
予算決算委員会（福祉環境委員会関係） 

     令 和 2 年 3 月 1 2 日（木） 
     9：00  ～   ：   
          全 員 協 議 会 室 

 

【出席委員】 永見委員長、沖田副委員長 

三浦委員、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、道下委員、 

田畑委員、西田委員、澁谷委員、西村委員、牛尾委員 

【議  長】 川神議長 

【執 行 部】 久保田市長、近重副市長、内藤金城自治区長、岩谷旭自治区長、熊谷弥栄自治区長、 

中島三隅自治区長、前木健康福祉部長、斗光市民生活部長、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、坂田上下水道部長、砂川総務部長、草刈財政課長 ほか 

【事 務 局】 古森局長、篠原次長、大下書記 

   

議 題 

 

１ 議案第20号 令和元年度浜田市一般会計補正予算（第6号） 

 

２ 議案第21号 令和元年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第3号） 

 

３ 議案第22号 令和元年度浜田市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号） 

 

４ 議案第23号 令和元年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） 

 

５ 議案第24号 令和元年度浜田市水道事業会計補正予算（第1号） 

 

６ 議案第25号 令和2年度浜田市一般会計予算  

 

７ 議案第26号 令和2年度浜田市国民健康保険特別会計予算  

 

８ 議案第29号 令和2年度浜田市農業集落排水事業特別会計予算 

 

９ 議案第30号 令和2年度浜田市漁業集落排水事業特別会計予算 

 

10 議案第31号 令和2年度浜田市生活排水処理事業特別会計予算 

 

11 議案第32号 令和2年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 

 
裏面に続く 



12 議案第33号 令和2年度浜田市水道事業会計予算 

 

13 議案第34号 令和2年度浜田市工業用水道事業会計予算 

 

14 議案第35号 令和2年度浜田市公共下水道事業会計予算 

 

15 その他 

 

 

   

 



R２.３予算決算委員会　　令和元年度補正予算審査　通告一覧（発言順）

発言順 通告者 委員会 説明資料№ 通告項目（事業名等） 備考 担当課

1 川上　幾雄 総務文教 歳入
補正予算説明資料　P2
　財産収入・・・内容及び時期
　繰入金・・・内容及び金額

総務部 行財政改革推進課
総務部 財政課
教育委員会 教育総務課
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

2 笹田　　卓 総務文教 4 路線バス利用促進事業 地域政策部 まちづくり推進課

3 西川　真午 総務文教 14 わくわく浜田生活実現支援事業 地域政策部 政策企画課

4 川上　幾雄 総務文教 14 わくわく浜田生活実現支援事業 地域政策部 政策企画課

5 笹田　　卓 総務文教 14 わくわく浜田生活実現支援事業 地域政策部 政策企画課

6 三浦　大紀 総務文教 43 リハビリテーションカレッジ島根支援事業
学校の魅力化対策などの他の取組
状況

地域政策部 まちづくり推進課
地域政策部 関連施設支援室

7 笹田　　卓 総務文教 43 リハビリテーションカレッジ島根支援事業 地域政策部 まちづくり推進課
地域政策部 関連施設支援室

8 西村　　健 総務文教 43 リハビリテーションカレッジ島根支援事業 地域政策部 まちづくり推進課
地域政策部 関連施設支援室

9 川上　幾雄 総務文教 109 奨学金貸与事業 教育委員会 教育総務課

10 笹田　　卓 総務文教 109 奨学金貸与事業 教育委員会 教育総務課

11 川上　幾雄 福祉環境 34 放課後児童クラブ設置事業 健康福祉部 子育て支援課

12 川上　幾雄 福祉環境 41 地域医療連携事業 健康福祉部 健康医療対策課

13 川上　幾雄 福祉環境 53 霊園管理運営費 市民生活部 環境課

14 川上　幾雄 産業建設 歳入
補正予算説明資料　P2
　財産収入・・・内容及び時期
　繰入金・・・内容及び金額

産業経済部 農林振興課
産業経済部 水産振興課
産業経済部 ふるさと寄附推
進室

15 川上　幾雄 産業建設 10 ふるさと寄附促進事業 産業経済部 ふるさと寄附推進室

16 西川　真午 産業建設 63 農林水産振興がんばる地域応援総合事業（農業） 産業経済部 農林振興課

17 川上　幾雄 産業建設 63 農林水産振興がんばる地域応援総合事業（農業） 産業経済部 農林振興課

18 西村　　健 産業建設 63 農林水産振興がんばる地域応援総合事業（農業） 産業経済部 農林振興課

19 西川　真午 産業建設 64 ふるさと農業研修生育成事業 産業経済部 農林振興課

20 川上　幾雄 産業建設 64 ふるさと農業研修生育成事業 産業経済部 農林振興課

21 飛野　弘二 産業建設 65 有害鳥獣緊急対策事業 産業経済部 農林振興課

22 西川　真午 産業建設 66 「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 3/3取下げ 産業経済部 農林振興課

23 笹田　　卓 産業建設 66 「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 産業経済部 農林振興課

24 川上　幾雄 産業建設 70 新規就農者育成支援事業 産業経済部 農林振興課

25 川上　幾雄 産業建設 71 農業次世代人材投資事業 産業経済部 農林振興課

26 川上　幾雄 産業建設 72 土地基盤整備事業 産業経済部 農林振興課

27 川上　幾雄 産業建設 74 農地有効利用支援整備事業 産業経済部 農林振興課

28 川上　幾雄 産業建設 76 農業水路等長寿命化防災減災事業 産業経済部 農林振興課

29 川上　幾雄 産業建設 78 公社造林事業 産業経済部 農林振興課

30 西川　真午 産業建設 79 豊かな森づくり推進事業 産業経済部 農林振興課

31 川上　幾雄 産業建設 81 県営広域基幹林道整備事業 産業経済部 農林振興課

32 川上　幾雄 産業建設 82 林地崩壊防止事業 産業経済部 農林振興課

33 川上　幾雄 産業建設 83 ふるさと漁業研修生育成事業 産業経済部 水産振興課

34 笹田　　卓 産業建設 83 ふるさと漁業研修生育成事業 産業経済部 水産振興課

35 川上　幾雄 産業建設 89 後継者等人材育成支援事業 産業経済部 商工労働課

36 飛野　弘二 産業建設 89 後継者等人材育成支援事業 産業経済部 商工労働課

37 笹田　　卓 産業建設 89 後継者等人材育成支援事業 産業経済部 商工労働課

38 飛野　弘二 産業建設 90 地域産業担い手育成支援事業 産業経済部 農林振興課・水産振興課

39 川上　幾雄 産業建設 93 ブルーツーリズム推進事業 産業経済部 観光交流課

40 川上　幾雄 産業建設 94 狭あい道路拡幅整備事業 都市建設部 建築住宅課

41 川上　幾雄 産業建設 97 がけ地近接等危険住宅移転事業 都市建設部 建築住宅課

42 笹田　　卓 産業建設 97 がけ地近接等危険住宅移転事業 都市建設部 建築住宅課

43 川上　幾雄 産業建設 98 耐震対策緊急促進事業 都市建設部 建築住宅課

44 川上　幾雄 産業建設 101 景観づくり事業 都市建設部 建設企画課

45 川上　幾雄 産業建設 106 公営住宅等長寿命化改修事業 都市建設部 建築住宅課
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R2.3予算決算委員会　　令和２年度　当初予算審査　通告一覧（発言順）

発言順 通告者 委員会 説明資料№ 通告項目（事業名等） 備考 担当課

175 澁谷　幹雄 福祉環境 基本的考え方

当初予算説明資料　Ｐ2
「各部の優先的な取り組み課
題」とは（予算へどう反映してい
るか）

健康福祉部
市民生活部
上下水道部

176 川上　幾雄 福祉環境 主要施策の予算要求と査定状況
当初予算説明資料　P11～17
7…障がい児通所給付事業

健康福祉部 地域福祉課

177 小川　稔宏 福祉環境
一般会計予算
　（1）歳入の状況

当初予算説明資料　P19
1…市税（4）市たばこ税 市民生活部 税務課

178 西村　　健 福祉環境
一般会計予算
　（1）歳入の状況

当初予算説明資料　P19
1…市税（1）市民税
　　　　　（2）固定資産税
13…負担金(保育所入所負担
金
　　　　　　　　(予算書P18)）

健康福祉部 子育て支援課
市民生活部 税務課
市民生活部 資産税課

179 澁谷　幹雄 福祉環境 決算分類比較
当初予算説明資料　Ｐ25
市税の状況についての分析
見込前年対比ほか

市民生活部 税務課

180 川上　幾雄 福祉環境 149 個人番号カード交付事業 市民生活部 総合窓口課

181 西村　　健 福祉環境 149 個人番号カード交付事業 市民生活部 総合窓口課

182 川上　幾雄 福祉環境 165 社会福祉総務事務費 健康福祉部 地域福祉課

183 芦谷　英夫 福祉環境 172 保健医療福祉協議会費 健康福祉部 地域福祉課

184 村武　まゆみ 福祉環境 173 自死予防対策事業 若者の自死 健康福祉部 健康医療対策課

185 小川　稔宏 福祉環境 173 自死予防対策事業 健康福祉部 健康医療対策課

186 小川　稔宏 福祉環境 176 精神障がい者通院交通費助成事業 健康福祉部 地域福祉課

187 三浦　大紀 福祉環境 184 障がい者福祉事務費 新規導入予定のソフトの内容 健康福祉部 地域福祉課

188 岡本　正友 福祉環境 187 障がい者訓練等給付事業 健康福祉部 地域福祉課

189 村武　まゆみ 福祉環境 190 障がい児通所給付事業 増額内容 健康福祉部 地域福祉課

190 岡本　正友 福祉環境 190 障がい児通所給付事業 健康福祉部 地域福祉課

191 西村　　健 福祉環境 190 障がい児通所給付事業 健康福祉部 地域福祉課

192 川上　幾雄 福祉環境 199 総合福祉センター管理事業 健康福祉部 地域福祉課

193 三浦　大紀 福祉環境 201 浜田地区広域行政組合負担金

3/2取下げ
×31→〇201　事業番号間違
え
高認定率の改善に対する次年
度の戦略

健康福祉部 健康医療対策課

194 澁谷　幹雄 福祉環境 201 浜田地区広域行政組合負担金 健康福祉部 健康医療対策課

195 川上　幾雄 福祉環境 207 高齢者福祉サービス事業 健康福祉部 健康医療対策課

196 串﨑　利行 福祉環境 208 高齢者クラブ連合会助成事業 健康福祉部 健康医療対策課

197 芦谷　英夫 福祉環境 208 高齢者クラブ連合会助成事業 健康福祉部 健康医療対策課

198 西田　清久 福祉環境 208 高齢者クラブ連合会助成事業 健康福祉部 健康医療対策課

199 柳楽　真智子 福祉環境 211 地域包括支援センター運営事業 委託について 健康福祉部 健康医療対策課

200 西村　　健 福祉環境 211 地域包括支援センター運営事業 健康福祉部 健康医療対策課

201 西川　真午 福祉環境 215 包括的支援事業 健康福祉部 健康医療対策課

202 村武　まゆみ 福祉環境 215 包括的支援事業 チームオレンジ 健康福祉部 健康医療対策課

203 柳楽　真智子 福祉環境 215 包括的支援事業 チームオレンジの役割・体制 健康福祉部 健康医療対策課

204 三浦　大紀 福祉環境 216 介護予防・日常生活支援総合事業 新規委託事業の内容 健康福祉部 健康医療対策課

205 西川　真午 福祉環境 216 介護予防・日常生活支援総合事業 健康福祉部 健康医療対策課

206 村武　まゆみ 福祉環境 216 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防普及啓発事業委託 健康福祉部 健康医療対策課

207 川上　幾雄 福祉環境 216 介護予防・日常生活支援総合事業 健康福祉部 健康医療対策課

208 西川　真午 福祉環境 217 敬老入浴券贈呈事業 健康福祉部 健康医療対策課

209 布施　賢司 福祉環境 217 敬老入浴券贈呈事業 健康福祉部 健康医療対策課

210 道下  文男 福祉環境 217 敬老入浴券贈呈事業 健康福祉部 健康医療対策課

211 澁谷　幹雄 福祉環境 217 敬老入浴券贈呈事業 健康福祉部 健康医療対策課

212 村武　まゆみ 福祉環境 218 介護予防教室開設準備経費等支援事業 事業内容 健康福祉部 健康医療対策課

213 川上　幾雄 福祉環境 218 介護予防教室開設準備経費等支援事業 健康福祉部 健康医療対策課

214 柳楽　真智子 福祉環境 218 介護予防教室開設準備経費等支援事業 手をあげる事業所の見込み 健康福祉部 健康医療対策課

1



R2.3予算決算委員会　　令和２年度　当初予算審査　通告一覧（発言順）

発言順 通告者 委員会 説明資料№ 通告項目（事業名等） 備考 担当課

215 芦谷　英夫 福祉環境 218 介護予防教室開設準備経費等支援事業 健康福祉部 健康医療対策課

216 川上　幾雄 福祉環境 219 高齢者福祉計画策定事業 健康福祉部 健康医療対策課

217 村武　まゆみ 福祉環境 227 放課後児童クラブ設置事業 増額内容 健康福祉部 子育て支援課

218 西田　清久 福祉環境 227 放課後児童クラブ設置事業 健康福祉部 子育て支援課

219 西村　　健 福祉環境 227 放課後児童クラブ設置事業 健康福祉部 子育て支援課

220 村武　まゆみ 福祉環境 229 ファミリー・サポート・センター運営事業 増額内容 健康福祉部 子育て支援課

221 西村　　健 福祉環境 230 児童扶養手当支給事業 健康福祉部 子育て支援課

222 三浦　大紀 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 部材決定の判断ライン 健康福祉部 子育て支援課

223 西川　真午 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

224 川上　幾雄 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

225 笹田　　卓 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

226 布施　賢司 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

227 岡本　正友 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

228 道下  文男 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

229 西田　清久 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

230 澁谷　幹雄 福祉環境 239 子育て世代包括支援センター整備事業 健康福祉部 子育て支援課

231 柳楽　真智子 福祉環境 242 私立保育所運営費助成事業
未認定の要配慮児の為に配置
した人件費補助も含まれるのか

健康福祉部 子育て支援課

232 澁谷　幹雄 福祉環境 244 第３子以降保育料軽減事業 健康福祉部 子育て支援課

233 川上　幾雄 福祉環境 248 病後児保育室運営事業 健康福祉部 子育て支援課

234 笹田　　卓 福祉環境 248 病後児保育室運営事業 健康福祉部 子育て支援課

235 澁谷　幹雄 福祉環境 248 病後児保育室運営事業 健康福祉部 子育て支援課

236 三浦　大紀 福祉環境 252 母子父子家庭自立支援給付金事業 拡充が大きい理由（考え方） 健康福祉部 子育て支援課

237 西村　　健 福祉環境 255 生活困窮者自立促進支援事業 健康福祉部 地域福祉課

238 川上　幾雄 福祉環境 257 生活保護適正化事業 健康福祉部 地域福祉課

239 西村　　健 福祉環境 257 生活保護適正化事業 健康福祉部 地域福祉課

240 笹田　　卓 福祉環境 258 扶　助　費 健康福祉部 地域福祉課

241 岡本　正友 福祉環境 263 乳幼児等健康診査事業 健康福祉部 子育て支援課

242 川上　幾雄 福祉環境 266 地域医療連携事業 健康福祉部 健康医療対策課

243 柳楽　真智子 福祉環境 266 地域医療連携事業 研修医受入れについて 健康福祉部 健康医療対策課

244 川上　幾雄 福祉環境 275 巡回人間ドック事業 健康福祉部 健康医療対策課

245 三浦　大紀 福祉環境 277 産婦健康診査事業 期待する効果 健康福祉部 子育て支援課

246 村武　まゆみ 福祉環境 277 産婦健康診査事業 産婦検診 健康福祉部 子育て支援課

247 川上　幾雄 福祉環境 277 産婦健康診査事業 健康福祉部 子育て支援課

248 串﨑　利行 福祉環境 277 産婦健康診査事業 健康福祉部 子育て支援課

249 岡本　正友 福祉環境 277 産婦健康診査事業 健康福祉部 子育て支援課

250 西村　　健 福祉環境 277 産婦健康診査事業 健康福祉部 子育て支援課

251 西川　真午 福祉環境 278 はまだ健康チャレンジ事業 健康福祉部 健康医療対策課

252 西田　清久 福祉環境 278 はまだ健康チャレンジ事業 健康福祉部 健康医療対策課

253 川上　幾雄 福祉環境 280 任意予防接種事業 健康福祉部 健康医療対策課

254 柳楽　真智子 福祉環境 284 定期（風しん追加的対策）予防接種事業 280との違い 健康福祉部 健康医療対策課

255 川上　幾雄 福祉環境 288 環境衛生事業 市民生活部 環境課

256 佐々木 豊治 福祉環境 292 飲料水安定確保対策事業 市民生活部 環境課

257 西川　真午 福祉環境 295 もったいない推進事業 市民生活部 環境課

258 川上　幾雄 福祉環境 295 もったいない推進事業 市民生活部 環境課

259 西川　真午 福祉環境 296 地球温暖化対策支援事業 市民生活部 環境課

260 川上　幾雄 福祉環境 296 地球温暖化対策支援事業 市民生活部 環境課

261 西村　　健 福祉環境 296 地球温暖化対策支援事業 市民生活部 環境課

262 川上　幾雄 福祉環境 300 中国自然歩道管理事業 市民生活部 環境課

263 笹田　　卓 福祉環境 303 合併処理浄化槽設置助成事業 上下水道部 下水道課

264 小川　稔宏 福祉環境 305 自動車騒音常時監視事業 市民生活部 環境課

265 川上　幾雄 福祉環境 307 霊園管理運営費 市民生活部 環境課

266 川上　幾雄 福祉環境 322 塵芥車更新事業
市民生活部 環境課
旭支所 市民福祉課
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R2.3予算決算委員会　　令和２年度　当初予算審査　通告一覧（発言順）

発言順 通告者 委員会 説明資料№ 通告項目（事業名等） 備考 担当課

267 野藤　薫 福祉環境 683 幼稚園管理運営費 健康福祉部 子育て支援課

268 西村　　健 福祉環境 684 私立幼稚園保育事業 健康福祉部 子育て支援課

269 澁谷　幹雄 福祉環境 国保 繰入金について 繰入金全般について 市民生活部 保険年金課

270 西村　　健 福祉環境 国保 保険料算定にあたっての考え方 市民生活部 保険年金課

271 澁谷　幹雄 福祉環境 国保1 職員給与費 総務部 人事課

272 澁谷　幹雄 福祉環境 国保2 国保事務費 市民生活部 保険年金課

273 澁谷　幹雄 福祉環境 国保20 出産育児一時金 市民生活部 保険年金課

274 川上　幾雄 福祉環境 国保20 出産育児一時金 市民生活部 保険年金課

275 川上　幾雄 福祉環境 国保診1 職員給与費 総務部 人事課

276 川上　幾雄 福祉環境 国保診3 施設管理事務費 健康福祉部 健康医療対策課

277 川上　幾雄 福祉環境 国保診4 会計年度任用職員報酬等 健康福祉部 健康医療対策課

278 川上　幾雄 福祉環境 国保診5 医薬品衛生材料費 健康福祉部 健康医療対策課

279 川上　幾雄 福祉環境 国保診6 医療用機械器具費 健康福祉部 健康医療対策課

280 三浦　大紀 福祉環境 上水 国の補助メニューなどの活用検討状況 3/5　担当課変更➟ 上下水道部　工務課

281 澁谷　幹雄 福祉環境 上水 修繕費・他会計補助金について 3/7　担当課追加➟
上下水道部　工務課
上下水道部　管理課

282 澁谷　幹雄 福祉環境 工水 工業用水道の考え方について 上下水道部　管理課

283 三浦　大紀 福祉環境 下水道

公営企業会計への移行に際して安定
的な経営を行っていくために特に注力
すべき取り組みについての考え方。
優先的に整備するエリアの接続見込み

上下水道部　下水道課

284 澁谷　幹雄 福祉環境 下水道 他会計補助金・企業債について 上下水道部　下水道課

285 西村　　健 福祉環境 下水道

収入…他会計補助金、長期前受金戻
入
支出…減価償却費、消費税及び地方
消費税

上下水道部 下水道課

3


