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ろでありますが、その経過につきましては、議

長を除く全員で構成する委員会でありますので、

後刻会議録によりご承知くださいますようお願

い申し上げ、審査の結果のみご報告申し上げま

す。 

 議案第63号 令和３年度長井市一般会計補正

予算第11号及び議案第68号 令和３年度長井市

下水道事業会計補正予算第４号の補正予算２件

につきましては、いずれも全員一致で原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位より出され

ました質疑、意見等については十分に意を用い

られ、事務の執行に当たられるよう申し上げ、

予算特別委員会の審査報告を終わります。 

○浅野敏明議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 まず、日程第３、議案第63号 令和３年度長

井市一般会計補正予算第11号の１件について、

討論の通告がありませんので、討論を終結し、

採決いたします。 

 日程第３、議案第63号 令和３年度長井市一

般会計補正予算第11号の１件について、予算特

別委員長の報告は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第63号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第68号 令和３年度長

井市下水道事業会計補正予算第４号の１件につ

いて、討論の通告がありませんので、討論を終

結し、採決いたします。 

 日程第４、議案第68号 令和３年度長井市下

水道事業会計補正予算第４号の１件について、

予算特別委員長の報告は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第68号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○浅野敏明議長 お諮りいたします。 

 これから上程いたします議案は、委員会付託

を省略し、全員でご審議願いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第５ 議案第６９号 令和３年 

 度長井市一般会計補正予算第１２号 

 

 

○浅野敏明議長 それでは、日程第５、議案第69

号 令和３年度長井市一般会計補正予算第12号

の１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 議案第69号 令和３年度長井市一般会計補正

予算第12号についてご説明を申し上げます。 

 第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に１億7,937万6,000円を追加し、予
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算の総額を歳入歳出それぞれ204億2,476万

8,000円といたすものでございます。 

 このたびの補正は、歳出におきまして、開会

の日にご賛同賜りました議案第62号 令和３年

度長井市一般会計補正予算第10号のうち、子育

て世帯等臨時特別支援事業につきまして、給付

金10万円を一括して支給するための事業費を追

加いたすものでございます。財源となる歳入に

は、全額国庫補助金を見込んでおります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○浅野敏明議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑、討論、採決を行います。 

 なお、申合せにより、委員会付託を省略して

全員による審議の場合、当日提案議案の質疑に

つきましては、一問一答の方式により行うこと

とされております。質疑の時間は１人当たり答

弁を含めて60分以内となっておりますので、ご

協力をお願いいたします。 

 それでは、日程第５、議案第69号 令和３年

度長井市一般会計補正予算第12号の１件につい

て質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 ９番、平 進介議員。 

○９番 平 進介議員 子育て推進課長にお聞き

をいたしますが、このたびの５万円、合わせて

10万円となると思いますが、この支給の方法と

時期についてお聞きをいたします。 

○浅野敏明議長 鈴木幸浩子育て推進課長。 

○鈴木幸浩子育て推進課長 お答えをさせていた

だきます。 

 このたびの支給の時期でございますが、まず、

市のほうから児童手当を支給されている方と、

あと、そこに一緒の世帯に属している方につき

ましてはプッシュ型ということで、児童手当を

振り込んでいる口座のほうに12月22日に支給を

させていただく予定でございます。公務員の方、

あるいは高校生のみの方につきましては申請書

をお送りさせていただきまして、それに基づい

ての支給ということになりますけれども、そち

らについては、できれば今日、申請書の発送を

したいとは考えてございます。そこで、振込の

日でございますけども、事務的な振込の手続の

件もございますので、12月24日金曜日の午前中

の早い時期までに申請をいただいた方につきま

しては年内、12月28日に振込をさせていただき

まして、12月24日午後以降に申請書を頂いた方

につきましては、１月になりましてから申請順

に振込をさせていただきたいと考えてございま

す。 

○浅野敏明議長 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第69号について討論を行いま

す。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第69号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第69号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 最後にお諮りいたします。本定例会において

議決されました議案の中で、条項、字句、数字、

その他整理を要するものについては、会議規則

第43条の規定により、その整理を議長に一任願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

 令和３年12月市議会定例会を閉会するに当た
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りまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ５月に開催されました臨時市議会における議

長選挙により37代議長に就任をいたし、７か月

が経過しました。これまで、議員の皆様や内谷

市長をはじめ市当局関係者の皆様より多大なご

協力をいただいたことに、心から厚くお礼を申

し上げます。 

 今年は、昨年に発生した新型コロナウイルス

感染拡大の終息が見えないままに、2021年、令

和３年が明けました。このコロナ禍で、社会、

地域経済に大きなダメージを受けました。今年

の２月に入り、感染者数が減少し、東京都、神

奈川県などは３月21日まで緊急事態宣言が解除

されましたが、３月下旬から変異デルタ株によ

る感染が全国に拡大し、４月下旬には第四波に

よる３回目の緊急事態宣言が発令されました。

東北でも宮城県における感染者拡大から、山形

県においても感染者が拡大し、県独自の緊急事

態宣言が発令しました。６月下旬頃から始まっ

た第五波は、全国では８月20日に過去最大とな

る２万5,851人の新規感染者数を記録しました。 

 そんな中、コロナ禍で１年延期された東京オ

リンピックが７月23日に開幕しました。開会、

閉会式と大半の競技が無観客の中でしたが、日

本の金メダル獲得は過去最多を大幅に上回り、

金銀銅合わせて58個で過去最多を記録し、コロ

ナ禍で疲弊した社会に、選手の活躍に、多くの

国民が感動に湧きました。 

 一方、コロナ対策の要でもあるワクチン接種

が、７月から高齢者施設を皮切りに開始され、

当市においても６月から65歳以上を対象に集団

接種が開始されました。65歳未満の市民対象の

ワクチン接種も順調に進み、11月までに希望者

におけるワクチン２回接種がほぼ完了し、全国

の拡大も収まったことにより、地域経済活性化

へシフトする機運が高まりました。 

 姉妹都市である結城市議会との議員交流とし

て、新市庁舎の完成に併せ、昨年、全議員で結

城市を訪問する予定でありましたが、新型コロ

ナウイルス感染拡大のため、今年度に延期とな

りました。しかし、コロナ感染の終息が見えな

いこともあり、議会運営委員会正副委員長、正

副議長の４名で11月上旬に訪問することができ

ました。結城市議会正副議長をはじめ、主な議

員との交流や全議員との懇談、市長をはじめと

する三役への表敬訪問、そして新市庁舎や主要

な施設の視察など、１日半の日程でしたが、充

実した結城市訪問となりました。今後も定期的

に議員交流を行うとともに、次年度は結城市議

会議員が長井市を訪問することになりますので、

議員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 11月の下旬に南アフリカで発見された変異オ

ミクロン株が多くの国で確認されるなど、新た

な感染拡大のリスクも生じています。これから

本格的な冬季を迎え、第六派の拡大も心配する

ところですが、基本的な感染症対策を講じなが

ら、地域経済の活性化を図る取組なども並行し

ていかなければならないと思います。 

 一方、地球温暖化の進展に伴い、洪水や熱波

による山火事などの災害が地球規模で頻発して

ることもあり、被害の規模拡大を抑制するため、

イギリス、グラスゴーで第26回国連気候変動枠

組条約締約国会議、ＣＯＰ26が開催されました。

工業化前の世界平均気温上昇を1.5度以下とな

るよう目標とするものです。日本においても、

2050年にカーボンニュートラル目標と、2030年

目標として、温暖化ガス排出量を2013年と比較

し46％削減するという方向性を示しました。気

候変動による豪雨災害は全国各地で毎年発生し

ており、今後も想定を超える災害が発生するこ

とも予想されることから、官民挙げて脱炭素化

に取り組む必要があります。 

 置賜地域における脱炭素の取組として、長井

市がイニシアチブを取って進めてきた置賜自給

圏構想が実施段階に入りました。３市５町の支

援の下、持続可能な地域循環共生圏の確立を目
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指すため、再生可能エネルギーを地産地消のま

ちづくりに生かし、置賜地域から電力を調達し

て地域に電気を供給するスキームとして、10月

８日に、おきたま新電力株式会社が設立となり

ました。今後、脱炭素と地域課題を解決する置

賜モデルとしてご期待したいと思います。 

 我々議会としても、脱炭素化の取組として、

ペーパーレス化に向けた取組も必要だと思いま

す。ペーパーレス化は目的ではなく、持続可能

な開発目標、ＳＤＧｓに向けた取組だと理解し

ています。紙の消費は森林伐採につながること

から、環境に配慮した姿勢や、大量の紙の資料

を電子化することで得られるコスト削減の姿勢

を示すことは、我々の社会的責任ではないでし

ょうか。いきなりペーパーレス化ではなく、で

きるところから取り組んでいくことも必要だと

思います。 

 本市における大型公共事業が、昨年に引き続

き実施されています。昭和33年に建てられた市

庁舎の老朽化、耐震化対策、そして、新市庁舎

の建設が令和元年度から着手され、新市庁舎と

して今年３月に完成し、５月から開庁となりま

した。全国でも初めての駅と市庁舎が一体とな

った新市庁舎は、170メートルの長さとともに

全国で注目を浴びており、10月からは多くの市

町議会の行政視察がありました。今後も新市庁

舎を視察目的の一つとして、多くの行政視察が

あるものと思います。極力本市に宿泊や昼食を

取っていただくことや、お土産を購入していた

だくなど、多少なりとも地域経済の活性化の糧

になることを期待したいと思います。 

 また、公共複合施設の建設に当たっては、国

土交通省に係る都市構造再構築の施策として、

令和元年度からの５年間の都市再生整備計画事

業に基づき着手されました。グンゼ株式会社の

協力の下、グンゼ開発株式会社と長井市におけ

る官民連携事業で建設されるもので、８月30日

に、多くの関係者や来賓の下、安全祈願祭と起

工式が現地で行われました。多機能型図書館と

子育て世代活動支援センターの機能を持つ公共

複合施設は、にぎわいや交流の拠点として、遊

びや学びを通して子供の育つ力を養成する施設

として、誰もが利用しやすく、また訪れたくな

るような施設となることを基本方針として、新

市庁舎とともに本市のシンボルとして、また中

心市街地の拠点として、本市のにぎわいや活性

化に結びつく施設となるようご期待を申し上げ

たいと思います。 

 今年の市議会においては、一般質問を中心に

活発な質疑が行われました。６月の定例会では、

一般質問者が９名で、新型コロナウイルス感染

症拡大に係る対策や課題解決のための質疑が行

われました。９月定例会では、令和２年度の一

般会計歳出決算が過去最大の約253億5,500万円

の内容で、決算総括質疑で６名の議員が質疑を

行われました。一般質問者は12名で、それぞれ

市政の課題について質疑が行われました。本定

例会においては一般質問者が13名で、タスビル

の取得に係る質疑のほか、市政の課題などにつ

いて活発な質疑が行われました。質疑における

答弁においては、市長をはじめ管理職の皆様よ

り丁寧かつ明瞭な答弁がありましたが、それぞ

れの議員からの意見や提案については十分に意

を用いられ、市政に反映されますようお願いい

たします。 

 市議会議員は、市長とともに、市民の皆さん

から負託を受けて本市を支える二元代表の下、

車の両輪に例えられます。提案された案件の議

決機関として、また、市民の皆様の要望や意見

を市政に反映させるための重要な役割を担って

います。長井市の発展のため、市長とともに両

輪で本市が抱える様々な課題を解決し、安心、

安全で住みよいまちづくりを進めていかなけれ

ばならないと思います。 

 結びになりますが、来年、2022年、令和４年

のえとの虎は十二支の３番目で、ね年に新しい
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命が種の中で芽生え始め、うし年には種の中で

育ち、とら年は、春が来て根や茎が成長する時

期として、草木が伸び始める意味を持っている

そうです。本市も、とら年にあやかり、来年は

コロナ禍から脱出し、本市の魅力をさらに伸ば

し、活力と魅力あふれる町となるようご祈念申

し上げまして、お礼のご挨拶とさせていただき

ます。 

 今年１年間、大変ご苦労さまでございました。

そして、皆様のご協力に心からお礼を申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○浅野敏明議長 これをもって令和３年12月長井

市議会定例会を閉会いたします。ご協力、誠に

ありがとうございました。 

 

 

    午前１０時４６分 閉会 
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    １ 番 鈴 木 一 則 

 

    ２ 番 勝 見 英一朗 

 

    ３ 番 渡 部 正 之 


