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午後１時２３分開会 

○分科会長（伊藤  仁） 時間は少し早いですけれ

ども、皆さんおそろいになりましたので、ただいま

から総務分科会を開催させていただきます。 

 コロナウイルス感染も、緊急事態宣言が解除され

たということで一安心いたしておるところです。北

九州では第二波が来ているといった報道もござい

ますし、豊岡市では一人も出ていないということで、

豊岡市も平常時の状況に早く戻っていただきたい

なというふうに願っております。この後の審議、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 委員の皆さん並びに当局の皆さんは、説明につき

ましては予算決算委員会で伺っておりますので、早

速ですけれども、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

な議事運行にご協力をお願いします。 

 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、課名と名字を名のってから行っ

ていただきますようにお願い申し上げます。 

 それでは、これより協議事項、分担案件の審査に

入ります。 

 第９０号議案、令和２年度豊岡市一般会計補正予

算（第６号）を議題といたします。第９０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。全体会

で説明がありましたので、分科会での説明は省略す

ることとしますので、ご了承願います。 

 質疑はありませんか。 

 暫時休憩をいたします。 

午後１時２５分休憩 

──────────────────── 

午後１時２５分再開 

○分科会長（伊藤  仁） 会議を再開します。 

 当局の説明を求めます。 

○財政課長（畑中 聖史） 当委員会が所管する歳出

はございませんで、歳入のみとなります。歳入は、

諸収入が特定財源でありますが、一般財源としまし

ては財政調整繰入金を３億５，２００万円充てるこ

ととしております。この繰入れで当初予算からの累

計としましては２２億１，１００万円の繰入れにな

ります。財政調整基金の残高見込みですけれども、

当初予算編成後に、１２億円を繰り入れるという形

で３０億円ほど残っておりましたので、この予算が

認められた後は２０億円ほどの財政調整基金の残

ということになります。 

 説明は、以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） ありがとうございます。 

 説明は終わりました。質疑はありませんか。 

 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９０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あり

ましたらご発言ください。 

 何かございませんでしょうか。 

 塚本部長。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） ご承認いただきまし

てありがとうございます。 

 先ほども財政課長からありましたけども、財政調

整基金の繰入れが今回総額で２２億１，１００万円

ということなんですけど、そのうちコロナ対応分と

しましては１０億１，１００万円、当初予算のとき

に収支調整で１２億円取崩しをしておりますので、

コロナだけでしたら１０億１，１００万円。それが

今回、前もちょっとお話しさせていただきましたが、

地方創生臨時交付金の一応内示が来ておりまして、

３億７，８００万円程度の金額となっております。

今現在、計画をつくりまして、県を経由して国に申

請しております。ただ、その内示がまた６月になら

ないと正式なものが出てこないということでござ
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いますので、それで何とか、被災者生活再建支援基

金も取崩しを今現在４億９，２００万円しておりま

すけれども、その財調の取崩しと併せて繰入れがそ

の分若干減らせるのかなと考えております。また、

２次補正のほうで２兆円というのも次に入ってく

るということで、それがちょっとどのぐらい豊岡市

のほうに割当てが来るのか分かりませんけど、仮に

今の場合だったら８億円ぐらい入ってきそうな勢

いになっておりますが、ただ、本当に割り振りがど

うなってくるのかがちょっと分からないんで、財調、

それから被災者生活再建資金の取崩し分を多少な

りともそれで穴埋めできるのかなと。また、場合に

よっては新たな施策ということもあり得ますので、

その財源に充てていきたいと考えております。 

 私からは、以上です。 

○分科会長（伊藤  仁） ありがとうございます。

それでは、ここで当局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。 

 暫時休憩します。 

午後１時３０分休憩 

──────────────────── 

午後１時３５分再開 

○分科会長（伊藤  仁） 会議を再開させていただ

きます。 

 大変お疲れさまでございました。 

 それでは、協議事項３の（２）意見・要望のまと

めについて、ア、分科会意見・要望のまとめに入り

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願いた

いと思います。いかがでしょうか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 今、少し出た基金の残高が少

なくなっているんで、そこら辺はやっぱり何があっ

てもいいように、国のあれを待っておるいうのもあ

るんだけど、きっちりとした対応してもらうように

して、ぐらいなとこはしといたほうがええんちゃう。

さっきの被災者生活再建支援資金のほう、それから

財調のことにしても。 

○分科会長（伊藤  仁） 今、木谷委員のほうから、

基金残高が心配されるという、しっかりその補填の

意味も含めてのご意見だったのかなと伺いました。 

 今そういった意見が出ておりますけど、皆さん、

いかがでしょうか。（「それに尽きるなと」と呼ぶ

者あり） 

 分かりました。意見の集約につきましては、分科

会長、副分科会長に一任願いたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） 分かりました。ご異議な

しと認め、そのように決定を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します。 

 特にないようですので、以上をもちまして総務分

科会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

午後１時３８分閉会 

──────────────────── 


