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予  算  決  算  委  員  会  

 
令和2年9月17日(木) ～24日(木） 

場 所 ： 議 場 

9/17（木）10時  00分 ～  時  分 

9/18（金）10時  00分 ～  時  分 

9/23（水）10時  00分 ～  時  分 

9/24（木）10時  00分 ～  時  分 

＊9/24は予備日 

【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】 砂川副市長、石本教育長、坂田総務部長、岡田地域政策部長、 

猪木迫健康福祉部長、斗光市民生活部長、湯淺産業経済部長、 

鎌田都市建設部長、河上教育部長、宇津上下水道部長、琴野消防長、 

篠原金城支所長、佐々尾旭支所長、外浦弥栄支所長、田城三隅支所長、 

河内財政課長  ほか 

【事 務 局】 古森局長、下間次長、中谷書記、近重書記、大下書記、小寺書記 

（日によって入替わり） 

 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 令和元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 令和元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 

4 認定第1号 令和元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） 
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5 認定第2号 令和元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5号  令和元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 

7 認定第6号  令和元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  

8 認定第7号 令和元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  

9 認定第8号 令和元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 

10 認定第9号  令和元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 

11 認定第10号 令和元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 令和元年度浜田市工業用水道事業会計決算認定について 

13 議案第64号 令和元年度浜田市工業用水道事業会計未処理分利益剰余金の処

分について 

14 認定第1号 令和元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） 

15 認定第4号 令和元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 

16 採決および審査のまとめについて 

 



平成 30年度決算認定に係る付帯意見に対する対応報告 

 

◎平成 30年度認定 浜田市一般会計歳入歳出に対する付帯意見 

 

〇専決処分・予備費について 

1  今年度より通年会期となったのであるから、専決処分や予備費の流用につい

てはできるだけ補正予算を組み、議員に説明をされたい。 

 

【対応報告】 

 昨年度から通年会期制が導入されたことに伴い、指定された専決処分事項を除い

ては、議会の議決を得ることを原則としているところです。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての特別定額給付金給付

事業のように、応急に必要となり、かつ市の政策判断を伴わない歳入歳出予算の補

正については専決処分とし、その他の緊急性のあるものについては臨時会議を開催

し、ご審議をいただいているところです。 

予備費についても、緊急かつ不測の事態に対応する趣旨から、必要性を事前に十

分精査するのはもちろんのこと、予備費を充用した場合は、決算審査における主要

施策等実績報告書の中で使途を報告することとしています。 

また、緊急を要する予算執行に関する議会報告対応については、平成 26 年度決

算認定に係る付帯意見を踏まえ、既にルール化を図っておりますが、今年度改めて

その内容について周知したところです。引き続き、適正な予算の執行管理に努めて

まいります。 

 

〇予算と決算との乖離について 

2  相変わらず執行率の低い事業が散見され、平成 29年度の付帯意見における対

応が不十分である。予算と決算との乖離がないようより一層努められたい。 

 

【対応報告】 

  「予算と決算の乖離について」は、平成 29 年度決算認定に係る付帯意見に対す

る取り組み状況について昨年度ご報告しておりますとおり、予算編成段階から、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各課

に求めているところですが、中には執行率が低調に終わる事業があるのも事実です。 

  ただし、入札減や、事務費の節約、業務手法の見直しなどにより、結果として執

行率が低くなった事業もあることから、「当初想定していた事業目的や成果を達成

できたか」という視点から事業検証を行い、翌年度の予算編成に生かしていくとい

う流れを改めて徹底したいと考えております。 



R2.9予算決算委員会　　令和元年度決算審査通告一覧（発言順）

発言順 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 全般 一番力を入れた点について
一般会計・特別会計歳入歳出決算
等審査意見書

監査委員事務局

2 西村　　健 総務文教 一般 財政運営 決算付属書類P1 財政課

3 西川真午 総務文教 一般 財産 決算付属書類P260 行財政改革推進課

4 三浦大紀 総務文教 一般 官民連携の状況について
一般会計・特別会計歳入歳出決算
等審査意見書

行財政改革推進課

5 澁谷　幹雄 総務文教 一般 行財政改革の進捗の分析について
一般会計・特別会計歳入歳出決算
等審査意見書P8

行財政改革推進課

6 澁谷　幹雄 総務文教 一般 予備費・予算流用について
一般会計・特別会計歳入歳出決算
等審査意見書P66,P72

財政課

7 澁谷　幹雄 総務文教 一般 定員管理の状況について
一般会計・特別会計歳入歳出決算
等審査意見書P68

人事課
消防総務課

8 川上幾雄 総務文教 一般 実質公債費比率 主要施策等実績報告書Ｐ8 財政課

9 川上幾雄 総務文教 一般 市債発行額（普通会計） 主要施策等実績報告書Ｐ11 財政課

10 川上幾雄 総務文教 一般 市債残高（普通会計） 主要施策等実績報告書Ｐ12 財政課

11 川上幾雄 総務文教 一般 決算概況 主要施策等実績報告書Ｐ19 財政課

12 川上幾雄 総務文教 一般 普通建設事業費決算額 主要施策等実績報告書Ｐ20 財政課

13 川上幾雄 総務文教 一般 5 広報事業 主要施策等実績報告書Ｐ24 市長公室

14 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

15 川上幾雄 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 澁谷　幹雄 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

17 小川　稔宏 総務文教 一般 11 職員福利厚生費 主要施策等実績報告書Ｐ28 人事課

18 西川真午 総務文教 一般 20 市有財産有効活用推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ33 行財政改革推進課

19 岡本　正友 総務文教 一般 24 情報ネットワークシステム再構築事業 主要施策等実績報告書Ｐ35 総務課

20 野藤　  薫 総務文教 一般 25 防災無線等施設維持管理費 主要施策等実績報告書Ｐ35

防災安全課、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

21 西川真午 総務文教 一般 26 防災まちづくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ36 防災安全課

22 柳楽　真智子 総務文教 一般 26 防災まちづくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ36 防災安全課

23 川上幾雄 総務文教 一般 28 長期債元金 主要施策等実績報告書Ｐ37 財政課

24 岡本　正友 総務文教 一般 28 長期債元金 主要施策等実績報告書Ｐ37 財政課

25 西川真午 総務文教 一般 30 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ38 財政課

26 笹田　　卓 総務文教 一般 30 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ38
人権同和教育啓発
センター、三隅分室

27 澁谷　幹雄 総務文教 一般 30 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ38 財政課

28 澁谷　幹雄 総務文教 一般 32 浜田地区広域行政組合負担金 主要施策等実績報告書Ｐ40 政策企画課

29 西川真午 総務文教 一般 33 地域づくり振興事業 主要施策等実績報告書Ｐ41

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 川上幾雄 総務文教 一般 33 地域づくり振興事業 主要施策等実績報告書Ｐ41

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



R2.9予算決算委員会　　令和元年度決算審査通告一覧（発言順）

発言順 通告者 委員会 会計 実績報告書№ 通告項目 資　料 担当課

31 串﨑　利行 総務文教 一般 37 生活路線バス運行事業 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

32 小川　稔宏 総務文教 一般 37 生活路線バス運行事業 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

33 小川　稔宏 総務文教 一般 38 新交通システム運営事業 主要施策等実績報告書Ｐ44 まちづくり推進課

34 岡本　正友 総務文教 一般 39 ＣＡＴＶ施設維持管理事業 主要施策等実績報告書Ｐ45 政策企画課

35 西川真午 総務文教 一般 40 定住対策基金事業 主要施策等実績報告書Ｐ46
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

36 布施　賢司 総務文教 一般 40 定住対策基金事業 主要施策等実績報告書Ｐ46
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

37 三浦大紀 総務文教 一般 42 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ47

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

38 川上幾雄 総務文教 一般 42 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ47

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

39 上野　  茂 総務文教 一般 42 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ47

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

40 澁谷　幹雄 総務文教 一般 42 まちづくり総合交付金事業 主要施策等実績報告書Ｐ47

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

41 西川真午 総務文教 一般 43 はまだ暮らし応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ48 定住関係人口 推進課

42 小川　稔宏 総務文教 一般 43 はまだ暮らし応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ48 定住関係人口 推進課

43 笹田　　卓 総務文教 一般 43 はまだ暮らし応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ48 定住関係人口 推進課

44 芦谷　英夫 総務文教 一般 43 はまだ暮らし応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ48 定住関係人口 推進課

45 村武まゆみ 総務文教 一般 45 はまだ暮らし住まい支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ49 定住関係人口 推進課

46 西川真午 総務文教 一般 46 ＣＡＴＶ中継局舎設備増設事業 主要施策等実績報告書Ｐ49 政策企画課

47 西川真午 総務文教 一般 48 わくわく浜田生活実現支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ50 定住関係人口 推進課

48 川上幾雄 総務文教 一般 48 わくわく浜田生活実現支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ50 定住関係人口 推進課

49 野藤　  薫 総務文教 一般 48 わくわく浜田生活実現支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ50 定住関係人口 推進課

50 澁谷　幹雄 総務文教 一般 214 事務局事務費 主要施策等実績報告書Ｐ142 教育総務課

51 澁谷　幹雄 総務文教 一般 218 普通教室エアコン整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ144 教育総務課

52 川上幾雄 総務文教 一般 220 学校施設ブロック塀耐震対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ145 教育総務課

53 野藤　  薫 総務文教 一般 223 学校支援員配置事業 主要施策等実績報告書Ｐ147 学校教育課

54 三浦大紀 総務文教 一般 226 学力向上総合対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ149 学校教育課

55 西川真午 総務文教 一般 226 学力向上総合対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ149 学校教育課

56 芦谷　英夫 総務文教 一般 227 外国語指導助手配置事業 主要施策等実績報告書Ｐ149 学校教育課
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発言順 通告者 委員会 会計 実績報告書№ 通告項目 資　料 担当課

57 川上幾雄 総務文教 一般 229 小学校教育振興運営費 主要施策等実績報告書Ｐ150 学校教育課

58 川上幾雄 総務文教 一般 236 （仮称）杵束コミュニティ施設整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ154 弥栄分室

59 布施　賢司 総務文教 一般 237 図書館管理運営費 主要施策等実績報告書Ｐ154 生涯学習課

60 村武まゆみ 総務文教 一般 238 ふるさと郷育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ155
生涯学習課、文
化振興課

61 西川真午 総務文教 一般 239 はまだっ子共育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ156 生涯学習課

62 村武まゆみ 総務文教 一般 239 はまだっ子共育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ156 生涯学習課

63 村武まゆみ 総務文教 一般 240 海洋教育推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ156 生涯学習課

64 西村　　健 総務文教 一般 241 文化振興事務費 主要施策等実績報告書Ｐ157
文化振興課、金城分
室、旭分室、弥栄分
室、三隅分室

65 川上幾雄 総務文教 一般 248 運動施設管理費 主要施策等実績報告書Ｐ161 生涯学習課

66 笹田　　卓 総務文教 一般 249 運動施設改修事業 主要施策等実績報告書Ｐ162 生涯学習課

67 澁谷　幹雄 総務文教 一般 251 常備消防事務運営費 主要施策等実績報告書Ｐ164
消防本部総務課、予防
課、警防課、通信指令
課、各消防署

68 川上幾雄 総務文教 駐車場 駐車場事業特別会計 主要施策等実績報告書Ｐ21 行財政改革推進課

69 西村　　健 福祉環境 一般 入湯税（歳入） 決算付属書類P4～5 税務課

70 西村　　健 福祉環境 一般 保育所入所児童負担金 決算付属書類P10～11 子育て支援課

71 西村　　健 福祉環境 一般 財産収入（歳入） 決算付属書類P36～37 地域福祉課

72 川上幾雄 福祉環境 一般 市税 主要施策等実績報告書Ｐ15 税務課

73 川上幾雄 福祉環境 一般 市税徴収実績（固定資産税収の増加） 主要施策等実績報告書Ｐ18 資産税課

74 笹田　　卓 福祉環境 一般 30 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ38 税務課 子育て支援課

75 西川真午 福祉環境 一般 50 民生委員活動費 主要施策等実績報告書Ｐ52 地域福祉課

76 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 51 社会福祉協議会助成事業 主要施策等実績報告書Ｐ52 地域福祉課

77 西川真午 福祉環境 一般 52 地域福祉まるごと支援推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ53 地域福祉課

78 柳楽　真智子 福祉環境 一般 52 地域福祉まるごと支援推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ53 地域福祉課

79 野藤　  薫 福祉環境 一般 53 浜田市プレミアム付商品券発行事業（消費税増税対策分） 主要施策等実績報告書Ｐ53 地域福祉課

80 笹田　　卓 福祉環境 一般 53 浜田市プレミアム付商品券発行事業（消費税増税対策分） 主要施策等実績報告書Ｐ53 地域福祉課

81 西川真午 福祉環境 一般 56 地域生活支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ55 地域福祉課

82 村武まゆみ 福祉環境 一般 56 地域生活支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ55 地域福祉課

83 西川真午 福祉環境 一般 63 緊急通報体制整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ58 健康医療対策課

84 川上幾雄 福祉環境 一般 63 緊急通報体制整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ58 健康医療対策課

85 串﨑　利行 福祉環境 一般 63 緊急通報体制整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ58 健康医療対策課

86 布施　賢司 福祉環境 一般 63 緊急通報体制整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ58 健康医療対策課

87 村武まゆみ 福祉環境 一般 64 高齢者福祉サービス事業 主要施策等実績報告書Ｐ59 健康医療対策課

88 小川　稔宏 福祉環境 一般 64 高齢者福祉サービス事業 主要施策等実績報告書Ｐ59 健康医療対策課

89 川上幾雄 福祉環境 一般 65 地域包括支援センター運営事業 主要施策等実績報告書Ｐ60 健康医療対策課

90 村武まゆみ 福祉環境 一般 66 包括的支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ61 健康医療対策課
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91 柳楽　真智子 福祉環境 一般 66 包括的支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ61 健康医療対策課

92 小川　稔宏 福祉環境 一般 66 包括的支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ61 健康医療対策課

93 村武まゆみ 福祉環境 一般 67 介護予防・日常生活支援総合事業 主要施策等実績報告書Ｐ62 健康医療対策課

94 芦谷　英夫 福祉環境 一般 67 介護予防・日常生活支援総合事業 主要施策等実績報告書Ｐ62 健康医療対策課

95 三浦大紀 福祉環境 一般 68 介護予防教室開設準備経費等支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ62 健康医療対策課

96 串﨑　利行 福祉環境 一般 69 放課後児童クラブ設置事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 子育て支援課

97 村武まゆみ 福祉環境 一般 70 児童扶養手当支給事業 主要施策等実績報告書Ｐ63 子育て支援課

98 村武まゆみ 福祉環境 一般 71 児童福祉総務事務費 主要施策等実績報告書Ｐ64 子育て支援課

99 村武まゆみ 福祉環境 一般 72 次世代育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ64 子育て支援課

100 川上幾雄 福祉環境 一般 72 次世代育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ64 子育て支援課

101 笹田　　卓 福祉環境 一般 82 扶  助  費 主要施策等実績報告書Ｐ70 地域福祉課

102 芦谷　英夫 福祉環境 一般 82 扶  助  費 主要施策等実績報告書Ｐ70 地域福祉課

103 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 82 扶  助  費 主要施策等実績報告書Ｐ70 地域福祉課

104 西村　　健 福祉環境 一般 82 扶  助  費 主要施策等実績報告書Ｐ70 地域福祉課

105 村武まゆみ 福祉環境 一般 83 安心お産応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ71 子育て支援課

106 川上幾雄 福祉環境 一般 83 安心お産応援事業 主要施策等実績報告書Ｐ71 子育て支援課

107 村武まゆみ 福祉環境 一般 84 地域医療連携事業 主要施策等実績報告書Ｐ71 健康医療対策課

108 川上幾雄 福祉環境 一般 84 地域医療連携事業 主要施策等実績報告書Ｐ71 健康医療対策課

109 三浦大紀 福祉環境 一般 86 産婦健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ72 子育て支援課

110 村武まゆみ 福祉環境 一般 86 産婦健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ72 子育て支援課

111 川上幾雄 福祉環境 一般 86 産婦健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ72 子育て支援課

112 柳楽　真智子 福祉環境 一般 86 産婦健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ72 子育て支援課

113 野藤　  薫 福祉環境 一般 86 産婦健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ72 子育て支援課

114 岡本　正友 福祉環境 一般 86 産婦健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ72 子育て支援課

115 西川真午 福祉環境 一般 87 はまだ健康チャレンジ事業 主要施策等実績報告書Ｐ73 健康医療対策課

116 笹田　　卓 福祉環境 一般 87 はまだ健康チャレンジ事業 主要施策等実績報告書Ｐ73 健康医療対策課

117 布施　賢司 福祉環境 一般 87 はまだ健康チャレンジ事業 主要施策等実績報告書Ｐ73 健康医療対策課

118 岡本　正友 福祉環境 一般 87 はまだ健康チャレンジ事業 主要施策等実績報告書Ｐ73 健康医療対策課

119 芦谷　英夫 福祉環境 一般 87 はまだ健康チャレンジ事業 主要施策等実績報告書Ｐ73 健康医療対策課

120 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 87 はまだ健康チャレンジ事業 主要施策等実績報告書Ｐ73 健康医療対策課

121 川上幾雄 福祉環境 一般 90 定期（高齢者等）予防接種事業 主要施策等実績報告書Ｐ75 健康医療対策課

122 柳楽　真智子 福祉環境 一般 91 定期（風しん追加的対策）予防接種事業 主要施策等実績報告書Ｐ75 健康医療対策課

123 澁谷　幹雄 福祉環境 一般 103 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

124 三浦大紀 福祉環境 一般 108 もったいない推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ84 環境課
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125 西川真午 福祉環境 一般 108 もったいない推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ84 環境課

126 三浦大紀 福祉環境 一般 109 地球温暖化対策支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ85 環境課

127 西川真午 福祉環境 一般 109 地球温暖化対策支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ85 環境課

128 川上幾雄 福祉環境 一般 109 地球温暖化対策支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ85 環境課

129 野藤　  薫 福祉環境 一般 109 地球温暖化対策支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ85 環境課

130 上野　  茂 福祉環境 一般 109 地球温暖化対策支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ85 環境課

131 布施　賢司 福祉環境 一般 109 地球温暖化対策支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ85 環境課

132 川上幾雄 福祉環境 一般 111 清掃管理事務費 主要施策等実績報告書Ｐ86 環境課

133 岡本　正友 福祉環境 一般 116 塵芥車更新事業 主要施策等実績報告書Ｐ88
環境課
旭支所市民福祉課

134 川上幾雄 福祉環境 国保 120 退職被保険者等療養給付費 主要施策等実績報告書Ｐ90 保険年金課

135 澁谷　幹雄 福祉環境 国保 125 特定健康診査事業 主要施策等実績報告書Ｐ93 保険年金課

136 西村　　健 福祉環境 国保 国保料（国保会計） 決算付属資料P170～171 保険年金課

137 西村　　健 福祉環境 国保 繰入金（国保会計） 決算付属資料P174～175 保険年金課

138 川上幾雄 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

139 三浦大紀 福祉環境 下水道 公共下水道会計への移行
一般会計・特別会計歳入歳出決算
等審査意見書P83

監査委員事務局

140 川上幾雄 福祉環境 農集 264 施設維持管理費 主要施策等実績報告書Ｐ171 下水道課

141 笹田　　卓 産業建設 一般 30 予  備  費 主要施策等実績報告書Ｐ38
金城支所産業建設
課、三隅支所産業建
設課

142 芦谷　英夫 産業建設 一般 135 中山間地域等直接支払事業 主要施策等実績報告書Ｐ99 農林振興課

143 川上幾雄 産業建設 一般 137 有害鳥獣捕獲事業 主要施策等実績報告書Ｐ100

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

144 飛野　弘二 産業建設 一般 137 有害鳥獣捕獲事業 主要施策等実績報告書Ｐ100

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

145 村武まゆみ 産業建設 一般 139 地産地消推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ102 農林振興課

146 上野　  茂 産業建設 一般 139 地産地消推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ102 農林振興課

147 三浦大紀 産業建設 一般 140 「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Ｐ102 農林振興課

148 串﨑　利行 産業建設 一般 141 農業振興基金事業 主要施策等実績報告書Ｐ103

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

149 飛野　弘二 産業建設 一般 141 農業振興基金事業 主要施策等実績報告書Ｐ103

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

150 川上幾雄 産業建設 一般 145 農道維持修繕費 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

151 西川真午 産業建設 一般 148 豊かな森づくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ107 農林振興課

152 上野　  茂 産業建設 一般 148 豊かな森づくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ107 農林振興課

153 布施　賢司 産業建設 一般 148 豊かな森づくり推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ107 農林振興課

154 川上幾雄 産業建設 一般 149 林道維持修繕費 主要施策等実績報告書Ｐ107

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
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155 澁谷　幹雄 産業建設 一般 154 浜田漁港活性化計画策定事業 主要施策等実績報告書Ｐ110 水産振興課

156 川上幾雄 産業建設 一般 155 山陰浜田港公設市場整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ110 水産振興課

157 西川真午 産業建設 一般 162 浜田市商業活性化支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ114 商工労働課

158 小川　稔宏 産業建設 一般 162 浜田市商業活性化支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ114 商工労働課

159 三浦大紀 産業建設 一般 164 広島プロジェクト推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ115 広島事務所

160 澁谷　幹雄 産業建設 一般 164 広島プロジェクト推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ115 広島事務所

161 西川真午 産業建設 一般 166 後継者等人材育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ116 商工労働課

162 川上幾雄 産業建設 一般 166 後継者等人材育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ116 商工労働課

163 上野　  茂 産業建設 一般 166 後継者等人材育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ116 商工労働課

164 飛野　弘二 産業建設 一般 166 後継者等人材育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ116 商工労働課

165 笹田　　卓 産業建設 一般 166 後継者等人材育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ116 商工労働課

166 澁谷　幹雄 産業建設 一般 166 後継者等人材育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ116 商工労働課

167 笹田　　卓 産業建設 一般 167 地域産業担い手育成支援事業 主要施策等実績報告書Ｐ116 水産振興課

168 川上幾雄 産業建設 一般 168 観光振興事業 主要施策等実績報告書Ｐ117

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

169 笹田　　卓 産業建設 一般 173 和紙の郷運営事業 主要施策等実績報告書Ｐ120
三隅支所防災
自治課

170 川上幾雄 産業建設 一般 174 石見神楽定期公演推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ120 観光交流課

171 西川真午 産業建設 一般 176 浜田開府４００年記念イベント事業 主要施策等実績報告書Ｐ122 観光交流課

172 川上幾雄 産業建設 一般 176 浜田開府４００年記念イベント事業 主要施策等実績報告書Ｐ122 観光交流課

173 笹田　　卓 産業建設 一般 176 浜田開府４００年記念イベント事業 主要施策等実績報告書Ｐ122 観光交流課

174 野藤　  薫 産業建設 一般 179 ブルーツーリズム推進事業 主要施策等実績報告書Ｐ124 観光交流課

175 西川真午 産業建設 一般 180 会津屋八右衛門碑整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ124 観光交流課

176 川上幾雄 産業建設 一般 189 公共土木施設整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ129

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

177 岡本　正友 産業建設 一般 193 危険空き家対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ131 建築住宅課

178 芦谷　英夫 産業建設 一般 193 危険空き家対策事業 主要施策等実績報告書Ｐ131 建築住宅課

179 三浦大紀 産業建設 一般 194 ブロック塀等撤去費助成事業 主要施策等実績報告書Ｐ131 建築住宅課

180 岡本　正友 産業建設 一般 194 ブロック塀等撤去費助成事業 主要施策等実績報告書Ｐ131 建築住宅課

181 笹田　　卓 産業建設 一般 195 耐震対策緊急促進事業 主要施策等実績報告書Ｐ132 建築住宅課

182 岡本　正友 産業建設 一般 195 耐震対策緊急促進事業 主要施策等実績報告書Ｐ132 建築住宅課

183 澁谷　幹雄 産業建設 一般 196 道路橋梁総務事務費 主要施策等実績報告書Ｐ132 維持管理課

184 川上幾雄 産業建設 一般 197 道路維持修繕費 主要施策等実績報告書Ｐ133

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

185 川上幾雄 産業建設 一般 199 ふるさとかいてき道整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ134

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



R2.9予算決算委員会　　令和元年度決算審査通告一覧（発言順）

発言順 通告者 委員会 会計 実績報告書№ 通告項目 資　料 担当課

186 川上幾雄 産業建設 一般 204 公共排水路整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ136 維持管理課

187 布施　賢司 産業建設 一般 208 公園管理費 主要施策等実績報告書Ｐ138 維持管理課

188 三浦大紀 産業建設 一般 209 城山公園整備事業 主要施策等実績報告書Ｐ139 建設整備課

189 西村　　健 産業建設 一般 211 雇用促進住宅管理事業 主要施策等実績報告書Ｐ140 建築住宅課


