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   開     会 

 

 

○梅津善之委員長 おはようございます。 

 これから予算特別委員会を開きます。 

 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。 

 それでは、去る１日の本会議において予算特

別委員会に付託になりました補正予算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、既に配付し

ております会議日程表のとおりでありますので、

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の説明を

求めます。 

 

 

 議案第５０号 令和３年度長井市一 

 般会計補正予算第７号 

 

 

○梅津善之委員長 まず、議案第50号 令和３年

度長井市一般会計補正予算第７号の１件につい

て。 

 鈴木嗣郎財政課長。 

○鈴木嗣郎財政課長 おはようございます。 

 議案第50号 令和３年度長井市一般会計補正

予算第７号の概要につい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３億5,568万

3,000円を増額し、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ175億9,546万9,000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、５ページの第２表の

とおり、債務負担行為を追加し、第３条につき

ましては、第３表のとおり、地方債を変更する

ものでございます。 

 次に、事項別明細書によりご説明いたします。 

 ８ページへお進み願います。歳入でございま

す。９款１項地方特例交付金が376万2,000円の

減額、10款１項地方交付税が普通交付税分で３

億7,777万8,000円の増額でございます。９款、

10款ともに額の確定による補正でございます。 

 14款２項国庫補助金は、１目で新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金が749万

6,000円、４目で社会資本整備総合交付金が746

万2,000円、いずれも増額となったことなどに

より1,664万5,000円の増額。 

 下のページ、15款２項県補助金は、２目で山

形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付

金1,063万5,000円を計上したことなどにより

1,970万7,000円の増額でございます。 

 17款１項寄附金は40万円の増額。 

 10ページの18款２項基金繰入金では、財政調

整基金繰入金を7,500万円減額いたします。 

 19款１項繰越金は１億800万1,000円、前年度

繰越金を増額してございます。 

 20款４項雑入は61万9,000円の増額。 

 21款１項市債につきましては、３目の基盤整

備事業債1,060万円、４目の道路橋りょう整備

事業債740万円が増額、７目の臨時財政対策債

が１億670万5,000円の減額で、項の合計では

8,870万5,000円の減額でございます。 

 次に、12ページから歳出でございます。この

たびの補正では、人事異動に伴う職員人件費、

会計年度任用職員人件費などにつきまして、該

当する款項目節において必要な調整、組替え等

を行ったほか、時間外勤務手当を増額しており

ます。 

 表中の説明欄、一般職給料、時間外手当、そ

の他の手当、共済費、会計年度任用職員報酬、
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その他の手当、共済費、費用弁償、特別会計繰

出金、企業会計負担金など、関連する部分につ

きましては、割愛の上、説明させていただきま

す。 

 １款１項議会費は87万7,000円の減額。 

 ２款１項総務管理費は、３目の下のページで

減債基金積立金２億1,000万円、６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

事業1,752万6,000円などで、項の合計は２億

5,916万9,000円の増額でございます。２項徴税

費は、14ページにかけて159万7,000円の増額、

３項戸籍住民基本台帳費は203万1,000円の減額、

４項選挙費は1,305万3,000円の減額、５項統計

調査費は６万3,000円の減額、６項監査委員費

は1,106万4,000円の増額でございます。 

 ３款１項社会福祉費は、１目の16ページ、灯

油購入助成事業746万5,000円などがあり、項の

合計は下のページ、1,097万円の増額。18ペー

ジ、２項児童福祉費は、１目で返還金のほか、

下のページ、保育施設保育料等負担軽減事業

1,063万5,000円を追加したことなどにより、合

計は20ページ、3,720万9,000円の増額。３項生

活保護費は、合計が下のページ、379万7,000円

の増額。 

 ４款１項保健衛生費は1,403万5,000円の増額。

22ページ、２項清掃費は２万円の増額。 

 ６款１項農業費は、３目で元気な地域農業担

い手育成支援事業、気象災害等対策生産資材緊

急支援事業、下のページ、５目で新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、６

目の県営事業負担金などで増額となり、項の合

計は2,078万6,000円の増額。２項林業費は75万

2,000円の減額。 

 24ページ、７款１項商工費は、２目で地域商

業活力向上事業が増額、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で減額があり、

合計では221万1,000円の減額でございます。 

 下のページ、８款１項土木管理費は５万

2,000円の減額、２項道路橋りょう費は、２目

の協働のまちづくり支援事業が増額、26ページ、

３目で社会資本整備総合交付金事業が1,575万

円の増額となり、項の合計は2,960万1,000円の

増額。３項河川費は66万8,000円の増額。下の

ページ、４項都市計画費は1,027万5,000円の減

額。28ページ、５項住宅費は、２目の住宅新築

補助事業などで662万6,000円の増額。 

 ９款１項消防費は、２目の非常備消防管理運

営事業などで337万円の増額。 

 下のページ、10款１項教育総務費は177万

2,000円の減額、２項小学校費は519万2,000円

の増額。30ページ、３項中学校費は、中学校特

別講演会事業などを含め923万7,000円の増額で

ございます。４項社会教育費は、２目の成人式

事業などもありますが、合計は下のページ、

1,957万7,000円の減額、５項保健体育費は、合

計が32ページ、699万5,000円の減額でございま

す。 

 以上が令和３年度長井市一般会計補正予算第

７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５１号 令和３年度長井市訪 

 問看護事業特別会計補正予算第１号 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第51号 令和３年

度長井市訪問看護事業特別会計補正予算第１号

の１件について。 

 菅 秀一健康スポーツ課長。 

○菅 秀一健康スポーツ課長 おはようございま

す。 

 それでは、議案第51号 令和３年度長井市訪

問看護事業特別会計補正予算第１号についてご

説明申し上げます。 

 訪看１をご覧ください。第１条の歳入歳出予
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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７万9,000円を追加し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ2,590万1,000円とするもの

でございます。 

 それでは、事項別明細書によりご説明申し上

げますので、訪看６をお開きください。歳入に

つきましては、３款繰入金、１項１目一般会計

繰入金７万9,000円を増額するものです。 

 次に、下のページをご覧ください。歳出につ

きましては、１款１項事業費、１目訪問看護事

業費として、職員人件費７万9,000円を増額す

るものです。補正の内容でございますが、職員

人件費のうち共済費になりますが、共済負担率

の変更に伴い増額するものです。 

 以上、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５２号 令和３年度長井市介 

 護保険特別会計補正予算第１号 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第52号 令和３年

度長井市介護保険特別会計補正予算第１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 おはようございま

す。 

 議案第52号 令和３年度長井市介護保険特別

会計補正予算第１号についてご説明申し上げま

す。 

 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

歳入歳出それぞれ2,821万6,000円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ33億6,960万2,000

円とするものでございます。 

 それでは、事項別明細書によりご説明します

ので、介護６ページをお開きください。初めに、

歳入でございます。３款２項国庫補助金は、２

目地域支援事業交付金を21万2,000円、３目介

護保険事業費補助金を64万2,000円、合わせて

85万4,000円増額し、５款２項県補助金は、１

目地域支援事業交付金を10万6,000円増額し、

７款１項一般会計繰入金は、２目地域支援事業

繰入金を10万6,000円、３目その他一般会計繰

入金を64万1,000円、合わせて74万7,000円増額

し、次のページ、２項の基金繰入金は、１目介

護給付費準備基金繰入金を12万7,000円増額、

８款１項１目繰越金は、前年度繰越金を2,638

万2,000円増額するものでございます。 

 続いて、介護８ページをご覧ください。歳出

でございますが、１款１項１目一般管理費は、

システム改修委託料128万3,000円を増額し、２

款１項１目介護サービス等給付費は、財源更正

を行い、３款３項包括的支援事業・任意事業費

では、人事異動などによる一般職の給料等につ

いて、１目総合相談事業費では156万9,000円を

減額、次のページの３目包括的・継続的ケアマ

ネジメント事業費では26万8,000円の増額を行

い、４目任意事業費及び７目認知症総合支援事

業費では、会計年度任用職員の報酬等について、

それぞれ120万9,000円、64万3,000円を増額し、

３項合計では55万1,000円増額するものでござ

います。 

 ５款１項２目償還金は、令和２年度の介護給

付費負担金等の額が確定したことにより、説明

欄にありますように、介護給付費負担金償還金、

介護給付費交付金償還金、地域支援事業交付金

償還金、次のページの地域支援事業支援交付金

償還金、合わせて2,638万2,000円を増額するも

のでございます。 

 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５３号 令和３年度長井市水 
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 道事業会計補正予算第１号 

 議案第５４号 令和３年度長井市下 

 水道事業会計補正予算第２号 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第53号 令和３年

度長井市水道事業会計補正予算第１号及び議案

第54号 令和３年度長井市下水道事業会計補正

予算第２号の２件について。 

 山口和則上下水道課長。 

○山口和則上下水道課長 おはようございます。 

 議案第53号 令和３年度長井市水道事業会計

補正予算第１号の概要についてご説明申し上げ

ます。 

 水道１ページをお開きください。初めに、補

正の内容でございますが、４月の人事異動に伴

い、収益的収入及び支出におきましては、営業

費用について、職員人件費を増額いたすととも

に、資本的収入及び支出におきましては、建設

改良費について、同じく職員人件費を減額いた

すものでございます。 

 第２条収益的収入及び支出につきましては、

支出の第１款水道事業費用を122万7,000円増額

いたすものでございます。 

 また、第３条資本的収入及び支出につきまし

ては、本文括弧書き中の条文を改めますととも

に、支出の第１款資本的支出を５万7,000円減

額いたすものでございます。 

 ２ページにお進みいただきまして、第４条に

つきましては、予算第８条に定めた職員給与費

を117万円増額いたすものでございます。 

 それでは、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。 

 ３ページをご覧ください。収益的収入及び支

出につきましては、支出の１款１項営業費用を

122万7,000円増額いたすものでございます。内

訳といたしましては、１目浄水及び配給水費に

おいて、給料などの人件費33万8,000円を増額

し、３目業務及び総係費につきましても同じく

人件費88万9,000円を増額いたすものでござい

ます。 

 ４ページをお開き願います。資本的収入及び

支出につきましては、支出の１款１項建設改良

費を５万7,000円減額いたすもので、内訳とい

たしましては、１目事務費のうち職員人件費の

減額でございます。 

 ５ページから７ページにつきましては、補正

前と補正後を比較した給与明細書でございます。 

 ８ページをご覧ください。補正後のキャッシ

ュフロー計算書でございます。当初予算におい

て見込み計上しておりました期首残高を決算に

より確定した額に改めた上で、このたびの補正

を加味して期末の残高を８億8,073万2,000円と

見込んだものでございます。 

 以上が令和３年度長井市水道事業会計補正予

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。 

 続きまして、議案第54号 令和３年度長井市

下水道事業会計補正予算第２号の概要について

ご説明申し上げます。 

 下水道１ページをお開きください。初めに、

補正の内容でございますが、収益的収入及び支

出におきましては、人事異動及び資本的収入及

び支出からの組替えに伴い、支出の第１款から

第３款まで計2,094万8,000円を増額し、あわせ

て、収入の一般会計補助金及び国県補助金を同

額増額補正いたすものでございます。 

 資本的収入及び支出におきましては、新規事

業に加え、人事異動及び収益的収入及び支出へ

の組替えに伴い、支出の第１款から第４款まで、

計1,690万8,000円を減額し、あわせて、収入の

企業債並びに一般会計補助金及び国県補助金を

同額減額補正いたすものでございます。 

 それでは、資料に基づきご説明申し上げます。

第２条収益的収入及び支出につきましては、収

入、支出ともにそれぞれ2,094万8,000円を増額
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いたすものです。 

 ２ページにお進みいただきまして、第３条資

本的収入及び支出につきましては、収入、支出

それぞれ1,690万8,000円を減額いたすものでご

ざいます。 

 ３ページをご覧ください。第４条につきまし

ては、予算第６条に定めた起債の限度額を表に

記載のとおり改めるものでございます。また、

第５条につきましては、予算第９条に定めた職

員給与費を203万4,000円増額いたすもの、第６

条につきましては、一般会計からの補助金を

204万円増額いたすものでございます。 

 続きまして、詳細について、実施計画書によ

りご説明申し上げます。 

 ４ページをお開きください。収益的収入及び

支出につきましては、収入の１款公共下水道事

業収益、２項営業外収益、２目他会計補助金に

おいて、職員の人事異動に伴う減額分２万

5,000円のほか、資本的収入及び支出である４

条予算との組替えにより1,044万8,000円を増額、

５目国県補助金におきましては、４条予算から

の組替えにより1,000万円を増額し、２款特定

環境保全公共下水道事業収益、２項営業外収益、

１目他会計補助金では、人事異動に伴う増額分

３万7,000円のほか、１款公共下水道事業収益

からの組替えにより６万2,000円を増額。 

 ３款農業集落排水事業収益、２項営業外収益、

１目他会計補助金では、人事異動に伴い43万

8,000円を増額いたすとともに、５ページの支

出におきましては、１款公共下水道事業費用で

は、１項営業費用、１目管渠管理費で、４条予

算からの組替えにより、委託料2,000万円を増

額するとともに、３目総係費では、人事異動に

伴う減額分２万5,000円のほか、４条予算から

の組替え分と合わせまして47万3,000円を増額。

３項特別損失では、冬期概算請求精算金に係る

過年度損益修正損について、２款特定環境保全

公共下水道事業費用との組替えにより２万

5,000円を減額。 

 １款全体では2,044万8,000円を増額し、２款

特定環境保全公共下水道事業費用では、１項営

業費用、３目総係費で人事異動に伴い３万

7,000円を増額、公共下水道事業費用との組替

えによる過年度損益修正損の２万5,000円の増

額と合わせまして、２款全体で６万2,000円を

増額。また、６ページの３款農業集落排水事業

費用では、１項営業費用、３目総係費において、

職員の人事異動に伴い43万8,000円を増額する

ものでございます。 

 続きまして、資本的収入及び支出につきまし

ては、収入では１款公共下水道事業資本的収入

において、１項企業債、１目の企業債について、

今回の新規事業である米沢養護学校分校整備に

伴う下水道布設工事実施設計業務の財源として

200万円を増額、２款特定環境保全公共下水道

事業資本的収入からの組替えに伴う210万円の

増額と合わせ、合計で410万円の増額といたす

とともに、３項補助金におきましては、１目の

国庫補助金において、３条予算である収益的収

入への組替えに伴い1,000万円を減額。また、

２目の他会計補助金におきましては、人事異動

に伴う一般会計補助金156万4,000円の増額のほ

か、３条予算への組替えによる1,049万8,000円

の減額、２款特定環境保全公共下水道事業から

の組替えによる７万円の増額などと合わせまし

て885万8,000円を減額いたし、１款全体では

1,475万8,000円の減額といたすものでございま

す。 

 ２款特定環境保全公共下水道事業資本的収入

では、１項１目の企業債で210万円を、３項補

助金、１目他会計補助金で７万円を、それぞれ

１款に組み替えることにより減額、２款全体で

は217万円の減額とするとともに、７ページの

４款浄化槽事業資本的収入では、３項補助金、

２目他会計補助金において、職員の人事異動に

伴い一般会計補助金を２万円増額するものでご
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ざいます。 

 次に、支出についてご説明申し上げます。１

款公共下水道事業資本的支出、１項建設改良費

におきましては、１目管渠建設事業費について、

米沢養護学校分校整備に係る下水道布設工事実

施設計業務委託料200万6,000円の増額のほか、

３条予算への組替えによる2,000万円の減額と

合わせ1,799万4,000円を減額するとともに、２

目管理センター事業費では、２款特定環境保全

公共下水道事業資本的支出からの組替えにより

217万円を増額いたします。また、３目建設総

務費では、１節給料から８ページの６節法定福

利費引当金繰入額まで、職員の人事異動に伴う

人件費として156万4,000円を増額。10節光熱水

費から49節雑費まで、３条予算の組替えによる

49万8,000円の減額と合わせて106万6,000円の

増額といたすものでございます。 

 さらに、２款特定環境保全公共下水道事業資

本的支出では、１項建設改良費、１目管渠整備

費について、１款１項２目管理センター事業費

への組替えに伴い217万円の減額とし、４款浄

化槽事業資本的支出では、１項建設改良費、１

目建設総務費について、人事異動に伴う人件費

分として２万円を増額するものでございます。 

 ９ページから11ページにつきましては、補正

前と補正後を比較しました給与明細になってご

ざいます。 

 12ページをご覧ください。補正後のキャッシ

ュフロー計算書でございます。このたびの補正

を加味いたしまして、資金の期末残高を5,942

万2,000円と見込んだところでございます。 

 以上が令和３年度長井市下水道事業会計補正

予算第２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

計補正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５０号 令和３年度長井市一 

 般会計補正予算第７号についての質 

 疑 

 

 

○梅津善之委員長 まず、議案第50号 令和３年

度長井市一般会計補正予算第７号の１件につい

て、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 おはようございます。 

 23ページ、ちょっと今朝話題になったのでお

尋ねをし、確認をしたいと思います。コロナ禍

で産業界、特に農業の畜産、肉牛を飼っておら

れる方のために、消費拡大ということでの事業

が、私の記憶だと、市長と農林課と打合せをし

ながら、実行委員会の中で、地元の農産物の消

費拡大ということで始まって、数年たって、関

係する農家には非常にメリットがあったし、地

元の方々にも地元の米沢牛を食べていただくと

いうことで続けてきたわけです。今回220万円、

国のコロナウイルス対策の特別臨時交付金で賄

うという補正であります。もう既に実行委員会

が設立されて、何回か打合せをして、ポスター

なり広報なりでお知らせをして、市民の方には

チケットで買っていただくと、予約販売という

ことになるわけですが、この補助金を含めて、

総額の予算はどうなっていて、長井市からの補

助金を入れないとチケット代が足りないのか、

余るのか。恐らく今までの経過だと、米沢牛２

頭を利用して、市民に格安でということで事業

をやってきたのかなということ一つと、長井市

のイメージアップで、あやめ公園の高台で、最

上川こいで河川公園の駐車場でという経過もあ

ったわけですが、予算の使われ方について、市


