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   開     会 

 

 

○梅津善之委員長 これから予算特別委員会を開

会いたします。 

 本日の会議に欠席の通告委員はございません。

よって、ただいまの出席委員は定足数に達して

おります。 

 なお、沼澤孝典農林課長から本日の会議を欠

席させてほしい旨の届出があり、鈴木和夫農林

課補佐が出席しておりますので、ご報告いたし

ます。 

 ３月市議会定例会における補正予算案の審査

は、事務事業の執行期限が迫っていることから、

会期の早期に審査することになっております。

よって、令和２年度各会計補正予算案の審査は

本日となっております。 

 これから、先ほどの本会議において予算特別

委員会に付託になりました各会計予算案のうち、

議案第26号 令和２年度長井市一般会計補正予

算第14号から、議案第30号 令和２年度長井市

下水道事業会計補正予算第５号までの補正予算

案５件について審査を行います。 

 なお、審査日程につきましては本日１日とな

っておりますので、ご協力お願いいたします。 

 それでは、各会計補正予算案の概要について

説明を求めます。 

 

 

 議案第２６号 令和２年度長井市一 

 般会計補正予算第１４号 

 

 

○梅津善之委員長 まず、議案第26号 令和２年

度長井市一般会計補正予算第14号の１件につい

て。 

 鈴木嗣郎財政課長。 

○鈴木嗣郎財政課長 それでは、議案第26号 令

和２年度長井市一般会計補正予算第14号の概要

につきましてご説明申し上げます。 

 第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に歳入歳出それぞれ４億894万5,000

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

273億9,200万7,000円とするものでございます。

款項ごとの金額につきましては、２ページから

４ページの第１表のとおりでございます。 

 第２条につきましては、繰越明許費を５ペー

ジ、６ページの第２表のとおりといたしまして、

第３条につきましては、債務負担行為を第３表

のとおり変更し、第４条につきましては、地方

債を７ページ、８ページの第４表のとおり追加、

変更いたすものでございます。 

 次に、事項別明細書によりご説明申し上げま

す。11ページへお進み願います。歳入でござい

ます。 

 １款４項市たばこ税が800万円、２款２項地

方揮発油譲与税が150万円、７款１項地方消費

税交付金が3,400万円、いずれも減額となる見

込みでございます。 

 12款１項負担金も68万8,000円の減額。 

 12ページの14款１項国庫負担金は1,075万

8,000円の増額。 

 ２項の国庫補助金は、１目では新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金１億800

万円、公共複合施設に係る都市構造再編集中支

援事業補助金１億3,060万8,000円、３目では公

立置賜長井病院に対する都市構造再編集中支援

事業費補助金１億4,990万8,000円、５目では学

校給食共同調理場に係る学校施設環境改善交付

金１億5,561万円などで、５億8,779万1,000円

の増額でございます。 

 下のページ、15款１項県負担金は550万8,000

円の増額。 

 ２項県補助金は、14ページにかけまして、
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671万6,000円の減額。 

 ３項委託金は89万2,000円の増額でございま

す。 

 17款１項寄附金は９万9,000円の増額。 

 18款２項基金繰入金は財政調整基金繰入金な

どで5,425万2,000円の減額でございます。 

 20款４項雑入は785万3,000円の増額。 

 21款１項市債につきましては、１目の公共複

合施設整備事業債、３目の基盤整備事業債、１

億2,580万円などが増額。 

 16ページ、６目の保健体育施設整備事業債３

億8,560万円などが減額となるほか、市たばこ

税、地方揮発油譲与税、地方消費税交付金に係

る減収補填債、こちらは９目を新たに設けまし

て計上しております。項の合計は9,880万円の

減額でございます。 

 次に、下のページ、これから歳出についてご

説明申し上げますが、補正の内容が相当の量と

なっておりますので、人件費や不用額計上の部

分、財源更正などの部分については説明を割愛

させていただき、主なものについてご説明申し

上げます。 

 まず、１款１項議会費は21万円の増額。 

 ２款１項総務管理費は、１目では公共施設等

整備事業、18ページの公有財産購入費２億

3,000万円、３目では減債基金積立金など、項

の合計は、下のページになりますが、２億

6,708万1,000円の増額。 

 ３項戸籍住民基本台帳費は、20ページになり

ますが、959万円の増額。 

 ５項統計調査費は89万2,000円の増額。 

 ３款１項社会福祉費は、２目の自立支援給付

事業、下のページ３目の後期高齢者医療広域連

合療養給付費負担金などで、1,649万7,000円の

増額でございますが、22ページの２項児童福祉

費は225万円、３項生活保護費は458万5,000円、

それぞれ減額となってございます。 

 下のページ、４款１項保健衛生費は617万

6,000円の減額。 

 24ページ、２項清掃費は95万円の減額で、３

項病院費につきましては、公立置賜長井病院改

修整備事業で１億4,990万8,000円の増額。 

 ６款１項農業費は、主に下のページ６目の県

営事業負担金によりまして、項の合計は１億

2,547万3,000円の増額。 

 ７款１項商工費は、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金事業１億1,018万

5,000円などにより、項の合計は、26ページで

ございますが、１億651万円の増額でございま

す。 

 下のページの８款２項道路橋りょう費は、２

目、３目の社会資本整備総合交付金事業などで、

項の合計は、28ページでございますが、6,867

万円の増額でございます。 

 ３項河川費は15万円の増額。 

 ４項都市計画費は主に下水道事業会計負担金

の減額によりまして、項の合計は、下のページ、

9,548万1,000円の減額。 

 ５項住宅費は14万円の減額でございます。 

 30ページの９款１項消防費は782万7,000円の

減額。 

 10款につきましては、１項教育総務費が362

万6,000円、２項小学校費が69万1,000円、３項

中学校費が36万5,000円、４項社会教育費が、

32ページにかけて395万2,000円、５項保健体育

費が主に下のページの３目学校給食共同調理場

整備等事業により２億999万3,000円、以上全て

の項で減額となってございます。 

 最後に、11款１項農林水産業施設災害復旧費、

34ページの２項公共土木施設災害復旧費につき

ましては、財源の更正のみとなってございます。 

 以上が令和２年度長井市一般会計補正予算第

14号の概要でございます。よろしくご審査賜り

ますようお願い申し上げます。 
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 議案第２７号 令和２年度長井市国 

 民健康保険特別会計補正予算第２号 

 議案第２９号 令和２年度長井市後 

 期高齢者医療特別会計補正予算第１ 

 号 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第27号 令和２年

度長井市国民健康保険特別会計補正予算第２号

及び議案第29号 令和２年度長井市後期高齢者

医療特別会計補正予算第１号の２件について。 

 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 議案第27号 令和２年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第２号の概

要についてご説明いたします。国保１ページを

お開きください。 

 第１条につきましては、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ7,593万4,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ25億4,139万6,000円とす

るものでございます。 

 以下、事項別明細書にて説明いたしますので、

国保６ページをお開きください。まず歳入です。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税は、

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減ると見込まれる世帯に対する国民健康保険税

の減免見込額591万1,000円を減額するものです。

なお、この減免額に対しては全額交付金で補填

されます。 

 ３款１項１目災害臨時特例補助金は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による国民健康保険

税減免の国分の補填として交付されることから、

354万5,000円を増額するものです。 

 ２目社会保障・税番号制度システム整備費補

助金は、３月から改修予定のオンライン資格確

認に対応するため、システム改修に対する交付

により115万円を増額するものです。 

 ４款１項１目保険給付費等交付金は、２節保

険者努力支援制度分特別交付金として513万

3,000円、国保７ページになりますが、３節特

別調整交付金分特別交付金として121万6,000円

を、事業実績による交付金の調整等を行うため

増額するものです。 

 ６款１項１目一般会計繰入金では、１節、２

節、５節が額の確定に伴うもの、４節出産育児

一時金が支給見込み件数の減に伴う減額となり

ます。 

 ２項１目財政調整基金繰入金は、補正財源を

調整するため928万3,000円を減額するものです。 

 ７款繰越金は、令和元年度普通交付金の額の

確定により7,728万5,000円を返還するために増

額するものです。 

 歳出です、国保９ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費は、財源の組替え補

正です。 

 ２款４項１目出産育児一時金は、支給見込み

件数を13件から10件に修正したことにより135

万円を減額するものです。 

 ３款国民健康保険事業費納付金から、国保11

ページの６款２項１目保健衛生普及費まで、財

源の組替え補正です。 

 ９款１項３目償還金は、令和元年度普通交付

金の額の確定により7,728万5,000円の返還が生

じたため増額するものです。 

 以上が令和２年度長井市国民健康保険特別会

計補正予算第２号の概要でございます。 

 続きまして、議案第29号 令和２年度長井市

後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の概要

についてご説明いたします。後期１ページをお

開きください。 

 第１条につきましては、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ746万3,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ３億7,253万8,000円とする

ものでございます。以下、事項別明細書により

説明いたしますので、後期４ページをお開きく

ださい。まず、歳入です。 

 １款１項後期高齢者医療保険料は、特別徴収
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保険料を800万3,000円増額するとともに、２目

普通徴収保険料を201万3,000円減額し、２億

6,763万5,000円とするものです。 

 ３款１項２目一般会計繰入金は、額の確定に

伴い71万9,000円を増額し、１億372万4,000円

とするものです。 

 ４款１項１目繰越金は、60万5,000円とする

ものです。 

 ６款１項１目高齢者医療制度円滑運営事業費

補助金は、システム改修費に伴う国庫補助分と

して増額するものです。 

 次に、歳出です。後期５ページをお開きくだ

さい。 

 １款１項１目一般管理費は、保険料軽減特例

見直しに伴うシステム改修委託料として75万

4,000円を増額するものです。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金

は、保険料等負担金を599万円、保険基盤安定

制度分を71万9,000円増額し、３億6,619万

2,000円とするものでございます。 

 以上が令和２年度長井市後期高齢者医療特別

会計補正予算第１号の概要でございます。よろ

しくご審査賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 議案第２８号 令和２年度長井市介 

 護保険特別会計補正予算第４号 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第28号 令和２年

度長井市介護保険特別会計補正予算第４号の１

件について。 

 梅津義徳福祉あんしん課長。 

○梅津義徳福祉あんしん課長 議案第28号 令和

２年度長井市介護保険特別会計補正予算第４号

の概要についてご説明申し上げます。議案書の

介護１ページをご覧ください。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に4,125万3,000円追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ34億1,562万円といたす

ものでございます。 

 それでは、事項別明細書によりご説明いたし

ますので、６ページをご覧ください。初めに歳

入でございます。 

 １款１項介護保険料、１目第１号被保険者保

険料で、保険料の減免により181万4,000円減額

し、３款２項国庫補助金では、１目調整交付金

で77万9,000円、４目保険者機能強化推進交付

金で549万1,000円、７目保険者努力支援交付金

490万3,000円など、以降合計で1,220万8,000円

増額し、８款１項１目繰越金では、前年度繰越

金3,085万9,000円を増額するものです。 

 ７ページをご覧ください。次に、歳出でござ

います。 

 ２款１項１目介護サービス等給付費では、介

護保険料の減額及び国庫支出金の増額による財

源更正を行い、２款２項１目介護予防サービス

等給付費で1,200万円減額し、２款４項１目高

額介護サービス等費で1,000万円、８ページに

移りまして、２款５項１目高額医療合算介護サ

ービス等費で200万円それぞれ増額いたすもの

です。 

 ３款１項１目サービス事業費及び３款２項１

目一般介護予防事業費は、それぞれ財源更正に

よるものでございます。 

 ９ページに移りまして、４款１項１目介護給

付費準備基金積立金は4,125万3,000円増額いた

しまして、4,155万8,000円とするものです。 

 以上でございます。よろしくご審査賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

 

 議案第３０号 令和２年度長井市下 

 水道事業会計補正予算第５号 
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○梅津善之委員長 次に、議案第30号 令和２年

度長井市下水道議会計補正予算第５号の１件に

ついて。 

 蒲生浩美上下水道課長。 

○蒲生浩美上下水道課長 議案第30号 令和２年

度長井市下水道事業会計補正予算第５号の概要

についてご説明申し上げます。 

 このたびの補正でございますが、第２条収益

的収入及び支出におきましては、消費税の所要

見込額について補正いたすもので、収入の第１

款公共下水道事業収益を121万円、第３款農業

集落排水事業収益を280万円、第４款浄化槽事

業収益を145万4,000円それぞれ増額し、収入の

合計を546万4,000円増額いたすものでございま

す。 

 支出につきましては、第１款の公共下水道事

業費用を509万7,000円、第２款特定環境保全公

共下水道事業費用を36万7,000円増額し、費用

の合計で546万4,000円増額いたすものでござい

ます。 

 第３条の資本的収入及び支出につきましては、

資本費平準化債の借入れ並びに人件費を増額い

たすもので、２ページをお開き願います。収入

の第１款に企業債、資本費平準化債になります

が、１億1,000万円を増額し、一般会計補助金

を同額減額いたしますが、支出の第１款に職員

人件費を30万円増額いたしますので、一般会計

補助金の減額を１億970万円といたすものでご

ざいます。 

 第４条から３ページの第６条につきましては、

表及び条文のとおり改めるものでございます。

詳細につきまして、実施計画書によりご説明申

し上げます。４ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出につきましては、収入の

１款３項特別利益に令和元年度分消費税還付金

121万円を増額いたすものでございます。 

 ３款２項営業外収益につきましては、令和２

年度分の消費税の還付金増額見込額280万円を

増額し、４款３項特別利益には、令和元年度分

の消費税還付金145万4,000円を増額いたすもの

でございます。 

 支出につきましては、５ページにかけまして、

１款２項営業外費用に令和２年度分消費税納付

見込みの増額分509万7,000円を、２款２項営業

外費用に、同じく令和２年度分の消費税納付見

込みの増額分36万7,000円をそれぞれ増額いた

すものでございます。資本的収入及び支出につ

きましては、収入の１款１項企業債に資本費平

準化債の借入れ１億1,000万円を増額いたすと

ともに、３項補助金から一般会計補助金を１億

970万円減額いたすものでございます。 

 支出につきましては、６ページにかけまして、

１款１項建設改良費に時間外手当30万円を増額

いたすものでございます。 

 10ページをご覧いただきたいと思います。こ

ちらは補正後のキャッシュフロー計算書になり

ます。このたびの補正を加味しまして、期末残

高を940万円と見込んだところでございます。 

 以上が令和２年度長井市下水道事業会計補正

予算第５号の概要でございます。よろしくご審

査賜りますようお願い申し上げます。 

○梅津善之委員長 概要の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 総括質疑の発言通告がありませんので、各会

計予算案の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。 

 

 

 議案第２６号 令和２年度長井市一 

 般会計補正予算第１４号についての 

 質疑 

 

 

○梅津善之委員長 まず、議案第26号 令和２年

度長井市一般会計補正予算第14号の１件につい


