
予算決算委員会（産業建設委員会関係） 

     令和3年3月12日(金) 
     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、湯淺産業経済部長、鎌田都市建設部長 

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35号 令和3年度浜田市一般会計予算  

 

３ 議案第45号 令和2年度浜田市一般会計補正予算（第12号） 

 

４ 議案第46号 令和3年度浜田市一般会計補正予算（第1号） 

 

５ 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

3/8 取下げ

3/8  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

207 澁谷　幹雄 産業建設 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

産業経済部
都市建設部

208 澁谷　幹雄 産業建設 78 ふるさと寄附促進事業 体制・予算、前年並みの理由 産業経済部 ふるさと寄附推進室

209 澁谷　幹雄 産業建設 343 勤労青少年ホーム管理運営費 予算ゼロ、代替案は 産業経済部 商工労働課

210 串﨑　利行 産業建設 346 農業委員会事務局費 減額の理由、調査手当の推移 農業委員会事務局

211 澁谷　幹雄 産業建設 346 農業委員会事務局費 減額して何をするのか 農業委員会事務局

212 上野　茂 産業建設 352 有害鳥獣被害防止施設整備事業
被害は拡大しているのに予算が
前年度と変わらないのはなぜか

産業経済部 農林振興課

213 岡本　正友 産業建設 352 有害鳥獣被害防止施設整備事業
捕獲檻等の過年度の捕獲実績と
更新原因等

産業経済部 農林振興課

214 澁谷　幹雄 産業建設 354 特産品展示販売センタ－管理費 指定管理費増額理由は 三隅支所 産業建設課

215 西田　清久 産業建設 355 ふるさと体験村維持管理事業 管理の内容について 弥栄支所 産業建設課

216 岡本　正友 産業建設 357 有害鳥獣捕獲事業 有害鳥獣の種類と檻・猟銃捕獲実績と効果 産業経済部 農林振興課

217 西村　　健 産業建設 357 有害鳥獣捕獲事業 捕獲事業補助金増の理由、支払時期 産業経済部 農林振興課

218 串﨑　利行 産業建設 370 農地中間管理事業 増額の理由、今までの効果 産業経済部 農林振興課

219 川上　幾雄 産業建設 378 認定農業者等育成支援事業 実績と効果、今後の予定は 産業経済部 農林振興課

220 澁谷　幹雄 産業建設 379 新規就農者育成支援事業 この予算で大丈夫なのか 産業経済部 農林振興課

221 川上　幾雄 産業建設 380 農業次世代人材投資事業 交付金150万円の用途、不足では 産業経済部 農林振興課

222 飛野　弘二 産業建設 385 農用地保全事業
大豆を振興する農地に限った事業か

畦畔除草省力化の面積は
産業経済部 農林振興課
各支所 産業建設課

223 川上　幾雄 産業建設 386 産直市場活性化事業 コーディネーターとは 産業経済部 農林振興課

224 柳楽　真智子 産業建設 386 産直市場活性化事業 対象となる産直市場について 産業経済部 農林振興課

225 飛野　弘二 産業建設 386 産直市場活性化事業
新規とあるが372と367を統合しJA
への支援を増したと理解してよいか
生産品目拡大支援の目標は

産業経済部 農林振興課

226 布施　賢司 産業建設 386 産直市場活性化事業 事業内容について 産業経済部 農林振興課

227 小川　稔宏 産業建設 387 有機野菜等農業用ハウス整備支援事業 中核的経営体の位置付け、事業実施方法 産業経済部 農林振興課

228 笹田　　卓 産業建設 387 有機野菜等農業用ハウス整備支援事業 事業の詳細な説明 産業経済部 農林振興課

229 岡本　正友 産業建設 387 有機野菜等農業用ハウス整備支援事業 対象事業者の出荷実績と目指す有機野菜 産業経済部 農林振興課

230 川上　幾雄 産業建設 408 農道橋梁等長寿命化改修事業 改修必要橋梁数と改修率 産業経済部 農林振興課

231 川上　幾雄 産業建設 409 農道橋梁等長寿命化調査点検事業 点検必要橋梁数、直営での調査は 産業経済部 農林振興課

232 上野　茂 産業建設 415 森林整備地域活動支援事業 前年より180万減の理由 産業経済部 農林振興課

233 布施　賢司 産業建設 420 豊かな森づくり推進事業 事業内容について 産業経済部 農林振興課

234 村武　まゆみ 産業建設 423 山村地域の木育推進事業 木育推進について 産業経済部 農林振興課

235 川上　幾雄 産業建設 432 林道橋梁等長寿命化調査点検事業 点検必要橋梁数、直営での調査は 産業経済部 農林振興課

236 笹田　　卓 産業建設 441 栽培漁業事業化促進事業 産業経済部 水産振興課

237 笹田　　卓 産業建設 447 水産資源確保対策事業 産業経済部 水産振興課

238 芦谷　英夫 産業建設 445 若者漁業者確保支援事業 H23～の実績人数 産業経済部 水産振興課

239 三浦　大紀 産業建設 448 「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業 PR補助金拡充の背景と事業内容 産業経済部 水産振興課

240 澁谷　幹雄 産業建設 448 「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業 新機軸は何か 産業経済部 水産振興課

241 澁谷　幹雄 産業建設 449 高度衛生管理型荷捌所整備事業 4号市場の改善点は何か 産業経済部 水産振興課

242 澁谷　幹雄 産業建設 454 高度衛生管理型荷捌所管理運営費 増額理由 産業経済部 水産振興課

243 道下  文男 産業建設 456 山陰浜田港公設市場管理運営費 事業の内容 産業経済部 水産振興課

244 野藤　薫 産業建設 458 水産業競争力強化漁船導入促進事業 想定される事業効果 産業経済部 水産振興課

245 牛尾　　昭 産業建設 458 水産業競争力強化漁船導入促進事業 単発でなく、今後制度化していくのか 産業経済部 水産振興課

246 川上　幾雄 産業建設 466 みすみフェスティバル開催事業

他自治区への補助は（三隅は自治
区事業として補助があるが、他の
自治区へはないのか、今後はどの
ようになるのか）

産業経済部 観光交流課
各支所 産業建設課

247 川上　幾雄 産業建設 471 浜田市商業活性化支援事業 他自治区への補助は 産業経済部 商工労働課

248 飛野　弘二 産業建設 476 石州半紙後継者育成支援事業 18万円の内訳は 三隅支所 防災自治課

249 布施　賢司 産業建設 476 石州半紙後継者育成支援事業 大幅減額の理由 三隅支所 防災自治課

250 川上　幾雄 産業建設 479 石州半紙等原材料確保対策事業 大幅減、効果で判断したか 三隅支所 産業建設課

251 飛野　弘二 産業建設 479 石州半紙等原材料確保対策事業 縮減理由は 三隅支所 産業建設課

252 西川　真午 産業建設 481 起業家支援プロジェクト事業 目標値の設定 産業経済部 商工労働課

一括
R2.3の活性化計画とは違う理由

3/2 取下げ

3/2 取下げ

3/4 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

253 村武　まゆみ 産業建設 481 起業家支援プロジェクト事業 起業マインド醸成事業の内容 産業経済部 商工労働課

254 牛尾　　昭 産業建設 481 起業家支援プロジェクト事業
起用支援補助金…男女の補助金
額の差について

産業経済部 商工労働課

255 三浦　大紀 産業建設 484 ＢＵＹ浜田推進事業 この事業による目標 産業経済部 商工労働課

256 川上　幾雄 産業建設 486 広島プロジェクト推進事業 職員数減、関係人口は何処へ 産業経済部 広島事務所

257 村武　まゆみ 産業建設 488 後継者等人材育成支援事業 地域おこし協力隊の現在の状況 産業経済部 商工労働課

258 芦谷　英夫 産業建設 491 観光振興事業
温泉振興の見本的事業、美肌温
泉にどう取り組むか

産業経済部 観光交流課
各支所 産業建設課

259 柳楽　真智子 産業建設 500 美又温泉国民保養センター運営費 R4年度の指定管理の方向性について 金城支所 産業建設課

260 笹田　　卓 産業建設 501 和紙の郷運営事業 予算増加理由 三隅支所 防災自治課

261 川上　幾雄 産業建設 505 合宿等誘致事業 2年連続減、効果で判断したか 産業経済部 観光交流課

262 牛尾　　昭 産業建設 508 ヨシタケコーヒー観光資源活用支援事業
資格を持つ人は増えたが、普及の
実態はどうなのか

産業経済部 観光交流課

263 川上　幾雄 産業建設 510 千畳苑改修事業 5年で9千万円、今後も必要か 産業経済部 観光交流課

264 笹田　　卓 産業建設 512 ライディングパーク改修事業 事業内容と予算の内訳 金城支所 産業建設課

265 西川　真午 産業建設 513 北前船寄港地活用推進事業 負担金以外の予算の使途 産業経済部 観光交流課

266 村武　まゆみ 産業建設 513 北前船寄港地活用推進事業 負担金以外の内容について 産業経済部 観光交流課

267 布施　賢司 産業建設 517 第３回全国未成線サミット開催事業 事業内容について 産業経済部 観光交流課

268 川上　幾雄 産業建設 527 職員給与費（土木総務費）
再任用職員の技術を後任への
承継に活用しているのか

都市建設部　建設企画課
総務部　人事課

269 道下  文男 産業建設 529 地籍調査事業 いつも減額だが 都市建設部 地籍調査課

270 岡本　正友 産業建設 536 公共残土等処理場整備事業 対象事業と残土処分量と費用 都市建設部 建設整備課

271 芦谷　英夫 産業建設 543 危険空き家対策事業
これまでの実績、3年度の計画、
潜在する危険空家の数

都市建設部 建築住宅課

272 野藤　薫 産業建設 544 危険空き家緊急安全対策事業 特定危険空家はないか 都市建設部 建築住宅課

273 川上　幾雄 産業建設 552 橋梁等長寿命化調査点検事業 点検はすべて委託か、自前点検は 都市建設部 維持管理課

274 小川　稔宏 産業建設 555 道路維持修繕費 対象箇所の優先順位の決定基準等
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

275 澁谷　幹雄 産業建設 555 道路維持修繕費 この予算で大丈夫か
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

276 川上　幾雄 産業建設 558 生活道路整備事業 各自治区1件、必要とする件数は 都市建設部 建設整備課

277 川上　幾雄 産業建設 561 ふるさとかいてき道整備事業 舗装のみであるのか
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

278 笹田　　卓 産業建設 562 側溝整備事業 予算増加理由
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

279 道下  文男 産業建設 562 側溝整備事業 国県予算がついたか
都市建設部 維持管理課
各支所 産業建設課

280 西村　　健 産業建設 575 橋梁長寿命化改修事業 事業費増の理由、財源の考え方 都市建設部 維持管理課

281 野藤　薫 産業建設 585 景観づくり事業 増額の理由と効果 都市建設部 建設企画課

282 笹田　　卓 産業建設 585 景観づくり事業 新規事業の詳細な説明
都市建設部　建設企画課
都市建設部　維持管理課

283 三浦　大紀 産業建設 586 都市計画マスタープラン策定事業 今年度の委託業務内容 都市建設部 建設企画課

284 西川　真午 産業建設 586 都市計画マスタープラン策定事業 浜田市の思いを盛り込む方法 都市建設部 建設企画課

285 笹田　　卓 産業建設 604 雇用促進住宅管理事業 新規事業の詳細な説明 都市建設部 建築住宅課

3/8 取下げ
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