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建設経済分科会 次第 

 

日時：2020 年 10 月 13 日(火) 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 134 号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第 14 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１１時３８分開会 

○分科会長（浅田  徹） それでは、おそろいです

ので、ただいまより建設経済の分科会を開催したい

と思います。本会議で大変お疲れのところ、また、

ちょっと昼を回るかなと思われますけども、一応こ

こで最後のまとめというとこまで何とかご協力を

よろしくお願いをいたしまして、初めの挨拶に代え

させていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、早速、３、協議事項、分担案件の審査

に入りたいと思います。 

 当分科会につきましては、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

としたいと思います。 

 当局の説明につきましては、所管事項に係る部分

について、歳出、歳入の順に説明をお願いいたしま

す。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 環境経済課、午菴課長、お願いします。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） それでは、議案書１

５ページをご覧ください。商工振興費となります。

商工振興費、補助事業、補助金といたしまして、製

造業緊急支援事業費といたしまして５，０００万円

を増額するものです。内容につきましては、議会で

部長が説明したとおりではございますが、少し補足

をさせていただきたいと思います。 

 この補助金につきましては、今９月議会の初日、

１０号補正ということでご承認をいただいたもの

の増額ということでございます。承認をいただいた

後、公募等をした結果、２７件の申請がございまし

て、当初の予算６，０００万円ではおおむね８件程

度の合格というか承認ができそうだということで

はあったんですけれども、少し全体から見ると少な

い。コロナ禍にあって、できるだけ応援をしたいと

いうようなこともございまして、５，０００万円の

増額をお願いをするものでございます。 

 歳入のほう、１３ページをご覧ください。歳入と

いたしましては、全額を前年度繰越金ということで

ございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 倫久） １５ページのところで、今、

製造業の緊急支援事業費ということですけれども、

どのような、具体的にね、どのような会社というか、

そういうところを考えられとるんか。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 業種といたしまして

は、製造業の中にたくさんございますけども、例え

ば食品製造業であったりとか、印刷の関係であった

り、プラスチックの製品製造業であったりというよ

うなこと、または金属の製品製造業みたいなものも

含めまして、総合的に支援をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

○委員（上田 倫久） 以上です。 

○分科会長（浅田  徹） はい。 

 ほかにありませんか。 

○委員（椿野 仁司） いい。 

○分科会長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） コロナ対策で今本当に商工業

さん、製造業も含めて大変厳しい状況になってると

思います。大変これについては賛成なんですが、こ

れをいろんな、今、現状としてどういうふうな今の

応募というか募集というんか、どれぐらいあって、

どういうふうな部門が、製造業でもいろいろとある

と思うんだけど、主にこういうところからこんなふ

うな今応募がありますよと、金額的には、例えば、

これには下限は１００万円で上限１，０００万円と

いうことなんだけれども、２分の１だから２，００

０万円だったら１，０００万円の一応補助対象にな

っとるけど、そういう意味でいくと、大体主なとこ

ろ、どんなところが今現在あって、これからどんな

とこが増えそうかなというとこら辺の予想がある

ならちょっと報告してもらいたいんだけど。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） まず、申請件数につ

きましては、先ほど申し上げました２７件で、申請

の総額は１億８，１４４万８，０００円という内容
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でございました。補助金の申請ベースとしてその金

額が全体の金額となります。 

○分科会長（浅田  徹） もうちょっと言って、今

の補助額。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 補助申請額の合計で

２７件で１億８，１４４万８，０００円が補助金ベ

ースの総額、申請時の総額ということになります。 

 企業の内容につきましては、かばん製造業の方が

新しい分野に進出をしたいとか、あとは、金属製造

の関係の方で、そういった機械の更新をし生産性を

上げたいというようなものとか、または、食品の製

造の関係の中にも新製品の開発をしたいというよ

うなものもございました。以上でございます。 

○委員（椿野 仁司） なるほど。分かりました。 

○分科会長（浅田  徹） ほかにございませんか。 

 今現状、その状況の把握。それと一つ、これから

はどう行くんですかね、これからどういうこと、ど

んなことを、どういう業種いうの、この・・・であ

ったと思うんですけども。 

○委員（椿野 仁司） そうそう、それも言っとった

ね、ごめんごめん、聞いた本人が忘れておりました。 

○分科会長（浅田  徹） 今の状況はこうあると思

うんですけど、これから、多分それ聞かれとった。 

○委員（椿野 仁司） そうそう、聞いた本人が忘れ

ておりました。すみませんでした。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 漏らしておって申し

訳ございません。 

 申請自体は先ほど申し上げました２７件で、新し

く募集をするというものではございません。今の中

で、先ほど当初予算の６，０００万円ではおおむね

８件程度の承認というか合格ということでしたの

で、その内容をもう一回整理をする部分もあるかと

は思いますけども、先ほど申し上げましたような業

種の方が次のその中にも多く含まれてますので、次

の企業さんが今度の新しい承認をいただいた補助

金で対応できるというふうなことになろうかとい

うふうに考えております。 

○委員（椿野 仁司） いいですよ。 

○分科会長（浅田  徹） よろしいですか。 

 それでは……。 

○委員（椿野 仁司） あ、もう一つ、ごめん、いい

ですか。 

 これの選定方法って、いろいろと補助金対象のあ

れはあるんだろうけども、当局とすればどういうチ

ームでこれ対応するんでしたっけ、この選定は。い

ろいろとこれから選定しなきゃいけないと思うん

だけど。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 緊急的なところもご

ざいますので、内部の審査ということで、副市長以

下職員で４名で審査をさせていただくと。審査項目

につきましては、例えば補助事業の効果についてだ

とか、事業の持続性だとかというようなことも考慮

しながら、点数制で２５点満点みたいなことでつけ

させていただいて、承認の合否といいますか、結果

的には合否になりますけれども、その審査をさせて

いただいております。 

○委員（椿野 仁司） はい、分かりました。 

○分科会長（浅田  徹） それでは、質疑ないよう

ですので、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（浅田  徹） 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

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（浅田  徹） 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

ものと決定いたしました。 

 それでは、以上で当分科会に分担されました議案

の審査は終わりました。 

 この際、当局の皆さんから何か特にご発言はござ

いませんですか。 

 特にないようでしたら、当局の皆さんはここで退

席をしていただいて結構でございます。どうもご苦

労さまでした。 

それでは、当分科会審査におきます意見、要望等
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についてのご発言があればお願いしたいと思います。 

 暫時休憩をします。 

午前１１時４７分休憩 

──────────────────── 

午前１１時４８分再開 

○分科会長（浅田  徹） それでは、休憩前に戻っ

て審議を再開いたします。 

 それでは、今回につきましては意見、要望につき

ましてのご発言がないようでございますので、その

ように取り計らい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（浅田  徹） それでは、異議なしとい

うふうなことですので、その他、委員の皆さんから

何かご発言はございませんでしょうか。（「ありま

せん」と呼ぶ者あり）はい。 

 それでは、大変ご苦労さまでした。 

 以上をもちまして建設経済分科会を閉会といた

します。大変ご苦労さまでございました。 

午前１１時４８分閉会 

──────────────────── 

 


