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建設経済分科会 次第 

 

日時：2021 年 12 月 27 日(月) 本会議休憩中 

場所：第３委員会室 

 

１ 開  会 

 

２ 分科会長あいさつ 

 

３ 協議事項 

 ⑴ 分担案件の審査について 

  ア 分科会審査 

   (ｱ) 第 177 号議案 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第 16 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 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 
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午前１０時４１分開会 

○分科会長（清水  寛） それでは、皆さんおそろ

いですので、ただいまから建設経済分科会を開催い

たします。 

 早速ですけども、これより、３、協議事項、分担

案件の審査に入ります。 

 本日の分科会は、本会議、また予算決算委員会を

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お願いいたします。 

 それでは、第１７７号議案、令和３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。 

 当局の説明を求めます。 

 農林水産課、柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） それでは、４４ペー

ジ、４５ページをご覧ください。まず、歳出予算か

らご説明をさせていただきます。上から２つ目の囲

み、農林水産業費です。 

 ４５ページの説明欄をご覧ください。農業振興事

業費の補助金２，９０３万５，０００円の増額です。

これは、ＪＡたじまが温湯消毒機の整備を行うに際

し、国の産地生産基盤パワーアップ事業を利用し、

実施しようとするものでございます。 

 補助金は、県、市を通して交付するということに

なるため、国の補正予算の成立を受け、今回、予算

化するものです。 

 事業費は、工事費等含めて５，８０７万円を予定

し、２分の１の補助となります。市の負担はありま

せん。 

 温湯消毒施設は、水稲の種もみの消毒について、

お湯を利用して行うもので、従来の薬剤消毒に代わ

るものです。整備場所は旧出石ライスセンターにな

ります。 

 これにより、薬剤を利用せず、環境に優しい取組

となり、コウノトリ育むお米の無農薬栽培をはじめ

とする環境に配慮した米の栽培拡大、推進につなが

るものと期待をしております。 

 続きまして、４１ページをご覧ください。歳入予

算でございます。上から２つ目の囲み、県支出金で

す。 

 ４１ページの２段目の説明欄をご覧ください。農

業費補助金、産地生産基盤パワーアップ事業補助金

２，９０３万５，０００円は、先ほどの歳出予算に

伴うものでございます。 

 続きまして、３４ページをご覧ください。繰越明

許費の補正でございます。上から２番目、農業振興

事業費です。今、ご説明しました産地生産基盤パワ

ーアップ事業による温湯消毒施設の整備は、２０２

２年度へ繰越しをして執行する予定としておりま

す。 

 農林水産課からは以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 石田委員。 

○委員（石田  清） 全額繰越しということなんで

すけど、今年度予算だからそうなるんでしょうけど

も、実際の事業のほうはどのようなスケジュールに

なってるんでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） もともとＪＡのほう

としましても、新年度での取組を想定をされておっ

たというふうに理解しておりますけれども、このた

びの国の補正でちょうど使えるメニューが出てき

たというふうなことでの実施だというふうに考え

ております。ですので、実際、来年度の執行でＪＡ

は進んでおられたということです。 

○分科会長（清水  寛） 石田委員。 

○委員（石田  清） 実際稼働するには、再来年度

みたいな感じですか、再来年度。 

○分科会長（清水  寛） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 来年度の作付には間

に合わないことになりますので、実際、これが効果

を発揮するのは、もう１年先の２０２３年の作付か

らということになろうかと思います。 

○委員（石田  清） ありがとうございます。 

○分科会長（清水  寛） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（清水  寛） それでは、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（清水  寛） 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（清水  寛） 異議なしと認めます。 

 よって、第１７７号議案は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 以上で当分科会に分担されました議案の審査は

終了しました。 

 この際、当局の皆さんから特にご発言ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 特にないようですので、

当局の皆さんはここで退席していただいて結構で

す。お疲れさまでした。 

 それでは、本日審査いたしました第１７７号議案、

令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第１６号）に

ついて、分科会審査における意見、要望について、

ご発言あればお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでしたら、その他、

委員の皆さん方から、特にご発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、以上をもちま

して建設経済分科会を閉会いたします。ご苦労さま

でした。 

午前１０時４８分閉会 

──────────────────── 


