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午前９時５４分開会 

○分科会長（伊藤  仁） ただいまから総務分科会

を開会いたします。 

 前回の委員会や分科会で最後のものとなるでし

ょうと、ご挨拶をしたんですけれど、また急遽こう

いうことになり、開催されることになりまして、あ

りがとうございます。 

 それでは、早速でございますけれども、本日は、

当分科会に分担されました議案の審査として、説明、

質疑、討論、表決を行い、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。 

 まず、報告第２４号、専決処分したものの承認を

求めることについて、専決第１４号、令和２年度豊

岡市一般会計補正予算（第１５号）を議題といたし

ます。 

 報告第２４号、専決第１４号中、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予算補

正についてであります。 

 それでは、財政課から概要を含めて説明を願いま

す。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の９ペ

ージをお願いいたします。専決第１４号、令和２年

度一般会計補正予算（第１５号）でございます。 

 本案につきましては、地方自治法の規定によりま

して、議会を招集する時間的余裕がないということ

で、１０月２０日付で専決処分したものでございま

す。 

 この１５号補正につきましては、先ほど議場でも

説明がありました、コロナウイルス感染症対策で感

染症予防向上のため、パーティションや自動手指消

毒器の導入を行う店舗等への補助金ということで

ございます。１２号補正で一旦事業費を減額したの

ですが、申請件数が増加いたしまして、再度増額と

いうことでございます。歳入歳出それぞれ１，２０

０万円を追加いたしまして、総額５８５億７２１万

６，０００円とするものでございます。当委員会が

所管の歳出はございません。 

 財源といたしましては、１８ページ、１９ページ

をご覧いただきたいと思います。１，２００万円全

額、繰越金を計上いたしております。 

 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。 

 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。 

 お諮りいたします。本案は、承認すべきものと決

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、報告第２４号、専決第１４号は、承認すべ

きものと決定しました。 

 次に、第１３７号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１６号）を議題といたします。 

 第１３７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予算補正についてで

あります。 

 それでは、財政課から概要を含めて説明を願いま

す。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の２７

ページをご覧ください。第１３７号議案、令和２年

度一般会計補正予算（第１６号）でございます。 

 本案は、コロナウイルス感染拡大により影響を受

けている市内事業者のうち、国の持続化給付金の対

象とならない、いわゆるみなし法人、収益事業を営
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む人格のない社団等という定義をされております

が、そこに給付金を交付し、事業の継続を支援する

というものでございます。歳入歳出それぞれ６３０

万円を追加いたしまして、総額５８５億１，３５１

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、３６ページ、３７ページ

をご覧ください。６３０万円全額、繰越金を計上い

たしております。これによりまして、繰越金の留保

額でございますが、この１６号補正後といたしまし

て約１億８，７００万円残っているというような状

況でございます。 

 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。 

 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。本件は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ございませんか。 

〔「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１３７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

いましたらご発言願います。ございませんか。 

○委員（奥村 忠俊） ちょっといい、委員長。 

○分科会長（伊藤  仁） 副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） よろしいか。 

○分科会長（伊藤  仁） どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 担当が違うことで申し訳ない

ですけどね、ポプラの木が倒れたいうときがあった

でしょう。あれ教育委員会なんだけども、あれはも

うずっと以前にもそういうことがありましてね、出

石のときでしたけども、それで結局、全部点検して、

あるいは切ったというのが大昔ですけどもあった

んです。ポプラは割かし学校によくありましょうが。

今回の現場、全然見てないんで分かりませんけども、

やっぱり点検する必要があるんちゃうかと思うん

ですね。大きな問題、金が要るわけですから、と思

いますけども、関係なかったらそれでよろしいけど。 

○分科会長（伊藤  仁） 答弁できますか。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） 今回の議案の関係で補正

予算が出る、あるいは予備費を一部使わせていただ

いておりますけども、それに当たりまして、学校の

点検を全部するようにということで、全部点検をい

たしております。今ご指摘のあったように、ポプラ

の木って大変学校に多くありまして、それもかなり

高く伸びているものがあるというようなことで、ま

だこれからですけれども、計画を立てて伐採も進め

ていきたいと、教育委員会からありましたので、予

算査定のほうでは数年かかるかもしれませんが、予

算づけ等も検討してやっていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

○分科会長（伊藤  仁） まだですか。 

 副委員長。 

○委員（奥村 忠俊） 答弁聞きましたんで、ありが

たいですけども、ポプラだけじゃなしに、大きな木

ありましてね、事故がちょいちょいありますわ。だ

から、この際ですんで、やっぱり子供に事故があっ

たり、そういうことも考えられるんで、ひとつよろ

しくお願いしたいと思います。意見です。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 

○委員（足田 仁司） ちょっと関連して、１点だけ。 

○分科会長（伊藤  仁） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 今のことですけども、被害に

遭った方の車は指定された駐車区域……、勝手に止

めて……。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） それはないです。 

○財政課長（畑中 聖史） というふうに聞いてます。 

○委員（足田 仁司） ありがとうございます。分か

りました。 

○分科会長（伊藤  仁） ほかございませんか。 
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○委員（岡本 昭治） いいですか。 

○分科会長（伊藤  仁） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ４台が被害に遭われてます。

２台を今、処分、あと２台はできてないというのは

ですね、９月７日なので、そこそこ時間がたってま

す。その中で確定してないっていうのは、何かある

んでしょうか。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） 詳細は聞いてないで

すけども、こちらでは。保険で下りるみたいなんで

す、損害で。だから、財政も一切通らないもので、

詳しいことは分かりません。 

○分科会長（伊藤  仁） ポプラにつきましては、

委員会終了後、申し出いただきますようお願いしま

す。 

 ポプラ以外でご質問ございませんでしょうか。

（「ポプラ以外……」と呼ぶ者あり） 

 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。お疲れさまでし

た。 

 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願いたいと思いま

す。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時０４分休憩 

──────────────────── 

午前１０時０８分再開 

○分科会長（伊藤  仁） 委員会を再開いたします。 

 意見・要望のまとめについてご協議をいただきた

いと思います。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 審査でありました、初めは減

額しながら、また多くなったりとかで、また予算を

上げるというようなこともありますので、まずコロ

ナ対策に向けて周知徹底して、皆さんで予算を消化

してもらうようにしていただきたいということと、

それから、みなし法人の方も今回は財政措置もして

おりますが、まだまだコロナ禍で苦しんでるいうん

かね、対応してない職種あるいは業種があるかもし

れませんので、そういうことは大交流とか、ほかの

あれと協力しながら、財政措置を速やかにしていた

だいて、なるべく対応を早くしてあげていただくよ

う要望するみたいな、それをまとめていただいたら。 

○分科会長（伊藤  仁） ありがとうございます。 

 今、木谷委員のほうから発言がございました。 

 そのほか何か付け加えることがございましたら、

よろしいですか。（「それでいい」と呼ぶ者あり）

すみません、ありがとうございます。 

 今ご意見をいただきました予算委員会での分科

会長報告についてですが、内容につきましては、正

副分科会長にご一任願いたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 

〔「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ございましたらご

発言願います。 

〔「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。大変お

疲れさまでした。 

午前１０時１０分閉会 

──────────────────── 


