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午前９時２５分 委員会開会 

○委員長（西田  真） おはようございます。定刻

前ではありますけど、皆さんおそろいですので、こ

れから総務委員会を開会したいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 今日はめっきり寒くなりまして、冬モードになり

ました。また、あしたは雪という予報もありますの

で、皆さんご自愛していただきますように。また、

新型コロナウイルスのほうですけど、感染者も重症

者も最高を記録しているような感じがありますん

で、また、兵庫県でもかなり出ておりますし、また、

但馬でも増えているような状況があります。それぞ

れご自愛していただきまして、また、周りの方にも

コロナに感染しないような注意喚起もしていただ

ければ、非常にありがたいなと思っております。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 本日は、当委員会に付託された議案、また当分科

会に分担された議案の審査として、個別に説明、質

疑、討論、表決を行います。 

 次に、請願１件の審査を行います。 

 その後、審査の終了した議案に対する意見・要望

のまとめを行います。 

 また、委員の皆さんには、総務委員会次第とは別

に審査のための資料をお配りしております。右肩に

議案番号を記載しておりますので、それを見て審査

をお願いしたいと思います。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ簡潔明瞭に行

っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお願

いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、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し

ます。 

 また、議会だより掲載のため、事務局が委員会の

写真撮影をしますのでご了承願います。 

 それでは、これより３、協議事項、（１）付託・

分担案件の審査について、ア、委員会審査に入りま

す。 

 まず、第１３９号議案、豊岡市土地開発公社の解

散についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の１９

ページをご覧ください。第１３９号議案、豊岡市土

地開発公社の解散についてご説明いたします。 

 本案は、豊岡市土地開発公社の解散について、公

有地の拡大の推進に関する法律の規定により、議会

の議決をお願いするものであります。 

 豊岡市土地開発公社は、公共用地、公用地等の取

得、造成、管理等を行うことを目的として、昭和４

８年４月に市が１００％出資して設立された特別

法人でございます。設立後は本市の公共施設等の整

備に当たり、用地先行取得を行い、市の公共事業の

推進等に貢献してきたところです。しかしながら、

近年では土地の先行取得は平成２３年度を最後に

行われておらず、地価は下落傾向が続き、将来的に

も急速な地価の上昇が見込まれない状況において

は、公社はその役割を終えたものと認められるとこ

ろでございます。 

 このような状況で１０月１９日に公社の理事会

を開催し、公社の解散について審議したところ、理

事全員からの同意を得たところでございます。 

 今議会で議決をいただきましたら、県知事に解散

の認可申請を行い、それが認可されましたら解散と

なるというものでございます。 

 なお、公社の土地及び現金預金など全ての残余財

産につきましては、公社の清算結了後、市に帰属す

ることとなります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。どなたからでも結構です。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 今、現在、資料見れば分かる

と思うんですけども、現在、公社に残ってる土地等、

あらかたでよろしいんで教えていただきたいのと、

将来的にその土地の活用めどがあるのかを含めて

ご答弁いただきたいと思います。 
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○委員長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） まず、資産の保有状況と

いたしまして、土地につきましては、いわゆる八代、

小河江の周辺開発用地としている部分につきまし

て、３７万５，０００平米余り、金額にして簿価１

億１，１００万円ぐらいの土地を有しております。

また、都市計画代替地ということで、旧自教の、今、

八条の放課後児童クラブがあるところですけれど

も、約５００平米、簿価にしまして５，７００万円

ぐらいの土地を有しております。 

 現金預金につきましては、現時点で約９，０００

万円の現金預金を保有している状況でございます。 

 土地につきましては、八代、小河江につきまして

は、今後地元で活用される部分と、民間が活用する

ことの検討を進められているところでございます。

また、旧自教の跡地の部分につきましては、既に倉

庫が建っている敷地になりますので、現時点でも活

用しているという状況でございます。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 八代、小河江の土地につきま

しては、まだ埋め立てているような状況も見受けら

れるわけですけども、一部進入路については、仮舗

装かな、舗装がしてありますね。そういうものの、

ある程度の完成見込みといいますか、そういうもの

はまだまだかかるのか、どの程度の期限がかかるの

か、ちょっと分かれば教えていただきたいなと。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 今おっしゃいました埋立

てですとか、道路の整備ですけれども、今年度末に

は完成すると県から聞いているところでございま

す。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それが完成すれば、地元活用

がどの程度の平米数なのか、それから、あと民間の

活用といいますか、その辺のめどというのは検討中

であるということではありますけども、めどはある

のかどうか。面積で地元が大体何分の１かとか、そ

ういうものが分かればありがたいですが。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） すみません、詳しい面積

まではちょっと分かっていないんですけれども、３

７万平米からございます土地でございます。大部分

は山が占めるんですけれども、地元ではいわゆるグ

ラウンドゴルフ場として活用したいというような

ことがございますので、それができ得る十分な面積

を地元に活用いただき、なおかつ民間では残りの平

場のところを有効に活用するということで、申し訳

ありません、面積までちょっと把握しておりません

が、そういったような状況でございます。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） よろしいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

 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〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１３９号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１４９号議案、豊岡市立阿金谷地区農林

漁家婦人活動施設の指定管理者の指定期間変更に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 山根竹野振興局地域振興課参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 議案書

５１ページをご覧ください。第１４９号議案、豊岡

市立阿金谷地区農林漁家婦人活動施設の指定管理

者の指定期間変更についてご説明をいたします。 

 当該施設は地区集会施設であり、地区集会施設は

法定耐用年数が経過した施設から順次、地元区へ譲

渡することとし、当該施設も現在の指定管理者であ

る阿金谷区への譲渡を予定しております。 

 本施設は、その法定耐用年数が２０２１年度、来

年度末に迎えるため、その後は地元区へ譲渡を予定
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しています。そのような中、今年度末で指定の期間

が満了を迎えますが、新たに指定管理手続を行うの

ではなく、指定の期間を１年間延長した後、地元譲

渡したいと考え、指定の期間を１年間延長しようと

するものです。 

 なお、本施設に係る廃止については、ほかの２０

２０年度末で廃止する施設と併せて３月議会で設

管条例の改正を行いたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 各自治体の会館については、

法定年数が過ぎれば地元へ譲渡するっていうこと

になってるんですけども、譲渡する場合、年数がそ

こそこたっていると思うんですけども、例えば改修

であるとかの手だてというのは、どの辺までされて

譲渡するのか、その辺の基準があるのかどうか、そ

の辺を含めてご説明をいただいたらありがたいで

す。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整部次長（土生田 哉） 地区集会施設等の

譲渡につきましては、本来地区のものでございまし

たので、現状有姿のまま地区にお渡しするというこ

とにいたしております。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 相当、場所によっては、建物

によっては傷みが激しい部分というのも現れると

思うんですけども、あくまで市というのは全く、市

のあれについては補助金制度がありますね、最大５

００万円の２分の１か、２分の１の５００万円かな、

上限、それを適用しての修繕という以外に支援方法

というのはないというふうに理解してよろしいん

ですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整部次長（土生田 哉） 現時点、私どもそ

のように認識しておりますので、地区に移管した後

に補助金を使って改修等を行っていただきたいと

考えております。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） いいですか、再度すみません。

地区に移譲した後に、この補助金というのは活用で

きるということですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○総務部長（成田 寿道） 地区集会所、公民館等の

改修補助金ですので、所有がきっちり地域に地区に

戻ってから、行ってから、そこから新たにスタート

するという形になります。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 了解しました。 

○委員長（西田  真） よろしい。ほかにありませ

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〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１４９号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１５４号議案、豊岡市立室見会館の指定

管理者の指定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 今井出石振興局地域振興課長。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 議案書の

７１ページをご覧ください。第１５４号議案、豊岡

市立室見会館の指定管理者の指定についてご説明

いたします。 

 提案内容につきましては、本会議で出石振興局長

が説明したとおりです。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 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〕 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 質疑を打ち切ります。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５４号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１５６号議案、豊岡市督促手数料及び延

滞金徴収条例及び豊岡市公共下水道事業受益者負

担に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） ７９ページをご覧くださ

い。第１５６号議案、豊岡市督促手数料及び延滞金

徴収条例及び豊岡市公共下水道事業受益者負担に

関する条例の一部を改正する条例制定についてご

説明いたします。 

 本案は、租税特別措置法及び地方税法の改正に伴

いまして、延滞金の割合等の特例について所要の規

定の整備を行うため条例を改正するものです。２つ

の条例を一度に改正するということでございます。 

 説明につきましては、８３ページの新旧対照表を

ご覧いただきたいと思います。左側の枠が現行、右

が改正案といったところでございますが、左側の３

というところです、「当分の間」というところでご

ざいますけれども、アンダーラインが引いてありま

すが、特例基準割合としていますのが、右に行きま

すと延滞金特例基準割合ということで、頭に「延滞

金」という言葉をつける改正をするということ、文

言の整理ということでございます。 

 また、括弧書きの中ですけども、租税特別措置法

第９３条第２項の規定により告示された割合とい

う言葉を、これを平均貸付割合という言葉で定義す

るというものでございます。 

 内容につきましては以上となっておりまして、こ

の条例の施行日ですけれども、令和３年１月１日か

ら施行するとしております。また、この日以降の期

間に対応する延滞金について適用するものとして、

同日前の期間に対応する延滞金については、なお従

前の例によるというものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 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〕 

○委員長（西田  真） 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〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５６号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１５８号議案、豊岡市地域経済牽引事業

の促進のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮﨑税務課長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） ９３ページをご覧くださ

い。第１５８号議案、豊岡市地域経済牽引事業の促

進のための固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例制定についてご説明いたしま

す。 

 ９５ページをご覧ください。条例案要綱により、

ご説明いたします。１の改正内容につきましては、

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化に関する法律の改正により、２５条が２６

条に繰り下げられたことに伴い、目的規定に規定す

る省令名を改めるものです。２６条につきましては、

課税免除した場合の交付税措置について規定され

ている条項でございます。内容については変更あり

ません。条が繰り下がったのみの改正でございます。 

 なお、９７ページに新旧対照表を添付しています
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ので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 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〕 

○委員長（西田  真） 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〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５８号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１６３号議案、豊岡市火災予防条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 上田消防本部予防課長。 

○予防課長（上田 有紀） １２７ページをご覧くだ

さい。第１６３号議案、豊岡市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につきましてご説明申し上げ

ます。 

 本案は、電気自動車用の急速充電設備の規格変更

に伴いまして、対象火気設備等の位置、構造及び管

理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の改正が行われた

ことにより、豊岡市火災予防条例において規定の整

理を行うものでございます。 

 規格変更の内容につきましては、急速充電設備の

全出力の上限を現行の５０キロワットから２００

キロワットまで拡大するもので、全出力の拡大に伴

い、火災予防上の必要な対策について所要の整理を

行うものでございます。 

 １３１ページの条例案要綱をご覧ください。１、

（１）では、全出力５０キロワットを超える急速充

電設備には届出が必要となることから、規定の整理

を行うものでございます。（２）では、急速充電設

備の位置、構造及び管理に関する基準として、屋外

に設ける場合は建築物から３メートル以上の距離

を保つことなどの基準を新たに加えるものでござ

います。（３）では、全出力５０キロワットを超え

るものを設置しようとする者について、あらかじめ

消防長等に届け出ることとするものでございます。 

 次に、２の附則でございますが、この条例は、令

和３年４月１日から施行することといたしており

ます。なお、既存または現に工事中の急速充電設備

におきましては、改正後の位置、構造及び管理に関

する基準を適用せず、なお従前の例によるものとし

ております。 

 １３２ページから１３５ページに新旧対照表を

つけておりますので、後ほどご清覧ください。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） これ、豊岡市内には相当数あ

るのか、例えば事例を１件ぐらい上げていただいて、

ご説明いただいたらありがたいんですが。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○予防課長（上田 有紀） 現在、届出について規定

しておりませんので、正確な設備の設置数は把握し

ておりませんが、私どもが知る範囲では、急速充電

設備に該当する設備として、市内に９か所を把握し

ております。全て全出力は５０キロワット以下でご

ざいます。 

 設置場所につきましては、例えばカーディーラー

であったり、道の駅神鍋高原、それから県立コウノ

トリの郷公園などがあります。 

 以上でございます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 現在のところ把握されてる分

については５０キロワット以下、市内にあるのは９

か所ということですね。民間が設置されている部分

というのはあるとは思うんです。我々見てても、や

はり今言われた以外にも民間も見受けられると思
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いますけども、恐らく２００キロワットいったら相

当の容量がありますので、まだまだかなと思います

けども、そういうことであるということで認識はさ

せていただきました。ありがとうございます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（井上 正治） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 関連して、電気自動車の対応

ですけども、この改正の内容で建築物から３メート

ル以上離しなさいと。ここら辺の距離、何か発火す

る、言わば充電中のトラブルというふうなことがあ

るのかなと思いますけども、これから普及していく

ということの中で、どういう、こういう防火という、

火災予防という観点から、何に留意して指導されて

いくのか、距離だけじゃなくて、危険度というか、

どういうものが予測されるか、分かりましたら今、

説明をしていただければありがたいです。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○予防課長（上田 有紀） 建築物から３メートル以

上の離隔距離というのは、不燃材以外で外壁があっ

たりするような建築物では３メートル以上の離隔

距離を設けなさいという規定がございます。壁面が

例えば不燃材のもの、ＲＣ造であったり、外壁が不

燃材のものであれば、３メートル以上の距離を保つ

という規定は除かれることになっております。 

 それから、ほかの基準につきましても、新旧対照

表にも記載をしておりますけども、充電ケーブルで

あったり、コネクターの強度であったり、そういっ

たものの規定もありますし、機器本体においても自

動停止するような、異常があった場合の自動停止機

能も附置されるような規定になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 発火うんぬんよりも感電も含

めて、そういうものは当然十分な施設整備の中での、

当然設置されれば消防のほうから、それはチェック

というものをされるというふうな、こういうシステ

ムでしょうか。一つ確認。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○予防課長（上田 有紀） そのとおりでございます。 

○委員（浅田  徹） ありがとうございます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（浅田  徹） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 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〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６３号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時４９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時４９分 分科会開会 

○分科会長（西田  真） 分科会を開会いたします。 

 それでは、これより、イ、分科会審査に入ります。 

 それでは、第１６４号議案、令和２年度豊岡市一

般会計補正予算（第１７号）を議題といたします。 

 第１６４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及び全項目

にわたる人件費を含む歳出補正、繰越明許費並びに

地方債補正についてであります。 

 十分な質疑時間を確保するために、当局には不用

額等の減額の場合は高額な部分を、また不用額等以

外の場合は特に必要があると思われる部分の説明

を依頼しております。 

 当局の説明は、まず財政課から全体概要を含めて

説明を、次に人事課から全体の人件費を含めて説明

をいただき、その後、組織順で各担当課から歳出及

び歳入等を一気に説明願います。 

 それでは、順次説明を願います。 

 どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、１３７ページ
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をお願いいたします。第１６４号議案、令和２年度

豊岡市一般会計補正予算（第１７号）でございます。 

 本案につきましては、歳入歳出それぞれ１億２，

１８４万１，０００円を減額し、歳入歳出総額を５

８３億９，１６７万５，０００円とするものでござ

います。 

 概要といたしましては、通常事業の事業費確定や

確定見込みによる増減、そのほかコロナウイルス対

策につきまして新規分の増額と既決分の確定見込

み等による減額となっております。概要は以上でご

ざいまして、続きまして、財政課所管分の説明をさ

せていただきたいと思います。 

 まずは１５９ページをご覧ください。ちょうど真

ん中辺りの段で、目が財産管理費の説明欄、財産管

理費でございます。補償金２，２００万円を減額し

ておりますが、これはコロナ対策で施設を休館しま

した指定管理者に対して、指定管理の継続のために

必要な経費を補填するものでございます。決算見込

みに基づき減額するものでございます。 

 続きまして、１９０ページ、１９１ページをご覧

ください。一番下の枠の款１２、公債費でございま

す。市債元金、市債利子、説明欄でございますが、

市債元金は増額、市債利子は減額としておりますが、

いずれも利率見直しによりまして増額、減額が出て

いるものでございます。 

 続きまして、歳入をご説明させていただきます。

１５０ページ、１５１ページをご覧ください。一番

下段に地方創生臨時交付金がございます。事業の精

査等によりまして、６，６３７万１，０００円を減

額しております。 

 続きまして、１５５ページでございます。下から

２つ目の枠、上から３つ目になりますが繰越金でご

ざいます。財源調整のために前年度繰越金を１億１，

２００万円計上しております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○人事課長（山本 尚敏） 人件費につきましては、

右肩に１６４号議案と書きました令和２年度人件

費１２月補正予算の主な理由（一般会計）というこ

とで、科目ごとにまとめておりますので、これに基

づきまして説明をいたします。 

 まず、報酬でございます。２，２０６万４，００

０円の減額としております。主にはパートタイム、

会計年度任用職員に係る未採用月分の減額による

ものでございます。未採用月分と申しますと、４月

から１年間予算としては組んでおりますけども、実

際に採用できたのが例えば５月からだとか、７月か

らだとか途中になりました場合、その採用できなか

った期間の分を減額したというものでございます。 

 次に、給料です。３，７８３万３，０００円の減

額としております。これも先ほどの報酬と同様に、

フルタイムの会計年度任用職員に係る未採用月分

の減額と、それから、中途退職とか育児休業の取得

による不用額を減額しております。 

 次に、手当でございます。２４６万７，０００円

の減額としております。時間外勤務手当の増額はご

ざいますけども、会計年度任用職員の未採用月分に

係る期末手当の減額、それから、随時異動がござい

ます扶養手当、住居手当、勤勉手当等の減額を反映

しているところでございます。 

 次に、共済費につきましては、１，２５５万３，

０００円の減額としております。これについては給

料とか報酬の減額を反映したものでございます。 

 次に、負担金、３３６万９，０００円の増額とし

ております。これにつきましては、フルタイムの会

計年度任用職員に係る退職手当の負担金の増額、そ

れから、退職手当特別負担金の増額によるものでご

ざいます。フルタイムの会計年度任用職員の退職手

当についてでございますけども、退職手当組合の加

入要件が緩和されまして、それによって増額という

ことになっております。これまでフルタイムの会計

年度任用職員につきましては、１２か月連続した勤

務ということが条件で、その後加入するということ

でございましたけども、この１２か月が６か月とい

うことに短縮されたことによりまして、今年度途中

から退職手当組合へ加入ということも出てまいり

ましたので、その分の増額ということにございます。 

 以上、人件費全体としまして、７，１５４万８，
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０００円の減額をお願いするものでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整部次長（土生田 哉） １４１ページをご

覧ください。繰越明許費についてご説明申し上げま

す。 

 事業名として、公共施設マネジメント推進事業で、

金額は７７６万６，０００円を次年度に繰り越そう

とするものでございます。 

 事業内容としては２件ございます。公共施設マネ

ジメントシステムの更新業務、２６４万円、次年度

に繰越しをいたします。これは庁内サーバーからク

ラウドサーバーに移転するということで、更新予定

でございました。ただ、私ども、当初ではインター

ネット回線を利用して全職員が使える環境をつく

りたいということでございましたが、ベンダーから

は現在のシステムはＬＧＷＡＮ回線しか使えない

ということがございました。ただ、このような形で

は業務効率が低下いたしますので、情報系回線を使

えるようにしてほしいということを要請して、２０

２１年夏頃にはインターネット回線で使うことが

できる環境にできるということでございますので、

あらかじめこの予算を繰り越そうとするものでご

ざいます。 

 もう１点は、地域デザイン懇談会の運営支援業務

でございます。こちらのほうは、５１２万６，００

０円を翌年度に繰り越そうとするものでございま

す。こちらは新型コロナウイルスの感染症の影響に

よりまして、発注時期が当初想定していたものより

も４か月遅れております。現在、ワークショップ形

式での開催を予定しておりますので、年度内に全て

の業務が完了するということができ得ない状況と

見込まれておりますので、契約しております金額の

３分の２相当額を次年度に、年度内に３回という予

定をしておったんですけども、ここの部分は苦しい

だろうということで、３分の２相当額を繰り越そう

というものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） 議案書の１５９ペー

ジをご覧ください。中段少し上の秘書渉外費でござ

います。コロナ禍の影響で市内のイベントや会合が

少なくなっており、市長交際費の支出も減少してい

るため、５０万円を減額するものでございます。 

 次に、そのすぐ下の表彰栄典費でございます。今

年度は例年と異なりまして、新型コロナウイルス対

策のためとして本市に金品を寄附いただいた会社

等があったことなどから、感謝状等の贈呈件数の増

に伴う経費を５２万８，０００円増額するものでご

ざいます。 

 次に、その少し下の国内交流推進事業費でござい

ます。コロナ禍の影響で姉妹都市である上田市から

の本市への訪問事業がなくなったため、１１万３，

０００円の事業費を減額するものでございます。 

 秘書広報課につきましては、以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 先ほどの国内交流事

業のすぐ下、１５９ページでございますが、戦略的

政策分野研究費を４６万７，０００円減額するもの

でございます。これは慶應義塾大学と但東中学校と

の地域研究につきまして、大学の先生にお越しいた

だき、成果のまとめをする予定でしたが、コロナの

影響により規模を縮小し、オンラインで行うことと

なりました。これに係る謝礼ですとか旅費を減額す

るものでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） １８３ページをお開きく

ださい。ページ中段より少し上に、非常備消防事業

費というのがございます。主なものといたしまして、

事業用備品ということで５５２万円の減額がござ

います。これは消防ポンプ自動車とか小型動力ポン

プ積載車、この辺りの入札の結果の精算ということ

になります。これらにつきましては、緊急防災・減

災事業債を活用している関係で、歳入のほうもそう

いった額が減額となっているというようなことが

あります。 

 次に、その下の消火栓管理費というのがございま
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す。負担金６万円の減額ということで、これは訓練

とか火災とかで使用しました消火用水に係る原価

相当分を水道事業特別会計に負担金として支払う

もので、前年度の使用実績に基づいて精算するもの

でございます。 

 あと、歳入のほうでございますが、１５７ページ

でございます。下のほうから２番目に消防債という

ことで、消防ポンプ自動車の５６０万円というのが

ございますが、これは先ほど歳出のほうで説明いた

しましたものに相当するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） １５９ページをご覧く

ださい。１５９ページの中ほどちょっと下なんです

が、キャリアデザイン推進事業費でございます。６

０万円の増額でございます。これは、昨年、２０１

９年度初めて実施したんですけど、新年度の採用内

定者の入庁前の研修１．５日分でございます。これ

は、来年４月に採用予定３０名に対して、１．５日

の入庁前研修に係る経費でございまして、この入庁

前研修というのは、社会人基礎力の装着、話す、聞

く、問題解決、プレゼンテーションという社会人基

礎力ですとか、あと同期のチームビルディング、先

輩職員との懇談による不安解消などを狙いにして

開催するものでございます。その６０万の内訳とし

ましては、費用弁償、これは交通費とか宿泊費が必

要な方に対する、一応１０名分想定しているんです

けど、その２５万円の費用弁償、それと業務委託料

については、実際委託料は８２万５，０００円で想

定しているんですが、予算残で対応して、それで不

足する分として３５万円をここに上げておりまし

て、合計６０万円でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） 同じく、１５９ペー

ジの一番下の欄をご覧ください。行政情報化推進事

業費です。業務委託料のシステム開発業務ですが、

税情報等の帳票を管理しているリストワークスの

サーバー更新業務として９８万５，０００円を計上

いたしております。一番下の事業用備品につきまし

ては、今年度の事務用のパソコンの更新費用が確定

したことによりまして、５００万円の減額をするも

のです。 

 以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（土生田祐子） １６１ペー

ジをご覧になってください。中段になります。地域

コミュニティ推進事業費、４８７万５，０００円の

減となります。自治会活動保険加入、交付金、地域

コミュニティ活性化交付金、コミュニティづくり交

付金、以上は精算によります不用額を計上させてい

ただいております。 

 以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） １５９ページをご覧くだ

さい。１５９ページの一番下の欄です。行政情報化

推進事業費のうち業務委託料、基幹システム改修業

務４６２万円について計上いたしております。これ

は、来年度賦課に伴う税制改正に対応するための改

修でございます。 

 続きまして、１６３ページをご覧ください。１６

３ページの一番下の欄、賦課徴収事務費でございま

す。消耗品につきましては、申告相談時のコロナ対

策としまして、クリアパネル等の購入費でございま

す。業務委託料につきましては、申告支援システム

の改修業務で２４万９，０００円でございます。効

率的に処理をするために、１ライセンス申告システ

ムを追加するものでございます。先ほどの消耗品の

金額を言い忘れました、１７万９，０００円でござ

います。 

 以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） １６１

ページをお願いいたします。上から４行目、竹野地

域振興課の庁舎管理費についてです。庁舎の光熱費

で電気代になりますけども、その決算見込額に対し

ます不足分として２３万３，０００円の増額、そし

て庁用備品７万２，０００円は、故障しております
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プロジェクターを買い換えるための購入費となり

ます。現在、コロナ禍によりオンライン会議等が増

加している中、コミュニティセンターから借りるな

どして対応しており、このたび購入しようというも

のでございます。なお、修理することも考えました

が、見積りの結果、購入するほうが安いということ

でございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 同じく１

６１ページをご覧ください。下から５行目の出石永

楽館歌舞伎開催事業費７，８４６万７，０００円の

減額です。これは、新型コロナウイルス感染症の影

響により中止となった永楽館歌舞伎公演に係る予

算について、中止連絡に係る郵便料等と、愛之助さ

ん、壱太郎さんからの応援メッセージ放映に係る費

用など、一部を除き減額計上しております。 

 次に歳入について説明します。歳入につきまして

は、永楽館歌舞伎公演に関係する予算全額を減額し

ております。 

 以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○消防総務課長（吉谷 洋司） １８３ページをご覧

ください。上の表、説明欄の下段にあります高機能

消防指令センター整備事業費は、高機能消防指令セ

ンターの更新、３行下の消防本部庁舎整備事業費は、

女性専用施設の整備に係る庁舎改修で、いずれも実

施設計の事業費確定に伴い減額するものでござい

ます。 

 続いて、１５７ページをご覧ください。歳入でご

ざいますが、下の表、説明欄の下から２段目の消防

債ですが、消防防災設備整備事業債の消防指令セン

ターは、実施設計の事業費確定に伴い減額するもの

でございます。 

 続いて、１４３ページをご覧ください。地方債補

正ですが、下から３行目にあります消防防災設備整

備事業費の消防指令センターは、先ほど消防債でも

説明いたしましたように、事業費確定に伴い減額す

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。ちょっと時間取りましょう

か。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） いろいろ今、情報管理等々参

考のお話もいろいろありましたけれども、やはり非

常に、どういうんでしょう、個人の情報がたくさん

入っているっていうふうな部分があるんですけれ

ども、やはりセキュリティー等々の部分で担保はさ

れてるとは思うんですけれども、今後そういった部

分っていうふうなとこら辺の考え方を併せてちょ

っと教えていただきたいんですけども、いかがでし

ょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） セキュリティー面に

つきましては、外部から遮断するためにファイアウ

オールというようなもので外部からの遮断という

ことをまずしておりまして、最近クラウド仕様とい

うことで、クラウドに情報等持って上がるっていう

ことがあるんですけども、その分についても基幹シ

ステムにおける資産の重要度を加味しまして、上げ

てはならない資産についてはクラウドには上げな

いということで、今、情報系でインターネットにつ

なげても大丈夫なデータについては、クラウドに上

げてもいいということで、そこで情報推進課のほう

でチェックは行っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） それでは、クラウドに上げな

い重要な部分の管理はどのようにされてるんでし

ょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） 住民基本台帳だとか

で上がっておりますものについては、今３つに分類

しておりまして、インターネットにつなげるのが情

報系、あとＬＧＷＡＮ系と、あと基幹系ということ

がありまして、基幹系については外部に上げないよ

うにということで、三層分離で管理しております。

以上です。 
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○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） これは、市役所内だけで管理

されてるって理解すればいいんですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） そのとおりです。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 分かりました。言われること

よう分かるんですけれども、やはり１か所っていう

のは、今後リスクを考える部分では非常にいざ、地

震かちょっと分かんないですけど、何かあったとき

に非常に問題となる可能性がありますので、いろん

な費用の部分もあるかとは思いますけれども、情報

っていうふうな管理っていうのが非常に今後はま

すます重要な部分になっていくのかなというふう

に思いますので、まずその辺をしっかりと、構築と

いうことではないんですけれども、そういった考え

方の中で進めていただきたいというふうに思って

おります。 

 それと、もう１点、土生田室長等もありましたけ

ども、今いろんな課もありますけれども、そういっ

たＩＴ関係の部分については、どれぐらいのレベル

で今運用されているのか、ちょっと言いづらいのか

もしれませんけれども、答えづらいのかもしれませ

んけども、まだまだ不足してるのか、いやいや充実

してるのか、そういった部分でいかがでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） ＩＴ化につきまして

は、昨年来から業務の中で検討は行っております。

まだまだ先進自治体で行っているような、そういう

デジタル化等々あるんですけども、豊岡市につきま

しては、業務に合わせて、豊岡市のスタイルに合っ

たそういうＩＴ化を今、検討してる段階です。以上

です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 分かりました。やはりどんど

ん本当にスピード感を増してますので、最新はもし

かしたら要らないかもしれませんけれども、やはり

時代の中にしっかりと残るような部分で進めてい

ただきたいなというふうに思います。以上、意見で

す。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） それでは、１件お尋ねしたい

と。コミュニティの、１６１ページなんですけども、

地域コミュニティの推進事業で交付金の地域コミ

ュニティ活性化交付金、そしてコミュニティづくり

交付金が減額されているということですけど、精算

によるものだということなんですけども、この交付

金は通常活動費として各コミュニティに与える以

外に、地域独自の活動によって交付される交付金で

すね。そういう交付金の中で、これだけ減額された

っていうことについては、ある程度予算化をされて

精査して確定して、これだけ返金があったと思うん

ですけども、その原因と、市が求める活用等の度合

いとの、どういいますか、格差といいますか、思い

がどの程度あるのか、分析されておりますでしょう

か。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（土生田祐子） 地域コミュ

ニティ活性化交付金につきましては、２９のコミュ

ニティが活性化するようにという目的で、１地区５

０万円を手挙げ方式によってということなんです

けれども、今年度は３地区からのご要望がありまし

て、なかなか皆さんが手挙げで事業を取りに行くっ

ていうのが難しい状況になっているように思いま

す。ただ、一方で粛々と各コミュニティの事業は行

われておりますので、まだまだこれから地域づくり

計画などをつくられて、こんな事業したい、あんな

事業したいというようなことになれば、手挙げは進

んでくるのではないかと思っております。一方で地

域づくり計画をつくってもらう、３年間でなんです

けれども、順次というような状況にしておりますの

で、活動促進事業交付金の中で地域づくり計画をつ

くっていただくような、先進地に行くことはちょっ

と難しいですけれども、先進地の状況を調査すると
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か、アドバイザーを入れるとか、それから冊子を作

るとかいうようなことに対しても、交付金を提供し

ております。 

 それから、もう一つ、コミュニティづくり交付金

なんですけれども、これにつきましては、昨年度の

事業をやられた中で余剰を、翌年度に積立てという

形で、２地区のほうから、事業をやりましたけどこ

れだけ残りましたということで、繰越しっていうよ

うな形で返ってきましたので、その分を減額してい

る状況です。今年度はコロナの状況で、もう少しこ

ういう交付金の活用が少なくなってくるんじゃな

いかなと懸念しております。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 精査をされたということです

ので、どうしても対象にならないとか、事業が中止

になった分については対象にならないから、こうい

うふうに残ってくるとは思うんですけども、先ほど

今、説明の中で出ました地域づくりのデザイン会議

かな、こっちか、こっちか、それはこっちか、それ

はいいです、割愛させていただきます。 

 やっぱりしっかりと自分のところのコミュニテ

ィでの地域の特色のある活動を出されてきて、申請

されてくると思うんで、しっかりこういうことがあ

ることをやっぱり認識していただいて、やはり地域

づくりのいい資金として活用していただけるよう

にお願いをしていきたいと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。（「も

う１件」と呼ぶ者あり） 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 人件費の関係なんですけども、

先ほど資料のほうで説明していただいたんですけ

ども、今年度はコロナの関係で非常に時間外等が増

えてるのではないかなという思いを致すわけです

けども、その辺の時間外の増えた要因を、少しお話

をいただけたらと思いますが。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○人事課長（山本 尚敏） 時間外のほうの要因でご

ざいますけども、先ほど委員のおっしゃったとおり、

新型コロナの関係で増加をしております。例えば税

務課の場合は、新型コロナの影響で申告相談の時期

が延びたということもあって、その整理作業も含め

て時間外が増加しているような状況でございまし

た。あとは、新型コロナの影響ですと、例えばこど

も育成課、放課後児童クラブの関係で、対応が増え

ましたので、その分。それから、健康増進課ですと、

コロナの関係で健診の日程を組み替えたりなんか

して、土日の勤務が増えたということもございます

ので、新型コロナの関係で増加をしております。 

 コロナの関係以外につきましては、例えば市民課

でマイナンバーカードの交付に係る事務量が増え

ておりますので、増加しております。あとは、主な

大きいところでは、建設課では昨年度からの繰越事

業の対応ということで、これもこの関係で時間外の

勤務は増加という状況にございますので、トータル

でちょっと１，０００万円を超えるような増加とい

うことになってございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それぞれ確かにいろんな状況

によって増える部署というのは出てくるとは思い

ますけども、市の体制として、例えばコロナである

とか、部によっては非常にたくさんの仕事量が一気

に増えてくるという場合、任用職員はもちろん採用

されるとは思うんですけれど、臨時でそれをカバー

するとか、そして１か所に、その部だけが残業が極

端に増えるというふうなことのないような全体の

流れというのはきちっと精査をされて、なるべく負

担が１か所にかからないようなシステムというの

は、ある程度お持ちなんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○人事課長（山本 尚敏） まずは部の中での応援体

制ということがございます。一つの部の中でもこう

いったコロナの関係影響の強いところと弱いとこ

ろ等も、それから、ほかの業務でも特定の課に固ま

るようなことがございますので、まずは部の中での

応援体制ということもありますし、あとは部を超え

ての、例えば兼務で、過去経験していたような職員

を応援するとか、それから、先ほども委員から出て

おりました会計年度任用職員を採用して、その事務
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に充てると、そういったような体制で取り組んでい

るところでございます。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それぞれ工夫をされてるとは

思いますけども、やはり働き方改革も随分叫ばれて

おりますし、やはり人が少しゆとりを持つような働

き方改革するほうが、新しい発想も出てくると思い

ますので、しっかりと日々確認していただいて健康

には気をつけて、精神もしっかりと働くようにして

いただけたらと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 今のコミュニティに関連して、

非常に大きな減額になりまして、３地区で取組とい

うふうなことがあったわけですけども、それぞれコ

ミュニティとして２９ありながら、自主自立、自決

というふうなことの中で、行政の関わり方が、どう

いいますか、難しい、行政が難しくしてるのか、そ

れが非常に悩ましいとこですけども、これに関連し

て、今年も職員研修ということで、入庁３年までの

職員３９名ですか、やられてますね。この方たちは

若い力で、どういうふうな研修をして、この地域コ

ミュニティの担い手として頑張ってほしいという

ことなのか、理解なのか。やっぱり有能な３９名そ

れぞれに、地区に帰れば、市の職員といえども地域

の方ですよね。それのどこまでシンクロさせて、地

域を活性化するための研修に結びついてるのかな

というのが一つと。もう一つは、これも一般質問で

お尋ねしたんですけど、「ちいきのて」というのが

今は任意団体、この４月から法人化というようなこ

とがあるわけですけども、その辺の任意団体から４

月に法人化させるという、その辺の動き、狙いをも

う少し詳しく説明していただければありがたいで

す。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（土生田祐子） 新人教育と

いうか、共同研修なんですけれども、それにつきま

しては、狙いとしては、先ほど議員おっしゃったよ

うに、地域に帰れば地域の人、それから行政では、

行政で関わる部署とか関わらない部署とかいうこ

とで、気がついたら１０年地域に関わらずに住んで

しまったみたいな職員さんも中にはおられる、そう

いう機会がなかったと思ってます。なるべく早い段

階で地域と関わるような研修を今回催しまして、西

気のコミュニティさん、それから中筋のコミュニテ

ィの会長さん、事務局の方においでいただき、各地

域の取組をご紹介する中で、お互いに、あっ、そう

いうことやってるんだとか、こういうことだったら

できそうだっていうような、市が目指している協働

の姿がそこに見られたと思います。ですので、一遍

にどうこうということではなくって、まずはなじん

でいただく、それからどういう活動をしているか知

っていただくっていうところから入っています。 

 それから、もう一つご質問の「ちいきのて」の来

年の法人化ですけれども、やはり行政でもなく地域

でもないという立場で、地域側に立って支援すると

いうことが目的です。ですので、法人化するのはそ

れなりに社会から信頼される組織であることとい

うことが重要になりますので、市からも今後、来年

度予算で委託費も計上させていただきますので、そ

の辺りでしっかりとした組織をつくることが、皆さ

んの、市民の信頼を得ることと考えております。以

上です。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） さらさらとなかなかすっとは

入ってこないんですけどね。やっぱり、これは職員

関係のいろんな研修もそうですけども、内部的な勤

務のシステムじゃなくて、私は地域にしっかり出向

くといいますか、地域で通用する人でないと、言わ

ば地域である程度リーダーシップぐらい発揮され

るような方でないと、市の職員ってこれからやっぱ

りいろんな多種多様といいますか、人間の幅を広げ

る、これは本当に地域の中でその活動を一緒にしな

がら、どのようなことを考えられたり、どういうや

っぱり市民として地域課題、僕は地域課題という行

政課題だと思ってます。それを全て地域の言わば自

決というふうなことじゃなくて、やはりコミュニテ

ィ大きく変えたわけですから、もう少し私は職員も
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やっぱり地域人だという自覚を持ってやっていた

だくような取組が必要じゃないかと思っています。

これは当然ジェンダーギャップもそうですし、地域

創生、若者というふうなことの中で、じゃあ、市の

若い職員がどれだけ地域で汗をかいているかと、そ

れも大きなやっぱり実践がないと、いろんな画像媒

体や紙ベースやいろんな話を聞くということより

も、自ら出向く、そこで活動するというような、こ

ういうことを一度考えていただきたいなと、要望で

す。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 ほかにありませんか。 

 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（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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（西田  真） ご異議なしと認めます。

よって、第１６４号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１０時４０分。 

午前１０時２８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時３７分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開いたします。 

 次に、第１７５号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１８号）を議題といたします。 

 第１７５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。 

 全体概要も含めて当局の説明を求めます。 

 どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、追加議案書の

３ページをご覧ください。第１７５号議案、令和２

年度豊岡市一般会計補正予算（第１８号）でござい

ます。 

 本案は、コロナウイルス感染症の影響が続く中、

ひとり親家庭や就業援助費受給世帯等は生活実態

が非常に厳しい状況にあるというような状況でご

ざいまして、特別給付金を再支給するというもので

ございます。歳入歳出それぞれ５，１１４万４，０

００円を追加して、総額５８４億４，２８１万９，

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。国庫補助金のほか、財源調整には

繰越金を２，９１５万１，０００円計上しておりま

す。これによりまして、繰越金の留保額としまして

は約４，６００万円という状況でございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ひとり親世帯に配る給付金に

なりますけど、とてもいいことですけれども、今後

まだますます厳しさをなった場合、国もやるのかや

らないかは別にして、豊岡市としてはそういった形

は考えられていくのかどうか、その辺りはどうです

か。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） その辺のあたり、なかな

か今後どうなっていくのかと非常に難しいですし、

先が読めないかなというふうに思っております。一

方で、国のほうにしましても、第３次補正というこ

とで地方創生臨時交付金も１．５兆円の規模で交付

があると、内容はちょっと分かっておりませんけれ

ども、そういったこともございますので、本当に先

は分かりませんが必要なことに対して、必要な財源

措置をしていきたいなと考えております。ちょっと

答えにならないかもしれませんが、以上でございま

す。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） できるだけ必要に応じて更新

していただければ、特に生活が厳しい方だというふ

うに思っております。 
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 そういった観点から、もう１点質問したいんです

けれども、そういった厳しいひとり親世帯も含めて

ですけれども、いろんな要望なり支援等々の声とか

は、役所のほうには来てはるんでしょうか。また、

そういった把握なんかはされてるんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） それぞれの部署にいろい

ろな話がちょっと来ているのかどうかも含めて、今、

財政課でも把握しておりませんし、防災、総務あた

りでもちょっと把握はしていない状況でございま

す。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 現実的にはそういった方たち

が多いかとは思うんですけれども、違う方向から見

れば、やっぱりそこまで余裕がなくて、また少しち

ょっと恥ずかしさやためらいみたいなものもあっ

て、なかなか声を出しづらいというふうな面がちょ

っと考えられると思いますので、やはりそういった

方々の支援、要望を、逆にどのようにして把握して

いくのか。万が一、そういった形で命を絶たれる方

だとか、いろいろなことが考えられますので、でき

るだけそういった要望や支援等々の声をまず聞い

ていただけるような部分っていうのも、この財政に

はちょっと関係ないかもしれませんけれども、そう

いった方法をちょっと考えていただきたいなとい

うふうに思っておりますけども、いかがでしょうか。 

○総務部長（成田 寿道） 議員おっしゃるように、

まさに市民のいろんな人の声というのは聞かせて

いただくという状況にはあると思います。そんな中

で、例えば区長さんであるとか、民生委員さんであ

るとか、いろんな関係する皆さんがいらっしゃると

思いますので、ぜひそういう方たちがいろんな声を、

地元の本当の声を聞いていただいて教えていただ

くと。こちらから１軒ずつ声かけるというのなかな

か難しいので、ぜひ市民のそういう方たちの声を聞

かせていただくっていう形で、そういう受ける場は

それぞれが持っていますので、そういうふうにさせ

ていただければというふうに思いますので、議員の

皆さん、ぜひそういう声がありましたら、市のほう

にお届けいただければというふうに思います。以上

です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） よろしくお願いします。どう

してもなかなか声は出しづらいのが本音かなとい

うふうに思いますので、そこをどういうふうに本当

に拾ってあげれるかが大事だというふうに思って

おりますので、くれぐれもよろしくお願いします。

私らも聞きましたら、すぐにお話ししに行かせてい

ただきますので、よろしくお願いします。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 田中さんの質問にちょっと関

連するんですけれども、テレビであるとかいろんな

ところからの報道で、このコロナ禍の中で、ひとり

親ということだけに限定はしませんけども、いろん

な厳しい生活状況にあると、子育ても本当にままな

らないというようなことがあって、よくそういった

意見が出てる場面というのがあるんですけどね。こ

の豊岡でも、どうでしょう、このコロナが始まりか

けてから、いろんな支援もしてますけども、生活そ

のものが相当変化していると、苦しい状況になって

いったっていうのがやっぱりあると思うんです。そ

ういうものは市としてはどこが担当なのか分かり

ませんけども、市民の声として聞き、またそこに、

市民ですから生活を応援するというような特別な

ことをするっていうような、そういうケースいうの

もあるんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部長（成田 寿道） 今おっしゃいましたよう

に、特に今回のひとり親世帯等ですけども、やはり

ひとり親でパート、非正規職員の方がやっぱり多い

というような傾向があるようです。また、女性にし

てみれば、パート、非正規というのがやっぱり多い

という中で、今回のコロナの関係で雇い止めであっ

たり、休暇とかいうことがたくさん出てきていると

いう実態はお聞きしています。そんな中でやはり生

活としては厳しい状況があるということが、特に今

言われておりますので、そんな中でひとり親世帯あ
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るいは就学援助費を受給している世帯という形で、

今回も国が行いますので、市の単独のも同じように

行っていくということでございます。どこまでがっ

ていうところがはっきりしないところがございま

すけども、そういうふうに顕著な部分については、

声を聞いたり、例えばハローワークでの実態を調べ

たりする中で、対応を考えていくという形を取って

おりますので、今、委員おっしゃいますように、で

きるだけアンテナを高く進めて必要なところには

支援していくという考えは持っているという状況

でございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） いろいろ考えて取組はあると

思うんですけども、なかなか弱い人といいますのは、

声を上げて行く場所が分からないし、言いにくい、

しかし生活は逼迫しているというのがあると思う

んですよ。そういった中で、市内で、お母さんと子

供さんで暮らしいてるというような家庭もあるわ

けですけども、そういう人たちが困ったときには、

こういうことで困っているということを言いに来

て、役所の人たちには分かりませんからね、簡単に

は。そういうことで相談に来ていただければ、何だ

かんだやっぱり生きていかんなんわけですから、そ

れに支援をしていこうというような、そういうこと

で応えることはできるということになっておりま

すか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部長（成田 寿道） なかなかここの委員会で

は、そういう内容のことは実際していないという状

況ですので、答えにくいところはあるんですけども、

例えば子供さんでしたら学校での対応、態度とかど

うだとかいう部分で、もしそういう異変といいます

か、状況が分かればそういうところからでも分かる

と思いますし、保育園、幼稚園というところであれ

ば、そういうところからの情報等があると思います

ので、それらを、一人がどうだからというのはなか

なか難しいと思いますが、実際にそういう人たちを

どうするんだっていう部分はそういうところから、

市というか当局にも上がってくるではないかと考

えておりますので、それぞれが自分の立場でそれぞ

れ目を見張らせていくということでしか、今のとこ

ろ対応のしようがないのかなと思っていますので、

その辺はまたご理解いただいてよろしくお願いし

たいと思います。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） ここ総務委員会なんです。そ

れぞれ民生の関係とは若干違う部分があると思う

んですけども、ここに書いてありますように、ひと

り親世帯に対する支援をしていくということです

から、先ほど来申してますように、本当に非常に深

刻なお話が届いてくるんです。そういった場合はど

うなんですか、本当に困ってるということで相談を

したい、あるいは支援をしてほしいと思われる市民

があれば、それは役所に相談すれば役所としては、

総務課が受けるとかそういうのじゃなくて、そうい

う対応をすることが可能だと、こういうふうに我々

理解したらいいんでしょうか。それがなかったら、

もう悪いけど、そういうのありませんわではね、死

ねということになっちまうんでね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部長（成田 寿道） 窓口はたくさんあります

が、先ほど言われましたように、なかなか行きにく

いとかいうようなこともあろうかと思います。そう

いうのは背中を押していただく方がいたり、何かあ

れば声かけるという対応を、それぞれの部署で対応

するようにしているはずですので、ただ、あるとこ

ろがそうだから、じゃあこうしましょうっていうよ

うな答えがすぐに出るかっていうのは、また次の話

にもなると思いますけども、状況のお話を聞いたり、

確認するっていう窓口はそれぞれの部署が持って

いるはずですので、そういうところに声かけをして

いただくということが、まず第一かなと思いますの

で、そういうところからスタートしたいと思います

けども。（「もう一つ」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 言わんとすることは分からな

いことはないんですけどね、市民の方は誰に相談す
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ればええか分からない方が多いかなと思うんです

よ。例えば恥ずかしいということもあったりすると

思うんでね。ですから、やっぱり元締である総務課

がもっとしっかりしてですな……（「そうですね」

と呼ぶ者あり）やっぱりそれに応えるというような

ことはしていかないと、悪いけど、担当は向こうだ

とかいうことは、ちょっとあんまり言わんようにし

て、市民の立場に立ってやっていただきたいと思い

ます。本当に深刻な、私も２つ、３つ聞いてるんで、

成田部長に言うのも何なんですけど、そういうこと

がありますので、ひとつ市挙げて、この時期のこと

ができますように市民が、何とか頑張ってほしいと

思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部長（成田 寿道） 貴重なご意見いただきま

したので、庁議っていうのがあるんですけど、そう

いう場とかそういう中で伝えていきたいと思いま

すので、そういうことでよろしくお願いします。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 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（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。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（西田  真） ご異議なしと認めます。

よって、第１７５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、委員会に付託及び分科会に分担されまし

た案件の審査は終了いたしました。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから、何

かありましたらご発言願います。当局職員の方でど

なたか、あれば。よろしいか。 

 委員の方もありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、当局の皆さん、

総務課を除いてご退席いただいて結構です。お疲れ

さまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。 

午前１０時５２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時５３分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより、（２）請願の審査に入ります。請願第

４号、核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を

求める意見書提出を求める請願が提出され、当委員

会に付託されています。 

 まず、事務局より請願・陳情文書表の朗読をお願

いします。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） では、お手元の資料の

４ページをお開きください。請願・陳情文書表でご

ざいます。朗読いたします。 

 受理番号、請願第４号。件名は、核兵器禁止条約

への日本政府の署名と批准を求める意見書提出を

求める請願。受理年月日は、令和２年１２月４日で

す。 

 要旨。まず、請願趣旨です。今年、２０２０年は

広島・長崎への原爆投下から７５年である。核兵器

は今なお全人類の脅威である。現在、１万４，００

０発近い核弾頭が存在し、２，０００発近くの核ミ

サイルが直ちに発射できる状態にある。被爆者は

「核兵器と人類は共存できない」「ふたたび被爆者

をつくるな」と世界に訴え続け、２０１７年、国連

において、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止した

「核兵器禁止条約」が採択された。 

 そして、国連創設デーの１０月２４日、核兵器禁

止条約は発効に必要な５０か国の批准を達成し、９

０日後の２０２１年１月２２日に発効が確定、歴史

上初めて核兵器を違法とする国際条約ができる。核

兵器禁止条約は前文で「ヒバクシャの許容しがたい

苦しみと被害に留意」し「核兵器のいかなる使用も

人道の原則に反する」と明記している。この条約に

より、核兵器の保有や使用はもちろん、核兵器にか

かわるあらゆる活動が禁止され、「抑止力」の名で



 18

核兵器を持ち続けることは正当化できなくなる。唯

一の戦争被爆国でありながら、核兵器禁止条約に背

を向け続けている日本政府に対し、国内外から厳し

い批判の声が上がっている。 

 兵庫県は、２０１７年、全会派一致で「非核平和

宣言」を採択した。「ヒバクシャ国際署名」は県知

事、全首長が署名している。国内外の広範な世論に

応えて、日本政府が速やかに核兵器禁止条約に参加

するとともに、「核兵器のない世界」を目指す世界

的流れの先頭に立つことを求める。政府に核兵器禁

止条約参加を求める意見書の提出を求める。 

 請願項目です。１、日本政府が速やかに核兵器禁

止条約に調印することを求める意見書を提出され

るように請願する。 

 提出者、豊岡市大磯町２－５３、新日本婦人の会

豊岡支部支部長、足立美都子さんです。紹介議員は、

上田伴子議員です。付託委員会は総務委員会です。 

 資料続けて５ページには、もとの請願の写しと、

６ページには意見書の案をつけております。 

 事務局からは以上でございます。 

○委員長（西田  真） この件について、当局から

意見、説明等はありませんか。ありませんか。 

 委員の皆さんから質疑、意見等はありませんか。 

 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 今、事務局で朗読をしていた

だきましたんですけども、これを見ますと、世界で

戦争の中で原子爆弾の被害を受けたのは日本だけ

だということは誰もが知っているわけですけども、

以来７５年もたって、ようやく世界でこういった、

どういうんですか、核兵器を禁止していこうという

動きが起こっているということがあるという、そう

いったものを我々はどう見るのかっていうことが

問われると思うんですけども、言いましたように、

７５年前に世界で初めて、その恐ろしさ、原子爆弾

によっての被害を受けたというのは日本だけであ

ります。その後遺症はいまだに残っておりますし、

そういったことを考えますと、私は国連でこういう

動きが出てきたと同時に、最も先頭に立ってそのこ

とを主張するべきのは、日本だと、私は思っており

ます。 

 そうしますと、どういうんですか、今回まで既に

数年たっておりますけども、いまだ日本としては批

准に賛成してないという、こういうことでございま

すので、ぜひともこれはやっぱり、どういうんです

か、採択を速やかに決定していただいて、日本政府

が原子爆弾、そういったものをこの世からなくして

いくっていう方向を世界の運動として進めるため

にも、日本としては責任があると、そういう義務が

あるというふうに思っておりますので、ぜひ採択す

べきではないかと、こういうふうに思いますので、

私の意見を述べさせていただきます。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 それでは、この後、討論に入りたいと思います。

よろしいですか（「はい」と呼ぶ者あり）。 

 討論におきましては、各委員が発言された内容は

後ほど議報や委員長報告を作成する際に引用する

ことになりますので、よろしくお願いいたします。 

 討論はありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 核兵器禁止条約への日本政府

の署名と批准を求める意見書の提出について、反対

の立場で討論を申し上げます。 

 国連において核兵器の保有や使用を全面的に禁

止される核兵器禁止条約の来年１月の発効が決ま

った。しかし、条約を批准した５０か国地域には核

保有国は含まれていない。が、大量破壊兵器による

リスクと永続的な脅威はできないとして、核兵器非

保有国をはじめとする国際社会が核保有国に核軍

縮と将来の枠組み参加への期待を示したものと考

えます。 

 日本政府には、核兵器保有国と非保有国の橋渡し

役として外交努力が望まれている一方、核兵器廃絶

の目標には共感を示しているものの、同条約への参

加は慎重であります。近隣諸国の核開発や軍事増強

などの安全保障環境の厳しさを考えると、アメリカ

の核の傘の下による抑止力や安全保障でのバラン

スを保っている現状であります。 

 世界で唯一の原子爆弾の被害に遭った我が国が
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悲惨な状況を思うと、本意見書を理解するところで

ありますが、現状を考えると本意見書には賛成でき

ません。以上です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 先ほど私は述べましたことは

賛成討論と同じことなんですけども、あえて言わせ

ていただきますと、戦争によって核爆弾を落とされ

て、そして何十万人という人たちが亡くなり、また

後遺症を今でも患っているという状況を我々は知

っています。毎年のように８月になりますと、長崎、

そして広島で追悼式が行われているということも

よく知っております。子供たちにも核兵器等につい

ては、内容や深さは別としましても、そのことの話

をしたり、あるいは学校でも習ったりってするって

いうのは、今の日本の状況です。 

 先ほど、これに反対するという声もありました。

それは一つの考え方としてはあると思います。しか

し、それが世界の均衡、あるいはバランスを保って

いるという、こういうふうにも聞こえましたんです

けども、日本としては世界で初めて、実験段階で何

だかそれが漏れてという、そういう事故ではなくて、

人を殺すために、あるいは戦争そのものの終戦にさ

せるためにということもあったんでしょうけども、

それにしても一瞬にして数十万人の人たちが死亡

し、そしてけがをするという、こういったことを

我々の、どういうんですか、上の人たちは経験され

てるんです。いまだにその後遺症で苦しんでる人た

ちもあるわけでありまして、そういった点をします

と、核兵器をいわゆる均衡にする材料、つまりいつ

でもそれを相手は保有しますよというような雰囲

気があるとするなら、これは平和とは程遠い考え方

であるというふうに思います。その大きな犠牲を強

いられ、経験をした日本としては、そのことを世界

にしっかり伝えていく必要があると、こういうふう

に思うわけでありまして、今回、意見書提出を求め

る請願が出ておりますけども、ここに言われてるそ

のとおりだと私は思います。したがって、これは採

択すべきであると、このように考えて意見を述べて

おきたいと思います。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 それでは、討論を打ち切ります。 

 採択、不採択、賛成、反対の意見がありましたの

で、挙手により採決いたします。本件は、採択すべ

きことに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（西田  真） 賛成少数であります。よっ

て、請願第４号は、不採択とすべきことに決定しま

した。 

 それでは、当局の皆さん、ここでご退席していた

だいて結構です。お疲れさまでした。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前１１時０３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時０４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 これより、（３）意見・要望のまとめについて、

ア、委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 既に当委員会に審査を付託されました案件の審

査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容について協議いただきたいと思いま

す。 

 暫時休憩します。 

午前１１時０４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時０５分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 休憩前に引き続き会議を再

開いたします。 

 それでは、委員長報告に付すべき内容は特になし

ということでありましたので、そのように決定して

ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、委員長報告に付

す内容は特にないということで、そのとおりにさせ

ていただきます。ご異議なしと認め、そのように決

定いたしました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 
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午前１１時０５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時０５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 分科会を再開いたします。 

 これより、イ、分科会意見・要望のまとめに入り

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。 

 暫時休憩します。 

午前１１時０６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時１２分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

いたします。 

 それでは、１６４号議案は分科会長報告に付すべ

き内容はなしということで、それから１７５号議案

につきまして、浅田委員からお願いします。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） １７５号議案、ひとり親の関

係です。特にこれの関係につきましては、即決とい

うふうなことの中で、スピーディーに、それも正確

に手元に行き渡るように努力をしていただきたい

と思います。それと、さらにまだコロナ、それもま

だ終えんしておりませんので、今後のコロナ対策支

援、やっぱり引き続き安心に生活できるように、全

庁を挙げてアンテナ高くして市民の声を聞いて、し

っかりとした対応を今後ともお願いしたいという

内容であります。あとは正副委員長にお任せします。 

○分科会長（西田  真） 先ほど浅田委員から分科

会長報告に付すべき内容を言っていただきました。

その内容でよろしいでしょうか、皆さん。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、予算決算委員

会での分科会長報告については、先ほど浅田委員が

言われた内容に、ほぼそれに付随するような感じで

まとめたいと思います。その内容につきましては、

正副分科会長に一任願いたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 以上で分科会を閉会いたします。 

午前１１時１４分 分科会閉会 

──────────────────── 

午前１１時１４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 これより、３、協議事項（４）閉会中の継続審査

申出についてに入ります。資料７ページにあります

委員会重点調査事項を閉会中の継続審査事項とし

て議長に対して申し出たいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 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

の皆さんから何かあればお願いをいたします。あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 特にないようですので、こ

れで委員会を終了いたします。 

 それでは、以上をもちまして総務委員会に付託さ

れました議案について終わりましたので、閉会いた

します。お疲れさまでした。 

午前１１時１５分 委員会閉会 

──────────────────── 


