
予算決算委員会（総務文教委員会関係） 

     令 和 2年 3月 1 1月 日（水） 
     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】  

【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、石本教育長、砂川総務部長、岡田地域政策部長、 

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、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27号 令和2年度浜田市駐車場事業特別会計予算 

 

４ 議案第36号 令和元年度浜田市一般会計補正予算（第7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

1 澁谷　幹雄 総務文教 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）

総務部
地域政策部
教育部
消防本部

2 川上　幾雄 総務文教 主要施策の予算要求と査定状況

当初予算説明資料　P11～17
2…定住対策基金事業
4…防災行政無線施設改修
21…移動図書館車整備
22…歴史文化保存展示施設

弥栄支所 防災自治課
総務部 防災安全課
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

3 川上　幾雄 総務文教
一般会計予算
　（1）歳入の状況

当初予算説明資料　P19
8…自動車取得税交付金…0に
なる理由
19…繰入金（4）…大幅増にな
る理由
22…市債（3）…大幅減になる
理由

総務部 財政課

4 小川　稔宏 総務文教
一般会計予算
　（1）歳入の状況

3/4取下げ
当初予算説明資料　P19
2…地方譲与税（4）特別とん譲
与税
6…法人事業税交付金

総務部 財政課

5 西村　　健 総務文教
一般会計予算
　（1）歳入の状況

当初予算説明資料　P19
10…地方特例交付金 総務部 財政課

6 川上　幾雄 総務文教
一般会計予算
　（3）歳出の目的別状況

当初予算説明資料　P20
6…農林水産業費…大幅減の
理由
8…土木費…大幅減の理由

総務部 財政課

7 川上　幾雄 総務文教
一般会計予算
　（4）性質別経費の状況

当初予算説明資料　P21
2…投資的経費（1）…大幅減の
理由
4…その他（2）…昨年に続いて
減の理由

総務部 財政課

8 川上　幾雄 総務文教
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
・歴史文化保存展示施設専門
検討事業…計上理由

教育委員会 文化振興課

9 川上　幾雄 総務文教
一般会計予算
　（6）地方債の状況

当初予算説明資料　P23
過疎地域自立促進特別事業…
増加の理由

総務部 財政課

10 川上　幾雄 総務文教
決算分類比較表
　歳出　2　投資的経費

当初予算説明資料　P25
　年毎に経費を絞る理由 総務部 財政課

11 川上　幾雄 総務文教
一般会計の概要
　歳出　地域振興基金

当初予算説明資料　P27
　残り全額 総務部 財政課

12 川上　幾雄 総務文教 ふるさと寄附金充当事業

当初予算説明資料　P29～30
27…特別支援・指導推進事業
30…歴史文化保存展示施設検
討事業
　　すべて、継続的活用

教育委員会 学校教育課
教育委員会 文化振興課

13 川上　幾雄 総務文教 15 人事管理事務費 総務部 人事課

14 川上　幾雄 総務文教 16 職員研修費 総務部 人事課

15 串﨑　利行 総務文教 20 産休・育休等代替職員費 総務部 人事課

16 澁谷　幹雄 総務文教 23 広報事業 市長公室

17 西川　真午 総務文教 27 浜田市公式ウェブサイト再構築事業 3/3取下げ 地域政策部 政策企画課

18 川上　幾雄 総務文教 27 浜田市公式ウェブサイト再構築事業 地域政策部 政策企画課

19 川上　幾雄 総務文教 30 市勢要覧発行事業 市長公室

20 川上　幾雄 総務文教 33 リスクマネジメント対策事業 総務部 総務課

21 野藤　薫 総務文教 33 リスクマネジメント対策事業 総務部 総務課

22 岡本　正友 総務文教 33 リスクマネジメント対策事業 総務部 総務課

23 川上　幾雄 総務文教 35 減債基金積立金 総務部  財政課
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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

24 串﨑　利行 総務文教 38 庁舎等維持管理費 総務部 行財政改革推進課
各支所 防災自治課

25 川上　幾雄 総務文教 39 財産管理事務費 総務部 行財政改革推進課

26 川上　幾雄 総務文教 43 市有財産有効活用推進事業 総務部 行財政改革推進課

27 村武　まゆみ 総務文教 45 旭支所庁舎複合化事業 今市公民館複合化
総務部 行財政改革推進課
旭支所 防災自治課

28 村武　まゆみ 総務文教 48 庁舎等改修事業 庁舎改修
総務部 行財政改革推進課
弥栄支所 防災自治課

29 川上　幾雄 総務文教 48 庁舎等改修事業
総務部 行財政改革推進課
弥栄支所 防災自治課

30 川上　幾雄 総務文教 53 地域づくり振興事業 地域政策部 まちづくり推進課

31 川上　幾雄 総務文教 54 コミュニティ助成事業 地域政策部 まちづくり推進課

32 三浦　大紀 総務文教 56 男女共同参画推進事業 縮減理由 地域政策部 人権同和教育啓発センター

33 西川　真午 総務文教 56 男女共同参画推進事業 ×58→〇56　事業番号間違え 地域政策部 人権同和教育啓発センター

34 川上　幾雄 総務文教 56 男女共同参画推進事業 地域政策部 人権同和教育啓発センター

35 小川　稔宏 総務文教 61 路線バス利用促進事業 地域政策部 まちづくり推進課

36 川上　幾雄 総務文教 68 地区拠点集会施設整備事業 旭支所 防災自治課

37 川上　幾雄 総務文教 73 定住相談事業 3/4取下げ 地域政策部 政策企画課

38 西川　真午 総務文教 74 定住対策基金事業 3/3取下げ
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

39 川上　幾雄 総務文教 74 定住対策基金事業
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

40 野藤　薫 総務文教 74 定住対策基金事業
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

41 笹田　　卓 総務文教 74 定住対策基金事業
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

42 岡本　正友 総務文教 74 定住対策基金事業
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

43 佐々木 豊治 総務文教 74 定住対策基金事業
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

44 澁谷　幹雄 総務文教 74 定住対策基金事業
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

45 西村　　健 総務文教 74 定住対策基金事業
地域政策部 政策企画課
弥栄支所 防災自治課
三隅支所 防災自治課

46 小川　稔宏 総務文教 75 交通対策事務費 地域政策部 まちづくり推進課

47 川上　幾雄 総務文教 78 まちづくり総合交付金事業 地域政策部 まちづくり推進課

48 澁谷　幹雄 総務文教 78 まちづくり総合交付金事業 地域政策部 まちづくり推進課

49 川上　幾雄 総務文教 82 男女の出会い創出事業 地域政策部 政策企画課

50 小川　稔宏 総務文教 82 男女の出会い創出事業 地域政策部 政策企画課

51 西川　真午 総務文教 84 はまだ暮らし応援事業 地域政策部 政策企画課

52 川上　幾雄 総務文教 84 はまだ暮らし応援事業 地域政策部 政策企画課

53 上野　茂 総務文教 84 はまだ暮らし応援事業 地域政策部 政策企画課

54 笹田　　卓 総務文教 84 はまだ暮らし応援事業 地域政策部 政策企画課

55 芦谷　英夫 総務文教 84 はまだ暮らし応援事業 地域政策部 政策企画課

56 三浦　大紀 総務文教 85 浜田で学ぶ学生支援事業 目的と事業内容の精査の有無 地域政策部 まちづくり推進課

57 川上　幾雄 総務文教 85 浜田で学ぶ学生支援事業 地域政策部 まちづくり推進課

58 三浦　大紀 総務文教 87 高等学校生徒下宿費支援事業 女子寮対策（アパートを対象とすることへの考え方） 地域政策部 まちづくり推進課

59 川上　幾雄 総務文教 87 高等学校生徒下宿費支援事業 地域政策部 まちづくり推進課

60 道下  文男 総務文教 87 高等学校生徒下宿費支援事業 地域政策部 まちづくり推進課
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61 川上　幾雄 総務文教 88 はまだ暮らし住まい支援事業 地域政策部 政策企画課

62 笹田　　卓 総務文教 91 地域公共交通確保対策事業 地域政策部 まちづくり推進課

63 布施　賢司 総務文教 91 地域公共交通確保対策事業 地域政策部 まちづくり推進課

64 佐々木 豊治 総務文教 91 地域公共交通確保対策事業 地域政策部 まちづくり推進課

65 道下  文男 総務文教 91 地域公共交通確保対策事業 地域政策部 まちづくり推進課

66 西川　真午 総務文教 92 わくわく浜田生活実現支援事業 地域政策部 政策企画課

67 村武　まゆみ 総務文教 92 わくわく浜田生活実現支援事業 3/4取下げ　　事業内容 地域政策部 政策企画課

68 川上　幾雄 総務文教 92 わくわく浜田生活実現支援事業 地域政策部 政策企画課

69 小川　稔宏 総務文教 92 わくわく浜田生活実現支援事業 地域政策部 政策企画課

70 佐々木 豊治 総務文教 92 わくわく浜田生活実現支援事業 地域政策部 政策企画課

71 三浦　大紀 総務文教 93 まちづくり推進条例検討委員会費 牧野先生への相談状況
地域政策部 政策企画課
地域政策部 まちづくり推進課

72 笹田　　卓 総務文教 93 まちづくり推進条例検討委員会費 地域政策部 政策企画課
地域政策部 まちづくり推進課

73 西川　真午 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 地域政策部 政策企画課

74 川上　幾雄 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 地域政策部 政策企画課

75 小川　稔宏 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 地域政策部 政策企画課

76 野藤　薫 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 地域政策部 政策企画課

77 岡本　正友 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 地域政策部 政策企画課

78 芦谷　英夫 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 地域政策部 政策企画課

79 西田　清久 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 3/6取下げ 地域政策部 政策企画課

80 澁谷　幹雄 総務文教 94 関係人口創出拡大事業 地域政策部 政策企画課

81 村武　まゆみ 総務文教 112 大学を核としたまちづくり推進事業 県立大学共同研究事業 地域政策部 まちづくり推進課

82 川上　幾雄 総務文教 112 大学を核としたまちづくり推進事業 地域政策部 まちづくり推進課

83 川上　幾雄 総務文教 113 県立大学等支援事業 地域政策部 まちづくり推進課

84 川上　幾雄 総務文教 116 防災会議費 総務部 防災安全課

85 川上　幾雄 総務文教 117 防災事務費 総務部 防災安全課

86 川上　幾雄 総務文教 118 防災無線等施設維持管理費
総務部 防災安全課
各支所 防災自治課

87 澁谷　幹雄 総務文教 118 防災無線等施設維持管理費
総務部 防災安全課
各支所 防災自治課

88 串﨑　利行 総務文教 121 備蓄物資配置事業 総務部 防災安全課

89 布施　賢司 総務文教 121 備蓄物資配置事業 総務部 防災安全課

90 西村　　健 総務文教 121 備蓄物資配置事業 総務部 防災安全課

91 上野　茂 総務文教 123 地域安全まちづくり事業 総務部 防災安全課

92 川上　幾雄 総務文教 124 防災行政無線屋外拡声子局増設事業 総務部 防災安全課

93 村武　まゆみ 総務文教 127 防災まちづくり推進事業 自主防災組織 総務部 防災安全課

94 川上　幾雄 総務文教 127 防災まちづくり推進事業 総務部 防災安全課

95 三浦　大紀 総務文教 128 防災ハザードマップ作成事業 アプリ開発への対応 総務部 防災安全課

96 西川　真午 総務文教 128 防災ハザードマップ作成事業 総務部 防災安全課

97 岡本　正友 総務文教 128 防災ハザードマップ作成事業 総務部 防災安全課

98 西田　清久 総務文教 128 防災ハザードマップ作成事業 3/3取下げ 総務部 防災安全課

99 川上　幾雄 総務文教 129 入札管理事務費 3/3取下げ 総務部  契約管理課

100 三浦　大紀 総務文教 223 人権及び男女共同参画計画策定事業 計画に対する考え方(多様性社会への配慮の有無） 地域政策部 人権同和教育啓発センター

101 西川　真午 総務文教 223 人権及び男女共同参画計画策定事業 地域政策部 人権同和教育啓発センター

102 西田　清久 総務文教 223 人権及び男女共同参画計画策定事業 3/3取下げ 地域政策部 人権同和教育啓発センター

103 西川　真午 総務文教 268 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

104 野藤　薫 総務文教 268 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

105 西村　　健 総務文教 268 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

106 川上　幾雄 総務文教 491 和紙の郷運営事業 三隅支所 防災自治課

107 笹田　　卓 総務文教 491 和紙の郷運営事業 三隅支所 防災自治課
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108 岡本　正友 総務文教 612 常備消防事務運営費

消防本部 消防総務課
消防本部 予防課
相貌本部 警防課
消防本部 通信指令課

109 三浦　大紀 総務文教 616 地域における救急救命体制整備事業
3/3取下げ
ウェブなどの改定作業の有無 消防本部 警防課

110 川上　幾雄 総務文教 619 非常備消防事務運営費 消防本部 警防課

111 笹田　　卓 総務文教 623 消防施設等整備事業 消防本部 警防課

112 川上　幾雄 総務文教 630 事務局事務費 教育委員会 教育総務課

113 西川　真午 総務文教 634 児童生徒安全対策推進事業 教育委員会 学校教育課

114 村武　まゆみ 総務文教 634 児童生徒安全対策推進事業 ながら見守り活動推進 教育委員会 学校教育課

115 川上　幾雄 総務文教 640 次世代教育環境整備事業

教育委員会 教育総務課
教育委員会 学校教育課
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

116 澁谷　幹雄 総務文教 642 学校施設エアコン整備事業 教育委員会 教育総務課

117 西村　　健 総務文教 642 学校施設エアコン整備事業 教育委員会 教育総務課

118 川上　幾雄 総務文教 647 学校情報セキュリティ対策事業 教育委員会 学校教育課

119 三浦　大紀 総務文教 649 学校施設屋内運動場照明更新事業 削減見込み金額 教育委員会 教育総務課

120 串﨑　利行 総務文教 649 学校施設屋内運動場照明更新事業 教育委員会 教育総務課

121 笹田　　卓 総務文教 649 学校施設屋内運動場照明更新事業 教育委員会 教育総務課

122 岡本　正友 総務文教 649 学校施設屋内運動場照明更新事業 教育委員会 教育総務課

123 西田　清久 総務文教 649 学校施設屋内運動場照明更新事業 3/4取下げ 教育委員会 教育総務課

124 川上　幾雄 総務文教 651 教育研究指導事務費 教育委員会 学校教育課

125 川上　幾雄 総務文教 654 学校支援員配置事業 教育委員会 学校教育課

126 澁谷　幹雄 総務文教 654 学校支援員配置事業 教育委員会 学校教育課

127 西村　　健 総務文教 654 学校支援員配置事業 教育委員会 学校教育課

128 柳楽　真智子 総務文教 655 問題行動・いじめ等指導相談事業 配置場所について 教育委員会 学校教育課

129 川上　幾雄 総務文教 656 学校司書等配置事業 教育委員会 学校教育課

130 西川　真午 総務文教 659 学力向上総合対策事業 教育委員会 学校教育課

131 川上　幾雄 総務文教 674 中学校施設改修事業 教育委員会 教育総務課

132 串﨑　利行 総務文教 679 遠距離通学生徒扶助費 教育委員会 学校教育課

133 西川　真午 総務文教 689 社会教育施設長寿命化計画策定事業
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

134 笹田　　卓 総務文教 689 社会教育施設長寿命化計画策定事業
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

135 岡本　正友 総務文教 689 社会教育施設長寿命化計画策定事業
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

136 道下  文男 総務文教 689 社会教育施設長寿命化計画策定事業
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

137 西田　清久 総務文教 689 社会教育施設長寿命化計画策定事業
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

138 西村　　健 総務文教 689 社会教育施設長寿命化計画策定事業
教育委員会 生涯学習課
教育委員会 文化振興課

139 川上　幾雄 総務文教 690 公民館管理運営費
教育委員会 生涯学習課
各支所 分室

140 川上　幾雄 総務文教 692 公民館施設改修事業
教育委員会 生涯学習課
三隅分室

141 川上　幾雄 総務文教 694 （仮称）杵束コミュニティ施設整備事業 弥栄分室

142 川上　幾雄 総務文教 699 成人式開催事業 3/5取下げ 教育委員会 生涯学習課

143 村武　まゆみ 総務文教 701 ふるさと郷育推進事業 ふるさと郷育 教育委員会 生涯学習課

144 川上　幾雄 総務文教 701 ふるさと郷育推進事業 教育委員会 生涯学習課

145 西田　清久 総務文教 701 ふるさと郷育推進事業 教育委員会 生涯学習課

146 三浦　大紀 総務文教 702 教育魅力化推進事業 増員に対する考え方 教育委員会 生涯学習課

147 村武　まゆみ 総務文教 702 教育魅力化推進事業 教育魅力化 教育委員会 生涯学習課

148 村武　まゆみ 総務文教 703 はまだっ子共育推進事業 HOOP等 教育委員会 生涯学習課

149 澁谷　幹雄 総務文教 705 二十歳の集い開催事業 教育委員会 生涯学習課
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150 川上　幾雄 総務文教 708 文化振興事業 教育委員会 文化振興課

151 川上　幾雄 総務文教 710 石央文化ホール管理事業 教育委員会 文化振興課

152 川上　幾雄 総務文教 714 浜田城資料館管理事業 教育委員会 文化振興課

153 澁谷　幹雄 総務文教 714 浜田城資料館管理事業 教育委員会 文化振興課

154 川上　幾雄 総務文教 716 石央文化ホール改修事業 教育委員会 文化振興課

155 三浦　大紀 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 部会の分け方、こども美術館からの選出の有無 教育委員会 文化振興課

156 西川　真午 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 教育委員会 文化振興課

157 川上　幾雄 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 教育委員会 文化振興課

158 笹田　　卓 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 教育委員会 文化振興課

159 岡本　正友 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 教育委員会 文化振興課

160 佐々木 豊治 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 教育委員会 文化振興課

161 道下  文男 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 教育委員会 文化振興課

162 澁谷　幹雄 総務文教 719 歴史文化保存展示施設専門検討事業 教育委員会 文化振興課

163 村武　まゆみ 総務文教 720 世界こども美術館創作活動館管理事業 自主事業 教育委員会 文化振興課

164 芦谷　英夫 総務文教 723 石本正生誕１００年記念展事業 教育委員会 文化振興課

165 西田　清久 総務文教 723 石本正生誕１００年記念展事業 3/2取下げ 教育委員会 文化振興課

166 村武　まゆみ 総務文教 724 青少年自立支援事業 3/5取下げ　　増額内容 教育委員会 学校教育課

167 川上　幾雄 総務文教 727 学校保健管理費 教育委員会 学校教育課

168 川上　幾雄 総務文教 728 幼児・児童・生徒・教職員健康管理費 教育委員会 学校教育課

169 川上　幾雄 総務文教 734 学校給食費激変緩和対策事業 教育委員会 教育総務課

170 笹田　　卓 総務文教 734 学校給食費激変緩和対策事業 教育委員会 教育総務課

171 澁谷　幹雄 総務文教 734 学校給食費激変緩和対策事業 教育委員会 教育総務課

172 西村　　健 総務文教 734 学校給食費激変緩和対策事業 教育委員会 教育総務課

173 道下  文男 総務文教 740 東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業 3/2取下げ 教育委員会 生涯学習課

174 川上　幾雄 総務文教 743 運動施設改修事業 教育委員会 生涯学習課
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