
予算決算委員会（福祉環境委員会関係） 

     令和3年3月11日(木) 
     10：00  ～   ：   
          場 所 ： 議 場 

 

【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、砂川副市長、坂田総務部長、猪木迫健康福祉部長、斗光市民生活部長 

宇津上下水道部長、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、浜野書記、大下書記 

   

議 題 

１ 議案第28号 令和2年度浜田市一般会計補正予算（第11号） 

２ 議案第29号 令和2年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第4号） 

３ 議案第31号 令和2年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号） 

４ 議案第32号 令和2年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号） 

５ 議案第33号 令和2年度浜田市水道事業会計補正予算（第2号） 

６ 議案第34号 令和2年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第2号） 

７ 議案第35号 令和3年度浜田市一般会計予算  

８ 議案第36号 令和3年度浜田市国民健康保険特別会計予算  

９ 議案第38号 令和3年度浜田市農業集落排水事業特別会計予算 

10 議案第39号 令和3年度浜田市漁業集落排水事業特別会計予算 

11 議案第40号 令和3年度浜田市生活排水処理事業特別会計予算 

12 議案第41号 令和3年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 

13 議案第42号 令和3年度浜田市水道事業会計予算 

14 議案第43号 令和3年度浜田市工業用水道事業会計予算 

15 議案第44号 令和3年度浜田市公共下水道事業会計予算 

16 議案第45号 令和2年度一般会計補正予算（第12号） 

17 議案第46号 令和3年度一般会計補正予算（第1号）  

18 その他 

 



R３.３予算決算委員会　　令和２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 三浦　大紀 総務文教 事業全般
「不用額の調整」の内、コロナの影
響でできなかった事業の影響がど
の程度あったものと考えるか

総務部 財政課

2 西川　真午 総務文教 8 市有財産有効活用推進事業 大幅減額の理由
総務部 行財政改革推進課
三隅支所 市民福祉課

3 川上　幾雄 総務文教 12 公共施設長寿命化等推進基金積立金 基金の用途 総務部  財政課

4 川上　幾雄 総務文教 23 まちづくり総合交付金事業 不用額の理由 地域政策部 まちづくり推進課

5 川上　幾雄 総務文教 26 地域公共交通確保対策事業 不用額の理由 地域政策部 まちづくり推進課

6 笹田　　卓 総務文教 29 新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業 いつ、どこで、誰が検査を行うのか 地域政策部 まちづくり推進課

7 西川　真午 総務文教 159 奨学金貸与事業 大幅減額の理由 教育委員会 教育総務課

8 澁谷　幹雄 総務文教 161 児童生徒１人１台端末整備事業（国補正分） 約1/3不用額か 教育委員会 学校教育課

9 村武　まゆみ 福祉環境 47 社会福祉総務事務費 福祉フェスティバル 健康福祉部 地域福祉課

10 村武　まゆみ 福祉環境 62 放課後児童クラブ設置事業 支援員報酬減額理由 健康福祉部 子育て支援課

11 澁谷　幹雄 福祉環境 66 児童手当支給事業 大幅な不用額の理由は 健康福祉部 子育て支援課

12 村武　まゆみ 福祉環境 71 安心お産応援事業 減額内容 健康福祉部 子育て支援課

13 川上　幾雄 福祉環境 72 地域医療連携事業 不用額の理由 健康福祉部 健康医療対策課

14 川上　幾雄 福祉環境 76 外来検査センター運営事業 不用額の理由 健康福祉部 健康医療対策課

15 村武　まゆみ 福祉環境 77 定期（乳幼児等）予防接種事業 減額内容 健康福祉部 健康医療対策課

16 村武　まゆみ 福祉環境 80 乳幼児医療費助成事業 減額内容 市民生活部 保険年金課

17 澁谷　幹雄 福祉環境 84 合併処理浄化槽設置助成事業 不用額多すぎでは 上下水道部 下水道課

18 川上　幾雄 福祉環境 上水 水道事業会計
説明資料Ｐ1-資本的収入及び支出
の補正…建設改良費補正減の理
由

上下水道部 工務課

19 飛野　弘二 産業建設 95 農業委員会事務局費
R2は従来より450万くらい増か
R2は不用額が600万位減なのか

農業委員会事務局

20 飛野　弘二 産業建設 96 中山間地域等直接支払事業 不用額の理由、内訳 産業経済部 農林振興課

21 川上　幾雄 産業建設 97 農業振興対策費補助事業 不用額の理由 弥栄支所 産業建設課

22 西川　真午 産業建設 98 ふるさと農業研修生育成事業 大幅減額の理由 産業経済部 農林振興課

23 西川　真午 産業建設 105 農業振興対策事業 事業を執行しなかった理由 弥栄支所 産業建設課

24 西川　真午 産業建設 108 農地有効利用支援整備事業 大幅減額の理由 産業経済部 農林振興課

25 川上　幾雄 産業建設 108 農地有効利用支援整備事業 不用額の理由 産業経済部 農林振興課

26 笹田　　卓 産業建設 125 新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（商工総務費） 不用額の多い理由 産業経済部 商工労働課

27 西川　真午 産業建設 133 地域産業担い手育成支援事業 事業を執行しなかった理由 産業経済部 水産振興課

28 三浦　大紀 産業建設 138 観光誘客多角化促進事業 不採択の理由 産業経済部 観光交流課

2/28 取下げ
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R3.3予算決算委員会　　令和３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

113 澁谷　幹雄 福祉環境 予算要求と査定結果
Ｐ10　予算要求査定結果の満足度
と意気込みについて

健康福祉部
市民生活部
上下水道部

114 西村　　健 福祉環境 一般会計予算
説明資料P19　1-（1）市民税
減の理由、他コロナの影響を受け
た項目があれば

市民生活部 税務課
市民生活部 資産税課

115 柳楽　真智子 福祉環境 179 地域福祉まるごと支援推進事業 福祉バスの補助額とこの額で運営できるか 健康福祉部 地域福祉課

116 柳楽　真智子 福祉環境 180 保健医療福祉協議会費
関係計画と年3回の会議で
検討・検証が十分か

健康福祉部 地域福祉課

117 西川　真午 福祉環境 181 自死予防対策事業 引きこもり対策予算 健康福祉部 健康医療対策課

118 川上　幾雄 福祉環境 182 保健医療福祉総合計画策定事業 業務委託は随意か
健康福祉部 地域福祉課
健康福祉部 健康医療対策課

119 小川　稔宏 福祉環境 182 保健医療福祉総合計画策定事業 策定方法に関する考え方
健康福祉部 地域福祉課
健康福祉部 健康医療対策課

120 三浦　大紀 福祉環境 187 障がい者はつらつ生活支援事業 皆減の理由 旭支所　市民福祉課

121 村武　まゆみ 福祉環境 198 地域生活支援事業 基幹相談支援センター拡充の内容 健康福祉部 地域福祉課

122 牛尾　　昭 福祉環境 198 地域生活支援事業 基幹相談支援センターの事業内容について 健康福祉部 地域福祉課

123 村武　まゆみ 福祉環境 199 障がい者社会参加促進事業
障がい者ｽﾎﾟｰﾂ支援、
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰへの支援は

健康福祉部 地域福祉課

124 野藤　薫 福祉環境 200 障がい児通所給付事業 1億1千万の増額理由 健康福祉部 地域福祉課

125 笹田　　卓 福祉環境 200 障がい児通所給付事業 デイサービス費が伸びた理由 健康福祉部 地域福祉課

126 西村　　健 福祉環境 200 障がい児通所給付事業 放課後等デイサービス費積算根拠 健康福祉部 地域福祉課

127 牛尾　　昭 福祉環境 200 障がい児通所給付事業 増額の内訳 健康福祉部 地域福祉課

128 村武　まゆみ 福祉環境 202 障がい者雇用促進費 雇用状況について 健康福祉部 地域福祉課

129 柳楽　真智子 福祉環境 211 高齢者生活福祉センター管理費 事業縮小となったが管理料に影響ないか 金城支所 市民福祉課

130 村武　まゆみ 福祉環境 216 高齢者福祉サービス事業
認知症サポーター養成
(ﾁｰﾑｵﾚﾝｼﾞの進捗状況)

健康福祉部 健康医療対策課
各支所 市民福祉課

131 柳楽　真智子 福祉環境 221 在宅介護支援事業 訪問看護の冬期実施状況 健康福祉部 健康医療対策課

132 村武　まゆみ 福祉環境 223 包括的支援事業
生活支援体制整備の内容、
認知症(ﾁｰﾑｵﾚﾝｼﾞの進捗状況)

健康福祉部 健康医療対策課

133 柳楽　真智子 福祉環境 223 包括的支援事業 在宅医療・会合連携の減額理由 健康福祉部 健康医療対策課

134 芦谷　英夫 福祉環境 224 介護予防・日常生活支援総合事業 成果
健康福祉部 健康医療対策課
各支所 市民福祉課

135 芦谷　英夫 福祉環境 226 介護予防教室開設準備経費等支援事業 開設数、利用状況 健康福祉部 健康医療対策課

136 西川　真午 福祉環境 228 敬老入浴券交付事業 前事業の総括と本事業の実施理由 健康福祉部 健康医療対策課

137 上野　茂 福祉環境 228 敬老入浴券交付事業
近い人はよいが、遠方の人は行け
ないのでは

健康福祉部 健康医療対策課

138 布施　賢司 福祉環境 228 敬老入浴券交付事業 対象者、販売価格、購入条件について 健康福祉部 健康医療対策課

139 道下  文男 福祉環境 228 敬老入浴券交付事業 予算が少なくなった 健康福祉部 健康医療対策課

140 牛尾　　昭 福祉環境 228 敬老入浴券交付事業 行きたいがいけない人もいるのでは 健康福祉部 健康医療対策課

141 村武　まゆみ 福祉環境 237 ファミリー・サポート・センター運営事業 お試し無料券（内容、会員の状況） 健康福祉部 子育て支援課

142 西村　　健 福祉環境 238 児童扶養手当支給事業 拡充部分の積算根拠と法改正の意図 健康福祉部 子育て支援課

143 柳楽　真智子 福祉環境 240 次世代育成支援事業 要保護児童対策協議会の内容
健康福祉部 子育て支援課
各支所 市民福祉課

144 川上　幾雄 福祉環境 244 保育士修学資金貸付事業 定着率は。市独自策増が必要 健康福祉部 子育て支援課

145 村武　まゆみ 福祉環境 245 子育て世代包括支援センター事業 助産師訪問の内容について 健康福祉部 子育て支援課

146 柳楽　真智子 福祉環境 245 子育て世代包括支援センター事業 昨年よりも1名減の理由 健康福祉部 子育て支援課

147 小川　稔宏 福祉環境 247 第３子以降出生祝い金支給事業 制度設計に関する基本的な考え方 健康福祉部 子育て支援課

148 笹田　　卓 福祉環境 247 第３子以降出生祝い金支給事業 健康福祉部 子育て支援課

149 笹田　　卓 福祉環境 259 第３子以降保育所等給食費無償化事業 健康福祉部 子育て支援課

150 笹田　　卓 福祉環境 260 第３子以降保育料無償化事業 健康福祉部 子育て支援課

151 岡本　正友 福祉環境 247 第３子以降出生祝い金支給事業 祝い金を定めた根拠及び効果 健康福祉部 子育て支援課

152 澁谷　幹雄 福祉環境 247 第３子以降出生祝い金支給事業 事業採択の理由は 健康福祉部 子育て支援課

153 西村　　健 福祉環境 247 第３子以降出生祝い金支給事業 本事業を含めた子育て支援の考え方 健康福祉部 子育て支援課

154 小川　稔宏 福祉環境 248 出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業 認定基準、運用の考え方 健康福祉部 子育て支援課

155 岡本　正友 福祉環境 248 出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業
事業者支援の補助の根拠
（要望等の有無）

健康福祉部 子育て支援課

156 芦谷　英夫 福祉環境 248 出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業 事業所の役割、推進体制 健康福祉部 子育て支援課

一括
第3子以降にした詳細な理由・対象
数
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R3.3予算決算委員会　　令和３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

157 道下  文男 福祉環境 248 出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業 良い事業となるように 健康福祉部 子育て支援課

158 西田　清久 福祉環境 248 出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業 予算の内訳について 健康福祉部 子育て支援課

159 柳楽　真智子 福祉環境 252 特別保育事業 保育体制強化事業について 健康福祉部 子育て支援課

160 串﨑　利行 福祉環境 252 特別保育事業
新型コロナウイルス感染症対策
支援事業の内容

健康福祉部 子育て支援課

161 岡本　正友 福祉環境 252 特別保育事業 事業内容及び実績と効果 健康福祉部 子育て支援課

162 柳楽　真智子 福祉環境 257 病後児保育室運営事業 預かり中の緊急時の対応は 健康福祉部 子育て支援課

163 岡本　正友 福祉環境 257 病後児保育室運営事業
病児保育の実績からの受入れ
及び預かり体制

健康福祉部 子育て支援課

164 三浦　大紀 福祉環境 258 病児・病後児保育室整備事業
施設管理費の休日診療所分との
切り分け方法

健康福祉部 子育て支援課

165 西村　　健 福祉環境 258 病児・病後児保育室整備事業 看護師・保育士の就労場所の規定 健康福祉部 子育て支援課

166 小川　稔宏 福祉環境 259 第３子以降保育所等給食費無償化事業 制度設計に関する基本的な考え方 健康福祉部 子育て支援課

167 岡本　正友 福祉環境 259 第３子以降保育所等給食費無償化事業 第3子以降の給食費無料化となる理由 健康福祉部 子育て支援課

168 西村　　健 福祉環境 259 第３子以降保育所等給食費無償化事業 本事業を含めた子育て支援の考え方 健康福祉部 子育て支援課

169 小川　稔宏 福祉環境 260 第３子以降保育料無償化事業 制度設計に関する基本的な考え方 健康福祉部 子育て支援課

170 澁谷　幹雄 福祉環境 260 第３子以降保育料無償化事業 第2子以降ではないのか 健康福祉部 子育て支援課

171 西村　　健 福祉環境 260 第３子以降保育料無償化事業 本事業を含めた子育て支援の考え方 健康福祉部 子育て支援課

172 西川　真午 福祉環境 271 扶　助　費 自立助長の内容と目標 健康福祉部 地域福祉課

173 笹田　　卓 福祉環境 271 扶　助　費 コロナによる影響や不正受給など 健康福祉部 地域福祉課

174 三浦　大紀 福祉環境 278 安心お産応援事業 不妊治療の拡充内容 健康福祉部 子育て支援課

175 村武　まゆみ 福祉環境 278 安心お産応援事業 お試し無料券の内容について 健康福祉部 子育て支援課

176 川上　幾雄 福祉環境 278 安心お産応援事業 妊婦健康診査の減額理由 健康福祉部 子育て支援課

177 柳楽　真智子 福祉環境 278 安心お産応援事業 多胎妊婦の検診補助について 健康福祉部 子育て支援課

178 岡本　正友 福祉環境 278 安心お産応援事業
事業の実績と効果、新規事業が
目指すもの

健康福祉部 子育て支援課

179 川上　幾雄 福祉環境 279 地域医療連携事業 毎年度の減額理由 健康福祉部 健康医療対策課

180 川上　幾雄 福祉環境 289 はまだ健康チャレンジ事業 増額、効果の判断はどのように 健康福祉部 健康医療対策課

181 野藤　薫 福祉環境 290 巡回総合ドック事業 予算は同額だが、名称変更なのか 健康福祉部 健康医療対策課

182 岡本　正友 福祉環境 291 看護学校学生等修学資金貸付事業 過年度の就学実態及び地元就職実績 健康福祉部 健康医療対策課

183 道下  文男 福祉環境 291 看護学校学生等修学資金貸付事業 良い事業となるように 健康福祉部 健康医療対策課

184 西村　　健 福祉環境 291 看護学校学生等修学資金貸付事業 卒業生の状況と期待される効果 健康福祉部 健康医療対策課

185 串﨑　利行 福祉環境 294 任意予防接種事業 免疫消失者助成の内容 健康福祉部 健康医療対策課

186 澁谷　幹雄 福祉環境 305 環境アダプトプログラム推進事業 予算の少なさ 市民生活部 環境課

187 三浦　大紀 福祉環境 309 もったいない推進事業 コンサルタント料の業務内容 市民生活部 環境課

188 西川　真午 福祉環境 310 地球温暖化対策支援事業 実績と目標設定と達成方法 市民生活部 環境課

189 柳楽　真智子 福祉環境 311 動物愛護推進事業 不妊去勢手術助成について 市民生活部 環境課

190 飛野　弘二 福祉環境 311 動物愛護推進事業
自治会、町内会全額とは
年々大幅不足、増額予定はないか 市民生活部 環境課

191 布施　賢司 福祉環境 311 動物愛護推進事業 拡充なのに予算がついていない理由 市民生活部 環境課

192 川上　幾雄 福祉環境 313 飲料水安定確保事業 全自治区へ変更、見込みは 市民生活部 環境課

193 佐々木 豊治 福祉環境 313 飲料水安定確保事業
対象となる自治区別未普及世帯数
修繕について事後申請も対象か 市民生活部 環境課

194 上野　茂 福祉環境 315 公害対策事業
事業費が数年前から変わらず
効果が見えない 市民生活部 環境課

195 川上　幾雄 福祉環境 316 合併処理浄化槽設置助成事業 処理槽数の減少理由 上下水道部 下水道課

196 澁谷　幹雄 福祉環境 321 火葬場大規模改修事業 改修理由 市民生活部 環境課

197 牛尾　　昭 福祉環境 323 休日診療所整備事業 広域の利用だが、浜田市だけが負担するのか 健康福祉部 健康医療対策課

198 野藤　薫 福祉環境 326 清掃管理事務費
事業ごとの配分
増減の理由（ごみｶﾚﾝﾀﾞｰ） 市民生活部 環境課

199 布施　賢司 福祉環境 326 清掃管理事務費
高齢者にごみｶﾚﾝﾀﾞｰは見えにくい
事業費減額の理由 市民生活部 環境課

200 村武　まゆみ 福祉環境 677 幼稚園管理運営費 幼稚園維持補修費 健康福祉部 子育て支援課

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

202 三浦　大紀 福祉環境 農集5 公営企業会計適用事業
アドバイザリー業務の内容
(漁集への関与の有無） 上下水道部 下水道課

3/2 取下げ

3/4 取下げ
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203 三浦　大紀 福祉環境 漁集2 公営企業会計適用事業 データコンバートは当会計のみか 上下水道部 下水道課

204 川上　幾雄 福祉環境 上水 水道事業会計

Ｐ9-業務委託、改良事業管路更新
について、旧簡易水道へ対応して
いるのか
P16-資本的支出　3　排水施設費
（管路更新）も旧簡易水道へ対応し
ているのか

上下水道部 工務課

205 澁谷　幹雄 福祉環境 工水 工業用水道会計 業務の改善は 上下水道部 管理課

206 西川　真午 福祉環境 下水 令和3年度の予算の編成概要 説明書P1　下水道使用料の増収理由 上下水道部 下水道課3/4 取下げ
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