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予  算  決  算  委  員  会  

 
令和元年9月19日(木) ～25日(水） 

全  員  協  議  会  室 

9/19（木）10時  00分 ～  時  分 

9/20（金）10時  00分 ～  時  分 

9/24（火）10時  00分 ～  時  分 

9/25（水）10時  00分 ～  時  分 

＊9/25は予備日  

【出席委員】道下委員長、永見副委員長 

      三浦委員、沖田委員、西川委員、村武委員、川上委員、柳楽委員、  

串﨑委員、小川委員、野藤委員、上野委員、飛野委員、笹田委員、   

布施委員、岡本委員、芦谷委員、佐々木委員、田畑委員、西田委員、 

澁谷委員、西村委員、牛尾委員 

【議長出席】川神議長  

【執 行 部】近重副市長、石本教育長、砂川総務部長、岡田地域政策部長、 

前木健康福祉部長、斗光市民生活部長、湯淺産業経済部長、 

石田都市建設部長、吉永金城支所長、塚田旭支所長、岩田弥栄支所長、 

田城三隅支所長、河上教育部長、中村消防長、坂田上下水道部長、 

草刈財政課長  ほか 

【代表監査委員】小池代表監査委員 【監査委員事務局】原田事務局長 

【会計管理者】湯淺会計管理者 

【事 務 局】古森局長、篠原次長、大下書記 

 

 議 題 

1 昨年度の予算決算委員会付帯意見の対応状況について  

2 認定第1号 平成30年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定について 

（総務文教委員会関係） 

3 認定第3号 平成30年度浜田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 
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4 認定第1号 平成30年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定について 

（福祉環境委員会関係） 

5 認定第2号 平成30年度浜田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

6 認定第9号  平成30年度浜田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

7 認定第5号  平成30年度浜田市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

8 認定第6号  平成30年度浜田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

9 認定第7号 平成30年度浜田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

10 認定第8号 平成30年度浜田市生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

11 認定第10号 平成30年度浜田市水道事業会計決算認定について 

12 認定第11号 平成30年度浜田市工業用水道事業会計決算認定について 

13 認定第1号 平成30年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定について 

（産業建設委員会関係） 

14 認定第4号 平成30年度浜田市公設水産物仲買売場特別会計歳入歳出決算認

定について 

15 採決および審査のまとめについて 

 



平成 29年度決算認定に係る付帯意見に対する対応報告 

 

◎平成 29年度認定 浜田市一般会計歳入歳出に対する付帯意見 

 

〇適正な予算執行及び事業効果等の検証について 

 

1 当初予算額と決算額とに大きな乖離が生じている事業が散見された。予算編成

の段階から十分事業内容を精査したうえで、適正な予算額の計上に努め、執行

率の向上を目指すとともに、事業実施後は各部署で事業効果の検証を行い、次

年度の事業構築に活かされたい。 

 

2 期待された効果が得られなかった事業については、有効に予算を活用するため

にも、事業の改廃あるいは事業内容の見直しを検討されたい。 

 

【対応報告】 

 適正な予算執行及び事業効果の検証について、普通交付税の合併算定替による

特別加算措置が皆減となる令和 3 年度以降は、財政状況が逼迫することが予想さ

れます。このため、予算要求にあたっては、「限られた財源を最大限有効に活用す

るために、「なぜやるか」を考え、より有効な施策として「何ができるのか」を検

証すること」を各課に求めているところです。 

加えて、「既存事業については、漫然と前例踏襲の要求を行うのではなく、実施目

的や実施による成果を明らかにし、事業の廃止も含め見直しを行うこと」を留意

事項として示すとともに、平成 30年度において行った事務事業評価のうち、外部

評価を行った事業については、評価結果を具体的に予算編成に反映し、予算編成

段階を含め、適正な執行に努めることとしております。 

 

〇予算の流用について 

 

3 多額の流用が行われている事業があった。やむを得ず処理をされたものとは考

えられるが、補正で対応できるものはきちんと補正対応するなど、安易な流用

を行わないよう対応策を講じられたい。 

 

【対応報告】 

   予算の流用については、予算の執行にあたっては、財務規則第 14条の規定に基

づき、毎年度、予算の執行方針を定め各課へ通知しており、その中で、予算の計

画的な執行とチェックを徹底することを求めております。 



具体的な取組といたしましては、予算執行課の係長段階での確認を徹底したうえ

で、更に管理職が確認を行うように管理体制を強化することで、適正な予算の執

行管理に努めてまいります。 

 

〇時間外勤務の削減について 

 

4 偏った部署において時間外勤務増となっている。業務の進め方や、職員間の業

務配分の点検等を行うことにより時間外勤務の削減を図り、職員の健康管理に

一層努められたい。 

 

【対応報告】 

平成 30年 11月において、各所属長に対し、業務の進め方や職員間の業務配分の

点検を含めた時間外勤務命令等における留意事項について通知を行い、時間外勤務

が特に多い部署については、削減に向けた個別協議等を実施しているところです。 

削減に向けた具体的な取組といたしましては、気象警報等の発表が継続し、災害対

応期間が連続した場合に係る総務部内の支援体制を構築することにより、防災安全

課に集中する負担の軽減を図ったところです。 

また、平成 30 年 7 月に働き方改革関連法が成立したことを受け、上限とされる

月 45 時間を超えて時間外勤務を行った職員に対し、産業医による面接指導勧奨を

含めた通知を平成31年2月より開始し、職員の健康管理面にも配慮しております。 

今後とも、過重労働が心身に与える影響等も考慮した上で、特定の部署や特定の職

員に過重な負担がかからないよう、部内若しくは部を越えた応援体制の構築、業務

の見直しや平準化などの手法を検討してまいります。 

 

〇地域振興基金を活用した事業の成果の情報共有について 

 

5 地域振興基金を活用した事業について、各自治区独自の特色ある事業が進めら

れているが、市全体で活用できる情報はできるだけ共有し、その成果や効果が

活かされるよう努められたい。 

 

【対応報告】 

各自治区において、旧市町村当時からそれぞれにおいて取組んできた個性ある

まちづくりを継承し、これを推進することを目的に設置した地域振興基金を活用

し、これまで様々な事業を実施してまいりました。 

人口減少が進む現状においては、定住対策を中心とした事業を実施しておりま

すが、実施した事業の成果や課題等に関して、本庁担当課及び各支所担当課にお

ける情報共有の場を設定し、各支所の取組等を共有するよう努めております。 

地域振興基金を活用していない事業につきましても、各部署において、本庁支



所間での情報共有を進めており、今後とも、各種事業の円滑な実施に向け、本庁

支所間の連携を深めてまいります。 



R1.9予算決算委員会　　平成30年度決算審査通告一覧（発言順）

質問順 通告者 委員会 会計 実績報告書№ 通告項目 資　料 担当課

1 澁谷　幹雄 総務文教 人材育成と職員研修につて
人事課
外　該当課

2 澁谷　幹雄 総務文教 専決処分について 総務課、人事課

3 澁谷　幹雄 総務文教 教育委員会委員の活動について 教育総務課

4 澁谷　幹雄 総務文教 今後の財政運営について 監査委員意見書P8 監査委員事務局

5 澁谷　幹雄 総務文教 内部統制について 監査委員意見書P9 監査委員事務局

6 澁谷　幹雄 総務文教 流用について 監査委員意見書P74 監査委員事務局

7 澁谷　幹雄 総務文教 繰上償還について 監査委員意見書P67 監査委員事務局

8 澁谷　幹雄 総務文教 市債の状況について 監査委員意見書P44 監査委員事務局

9 澁谷　幹雄 総務文教 市民一人当たりの地方債額について 監査委員意見書P29 監査委員事務局

10 西村　　健 総務文教 一般 奨学金貸与事業 決算附属書類　P142・143 教育総務課

11 西村　　健 総務文教 一般 要保護・準要保護児童扶助費について 決算附属書類　P146・147 学校教育課

12 西村　　健 総務文教 一般 要保護・準要保護生徒扶助費について 決算附属書類　P148・149 学校教育課

13 川上幾雄 総務文教 一般 6 職員給与費 主要施策等実績報告書Ｐ25 人事課

14 川上幾雄 総務文教 一般 7 財産の取得・処分の状況 主要施策等実績報告書Ｐ26 行財政改革推進課

15 西川真午 総務文教 一般 10 人事管理事務費 主要施策等実績報告書Ｐ28 人事課

16 川上幾雄 総務文教 一般 17 市有財産有効活用推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ31 行財政改革推進課

17 川上幾雄 総務文教 一般 18 旭支所庁舎複合化事業 主要施策等実績報告書Ｐ32 行財政改革推進課、
旭支所防災自治課

18 川上幾雄 総務文教 一般 19 ひゃこるネットみすみ運営事業 主要施策等実績報告書Ｐ32 三隅支所防災自治課

19 串﨑　利行 総務文教 一般 25 地域安全まちづくり事業 主要施策等実績報告書Ｐ35 防災安全課

20 上野　  茂 総務文教 一般 25 地域安全まちづくり事業 主要施策等実績報告書Ｐ35 防災安全課

21 岡本　正友 総務文教 一般 26 河川監視カメラ整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ36 防災安全課

22 小川　稔宏 総務文教 一般 31 路線バス利用促進事業 主要施策等実績報告書Ｐ39 まちづくり推進課

23 西川真午 総務文教 一般 32 企画事務費 主要施策等実績報告書Ｐ39 政策企画課

24 小川　稔宏 総務文教 一般 33 生活路線バス運行事業 主要施策等実績報告書Ｐ40

まちづくり推進課、金
城支所防災自治課、旭
支所防災自治課、弥栄
支所防災自治課、三隅
支所防災自治課

25 小川　稔宏 総務文教 一般 34 新交通システム運営事業 主要施策等実績報告書Ｐ41 まちづくり推進課

26 野藤　  薫 総務文教 一般 35 定住対策基金事業 主要施策等実績報告書Ｐ42

金城支所防災自治課、
旭支所防災自治課、弥
栄支所防災自治課、三
隅支所防災自治課

27 沖田真治 総務文教 一般 36 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ43

まちづくり推進課、金
城支所防災自治課、旭
支所防災自治課、弥栄
支所防災自治課、三隅
支所防災自治課

28 川上幾雄 総務文教 一般 36 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ43

まちづくり推進課、金
城支所防災自治課、旭
支所防災自治課、弥栄
支所防災自治課、三隅
支所防災自治課

29 澁谷　幹雄 総務文教 一般 36 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ43

まちづくり推進課、金
城支所防災自治課、旭
支所防災自治課、弥栄
支所防災自治課、三隅
支所防災自治課

30 西村　　健 総務文教 一般 36 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ43

まちづくり推進課、金
城支所防災自治課、旭
支所防災自治課、弥栄
支所防災自治課、三隅
支所防災自治課

31 西村　　健 総務文教 一般 37 美又地域振興事業 主要施策等実績報告書Ｐ43 金城支所防災自治課

32 沖田真治 総務文教 一般 38 地域公共交通再編事業 主要施策等実績報告書Ｐ44 まちづくり推進課

33 川上幾雄 総務文教 一般 38 地域公共交通再編事業 主要施策等実績報告書Ｐ44 まちづくり推進課

34 小川　稔宏 総務文教 一般 38 地域公共交通再編事業 主要施策等実績報告書Ｐ44 まちづくり推進課



R1.9予算決算委員会　　平成30年度決算審査通告一覧（発言順）

質問順 通告者 委員会 会計 実績報告書№ 通告項目 資　料 担当課

35 飛野　弘二 総務文教 一般 38 地域公共交通再編事業 主要施策等実績報告書Ｐ44　 まちづくり推進課

36 布施　賢司 総務文教 一般 38 地域公共交通再編事業 主要施策等実績報告書Ｐ44 まちづくり推進課

37 三浦大紀 総務文教 一般 39 はまだ暮らし応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ44 政策企画課

38 野藤　  薫 総務文教 一般 39 はまだ暮らし応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ44 政策企画課

39 笹田　　卓 総務文教 一般 39 はまだ暮らし応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ44　 政策企画課

40 上野　  茂 総務文教 一般 42 高等学校生徒下宿費支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ45 まちづくり推進課

41 西川真午 総務文教 一般 44 地域公共交通計画策定事業 主要施策等実績報告書Ｐ46 まちづくり推進課

42 村武まゆみ 総務文教 一般 45 中山間地域対策調査研究事業 主要施策等実績報告書Ｐ47 まちづくり推進課

43 飛野　弘二 総務文教 一般 45 中山間地域対策調査研究事業 主要施策等実績報告書Ｐ47 まちづくり推進課

44 村武まゆみ 総務文教 一般 46 大学を核としたまちづくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ47 まちづくり推進課

45 芦谷　英夫 総務文教 一般 46 大学を核としたまちづくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ47 まちづくり推進課

46 澁谷　幹雄 総務文教 一般 46 大学を核としたまちづくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ47 まちづくり推進課

47 笹田　　卓 総務文教 一般 59 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ53

防災安全課、人権セ
ンター、まちづくり推
進課、金城支所防災
自治課

48 小川　稔宏 総務文教 一般 253 スクールバス運行事業 主要施策等実績報告書Ｐ156 学校教育課

49 川上幾雄 総務文教 一般 256 次世代教育環境整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ157
教育総務課、学校教
育課、生涯学習課、
文化振興課

50 川上幾雄 総務文教 一般 257 学校施設非構造部材耐震化事業 主要施策等実績報告書Ｐ158 教育総務課

51 芦谷　英夫 総務文教 一般 264 学校支援員配置事業 主要施策等実績報告書Ｐ162 学校教育課

52 澁谷　幹雄 総務文教 一般 264 学校支援員配置事業 主要施策等実績報告書Ｐ162 学校教育課

53 三浦大紀 総務文教 一般 267 学力向上総合対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ163 学校教育課

54 西川真午 総務文教 一般 267 学力向上総合対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ163 学校教育課

55 川上幾雄 総務文教 一般 273 小学校教育振興運営費 主要施策等実績報告書Ｐ166 学校教育課

56 村武まゆみ 総務文教 一般 279 公民館活動推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ169 生涯学習課

57 柳楽　真智子 総務文教 一般 280 公民館施設改修事業 主要施策等実績報告書Ｐ170
生涯学習課、
三隅分室

58 岡本　正友 総務文教 一般 283 土曜学習支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ171 生涯学習課

59 牛尾　　昭 総務文教 一般 283 土曜学習支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ171 生涯学習課

60 西川真午 総務文教 一般 284 ふるさと郷育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ172 生涯学習課

61 芦谷　英夫 総務文教 一般 284 ふるさと郷育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ172 生涯学習課

62 牛尾　　昭 総務文教 一般 284 ふるさと郷育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ172 生涯学習課

63 西川真午 総務文教 一般 285 各期における親の学び推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ173 生涯学習課

64 村武まゆみ 総務文教 一般 285 各期における親の学び推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ173 生涯学習課

65 野藤　  薫 総務文教 一般 285 各期における親の学び推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ173 生涯学習課

66 岡本　正友 総務文教 一般 285 各期における親の学び推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ173 生涯学習課

67 西川真午 総務文教 一般 287 文化振興事業 主要施策等実績報告書Ｐ174 文化振興課

68 柳楽　真智子 総務文教 一般 287 文化振興事業 主要施策等実績報告書Ｐ174 文化振興課

69 川上幾雄 総務文教 一般 291 浜田城・北前船関係展示案内施設整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ176 文化振興課

70 笹田　　卓 総務文教 一般 296 社会体育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ178 生涯学習課

71 野藤　  薫 総務文教 一般 299 運動施設改修事業 主要施策等実績報告書Ｐ180 生涯学習課
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72 川上幾雄 総務文教 駐車場 特別会計の決算収支について 主要施策等実績報告書Ｐ21 行財政改革推進課

73 澁谷　幹雄 福祉環境 市税の収入未済・不納欠損状況について 監査委員意見書Ｐ36 監査委員事務局

74 川上幾雄 福祉環境 一般 市税等の徴収実績について 主要施策等実績報告書Ｐ16 地域福祉課

75 川上幾雄 福祉環境 一般 市税等の徴収実績について 主要施策等実績報告書Ｐ18 税務課

76 笹田　　卓 福祉環境 一般 59 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ53 金城支所市民福祉
課、税務課

77 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 61 社会福祉協議会助成事業 主要施策等実績報告書Ｐ54 地域福祉課

78 柳楽　真智子 福祉環境 一般 64 障がい者福祉事務費 主要施策等実績報告書Ｐ56 地域福祉課

79 西村　　健 福祉環境 一般 64 障がい者福祉事務費 主要施策等実績報告書Ｐ56 地域福祉課

80 牛尾　　昭 福祉環境 一般 64 障がい者福祉事務費 主要施策等実績報告書Ｐ56 地域福祉課

81 小川　稔宏 福祉環境 一般 66 障がい者訓練等給付事業 主要施策等実績報告書Ｐ57 地域福祉課

82 小川　稔宏 福祉環境 一般 67 地域生活支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ57 地域福祉課

83 西村　　健 福祉環境 一般 67 地域生活支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ57 地域福祉課

84 村武まゆみ 福祉環境 一般 68 障がい児通所給付事業 主要施策等実績報告書Ｐ58 地域福祉課

85 柳楽　真智子 福祉環境 一般 73 高齢者福祉サービス事業 主要施策等実績報告書Ｐ60 健康医療対策課

86 牛尾　　昭 福祉環境 一般 73 高齢者福祉サービス事業 主要施策等実績報告書Ｐ60 健康医療対策課

87 小川　稔宏 福祉環境 一般 74 地域包括支援センター運営事業 主要施策等実績報告書Ｐ61 健康医療対策課

88 村武まゆみ 福祉環境 一般 76 包括的支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ62 健康医療対策課

89 柳楽　真智子 福祉環境 一般 77 介護予防・日常生活支援総合事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

90 芦谷　英夫 福祉環境 一般 77 介護予防・日常生活支援総合事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

91 西村　　健 福祉環境 一般 77 介護予防・日常生活支援総合事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

92 西川真午 福祉環境 一般 78 敬老入浴券贈呈事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

93 野藤　  薫 福祉環境 一般 78 敬老入浴券贈呈事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

94 飛野　弘二 福祉環境 一般 78 敬老入浴券贈呈事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

95 布施　賢司 福祉環境 一般 78 敬老入浴券贈呈事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

96 芦谷　英夫 福祉環境 一般 78 敬老入浴券贈呈事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

97 西村　　健 福祉環境 一般 78 敬老入浴券贈呈事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 健康医療対策課

98 村武まゆみ 福祉環境 一般 79 放課後児童クラブ設置事業 主要施策等実績報告書Ｐ64 子育て支援課

99 串﨑　利行 福祉環境 一般 79 放課後児童クラブ設置事業 主要施策等実績報告書Ｐ64 子育て支援課

100 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 79 放課後児童クラブ設置事業 主要施策等実績報告書Ｐ64 子育て支援課

101 川上幾雄 福祉環境 一般 85 子育て支援のための拠点施設整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ67 子育て支援課

102 村武まゆみ 福祉環境 一般 89 特別保育事業 主要施策等実績報告書Ｐ69 子育て支援課

103 笹田　　卓 福祉環境 一般 89 特別保育事業 主要施策等実績報告書Ｐ69 子育て支援課

104 岡本　正友 福祉環境 一般 89 特別保育事業 主要施策等実績報告書Ｐ69 子育て支援課

105 西川真午 福祉環境 一般 93 扶  助  費 主要施策等実績報告書Ｐ71 地域福祉課

106 笹田　　卓 福祉環境 一般 93 扶  助  費 主要施策等実績報告書Ｐ71 地域福祉課

107 三浦大紀 福祉環境 一般 96 地域医療連携事業 主要施策等実績報告書Ｐ73 健康医療対策課

108 柳楽　真智子 福祉環境 一般 97 がん検診事業 主要施策等実績報告書Ｐ74 健康医療対策課

109 岡本　正友 福祉環境 一般 97 がん検診事業 主要施策等実績報告書Ｐ74 健康医療対策課
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110 西村　　健 福祉環境 一般 109 住民基本台帳等旧姓併記対応事業 主要施策等実績報告書Ｐ81 総合窓口課

111 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 111 国民健康保険特別会計繰出金 主要施策等実績報告書Ｐ82 保険年金課

112 笹田　　卓 福祉環境 一般 115 乳幼児医療費助成事業 主要施策等実績報告書Ｐ84 保険年金課

113 西川真午 福祉環境 一般 117 地球温暖化対策実行計画策定事業 主要施策等実績報告書Ｐ85 環境課

114 村武まゆみ 福祉環境 一般 118 動物愛護推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ86 環境課

115 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 119 霊園管理運営費 主要施策等実績報告書Ｐ86 環境課

116 川上幾雄 福祉環境 一般 308 公共下水道事業特別会計繰出金 主要施策等実績報告書Ｐ185 下水道課

117 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 308 公共下水道事業特別会計繰出金 主要施策等実績報告書Ｐ185 下水道課

118 牛尾　　昭 福祉環境 国保 国民健康保険料 主要施策等実績報告書Ｐ15 保険年金課

119 柳楽　真智子 福祉環境 国保 139 特定健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ96 保険年金課

120 芦谷　英夫 福祉環境 国保 142 医療費適正化事業 主要施策等実績報告書Ｐ98 保険年金課

121 川上幾雄 福祉環境 下水道 310 公営企業会計適用事業 主要施策等実績報告書Ｐ186 下水道課

122 笹田　　卓 産業建設 一般 ふるさと体験村維持管理事業 決算附属書類　P107 弥栄支所産業建設課

123 西村　　健 産業建設 一般 弥栄農産物デザイン推進事業 決算附属書類　P108・109 弥栄支所産業建設課

124 川上幾雄 産業建設 一般 市税等の徴収実績について 主要施策等実績報告書Ｐ15 建築住宅課

125 牛尾　　昭 産業建設 一般 使用料及び手数料 主要施策等実績報告書Ｐ16 建築住宅課

126 笹田　　卓 産業建設 一般 59 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ53 金城支所産業建設課

127 飛野　弘二 産業建設 一般 148 ふるさと寄附促進事業 主要施策等実績報告書Ｐ101 ふるさと寄附推進室

128 笹田　　卓 産業建設 一般 148 ふるさと寄附促進事業 主要施策等実績報告書Ｐ101 ふるさと寄附推進室

129 小川　稔宏 産業建設 一般 149 海外友好都市交流推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ102 観光交流課

130 牛尾　　昭 産業建設 一般 149 海外友好都市交流推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ102 観光交流課

131 澁谷　幹雄 産業建設 一般 151 勤労者福祉預託金 主要施策等実績報告書Ｐ103 商工労働課

132 上野　  茂 産業建設 一般 155 有害鳥獣捕獲事業 主要施策等実績報告書Ｐ105

農林振興課、金城支所
産業建設課、旭支所産
業建設課、弥栄支所産
業建設課、三隅支所産
業建設課

133 串﨑　利行 産業建設 一般 159 「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 主要施策等実績報告書Ｐ107 農林振興課

134 飛野　弘二 産業建設 一般 159 「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 主要施策等実績報告書Ｐ107 農林振興課

135 飛野　弘二 産業建設 一般 164 新規就農者育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ110 農林振興課

136 三浦大紀 産業建設 一般 166 地域提案型農業総合対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ111 金城支所産業建設課

137 布施　賢司 産業建設 一般 166 地域提案型農業総合対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ111 金城支所産業建設課

138 西村　　健 産業建設 一般 166 地域提案型農業総合対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ111 金城支所産業建設課

139 岡本　正友 産業建設 一般 168 畜産収益力強化対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ112 農林振興課

140 柳楽　真智子 産業建設 一般 171 農道維持修繕費 主要施策等実績報告書Ｐ113

農林振興課、金城支所
産業建設課、旭支所産
業建設課、弥栄支所産
業建設課、三隅支所産
業建設課

141 沖田真治 産業建設 一般 178 水産資源確保対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ117 水産振興課

142 野藤　  薫 産業建設 一般 178 水産資源確保対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ117 水産振興課

143 三浦大紀 産業建設 一般 179 「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ118 水産振興課

144 村武まゆみ 産業建設 一般 179 「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ118 水産振興課

145 澁谷　幹雄 産業建設 一般 181 活気あふれる浜田漁港創出事業 主要施策等実績報告書Ｐ119 水産振興課
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146 川上幾雄 産業建設 一般 184 （仮称）山陰浜田港公設市場整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ120 監査委員事務局

147 野藤　  薫 産業建設 一般 189 浜田港振興会負担金 主要施策等実績報告書Ｐ123 産業振興課

148 川上幾雄 産業建設 一般 191 浜田市商業活性化支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ124 商工労働課

149 川上幾雄 産業建設 一般 192 産業振興パワーアップ事業 主要施策等実績報告書Ｐ124 産業振興課

150 沖田真治 産業建設 一般 194 起業家支援プロジェクト事業 主要施策等実績報告書Ｐ125 商工労働課

151 西川真午 産業建設 一般 194 起業家支援プロジェクト事業 主要施策等実績報告書Ｐ125 商工労働課

152 村武まゆみ 産業建設 一般 194 起業家支援プロジェクト事業 主要施策等実績報告書Ｐ125 商工労働課

153 沖田真治 産業建設 一般 195 商品リスト作成事業 主要施策等実績報告書Ｐ126 産業振興課

154 沖田真治 産業建設 一般 197 ＢＵＹ浜田推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ127 商工労働課

155 芦谷　英夫 産業建設 一般 198 広島プロジェクト推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ127 広島事務所

156 澁谷　幹雄 産業建設 一般 198 広島プロジェクト推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ127 広島事務所

157 小川　稔宏 産業建設 一般 201 観光振興事業 主要施策等実績報告書Ｐ129

観光交流課、金城支所
産業建設課、旭支所産
業建設課、弥栄支所産
業建設課、三隅支所産
業建設課

158 西川真午 産業建設 一般 204 観光協会助成事業 主要施策等実績報告書Ｐ130 観光交流課

159 澁谷　幹雄 産業建設 一般 205 美又温泉国民保養センター運営費 主要施策等実績報告書Ｐ131 金城支所産業建設課

160 芦谷　英夫 産業建設 一般 206 和紙の郷運営事業 主要施策等実績報告書Ｐ131 三隅支所防災自治課

161 笹田　　卓 産業建設 一般 209 「ようこそ！浜田」事業 主要施策等実績報告書Ｐ133 観光交流課

162 芦谷　英夫 産業建設 一般 209 「ようこそ！浜田」事業 主要施策等実績報告書Ｐ133 観光交流課

163 柳楽　真智子 産業建設 一般 213 浜田開府４００年記念イベント事業 主要施策等実績報告書Ｐ135
観光交流課開府
400年推進室

164 岡本　正友 産業建設 一般 217 美又温泉国民保養センター再整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ137 金城支所産業建設課

165 澁谷　幹雄 産業建設 一般 219 土木総務事務費 主要施策等実績報告書Ｐ139

維持管理課、金城支所
産業建設課、旭支所産
業建設課、弥栄支所産
業建設課、三隅支所産
業建設課

166 岡本　正友 産業建設 一般 223 建築物耐震改修促進事業 主要施策等実績報告書Ｐ141 建築住宅課

167 澁谷　幹雄 産業建設 一般 224 危険空き家緊急安全対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ141 建築住宅課

168 澁谷　幹雄 産業建設 一般 233 浜田駅前広場整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ146 建設企画課

169 布施　賢司 産業建設 一般 237 カーブミラー緊急対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ148 維持管理課

170 川上幾雄 産業建設 一般 239 橋梁長寿命化改修事業 主要施策等実績報告書Ｐ149 維持管理課

171 川上幾雄 産業建設 一般 241 河川維持管理事業 主要施策等実績報告書Ｐ150

維持管理課、金城支所
産業建設課、旭支所産
業建設課、弥栄支所産
業建設課、三隅支所産
業建設課

172 川上幾雄 産業建設 一般 244 城山公園整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ151 建設整備課

173 西川真午 産業建設 一般 245 身近な公園整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ152 維持管理課

174 牛尾　　昭 産業建設 一般 325 農業委員会事務局費 主要施策等実績報告書Ｐ196 農業委員会事務局


