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午前１１時３９分開会 

○分科会長（伊藤  仁） それでは、定刻より少し

早いですけれども、ただいまから総務分科会を開催

させていただきます。大変お疲れのところ、よろし

くお願いいたします。 

 委員の皆さん並びに当局の皆さんは、質疑、答弁

に当たりましては、要点を押さえて簡潔明瞭に行っ

ていただき、スムーズな議事進行にご協力をお願い

いたします。 

 なお、分科会での発言は、分科会長の指名の後、

マイクを使用して、課名と名字を名乗ってから行っ

ていただきますようにお願いをいたします。 

 それでは、これより３、協議事項（１）分担案件

の審査についてに入ります。 

 第１０７号議案、令和２年度豊岡市一般会計補正

予算（第１０号）を議題といたします。 

 第１０７号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正につい

てであります。 

 当局の説明は、まず、財政課から全体概要を含め

て説明を、その後、組織順で各担当課から説明を願

います。 

 なお、説明に当たりましては資料のページ番号を

お知らせください。質疑は説明が終わった後に一括

して行います。 

 それでは、順次説明を願います。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の１２

７ページ、ご覧いただきたいと思います。第１０７

号議案、令和２年度一般会計補正予算（第１０号）

でございます。 

 本案は、コロナウイルス対策に要する経費などで

ございまして、感染症予防の観点などから今日、即

決をいただきたいというような事業を集めておる

という状況でございます。 

 歳入歳出それぞれ７億５，０８８万７，０００円

を追加いたしまして、総額を５７７億１，４８０万

円とするものでございます。 

 次に、１３６ページ、歳入のほうをご説明させて

いただきたいと思います。１３６ページ、１３７ペ

ージをご覧ください。この１０号補正の財源といた

しましては、１段目にあります地方創生臨時交付金

を６億８，８４８万７，０００円、２段目の財政調

整基金繰入金を１，７４０万円、３段目の繰越金を

４，５００万円増額することとして調整をいたして

おります。 

 全体の概要の説明は以上でございまして、続きま

して、財政課の歳出の説明をさせていただきます。

１３８ページ、１３９ページをご覧願います。最下

段にあります４款の衛生費でございます。１３９ペ

ージの説明欄の感染症対策事業費１，２１８万円が

財政課所管分となっております。これはコロナウイ

ルス感染症対策で重症化リスクの高い高齢者等の

利用が多い公共施設につきまして、トイレの手洗い

場の自動水洗化を行うことと、その施設の中で蓋の

ついていない洋式トイレに蓋をつけようというも

のでございます。財源としましては、全額、地方創

生臨時交付金を充てることとしております。 

 財政課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、土生田コミ

ュニティ政策課長。 

○コミュニティ政策課長（土生田祐子） 同じく１３

８、１３９ページをご覧ください。地域コミュニテ

ィ推進費です。１３９ページの上から３行目、コミ

ュニティセンター管理費です。投資委託料としまし

ては９２５万５，０００円、設計監理になります。

これは空調設備の設計監理になりまして、館としま

しては、豊岡、五荘、八条コミュニティセンターの

３館を予定しております。整備工事費としましては

１億１，５６８万９，０００円というふうになって

おります。 

 次に、設備工事費ということで、情報通信設備Ｗ

ｉ－Ｆｉ工事を全館実施いたします。それから、網

戸、換気扇の工事をする費用が２，５７７万１，０

００円ということになっております。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 続きまして、宮﨑税務課

長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 同じページ、１３９ペー
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ジの一番上をご覧ください。市税過誤納還付金４，

５００万円でございます。４，５００万円追加して、

総額７，９００万円とするものです。今年度におき

ましては法人市民税の還付額が多額となっており

ます。新型コロナウイルス感染症の影響によるもの

と推察をいたしております。今後、決算を迎える企

業につきましても同様の還付が発生するものと見

込んでおりまして、リーマンショックを受けた次の

年、平成２１年度の還付額を参考に同等の額を予算

確保したいということでございます。 

 なお、地方税法で還付につきましては遅滞なく還

付しなければならないという規定がございまして、

９月に還付する金額が既に予算オーバーでありま

して、早急な予算措置をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） ご異議なしと認めます。

よって、第１０７号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 以上で分科会に分担されました議案に対する審

査は終了しました。 

 ここで委員の皆さん、当局の皆さんから何かござ

いましたらご発言ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） ないようですので、ここ

で当局職員の皆さんは退席していただいて結構で

す。お疲れさまでした。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１１時４６分休憩 

──────────────────── 

午前１１時４７分再開 

○分科会長（伊藤  仁） 休憩前に引き続き分科会

を再開いたします。 

 これより３、協議事項（２）意見・要望のまとめ

についてに入ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の審査は

終了しました。ここで分科会意見・要望として、予

算決算委員会に報告すべき内容について協議いた

だきたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１１時４８分休憩 

──────────────────── 

午前１１時５０分再開 

○分科会長（伊藤  仁） それでは、会議を再開い

たします。 

 予算決算委員会に付すべき要望・意見等はござい

ませんでしょうか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） この市内でも感染者が出たと

いう情報も入りましたし、それで今日は議会当日に

議決をします。一刻も早く、そういう感染予防のた

めの予算執行ということで、議会としても早くして

ほしいという思いで議決、予算を通しましたので、

できるだけ早く速やかな執行をお願いしたいと思

うみたいなことでまとめていただいたらありがた

いです。 

○分科会長（伊藤  仁） ありがとうございます。 

 今そのように意見がございましたので、案文につ

きましては正副分科会長にご一任いただきたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） そのようにさせていただ

きます。 

 これより４、その他に入ります。その他、委員の

皆さんから何かあればお願いをいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） ないようですので、以上

をもちまして総務分科会を閉会いたします。お疲れ

さまでした。 
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午前１１時５１分閉会 

──────────────────── 


