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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
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民全体の合意って得られて、誤解が生まれない

のかなと、私ちょっと不思議に思ったわけです。

その辺のところ、農林課長から、予算の使われ

方について説明をいただきたいと思います。 

○梅津善之委員長 佐々木勝彦農林課長。 

○佐々木勝彦農林課長 まず初めに、米沢牛チャ

ンピオン牛の郷長井黒べこまつりの実施につい

ては、今回11回を迎えまして行いました。この

趣旨については、議員のご紹介のとおりでござ

います。現在行っておりますのは、当初予算で

計上いただいた予算で準備を進めておりまして、

過日、隣組回覧でも市民の皆様にお伝えしたと

ころでございます。 

 今回補正で上程いたしますものは、さらにお

うちで黒べこまつりを12月あるいは１月に開催

すべく準備を進めていきたい、そのようなこと

で補正を組ませていただいたところでございま

す。現在進めている黒べこまつり、そして今回

補正で上程いたします黒べこまつりは、また別

なものということでございますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

○梅津善之委員長 13番、小関秀一委員。 

○１３番 小関秀一委員 質問しましたが、当初

予算での最初の予定と、これからさらに何回か

していく中で、今回の補正220万円の使い道に

ついては、さらに盛大に、さらに格安にという

ことで企画をするということでよろしいんです

か。 

 これは、農家にとっては大変結構なことだし、

市民にとってもいいことなので、私は反対をす

るために聞いてるわけじゃないんですが、コロ

ナウイルス対策でこういうお金を使って、全市

民の方に行き渡ればいいんですが、プレミアム

商品券のときも議論があったわけですが、お金

の余裕のある人はどんどんうまいものを食べて

くださいということになりはしないかという心

配も含めてです。例えば、あやめ公園の高台で

食ってみたいけど、なかなか券が高くて行がん

ねとか、いろいろな声もありましたので、その

辺も含めて不平等感のないイベントで、コロナ

ウイルス対策の交付金をうまく使ってもらえっ

といいなという思いもありましたので、12月、

１月の予定、この予算の使い道について、もう

少し詳しく説明いただけるとありがたいです。 

○梅津善之委員長 佐々木勝彦農林課長。 

○佐々木勝彦農林課長 今回補正予算案を上程さ

せていただく黒べこまつりの大方の実施の方針

ですけれども、補助金220万円、そして当日の

販売、前売り券でやりたいと思ってますので、

その販売手数料が150万円を要すると考えてお

ります。200セットであります。現在進めてい

る黒べこまつりについては300セットというこ

とでございまして、やっぱり数に限りがあると

いうことでございます。 

 ただ、米沢牛は毎日のように頻繁に食卓で食

べれるようなものではないんですけども、年に

１回そういった機会で安くお求めいただいて、

そして、それをきっかけに長井の黒べこのご理

解をいただきたいという趣旨でございます。 

 また、チケットのほかにももう少し格安で、

切り落としとか、そういったものも当日販売で

準備していきたいと考えているところでござい

ます。 

○梅津善之委員長 13番、小関秀一委員。 

○１３番 小関秀一委員 今説明あったように

200セット、どういうセットでいくらかはこれ

からかもしんねけども、220万円あったら牛２

頭分の枝肉買えるんです。それを、例えばこの

補助金使って実行委員会が仕入れて、いろんな

経費かかるわけだし、チケットを格安にすんの

かもしんねけど、チケット代の収入も入れば、

余るんでないかというのよ。 

 総括などでやったほうがよかったのかもしん

ねけども、私はこういうコロナウイルス対策の

お金の使い道でいいのかという、単純な疑問な

のよ。220万円で仕入れて、チケットも市民か
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ら買ってもらって、そして、あやめ公園の高台

でするわけでないから、テント張ったりなんて

いう経費もかからないわけだから、私はそこを

もう一回確認をしたいです。イベントなり、こ

ういう事業をするなという思いで質問している

んでないから、これから12月、１月にかけての

事業なので、間に合うと思うので、確認をした

いなと思います。じゃあ、農林課長、再度その

辺も説明をいただけるとありがたいです。 

○梅津善之委員長 佐々木勝彦農林課長。 

○佐々木勝彦農林課長 今後計画する牛肉まつり

でございますけども、先ほど申し上げた補助金

と、前売り券の販売料ということで、およそ

400万円弱の予算を組みながら、ただ、支出に

ついては、販売セットが200万円、加工料であ

ったり、印刷製本ということでチラシ代であっ

たり、そして、そのほか広告料、あとお買物券

というものを想定しております。お買物券につ

いては、後ほど市内の牛肉店のほうでお買い求

めいただけるようなお買物券というものでござ

います。そういったもろもろの支出を組みまし

て、何とか収支を合わせているというような状

況でございまして、決して余裕ある予算組みで

はないということであります。 

○梅津善之委員長 ほかにございませんか。 

 ６番、金子豊美委員。 

○６番 金子豊美委員 31ページの教育費、５項

保健体育費の004生涯学習プラザ運動公園施設

管理運営事業費について、健康スポーツ課長に

お伺いします。 

 協議会の説明資料によりますと、散水設備等

の改修によるということですが、これはどうい

った状況で改修しなければならなくなったのか、

それ１点まずお聞きします。 

○梅津善之委員長 菅 秀一健康スポーツ課長。 

○菅 秀一健康スポーツ課長 今現在、置賜生涯

学習プラザで散水機を準備してありますが、そ

れが修繕をしないと、水の出が悪いというよう

な状況で、その部分の修繕になります。 

○梅津善之委員長 ６番、金子豊美委員。 

○６番 金子豊美委員 そうすると、そういった

改善の修繕費というのは毎年ではないと思うん

ですが、定期的に出てくるということでよろし

いですか。 

○梅津善之委員長 菅 秀一健康スポーツ課長。 

○菅 秀一健康スポーツ課長 ずっともつという

部分ではありませんので、定期的に点検をしな

がら、修繕が必要かなとは思っているところで

す。 

○梅津善之委員長 よろしいですか。ほかにござ

いませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 ほかに質疑もないので、質疑

を終結いたします。 

 

 

 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 

 についての質疑 

 

 

○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、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 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 

 いての質疑 

 

 

○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
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件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 ほかに質疑もないので、質疑

を終結いたします。 

 

 

 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号について 

 の質疑 

 

 

○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号の１件に

ついて、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 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号につい 

 ての質疑 

 

 

○梅津善之委員長 次に、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１件

について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 以上で、各会計補正予算案に対する質疑は全

部終了いたしました。 

 

 

 令和３年度長井市各会計補正予算案 

 の表決 

 

 

○梅津善之委員長 これから各会計補正予算案に

対する討論、表決でありますが、ご意見のある

方は本会議にてご発言いただくこととし、この

際、討論を省略し、直ちに採決を行います。 

 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、採決いたし

ます。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は、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、

採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は、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、採

決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は、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53号 令和３年度長井市水道事

業会計補正予算第１号の１件について、採決い

たします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は、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１件について、採決
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いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は、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、本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） 

○梅津善之委員長 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と決定いたしまし

た。 

 また、来る27日の本会議における本委員会の

審査報告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 

 

 

○梅津善之委員長 予算特別委員会は、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。 

 

 

    午前１０時４６分 閉会 

 

 

   会議録署名 

 

    委 員 長 梅 津 善 之 


