかもつけ加えて子供たちに

提供するというふうな実践とか、それから給食試

食会とかというふうな形で、総合的にやっぱり子

供たちに地産地消の食材を提供していく背景に、

こういうふうな人たちがかかわっているんだとい

うふうな教育というふうな部分で教えていくとい

うふうなことをしております。 
６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 遠藤敏信君。 
６ 番（遠藤敏信議員） 陸上競技場についてです

けれども、先ほど市長は米沢の例を出して５億と

いうふうなことを言われましたけれども、新庄市

の場合の試算はそんなにならないと思うんですけ

ど、いかほどでしょうか。 
清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 
中川正和議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 
清水幹也生涯スポーツ課長 第３種公認陸上競技場

について市長から答弁ございましたように、今年

９月末に米沢市営陸上競技場が第３種でオープン

いたしております。その数字を参考までにお伺い

したところでございますけども、主に工事費が９

割以上占めておりまして、それで約５億円という

ふうなことでございます。全天候舗装のトラック、

フィールド、そういったところの工事費について

は４億5,000万程度というふうにお伺いしており

ます。 
６ 番（遠藤敏信議員） 米沢の場合。 
清水幹也生涯スポーツ課長 そうです。 
  新庄市の場合もそんなに大幅に変更はないかと

いうふうに考えてございます。 
  以上でございます。 
６ 番（遠藤敏信議員） ありがとうございました。

終わります。 
中川正和議長 以上で今期定例会の一般質問を終了

いたします。 
 
 
     散      会 
 
 
中川正和議長 明日12日から16日まで本会議を休会

したいと思います。これに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、12

日から16日まで本会議を休会とし、17日月曜日午

前10時から本会議を再開いたしますので、御参集

願います。 
  本日は以上で散会いたします。御苦労さまでし

た。 
 
     午後 ３時５１分 散会 
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              事 務 局 出 席 者 職 氏 名 
 
局 長  鈴 木 吉 郎         総 務 主 査  野 崎   勉 
主 査  沼 澤 順 子         主 査  佐 藤 嘉 信 
 
              議 事 日 程 （第４号） 
           平成１９年１２月１７日 月曜日 午前１０時００分開議 
 
   （総務常任委員長報告）                                 
日程第 １ 議案第７１号新庄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 
      て                                        
日程第 ２ 議案第８１号山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約 
      の一部変更について                                
 
   （文教厚生常任委員長報告）                               
日程第 ３ 議案第７２号新庄市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について         
日程第 ４ 議案第７３号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について       
日程第 ５ 議案第７４号新庄市後期高齢者医療に関する条例の設定について            
日程第 ６ 議案第７５号指定管理者の指定について                       
日程第 ７ 議案第７６号指定管理者の指定について                       
日程第 ８ 議案第７７号指定管理者の指定について                       
日程第 ９ 議案第７８号指定管理者の指定について                       
日程第１０ 議案第８２号山形県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について          
日程第１１ 請願第１０号後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める請願について         
日程第１２ 請願第１１号医師・看護職員確保対策の充実についての請願              
日程第１３ 請願第１２号私学助成予算増額についての請願                    
日程第１４ 議案第７９号指定管理者の指定について                       
 
   （産業建設常任委員長報告）                               
日程第１５ 議案第８０号新庄市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部を改正する条例 
      の制定について                                  
 
日程第１６ 議案第８３号平成１９年度新庄市一般会計補正予算（第５号）             
日程第１７ 議案第８４号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）     
日程第１８ 議案第８５号平成１９年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）     
日程第１９ 議案第８６号平成１９年度新庄市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）       
日程第２０ 議案第８７号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）      



日程第２１ 議案第８８号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）     
日程第２２ 議案第８９号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第２号）     
日程第２３ 議案第９０号平成１９年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）       
日程第２４ 議案第９１号平成１９年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号）           
 
              本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 
 
議事日程（第４号）のほか                                   
日程第２５ 議会案第１１号医師・看護職員確保対策の充実強化を求める意見書の提出について    
日程第２６ 議会案第１２号私立学校助成予算増額を求める意見書の提出について          



 
     開      議 
 
 
中川正和議長 おはようございます。ただいまの出

席議員は20名。欠席通告者はありません。 
  これより本日の会議を開きます。本日の会議は

お手元に配付しております議事日程（第４号）に

よって進めます。 
 
 
     総務常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第１議案第71号新庄市特別職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について及び日程第２議案第81号山形県市町

村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更についてを一括議題と

いたします。 
  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めます。 
  総務常任委員長小野周一君。 
   （小野周一総務常任委員長登壇） 
小野周一総務常任委員長 おはようございます｡私

から総務常任委員会の審査の経過と結果について

御報告申し上げます。 
  当委員会に付託されました案件は、議案２件で

あります。審査のため12月13日、午前10時20分よ

り議員協議会室において委員全員出席のもと、審

査を行いました。 
  まず、議案第71号新庄市特別職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

ですが、総務課より説明を受けた後に審査を行い

ました。 
  総務課からは、本市の厳しい財政状況に鑑み、

市長及び副市長の給料の額を削減するため改正す

るもので、市長については給料を月額92万円を46

万円に50％削減。副市長については、給料月額70

万円を42万円に40％削減する。それに伴い、退職

金と期末手当もそれぞれの率に応じて減額になる。

市長の任期中という臨時的な措置なので、本則は

変えずに附則によって改正を行う。また、期間に

ついては、年度等を勘案して、平成20年１月１日

から平成21年３月31日までとしたという説明であ

りました。 
  審査に入りまして、委員から報酬等審議会に諮

る必要がないのかという質問があり、総務課から

はこれまでの特例条例と同様、本則の基本額を変

えるのではないので、報酬等審議会に諮ってはい

ないという説明でありました。 
  また、委員より公約により提案したのであれば、

期間は１年ではなく４年とすべきだがなぜかとい

うことと、毎年その都度提出するという保障はあ

るのかという質問に対し、総務課からは市長の考

えは財政再建にかける姿勢を毎年その都度示すこ

とによって、市民等の理解を得ながら、早期に財

政再建を図っていく。これまでも毎年その都度提

案していたので、それに準じて提案をした。今後

も毎年その都度３月に提案したいという説明であ

りました。 
  また、委員より現在生きている特例条例と、今

回提案された条例との関係はどうなるのかという

質問があり、総務課からは市長については現在の

特例条例と今回提案した条例改正の両方から適用

される。特例条例によって、12月の期末手当が82％

減額されて支給され、今回提案した条例により、

１月からの給料が50％減額されて支給される。副

市長については、12月の期末手当はもらえないの

で、特例条例の適用は受けない。教育長について

は、現在の特例条例を３月まで受けることになる

という説明でありました。 
  また、委員から10月から12月の３カ月間は、公

約どおり実行していないのではないかということ

に対し、総務課からは初年度からという公約なの



で、１月からでも初年度ということになると思う

という説明でありました。また、条例改正は議会

を開かないとできないので、市長からはできるだ

け早い議会に提案するようにという指示を受けた

が、10月１日から適用させようとすれば、10月１

日に臨時会を開かなければならない。それは現実

的に無理であり、12月定例会に提案したという説

明でありました。 
  それに関連し、委員から今年度について10月１

日から公約した50％削減を適用した場合と、今回

提案されている12月までは特例条例が適用され、

１月から50％削減した場合とでは、差額は幾らか

という質問があり、総務課からは10月１日から

50％削減を適用した場合より、120万円弱が多くな

るという説明でありました。 
  それに対し、委員からは10月から12月までは条

例の提案時期の関係で、公約どおりできないとい

うことを提案説明の中で市長が一言言うべきであ

った。また、さかのぼって適用させるという考え

があれば、給料を供託するという方法もあったと

いう意見がありました。 
  また、委員から副市長の40％減額の根拠は何か

という質問に対し、総務課からは現給保障を考え

なければ、課長の最高号給は42万円なので、副市

長についても40％削減すれば、同額の42万円とな

る。それを考慮して市長が判断したのであろうと

いう説明でありました。 
  また、委員よりこれまで前市長も、市の職員も、

我々議員も給料を削減している。そのことが言わ

れていない。それを言った上で、市長が50％削減

を言うのならわかる。前市長は30％削減をしてい

る。その差は幾らかという質問があり、総務課か

らは年間で422万円、前市長より削減されるという

説明でありました。 
  それに対し、委員から422万円削減しても、財政

再建にはならない。それよりも地方には厳しい時

代だ。それを乗り越えるために、市長に働いても

らわなければならない。市の代表として、いろい

ろな場に出なければならないし、費用がかかる。

交際費も余り使えないのだから、給料は満額もら

ってやってもらいたいという意見がありました。 
  また、市長の給料50％削減について、委員から

いろいろ意見がありました。 
  仕事の対価として給料をもらうのだから、給料

を半分にするということは半分しか仕事をしない

ということにもなるという意見。 
  給料に伴う責任というものがある。副市長の給

料が課長と同じとなれば、副市長は課長ぐらいし

か責任がないということにもなる。それを考えれ

ば、市長と副市長の給料は下げるべきではないと

いう意見。 
  市長というのは、ある程度自費で仕事をしなけ

ればならない。給料を減額すれば、金を持ってい

る人とか副業で収入がある人しか市長になれない

という意見。 
  全国的には給料を50％減額している首長のケー

スもあり、それでやっている。市長が50％削減し

てやるというのなら、やってもらっても問題がな

いという意見がありました。 
  その他質問等がありましたが、採決の結果、賛

成多数で可決すべきものと決しました。 
  続きまして、議案第81号山形県市町村職員退職

手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

規約の一部変更についてですが、総務課より説明

を受けた後に審査に入りました。 
  総務課より、退職手当組合に加盟していた鶴岡

地区衛生処理組合と、鶴岡地区消防事務組合の２

つの団体が解散したので、退職手当組合から脱退

することになった。そのために、規約を改正する

という説明でありました。 
  審査に入り、委員より解散した団体の職員はど

うなるのかという質問があり、総務課からは鶴岡

市の職員として身分移管になる。そのため加盟団

体数は減少はするが、加盟している人数はほとん

ど変わらないという説明でありました。 
  その他の質疑等はなく、採決の結果、全員異議



なく原案どおり可決すべきものと決しました。 
  以上で総務常任委員会に付託されました案件の

審査の経過と結果についての報告を終わります。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  初めに、議案第71号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第71号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第81号山形県市町村職員退職手当組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

一部変更については委員長の報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第81号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 
 
     文教厚生常任委員長報告 
 
 
中川正和議長 日程第３議案第72号新庄市特別会計

条例の一部を改正する条例の制定についてから日

程第13請願第12号私学助成予算増額についての請

願までの11件を一括議題といたします。 
  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求め

ます。 
  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 
   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 
沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございます。

それでは、私から文教厚生常任委員会の審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 
  本定例会で、当委員会に付託されました案件は、

議案９件、請願３件、合計12件であります。審査

のため、12月12日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名全員出席のもと、紹介議員及び健康

課、環境課、福祉事務所、教育委員会教育次長、

学校教育課、生涯学習課、生涯スポーツ課の各課

関係職員の出席をいただき、審査を行いました。 
  初めに、請願第10号後期高齢者医療制度の抜本

的見直しを求める請願についてと、請願第11号医

師・看護職員確保対策の充実についての請願２件

は、審査に先立ち、協議会を開き、請願者の請願

の趣旨について説明をお聞きしました。 
  請願10号は、高齢者にこれ以上の負担増を求め

る後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求めるも

のであること。また、請願11号は、安心で行き届

いた医療の確保のため、医師、看護職員の大幅増

員を求めるものとの説明を受け、質疑を行った後

に、この協議会の内容を踏まえ、この２件を一括

して審議を行いました。 
  まず、請願第10号について、健康課より後期高

齢者医療制度の保険料と国保税の負担について、

所得、家族構成等によるパターンごとの試算例に

ついて説明を受けた後、委員より年金月額１万

5,000円の場合における後期高齢者医療と国保の

保険料、保険税負担の比較について質問があり、

健康課より所得や家族構成によっていろいろなケ

ースがあり、どちらの負担が少ないかは一概に言

えないが、年金月額１万5,000円で、１人世帯の場

合であれば後期高齢者医療制度の７割軽減が適用



され、6,500円安くなるとの説明でありました。 
  委員より後期高齢者医療のねらいは、医療費抑

制のため高齢者に着目した引き締めであるが、日

本の医療費は国際比較から見ても低く、その必要

はない。公共事業に使うより、もっと医療費に向

けるべきとの意見。 
  また、委員より国においては複数医療機関での

受診の是正、在宅看取りの推進、後期高齢者の独

立した診療報酬などが検討されて、さらに後期高

齢者の医療が抑制される。手厚い医療をするべき

で意見書を出すべきとの意見。 
  その他、後期高齢者医療制度の保険料と国保税

に関する質問等がありましたが、採決の結果、請

願第10号後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求

める請願については、賛成少数により、不採択す

るべきと決しました。 
  次に、請願第11号について、委員より医療の無

駄な部分をなくし、医師、看護師、進歩的な医学

を充実する必要があるとの意見があり、採決の結

果、全員異議なく採択すべきと決しました。 
  次に、請願第12号私学助成予算増額についての

請願について、委員より請願中にある私学振興助

成法とは何か。また、この請願は他の高校からも

出ているのかとの質問があり、紹介議員より私学

振興助成法は、国または地方自治体が私立学校に

助成することに関して定めた法律で、政令の定め

る基準に従って助成することを定めていること。

請願は、県内他の私学も行っており、郡内町村で

も採択しているとの説明でありました。 
  その他質疑なく、採決の結果、請願第12号は全

員異議なく採択すべきものと決しました。 
  次に、議案第72号新庄市特別会計条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第73号新庄市

国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて及び議案第74号新庄市後期高齢者医療に関

する条例の制定についての３件は、それぞれ関連

がありますので、一括して審査に入り、初めに健

康課より各議案の説明を受けました。 

  まず、議案第72号新庄市特別会計条例の一部を

改正する条例の制定については、高齢者の医療の

確保に関する法律により、来年４月からの後期高

齢者医療制度については、特別会計を設けて運営

することと定められているため、特別会計条例に

後期高齢者医療事業の項目を加える改正をすると

のこと。 
  次に、議案第73号新庄市国民健康保険条例の一

部を改正する条例の制定については、75歳以上の

方の葬祭費について、11月30日の山形県後期高齢

者医療広域連合議会において、５万円と定められ

たことと、他の保険との整合を図るため、国保被

保険者の葬祭費を６万円から５万円に改めるもの

であるとのこと。 
  次に、議案第74号新庄市後期高齢者医療に関す

る条例の制定については、新庄市の後期高齢者医

療に関し、上位法により、条例事項とされた事項

をまとめたものであり、第２条で市の事務として

８項目を掲げ、また第４条では保険料の普通徴収

の納期を国保税と同様に、７月から２月まで８期

とすること。その他罰則的な事項などを定めてい

るとの説明でありました。 
  委員より葬祭費の額の引き下げについては、そ

のまま額を据え置き、後期高齢者医療制度で定め

られた５万円に、市がその差の１万円を補助し、

均衡を図るべきではないかとの質問に、健康課よ

り後期高齢者は国保被保険者でないため、国保と

しては無理であり、いろいろな均衡を考えれば妥

当でないとの答弁。 
  また、議案第74号新庄市後期高齢者医療に関す

る条例について、第４条中にある連帯納付義務者

とは何かとの質問に、健康課より普通徴収の場合

に保険料の納付義務者と連帯して納付する義務を

負う者をいい、世帯主と配偶者相互に連帯義務が

あるとの答弁。 
  また、同じくこの条例に関し、委員より第６条

の延滞利息金の率が14.6％と規定されているのは、

金利が高かった時代のものをそのまま使ったもの



で、貸し出し金利、預金金利など、現在の社会情

勢から見て高過ぎる。引き下げる見直しをすべき

であり、その考えはないかとの質問に対し、健康

課よりこの率は他の税でも用いている率であり、

広域連合における他の市町村でも一番多い率であ

ったため、14.6％としたこと。現時点でこれだけ

を見直すのは困難であるが、今後できるだけ早い

時期に検討したいとの答弁でありました。 
  さらに委員より、後期高齢者医療制度の保険料

に関し、年金額が月１万5,000円未満の方を全額免

除するため、市独自で10割軽減をやれないかとの

質問に、健康課からは広域連合として決めるもの

で、市独自で保険料自体をゼロにはできないとの

答弁。 
  他に後期高齢者医療に関し、普通徴収となる人

数等の質問、低所得者あるいは無年金者の保険料

をゼロとすべきとの意見などが出された後に質疑

を終了し、この３議案について採決を行いました。 
  その結果、議案第72号新庄市特別会計条例の一

部を改正する条例の制定については、賛成多数で

原案のとおり可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第73号新庄市国民健康保険条例の一

部を改正する条例の制定についても、賛成多数で

原案のとおり可決すべきものと決しました。 
  最後に、議案第74号新庄市後期高齢者医療に関

する条例の制定についても、賛成多数で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第75号指定管理者の指定についてか

ら、議案第78号指定管理者の指定についてまでの

議案４件は、いずれも指定管理者に関するもので

あり、一括して審査を行いました。 
  まず、議案第75号指定管理者の指定について、

環境課よりこの議案は新庄・最上さくらが丘斎苑

の指定管理者に、株式会社セロン東北を指定しよ

うとするもので、指定期間は平成20年４月１日か

ら平成23年３月31日までの３カ年間。指定管理者

の候補選定の経緯として、今年10月に公募を行っ

たところ応募がなく、このため営業所等の所在要

件を最上郡内にその範囲を広げ、２次募集を行い、

株式会社セロン東北の１団体からの申請があり、

11月２日審査会を経て、候補決定を行ったとのこ

と。セロン東北は警備が主体の会社であり、サー

ビス面では相当な自信があり、技術的な面におい

ても現在の指定管理者、株式会社ヌマザワから来

年４月までに継承していくとの説明でありました。 
  次に、議案第76号指定管理者の指定について。

福祉事務所より萩野児童センターの指定管理者に

萩野児童センター管理委員会を指定しようとする

もので、指定期間は平成20年４月１日から23年３

月31日までの３カ年間。また、同じく議案第77号

指定管理者の指定については、升形児童館の指定

管理者に升形児童館管理委員会を指定しようとす

るもので、指定期間は萩野児童センターと同様に、

平成20年４月１日から平成23年３月31日までの３

カ年間とすること。いずれも２回目の指定で、地

元で組織した管理委員会であり、地域の子供たち

は地域で育てるという観点から、非公募により候

補選定をし、これまでの管理運営は大変順調であ

るとの説明でありました。 
  次に、議案第78号指定管理者の指定について。

生涯学習課より雪の里情報館の指定管理者に株式

会社東北情報センターを指定しようとするもので、

利用者の利用調整から管理事務に至る一連の管理

運営業務を適切に図れるものと判断し、選定した

とのこと。また、この経過として、本年９月議会

において条例改正の議決後、直ちに公募し、２つ

の団体から申請があったこと。書類等の１次審査

の後に、プレゼンテーションなどの２次審査を行

い、管理運営計画、自主事業の積極性や市民サー

ビスの向上が期待できることから候補を選定した

ものであるとの説明でありました。 
  質疑に入り、委員よりさくらが丘斎苑、雪の里

情報館の審査会における評点項目において、これ

らの候補団体について、施設の効用発揮に関する

項目の評点数が低い理由についての質問があり、

環境課よりセロン東北が火葬場の管理運営経験が



ないことからだが、現在の指定管理者から技術の

継承についての約束もあり、候補団体の意欲も高

いとの答弁。 
  また、生涯学習課より特異な施設で、初めての

ことであることからで、わくわく新庄での経験、

実績から施設の維持管理の項目では高い評価を得

ており、総合評価も高く、合格水準であるとの答

弁でありました。 
  また委員より、さくらが丘斎苑の環境整備につ

いて、３人の職員体制で可能かとの質問に、環境

課より施設利用の重複がないよう配慮しており、

空き時間を利用して十分に可能との答弁でありま

した。 
  委員よりさくらが丘斎苑の現在の指定管理者が

申請しなかったのはなぜかとの質問に、環境課よ

り本業の葬儀のほうに力を集中したいとの理由か

らと聞いているとの答弁。 
  さらに、委員より新庄市、最上町の葬祭社から

なる団体を組織し、任せたほうが安定的で公平で

あり、市として考えるべきではないかとの質問に、

環境課よりそれが理想的と考えているが、葬祭社

が多い中、仕事の引き合いが厳しく、至難のわざ

と聞いているが、そのようになるよう努力したい

との答弁でありました。 
  委員より、現在さくらが丘斎苑に配置されてい

る職員について、引き継ぎ後の就労についての質

問があり、環境課より技術の継承のため、３名の

雇用について再三申し入れをしており、その方向

で考えているとの答弁。 
  また、委員よりさくらが丘斎苑内でのサービス

に、葬祭社によって差があることから、指定管理

者の行うサービスに誤解を生みかねないとの質問

があり、環境課からは指定管理者としての業務と

葬祭社のサービスを区別できるような貼り紙等を

館内に表示したいとの答弁でありました。 
  また、委員より雪の里情報館については、候補

団体が館の本来の設置目的を理解した管理運営が
可能かとの質問に、候補団体が指定管理者に決定

されればよく話し合って、その館の設置目的の理
解を深め、名誉館長の指導をいただきながら、候

補団体がやれる形にしていきたいとの答弁。 
  その他指定管理料の人件費の積算に当たっては、

生活できる人件費を見込む必要があるという意見、

修繕に関する質問などがありましたが、質疑を終

わり、この議案４件について採決を行いました。 
  その結果、議案第75号指定管理者の指定につい

ては、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 
  次に、議案第76号指定管理者の指定について、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
  次に、議案第77号指定管理者の指定について、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
  議案第78号指定管理者の指定については、賛成

多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 
  次に、議案第82号山形県後期高齢者医療広域連

合規約の一部変更については、健康課より説明を

受け、審査に入りました。 
  健康課から、規約変更の理由として、現在山形

県後期高齢者医療広域連合の事務所は山形市の自

治会館にあり、広域連合の事務を委託する国保連

合会と同じ建物であるが、その国保連合会が寒河

江市内に事務所を移転するため、それに伴い、広

域連合の事務所も移転するため、提案するもので

あるとの説明でありました。 
  委員より寒河江市移転の経緯について質問があ

り、健康課より現在ある山形市から30キロ圏内と

いう設定のもとに、誘致運動も相当あったようだ

が、土地の価格、アクセスなどが検討された結果、

寒河江市に決定したとの答弁でありました。 
  その他さしたる質疑もなく、採決の結果、賛成

多数で議案第82号は原案のとおり可決するべきも

のと決しました。 
  一応、一時報告を終わります。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑



に入ります。質疑ありませんか。ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議案第72号新庄市特別会計条例の

一部を改正する条例の制定については委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。議案第72号については、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第72号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第73号新庄市国民健康保険条例の一

部を改正する条例の制定については、委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。議案第73号については、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第73号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第74号新庄市後期高齢者医療に関す

る条例の設定については委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。議案第74号については、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第74号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第75号指定管理者の指定については

委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第75号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第76号指定管理者の指定については、

委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第76号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第77号指定管理者の指定については、

委員長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第77号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第78号指定管理者の指定については、

委員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。議案第78号については、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 



   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第78号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、議案第82号山形県後期高齢者医療広域連

合規約の一部変更については、委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。議案第82号については、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第82号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  次に、請願第10号後期高齢者医療制度の抜本的

見直しを求める請願については、委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。請願第10号については、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、請願

第10号は委員長の報告のとおり不採択されました。 
  次に、請願第11号医師・看護職員確保対策の充

実についての請願は、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第11号は委員長の報告のとおり採択されました。 
  次に、請願第12号私学助成予算増額についての

請願は、委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、請

願第12号は委員長の報告のとおり採択されました。 
 
 
  日程第１４議案第７９号指定管理 
  者の指定について 
 
 
中川正和議長 日程第14議案第79号指定管理者の指

定についてを議題といたします。 
  この際、地方自治法第117条の規定により、渡部

平八君は退席しております。 
  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求め

ます。 
  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 
   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 
沼澤恵一文教厚生常任委員長 続きまして報告いた

します。 
  議案第79号指定管理者の指定について報告いた

します。 
  委員会条例第18条の規定により、渡部委員から

退席をいただいた後に議事に入りました。 
  初めに、生涯スポーツ課から説明をいただいた

後に審査に入りました。 
  生涯スポーツ課からは、新庄市民球場、新庄市

武道館、新庄市民スキー場の３施設の指定管理者

に新庄市施設振興公社を指定しようとするもので、

指定期間は平成20年４月１日から平成23年３月31

日までの３カ年間、候補選定に至る経過として、

募集要綱説明会には候補団体の他１団体が出席し

ていたが、申請は新庄市施設振興公社の１団体で

あったこと。また、１次審査、２次審査会を経て

候補選定に至ったが、候補団体は指定管理者とし

て管理経験、安全対策面において評価されたこと

などの説明がありました。 
  委員より武道館の冬季における利用者の駐車場

確保が難しく、その対策について質問があり、生

涯スポーツ課からは必要な台数が確保できるよう、

公社のほうと連携し、対応していくとの答弁であ



りました。 
  その他、配置職員数の質問などがありましたが、

採決の結果、議案第79号指定管理者の指定につい
ては、全員異議なく可決すべきものと決しました。 

  以上をもって文教厚生常任委員会の審査の結果
の報告を終了いたします。 

中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに
御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第79号指定管理者の指定については、委員

長の報告のとおり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第79号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  ここで渡部平八君の復席を求めます。 
  暫時休憩いたします。 
 
     午前１０時５１分 休憩 
     午前１０時５２分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     産業建設常任委員長報告 
 
 

中川正和議長 日程第15議案第80号新庄市農業委員

会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 
  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求め

ます。 
  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 
遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございます。

それでは、私のほうから産業建設常任委員会の審

査の経過と結果について御報告を申し上げます。 
  本定例会において当常任委員会に付託された案

件は議案１件であります。去る12月13日、午前１

時30分より市役所３階議員協議会室におきまして

委員６名全員の出席と、また農業委員会事務局よ

り局長の出席をいただき、審査を実施したところ

であります。 
  まず初めに、農業委員会より委員の定数を改め

ることについて検討した結果の報告を受けた後、

委員による審査に入りました。 
  農業委員会より新庄市の農業の変遷ということ

で、農家戸数においては昭和60年で2,545戸あった

ものが、20年を経た平成17年では1,833戸になり、

712戸、23％減少したこと。農業生産額では30％の

減少があったこと。また、これに伴い農業委員の

選挙にかかわる人員も減少していることが報告さ

れました。 
  本市においては、行財政改革を遂行中で、農業

委員会ではそうした背景を受け、４月26日に農業

委員の定数検討委員会を設置し、以後５回にわた

って検討を重ねてきたこと。現在、新庄市の農業

委員は総数24名で、うち選挙による委員は19名、

各農業団体及び議会からの推薦の選任委員は農協

２、改良区１、共済組合１、議会１名となってい

ること。選任委員から減らすのは現在のところ難

しく、選挙による委員から３名を減らすのが妥当

ではないかとの結論が出されたと報告がありまし

た。 
  また、その減員配分についての根拠は、選挙区



の区域割、つまり新庄地区、稲舟地区、萩野地区、
八向地区、それぞれの平成19年１月１日現在の農
地面積に30％、農家戸数に30％、選挙人申請者数
に20％、農地の移動取り扱い件数に20％の計数を
掛けて案分し、第１選挙区、新庄地区ですが、７
名を６名に、第２地区、稲舟地域ですけれども、
４名を３名に、第３選挙区、萩野については５名
で変動なし、第４選挙区、八向地区は３名から２
名に削減し、選挙による委員を19名から16名にす
るという案に落ちついたということでした。 

  委員からは選挙の委員からだけでなく、推薦委
員から減らしたらどうかなどの話はなかったのか
との質問がありました。団体推薦、学識経験者に
ついても減員対象とする話はあったものの、過去
の定員削減が専ら学識経験者を減らすことにあっ
たことから、今のところこれ以上は難しいこと。
農協枠が２名になっていることについては、合併
条件が整うことを待つ以外にはないということで
した。 

  他の委員からは、定数削減は何年も前から行っ
ていることにもかかわらず、ようやく選挙による
委員を減らすということだが、他の類似市の例は
参考にしたのか。また、農業委員会での意見はど
うだったのかとの質問がありました。類似市では、
３年前の選挙の際、改正に着手したところが多く、
選挙委員の数としては村山市が20名を17名に、尾
花沢市が20名を15名に、寒河江市は25名を20名に
それぞれ減らしているということでした。 

  それに付随し、類似市の農業委員総数について
はとの質問に、村山市は17プラス４の21名、尾花
沢市では15プラス４で19名、東根市では20プラス
６の26名、寒河江市では20プラス４の24名体制で
現在事業が行われているということの報告があり
ました。 

  また、農業委員会では委員の数を減らすのはや
むを得ないこと、しかし選任委員の協力を得なが
ら、業務の質を落とさないよう活動していく旨、
11月26日の総会で意見の集約を見たということで

した。 
  審査を重ねましたが、その他さしたる意見はな

く、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと
決しました。 

  以上、産業建設常任委員会に付託された案件の
審査の経過と結果についての報告といたします。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 
中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質疑

に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 農業委員会の仕事の量と

いうのは、実は増えているのではないかというこ

とは聞いているんですけど、その点について話し

合いはなかったのか、お聞きしたいと思います。 
  そういうことと、もう一つは農業経営が厳しく

なっているわけです。そういう中で、農政につい

ての突き上げ改善のための提案、こういうことを

する農家代表というのは、私は非常に今こそ大事

だと思います。そういう点についての意見集約は

なかったのか、お聞きします。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 農業委員の今定数削

減というふうなことでの審査でございましたけれ

ども、農業委員の業務量は減っていないというふ

うなのではというふうな質問ありました。その件

についての話はあったんですけれども、貸し借り

を中心に、業務量はいささかも減っていないとい

うふうな話し合いにはなりました。 
  また、農業情勢が危ういというふうなことでの

意見書とかというふうな話はありましたけれども、

委員会の席上はありませんでした。ただし、農業

委員会の中では要請書を国に提出しております。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 委員長の報告の中で、確

かに農家戸数は減っている。そして、用地も農地



も減っているということはあります。そして、農

業の経営上の収入も減っているという、そういう

状況はあるわけですが、実際に農地の番人として

の農業委員会の貸し借りの問題や転用の問題など、

そういう仕事は非常に増えているというか、戸数

は減って、面積は減っているんですが、仕事は少

しも減っていない。むしろ昔は安定的に農家を続

けられる農政でありましたので、農地の貸し借り

やそれを転用などということは非常に少なかった

ので、農業委員会の仕事はほとんど少なかったと

いうことです。しかし、今農政が厳しいがゆえに

農業委員会が行わなければならないそういった仕

事が増えていると。今後も増えていくだろうとい

う今の情勢のような気がします。 
  そういう中で、仕事は増えているわけですから、

特に選挙で選ばれた委員のその地域を担当してや

っているわけですから、そういう方々の人数を減

らすというのは、私は業務が全然減っていないの

に、減らす必要はないし、むしろ調査を丁寧にや

っていただく意味でも、私は減らすべきではない。

今のままの選挙委員の数でやるべきだと思います。 
  それから、農業経営が非常に厳しくなっており

ます。そういう意味では、農家の代表として出て

きている方が積極的に意見を出して、その意見表

明する団体として農業委員会は認められているわ

けですし、大いに農政の突き上げを行っていくべ

きだと思います。そういう意味でも、農家代表が

少しでも出られるようにするということが、意見

を農政に突き上げていく場にその意見を出せるわ

けですから、そういう意味でも農業委員というの

を、選挙委員からの農業委員を減らすべきではな

いと私は思います。 
  そういう点で、もう一度委員長、委員会での御

見解、お話をお聞きしたいと思います。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 協議会の中で若干話

し合いがあったんですけど、農政についての話し

合いがあったんですけれども、農業委員の定数を

減らすというふうなことは、別に農業委員の方々

が自ら望んだものではないと。ただ、新庄市でも

行財政改革を今進めている中で、議員の定数と農

業委員の数というのは連動してくるという傾向が

あるわけです。そういう中で、こういうふうな自

ら定数を減らすというふうなことにつながったも

のだと思います。 
   （「議長、質問者のは要望になる 
     んですよ、要望。質問でしょ 
     う、お願いしていただくのは。 
     要望なんですよ、この質問者 
     は」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 暫時休憩いたします。 
 
     午前１１時０４分 休憩 
     午前１１時０５分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開をいたします。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 
中川正和議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 
遠藤敏信産業建設常任委員長 佐藤議員言われたよ

うなことでの議論はございませんでした。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第80号新庄市農業委員会委員の選挙区及び

定数に関する条例の一部を改正する条例の制定に



ついては、委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 
   （「異議なし」「異議あり」と呼 
     ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議がありますので、起立採決い

たします。 
  議案第80号については、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
   （賛成者起立） 
中川正和議長 起立多数であります。よって、議案

第80号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  ただいまより10分間休憩いたします。 
 
     午前１１時０７分 休憩 
     午前１１時１６分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  日程第１６議案第８３号平成１９ 
  年度新庄市一般会計補正予算（第 
  ５号） 
 
 
中川正和議長 日程第16議案第83号平成19年度新庄

市一般会計補正予算（第５号）を議題といたしま

す。 
  本件に関しては、既に説明が終わっております

ので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） ページ数、26ページ、８

款土木費、１目除排雪費と２目の雪総合対策費に

ついて、関連の質問をいたします。 
  まず、さきに１目除排雪費です。今回の補正見

ますと、１億を足して約３億というふうになって

おります。今年は雪が少なかったということで、

約１億3,000万ぐらいでしょうか、で終了している

ようですけども、去年、おととし、豪雪と言われ

まして、そのときの決算書を見ますと４億5,000

万から５億ぐらい近くかかっているようでありま

す。この３億というのは、恐らく例年の平均ペー

スからかなというふうに感じておりますけれども、

今日もこのような雪であります。今年の冬はどう

でしょうかというふうな心配が市民の中からも出

ているようであります。豪雪に備えて、市民の安

心感を持たせると、こういう意味からも、もう少

し足して４億なりあるいは５億の補正というふう

にできなかったのかどうか。もしこれが幸いにし

て雪が少なければ、当然使わなくても結構でござ

います。そんな観点から、なぜそのようにしたの

かどうか、まず１点先に伺います。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 除排雪費の補正についての

御質問でございます。 
  この補正につきましては、過去の実績といいま

すか、決算等を参考にしまして、委託料につきま

しては、過去の実績から見まして約年間平均で２

億円。あと昨年とか、あと大雪の部分については、

換算しないでの平均でございます。それに排雪に

必要な借上料等、約3,500万ほどというふうな平均

的なこれまでの試算を行いまして、今回補正をお

願いしたところでございます。今年度につきまし

ても、昨年は特に少なかったわけでございます。

担当課としましても、やはり平年並みというふう

な中で万全な除雪体制を行っていきたいというふ

うなことで、今回補正をお願いしたというふうな

経過でございます。 
  以上でございます。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） 先ほどの質問と絡みます

けれども、財政調整基金、今回6,700万繰り入れさ

れて、残りが幾らぐらいでしょうか。４億5,000

万ぐらいかなとは思いますが、このぐらい新庄市



にとっては大きな金額の要するに貯金ができたわ

けですけども、この貯金、要するに財調から先ほ

ども申し上げましたとおり、１億、２億回してお

いてというふうな手法があってもよかったんじゃ

ないのかな。これはやはりくどいようですけども、

あくまで幾ら雪降ってもよと。市民の皆さん、お

金はこういうふうにして新庄市はありますよと。

心配しないでくださいと、こういうふうな意味合

いを含めた場合は、かなり安心感が出てくるとい

うふうに感じるわけです。ちょっと私がわからな

いからお聞きしますが、財調に残すことと、予算

に入れてしまうということに何か違いがあるのか

どうか。財調にいっぱい残っているほうが当然い

いんでしょうけれども、どうせ使わなかったらま

た元に戻せるということかなというふうに感じて

おります。この辺の関連についてはいかがでしょ

うか。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 除雪の担当といたしまして

は、やはり過去の実績とか、それから気象関係、

そこら辺を参考にしまして毎年予定を立てて行っ

ております。 
  ただ、何分にも自然現象なものですから、やは

りそこまでは対応はできない部分も多々出てまい

ります。その際には、やはり補正というふうな形

で、追加でお願いしているというふうな実態でご

ざいます。 
８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） 政策経営課長、どうです。

この財政調整基金にいっぱい残したほうが見ばえ

もいいし、これは当然わかりますけれども、この

辺の関連をお聞きしているわけなんですけども、

予算に回しておいて、後で使わなければ回収する。

これは当然できるわけですね。ですから、都市整

備課長言われるのもわかります。わかりますけれ

ども、そういうふうに財政調整基金のほうを優先

しているのかどうか、そういうふうに見受けられ

ましたのでお聞きしたんですが、いかがですか。

その辺の感覚を教えてください。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 財調基金は取り崩す前、

今回取り崩す前は５億1,450万ほどございます。今
回の補正で6,700万取り崩しまして、４億4,750万
円ほどということになりますが、弾力ある財政運
用を行うには、一定程度の財調への積み立てが必
要となるということで、いろいろ指導を受けてき
たところです。 

  除雪経費につきましては、天候に左右される、
平年を基準として予算を組んでいます。それ以上
になるとやっぱり天災の一部、予測以上のことが
生じた場合は補正で対応して、あるいは専決処分
で対応していくという、これまでの手法について
そういった財政運用になっていますので、今年も
そういった対応をやってまいりたいということを
考えています。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 
中川正和議長 沼澤恵一君。 
８ 番（沼澤恵一議員） 次の２つ目、雪総合対策

費に関連して質問いたします。 
  まず、１つ目として、今回補正追加が光熱水費

として711万計上されております。このことについ
ては、市長の行政報告の概要にもございました。
この本格通水、もしかすれば年内中に東北地方整
備局から許可が出るという報告でございましたの
で、これに関連しまして、許可が出たならば１月
１日から２月の末まで稼働させるということのよ
うです。これについては、この稼働する、動かす、
要するに取水を始めるというのは降雪量、雪がい
っぱい降ったときあるいはある日を決めて取水し、
放流するのか。それをどの時点でやろうとしてい
るのか、簡単で結構ですんでそれ１つ。 

  それから、２つ目ですが、さらに２つ目です。
これはちょっと市長にお伺いしたいと思いますが、



３年ぐらい前だったかなと思われますが、前市長
の見解を伺っております。要するにこの雪関係で、
消流雪側溝の埋設整備事業の関係で、当時の計画

では全市内完成、要するに完了するには平成40年

ころまでかかるだろうと。しかも、その工事予算

総額が35億ないし40億と、膨大な概算が示された

記憶がございます。 
  年明けの来年から、最上川から先ほども申しま

したように本格通水になります。これも約５年ぐ

らいかかってようやく来年度の軌道に乗せること

ができたと、こういうふうにここは非常に喜ばし

いことかなというふうに感じておりますが、先ほ

ども申しましたこの側溝整備、流雪溝の。この関

係です。今もう新庄市の人口も10月末で４万110

人まで減っております。市報に出ておりました。

もしかすると、年を越さないうちに４万人を切る

んじゃないのかな、あと２週間ぐらいの間に。こ

のような心配もありまして、新庄市の人口はもう

３万台に入るというのは秒読みの段階じゃないの

かなというふうに思っております。 
  このような人口減の歯どめ策に定住構想とかと

いうことで、いろいろな手法が示されております。

安価な宅地供給ももちろん大事ですけれども、ま

ち中の一家がもうそのまま家族引き連れてどっか

に引っ越しされてしまうと。これは、雪に対する

嫌気が少なからずあるような気もいたします。そ

の有効的な水利用によって、除排雪の関係から消

流雪側溝の整備事業、これらの以前の計画につい

て、新市長の見解をお伺いしたいと思います。 
  ２点お願いします。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 消流雪用水事業につきまし

ては、本定例会の冒頭に市長より行政報告させて
いただいたとおり、３つの課題の中の最後に残っ
ております水利使用の許可につきまして、昨年度
からその使用についての協議を行ってきたところ
でございます。 

  この度ようやくその申請につきまして了解をい
ただきまして、現在使用期間としましては、来年
の１月１月から２月の29日までの２カ月間につい
ての使用許可について今回申請を行っているとい
うふうな状況でございます。 

  実際揚水をどうするかというふうなことでござ
いますけれども、これにつきましては、過去の試
験通水等のデータ等も参考にしまして、市内の河
川の利用できる水の量、利用可能量が少なくなっ
た時点でその補水として最上川から揚水すると。
あくまでも現況の利用可能量が利用できなくとい
うか、不足した段階で補水するというふうな考え
で利用することを考えております。 

  これまでも行ってきたところでございますが、
市内の指首野川で毎日水位観測を行ってございま
す。その水位がある量から下がった段階で、水が
足りなくなると。これは既に調査でわかっており
ますので、それを観測して、不足することが予測
される場合には、最上川からの通水を行いたいと
いうふうに考えております。 

  期間としましては、やはりこれまでのいろいろ
の現在の河川の状況等、調査を行ってきた結果か
らいきますと、やはり１月の中旬から２月の中旬
までの１カ月間、ここが一番厳寒期になりますし、
現況の川の水も少なくなるというふうなことから、
この期間を手中に考えているというふうなことで
ございます。ですから、予定としましては１月の、
今年度は10日から２月の末までの間というふうな
ことで考えてはおりますけれども、それに河川の
状況を判断しながら、揚水するかどうかを判断し
て対応し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。 

  以上でございます。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 御質問の前市長の考え方の中で、平

成40年ぐらいまで側溝を整備すれば平成40年、35
億から45億の費用がかかるだろうという試算、こ



れから今平成19年、20年なんですが、あと20年間
具体的にかかるというふうなことになると思いま
す。それだけを考えれば、随時やっていくことと
いうのは必要なことかもしれません。 

  一方で、議員が心配なされるのは、そんな悠長
なの言っている間にどんどん、どんどん人口が減
っていくんではないかというようなことも一方で
御心配なさっているのかなというふうに思います。 

  私も雪に関しては、新庄市民にとって長年課題

であるというふうなことは、それに対して挑戦し

てきた歴史があると思います。散水消雪、昭和44

年か６年、どちらだったかちょっと記憶にありま

せんが、そのころから長岡で行われてから、日本

で２番目に無雪宣言都市を行い、散水消雪をやっ

てきて、その歴史の中で散水から機械除雪、そし

て今度は無散水消雪、さらには協働というような

形での流雪溝の活用と。途中、途中でどれを選択

してくるかということを、一貫してはいたんだと

思うんですけども、手法において違いがあったと

いうことで、流雪溝の整備が基本的に遅れてきた

ということは否めない。 
  この雪の量を考えたときに、どのぐらいの雪を

処理できるかということ。当時はやっぱり散水消

雪でできるだろうと。ところが、住宅の広がり、

道路の拡張、そうしたことに伴って、さらなる建

設費用がかさんできたということで、一部の市街

地に集中的に工事を導入することができなかった

というふうなことが追い打ちをかけて、水の利用

ということがそこまで回らない状況があったと思

います。 
  しかし、御存じのとおり５年前からさまざまな

関係団体の御協力をいただいて、最上川から基本

的な河川の水が少ない場合、水を使ってもいいで

すよというような許可がようやくここまで来たと。

一方では、流雪溝の整備もしなければならない。

大変財政事情も厳しいと。もう３点非常に絡んで

いる状況の中で、どれを選択していくのかという

ことに追われています。やはり今の県、国の支援

のもとに、無散水消雪をやられるところは中心部

が非常に多いわけですけども、生活実態は外のほ

うに伸びているということもあるので、今後やは

り全体的なマスタープランの中で人が住む地域と

いうようなこと、あるいは生活圏としてどこを指

定するのかということを本当に位置づけていかな

くちゃいけないと、痛切に思っております。 
  さらに流雪溝問題におきましても、水があるか

ら流雪溝がすべて活用できるかというふうになっ

てきますと、少子高齢化という問題がありまして、

除雪機械で置かれたものを素直に流雪溝に投入す

ることができるだろうかというような時代もまた

迎えてくるだろうということも予測されます。 
  そうしたことも踏まえて、今の実態、少子高齢

化というようなことで、やはり雪をさわらなくて

も、生活空間として住みやすいというふうになれ

ば、社会資本が一番整備されている中央部のほう

にコンパクト的な形で導入していくということも

必要だなというふうに思っております。 
  最近の人口異動は雪という問題もあります。ま

た、定住という観点からいきますと、先日申し上

げたわけですけども、子供の政策に対する充実度

が高いからそこに住みたいというような若いお母

さん方も出てきているというようなことで、本当

の政策をきめ細かに、どの世代が何を求めて、ど

の世代がこういうようなことを求めているかとい

うふうな、年代的にもやはりこちらのほうがアン

テナを張って、そこに合った形での政策をしてい

かなければならないというふうに思っています。 
  特に今団地を、小檜室団地とか、一番元気な方々

が住宅を建てているわけですけども、ちょうど平

成20年のころになりますと、かなりお年を召した

方になってしまうということも考えながら、35億

から45億、平成20年をできる限り早い段階で皆さ

んに御相談して、流雪溝の効果的な整備、機械除

雪の効果的なやり方ということももう一度再検討

しながら、住みよいまちづくりに皆さんと御検討

してまいりたいと。 



  よろしくお願いします。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ９ページの14の１に児童

扶養手当給付費負担金と、それから生活保護費負

担金がそれぞれ増えています。これについてなん

ですが、２つ聞きたいことがあって、１つはこの

前の一般質問で国庫負担金、国庫補助金の削減に

ついては反対すべきでないかという私の意見につ

いて、市長のほうから答弁がなかったなと思うん

です。これは、やっぱり削減すべきであるって考

えるんだろうかと受けとめているわけですが、私

はこういったことを見たときに、この国庫補助金、

負担金というのがやはりまさに生活弱者のための

ものだというふうに考えますし、そういう意味で

は減らしてはならない、増やすように、削減しな

いように求めるべきでないかなということで、一

般質問の続きのような形で、もう一度お聞きしま

す。 
  それから、原油高が今問題になっています。そ

ういう意味で、今生活への影響はどう見ておられ

るのか。福祉灯油などの補助券や割引券などの発

行が必要ではないかと考えるわけですが、どう考

えているかということでお願いします。 
  それから、次に14ページの２の１で、元市長の

合同葬儀がマイナス60万9,000円となっています

が、その内容はどういう内容だったのかというこ

とでお聞きします。ここで、前の議会でだったん

ですけど、参加した市民が出した香典はどのよう

になるのかということでお聞きしたときに、すべ

て元市長のお家に行くということで、市には入ら

ないということをお聞きしました。それを市民の

方にお話ししたところ、できれば今財政難でもあ

りますし、香典は参加費というような気持ちがあ

ると思うので、誰でも参加できるように参加費を

抑えつつも、市と、それから元市長家みたいな、

そういう故人のお宅と折半というふうにして、支

出も市の支出を今後抑える方法も考えるべきでは

ないかという御意見がありました。今後も大事な

こういう方が亡くなって、市の葬儀、その故人の

お宅と合同葬儀をしなきゃいけないということが

あるかもしれません。そういうときに考えるべき

内容と思うんですが、いかがでしょうか。 
  それから、18ページの３の４に、小規模作業所

助成補助金が34万9,000円増えています。この内容

はどのような内容なのか、お願いします。 
  続いて、20ページの３の２の３、保育所運営費

が398万5,000円増えていますが、この内容につい

てどういう内容なのか、お願いします。 
  それから、26ページの８の２で、ただいま沼澤

議員からもあったような気がしますが、関係して、

光熱費が711万円増というふうになっていますが、

この中身についてはどうなのか。これについて、

かかわるならばこう考えるんですけど、流雪溝の

水を流して取水の水代かと思うんですが、水の光

熱水費だと思うんですが、これに対して国の補助

をお願いすべきではないかと思うんですが、そう

いったことは考えはないのか、どうでしょうか。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 質問が幾つかあったわけで

ございますが、最初に児童扶養手当の件でござい
ます。 

  年度を追って児童扶養手当を受給している方が
増えております。平成17年318人、平成18年353
人、それから現在約370人ほどの受給者ということ
であります。国の負担についてでありますが、平
成17年度までは国が４分の３、市４分の１という
ことで、現在は国３分の１、市３分の２と、市の
負担が随分増えているという状況にございます。
当然市の負担が少ないほうがよろしいわけでござ
いますので、生活保護につきましても若干増えて
いるという状況でございます。双方に関係してで
ございますが、議員言われるように市の負担を少
なくし、国の負担を多くしてもらいたいという考



えは同じでございますので、機会をとらえて要望
してまいりたいと、そういうふうに考えます。 

  それから、原油高の件につきましては、ただい
ま検討中でございますので、後ほど考えを示した
いと、そういうふうに思います。 

  それから、小規模作業所についてでございます
が、たんぽぽ作業所分ということでございます。
これは県の総合交付金が充てられております。新

庄以外からも通所してございます。県の総合負担

金が補助金として支給されたと。それに伴って、

たんぽぽ作業所に支給するということであります。 
  それから、保育所の件につきましては、作業人

夫とか除雪の人夫賃金等と、それから子供さんが

増えた分に関しまして、保育士の賃金等でござい

ます。 
  以上です。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 前市長の葬儀に関しての負担金

のことでございますけれども、予算は総額で600
万円、市が500万円で広域が100万円という負担の
割合でありました。その500万円のうち、今回精算
により60万9,000円を減額するというような内容
でございます。葬儀の内容につきましては、髙橋
家の負担も当然かなりの負担がございました。個
人的な部分といいますか、宗教に関する部分、い
わゆる導師、僧りょの方々の費用とかあるいはお
返し等々とかは髙橋家の負担というふうなことで、
そういうふうな負担の割合にしてございます。こ
れは過去３回、こういうふうな市葬というふうな
ことがございましたけれども、それに倣いまして、
それと同じような形の中で取り扱ったところでご
ざいます。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 ８の６への雪総合対策費の

中の光熱水費というふうな御質問でございます。 
  これにつきましては、先ほど答弁申し上げまし

たように、消流雪用水事業にかかわる清水揚水機

場の電気料等の費用でございます。これは１カ月

分でございます。これに対する補助というふうな

お話でございますが、現在のところこれに対する

国の補助制度等はございません。このため全国で

あります雪にかかわります雪の対策協議会という

のを組織してございまして、この中でこういった

消流雪用水だけではございませんが、克雪に要す

るそういった費用についての補助制度の制定とい

うふうなことで、要望活動を今進めているという

ふうな状況でございます。 
  以上でございます。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 先ほど小規模作業所の件に

ついて、たんぽぽ作業所に直接入るような私の発
言だったと思いますが、総合交付金制度でござい
まして、他の町村から通所しているということも
ございますが、代表して新庄市に交付金が入金に
なるということでございまして、直接たんぽぽ作
業所ではなくて、町村に負担金を配分するという
ことで訂正をさせていただきたいと、そういうふ
うに思います。 

  以上です。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 国庫負担金、国庫補助金

の削減については、やらないでいただきたい。市

の負担を増やさないように国に働きかけていくと

いうことで、ぜひ今後も強めていただきたいと思

います。 
  市長においても、市長会などで国庫補助金を削

減に賛成するようなことではなくて、こういう具

体的な市の負担が増える問題はだめだということ

で、市長会の中でも市長として言っていただきた

いと思いますが、市長の見解などをお聞きします。 
  それから、福祉灯油については、今検討中であ

るというお答えでした。国のほうでも市町村など



で福祉灯油の割引券などが発行されたりすれば、

補助する立場でもあるというような国会答弁であ

るとも聞いております。ぜひそれを見ながら、い

ち早く今寒い中で灯油を節約して震えている、そ

ういう御家庭に少しでも灯油代ということでいく

ように、一日も早くやるようにお願いいたします。 
  それから、合同葬儀のやり方について、今回過

去３回と同じようなやり方であったという話でし

た。でも、この市の財政難というのは本当に厳し

いものがある中で、気持ちは同じでありたいわけ

でありますが、しかし財政難だというのは本当に

厳し過ぎるほどの厳しさの中で、市民の目も厳し

くなっておりまして、今後例えば今年とか来年と

か、財政再建中にこういうことが起きることもあ

るわけですから、そういう中でなるたけ市の負担

を抑えてやれるように御検討をお願いしたいと思

うわけですが、総務課長さんなのかもしれません

が、もう一度お願いいたします。検討していただ

きたい。負担を減らすようにお願いしたいと思い

ます。 
  それはやっぱり故人のお宅とも相談しながら、

そちらの負担が大きくなっても困るわけですし、

そちらの負担も抑えつつ、市の負担も抑える質素

なやり方というか、そんなやり方をお互いに研究

していただきたいと思うわけです。済みませんが。 
  それから、次にたんぽぽ作業所の県の補助金と

いうことだったわけです。これについてちょっと

お聞きしたいことがあります。たんぽぽ作業所な

どがやっているこの今の中心の作業というのは、

環境省も非常に注目していることではないでしょ

うか。国の環境省の事業が、山形市あたりで来年

あたり開かれて、そこに新庄方式、食品トレーの

リサイクル、友愛園も含めてなんですが、これに

対して高い評価があって、それも重要な分科会の

テーマになるんではないかという話も聞いており

ます。 
  そして、さらに新庄市としては、全国から視察

が非常にこれに多い。これはやっぱり今資源が、

原油高もあって、石油製品などが値上がりする中

でもありますし、これをいかにリサイクル、地域

でして、地域に使わせていくかという、これ新庄

方式のやり方というのは、非常に重要なものだと

も思います。 
  それで、もっと進んでいけば、広域の焼却炉に

持ち込まれるごみもこれで少し減るかというふう

にも言われています。ほんのわずかかもしれませ

んけど、それであっても作業所運営の費用に充て

てみれば、随分このほんのわずかの延命費用が大

きな金額になるような気がいたします。その比較

でいきますと、この重要な事業をやっているたん

ぽぽ作業所なり、友愛園なんですが、内部のお話

などを伺ってみると、大変重要で、視察も多くて

注目されている、国からも環境省からも注目され

ているような事業でありながら、非常に細々とし

た経営をやっているというか、厳しい経営をやっ

ているということをお聞きしております。働く人

たちはこの内容が非常にみんなに役立つ仕事だと

いうことで、高い働く意欲を示してやっていると

いうことでした。 
  それと同時に、障害を持っている方が働くとき

に、ただ働かせただけでは……。 
中川正和議長 補正予算ですんで、その部分に集中

してお願いします。 
２ 番（佐藤悦子議員） ということで、この補助

については、焼却炉の延命費用なども含めて、よ

り増額して作業所運営を、あるいは授産施設もか

かわるかもしれませんが、新庄方式がより広く深

く続くようにというか、そういう援助が必要では

ないかという点でもう一度お聞きしたい。金額の

増額なども考える必要がないかという点でお願い

します。環境という立場からなんですけど。 
  それから、保育所の運営費について、保育所に

入所をしたいという子供、させたいという親が増

えているということだと思います。特に、そのと

きにこういうことも私はもっと充実させてもらい

たい。産休明けからの保育、それから３歳未満児



の入所待機者がないように拡充していただきたい。

あと病児保育も必要ではないか。働くお母さんた

ちがやっぱり病児保育、病気だから家で見ろと言

われると、じゃ仕事のほうを切られるというか、

そういうこともあって、苦しんでおられるわけで

す。そういう意味では市として、市の公的保育所

として、そういったことが受け入れられるような
体制が必要じゃないか。 

  それから、今働くお母さんの立場で考えますと、
コンビニなどで働くお母さんもおられます。夜中
の２時まで子供を預けなきゃ働けないという方も
おられます。そういうことも本当は預かってやれ
る公的保育所であってほしいと思うんですが、そ
ういったことの拡充などは考えておられないのか、
お聞きしたいと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 まず、たんぽぽ作業所につ

いてでございますが、議員言われるとおりトレー
のリサイクルについては、全国的に新庄方式とい
うことでかなり評価を得ているというふうに考え
ます。 

  たんぽぽ作業所については、現在先ほど申し上
げましたように、県の総合交付金という形で援助
をしております。昨年度の実績でいいますと504
万7,000円の援助ということでございます。障害者
自立支援法が施行されまして、それに伴って各施
設も新しい体制に移行することが５年間で……猶
予期間ありますが、移行することが定められてお
ります。支援につきましては、作業所の方が時々
お見えになって、うちのほうと相談をしておりま
す。新法に移行した際にどうするかということで、
さらに支援の仕方あるいは新しい法律の適用の仕
方について検討してまいりたいと、そういうふう
に思います。 

  あとは保育所の件についてでございますが、産
休明けについては以前議員から御質問ありました。
それについては、将来的にいろんな改善しなくち

ゃいけない要素がございます。例えば病児保育な
んかも同じでございますが、看護師をつけるとか、
いろんな条件がございますので、将来的に課題と
してとらえたいということで、前回と同じ答弁を
させていただきます。 

  全体的には子育て支援という考え方だと思いま
すが、今後も大きな課題として支援をしてまいり
たいと、そういうふうに考えております。 

  以上です。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 国庫については、議員おっしゃると

おりいただいたほうが本当にありがたいわけです

ので、そういうふうに働きかけをしていきたいと

いうふうに思っております。 
中川正和議長 ただいまから１時まで休憩いたしま

す。 
 
     午前１１時５７分 休憩 
     午後 １時００分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 今の答え、いろいろと前

進する立場でのお答え、ありがとうございました。 
  さらにですが、保育所の運営費の増えているこ

とについてなんですが、子供が増えているという

ことは、保育所の人数が増えているということで、

それはどのようにしてというと、やっぱり人、保

育士をちゃんと出す。人がいなければ保育はでき

ないと。ですから、病児保育にしても、また夜中

の２時ごろまで、夜中までの延長保育にしても、

また産休明けからの保育にしても、保育を充実さ

せるということは、保育士を手厚くしなければい

けない。賃金を出さねばならないということだと

思うんです。 
  そういう点で、ぜひ公的な保育所において、そ



ういうことができるようになってほしいと願うと

同時に、さらに今現在市でやれていない状況の中

で、託児所と言われる無認可、認可外保育所がそ

れをやっているところがあります。例えば庄内町

では、産休明けからの保育を認可外保育所に町と

してお願いをして、保育料は公的保育の保育料に、

所得にあわせての低い水準でできるようにしてい

るのかなと想像するんですけど、そういうふうに

認可外保育所と提携をして、産休明けから預けら

れるようにやってくれているとお聞きしました。

そういうことができるんであれば、今現在すぐ市

でできない場合は、そういうことを考えていただ

けないだろうかと。検討してみて、調査してやれ

ないだろうかと。見ていただけませんでしょうか。 
  もう一つは、病児保育やかなりの延長保育、夜

中までとか、そこまでやっている認可外保育所が

あります。そこはやっぱり人件費が手厚く必要な

わけです。それが認可外保育所の努力で、ようや

く今やっているような状態ですが、働くお母さん

たちにとっては本当に助かる、ありがたい、仕事

を続けることができるわけですから、そういう立

場で同じ保育でありますし、保育に欠ける子供で

ありますし、そういうところに認可外保育所がま

ずやってくれているんであれば、補助を手厚く賃

金になる、全額賃金にならなくても、少しでも賃

金につながるように補助が必要かと思うんですが、

それについてのお答えあればお願いいたします。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 保育所の問題については、

先ほどお答えいたしましたが、産休明けあるいは

病児等については、いろんな課題がございます。

建物の増設とかあるいは看護師の配置とか、いろ

んな課題がありますので、それらをクリアできな

いとそういう保育が難しいと思います。それは前

にも申し上げましたとおり、いろんな課題をクリ

アして、そういう方向に持っていきたいというこ

とであります。 

  ただ、現在認可外保育所の果たす役割というの

は、大変重要なもの、現在に限らず、以前から重

要な任務を果たしていただいております。特に乳

児の保育については、大きな力を発揮していただ

いております。補助についても18年度で認可外保

育所については、1,100万余りの補助金を交付して

おります。総合的にこれからも認可外保育所の役

割等は減ることはないだろうというふうに考えて

おりますので、認可外保育所あるいは認可保育所

とも同じ方向で子育て支援をしていきたいと、そ

ういう考えであります。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） これは14ページ、２款１

項１目一般管理費の中の市長、副市長の給与費623

万5,000円の減額、これについてまずお伺いいたし

ます。 
  これは両者合わせた減額の金額ですけども、こ

れを分けて、誰の分が幾ら、誰の分が幾ら、それ

で期日、何月何日から何日までというふうなこと

をお知らせ願います。 
武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 今回の減額分でございますけれ

ども、多岐にわたりまして１つは給料でございま

す。市長の給料が230万の減額、これにつきまして

は９月が不在であったということと、１月から

50％を削減した金額になります。副市長分につい

ては315万円でございます。減額でございまして、

９月が日割り計算、10から12月は不在で、１月か

らは40％削減した金額を載せてございます。その

他でございます。通勤手当とかあるいは退職手当

の組合の負担金とか、共済互助会の負担金等々を

足しますと、その金額になるというようなことで

ございます。 
１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 



１４番（新田道尋議員） それで、これはそうする

と今年度分ということで、今日は可決したんです

けども、71号が可決するものと思って予想した数

字ということでいいんですね。理解していいんで

すね。こういう出し方でいいんでしょうかね。こ

れ通らなかったらどうするんです。また足してや

るんですか。ちょっとおかしくないですか、やり

方が。 
  それはわかりましたんで、それでは私は総務委

員でありまして、本来ならば総務常任委員会の中

で審議すべきものというふうに私は思っていまし

た。それで、これ議案第71号と関連してくるわけ

で、市長、副市長の給料ということですね。委員

会に市長の出席があれば、これは答弁をもらえた、

お答えをいただけたというふうに思いますけども、

総務課からしか出席がなかったということで、こ

れは本人に関することが最も多いわけですから、

その点さっきの常任委員長の報告の中にも、憶測

で答えられた部分がかなりあるわけで、こうじゃ

ないかということがあったわけで、どうしても議

案を可決されましたんですが、来年１月１日から

施行されますこの減額案ですが、なる前にどうし

ても本人からお聞きしておきたいということがあ

りますので、この機会を与えていただきたいとい

うふうに思います。 
  普通ですと、変則的なことになって、余り芳し

くないというふうに思うんですけども、どうかそ

の辺を、チャンスがもうなくなるんでお許しをい

ただきたいというふうに思います。 
  第１に、新聞等を皆さんもよく御覧になったと

思うんですが、これは山新ですね。減額が年間750
万というふうに報ぜられました。私は今現在でも
特例条例が生きていまして、30％の減額で来てい
るわけです。これは期末手当から82％減額と、市
長の場合ですね。になっていまして、これが30％
に、年額でいいますと30％減額になるということ
で来ているわけです。ですから、進行中でありま
すね。市長が申された50％というのは、20％をプ

ラスした金額ということになるわけです。ですか
ら、この報道におきます750万というのは違ってく
ると私は思うんです。 

  で計算しますと、総務課からも計算していただ
いたんですが、もともとの92万という、特例条例
がない場合、年額が1,509万で、今生きている条例
でいきますと1,177万、50％カットのときには754
万8,000というふうな計算上で説明をいただきま
した。それを、差額を追っていきますと、もとか
ら言えば今の条例では332万の減額。50％にした
ときには、プラス422万1,000というふうに計算上
は出てくるんですね。この750万と比べますとかな
りの差があると。これはどうして750万というふう
に報ぜられたか、これをお伺いしたい。 

  次に、今までの例をずっとたどってみますと、
ここにも資料全部ありますが、市長、今副市長で
すけども、もとは助役、収入役、教育長、４役。
これ眺めてみますと、同時にこの削減をしてきた
という過程があります。この他にもいろんな委員
があるんですが、監査委員とか教育委員、選管の
委員、農業委員というようなものも同時にやって
きましたんですが、今回は市長、副市長のみとい
うことで条例改正が上がってきたと。議案となっ
てきたということは、どういうことを意味するか。
これを市長からお伺いをしたい。教育長がまず第
１に抜けている。これはどういうふうに今後考え
ていかれるのか。 

  もう一つで、副市長も同時に出た、今選任され
ていないというふうな状況の中で、これもどうし
て副市長が40％になるのかと。我々委員会の中で
もその説明がなされないわけで、そうじゃないか、
40％減にしますと課長と同じ、同額の給料になる
と。果たしてこういうふうな姿を続けていってい
いかどうか、私は非常に疑問に思います。自分の
給料は、これ公約だから50％、これはやむを得な
いと言えばやむを得ない。私から言えば、本当は
この議案71というのは反対を表明しました。なぜ
かといいますと、要するに自分が50、副市長が40。



道連れですね、給料。選任されていない、本人の
承諾も何にもない、話し合いも何にもない中でこ
れを決めてしまう。果たしてこれでいいのかどう
か。自分のやつはさて知らず、他の人の分までこ
うやってしまう。まだ選任されていない、これを
どういうふうに解釈した金額で40％になったかと。 

  それから、教育長は今後どうするのか。そこを
お答え願いたい。 

  総体的に給料の減額、賛成する方おりますけど
も、私はこれほど、半分にしてまでという必要は
ないというふうに思っています。過去に調べてみ
ますと、40万台というのは52年に48万という市長
の給料がありました。30年以上も前にタイムスリ
ップするわけですね。そういうふうに世の中変わ
ったんだったらこれはいいんですけども、何にも
変わっていない。むしろ物価高の状況というよう
なことが今現在あるわけです。その中で半額とい
うのはどうか。 

  委員長の中にも言葉としてありましたんですが、
報告の中にありましたんですが、果たして半額で、
市長は公約としていっぱい挙げていますね。これ
を果たしてやっていくことができるかどうか。今
すぐにやらなきゃならない、やっていただきたい、
または思っている、暮らしをよくすると。公約の
中にありますね。トップセールスを図ります。企
業の誘致、宅地の供給、それから学校と連携して
産業起こしを図る。これは時間を待たない公約、
今すぐやっていただきたい、やらなきゃならない
事柄であろうと思います。基本的には自分の給料
削減というよりも、むしろ削減した分をもとに戻
して、92万に戻して、私だったらそういうふうに
言って理解を求めたと思います。 

  それよりももっと今言ったこのいい提案があっ
たわけで、これをいかにして進めて、いかに財政
にプラスアルファしていくか。いろんなもの等も
重要じゃないかと思います。半額にしたというこ
とは、これを果たして遂行できるかどうか。やた
らと92万というものを報酬等審議会側から出され

た金額では私はないと思うんです。このぐらいは
必要なんだということから出た月給、月額92万だ
ろうというふうに思います。だとすれば、反対に
言えば、じゃ46万で何で今までの市長がやってこ
れなかったかということになります。無駄な金を
払ってきたんじゃないかと。もし要らないんだっ
たら、余計だとすれば、それで十分に市長として
の仕事ができたとすれば、そういうふうになって
くるわけです。 

  このまま公約ですから、４年間なさると思うん
ですが、それで続けられるかどうかというのは
我々が一番心配にしている。これだけのことをや
ってもらわなきゃならん。私どもも支援をしなが
ら、こういうふうな方向に持っていきたいと、そ
ういうふうに思っているわけですから、協力はや
ぶさかでないんですけども、途中で腰折れになら
ないかどうか、資金的に。交際費から何か諸費、
限度があるわけですから、幾らかかってもいいと
いうわけでないんで、やはり不足の分は自腹を切
ってでもこれをやっていかなきゃ。我々議員にお
いても市民から言えば37万が高い、いっつも言わ
れます。私は説明ちゃんとします。理解得るまで
やります。高くないんです、やってみた人じゃな
きゃわからない。ということから、不安材料があ
るわけですけども、市長はどういうふうにそこん
とこをやり通すか、思っているか、それをお伺い
したいというふうに思います。 

  それで、これも公約の中に、今後の財政状況と
いうのは市民にわかりやすく、１つ１つ丁寧に公
開していくというふうにうたっています。大変い
いことであります。今まででも別に隠しているわ
けじゃないんですけど、もっとわかりやすく丁寧
にということから、数字を出したときには、もう
少し公約どおり、誰にもわかるように出していた
だかないと公約とはならない。今の補正予算の出
し方でも、今までと同じような方法じゃだめなん
でしょう。自ら言っているんですから。 

  それから、71号の説明に当たっても、２名計の



減額は今年度346万9,000、次年度、20年度は1,717
万というふうなことで、トータルで申されました。
これも余り丁寧な、納得いく説明ではないと私は
思うんです。もう少し変わったんですから、髙橋
市政から山尾市政というふうに変わって、市民の
期待も非常に大きい。私も期待をしております。
そういうことから、スタートに向かって、今私が
質問申し上げた点をお答えをいただきたいと。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 
中川正和議長 総務課長武田一夫君。 
武田一夫総務課長 ４点ほどございましたけれども、

その最初の１点だけを私がお答え申し上げます。 
  削減額は750万ではないのではないかというふ

うな御質問です。記者懇談会のときに、私ども事
務局サイドでそういうふうなお答えを申し上げま
した関係で、私のほうからお答えをさせていただ
きたいと思います。 

  給与の50％の削減ということでございまして、
条例の本則に載っております92万円の２分の１の
削減というふうなことでございますので、削減額
は750万というような答え方をいたしました。特例
条例等々あるのは承知しておりますけれども、あ
くまでも３月31日になれば特例条例は切れてしま
うわけでありますので、削減額につきましては本
来支給されるべき金額の２分の１というふうなこ
との中で、記者懇談会のときにお答えを申し上げ
ましたのが記事になったということでございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 大変応援メッセージをいただきまし

てありがとうございます。 
  今後というようなことで、今回の50％削減の真

意につきましては、一般答弁で申し上げたとおり
でございます。 

  また、教育長については、現行として特例が存
在しているということで、そのまま３月31日とい
うことで進みますと、来年にそろっていくという
ふうな考え方であります。 

  それから、丁寧な説明をということですが、補
正予算、議員の皆さんに対する丁寧なやり方をも
っとしなくちゃならないかもしれませんが、今回
の条例が決定されて、さらにまた補正予算も皆さ
んのおかげでもし通してもらえるというふうなこ
とであれば、その後こうした形で市民のほうに丁
寧な形でわかりやすく、専門用語などをかみ砕い
てという意味合いですので、御理解いただければ
なというふうに思います。 

  副市長に対するのまで手をつけて何だというよ
うなことだと思うんですが、逆の立場から言わせ
れば、やっぱり市長より多い給料もらっていいの
かなというようなこともあるかと思うんです。そ
うした意味で、私の財政再建に対する意気込みを
理解していただける方をお願いしていくというこ
とで、そのお金で反対だと。ついていけないとい
うのであれば、また別の考え方が出てくるのかな
というふうに思いますけども、私として財政再建
を目指しているということへの理解を含めて進め
ていくという考え方でございます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
中川正和議長 新田道尋君。 
１４番（新田道尋議員） 今答弁をいただいたとお

りですね。どこから聞いてもその50％削減という
のは正常な方法ではなかったというふうに私は聞
こえてきます。ですから、自分を半分にすること
によって、全部影響してくるわけですから、他の
２役も市長の道連れとならざるを得ない。 

  今も御本人から申されましたが、それでもオー
ケーしてくれる人を選ばなきゃなんない。範囲が
非常に狭まってきます。これは定年退職した人だ
ったらいいかもしれないですけども、若手のもし
仮にばりばりの現役を副市長に迎えるとすれば、
果たしてこの金額でオーケーする人がいるかどう
か。おもしろくないですよね。大体課長と同じ給
料で、365日休まずに働くなんていうことは、誰も
好まない。要するに報酬、給料というのはその労
働に対して、仕事に対して払われる対価である。



働いても働いてももらえないというんだったら、
これは普通だったらば誰も動かないですよ。範囲
がぐっと狭くなってくるということを考えなきゃ
ならない。 

  また、逆に市長が50％で、副市長、教育長が減
額をしない状態で続ける。これもまた苦しい話で
す。ですから、物事には限度というのがあると思
うんです。私は今生きている、現在生きている30％
減で、継続していただきたかった。これで十分だ
と私は思う。 

  それよりも何回も申し上げますが、収入の増に
なるような、将来のビジョンを新庄市としてしっ
かりとつくって、それに向かっていろいろな政策
を実行していくと。歳入の増を図ると。今までな
されなかった、これだけ逼迫した財政になったの
は、その歳入増を真剣に考えてやらなかったから
だと私は見ています。市長もそうじゃないんです
か。そういうふうなことがそのマニフェストの中
から聞こえてきています。私も同感です。この部
分は絶対みんなでやっていかなきゃならない。こ
れが財政再建の道だと私は思っています。 

  考えとしてはそんなに変わらない。私も市長も
変わらない。ですから、仕事はいっぱいやって、
その報酬というのはきちっといただいていかない
と、身動きがとれないというのが私の一番心配し
ているところなんですよ。これはできたことでや
むを得ないんですけども、もろ手を挙げてこの議
案を、71号賛成したわけじゃないんですから、よ
くひとつお考えをいただきたいというふうに思い
ます。 

  以上で終わります。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） １点だけお伺いします。 
  ページ数、９ページ、国庫支出金の民生費の国

庫負担金、生活保護費の負担金が1,542万6,000円、
そして支出のほうに入りまして、ページ数20ペー

ジ、民生費で扶助費の生活保護事業費が2,056万
9,000円、ほとんど医療扶助費になっておるようで
ありますが、医療扶助費がこういうふうに生活保
護の事業の中だと思いますが、こういうふうに多
くなっているというか、例年との比較でどういう
ふうに多くなっているのかどうなのか。補正でこ
のぐらい扶助費を出さなくちゃならない状況の生
活保護者の年齢動向、そしてその人方の医療費に
かかる近年の動き等、わかっている範囲で教えて
いただきたいというふうに思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 生活保護に関してでござい

ますが、全国的には平成７年度において約88万人
が平成18年12月で152万人と。７割ぐらい保護人
員が増えております。本市にかかわっても、平成
17年148人、平成18年161人、平成19年10月時点
で170人と、このように増えている傾向にあります。
世帯類型別に見ますと、高齢者世帯が46.9％、そ
れから障害者世帯が10.9％、それから傷病者の世
帯が22.7％、この３つの世帯を足しますと80.5％
と。いわゆる病気を持っていたり、高齢者であっ
たりという弱者といいますか、そういう方々が約
８割というふうに、かなり割合が多いということ
であります。 

  今回の補正につきましては、ほとんどが医療で
ございまして、入院患者が増えているということ
が１つの原因。それから、例えばがんで手術を受
けるということになりますと、200万ほどかかると。
入院患者につきましては、40万から60万ほど１月
かかるということでありまして、それに対する補
正額が約2,000万ということであります。2,000万
のうち４分の３が国の補助ということで、残りの
25％が市費ということでございます。 

  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 今お伺いしていますと、



生活保護の世帯の方々の高齢化率が46.9％という、
半分近くが高齢化率になって、それに付随して医
療費もかなりかかっているようでありますが、こ
の動向はこれから年々歳々もっと増えていくので
はないかという点、今後どういうふうに見通しを
されているのか。 

  それから、もう一点ですけども、先週の12月の
14日の金曜日の新聞にですけれども、生活扶助の
地域差の縮小ということで、都市部を減額して地
方を引き上げしようと。厚生労働省は13日の日に
生活保護者保護のうちの食料や光熱費などの生活
費に充てる生活扶助の見直しをめぐって、都市と
地方の支出額の格差を縮小させるために、2008年
度から全般的にそういう都市部を引いて地方圏を

引き上げる方向で最終調整に入ったという状態で、

今後今の状態、大変な状況で半分以上が高齢者で、
ひとり暮らしの独居老人も多いかと思いますが、
先ほどもいろんな光熱費等々も含めての話があり
ましたけれども、今後の動向ですね、また国が今
そういうふうな状態に、地域格差をなくしようと
いう動きがあって、この扶助費が少し多くなるよ
うでありますけれども、そこらはまだ不確定要素
でしょうから、その部分の動向を今後どういうふ
うに、もっともっと大変になりそうなのかどうか
を含めてお伺いしたいというふうに思います。 

  それから、先ほど商業と言っていましたですね。
22.7％、これは地域の経済の不況等からそういう
ふうな状況になったものかどうなのかも含めて、
今後この数もまた増えていくのではないかという
ふうに思われますけども、どういうふうに分析を
されているかをお伺いします。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 高齢世帯ということであり

ますけども、高齢者世帯の割合については、今年
度４月１日現在で24.8％、最近ここ二、三年、0.5
ないしは0.6ポイントずつ高齢化率が上がってお
ります。したがいまして、今後生活保護受給世帯

においても高齢化率は上がっていくのではないか
なというふうな見方をしております。 

  それから、傷病者世帯については、直接経済的
な問題とは結びつけておりません。ちょっとその
辺は不明であります。 

  それから、都市部から地方へというお話でござ
いましたが、その情報は正式には私のほうには入
っておりませんが、もしそういうことが可能であ
れば、実施されればうちのほうも地方であります
ので、地方における生活保護の受給者にとっては、
憲法25条で保障されています生活を営む上では大
変有利であるんではないかなというふうに思いま
す。 

  以上です。 
１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
中川正和議長 金 利寛君。 
１３番（金 利寛議員） 新庄市の来年度予算等も

関係するでしょうけれども、縮小の一途というか、
縮小の一途なる中で、こういうふうに高齢化率が
進むにつれて、医療費等々も含んで、何としても
今までの水準を維持しようとするならば、増額を
せざるを得ないという状況下で、福祉事務所を通
しても大変な状況下に置かれている状況の中での
予算の獲得等々も含めてあるかとこれから思われ
ます。 

  ぜひこういうふうな生活弱者と言われる方々、
地方の格差をという国のほうとしても、今までの
格差があり過ぎるからして訂正をしていって、
2008年度からはそういうふうな格差を縮小してい
きたいという意向もあるようでありますが、えて
して来年度予算等も含めて、予算を縮小しながら、
それぞれ各課に割り振り等々する場合には、福祉
予算と教育予算が減らされるというのが通例であ
りますので、そこのところ、所長頑張っていただ
いて、現状維持をお願いしたいということを要望
して終わります。 

中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 



中川正和議長 斎藤義昭君。 
３ 番（斎藤義昭議員） 15ページの総務費、市営

バスの件なんですが、当初予算から特定財源と一
般財源を含めて77万8,000円の減額しております
が、これは別に運行に差し支えなくてもこれだけ
減額できるということですか。 

  それから、もう一点、27ページの消防費なんで
すが、これ歳入のほうで100万円を市債から減額さ
れて、この歳出のほうでも90万2,000円減額されて
おりますが、これ購入車が割合安く買えたという
ことですか。 

  この２つ。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 市営バス、今年の４月か

ら11月までほぼ８カ月間運転いたしました。当初
予定していた予算が377万5,000円ほど見ていたわ
けですけども、この８カ月間運行しまして、予想
していたよりもお客さんの乗りが若干下回ってい
るということで、特定財源のその他というのは利
用者の皆様方から入ってくる利用料、使用料、そ
れを若干今回減額しなければならないと。それか
ら、一般財源については、27万8,000円ほどを減額
して、合計で77万8,000円ほど市営バス対策運行費
といいますか、それを減額するということでござ
います。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 
中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 
五十嵐正臣環境課長 消防施設費の備品購入費であ

りますが、ただいま御質問の自動車購入費、これ
がマイナスの90万2,000円とありますが、当初予算
で２台分を準備しまして、570万2,000円を当初予
算化しておりましたが、入札の結果480万で２台、
小型ポンプ積載車です。２台買った関係で、その
入札の差額が90万2,000円ということでした。 

  よろしくお願いします。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

中川正和議長 亀井信夫君。 
１８番（亀井信夫議員） 補正予算の件でお尋ねし

たいと思っております。５項目にわたってちょっ
とお聞きしますんで、ちょっとよろしくお願いし
たいと思います。 

  まず最初に15ページからお願いします。市営バ
スの運行なんですが、88万ほど減額になっている
わけなんですね。これは実際やってみまして、運
行状況なり、それからこの経費の削減が88万とい
うのはどのような内容であるか、ひとつ御説明願
いたいと思います。 

  ２番目に、26ページに入ります。雪総合対策に
ついてと、それから除雪費全般についてひとつお
聞きしたいと思います。市長は行政報告でも報告
されました最上川新庄農業用水路の関係について
お尋ねしたいと思います、１点は。 

  報告によりますと、１月１日から２月の末まで、
国営新庄農業水利事業から新庄市内の流雪に関し
ての利用をするというふうなことでありました。
確かに何年も前からこの件に取り組んでまいった
ことは御承知のとおりであります。 

  ただ、ここで当初から問題になっているのが１
点あったんです。東北電力との料金の問題であっ
たんですね。当初最上川揚水の電気料は土地改良
区で使用している電気料で何とかやっていただけ
ないかというふうな要望をした経緯があります、
私が議長の当時。そうでないとすると、一般的な
電気料を賦課されますと、維持管理費の関係で、
市の財政上どうしても支出が不可能になってくる
というふうなことで当初あったわけなんですね。
今までずっとこう流れてきまして、その後私は電
気料の件について一度も聞いたことはないんです
ね。現在どうなっているのかね、それ。 

  東北電力との電気料の関係でとる。これがなぜ
かというと、農業用関係で電気料を使用する場合
は相当安いんですよ。ところが、一般であそこを
使用する場合は莫大な電気料になる。そういう観
点から、ぜひ東北電力では農業水利事業でやって



いる電気料でお願いしたいと要望をしてまいった
経過があるんで、その件についてどうなっている
のか、１点は。 

  もう一点は、あそこの機械水利事業関係です。
新庄土地改良区の揚水機を使うわけなんですが、
揚水機というものは我々が使ってみても、耐久年
数があるんですよ。何年かなりますと、更新しな
ければいけない。更新するとき、あの機械という
のはすごいんですよ、はっきり言って。金がかか
ると。これらについて、新庄市として利用する場
合、どう改良区との契約がなっているのか。無償
なのか。それとも更新する場合は負担金を伴うの
か。 

  これは、私は実は個人的に言いますと反対して
まいりました。自然流水を使ったほうがずっと安
く上がるよと。揚水関係で説明があったんですが、
私はそのとおり在来の現在流れている川を利用す
るとか、地下水を利用して新庄市内に、流雪溝に
流すということが、私は最終的に、最大の経費の
節減にもなるし、市の財政関係からいってやるべ
きだということをいってきたんですが、だめでし
た、残念ながら。 

  でも、これからでも私は遅くないんじゃないか
と。農業環境をひとつ見てみますと、今土地改良
区内は暗渠排水をしているんです、全部の田んぼ。
そして、川に流しているんです、排水として。我々
行政から農業負担を軽減するために、何十億と補
助金を出しているはずですね。その見返りとして、
なぜ地下水を利用できなかったか。利用しなさい
よ、お願いしなさいよと、前の市長に私も言って
まいりました。そうすれば、新庄も一変する。こ
れからも私は遅くないんですが、これらについて
どう考えているのか。今３点ですかね。ぜひひと
つお答え願いたいと思います。 

  それから、27ページ、常備消防費分担金関係と
関連して質問してまいりたいと思います。私の委
員会でも説明がありました。常備消防の分署関係
の話ですよ。我々議会としても、５署体制で新庄

市、最上郡の広域消防はあるべきだということで、
理事者に対する陳情もしてきた経過があります。
ところが、最近になって１署体制ということ、急
に出てまいりましたんで、今回の議会中に委員会
を、総務委員会ですが、委員長が開いて、その中
で説明を聞きました。内容が全然わからないんで
すね、説明聞いても。なぜ１署体制なのか。１署
体制になった場合はどう利益があって、どう最上
郡の郡民を守っていけるのか。こういう説明が１
つもなかったわけです。それで、この件について
は理事者である山尾市長に、この１署体制につい
ての考えをお聞きしたいと思います。 

  28ページの教育費の件について、小学校教育振
興費、これは小関議員も言っておられました。新
庄小学校で教員がやめられた方々が無報酬で協力
をしていると。大変成績が上がってよいという評
判を私も聞きました。私は無報酬でやっている先
生方に対して心から感謝をしているわけですけれ
ども、教育長、これを振興させるには、長くやっ
ていただくためには、やはり食費と交通費ぐらい
は出すべきでしょう、はっきり言って。 

  それともう一つ、もし新庄小学校で成果をおさ
めた場合、もっと他の学校に普及してもいいんじ
ゃないですかね、これは。すごい成績が上がって
いるということを聞いて、私も感銘している１人
なんです。わずかな経費で児童の教育が振興でき
るような、これにこしたことないでしょうや。た
だ、それにおんぶするだけじゃなくして、もっと
協力体制ができるような行政対応というものを望
むのではないかなというふうなことを思うんで、
教育長からこの件についてお聞かせ願いたいと思
います。 

  終わりになりますけれども、水田農業経営確立
事業というふうなことで、これは22ページですね。
きのうですか、これ私のほうの会派に届けられま
した。新庄の農業状況を考えてみますと、水田が
大体80％以上でしょうね。水田農家が経営が悪け
れば、農家全体が経営悪いと言っても過言じゃな



いと思いますね。 
  そういう中で、この新聞を見ますと減反政策が

新しくうたわれるというふうなことも出ておる。
政府のやり方は私どもも余り急なものですから、
飲めないように思うわけです。これは自民党の提
案なんですが。 

  それはそれとして、新庄市の水田農業対策とい
うふうなのがちょっと出ておったんです、ここで。
22ページ、予算がわずかなんですけど。私は水田
農業確立なくして新庄の農業は発展しないという
ことを考えている一人なんですね。あとは副業な
んですね。私も知っているんですが、タラノメと
かウルイとかニラとかというふうなことでやって
いるんですが、実際見てもいますけれども、一部
の農家です、はっきり言って。この人たちは成功
しておりますけれども、７割か８割の農業者が困
っているのは水田農業なんですね。優良者の中で
も苦慮をしている農業者もいると思いますけれど
も、やはり行政として80％以上を占める農家をど
うあるべきか、どう指導していくべきか。将来経
営が成り立つような水田農業確立はどうしたらい
いかということについて、もっと本格的に予算も
つけてやっていただきたいというふうに思います。 

  以上、答弁をお聞きしながら、時間の許す限り
質問してまいりたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、議事運営について
ですが、いいですか。 

中川正和議長  佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） ただいまの亀井議員の質

問は非常に中身のある質問だと思います。しかし、
先ほど議長が、補正予算に限ってと何回か私に、
質問のときに注意したのであります。そういう意
味では同じだと思います。 

   （「議長、緊急動議」と呼ぶ者あ 
     り）  
２ 番（佐藤悦子議員） もっと厳しくやっていた

だきたい。大事な質問であれば……。 
中川正和議長 ですから、それは１回そういうもの

を話していただきまして、対象課長さんの方から、

補正予算に属さない部分はやはりカットして答弁

をしないというふうにならないと、随分幅が広く

なってしまいますんで、私が先ほど申し上げまし

たように、補正予算に集中してやってくださいと

いうことですから、その部分で課長さん方の答弁

すればそれで結構だと思います。 
坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 15ページの市営バス費に

ついてでありますが、委託料として88万減額とい
う御質問がございました。当初予算で283万円の、
これに関する運行の委託料を計上していたわけで
ありますが、手を挙げた業者の方々から見積もり、
入札を行った結果、195万円で委託できたというこ
とで、その差額を今回減額補正するものでありま
す。 

  それから、27ページの消防に関しての御質問が
ございました。広域関係の常備消防の件でござい
ますけども、広域を担当する課として、私のほう
から若干説明したいと思います。広域消防につい
ては、10年ほど前からいろいろ御議論なされてき
ました。効率化を反映して、消防署の統廃合も含
めた形で体制を見直すということで、いろいろ御
議論されてきたわけです。 

  今回、８月の上旬に１署体制が可能かどうかと
いうことも含めて、各町村で検討してくださいと
いう提案が各市町村にございました。それを受け
まして、新庄市でずっと協議してきたわけで、ま
た広域においても担当する市町村の課長方で３回
ほど協議してまいりました。１署にすることが可
能かどうかに的を絞りまして協議したわけであり
ますけども、１署の根拠とか、それから今まで行
ってきたいろんな議論、それから議会から出てお
ります５署への要望書、それからコンサルから出
ていた６署体制云々かんぬんにつきましても、全
体を含めて協議してまいりました。新庄市として
の庁内での検討会も４回ほど行いました。 



  そのことを含めて、今月26日に広域で最終的な
協議を行って、そのもとに広域の消防のあり方に
ついて方向性を見出していきたいという方向がな
されておりますけども、新庄市としては１署体制
については、これはどう考えても住民の安全性、
それから今の時代に合った道路体制、それから救
急体制のもとでは無理があるんじゃないかという
ことで、やっぱり統廃合は可能だけども、１署体
制についてはどうも無理があるというような、庁
内での調整についてそういった方向を今後広域の
ほうに持っていって、いろいろこれからも議論を
重ねていきたいなという方向性について、一定程
度の確認を、そういった方向でいきたいというこ
とを、今の現段階ではそういった方向にあるとい
うことだと思います。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 初めに、消流雪用水事業に

伴います電気料金等の御質問でございます。 
  これにつきましては、ただいま御質問にもあり

ましたとおり、平成14年度から消流雪用水、流雪
溝の水源として確保するために、現在ある新庄農
業水利事業の施設を利用して、他目的に利用しま
して、最上川から市内に利用する水源を確保でき
ないかどうかというふうなことから、いろいろこ
れまで検討をされた中で進められてきたものであ
ります。 

  14年度から試験通水を行いまして、本当に施設
を使って冬期間水を持ってこられるかどうかとい
うふうなことを検証するために試験通水を行った
ところでございます。当然もう御存じのように、
この施設につきましては、やはり新庄農業水利事
業の3,000町歩にかかわる水田にかける水を持っ
てくる施設でありますので、非常に大きな施設で
ございます。そういったものを運転するに際しま
して、やはり一番問題となりましたのは費用であ
ります電気料の問題でございました。 

  これにつきましては、現在の農業施設につきま

しては、農業用の施設であるということから、農
事用の電力で使用されております。電力の約款上、
１施設１契約というふうな契約がございまして、
これを他目的に使用するとした場合に、特別高圧
電力の中でも農業用から一般に切りかえになって
しまうと。そうした場合に、現在の使用している
電気料金が何倍にもはね上がってしまうというふ
うなことで、そういった問題がございまして、い
ろいろ議会の中でも議論されたところであります。 

  そういった電気料金につきまして、正規な形で
使用するとした場合には、確か当時の試算で３カ
月使って１億5,000万とか、そういうふうな試算だ
ったと思いますけれども、そういった電気料金が
かかるというふうなこともありまして、当時試験
通水を行うために協議会をつくりまして、県と一
緒に電力に対しまして通水に伴います新たな制度
の創設というふうなことで要望し、お願いしてき
ているところでございます。 

  ただ、電力そのものは自由化には今なってはお
るんですが、やはりこういった新庄のようなケー
スといいますか、これは全国的に見ても新庄だけ
しかないような、非常に特異な例でございまして、
そのために電力で新たな電気料金の制度を創設す
るということは、今の時点ではなかなか難しいと
いうふうな回答でございます。 

  それについては、引き続き県と一緒になりまし
て、電力のほうに何とか制度の創設というふうな
ことで要望は続けているところでございますけれ
ども、現在使用しております電気料金につきまし
ては、さきの14年、15年度におきましては、電力
等の計らいもありまして、暫定的な使用というふ
うなことから、特別の暫定的な電気料金を適用さ
せていただいて試験通水を行ってきた経過がござ
います。 

  昨年度も実際は揚水しなかったんですが、揚水
通水試験を行うために契約等を行ってきたわけで
ございますが、その際におきましても、やはり今
現況、現行で東北電力で持っております制度の中



で、最も安価な、新庄のやり方といいますか、特
異な例でございますので、これに適用させられる
最も安価な電気料金の適用というふうなことでの
配慮をしていただきまして、現在昨年度も契約を
行ったというふうな経過がございます。 

  そういうふうなことで、引き続き電力料金の制
度につきましては、やはり電力に対しましても新
たな消雪といいますか、消流雪等のかかわります
新たな電気料金の安価な制度の創設というふうな
ことで、引き続き要望等を行ってまいりたいとい
うふうには考えているところでございます。 

  あとそれから、施設の更新というふうな御質問
ございました。これにつきましては、今回の試験
通水、最上川からの揚水に当たりまして、大きな
課題として３つあったわけでございますが、１つ
は先ほどの電気料金の問題、それからあと今回行
政報告させていただきました水利使用の問題、あ
ともう一つは今御質問ありました施設の他目的使
用の問題、この３つがあったわけでございますが、
この施設の他目的使用につきましては、これまで
いろいろ管理者であります国、県等、あと改良区
含めまして協議を進めてきたところでございます。 

  特に施設の冬期間使用するわけでありますので、
本来である農業用以外の他目的に使用するという
ふうなことから、この使用に当たる、使用そのも
のが施設の減耗といいますか、摩耗等に影響ない
かどうかというふうなことが一番議論されたとこ
ろでございます。これにつきましては、国も交え
まして、あとそれから、この施設のメーカーとい
いますか、そういった専門的な立場からもいろい
ろ意見等もいただきながらこれまで検討してきた
わけでございますが、現在のところそういった減
耗はないというふうな結論を得ております。 

  そういったことで、今回の他目的使用に当たり
ましては、使用料は発生しないと。要するにいわ
ゆる無料というふうなことで、昨年度３年間の他
目的使用の許可をいただいたところでございます。 

  あと国のほうにおきましても、やっぱりこうい

った特異な施設でございますので、制度上特に農
業用の施設につきまして、現在国のほうで保全事
業を行っております。これは要するに施設の延命
措置を図るための事業でございまして、毎年計画
的に施設の点検、それから改修といいますか、修
繕を含めまして、そういった施設の耐用年数に来
たものの部品の交換とか、そういったものを行っ
て、施設の更新を図っているところでございます。
そういった事業もあわせて国、県、あと改良区等
も事業を進めて施設の延命措置を図っているとい
うふうなところでございます。 

  以上でございます。 
佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
中川正和議長 教育長佐藤 博君。 
佐藤 博教育長 今回新庄小学校の例を説明された

わけですけども、新庄小学校の積極的な対応とい
うことについて、本当に私どもも高く評価してお
るところです。 

  現状をちょっと申し上げますと、なぜそういう
ふうなことが必要になっていったのかということ
ですけども、まず教師の多忙というか、子供一人
一人に十分に指導し切れない現状があるのかなと
いうふうに思います。ただ、現在33人学級という
ことで、少人数学級になっておって、前から比べ
れば随分余裕が出てきておるわけですけども、そ
れでもまだやはり子供一人一人になかなか対応で
きる時間がないというようなことから発している
のかなというふうに思います。 

  現在特別に手のかかる、いわゆる特別支援学級
に該当する知的障害児とか、情緒障害、肢体不自
由とか、そういう特別支援学級がございます。そ
れは国のほうで教職員を配置しております。きち
っとした学級をつくっておるわけです。その他に、
そこまでは至らないんですけども、普通の子供た
ちとなかなか一緒にやれないというような、情緒
的なものもありまして、そういう子供たちには新
庄市のほうで個別学習指導員ということで７人を
配置しております。 



  さらに、やはり学力というか、授業になかなか
ついていけない、遅れているというような子供に
対して退職した先生方をお願いしているというよ
うなこともあろうかと思います。これは、それぞ
れの学校の事情で違っているのかなというふうに
思います。 

  これまでも新庄市のほうで非常に特色ある予算
措置ということで、学校のつばさ支援事業という
ことで、他にないそういう措置をしまして、その
お金でそれぞれの学校の事情にあわせて、状態に
あわせて、例えば今言った地元の先生方、退職さ
れた先生方をそのお金でお願いしている部分もあ
ります。 

  そのようなことで、新庄市の場合はやってきて
おるわけですけども、なお全国的に見ても今回文
科省で2008年度から、さらに退職教員を数多く雇
用して、その多忙化に対応していくというような
ニュースも入っております。これもぜひ我々とし
ても要望してまいりたいなというふうには思って
おりますけども、いずれにしましても現状をそれ
ぞれ先ほど申し上げましたように、いろんな事情
があって違うわけですけども、それらをつぶさに
調査しながら、各学校で困っているというような
ことあれば、やはりそれに対応すべく検討をして
いかなければならないなというふうに思っておる
ところです。 

  以上です。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 水田農業経営確立対策事業に

つきまして説明させてもらいます。 
  この園芸作物の産地化推進事業42万3,000円に

つきましては、歳入としては山形県の総合交付金
の事業でございます。それで、各市町村が上限を
５品目としていわゆる産地化というふうな品目を
選定しております。新庄市では、ウルイ、タラノ
メ、ニラ、アスパラガス、それからおうとうとい
うようなことで５品目を計上しております。その

総合交付金の中で今既にいただいている金額とし
ましては、449万ございまして、今回いろいろ担い
手とかいろいろ対象者を精査しまして、42万3,000
円の補正の増ということで計上させてもらってい
ます。 

  以上でございます。 
中川正和議長 暫時休憩します。 
 
     午後 ２時０８分 休憩 
     午後 ２時２２分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開をいたします。 
１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 
中川正和議長 亀井信夫君。 
１８番（亀井信夫議員） びっくりしたんですよ、

私。議事進行でお話はわかりましたけどね。私が
補正予算の質問しているとき、いまだかつてない
ような状況を今聞きました。ただびっくりしてい
るんですよね。それはそれとして、後で議運あた
りで議論していただきたいと思います。 

  それでは、15ページから入ります。市営バス、
さっき説明を聞きました。入札関係で安くなった
んだというふうなことで、大変結構なことだと思
うんですね。高くなるより安くなったほうがいい
と。でも、サービスが低下すれば、これは意味が
なくなるんで、今の運行状況と、それから恐らく
利用している市民から喜ばれているんじゃないか
ということを思っているんですが、その状況を踏
まえながら、将来もう少し増便を考えるというふ
うなことも、状況によっては出てくるんじゃない
かなと思うんで、ここら辺どうですかね。ひとつ
お聞きしたいと。 

  それから、雪対策の件についてわかりましたけ
れども、やはりもと、電気料が一番問題になって
いたんですよ。さっき説明あったとおり、３カ月
で１億5,000万前後の電気料金を払わなきゃでき
ない状況なんだと。だとすれば、新庄の財政から
いけば大変な負担になってくるというふうなこと



で、東北電力に対するお願いをしたらどうかとい
うふうなことでずっと来たということ。 

  でも、今話聞いてみますと、努力の結果はわか
るんですけれども、まだこれは東北電力と解決は
していないような気がするんですが、今年の利用
状況は１カ月というふうなことなんですけど、も
し１カ月で電気料は大体何ぼぐらい予定している
のか。これは20年度の予算で出てくるのか。３月
の当初予算で出てくるのか、補正で出てくるのか。
そこら辺をちょっとお聞きしておきたいと思いま
す。 

  それから、最後に申し上げておったんですが、
私自然の水をもっと利用する方法と、さっきも言
っておったんですが、研究し、調査しているとい
うことを言っておったんですが、大変結構なこと
だと思うんですが、それにつけ加えてもう一つ、
地下水を利用できないものか。例えば集水暗渠１
つ掘るについても、１億ぐらいでできるんじゃな
いかと思う。そして、農家に対する市として改良
区、農業者負担軽減するための補助金を出してい
るわけですから、話をすれば、地下水の提供をお
願いすれば私はできないわけじゃないんじゃない
かなと思います。その地下水を新庄市内に流すと
いうこと。 

  私は流雪溝、側溝というものが年中水を流して
初めて新庄市内がきれいになるんじゃないかと、
そう考えている一人なんです。自然流下と地下水
を利用した場合は、年中流せるようになるわけで
すから。これも努力は必要なんだと思うんですけ
れども、農家は井戸は今使っておりません。農家
用の井戸がみんな廃止になっております。地下水
がどんどん増えてきているような状況下に変わっ
ても来ております。そして、圃場整備したところ
は全部暗渠排水をとっているわけですから、そう
いう流れる水を提供していただいて、新庄市内の
流雪溝の清掃にもつながるし、冬期間は流雪溝と
しても使えるような状況になるんじゃないかなと
いうふうなことで、これはぜひやっていただきた

いと思います。新庄の財政再建計画のもとにおい
てこれをやったら、私は相当浮いてきます。ぜひ
市長さん、考えてみてください。その考えをひと
つお聞かせいただきたい。 

  27ページの常備消防費の件についてはわかりま
した。ぜひこれは生命と財産を守る大切な最上広
域圏内で１つしかない組織なんですね、常備消防
と。火災はもちろんですけれども、救急体制とい
うものはやはり常備消防に頼らざるを得ないわけ
ですから、今郡民、市民も。ぜひひとつ課長、大
変だと思うんだけどね、最上郡の課長会議に行っ
て、新庄の考えをひとつ提案していただきたいと。 

  それから、28ページの件で、教育長わかりまし
た。私は教育というのはやはり教育長言うとおり、
将来を担って立つ子供の教育というものは、全部
平等に教育を受ける権利があるわけですから、非
常によい施策だと思うんで、これを拡大する方向
でひとつやっていただければありがたいと思いま
す。 

  終わりに、農業振興の件でお尋ねしたいと思い
ます。課長もこれ見たと思うんですね。これから
の減反政策について、農業新聞なんですけれども、
この内容を読めば、相当農家が救われるような気
もします。それで、20年度から施行する新農業農
村農法ですか、新しい農法。減反も入っているわ
けです。それとの関連は、これどういうふうにな
るわけですかね、こういうのは。今国で打ち出し
ている農業政策との関係。そして、これが新しく
出された一時金で10アール当たり５万円とかと出
ているわけなんですけど、これとの関連はどうな
ってくるんですかな。農林課長は研究していると
思うんで、ひとつお願いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
坂本孝一郎政策経営課長 市営バスの件でお答えい

たします。 
  利用率が約80％ほどでございまして、子供から、

それから身障者の方、お年寄りの方、地域に密着



した公共の足として御利用いただいております。
できるだけ利用しやすいようにということで、地
域の方々から事あるごとにいろいろ御要望とか声
を聞くようにいたしております。その中で、今年
度約８カ月運行した中で、回送便、目的地に行っ
た帰り、利用していない便もございますので、そ
こら辺の利用ができないかと。あるいはある集落
に中に入っていって、もっと利用する方々からは
乗りやすいようなルートに変えてもらえないかと
いうふうな何点かの御要望が出てきております。
審議会がございますので、今後の運行についてそ
れらの中でいろいろ御議論いただいて、より一層
運行を利用していただきやすいバス運行を目指し
てまいりたいというふうに思っています。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 消流雪用水の中で、地下水

の活用というふうなことでの御質問でございます。 
  現在計画しております消流雪用水事業につきま

しては、前にも御答弁申し上げましたとおり、既
存で使えるもの、使える水はすべて使って、なお
かつ不足する分について最上川から揚水するとい
うふうな計画のもとで考えております。 

  この使える水というふうなことでありますが、
今までも議会の中でいろいろ御意見、それから御
提言等ございまして、検討してまいったところで
ございますが、１つは既存の川に流れております
表流水でございます。あとそれと、今お話ありま
した、特に指首野川、泉田川水系にかかわります
集水暗渠、それとあと一部既存の湧水、そういっ
た現況で利用できるものにつきましていろいろこ
れまで調査してまいりました。あと特に議会のほ
うからもありましたように、ダムの活用というふ
うなことでため池、それから小以良川ダム等の検
討も行いまして、これらの利用できるものにつき
ましては、すべてこれを利用していくというふう
な考えのもとでしたところでございます。 

  それで、御質問ありましたように地下水という

ふうなものでございますが、これにつきましても
泉田川、それから指首野川水系から取水しており
ます集水暗渠、これで使える集水暗渠につきまし
ては、すべて使うような形で今現況の利用可能量
の中に含めてございます。 

  それ以外でやはり集水暗渠等を考えた場合、特
に扇状地であります当地域におきましては、冬期
間は非常に地下水が下がります。そういったこと
から、夏期は別にしましても、冬期間においては
安定した水量の確保という面では、非常に難しい
面がございます。以前一部地下ダム等というふう
なことも検討された経過があるようでございます
けれども、なかなかそういったものにつきまして
は実現は難しいというふうなことでございまして、
そういった中で既存の地下水、特に集水暗渠、湧
水等で利用可能なものについては、すべて使って、
なおかつ不足する分についてのみ最上川に依存し
ていきたいというふうな考えのもとで進めてまい
りたいというふうに考えているところでございま
す。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 米の緊急対策につきましては、

この前も新聞報道でなされたとおりでございます
けども、これまでいろんな農林省、それから自民

党、いろんな小委員会とか、いろんな地方キャラ

バンでいろいろ農家の実際の声をお聞きしまして、

いろんな品目横断の加入要件とか、減反政策とか、

いろんなそういうことの、今年から始まったいろ
んな事業について聞き取りを行っております。 

  その中で、この前新聞に出ました生産調整達成
者には５万円、未達成には３万円というふうな記
事が報道されました。それで、その辺は具体的に
まだ示されては、私ども聞いておりませんけども、
なおいろんな県のほうで来年度の目標の配分面積
につきましては、12月中にいろいろ各市町村集ま
ってもらって説明されるというふうになっており
ます。 



  以上でございます。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 大変申しわけございません。

電気料というふうな御質問でございます。 
  １カ月、30日フルといいますか、１日６時間を

予定してございまして、30日間運転したとした場
合に、840万ほどになります。でも、内訳は約８割
が基本料金、あと２割が使用料、使用電力料とい
うふうな内容で試算してございます。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 
中川正和議長 亀井信夫君。 
１８番（亀井信夫議員） ３回ですね。これで終わ

るんですけれども、今除雪の関係で答弁をいただ
きました。地下水関係で特に私質問したわけなん
ですが、今地下水は冬期間は低下するというふう
なお話です。これはもとはまだひどかったんです
ね、冬期間というのは。今年あたり調査したんで
すが、地下水は上がってきているんですよ。私ど
もで井戸があるんですよ、井戸。それを私どもも
揚げておるわけなんですが、行ってみますと最近
地下水が上昇してきているんですね。これは全般
的から考えて、おまえんとこばかりだと言われれ
ばそうなるんでしようがないんですが、でももう
少し地下水の状況を調査してみてください。 

  私はなぜこんなことを言いますかというと、も
し流雪溝へ流して３カ月間、最上川から上がって
くる水を利用する場合は、３カ月間の電気料を納
めなけりゃいけないし、維持管理費も出さなきゃ
いけないというふうなことになれば、膨大な経費
がかかるわけですね。先ほど設備に対しては、市
が負担しなくてもいいというふうな……これでい
いですかな、負担しなくても。これは国と県で負
担するんでしょうかね。もし故障起きたら。これ
をはっきりちょっと後でお聞かせ願いたい。 

  もう一つ、市報で除雪に関して出ておったのが
小型除雪機でありますね。貸し出すというふうな
ことであります。これは、私は利用する側にとっ

てすばらしい有効な、使い方によっては有効対策
になるだろうというふうに思いますが、これはや
っぱり貸し出しする限りは貸し出し条項とか条例
とかというふうなものが必要になってくると思う
んで。 

  それとあわせて、これは金のかかることだから、
年計画というふうなことで計画を立てていきませ
んと、申し込みを受けて、恐らく何十台も希望が
あった場合、これをどうするのかというふうなこ
とになってくるんじゃないかなと。予算の関係と
も関連してくるし、使用関係についてもどう使用
するかということを、細かい分野にわたっての使
用規定とかというふうなものが必要になってくる
んじゃないかと。 

  私はなぜそんなことを言いますかというと、初
年度が一番大切なんですね。成功するも成功しな
いも、最初が大切なんです。そういう意味で、市
報に載っておった小型除雪機貸し出し、それで申
し込みしてくださいというふうな広報が出ておっ
たから質問するわけですね。広報に出す限りは、
使用規定とか貸し出し規定とかというふうなもの
があるはずですから、これらについてどうなって
いるのか。そして、１年に何台ぐらい貸し出しし
ていくか。これらの計画等をひとつお聞かせ願い
たいと思います。 

  それから、最後に水田関係、課長から説明を受
けました。今農家は非常に不安なんです、水田農
家が。どんどん、どんどん変わるんです。どれに
対応していいかわからないような状況なんです、
早くて。国の対応が早くて。水田対応というふう
なものについて一生懸命やっていると思うんです
けれども、もっと全農家に徹底できるような方法
がないものかな。平成20年度からさっき答弁があ
ったんですが、政府が打ち出している施策、それ
と新しく出てまいった転作奨励などの説明で、こ
れは自民党からなんですが、どっちが先行してや
っていくのか私どもは不安なんです、はっきり言
って。こっちが先行するのか。今打ち出してきて



いる政府のおろしている農業政策が先行するのか
ね、迷うんです、私どもは。そういう意味で質問
したんですが、ぜひ20年度の市の水田対策大綱に
ついて、もっとわかりやすく農家に指導を徹底し
ていただきたいと思います。 

  これで終わりたいと思います。どうもありがと
うございました。答弁してください。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 ただいまの議員から質問あ

りましたとおり、消流雪用水事業につきましては、

とにかく既存で利用できる水につきましては利用

して、なおかつ不足する分のみ最上川に依存して

いくというふうな考えのもとで実施していきたい

と。先ほどからお話ありましたように、既存の集

水暗渠等、これにつきましてもやはりあるものは

皆活用した中で対応し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。 
  それから、農業施設の更新に伴う負担というふ

うなのでございますが、これにつきましては先ほ

ど申しましたように、施設の減耗等、そういうふ

うなものにつきましては、現在のところないとい

うふうな見解のもとで、国、県のほうでも回答を

出してございます。 
  それで、それに伴いまして市に対する負担どう

のこうのというお話は今のところございません。

あくまでも施設の他目的の利用でありまして、こ

ちらは借りて使用するというふうな立場で使用し

ていくと。使用料についても、無料というふうな

ことでございます。 
  それから、除雪機の貸し出しにつきましての御

質問でございますが、これにつきましては市が所

有します機械、除雪機を町内に貸し出しを行いま

して、これを公共的な施設等の除雪に活用してい

ただきながら、地域の実情に合った活用方法を検

証していきたいというふうなことで、今回試験的

に行うものでございます。これを活用していただ

きまして、地域のコミュニティーといいますか、

そういった再構築を図るための１つの一助となれ

ばというふうなことで今考えているところでござ

います。 
  今現在実施しようとしておりますのは、市で所

有しております除雪機械、現在２台ございますが、

そのうちの１台を活用しまして、希望する地域に

貸し出しして、ある一定の期間使っていただくと。

この使い方につきましては、それぞれやっぱり地

域の実情も異なりますので、その実情に合った使

い方の中でどういった、今後制度として行ってい

くためにはどういった使い方が一番よろしいか、

その辺を検証したいというふうなことでございま

す。 
  期間としましては、１月の８日から３月の中旬、

14日までの一応予定してございますが、この期間

で１地区３日間ぐらい、これは多分利用される場

合に集中する面も考えられます。そういった中を

調整しながら、その中で使い方を検証していきた

いというふうなことでございます。 
  地域で運搬できない場合については、こちらか

ら運んでいきまして、使っている間は地域で活用

していただくと。その後、また市のほうで運搬す

るというふうなこともあわせて考えていきたいと

いうふうなことでございます。 
  あくまでも利用としましては、地域で活用でき

る公共的な利用、例えば高齢者支援とか、あと生

活道路、それから生活道路といいましても市で除

雪が入っている生活道路という意味ではなくて、

地域で使う公共的な生活道路という意味でござい

ますが、そういったものとか、あと通学路とか、

そういったものの補助的な活用、そういうふうな

ものを一応想定してございます。なお、これにつ

きましてはいろいろ地域で使い方があると思いま

すので、その辺を具体的に検証してまいりたいと

いうふうに考えております。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 



９ 番（清水清秋議員） 私のほうからは今亀井議

員さんが質問した関連になることが多いかと思い

ます。 
  その中でひとつ、やはり今年度の米の下落、こ

れは農業新聞なんか毎日のように米の価格形成あ

るいはそれに緊急対策、ほとんど毎日のように掲

載されておりますが、農林課長は特にそういうふ

うな点については目を届いているかと思いますの

で、ひとつお聞かせいただきたいと思います。 
  まず、１つのほうで、水田農業確立対策、ペー

ジ数は22ページですね。今亀井議員さんもおっし

ゃるとおり。これは水田農業確立対策事業の１つ

の中での対策の協議会、水田農業推進協議会、こ

れが１つの、この農業確立対策事業の１つの中の

主体的な意見の集約とか、それなりの生産調整に

対しての生産者、現場の声の吸い上げがこの協議

会にあるかと思います。そうした中で、この中で

いろいろ議論しても、かなりの広範囲であるかと

思います。 
  まず端的に、今までこの農業確立対策の生産調

整、これまで我々生産者は特に、生産調整につい

ては新庄は特に協力していただいてまいりました。

それも目標達成やってきたわけであります。しか

しながら、今年度山形県ではそれを達成できなか

ったということも新聞報道されております。そう

した中でありますが、これまで我々農家生産者、

現場で生産調整に本当に協力した、その成果がど

のように市の行政では評価されておるのか、どの

ようにその生産者に対して説明なされておるのか、

その辺をきちっと御説明いただきたいなと思いま

す。 
  それを１つお聞きしながらですが、あとはいろ

んな対策、これから改革も含めてお話ししたいん

ですが、これはなぜ申しますかと申しますと、や

はりこういうふうな改革、改正、そういうものは

末端の生産者現場、地域から声を出していかない

と、こういうものが上のほうには届かない。私は

そう思っておりますので、あえて質問させていた

だきます。 
  １つは、この米の下落の要因いろいろあるかと

思います。我々生産者は今あらゆる農産物、キュ

ウリ１本、ナス１個まで履歴書、トレーサビリテ

ィ、履歴書をつけております。米もそのように、

生産現場では米集荷業者には生産、銘柄、品種、

生産者の氏名、あらゆるものを提示して米を出荷

しております。そうしたものが、今国のＪＡＳ法

とかいろいろあるわけですが、そうしたことを踏

まえると、どうにも私にはどうも納得いかない点

がある。やはり米の小売業者あるいは卸業者の中、

流通過程においてこの生産者の顔、履歴書が見え

なくなっているのが今の現実ではないかと思いま

す。 
  なぜかというと、ＪＡＳ法では我々はある品種

に対しては、米１粒とも他の異種混合はまかりな

らんというふうな米検査の過程であるわけなんで

す。それが米の小売業者までいくとブレンド米、

こういうＪＡＳ法の中で今取引されて、消費者に

行っているわけです。そういう根本的なことを変

えることこそが良質な米、そして安全な米、安心

な食事につながっていくわけであると思っており

ます。 
  そうしたことを行政サイドからも、我々農林関

係からも当然なんですが、これを今後の米の流通

過程において、本当にきちっと消費者、今消費者

社会ですね。消費者が主体的な、今いろんな食の

安全に対しては、消費者がもう主役で来ているわ

けです。何年か前までは、我々生産者は生産量そ

のものがある程度重視されてきたわけですが、今

はもう逆で、逆というか、消費者が主体で、消費

者のニーズ、意向に沿ったものを生産しないと売

れない、食べてもらえないというのが今現状であ

るわけで、そうしたことを考えますと、やはりそ

ういうふうな末端の米の流通過程においても、末

端の消費者へ行くまで、やっぱり顔の見える、履

歴書がきちっとわかるようにやっていく改革こそ

が米の１つの価格下落を阻止する方策でないかと



思っております。 
  ひとつそういうふうなブレンド米になると、何

で安い価格の、米の価格形成センターで今取引さ

れているわけですが、北海道産、青森産、これは

以前はずっと安かったんですよ、我々県内のはえ

ぬきなんか当然見ると。今回何月だったかのその

取引の形成センター、逆転したんですね、多少。

北海道産のほうが高くなっているんですよ。我々

のはえぬきは特Ａなんですよ、もう十何年間。最

高のランクづけになっているのが、北海道産のき

ららですか、ああいう品種から米の価格が逆転さ

れたと、そういうふうな状況があるわけです。 
  なぜかというと、これは私の推理というか、こ

れはブレンドできるからですよ。安い米をブレン

ドして販売できる。我々の特Ａのついた、ある程

度の価格のついたものに安い米をブレンドできる。

そうした形で、ブレンドされれば今の品質という

か、そういうふうなものをはかる機械では品種、

そういうものを混合になっていないか、これが本

当のコシヒカリとか、そういうふうなブレンドし

た場合は何％、何％と、これは売っていいことに

なっているんだけども、それをきちんとはかる機

械はないそうです。何％混合されているかと。表

示はされているんだけども、実際に機械ではかる

ということはできない。 
  そういう状況下であるわけで、そのような安い

米を生産している北海道産、そういうものがうま

くブレンドされて売られている状況があるという

ことが、この米の価格の下落にもつながっている

というような思いで今質問しております。そうい

ったことも踏まえて、このＪＡＳ法の改革をぜひ

行政サイドからも声を出していただきたい。 
  あと生産調整、これまで本当にいろんな対策を

講じられて30年余り、いまだかつてきちっとその

地域に定着したものが、農林課長はありますか。

この水田生産調整の面積、新庄市全体、とらえて

もかなりの面積であるわけです。いろんな形では

転作されておるわけですが、飼料作物とか、ちょ

っとした園芸作物とか、しかし大半が飼料作物な

んですね、これ見ると。今年も２億幾らの交付金

が、助成金が来ております。しかし、この飼料作

物そのものが、本当に飼料作物として生産されて、

それが牛や豚、それから家畜に本当に与えられて

いるのか疑問なわけであります。そうしたことを

考えると、定着しているというのは本当にこれは

ある一部分の面積しかない、私はそう思っており

ます。 
  そうした中で、所得安定確立対策とか、いろん

な政策やられているわけなんですが、こういうふ

うな転作物が定着しないと所得安定にはつながら

ない。この要素をきちっとやっぱり行政サイドも

本当に考えてもらわないと、幾ら国から助成措置、

補助金、そういうふうなものは何年続けても今ま

でと現状が同じように進むわけで、そういうふう

な行政の国の政策を踏まえてやっていると思うん

ですが、そういうことが果たして結果としてどう

考えているのか。また、今後のそういうふうな生

産調整される転作物をきちっとやっぱり見据えた

上で政策をやっていただきたい。その辺の考えを

あればお聞かせいただきたい。 
  そして、今雪総合対策事業の中で、私もお聞き

したいと思ったんですが、市長も冒頭で行政施策

として説明報告があったわけですが、先ほども聞

いた中で、これまで新庄土地改良区、これら機関

と暫定水利権、暫定的な形での使用、利用を土地

改良区と話をしてやってきたと。しかしながら、

今度は本格通水に向けての検討、そして認可を得

るというようなことであります。 
  その辺の新庄土地改良区と本格通水に当たって

の、先ほど亀井氏がいろいろと内容にも触れられ

ましたが、やっぱり施設の使用料、消耗、減耗は

ないとは言われても、ポンプを使うわけですから、

これは毎秒0.6トン、これは恐らく揚水機場の補助

揚水機を使うのかなというふうな感じでもおるん

ですが、その辺の減耗がない、ではそういうふう

な耐久考えた場合の格別な維持管理費は要らない



のかなという感じ受けるんですが、その辺新庄土

地改良区との話し合い、これまで。土地改良区の

聞くところによると、おおむねというか、もう市

とは話はついていますよというようなことも役員、

理事長と言っても本人から聞いたわけであります

ので、別にいいんですが、そういうようなことも

聞いておりますので、その内容ともこれまで話し

合われてきたことを、土地改良区はそういうふう

に言われていますが、市のほうではまだ具体的に

それができていないとなればそれまでなんですが、

これまでの経過、もう少し内容に触れて説明して

いただきたい。 
  あと、この除雪に関して、この間産業建設常任

委員会の協議会でもちょっとお話し聞いたんです

が、時間がなかったもんで内容的にはちょっと触

れなかった。この度の１億円は、補正予算は、こ

れは市道、それら道路関係だというふうな予算で

あるわけですが、この除雪に関しては、道路だけ

じゃないんですね、除排雪は。公共用の施設。学

校あるいは生涯学習、公民館、地区公民館といろ

いろあるわけなんです。 
  これらも恐らく当初というか、予算はついてい

るかと思いますが、この業者への委託、そういう

ふうな施設は大概市道とか、そういうふうな道路

の沿線上にあるかと思います。そうした場合の業

者委託、これは学校とかそういうのあれば教育委

員会で業者委託してやられるわけだと思うんです

が、公民館であれば生涯学習、児童館であれば福

祉、そういうふうな形で業者委託やっていると思

うんです。 
  こういうふうな連携がどういうふうにとられて

いるか。市道沿線、市道を除排雪委託受けた業者、

それらがまだ市道は７時半までですか、朝除雪は。

それが時間内に余裕があった場合、そういうふう

な施設も当然やれるわけですね、業者が。これは

なぜかというと、このほうが効率いいと私は思う

んですよ、効率が。あえて別々の業者をぽんぽん

とやるより、沿線上あるわけですから、その時間

内に除雪ができるとなれば、効率がいいですね。

これは予算も恐らく、これは沿線上、市道委託受

けた業者がそのまま施設も除雪できれば、予算上

も時間がかからなくて済む。その辺の考えと、そ

の連携をどういうふうにとられているのか、とら

れていないのか、その辺もお聞かせいただきたい

と思います。 
中川正和議長 ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 ３時０３分 休憩 
     午後 ３時１１分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 お答えします。 
  新庄市においても水田農業ビジョンということ

で、新庄市に水田農業推進協議会がございます。

その中でそのビジョンの中でいわゆる生産調整、

いわゆるいろんな品目とか、いろんなそういうふ

うなこれからいろんな園芸作物、それについての

いろんな一応基本目標といいますか、それに盛っ

て現在新庄市のほうでも取り組んでおります。 
  その中で、この前も先日も生産調整の未達成者

で申し上げましたんですけども、その達成してい

る方については当然メリットとしましては、当然

その産地づくりの中のいろんな交付金事業がござ

いまして、一般単価、それから担い手加算とか、

いろんなそういう優遇制度がございます。その中

でいかに生産調整を達成しているのかということ

で、いわゆる未達成のことで今過剰米となってお

るものですから、それをいかに生産調整のメリッ

ト、今まで申し上げましたそういうふうなメリッ

トを、各機関ともこれから説明してまいりたいと

思います。 
  また、米のいろんな米づくり日本一で、本部と

いうのは山形県の中でもございまして、いろんな

山形県の米を各生産者、いろんなキャンペーンと



いうことで、県と一緒に今進めております。特に

米については、都心とのいろんな交流、そういう

販売とかいろんなそういうことも頑張っておりま

すし、いわゆる山形米といいますか、新庄米のは

えぬきということで、いろいろ数をやっておりま

して、いかに銘柄として産地を確立していくかと

いうようなことを今取り組んでいるということで

す。 
  それから、飼料作物とか、いろんなソバとか、

確かに今まではつくり捨てておりましたけども、

今回ソバとかいろんな作物については、すごい作

付になっております。それを制度化するためにい

ろいろ県のほうとも、関係機関と今詰めてまいり

たいと思いますので、よろしく御理解お願いした

いと思います。 
  以上でございます。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 消流雪用水事業に伴います

御質問ございました。この中で、許可等に伴いま

す内容というふうな御質問でございます。 
  消流雪用水事業に伴います許可といいますのは

２つございまして、１つは最上川から水を取って

くると。これは今回の定例会の冒頭にも市長から

行政報告がありましたように、今回河川管理者で

ある東北整備局のほうから申請してよいというふ

うな許可をいただいたものであります。これは暫

定豊水水利権と申しまして、河川法に基づく許可

水利権でございます。 
  もう一つが、最上川から農業用施設を利用して

市街地に水を持ってくるということから、管理者

であります農林省、それとそれから県、あとは改

良区等から他目的使用、農業施設以外の使用に基

づく他目的使用の許可、これがございます。これ

につきましては、昨年度改良区、それから国、県

とも協議を行いまして、これまで行ってきた中で

許可をいただきまして、３カ年間、昨年度からで

すけども、３カ年間の許可をいただいているとい

うふうな内容でございます。 
  あと、この施設の運行にかかわりましては、先

ほど申しました電気料等ございますが、それの実

費、それからあと施設を運転管理していただく必

要がございますので、これについては専門の業者

並びに改良区にお願いして、スイッチを入れたり

切ったりという、そういう操作から施設の点検も

含めまして管理をお願いしているというふうな内

容でございます。 
  以上でございます。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 除雪があるのでは。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 除雪についてのお話でござ

いますが、道路以外に公共施設等あるわけでござ

いますが、これらの施設の除雪の契約につきまし

ては、それぞれの管理所管課が行っております。

ただ、道路の沿線の除雪業者というふうなことの

活用というふうなこともございました。当然これ

らを活用しまして、効率的な除雪を行うというこ

とから、基本的にはその沿線の除雪業者に除雪を

依頼しているというふうなのがほとんどでござい

ます。 
  以上でございます。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 農林課長からは簡潔、明

朗とまでは言わないけども、転作ソバとかと今言

われたけども、この転作ソバが今の現況でできま

すか。ソバだけじゃないんです。今の現況、水田、

これを今の状況のままでソバとかあるいは野菜、

あとは先ほど言った５品目のおうとうとか、そう

いうものの実際今の状況でやったとき、できます

か、これ。課長どう思っていますか。おれはでき

ないと思っているんだけども、そういうふうな現

状を踏まえて、そういうふうな５品目であろうが、



産地づくり農産物であろうが、現況に活用できる

作物、そういうものに取り組まないと定着してい

かない、そう私は思うんですが、どうですか。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 確かに今まで水田だったとこ

ろを転作するということは、当然作物、いわゆる

暗渠とか、いろんなことが必要になってくると思

います。 
  それで、今中山間の支払いとか、水田畑地化と

かいろいろ今進めておりまして、いわゆる暗渠排

水、そういうことでいろいろ県の補助、国の補助

もいただいて今進めておるところでございます。

それで生産性を各部会、いろんな生産部会と協議

して、いろんな作物の導入とか、そういうことを

今進めておるということで、今新庄市でも３カ所

団地化してやっている箇所がございます。はっき

り言ってすぐ水田を畑地化ということは無理です

というふうにとらえております。 
９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
中川正和議長 清水清秋君。 
９ 番（清水清秋議員） 最後になるわけですが、

そういうふうな方向で、なぜこういうふうに長々

と、佐藤悦子議員から簡潔明朗にしゃべれという

ふうなことも言われたんですが、今本当に米、こ

の農業政策、これほど農家がもう夢も希望もなく

なるような状況で今あるということは過言ではな

いわけです。だから、あえて私はこれを取り上げ

て今質問したわけであります。 
  そうした中で、やはり農林課長、やはり飼料作

物がまずほとんど７割、８割、飼料作物対応され

ている転作物、これらを考えてみた場合、やっぱ

り新庄、畜産、そういうものを取り入れる行政施

策、今までは何年間園芸作物で園芸塾、これの成

果は遠藤議員も一般質問等で言ったように、これ

は成果がきちっと出ているわけであります。あれ

だけ行政サイドが予算的な面、いろんな指導をや

って、結果が今新庄市の花卉栽培、東京の大手の

市場に行ってもそれなりのレベルで今成果が上が

ってきているわけですね。 
  そうなれば、今度は畜産、そういうものに環境

が当地域は一番合っていると言われているんです。

そういうようなものをきちっとやっぱり行政サイ

ドも把握していると思うんですが、そこら手ぐす

ねをいろんな形でそういう行政の施策が生きてこ

ない。もっともっとやっぱりそういうふうな、そ

れこそが産地づくりだと。環境が合っている、現

場が今どういう状況で動いていると。やっぱり畜

産関係なんか子牛市場、あれだけの評価も得てい

るわけです。 
  しかしながら、市場に上場する、市場に競りに

出す頭数が少ない。伸び悩んでいる。全国で５番

目とか６番目、７番目ぐらいですか。そういう状

況で来ている市場ですよ。そういう状況を考えた

場合、そういうようなものに上場して、施策も牛

だけ市場に上場にじゃなくて、そういうふうな施

策も上場してやっていくべきではないかとおれは

思いますが、そういうふうな形の、そういうふう

な新庄、特性のある、地域の特色のある政策こそ

がこれからの農業政策だと思うんですよ。 
  そういう意味で、余り長々するとまたしかられ

るので言わないけども、ひとつ都市整備課長、そ

ういうふうな関連施設というか、公共施設、そう

いうものをやはり市道の沿線を除雪している体系、

わかっているわけですから、除雪業者。それがう

まく時間に幅が、余裕がある以上は、そういうふ

うな体制をとっていかれれば、予算的な措置もそ

れなりに削減される、そういうことも考えられま

すんで、ひとつぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 
  私からはこれで終わります。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 除雪といいますが、春にな

れば雪はなくなるんですが、やはりそういった意

味からも降雪にかかりましては最大限の努力しま



して、効率的な除雪に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 
中川正和議長 他に。 
１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 
中川正和議長 森 儀一君。 
１６番（森 儀一議員） 私のほうからは短くお聞

きしたいと思います。 
  22ページの農業振興費の中で、やまがた園芸担

い手チャレンジプランの支援事業の補助金でござ

いますけども、これは説明の中でバラ園芸とお聞

きしておりましたが、これはバラ園芸だけなので

すか。それとも他のものも助成するのか。それか

ら、もし助成するなら、個人的な助成だか、それ

とも団体なのか。そして、また新庄市でどれぐら

いのバラ園芸をやっている人がいるのか、その辺

をもう少し詳しく教えていただきたいなと、この

ように思います。 
  それから、26ページの雪対策、これ大変皆様方

質問していただいて、詳しくわかったんですけど

も、施設管理業務の委託料でございますけども、

今年は雪が少なくて、これは冬運転しなくても済

んだということでございましたが、見ますと雪も

ちらちら降ってきましたし、明けて１月からは降

らないといいんですが、降った場合に、これは先

ほど課長のほうから河川のほうは、河川の見回り

とかそういうものは、これは職員がやるんですか。

それとも委託しているところの料に入っているの

ですか、その辺もお聞きしたいと思います。 
  これは特殊な最上川から揚げる委託でございま

すので、職員でできないと思って先ほどお聞きし

ましたが、河川どの辺まで職員と、それからこう

いう委託するのか、この辺もう少し詳しくお願い

します。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 22ページの果樹園芸振興事業

につきまして説明させてもらいます。 
  やまがた園芸担い手チャレンジプラン支援事業

費補助金でございますけども、今年、今年度で３

地区要望になっております。その中で、１つが762

万3,000円の内訳で、新庄最上農協の北部営農セン

ター、萩野のニラ部会というふうなことで、ニラ

の調整機とか、ニラの刈り払い機、これの購入を

してございます。 
  それで、その精算が、入札した結果、49万ほど

減額になりまして、それでまたもう一つ、最上ト

ップローズというバラです。新庄ではバラは１軒

しかやってないですけども、これについては施設

園芸用のヒートポンプが今回県の補助ということ

で３分の１でございますが、補助をもらっていわ

ゆる施設園芸のヒートポンプ、グリーンパッケー

ジといいますか、それを使ってということで、こ

れが811万5,000円ほどの、これの３分の１が県の

補助と。それの差し引きで762万3,000円の増額と

いうことで、歳入としては県のほうから入ってき

まして、市のほうでそれを補助金として出してや

るというふうな制度でございます。 
  以上です。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 ８・６・２、雪総合対策費

の中の施設管理業務委託料というふうな内容でご

ざいます。 
  これにつきましては、先ほども問いありました

ように、最上川から揚水する基準としまして、指

首野川のちょうど瑞雲院の下流になりますが、そ

こに量水計標を設置してございます。それの水位

標が26センチを下回った場合に揚水するというふ

うなことで、これの確認については直接うちの課

で行っております。 
  あと、それからここに記載しております116万

1,000円の施設管理業務の内容でございますが、こ

れにつきましては揚水機場のポンプの点検業務、

それとあともう一つは先ほど申しましたように施

設の操作点検業務、この２つございまして、これ

のかかる委託料でございます。 



  以上であります。 
１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 
中川正和議長 森 儀一君。 
１６番（森 儀一議員） 雪対策のほうですけども、

これもし例えば雪降らなかった場合は、これは必

要ないんですか。それともこれは必ずやるという

の。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
中部 力都市整備課長 先ほども申しましたように、

河川の水量が減った場合に、最上川から補水する

という計画のもとで進めております。一応契約は

いたしますが、昨年のような場合ですと、やはり

当然管理等も一部しなくてよいわけですので、そ

の場合は減額を行った経過がございますが、今回

もその程度にもよりますけれども、すべてが減額

というわけではないんで、やはり実際稼働した内

容によりまして精査といいますか、精算をしてい

くという計画でおります。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） ページ、２ページの歳入

の中の20款の諸収入の４項で、雑入として1,229

万5,000円補正なされているんですが、この雑入の

明細が12ページに載っております。それを見ます

と、議会でもたびたびいろんな方々から御心配な

されました入湯税の延滞金ですか、これはないよ

うですが、まだ納入されていないのか。納入され

たとすれば、どういう理由のもとで今回補正に載

ってこられなかったのか。 
  まず最初それと、それから今度ページ、23ペー

ジの農林水産業費の中のバイオマス堆肥推進費の

中で、堆肥成分検査業務委託料26万5,000円が減額

になっております。この減額になった理由という

ものは何であったのか。 
  それから、もう一つ、これは今までも市民の方

からいろいろお聞きになったんですが、ページ、

26ページの雪対策にこれは関連するんですが、一

番心配されるのは、山尾市長、あんた新しくなら

れましたので、ぜひ心にとめていただきたいと思

うんですが、今までもこの最上川から揚水するに

際して、一番心配なのは電気料金なんだと。先ほ

ど３カ月で１億5,000万なんていう話出たんです

が、それをどういうふうに、どこまで許容範囲で

あるかと。 
  それから、もう一つはいずれ施設も設備も構造

物も壊れるわけです。そのときの市のかかわる負

担ですか、こういうものもはっきりとして取り組

まないと、後で大変なんだと。何回も、議場でも

私も数回申し上げました。先ほどの中部課長の話

によりますと、減耗は認められないんだからいい

んだと。今は減耗を認められませんが、いずれ減

耗するわけです。 
  そして、市が利用する期間は、農業用水として

利用する期間はちょっと考えてみますと、まず５

月の初めから６、７、８、９、４カ月間ぐらいで

すか、およそ４カ月。この揚水にかかわる期間が

この市長の報告で見ると、まず今年で２カ月と。

そうすると、50％は市で利用するわけ、あの施設

なりポンプなり。そのときに、改良区であれ、国

であれ、県からそれ相当の負担を求められないの

かと。私は求められるんでないかなと思っており

ます。使用割合によって負担してくださいよと。

その辺どういうふうに今まで詰めてきたのか。事

細かに、これ初めて言ったことでございませんの

で、今まで何回も、一般質問でも取り上げて言い

ましたし、議会でも数々の議員からこの件は触れ

られております。本当にどうなのか。まず最初、

その辺をお願いします。 
田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 
中川正和議長 税務課長田口五郎君。 
田口五郎税務課長 入湯税の延滞金に関する御質問

でございますけれども、７月から分割で一部納付

がなされておりまして、11月の末日に全額納付し

たという連絡を受けました。ただ、実際に市に入



ってくるまでには、指定金融機関を経由して入っ

てまいりますので、市のほうに歳入になったのは

12月の初め、一部納付を除いた全額が納付になっ

ていることを確認しております。 
  予算との関連でございますけれども、年度当初

において調定は全額行っているんですけれども、

実際にいつの時点で全額納入になるかというのは、

まだ確認できておりませんでしたので、今回の補

正には計上してございません。 
  なお、延滞金の取り扱いでございますけれども、

例年、例えば今年度で申し上げますと、当初で250

万計上してございます。その後、実際の納入状況

を見まして、今年度であればあと３月しかござい

ませんけれども、３月時点の見込みですべて予算

計上すると、そういった格好で例年取り扱いをさ

せていただいております。 
  以上です。 
五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 
五十嵐祐一農林課長 堆肥成分分析業務委託料の減

額につきまして説明させてもらいます。 
  これにつきましては、当然生ごみ堆肥、今つく

っているわけですけども、それの牛ふん、チップ、

それから家庭用のごみ、それについて切りかえし

方式でいろいろ攪拌して、そのリアクター菌とい

ういわゆる良い菌の塊という、それをいろいろ今

研究で使っておりまして、それを山形県の理化学

センターのほうに成分検査ということで委託して

おりました。 
  それで、今回理化学センターのほうともいろい

ろ調整したんですけども、この２検体といいます

か、それを３回ほどやるんですけども、それが同

じ成分なので、今回検査しなくてもいいというよ

うなことで、減額ということでさせてもらいまし

た。 
  以上でございます。 
中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 
中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 消流雪用水事業に伴います

施設、土地改良施設の他目的利用にかかわる施設

の減耗といいますか、これにつきましてはただい

まの御質問では、農業用としては確かに期間とし

ては４カ月、あと消流雪としましては２カ月と２

分の１になりますけれども、農業用の場合は24時

間運転ございます。それで、消流雪の場合は１日

６時間というふうな中で運転するわけでございま

す。そういった割合といいますか、そういうのも

含めましていろいろこれまで国、県等もこの減耗

について、あとそれから当然施設のポンプをつく

る業者等の研究的なものの面からの意見等も含め

ましていろいろ検討した結果、先ほど申しました

ように減耗は認められないというふうな見解で今

現在、昨年度ですか、土地改良施設の他目的使用

につきましては、使用料はないというふうな中で、

許可をいただいたというふうなことでございます。 
  以上でございます。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 入湯税の関わる延滞金に

ついては納入されたと。すると、いわゆる本税と

いうか、入湯税の75円、これについてはその後滞

りなく納入されていると。そして、また今回延滞

にかかわる金額も納入されたと。 
  そうなってきますと、あの温泉に対していろい

ろ支援とか何とかいうときに、まず本税を納め、

延滞の分もきれいに納めて、それが大前提だと。

その後に市でも何らかの継続的な支援をしていき

たいと。これは前の髙橋榮一郎市長も議会で何回

も答弁しておられました。また、八鍬副市長もそ

ういう同じような答弁をなされてきました。今回

山尾市長が市長に就任なされまして、前のような、

そのようなことを受けまして、市長の考えはどう

いう考えを持っておられるのか、まずひとつその

辺をお聞きします。 
  それから、この堆肥については、同じことを何

回もする必要ないから、今回はこれでいいんじゃ



ないかと、こういうことで、それもわかりました。 
  それから最後に、他目的利用ですか。農業用水

は24時間なんだと。消雪は６時間なんだと。４分

の１ですか。それにしても、その割合によって将

来相手方から求められるような、懸念が物すごく

心配されるわけです。何億、何十億の施設ですよ。

国営なんか40億もかかったんですから、国営の分

だけで。それは完全に今新庄市が負担しているわ

けだ。そうなってきますと、今からそれこそふん

どし引き締めて取り組んでいかないと、また新た

な、大きな財政負担が伴うんだと。その辺、一課

長では限度があると思いますんで、市長のほうか

らどういうふうに取り組んでいくか、ひとつお答

えをお願いします。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 渡部議員から２点の再質問かと思い

ますけども、奥羽金沢温泉につきましては、延滞

金をすべて納めていただいたという観点、また先

ほど前市長の関係、執行部も今後納められれば支

援を続けたいというようなことを述べられていた

ということですが、やはり目的税の性格にあわせ

て、利用者拡大、また利用者の利便などを図りな

がら拡大していくということも大変大事な要件で

あると。また、温泉の質としては、近郷に負けな

い、非常に良質温泉だという話も聞いております。

そうした観点から、市としての考え方、また当然

管理者側の株式会社のほうの考え方等の計画、事

業計画等をすり合わせながら、その中で市民の健

康増進といったことも含めて支援をしていかなけ

ればならないと。基本的にはそういうふうに考え

ております。 
  雪対策のほうの先ほどから亀井議員の御質問、

それから今回の渡部議員の御質問の最後の部分、

更新についてということが一番の関心事なのかと

いうふうに思います。更新につきましては、当然

現状としては減耗していないが、いずれ機械です

ので壊れるあるいは取りかえなければならないと

いう時期が来るかもしれません。これまでの中で、

農業関係の施設あるいは水利権等が他目的な利用

というふうな形に非常に広がってきておりますが、

この具体的な形の持ち出しの分野になってきます

と、それぞれの持ち分に対する言い分が出てくる

可能性があると思います。そうした分では、やは

り今後の確認ということをしておかなければなら

ないという、私自身思っています。 
  そうした意味で、どういうふうな確認したかに

ついては、いずれ報告する機会があるのかと。私

自身にとってもこうした疑問点あるいは不明な点

については、一つ一つ確認していかなければなら

ない作業だと思いますので、結果的にはいつごろ

確認するかという問題もありますけども、今雪降

っている状況ですので、それ以後の状況において、

行政的にもおちついた段階で、あるいは各課のこ

れまでの経過なども聞き取りして、その後実際に

今後について、やはり新庄市も受益としてなって

いる立場もございますので、その辺のことをはっ

きりと確認したいと思います。 
  以上です。 
１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 
中川正和議長 渡部平八君。 
１１番（渡部平八議員） 今市長から温泉に対する

考え方をお聞きしたんですが、やはり目的税とい

いながら、その目的が多種多様にわたっているわ

けです。今まで新庄市では法に触れるような入湯

税の使い道はしてこなかったはずです。 
  ただ、そこで何に使ってきたかというと、例え

ば消防ポンプを買ったとか、山屋のキャンプ場に

ちょっと金を使ったとか、県の観光協会の負担金

に支出したとか、それから最上エコポリス構想で

すか、そういうものに金を使ったと。これは間違

いなくそういう形で使ってきたわけです。目的に

全然沿わないで使ってきた、こういう性質のもの

でありません。 
  ただ、本来はあそこ、だけでないか、一般的に

入浴者が気持ちよく、楽しく、そしてお湯に入る



ようなために使ってもらえれば、私は結構でない

かと、直接入る人のために。今までは、何かお医

者さんの治療でいうと、直接痛いところに治療し

なくて、もう漢方薬的な、ぐっと外から使ってき

た、そういう感じが否めないわけです。 
  これからは直接入浴する人が喜ぶような、例え

ばあそこの多目的な大広間なんかあるんですが、

じゅうたんなんかひどくなっておりました。とて

も湯から入ってきて、パジャマとか浴衣なんか座

れるような状況でございません。それから、脱衣

所なんかもまずまず物すごく汚いというか、ああ

いうところにこの目的税を使ってもらえれば、そ

こにふろに入ってくる、みんながここのお湯もき

れいになったなと。それが口コミになってお客さ

んが増えるんでないかと。お客さんが増えれば、

また税として新庄市に還元なされるわけでござい

ますので、その辺を会社側とよく改善計画を、お

互いに詰め合って、そういう使い方をやったら私

はみんな喜ぶと思います。同じお金を使うんだっ

たら。 
  それから、最上川の揚水関係なんですが、今市

長は大変まじめにいいことを言ったなと思って聞

いておったんですが、やはり前もって確認という

ことはすごく必要なわけ。後であんた方このぐら

い使ったんでないかとか、そのために機械だって

これぐらい消耗したとか、あの施設はほとんど暗

渠だ、暗渠。しかも、その場所場所によって揚水

設備があって、ポンプとか頭首口とか。自然流水

と違ってすごく金がかかるわけ。ならばこそ、そ

の辺をよく精査して、持ち出しの案分というもの
をはっきりしないで走ってしまうと、既成事実が
どんどん、どんどん積み上がってくることによっ
て、新庄市の将来の財政がすごく大変なこと、そ
ういう陥るおそれが十分ありますので、これは市
長もまだ市長になられて日も浅いわけですが、今
まで取り組んできた中部課長なり、後ろにおられ
ます五十嵐課長も前にいたとき一生懸命取り組ん
だ姿を見ておりますので、そういうことをいろい

ろお聞きして、間違いのない判断をして取り組ん
でいただきたいと思います。いかがですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 先ほどの入浴のほうについては、会

社側との話し合いで、入浴者に沿った形の事業計

画等など、担当者レベルになると思いますが、そ

ういう話を聞きながらということに、支援という

ふうになると思います。 
  それから、先ほどの２番目のほうについての施

設に対する考え方については、やはりただ使いっ

ぱなし、都合のいいときだけ使ったということは

まずできないという状況なんで。そのときにもし

皆さんが私も心配するような負担金が生じるよう

な場合は、また皆さんと御相談しなければならな

い必ず時期が来ると思います。それは遠い将来じ

ゃないという形で、この問題については県、国、

それから関係団体と含めて確認ということをして

おかないといけないというふうに私も思いますの

で、御指摘のとおりこれまでの担当課あるいは事

務担当の方々の話を十二分お聞きして、今後そう

いうふうなほうで進めていきたいと思います。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第83号平成19年度新庄市一般会計補正予算

（第５号）については原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 



   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第83号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第１７議案第８４号平成１９ 
  年度新庄市国民健康保険事業特別 
  会計補正予算（第２号） 
 
 
中川正和議長 日程第17議案第84号平成19年度新庄

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 35ページの８繰入金、一

般会計繰入金というのがあります。そして、保険

基盤安定繰入金、事務費繰入金というのがありま

すが、これの中身はどうなのか、お聞きします。 
  そして、一般会計繰入金ということでの考え方、

繰入金について、実は国のほうから今年の９月あ

たりに、妊婦健診を最低でも５回にするよう交付

税措置すると。するからやるようにという通達み

たいなものが来ていると聞いております。既に庄

内町では今年度予算でやっているそうです。ぜひ

来年の予算あたりからでも考える必要があるんで

はないかと。５回まで無料健診で、本当は14回ま

であれば一番いいんだというふうに聞いています

が、せめて交付税措置されているという分だけで

もしてやる必要があると思いますが、いかがでし

ょうか。 
星川 基健康課長 議長、星川 基。 
中川正和議長 健康課長星川 基君。 
星川 基健康課長 35ページの保険基盤安定繰入金

につきましては、軽減分支援分、いろいろあって、

差し引き減額640万になっておりますけども、一般

会計の歳入のほうにはその内訳出ておったんです

が、国が若干増額になって、それから県、市が減

額になって、合わせると640万ほどの減額になって

いるということでありまして、軽減分については

文字どおりといいますか、低所得者に対しての軽

減分を県と市で、それは国保会計に補てんすると

いうことであります。また、支援分につきまして

は、これも低所得者対策でありますけども、これ

については国が２分の１、残りを県と市がそれぞ

れ補てんして、国保財政の安定化を図るという制

度の趣旨であります。 
  それと全く別の話で、妊婦健診ありましたけど

も、妊婦健診自体は今２回市で行っておりますが、

これは国保会計ではなくて、一般会計で措置して

おります。今後ともたとえ回数を増やすにしても

そういうふうになろうかと思いますので、その辺

は回数増については検討中でありますが、まだは

っきりした方針化までは至っておりません。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第84号平成19年度新庄市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）については原案のと

おり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議



案第84号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第１８議案第８５号平成１９ 
  年度新庄市交通災害共済事業特別 
  会計補正予算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第18議案第85号平成19年度新庄

市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 
  本件に関しては、既に説明が終わっております

ので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第85号平成19年度新庄市交通災害共済事業

特別会計補正予算（第１号）については原案のと

おり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第85号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第１９議案第８６号平成１９ 
  年度新庄市老人保健事業特別会計 
  補正予算（第２号） 
 
 
中川正和議長 日程第19議案第86号平成19年度新庄

市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第86号平成19年度新庄市老人保健事業特別

会計補正予算（第２号）については原案のとおり

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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第86号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２０議案第８７号平成１９ 
  年度新庄市公共下水道事業特別会 
  計補正予算（第３号） 
 
 
中川正和議長 日程第20議案第87号平成19年度新庄

市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、



質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第87号平成19年度新庄市公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）については原案のとお

り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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第87号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２１議案第８８号平成１９ 
  年度新庄市農業集落排水事業特別 
  会計補正予算（第２号） 
 
 
中川正和議長 日程第21議案第88号平成19年度新庄

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第88号平成19年度新庄市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号）については原案のと

おり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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第88号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２２議案第８９号平成１９ 
  年度新庄市営農飲雑用水事業特別 
  会計補正予算（第２号） 
 
 
中川正和議長 日程第22議案第89号平成19年度新庄

市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第89号平成19年度新庄市営農飲雑用水事業

特別会計補正予算（第２号）については原案のと

おり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） 



中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第89号は原案のとおり可決されました。 
 
 
  日程第２３議案第９０号平成１９ 
  年度新庄市介護保険事業特別会計 
  補正予算（第１号） 
 
 
中川正和議長 日程第23議案第90号平成19年度新庄

市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 
  本件に関しては、既に説明が終わっております

ので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 74ページの２の１です。

居宅介護サービス給付費が減額になっています。 
  これと、このことであるホームヘルパーの関係

者からお聞きしたら、仕事がなかなかサービスが

制限されて困っているというお話を伺いました。

どういうことかとお聞きしたら、まず家族がいる

家庭の場合、介護必要な方に、介護を受ける方の

ための昼御飯を、介護サービスなので今まではそ

の人のためにですけど、ヘルパーなどが行ってつ

くってあげることができたんだそうです。 
  それが、これはサービスしてはならないと最近

言われるようになったと聞いているんです。それ

を利用者に話してくれと、ヘルパーやる側の人た

ちに、その事業所にでしょうけど、その利用者に

対して事業所のほうから説明するようにという指

導を受けて、本当に困ってしまっているというこ

とでした。 
  そういう指導をする行政の立場というのは、国

のほうの介護保険のサービスの制限なんですけど、

一緒にいる家族が日中いないとしても、家族がそ

の介護を受ける高齢者のために昼御飯をつくるの

は当たり前なんだと、こういう考えみたいなんで

す。何だかすごく冷たいなと。こうなってくると、

いよいよ介護を受ける老人は要らなくなるという

か、別世帯にしちゃおうかというか、そういうふ

うになっていくなというふうに、その事業をやっ

ている方が、本当に高齢者と家族を考えて胸が痛

むと、こう言っていたんです。 
  その介護給付、居宅介護サービスの制限という

か、本当に今現場では困っているような気がする

んですが、そういったことは聞いていないのか。

そういうことはあるというふうに見ているのか、

お願いします。 
矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 
中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 
矢口 孝福祉事務所長 介護保険の中の居宅介護サ

ービス給付費ということであります。この金額に

つきましては、2,617万1,000円、金額そのものは

かなり大きな額だというふうに思います。全体の

額が７億4,700万円ということで、全体としては全

体からの割合としては3.5％だという考え方もご

ざいます。 
  特にサービスの制限等について、ただいまおっ

しゃったようなことは、私は直接聞いておりませ

ん。介護保険法にのっとり、介護保険事業を推進

しているという考え方でおります。 
  もし個々に不都合な点がございましたら、私ど

ものほうでケアマネジャー等の我々と月２回の地

域ケア会議等を開催しておりますので、もし問題

点等あれば、その場所で検討したいと、そういう

ふうに思います。 
  以上です。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論



を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第90号平成19年度新庄市介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）については原案のとおり

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） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第90号は原案のとおり可決されました。 
  暫時休憩します。 
 
     午後 ４時０９分 休憩 
     午後 ４時１０分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開をいたします。 
 
 
  日程第２４議案第９１号平成１９ 
  年度新庄市水道事業会計補正予算 
  （第２号） 
 
 
中川正和議長 日程第24議案第91号平成19年度新庄

市水道事業会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 
  本件に関しましては、既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 水道の営業費用、水道事

業費用、ここについてなんですが、水道料金につ

いてなんですけど、県議会で県受水費が引き下が

ったと聞いております。どのぐらい新庄市の場合

は下がるのか、お聞きしたいと思います。 
髙橋 敦水道課長 議長、髙橋 敦。 

中川正和議長 水道課長髙橋 敦君。 
髙橋 敦水道課長 先日、新聞等で報道なされまし

た４広域水道の引き下げ率につきましては、最上

が19.4％、村山が27.5％、庄内広域が23.9％、置

賜が25.8％、県平均25.4％と、パーセント引き下

げ率が報道されまして、県議会のほうではあす、

あさって、12月19日に細部の基本料金及び使用料

金の金額が決定される、審議され、可決される運

びとなっているというふうなものですから、実際

の金額についてはまだはっきりしていないという

ことで、ここでは回答は一応控えさせていただき

たいと思います。 
２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
中川正和議長 佐藤悦子君。 
２ 番（佐藤悦子議員） 水道料金が新庄市は非常

に高いということで、村山市も県内一番高かった。

その次に新庄市と言われております。その中で、

村山市はこの県議会の動きを受けて、下げるとい

うふうに言ったと聞いております。そうなると、

新庄市が一番上に、トップに上がってきて、その

点で非常に住みにくい市になってくるということ

になってまいります。それで、収入の少ない新庄

市の住民でありますので、少しでも住みやすい市

をつくるために、よくどのぐらい受水費が下がっ

て、どう会計に影響して下げることができないの

かということをよく検討、吟味していただきたい

と要望しますが、市長はいかがでしょうか。 
山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
中川正和議長 市長山尾順紀君。 
山尾順紀市長 よく吟味、検討したいと思います。 
中川正和議長 他に質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 他に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論



を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  議案第91号平成19年度新庄市水道事業会計補正

予算（第２号）については原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

案第91号は原案のとおり可決されました。 
  ただいまから10分間休憩いたします。 
 
     午後 ４時１５分 休憩 
     午後 ４時２４分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
     日 程 の 追 加 
 
 
中川正和議長 ここで追加案件が出ておりますので、

議会運営委員長の報告を求めます。 
  議会運営委員長今田雄三君。 
   （今田雄三議会運営委員長登壇） 
今田雄三議会運営委員長 それでは、これより議会

運営委員長の報告を行います。 
  本日午後４時15分より議員協議会室において委

員７名出席のもと、議会事務局職員の出席を求め、

今期定例会への追加案件について協議をいたした

ところであります。 
  協議の結果、議会案第11号医師・看護職員確保

対策の充実強化を求める意見書の提出について、

議会案第12号私立学校助成予算増額を求める意見

書の提出についての議会案２件を本日の本会議に

追加することに決定いたしましたので、議長より

よろしくお取り計らいくださいますようお願い申

し上げ、報告を終わります。 
中川正和議長 お諮りいたします。 
  ただいま議会運営委員長より報告ありましたと

おり、議会案２件を本日の日程に追加することに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案２件を本日の日程に追加することに決しまし

た。 
  追加日程を配付するため、暫時休憩いたします。 
 
     午後 ４時２６分 休憩 
     午後 ４時２７分 開議 
 
中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 
 
 
  議会案２件一括上程 
 
 
中川正和議長 追加日程に入ります。 
  日程第25議会案第11号医師・看護職員確保対策

の充実強化を求める意見書の提出について及び日

程第26議会案第12号私立学校助成予算増額を求め

る意見書の提出についてを一括議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 
   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 
沼澤恵一文教厚生常任委員長 議会案第11号医師・

看護職員確保対策の充実強化を求める意見書の提

出について。上記の議案を別紙のとおり会議規則

第14条第２項の規定により提出します。平成19年

12月17日、新庄市議会議長中川正和殿。提出者、

新庄市議会文教厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 
  医師・看護職員確保対策の充実強化を求める意

見書。 
  高齢化社会を迎え、医療の充実は国民共通の切

実な願いであります。そうした中、近年新医師臨



床研修制度の発足を契機に全国の医療機関で医師

不足が顕著となり、その解消が喫緊の課題となっ

ております。 
  また、医師・看護職員の不足により過重労働を

招いている実情が、医療を取り巻く環境の悪化に

拍車をかけ、とりわけ、地域医療の要となる自治

体病院においては経営の立て直しに苦慮し、診療

科の縮小に追い込まれるなど存続の危機に直面し

ております。 
  政府は、将来的には需給が均衡し、医師数が充

足するとしておりますが、医師・看護職員が絶対

的に不足している現状に鑑み、医師・看護職員の

確保に全力を傾注する必要があります。 
  したがって国においては、医師・看護職員が不

足する現状を抜本的に解消し、地域住民が良質か

つ均質な医療を受けることができるよう医師・看

護職員の確保対策を図る措置を講じることを強く

要望いたします。 
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書

を提出します。 
  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、厚生労働大臣、総務大臣、財務大臣宛でござ

います。 
  続いて、議会案第12号私立学校助成予算増額を

求める意見書の提出について。上記の議案を別紙

のとおり、会議規則第14条第２項の規定により提

出します。平成19年12月17日、新庄市議会議長中

川正和殿。提出者、新庄市議会文教厚生常任委員

会委員長沼澤恵一。 
  私立学校助成予算増額を求める意見書。 
  昭和50年に私立学校振興助成法が制定され、私

立学校の教育条件の向上及び修学上の経済的負担

の軽減に大きな役割を果たして参りました。山形

県においても昭和53年から私立学校助成が行われ、

平成３年には山形県議会において「私学助成の充

実強化と父母負担軽減に関する要望書」が採択さ

れ、一層の私立学校助成の増額が図られておりま

す。この山形県の助成は、私立学校振興と修学上

の負担軽減に大きな役割を果たしてきました。 
  しかしながら、財政健全化の取組みの中にあっ

て、山形県の私立学校助成関係予算は、平成18年

度及び平成19年度の２年度間にわたり削減が行な

われております。このことは、公私格差をさらに

拡大させ、私立学校の経営自体に深刻な影響を与

えるとともに、私立学校に在学する子供を通わせ

る家庭の負担をさらに重くするものと深く危惧し

ているところであります。 
  つきましては、修学費の軽減及び教育条件のさ

らなる改善のため平成20年度の山形県予算におい

ては、私立学校助成関係予算を増額するよう強く

要望いたします。 
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書

を提出します。 
  提出先、山形県知事、山形県議会議長宛。 
  以上でございます。 
中川正和議長 ただいま説明のありました議会案第

11号及び議会案第12号は、会議規則第37条第２項

の規定により、委員会に付託せず、直ちに審議に

入ります。 
  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
  これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 
   （「なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これに

御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。 
  これより採決いたします。 
  まず初めに、議会案第11号医師・看護職員確保

対策の充実強化を求める意見書の提出については

原案のとおり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） 



中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第11号は原案のとおり可決されました。 
  次に、議会案第12号私立学校助成予算増額を求

める意見書の提出については原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 
   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、議

会案第12号は原案のとおり可決されました。 
 
 
     閉      会 
 
 
中川正和議長 ここで市長よりごあいさつがござい

ます。 
  市長山尾順紀君。 
   （山尾順紀市長登壇） 
山尾順紀市長 この度の12月定例議会、私にとりま

しても初めての議会となりましたが、議員の皆さ

んの慎重審議、大変ありがとうございました。 
  今回皆さんからいただきました御意見あるいは

叱咤激励、提案等、真摯に受けとめながら、市政

発展のために皆さんと努力してまいりたいと思い

ますので、今後ともよろしく御指導のほどをお願

い申し上げます。 
  なお、年末、年を越すわけでございますが、十

分体にはお気をつけになられまして、１月４日、

また再会し、互いに市政のことについて語り合え

ることを祈っておる状況です。 
  また、今後市長室のほうについても、大いに活

用していただきまして、私がいる場合ですけども、

語っていただいて、それぞれの皆様方のこの場で

話せなかったことあるいは個人的なさまざまな御

要望、提案ございますと思いますので、ぜひ市長

室のほうにもお寄りいただいて、今後の市政につ

いて語っていただければありがたいと思います。 
  本日の12月定例議会最終日、本当にありがとう

ございました。 

中川正和議長 以上で12月定例会の日程をすべて終

了いたしましたので、閉会いたします。 
  大変御苦労さまでした。 
 
     午後 ４時３７分 閉会 
 
   新庄市議会議長  中 川 正 和 
 
   会議録署名議員  小 野 周 一 
 
    〃   〃   山 口 吉 靜 
 
 




