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午前１１時３８分開会 

○分科会長（伊藤  仁） 皆さん、お疲れさまです

けれども、引き続き、ただいまから総務分科会を開

会いたします。 

 座って失礼をいたします。 

 本日は、当分科会に分担されました議案の審査と

しまして、説明、質疑、討論、表決を行います。そ

の後、意見・要望のまとめを行いたいと思います。 

 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、課名と名字を名のってから行っ

ていただきますようお願いいたします。 

 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１３４号議案、令和２年度豊岡市一般会計補正

予算（第１４号）を議題といたします。 

 第１３４号議案中、当分科会に分担されましたの

は、所管事項に係る歳入予算補正についてでありま

す。 

 当局の説明は、財政課から概要を含めて説明を願

います。 

 それでは、説明をお願いします。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書３ペー

ジをお願いいたします。第１３４号議案、令和２年

度一般会計補正予算（第１４号）でございます。 

 去る８月２８日、９月議会の初日ですけれども、

この日に即決いただきました補正予算（第１０号）

で、コロナウイルス感染症対策といたしまして、製

造業への緊急支援補助金をお認めいただいており

ます。本案は、この補助金を増額補正するものでご

ざいまして、歳入歳出それぞれ５，０００万円を追

加して、総額を５８４億９，５２１万６，０００円

とするものでございます。 

 当委員会が所管します歳出はございません。 

 財源といたしましては、１２ページ、１３ページ

をご覧ください。財源といたしまして、繰越金５，

０００万円を計上いたしております。これによりま

して、繰越金の留保額としましては約２億円まだ残

っておりまして、今後１２月補正等の財源としたい

と考えております。 

 説明は以上でございます。 

○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。（「す

みません、申し訳ないです」「聞きようがない」「そ

うですね、歳入だけですのでね」と呼ぶ者あり） 

 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１３４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

ましたらご発言願います。当局、何かありますか、

特になし。委員の皆さん、何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） ないようですので、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。暫時休憩します。 

午前１１時４３分休憩 

──────────────────── 

午前１１時４４分再開 

○分科会長（伊藤  仁） 会議を再開いたします。 

 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。 

 休憩前に、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
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報告すべき内容について協議をいただきたいと思

います。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１１時４４分休憩 

──────────────────── 

午前１１時４６分再開 

○分科会長（伊藤  仁） 会議を再開します。 

 当分科会としまして、予算決算委員会のほうに意

見・要望として付すべき内容があればご発言願いま

す。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 今、コロナのことでいろんな

業種に豊岡市としての支援をして、それぞれの業種

によって喜ばれている、今回の場合は製造業に対し

て支援をするいうことで予算もあると。それで、ま

だ２億円、繰越金があるということが出ましたけど

も、まだまだ私たちの目の届かない業種あるいは職

種で、コロナ禍で非常に困っておられるとこがある

としたら、その施策を吸い上げて、速やかに予算措

置をしていただきたいみたいなとこでお願いした

いんですが。 

○分科会長（伊藤  仁） ただいま木谷委員からご

発言いただきました。 

 ほかの皆さん、いかがでしょうか。この件につき

まして取り上げさせていただいてよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（伊藤  仁） 次に、予算決算委員会で

の分科会長報告についてですが、内容につきまして

は、正副委員長にご一任いただきたいと思いますが、

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） ご異議なしと認め、その

ように決定をいたしました。 

 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） なし。（「はい」「特に

なし」と呼ぶ者あり） 

 以上をもちまして総務分科会を閉会いたします。 

 これで、今日でほんまの最後の委員会になろうか

と思いますので、１年間長いこと、ありがとうござ

いました。お世話になりました。 

午前１１時４８分閉会 

──────────────────── 


