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ることでございますので、その点はご了解いた

だきたいと思います。 

 なお、ＨＡＣＣＰに即して今後、食品衛生管

理を行うということはもちろんそういう流れに

なりますけども、完成品だけを検査するという

ことではないと思います。ＨＡＣＣＰでは製造

過程の一工程一工程の中で管理をしていく、見

える化していくということにしておりますので、

その辺につきましては、出品者協議会の中でも

今後勉強会などをしながら取り組んでいくべき

事項かなと認識しているところでございますの

で、よろしくお願いします。 

○平 進介委員長 14番、今泉春江委員。 

○１４番 今泉春江委員 今後そういう金属探知

機とかそういうものもご検討いただければと思

います。安心・安全の商品を販売いただければ

と思って質問したところでした。よろしくお願

いいたします。 

 質問は終わります。 

○平 進介委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開

は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５０分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○平 進介委員長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 なお、小林克人総務課長併選挙管理委員会事

務局長が出席しておりますので、ご報告いたし

ます。 

 これから細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 認第１号 令和２年度長井市歳入歳 

 出決算認定についての質疑 

 

 

○平 進介委員長 それでは、認第１号 令和２

年度長井市歳入歳出決算認定についての一般会

計の歳入から順次質疑を行います。 

 まず、認第１号の一般会計の歳入全部につい

て質疑を行います。 

 事項別明細書の39ページから79ページまでで

あります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の一般会計の歳出について質

疑を行います。 

 まず、１款議会費、２款総務費について質疑

を行います。81ページから124ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、３款民生費、４款衛生費について質疑

を行います。124ページから167ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、５款労働費、６款農林水産業費につい

て質疑を行います。167ページから185ページま

でであります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、７款商工費、８款土木費について質疑

を行います。185ページから214ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 
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 10番、鈴木富美子委員。 

○１０番 鈴木富美子委員 191ページの登山道

刈払業務委託についてお聞きしたいと思います。 

 観光文化交流課長にお聞きいたします。これ

は岳人長井さんとかに委託してるわけですけど

も、葉山の道路だけなんでしょうか、お聞きし

たいと思います。 

○平 進介委員長 赤間茂樹観光文化交流課長。 

○赤間茂樹観光文化交流課長 登山道刈払業務委

託料につきましてご説明申し上げます。 

 長井市で管理している登山道につきましては、

主に朝日連峰南側の長井市の部分の登山道を管

理しておりまして、葉山については草岡口から

山頂までのルート、そのほか祝瓶山までの両側、

西側、東側のルート、そのほか中沢峰までのル

ートがこの事業に該当してる部分でございます。 

○平 進介委員長 10番、鈴木富美子委員。 

○１０番 鈴木富美子委員 年何回ぐらいなさっ

てるんでしょうか。 

○平 進介委員長 赤間茂樹観光文化交流課長。 

○赤間茂樹観光文化交流課長 基本的には夏山シ

ーズンに向けて年１回となっております。 

○平 進介委員長 ほかにご質疑ございませんか。 

 13番、小関秀一委員。 

○１３番 小関秀一委員 200ページの一番下で

す。006交通安全施設等整備事業、子供たちの

安全、歩行者の安全も含めて道路の施設と区画

線設置工事費、区画線設置工事費追加分、館町

八景線グリーンベルト設置工事費がそれぞれあ

るわけですが、道路ですので両側あるのかもし

れませんが、工事された延べメーター数と、特

に道路の点検をした折に除雪等で見えなくなっ

て消えた部分を確認して予算をつけ白線を引い

ておられるのか、グリーンベルトの塗り直しを

しておられるのか、そのことについて説明を願

います。 

○平 進介委員長 どなたにですか。 

○１３番 小関秀一委員 建設課長に。 

○平 進介委員長 佐原勝博建設課長。 

○佐原勝博建設課長 お答えいたします。 

 区画線につきましては、実施箇所といたしま

して花作平山線のセブン－イレブン付近、あと

あやめ公園線など14路線で車道中央線ですとか

文字、矢印などの区画線を設置しているところ

です。延べの距離数はちょっと分からないので

すが、グリーンベルトにつきましては、令和２

年度は長井高校武道館の裏側の市道につきまし

て両側グリーンベルトを設置しておりまして、

大体200メートルほどを工事したところでござ

います。 

 グリーンベルト等は計画耐用年数でいきます

と通常は10年ぐらいもつとなっておりますが、

やはり除雪作業が入るような地方ではその半分

の４年から５年と言われてますんで、教育委員

会等と一緒に夏に通学路等の見回り点検をして

おりますので、その際に危険箇所、薄れてる箇

所などを発見いたしまして、緊急的にそういっ

たところは舗装し直しているところでございま

す。 

○平 進介委員長 13番、小関秀一委員。 

○１３番 小関秀一委員 白線の箇所数分かりま

した。 

 近年子供を巻き込む交通事故等々非常に悲惨

な事故が報道されておりまして、幸い長井では

子供の事故はあんまり聞かないんですが、死亡

事故等、特に歩行者を含めての事故が多くなっ

ておるという現状を考えますと、通学路を中心

に横断歩道のない市道をどう安全に歩行者に通

ってもらうかというのは大きな課題だべなと思

います。一つの方法としてグリーンベルトが上

げられるというのは私も承知をしておりまして、

これは市内の市道の危険箇所にはなるべく多く

設置して、車のスピードの減速を促すという効

果もありますので、ぜひ今年度以降も増設をお

願いしたいもんだなと思います。やはり１回塗

ってなかなか更新されないという現状を見ると、
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今説明のあった、雪降るところは５年ぐらいだ

というのをきちんと点検しながらしていただき

たいものだなと思います。むしろ薄れて、ある

のかないのか分からない状態のところが多いな

と見受けられますので、昨年したところの点検

と今年度、来年度に向けての予算措置等につい

て考え方を最後にお伺いしたいと思います。 

○平 進介委員長 佐原勝博建設課長。 

○佐原勝博建設課長 委員おっしゃるとおり、グ

リーンベルトは運転者に注意喚起を促す大変有

効な交通安全に関する道路整備になっておりま

すので、今年度につきましては、本町西１号線

の大泉建設さんのところから旧労金までの両サ

イドをやる予定でいます。両サイドですと延長

350メートルほどになります。やはり今あった

とおり、通学路を中心に危険とされている箇所

等を十分気をつけながらグリーンベルトは高価

でない工事でもございますので、今後もグリー

ンベルトについて整備を進めてまいりたいと思

っております。 

○平 進介委員長 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 ほかに質疑もないので、質疑

を終結いたします。 

 次に、９款消防費から13款予備費までの質疑

を行います。214ページから261ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の国民健康保険特別会計歳入

歳出決算について質疑を行います。263ページ

から279ページまでであります。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の山形鉄道運営助成事業特別

会計歳入歳出決算について質疑を行います。

281ページから283ページまでであります。ご質

疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の訪問看護事業特別会計歳入

歳出決算について質疑を行います。285ページ

から289ページまでであります。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の介護保険特別会計歳入歳出

決算について質疑を行います。291ページから

312ページまでであります。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算について質疑を行います。313ペー

ジから319ページまでであります。ご質疑ござ

いませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の宅地開発事業特別会計歳入

歳出決算について質疑を行います。321ページ

から322ページまでであります。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 以上で認第１号の質疑を終結いたします。 

 

 

 認第２号 令和２年度長井市水道事 
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 業会計決算認定についての質疑 

 

 

○平 進介委員長 次に、認第２号 令和２年度

長井市水道事業会計決算認定についての１件に

ついて質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 以上で認第２号の質疑を終結いたします。 

 

 

 認第３号 令和２年度長井市下水道 

 事業会計決算認定についての質疑 

 

 

○平 進介委員長 次に、認第３号 令和２年度

長井市下水道事業会計決算認定についての１件

について質疑を行います。ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第４２号 令和２年度長井市水 

 道事業会計未処分利益剰余金の処分 

 についての質疑 

 

 

○平 進介委員長 次に、議案第42号 令和２年

度長井市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

についての１件について質疑を行います。ご質

疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第４３号 令和２年度長井市下 

 水道事業会計未処分利益剰余金の処 

 分についての質疑 

 

 

○平 進介委員長 次に、議案第43号 令和２年

度長井市下水道事業会計未処分利益剰余金の処

分についての１件について質疑を行います。ご

質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 令和２年度各会計決算認定について 

 の表決 

 

 

○平 進介委員長 これから討論、表決でありま

すが、ご意見のある方は本会議においてご発言

いただくこととし、この際、討論を省略し、直

ちに採決いたします。 

 まず、認第１号 令和２年度長井市歳入歳出

決算認定についての１件について採決いたしま

す。 

 認第１号について、認定することに賛成の委

員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○平 進介委員長 起立多数であります。よって、

認第１号は、認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、認第２号 令和２年度長井市水道事業

会計決算認定についての１件について採決いた

します。 

 認第２号について、認定することに賛成の委

員の起立を求めます。 

  （起立全員） 
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○平 進介委員長 起立全員であります。よって、

認第２号は、認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、認第３号 令和２年度長井市下水道事

業会計決算認定についての１件について採決い

たします。 

 認第３号について、認定することに賛成の委

員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介委員長 起立全員であります。よって、

認第３号は、認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、議案第42号 令和２年度長井市水道事

業会計未処分利益剰余金の処分についての１件

について採決いたします。 

 議案第42号について、原案のとおり決するに

賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介委員長 起立全員であります。よって、

議案第42号は、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第43号 令和２年度長井市下水道

事業会計未処分利益剰余金の処分についての１

件について採決いたします。 

 議案第43号について、原案のとおり決するに

賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介委員長 起立全員であります。よって、

議案第43号は、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 以上で決算特別委員会に付託になりました案

件の審査は全部終了いたしました。 

 最後にお諮りいたします。本委員会において

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102条の規定により、その整理を委員長に一

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） 

○平 進介委員長 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

委員長に一任することに決定いたしました。 

 また、来る27日の本会議における本委員会審

査報告の文案につきましても、私に一任くださ

るようお願いいたします。 

 

 

   閉     会 

 

 

○平 進介委員長 決算特別委員会はこれをもっ

て閉会いたします。ご協力ありがとうございま

した。 

 

 

    午後 １時２１分 閉会 
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