
文教民生委員会・分科会 会議記録 

    

１  期 日   令和３年５月14日（金） 

              午前10時13分  開会 

              午前10時26分  閉会 

２ 場 所   第２委員会室 

３ 出 席 委 員   委 員 長 上田 伴子 

副委員長 上田 倫久 

委  員  青山 憲司、芦田 竹彦、 

     伊藤  仁、芹澤 正志 

松井 正志、米田 達也 

４ 欠 席 委 員   なし 

５ 説 明 員   （別紙のとおり） 

６ 傍 聴 議 員   なし 

７ 事 務 局 職 員    主幹兼調査係長 小崎 新子 

８ 会議に付した事件    （別紙のとおり） 

                 

           文教民生委員長・分科会長  上田 伴子   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文教民生委員会・文教民生分科会次第 

 
日時 2021年５月14日（金）本会議休憩中 

場所 第２委員会室 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 

 ⑴ 分担案件の審査について  

 ア 分科会審査 

  （ア）報告第４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９号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第 28 号） 

専決第 10 号 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 ⑵ 意見・要望のまとめについて 

  ア 分科会意見・要望のまとめ 

 

 

 

 ⑶ 席次について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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午前１０時１３分 委員会開会 

○委員長（上田 伴子） それでは、皆さん、おはよ

うございます。 

 ただいまから文教民生委員会を開会いたします。 

 新しい委員さんも入りまして、今日から改めまし

ての文教民生委員会となります。今日は本当に、関

貫新市長の挨拶も聞き、身も引き締めて、新しい年

度に入っていきたいと思いますので、どうかよろし

くお願いいたします。 

 協議事項に入ります前に、４月２６日付で議員と

なられました芹澤議員、米田議員につきましては、

文教民生委員会の所属となりましたので、一言ご挨

拶をいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○委員（芹澤 正志） 皆さん、おはようございます。

今日から参加させていただきます芹澤でございま

す。一生懸命させていただきますので、何とぞよろ

しくお願いいたします。（拍手） 

○委員（米田 達也） おはようございます。米田達

也と申します。これからいろいろ勉強させていただ

きたいと思っておりますので、どうかよろしくお願

いします。（拍手） 

○委員長（上田 伴子） どうぞよろしくお願いしま

す。 

 それでは、一般会計に関する予算関係議案につき

ましては、予算決算委員会に付託され、当委員会は、

文教民生分科会として担当部分の審査を分担する

ことになります。したがいまして、議事の進行は、

委員会と分科会を適宜切り替えて行いますので、ご

協力をよろしくお願いいたします。 

 また、本日の委員会は、本会議、予算決算委員会

を休憩して開催しておりますので、委員の皆さん、

当局の皆さん、質疑、答弁に当たりましては、くれ

ぐれも要点を押さえて簡潔明瞭に行うなど、スムー

ズな議事進行に格別のご協力をよろしくお願いい

たします。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

   午前１０時１５分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時１６分 分科会開会 

○分科会長（上田 伴子） ただいまより文教民生分

科会を開会します。 

 それでは、分担案件の審査について、３の協議事

項、１番、分担案件の審査に入ります。 

 今回、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及び地方債補正に

ついてです。 

 まず、報告第４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９号、令和２年度豊岡市

一般会計補正予算（第２８号）を議題といたします。 

 当局の説明は、課単位で、歳出、歳入、地方債補

正の順に説明をお願いします。 

 発言の最初には、必ず課名と名字をお願いします。 

 なお、本専決につきましては、事業費確定等に伴

う財源更正のみの補正については、当局からの説明

は省略することといたしておりますので、ご了承願

います。 

 財源更正以外の補正予算のある部署、あるいは特

に説明を要する事項のある部署はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） それでは、説明はないよ

うですので、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認す

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（上田 伴子） ご異議なしと認めます。

よって、報告第４号、専決第９号は、承認すべきも

のと決定しました。 

 次に、報告第４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１０号、令和３年度豊岡

市一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 当局の説明に当たっては、課単位で、歳出、歳入

等の順に説明をお願いいたします。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ
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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、地域コミュニティ振興部文化振興課か

ら順次説明をお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、４月１２

日専決、一般会計補正予算（第３号）について説明

をいたします。 

 ８９ページ、お願いいたします。８９ページの一

番下の枠でございます。文化芸術活動再開支援事業

費の補助金１，０００万円です。コロナの影響が長

引く中、市民が行う文化芸術活動も多くが自粛、や

むなく中止など、活動が低迷している状態が続いて

います。そこで、適切な感染防止対策を行うという

ことを前提として、活動を再開していただくための

補助金を計上しております。具体的には、コンサー

トや展示会場等の市内での会場使用料、それに伴う

感染症対策用品の購入費等、経費の２分の１を補助

します。１日当たりの上限を５万円とし、４月１日

から来年の１月末までの事業を対象としておりま

す。 

 次に、歳入です。８７ページをお願いします。２

行目の地方創生臨時交付金のうち、１，０００万円

をこの事業の補助金に充てております。 

 説明は以上です。承認につきまして、よろしくお

願いいたします。 

○分科会長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 次、社会福祉課、お願いします。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） ８９ページをお開

きください。児童福祉費の中の部分で、これはコロ

ナウイルス感染症が長期化する中で、低所得者のひ

とり親、ふたり親の子育て世帯に生活の支援を行う

ものです。人件費２４６万円、それから、事業費と

して９，７５４万円を計上させていただいておりま

す。一番最後の段なんですけども、給付金としては

９，７２０万円ということで、本日、５月１４日に

ひとり親世帯に対しまして給付を行っております。

世帯数は５６７世帯、８５３人の子供たちに支給を

行っております。１人当たり一律５万円ということ

になっておりまして、４，２６５万円の支給になり

ました。 

 ８７ページをご覧になってください。上段ですけ

れども、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費

補助金ということで、先ほどの給付金は国の補助を

受けて行っているものです。７，０８５万円、それ

から、一部市単費で行っておる給付金がありますの

で、就学援助の部分なんですけれども、地方創生臨

時交付金を活用させていただいております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） では、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（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、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（上田 伴子） ご異議なしと認めます。

よって、報告第４号、専決第１０号は、承認すべき

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、ご発言をお願いいたします。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） それでは、ここで、当局

職員の皆さんには退席していただいて結構です。お

疲れさまでした。 

 分科会を暫時休憩します。 

午前１０時２３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時２４分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） 休憩前に引き続き、分科

会を再開します。 
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 それでは、次に、協議事項（２）番、分科会意見・

要望のまとめに入ります。 

 当分科会の意見、要望として、予算決算委員会に

付すべき、報告すべき内容について、ご発言があれ

ばお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） ただいま協議いただきま

した分科会意見、要望を含む分科会長報告の案文に

ついて、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（上田 伴子） 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 ここで、分科会を閉会いたします。 

    午前１０時２５分 分科会閉会 

──────────────────── 

    午前１０時２５分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） 委員会を再開いたします。 

 協議事項（３）番、席次についてを議題といたし

ます。 

 席次ですが、今お座りの席に決めたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、今お座りの席で

特に意見がないようですので、そのように決定いた

します。 

 最後に、４、その他に入ります。 

 そのほか、委員の皆さんから何か意見がありまし

たらお願いします。ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、特にないようで

すので、以上をもちまして、文教民生委員会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

午前１０時２６分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


