
予算決算委員会（産業建設委員会関係） 

     令 和 2 年 3 月 1 3 日（金） 
     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、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、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25号 令和2年度浜田市一般会計予算  

 

３ 議案第28号 令和2年度浜田市公設水産物仲買売場特別会計予算 

 

４ 議案第37号 令和2年度浜田市一般会計補正予算（第1号） 

 

５ 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

286 澁谷　幹雄 産業建設 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）

産業経済部
都市建設部

287 川上　幾雄 産業建設
一般会計予算
　（5）債務負担行為の状況

当初予算説明資料　P22
・ふるさと体験村管理運営費…
計上理由

弥栄支所 産業建設課

288 川上　幾雄 産業建設 ふるさと寄附金充当事業

当初予算説明資料　P29～30
9…農道維持修繕費
10…林道維持修繕費
20…道路維持修繕費
23…河川浄化事業
24…河川維持管理事業
　　すべて、継続的活用

産業経済部 農林振興課
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

289 布施　賢司 産業建設 76 地域間交流事業 産業経済部 観光交流課

290 川上　幾雄 産業建設 80 ふるさと寄附促進事業 産業経済部 ふるさと寄附推進室

291 小川　稔宏 産業建設 107 国際交流事務費 産業経済部 観光交流課

292 川上　幾雄 産業建設 108 浜田国際交流協会助成事業 産業経済部 観光交流課

293 村武　まゆみ 産業建設 109 海外友好都市交流推進事業 浜田日中友好協会交友交流訪問事業 産業経済部 観光交流課

294 川上　幾雄 産業建設 109 海外友好都市交流推進事業 産業経済部 観光交流課

295 小川　稔宏 産業建設 109 海外友好都市交流推進事業 産業経済部 観光交流課

296 川上　幾雄 産業建設 111 ブータン王国友好交流事業 産業経済部 観光交流課

297 小川　稔宏 産業建設 327 浜田地区労働者福祉協議会助成事業 3/4取下げ 産業経済部 商工労働課

298 串﨑　利行 産業建設 333 農業委員会事務局費 農業委員会事務局

299 川上　幾雄 産業建設 335 農業総務事務費 産業経済部 農林振興課

300 川上　幾雄 産業建設 338 危険木・支障木緊急除去事業
産業経済部 農林振興課
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

301 上野　茂 産業建設 338 危険木・支障木緊急除去事業
産業経済部 農林振興課
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

302 道下  文男 産業建設 338 危険木・支障木緊急除去事業
産業経済部 農林振興課
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

303 川上　幾雄 産業建設 339 有害鳥獣被害防止施設整備事業 産業経済部 農林振興課

304 小川　稔宏 産業建設 339 有害鳥獣被害防止施設整備事業 産業経済部 農林振興課

305 三浦　大紀 産業建設 342 ふるさと体験村維持管理事業 3/4取下げ
引渡し前に必要となる業務の有無 弥栄支所 産業建設課

306 川上　幾雄 産業建設 342 ふるさと体験村維持管理事業 弥栄支所 産業建設課

307 上野　茂 産業建設 344 有害鳥獣捕獲事業 産業経済部 農林振興課

308 岡本　正友 産業建設 344 有害鳥獣捕獲事業 3/5取下げ 産業経済部 農林振興課

309 川上　幾雄 産業建設 345 農村公園等維持管理費 各支所 産業建設課

310 川上　幾雄 産業建設 346 農業振興対策費補助事業
弥栄支所 産業建設課
三隅支所 産業建設課

311 川上　幾雄 産業建設 350 ふるさと農業研修生育成事業 産業経済部 農林振興課

312 佐々木 豊治 産業建設 350 ふるさと農業研修生育成事業 産業経済部 農林振興課

313 上野　茂 産業建設 354 地産地消推進事業 産業経済部 農林振興課

314 澁谷　幹雄 産業建設 354 地産地消推進事業 産業経済部 農林振興課

315 三浦　大紀 産業建設 356 「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 3/4取下げ  大幅減額の理由 産業経済部 農林振興課

316 串﨑　利行 産業建設 356 「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

317 田畑　敬二 産業建設 359 多面的機能支払交付金事業 3/3取下げ 産業経済部 農林振興課

318 川上　幾雄 産業建設 364 農業振興基金事業
産業経済部 農林振興課
各支所 産業建設課

319 飛野　弘二 産業建設 364 農業振興基金事業
産業経済部 農林振興課
各支所 産業建設課

320 上野　茂 産業建設 367 新規就農者育成支援事業 産業経済部 農林振興課

321 飛野　弘二 産業建設 367 新規就農者育成支援事業 産業経済部 農林振興課
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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

322 川上　幾雄 産業建設 368 農業次世代人材投資事業 産業経済部 農林振興課

323 飛野　弘二 産業建設 368 農業次世代人材投資事業 産業経済部 農林振興課

324 澁谷　幹雄 産業建設 368 農業次世代人材投資事業 産業経済部 農林振興課

325 西川　真午 産業建設 371 農業振興対策事業 弥栄支所 産業建設課

326 川上　幾雄 産業建設 371 農業振興対策事業 弥栄支所 産業建設課

327 笹田　　卓 産業建設 371 農業振興対策事業 弥栄支所 産業建設課

329 佐々木 豊治 産業建設 371 農業振興対策事業 弥栄支所 産業建設課

328 笹田　　卓 産業建設 372 元谷団地誘致農業経営体支援事業 産業経済部 農林振興課

330 西村　　健 産業建設 372 元谷団地誘致農業経営体支援事業 産業経済部 農林振興課

331 川上　幾雄 産業建設 377 土地改良事業事務費 産業経済部 農林振興課

332 田畑　敬二 産業建設 386 農地耕作条件改善事業 3/4取下げ 産業経済部 農林振興課

333 川上　幾雄 産業建設 387 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

334 田畑　敬二 産業建設 387 農業水路等長寿命化防災減災事業 3/4取下げ 産業経済部 農林振興課

335 川上　幾雄 産業建設 388 農道維持修繕費 産業経済部 農林振興課

336 川上　幾雄 産業建設 391 緊急農道施設適正管理推進事業 産業経済部 農林振興課

337 岡本　正友 産業建設 391 緊急農道施設適正管理推進事業 3/5取下げ 産業経済部 農林振興課

338 川上　幾雄 産業建設 393 林業振興事務費 産業経済部 農林振興課

339 川上　幾雄 産業建設 395 森林総合利用施設管理費 産業経済部 農林振興課

340 野藤　薫 産業建設 399 林地残材有効活用・地域活性化支援事業 産業経済部 農林振興課

341 川上　幾雄 産業建設 402 きのこの里づくり事業 産業経済部 農林振興課

342 澁谷　幹雄 産業建設 402 きのこの里づくり事業 産業経済部 農林振興課

343 川上　幾雄 産業建設 403 浜田産広葉樹活用推進事業 産業経済部 農林振興課

344 西川　真午 産業建設 405 豊かな森づくり推進事業 産業経済部 農林振興課

345 川上　幾雄 産業建設 405 豊かな森づくり推進事業 産業経済部 農林振興課

346 岡本　正友 産業建設 405 豊かな森づくり推進事業 産業経済部 農林振興課

347 西川　真午 産業建設 406 全国植樹祭・全国林業後継者大会運営事業 産業経済部 農林振興課

348 村武　まゆみ 産業建設 406 全国植樹祭・全国林業後継者大会運営事業 全国植樹祭の内容 産業経済部 農林振興課

349 野藤　薫 産業建設 406 全国植樹祭・全国林業後継者大会運営事業 産業経済部 農林振興課

350 布施　賢司 産業建設 406 全国植樹祭・全国林業後継者大会運営事業 3/4取下げ 産業経済部 農林振興課

351 川上　幾雄 産業建設 407 緊急自然災害防止対策事業 産業経済部 農林振興課

352 岡本　正友 産業建設 407 緊急自然災害防止対策事業 産業経済部 農林振興課

353 西田　清久 産業建設 407 緊急自然災害防止対策事業 3/2取下げ 産業経済部 農林振興課

354 西村　　健 産業建設 407 緊急自然災害防止対策事業 産業経済部 農林振興課

355 上野　茂 産業建設 408 公有林整備事業 産業経済部 農林振興課

356 川上　幾雄 産業建設 412 林道小熊谷線改良事業 産業経済部 農林振興課

357 川上　幾雄 産業建設 415 緊急林道施設適正管理推進事業 産業経済部 農林振興課

358 川上　幾雄 産業建設 425 漁業経営安定資金貸付金 産業経済部 水産振興課

359 川上　幾雄 産業建設 430 ふるさと漁業研修生育成事業 産業経済部 水産振興課

360 笹田　　卓 産業建設 430 ふるさと漁業研修生育成事業 産業経済部 水産振興課

361 川上　幾雄 産業建設 432 「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業 産業経済部 水産振興課

362 川上　幾雄 産業建設 435 浜田地域まき網漁業構造改革円滑化事業 産業経済部 水産振興課

363 笹田　　卓 産業建設 438 山陰浜田港公設市場整備事業 産業経済部 水産振興課

364 道下  文男 産業建設 438 山陰浜田港公設市場整備事業 3/2取下げ 産業経済部 水産振興課

365 道下  文男 産業建設 439 山陰浜田港公設市場開設準備事業 3/2取下げ 産業経済部 水産振興課

366 道下  文男 産業建設 440 高度衛生管理型荷捌所管理運営費 産業経済部 水産振興課

367 澁谷　幹雄 産業建設 440 高度衛生管理型荷捌所管理運営費 産業経済部 水産振興課

368 西川　真午 産業建設 441 高度衛生管理型荷捌所移行円滑化事業 産業経済部 水産振興課

369 川上　幾雄 産業建設 441 高度衛生管理型荷捌所移行円滑化事業 産業経済部 水産振興課

370 笹田　　卓 産業建設 441 高度衛生管理型荷捌所移行円滑化事業 産業経済部 水産振興課

371 道下  文男 産業建設 441 高度衛生管理型荷捌所移行円滑化事業 産業経済部 水産振興課

372 西村　　健 産業建設 441 高度衛生管理型荷捌所移行円滑化事業 産業経済部 水産振興課

373 川上　幾雄 産業建設 442 山陰浜田港公設市場管理運営費 産業経済部 水産振興課

374 芦谷　英夫 産業建設 442 山陰浜田港公設市場管理運営費 産業経済部 水産振興課

375 道下  文男 産業建設 442 山陰浜田港公設市場管理運営費 3/2取下げ 産業経済部 水産振興課
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376 西川　真午 産業建設 443 水産基盤施設開設イベント事業 産業経済部 水産振興課

377 道下  文男 産業建設 443 水産基盤施設開設イベント事業 産業経済部 水産振興課

378 西田　清久 産業建設 443 水産基盤施設開設イベント事業 産業経済部 水産振興課

379 川上　幾雄 産業建設 453 商工業振興事務費 産業経済部 商工労働課

381 小川　稔宏 産業建設 457 浜田市商業活性化支援事業 産業経済部 商工労働課

380 西田　清久 産業建設 457 浜田市商業活性化支援事業 3/2取下げ 産業経済部 商工労働課

382 川上　幾雄 産業建設 460 産業振興パワーアップ事業 産業経済部 産業振興課

383 野藤　薫 産業建設 461 浜田駅周辺イルミネーション事業 産業経済部 商工労働課

384 川上　幾雄 産業建設 463 企業立地奨励事業 産業経済部 商工労働課

385 布施　賢司 産業建設 465 移動販売支援事業 旭支所 産業建設課

386 川上　幾雄 産業建設 467 石州半紙等原材料確保対策事業 三隅支所 産業建設課

387 村武　まゆみ 産業建設 469 起業家支援プロジェクト事業 起業者について 産業経済部 商工労働課

388 小川　稔宏 産業建設 469 起業家支援プロジェクト事業 産業経済部 商工労働課

389 澁谷　幹雄 産業建設 475 広島プロジェクト推進事業 産業経済部 広島事務所

390 田畑　敬二 産業建設 476 萩・石見空港利用促進対策事業 3/3取下げ 産業経済部 商工労働課

391 野藤　薫 産業建設 477 後継者等人材育成支援事業 産業経済部 商工労働課

392 飛野　弘二 産業建設 477 後継者等人材育成支援事業 産業経済部 商工労働課

393 布施　賢司 産業建設 477 後継者等人材育成支援事業 産業経済部 商工労働課

394 岡本　正友 産業建設 477 後継者等人材育成支援事業 産業経済部 商工労働課

395 飛野　弘二 産業建設 478 地域産業担い手育成支援事業 産業経済部 水産振興課

396 三浦　大紀 産業建設 481 観光振興事業
昨年度行った調査結果と今年
度予算への配慮状況 産業経済部 観光交流課

397 川上　幾雄 産業建設 483 温泉施設管理費
金城支所 産業建設課
旭支所 産業建設課

398 川上　幾雄 産業建設 484 観光施設維持管理費

産業経済部 観光交流課
金城支所 産業建設課
旭支所 産業建設課
三隅支所 産業建設課

399 川上　幾雄 産業建設 485 観光協会助成事業 産業経済部 観光交流課

400 西川　真午 産業建設 493 浜田の五地想ものがたり推進事業 産業経済部 観光交流課

401 西川　真午 産業建設 495 合宿等誘致事業 産業経済部 観光交流課

402 川上　幾雄 産業建設 495 合宿等誘致事業 産業経済部 観光交流課

403 布施　賢司 産業建設 495 合宿等誘致事業 産業経済部 観光交流課

404 岡本　正友 産業建設 495 合宿等誘致事業 産業経済部 観光交流課

405 川上　幾雄 産業建設 498 広浜鉄道今福線観光資源活用事業 産業経済部 観光交流課

406 川上　幾雄 産業建設 501 千畳苑改修事業 産業経済部 観光交流課

407 三浦　大紀 産業建設 504 ユネスコ和紙ブランド推進連携事業 和紙のPRに関する事業の今後 産業経済部 産業振興課

408 川上　幾雄 産業建設 504 ユネスコ和紙ブランド推進連携事業 産業経済部 産業振興課

409 西川　真午 産業建設 506 北前船寄港地活用推進事業 3/5取下げ 産業経済部 観光交流課

410 川上　幾雄 産業建設 506 北前船寄港地活用推進事業 産業経済部 観光交流課

411 佐々木 豊治 産業建設 507 金城自治区観光客誘致推進事業 金城支所 産業建設課

412 川上　幾雄 産業建設 508 広浜鉄道今福線観光基盤整備事業 産業経済部 観光交流課

413 川上　幾雄 産業建設 512 石見神楽国立劇場公演事業 産業経済部 観光交流課

414 布施　賢司 産業建設 512 石見神楽国立劇場公演事業 産業経済部 観光交流課

415 道下  文男 産業建設 512 石見神楽国立劇場公演事業 3/2取下げ 産業経済部 観光交流課

416 西川　真午 産業建設 513 第３回全国未成線サミット開催事業 産業経済部 観光交流課

417 布施　賢司 産業建設 513 第３回全国未成線サミット開催事業 産業経済部 観光交流課

418 西田　清久 産業建設 513 第３回全国未成線サミット開催事業 産業経済部 観光交流課

419 西川　真午 産業建設 514 スマートガイド構築事業 産業経済部 観光交流課

420 野藤　薫 産業建設 514 スマートガイド構築事業 産業経済部 観光交流課

421 布施　賢司 産業建設 514 スマートガイド構築事業 産業経済部 観光交流課

422 西田　清久 産業建設 514 スマートガイド構築事業 産業経済部 観光交流課

423 三浦　大紀 産業建設 515 日本遺産石見神楽保存・継承支援事業 本事業による用具寿命への効果 産業経済部 観光交流課

424 西川　真午 産業建設 515 日本遺産石見神楽保存・継承支援事業 産業経済部 観光交流課
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425 笹田　　卓 産業建設 515 日本遺産石見神楽保存・継承支援事業 産業経済部 観光交流課

426 布施　賢司 産業建設 515 日本遺産石見神楽保存・継承支援事業 産業経済部 観光交流課

427 佐々木 豊治 産業建設 515 日本遺産石見神楽保存・継承支援事業 産業経済部 観光交流課

428 道下  文男 産業建設 515 日本遺産石見神楽保存・継承支援事業 3/2取下げ 産業経済部 観光交流課

429 西田　清久 産業建設 515 日本遺産石見神楽保存・継承支援事業 産業経済部 観光交流課

430 岡本　正友 産業建設 516 美又温泉国民保養センター改修事業 金城支所 産業建設課

431 道下  文男 産業建設 516 美又温泉国民保養センター改修事業 金城支所 産業建設課

432 芦谷　英夫 産業建設 521 浜田市人会事業 産業経済部 商工労働課

433 川上　幾雄 産業建設 524 地籍調査事業 都市建設部 地籍調査課

434 澁谷　幹雄 産業建設 524 地籍調査事業 都市建設部 地籍調査課

435 川上　幾雄 産業建設 529 公共土木施設整備事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

436 三浦　大紀 産業建設 530 県立大学周辺道路照明灯ＬＥＤ化事業 削減見込み金額 都市建設部 維持管理課

437 澁谷　幹雄 産業建設 530 県立大学周辺道路照明灯ＬＥＤ化事業 都市建設部 維持管理課

438 岡本　正友 産業建設 531 公共残土等処理場整備事業 都市建設部 建設整備課

439 三浦　大紀 産業建設 533 道路・公園照明灯ＬＥＤ化改修事業 削減見込み金額 都市建設部 維持管理課

440 岡本　正友 産業建設 533 道路・公園照明灯ＬＥＤ化改修事業 都市建設部 維持管理課

441 西田　清久 産業建設 533 道路・公園照明灯ＬＥＤ化改修事業 3/4取下げ 都市建設部 維持管理課

442 川上　幾雄 産業建設 534 建築指導総務費 都市建設部 建築住宅課

443 川上　幾雄 産業建設 535 狭あい道路拡幅整備事業 都市建設部 建築住宅課

444 川上　幾雄 産業建設 540 危険空き家緊急安全対策事業 都市建設部 建築住宅課

445 笹田　　卓 産業建設 540 危険空き家緊急安全対策事業 都市建設部 建築住宅課

446 芦谷　英夫 産業建設 540 危険空き家緊急安全対策事業 都市建設部 建築住宅課

447 西田　清久 産業建設 540 危険空き家緊急安全対策事業 3/4取下げ 都市建設部 建築住宅課

448 澁谷　幹雄 産業建設 540 危険空き家緊急安全対策事業 都市建設部 建築住宅課

449 三浦　大紀 産業建設 542 ブロック塀等撤去費助成事業
市民からの要望状況と予算額
の妥当性 都市建設部 建築住宅課

450 川上　幾雄 産業建設 542 ブロック塀等撤去費助成事業 都市建設部 建築住宅課

451 川上　幾雄 産業建設 543 耐震対策緊急促進事業 都市建設部 建築住宅課

452 川上　幾雄 産業建設 544 道路橋梁総務事務費 都市建設部 維持管理課

453 澁谷　幹雄 産業建設 548 橋梁等長寿命化調査点検事業 都市建設部 維持管理課

454 川上　幾雄 産業建設 550 道路維持修繕費
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

455 澁谷　幹雄 産業建設 551 除雪事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

456 川上　幾雄 産業建設 554 生活道路整備事業 都市建設部 建設整備課

457 川上　幾雄 産業建設 557 ふるさとかいてき道整備事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

458 佐々木 豊治 産業建設 557 ふるさとかいてき道整備事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

459 澁谷　幹雄 産業建設 557 ふるさとかいてき道整備事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

460 川上　幾雄 産業建設 558 側溝整備事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

461 笹田　　卓 産業建設 558 側溝整備事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

462 佐々木 豊治 産業建設 558 側溝整備事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

463 西田　清久 産業建設 562 浜田駅周辺整備事業 3/3取下げ 都市建設部 建設整備課

464 川上　幾雄 産業建設 564 今福有福線道路改良事業 都市建設部 建設整備課

465 川上　幾雄 産業建設 566 道路ストック災害防除事業 都市建設部 維持管理課

466 三浦　大紀 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業
要望件数に対する予算額の充
当状況

都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

467 西川　真午 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業 3/3取下げ
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課
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468 村武　まゆみ 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業 危険箇所について
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

469 川上　幾雄 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

470 笹田　　卓 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

471 佐々木 豊治 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

472 道下  文男 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

473 西田　清久 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

474 澁谷　幹雄 産業建設 576 通学路等緊急安全対策事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

475 岡本　正友 産業建設 578 橋梁長寿命化改修事業 都市建設部 維持管理課

476 川上　幾雄 産業建設 580 河川浄化事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

477 川上　幾雄 産業建設 581 河川維持管理事業
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

478 村武　まゆみ 産業建設 583 自然災害防止事業 減額理由 都市建設部 建設整備課

479 川上　幾雄 産業建設 583 自然災害防止事業 都市建設部 建設整備課

480 三浦　大紀 産業建設 589 都市計画マスタープラン策定事業
策定プロセスにおける市民参
画の有無 都市建設部 建設企画課
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