
予算決算委員会（総務文教委員会関係） 

     令和3年3月10日(水) 
     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、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、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、

河上教育部長、琴野消防長、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30号 令和2年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算（第2号）  

 

３ 議案第35号 令和3年度浜田市一般会計予算 

 

４ 議案第37号 令和3年度浜田市駐車場事業特別会計予算 

 

５ 議案第45号 令和2年度浜田市一般会計補正予算（第12号） 

 

６ 議案第46号 令和3年度浜田市一般会計補正予算（第1号） 

 

７ 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

1 澁谷　幹雄 総務文教 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

総務部
地域政策部
教育部
消防本部

2 飛野　弘二 総務文教 主要施策の予算要求と査定状況
P11-3（整理番号94）
予算要求と査定の差は何か

地域政策部 定住関係人口推進課

3 川上　幾雄 総務文教 一般会計予算
当初予算説明資料　Ｐ19
22-（3）過疎-辺地対策事業…増額
の理由

総務部　財政課

4 澁谷　幹雄 総務文教 当初予算の概要　　 Ｐ21（4）　人件費と扶助費の分析 総務部　財政課

5 澁谷　幹雄 総務文教 一般会計の概要　　
Ｐ26　歳入増加-自主財源・依存財
源増の理由 総務部　財政課

6 西村　　健 総務文教 12 会計年度任用職員報酬等（監視員・電話交換） 監視員の勤務内容と手当の状況 総務部 総務課

7 串﨑　利行 総務文教 17 産休・育休等代替職員費 減額理由 総務部 人事課

8 串﨑　利行 総務文教 24 総務事務費 増額理由 総務部 総務課

9 川上　幾雄 総務文教 39 市有財産有効活用推進事業 修繕解体売却工事費の説明 総務部 行財政改革推進課

10 川上　幾雄 総務文教 45 市有施設再編整備事業 駐車場が有効利用できるのか 旭支所 防災自治課

11 小川　稔宏 総務文教 51 地域づくり振興事業 防犯カメラ設置場所の優先順位
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

12 笹田　　卓 総務文教 51 地域づくり振興事業 事業の詳細な説明
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

13 岡本　正友 総務文教 51 地域づくり振興事業 防犯灯、防犯カメラ等整備実績と効果
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

14 西川　真午 総務文教 53 市民協働活性化支援事業 対象となる具体的な事業 地域政策部 まちづくり推進課

15 村武　まゆみ 総務文教 53 市民協働活性化支援事業 各活動の目的、成果 地域政策部 まちづくり推進課

16 小川　稔宏 総務文教 53 市民協働活性化支援事業 対象団体の基準、社会貢献の範囲等 地域政策部 まちづくり推進課

17 西田　清久 総務文教 53 市民協働活性化支援事業 事業目的及び具体的イメージについて 地域政策部 まちづくり推進課

18 西川　真午 総務文教 54 男女共同参画推進事業 減額理由 地域政策部 人権同和教育啓発センター

19 村武　まゆみ 総務文教 54 男女共同参画推進事業 浜田女性ネットワークの活動について 地域政策部 人権同和教育啓発センター

20 小川　稔宏 総務文教 54 男女共同参画推進事業 事業目的と団体の活動との整合性 地域政策部 人権同和教育啓発センター

21 西川　真午 総務文教 59 路線バス利用促進事業 事業内容は利用促進ではない 地域政策部 まちづくり推進課

22 柳楽　真智子 総務文教 64 地域協議会運営事業
全体の人数と区長不在で役割が
大きくなるが妥当か

地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

23 串﨑　利行 総務文教 66 生活路線バス運行事業 増額理由
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

24 布施　賢司 総務文教 67 新交通システム運営事業
石見東地区は試行実施していたが
事業に至った経緯、ルートは

地域政策部 まちづくり推進課

25 上野　茂 総務文教 70 定住相談事業 前年より5万円増でいいのか 地域政策部 定住関係人口推進課

26 柳楽　真智子 総務文教 75 まちづくり総合交付金事業 高齢・年少加算の使途について
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

27 小川　稔宏 総務文教 75 まちづくり総合交付金事業 高齢化・年少人口加算の中身
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

28 澁谷　幹雄 総務文教 75 まちづくり総合交付金事業 改善点
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

29 川上　幾雄 総務文教 76 生活路線バス車両整備事業 老朽化の程度、今後の予定を 地域政策部　まちづくり推進課

30 芦谷　英夫 総務文教 77 まちづくり組織支援事業 自治会町内会との連携
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

31 澁谷　幹雄 総務文教 80 男女の出会い創出事業 減額の理由 地域政策部 定住関係人口推進課

32 川上　幾雄 総務文教 82 はまだ暮らし応援事業 委託の効果は。会議の活用法を 地域政策部 定住関係人口推進課

33 川上　幾雄 総務文教 83 浜田で学ぶ学生支援事業 シェアハウスの理由と効果 地域政策部 まちづくり推進課

34 西川　真午 総務文教 90 わくわく浜田生活実現支援事業 周知方法、目標値 地域政策部 定住関係人口推進課

35 三浦　大紀 総務文教 92 関係人口創出拡大事業 関係人口創出事業支援業務委託の内容 地域政策部 定住関係人口推進課

36 西川　真午 総務文教 92 関係人口創出拡大事業 業務委託の内容と目標値 地域政策部 定住関係人口推進課

37 澁谷　幹雄 総務文教 92 関係人口創出拡大事業 昨年とほぼ同じ予算額の理由 地域政策部 定住関係人口推進課

38 牛尾　　昭 総務文教 92 関係人口創出拡大事業 理念と現状の差について 地域政策部 定住関係人口推進課

39 村武　まゆみ 総務文教 93 結婚新生活支援事業 年齢要件について 地域政策部 定住関係人口推進課

40 小川　稔宏 総務文教 93 結婚新生活支援事業 制度設計、年齢制限の根拠、及び効果 地域政策部 定住関係人口推進課

41 野藤　薫 総務文教 93 結婚新生活支援事業 想定の根拠と効果について 地域政策部 定住関係人口推進課

42 布施　賢司 総務文教 93 結婚新生活支援事業 年齢要件、居住要件について 地域政策部 定住関係人口推進課
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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

43 澁谷　幹雄 総務文教 93 結婚新生活支援事業
優先度が高い理由（他にも人口減
少対策の施策があるのに新規で作
る理由）

地域政策部 定住関係人口推進課

44 牛尾　　昭 総務文教 93 結婚新生活支援事業 年齢要件について 地域政策部 定住関係人口推進課

45 三浦　大紀 総務文教 95 総合振興計画策定事業 市民委員会開催の方法等 地域政策部 政策企画課

46 西田　清久 総務文教 95 総合振興計画策定事業 審議会の様子について 地域政策部 政策企画課

47 西川　真午 総務文教 96 若者会議設置事業 具体的な内容 地域政策部 政策企画課

48 村武　まゆみ 総務文教 96 若者会議設置事業 会議のメンバー構成、内容など 地域政策部 政策企画課

49 小川　稔宏 総務文教 96 若者会議設置事業 参加者の選定基準の考え方 地域政策部 政策企画課

50 西田　清久 総務文教 96 若者会議設置事業 事業化の経緯等について 地域政策部 政策企画課

51 上野　茂 総務文教 97 見守り移動販売支援事業 前年より40万円増、1事業者だけか 地域政策部 まちづくり推進課

52 牛尾　　昭 総務文教 97 見守り移動販売支援事業
もっと力を入れるべきと思うが全市
的に考えているか

地域政策部 まちづくり推進課

53 西川　真午 総務文教 98 音楽を核とした定住促進事業 地域おこし協力隊の任務 地域政策部 定住関係人口推進課

54 村武　まゆみ 総務文教 98 音楽を核とした定住促進事業 事業内容について 地域政策部 定住関係人口推進課

55 小川　稔宏 総務文教 98 音楽を核とした定住促進事業 事業内容の周知、募集の経緯等 地域政策部 定住関係人口推進課

56 岡本　正友 総務文教 98 音楽を核とした定住促進事業 受け入れ体制と地域活性からの影響・効果 地域政策部 定住関係人口推進課

57 西田　清久 総務文教 98 音楽を核とした定住促進事業 組合と市の関係・補助金の主旨等 地域政策部 定住関係人口推進課

58 三浦　大紀 総務文教 99 まちづくりセンター管理運営費
まちづくりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの報酬形態
(委託の検討)／分館の位置付け

地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

59 川上　幾雄 総務文教 99 まちづくりセンター管理運営費 事務員・管理人とは
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

60 西村　　健 総務文教 99 まちづくりセンター管理運営費 センターの運営主体とまちづくり
地域政策部 まちづくり推進課
各支所 防災自治課

61 川上　幾雄 総務文教 101 杵束コミュニティ施設整備事業 解体後の活用計画を 教育委員会　弥栄分室

62 布施　賢司 総務文教 102 石見まちづくりセンター後野分館整備事業 目的と事業内容の精査 地域政策部 まちづくり推進課

63 岡本　正友 総務文教 102 石見まちづくりセンター後野分館整備事業 分館建設から目指す地域活性化について 地域政策部 まちづくり推進課

64 道下  文男 総務文教 102 石見まちづくりセンター後野分館整備事業 事業費が高い 地域政策部 まちづくり推進課

65 澁谷　幹雄 総務文教 106 住基ネット機器更改事業 事業理由（更新する必要性があるのか） 総務部 総務課

66 村武　まゆみ 総務文教 120 大学を核としたまちづくり推進事業 共同研究委託など 地域政策部 まちづくり推進課

67 野藤　薫 総務文教 120 大学を核としたまちづくり推進事業 新規項目の効果について 地域政策部 まちづくり推進課

68 川上　幾雄 総務文教 131 地域安全まちづくり事業 任用職員は専門職か 総務部 防災安全課

69 上野　茂 総務文教 131 地域安全まちづくり事業 防犯カメラ設置状況、効果は 総務部 防災安全課

70 三浦　大紀 総務文教 134 防災まちづくり推進事業 会計年度任用職員の減の理由 総務部 防災安全課

71 芦谷　英夫 総務文教 140 浜田市防犯協会負担金 他の安全安心とどう繋がっているか 総務部 防災安全課

72 川上　幾雄 総務文教 232 人権及び男女共同参画計画策定事業 計画策定経費の内訳 地域政策部 人権同和教育啓発センター

73 川上　幾雄 総務文教 281 リハビリテーションカレッジ島根支援事業 奨学金免除補助減、補助不要と判断か
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

74 芦谷　英夫 総務文教 281 リハビリテーションカレッジ島根支援事業
入学生増などの成果は
さらに支援することはないか

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

75 川上　幾雄 総務文教 526 浜田市人会事業 助成増減の判断基準は
地域政策部 定住関係人口推進課
各支所 産業建設課

76 西田　清久 総務文教 526 浜田市人会事業 会員数の変動について
地域政策部 定住関係人口推進課
各支所 産業建設課

77 小川　稔宏 総務文教 610 通信指令管理費 新規2件の事業内容 消防本部 通信指令課

78 岡本　正友 総務文教 610 通信指令管理費
保守に係る経費の委託契約と
新規事業の内容 消防本部 通信指令課

79 道下  文男 総務文教 627 スクールバス運行事業 土日の運航は
教育委員会 学校教育課
各支所 分室

80 澁谷　幹雄 総務文教 628 教育振興計画審議会費 アクションプランは作る気持ちはあるのか 教育委員会 教育総務課

81 小川　稔宏 総務文教 631 教育用ネットワーク整備事業 予算の内訳、積算根拠 教育委員会 学校教育課

82 川上　幾雄 総務文教 635 次世代教育環境整備事業 年毎に増減、計画的な運用か

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

83 笹田　　卓 総務文教 635 次世代教育環境整備事業 予算の大幅減の理由

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
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84 村武　まゆみ 総務文教 637 学校ネットワーク管理事業
GIGAスクール構想の進め方、
現場の理解度は

教育委員会 学校教育課

85 小川　稔宏 総務文教 637 学校ネットワーク管理事業 事業概要、財源負担割合の根拠 教育委員会 学校教育課

86 澁谷　幹雄 総務文教 637 学校ネットワーク管理事業 支援員二人で可能か 教育委員会 学校教育課

87 笹田　　卓 総務文教 644 学校施設緊急改修事業 3年間の計画内容、スケジュール 教育委員会 教育総務課

88 道下  文男 総務文教 644 学校施設緊急改修事業 適正な金額なのか 教育委員会 教育総務課

89 西田　清久 総務文教 644 学校施設緊急改修事業 営繕要望の対応について 教育委員会 教育総務課

90 笹田　　卓 総務文教 645 学校施設等小型焼却炉調査事業 事業の詳細な説明 教育委員会 教育総務課

91 佐々木 豊治 総務文教 645 学校施設等小型焼却炉調査事業 撤去するなら調査がなぜ必要か 教育委員会 教育総務課

92 小川　稔宏 総務文教 654 学校図書館活用事業 拡充の予算額内訳、経緯 教育委員会 学校教育課

93 野藤　薫 総務文教 654 学校図書館活用事業 増額理由、事典であるなら更新理由 教育委員会 学校教育課

94 三浦　大紀 総務文教 655 学力向上総合対策事業
※部分の意味と理由
ICT活用研究委託の内容

教育委員会 学校教育課

95 澁谷　幹雄 総務文教 655 学力向上総合対策事業 この内容で目標達成可能か 教育委員会 学校教育課

96 柳楽　真智子 総務文教 661 小学校教育振興運営費 学校図書の更新状況について 教育委員会 学校教育課

97 西村　　健 総務文教 663 要保護・準要保護児童扶助費 対象児童数と事業費の近年の傾向 教育委員会 学校教育課

98 澁谷　幹雄 総務文教 664 遠距離通学児童扶助費 通学距離は適正か 教育委員会 学校教育課

99 柳楽　真智子 総務文教 670 中学校教育振興運営費 学校図書の更新状況について 教育委員会 学校教育課

100 西村　　健 総務文教 672 要保護・準要保護生徒扶助費 対象児童数と事業費の近年の傾向 教育委員会 学校教育課

101 串﨑　利行 総務文教 696 ふるさと郷育推進事業 中山間地ふるさと郷育の減の理由 教育委員会 生涯学習課

102 小川　稔宏 総務文教 696 ふるさと郷育推進事業 人物読本活用の評価等 教育委員会 生涯学習課

103 村武　まゆみ 総務文教 698 はまだっ子共育推進事業 減額理由、特に家庭教育支援 教育委員会 生涯学習課

104 三浦　大紀 総務文教 700 高校魅力化コンソーシアム運営支援事業 事業内容 教育委員会 生涯学習課

105 野藤　薫 総務文教 700 高校魅力化コンソーシアム運営支援事業
運営補助金の想定される使途、
組織体制のイメ^－ｼﾞ、市の関わり

教育委員会 生涯学習課

106 野藤　薫 総務文教 702 文化振興事務費 案内板、江戸時代とした理由 教育委員会 文化振興課

107 西川　真午 総務文教 709 浜田城資料館管理事業 業務委託により事業費が高くなる 教育委員会 文化振興課

108 川上　幾雄 総務文教 711 市誌編纂事業 継続的な予算、編纂状況は 教育委員会 文化振興課

109 西川　真午 総務文教 712 歴史文化保存展示施設専門検討事業 中止すべき 教育委員会 文化振興課

110 西村　　健 総務文教 724 要保護・準要保護児童・生徒扶助費 対象児童数と事業費の近年の傾向 教育委員会 学校教育課

111 川上　幾雄 総務文教 728 共同調理場施設改修機器更新事業 給水設備の改修改良を含むか 教育委員会 教育総務課

112 西村　　健 総務文教 728 共同調理場施設改修機器更新事業
幼稚園給食を今以上に給食センタ
ーで配食できるか

教育委員会 教育総務課3/1 取下げ
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