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予 算 決 算 委 員 会 次 第 

 

日 時：2020年６月22日(月)13：00～ 

場 所：議 場 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託案件の審査について 

〔別紙１：議案付託表・分科会分担表、別紙２：審査日程表〕 

 

 

 

 ⑵ 分科会長報告 

 

 

 

 

⑶ 意見・要望のまとめについて 

  〔別紙３：分科会における意見・要望〕 

 

 

 

 

⑷ 閉会中の継続審査に関する件について 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉  会 



〈別紙１〉 

  

令和２年第３回豊岡市議会（定例会）議案付託表 

 

【予算決算委員会】 

  報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書について 

  第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 

   

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【総 務 分 科 会】 

  報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書について 

  第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 

 

【文教民生分科会】 

  報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書について 

  第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号）   

     

【建設経済分科会】 

  報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書について 

第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 



〈別紙２〉 
 令和２年６月定例会  
 

予 算 決 算 委 員 会  審 査 日 程 表 

審 査 日 程 付託（分担）議案 審  査  内  容 

 
全体会① 

 
６月11日（木） 
本会議散会後 
 
議 場 
 

 
【予算決算委員会】 
報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書につい   
      て 
第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 
 
 

 
＜説明＞ 
＜質疑＞ 
 
○各議案分科会分担 

 
分 科 会 

 
６月15日（月） 
９：30～ 
 
委員会室 
 

 
【総務分科会】 
報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書につい   
      て 
第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 
 
【文教民生分科会】 
報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書につい   
      て 
第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 
 
【建設経済分科会】 
報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書につい   
      て 
第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 

 
＜提案説明＞ 
＜質疑＞ 
＜討論＞ 
＜表決＞ 
 
《分科会審査意見、要望の
まとめ》 
 
※ 予算決算委員会への

付託議案は、３常任委員
会の開催中に、分科会に
切り替え、分科会に分担
された議案を審査する。 

 
全体会② 

 
６月22日（月） 
13：00～ 
 
議 場 
 

 
【予算決算委員会】 
報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書につい   
      て 
第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 

 
＜各分科会長報告＞ 
 ・総務分科会長 
 ・文教民生分科会長 
 ・建設経済分科会長 
＜質疑＞ 
＜討論＞ 
＜表決＞ 
 
《委員会審査意見、要望の
まとめ》 
 

 

省略 

【分科会後～全体会②の間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<全議員> 

分科会長報告の要旨を 

事務局から議員に送付 

６/17(水) 17:15までに

<通告をされる議員のみ> 

要望・意見の通告期限 

６/19(金) 正午までに 



 
 

 
 

予算決算委員会分科会における意見・要望（要旨） 
 

令和２年第３回豊岡市議会（定例会） 

 

議案番号及び件名  報告第７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８号 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

【総務分科会】  

特別定額給付金に関する件 

  特別定額給付金について、６月 11 日現在、申請状況は、世帯数に対して 91％、

人口に対して 93.4％であり、また、支払い状況は、92.6％である。 

手続きにおける不備等原因は考えられるが、できるだけ早く、全世帯・全市民

に支給が完了するよう努力されたい。 

 

【文教民生分科会】     

 住居確保給付金支給事業費に関する件 

  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う給付金支給事業であるが、当該事業に

対する内容等、十分な周知徹底を図られたい。 

また、市民に寄り添い親身となり相談できる窓口体制の強化を強く要望する。 

 

 

議案番号及び件名  報告第８号 令和元年度豊岡市繰越明許費繰越計算書について 

【総務分科会】 

  

【文教民生分科会】   意見・要望なし 

 

【建設経済分科会】 

  

 

議案番号及び件名  第87号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 

【総務分科会】 

 

【文教民生分科会】   意見・要望なし 

  

【建設経済分科会】 

 

 

 

 

〈別紙３〉 
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午後１時００分開会 

○委員長（松井 正志） それでは、定刻になりまし

たので、ただいまから予算決算委員会を開会いたし

ます。 

 午前中は２つの特別委員会、午後はこの後１つの

特別委員会を予定されてるさなかでございます。ス

ムーズな進行にご協力いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 まず、土生田委員から遅刻届がありましたので、

ご報告いたします。 

 本委員会に付託された議案は、去る６月１５日に

開催された各分科会で審査されました。本日は、分

科会審査を終えた３件の議案審査を行いますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 これより付託案件の審査に入ります。 

 審査順序につきまして確認させていただきます。 

 お手元に配付しております別紙２、審査日程表の

最下段に記載のとおり、まず、議案ごとに各分科会

長報告、次に、分科会長報告に対する質疑、討論、

表決を行い、その後、委員会意見・要望の取りまと

めを行うことにいたしたいと思います。ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（松井 正志） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 それでは、審査日程表に基づき、審査を進めます。 

 初めに、報告第７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８号、令和２年度豊岡

市一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 まず、総務分科会長の報告を求めます。 

 伊藤仁委員。 

○総務分科会長（伊藤  仁） 報告第７号、専決第

８号中、総務分科会に分担されました事項について、

審査の結果をご報告いたします。 

 本件は、令和２年度一般会計について、新型コロ

ナウイルス感染症に係る緊急対策として、国の補正

予算を受けて実施する特別定額給付金等の経費に

ついて、令和２年４月３０日付で行った補正予算の

専決処分についての報告です。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入歳出予算補正についてです。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、異議なく、原案のとおり

承認すべきものと決定しました。 

 なお、当分科会は、次のとおり意見及び要望を付

すことに決定しました。 

 特別定額給付金について、６月１１日現在、申請

状況は世帯数に対して９１％、人口に対して９３．

４％であり、また、支払い状況は９２．６％である。

手続における不備等、原因は考えられるが、できる

だけ早く全世帯、全市民に支給が完了するよう努力

されたい。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 次に、文教民生分科会長の

報告を求めます。 

 西田真委員。 

○文教民生分科会長（西田  真） 報告第７号、専

決第８号中、文教民生分科会に分担されました事項

について、審査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入歳出予算補正についてであります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、異議なく、原案のとおり

承認すべきものと決定しました。 

 なお、当分科会は、次のとおり意見及び要望を付

すことに決定しました。 

 住居確保給付金支給事業費について、新型コロナ

ウイルス感染症の影響に伴う給付金支給事業であ

るが、当該事業に対する内容等、十分な周知徹底を

図られたい。また、市民に寄り添い、親身となり、

相談できる窓口体制の強化を強く要望する。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 以上、報告は終わりました。 

 これより分科会長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（松井 正志） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（松井 正志） 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

定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（松井 正志） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第７号、専決第８号は、いずれも分科会

長報告のとおり承認すべきものと決定しました。 

 続いて、報告第８号、令和元年度豊岡市繰越明許

費繰越計算書についてを議題といたします。 

 まず、総務分科会長の報告を求めます。 

 伊藤仁委員。 

○総務分科会長（伊藤  仁） 報告第８号中、総務

分科会に分担されました事項について、審査の結果

をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、令和元年度豊

岡市一般会計における繰越事業のうち、所管に係る

総務費の固定資産評価審査委員会費についてです。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、了承すべ

きものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 次に、文教民生分科会長の

報告を求めます。 

 西田真委員。 

○文教民生分科会長（西田  真） 報告第８号中、

文教民生分科会に分担されました事項について、審

査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、一般会計の所

管事項に係る幼保対策事業ほか６事業に関する繰

越金額及び財源についてであります。 

 審査の結果、格別異議なく、了承すべきものと決

定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 続いて、建設経済分科会長

の報告を求めます。 

 浅田徹委員。 

○建設経済分科会長（浅田  徹） 報告第８号中、

建設経済分科会に分担されました事項について、審

査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る２３事業に関する繰越金及び財源についてであ

ります。 

 審査の結果、格別異議なく、了承すべきものと決

定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 以上、報告は終わりました。 

 これより分科会長に対する質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（松井 正志） 質疑を打ち切ります。特に

ご異議がありませんので、報告第８号は了承すべき

ものと決定しました。 

 次に、第８７号議案、令和２年度豊岡市一般会計

補正予算（第６号）を議題といたします。 

 まず、総務分科会長の報告を求めます。 

 伊藤仁委員。 

○総務分科会長（伊藤  仁） 第８７号議案につい

て、総務分科会における審査の結果をご報告いたし

ます。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入歳出予算補正についてです。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 次に、文教民生分科会長の

報告を求めます。 

 西田真委員。 

○文教民生分科会長（西田  真） 第８７号議案中、

文教民生分科会に分担されました事項について、審

査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、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あ

ります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 
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 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 続いて、建設経済分科会長

の報告を求めます。 

 浅田徹委員。 

○建設経済分科会長（浅田  徹） 第８７号議案中、

建設経済分科会に分担されました事項について、審

査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入歳出予算補正及び地方債補正の関係分につ

いてであります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（松井 正志） 以上、報告は終わりました。 

 これより分科会長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（松井 正志） 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（松井 正志） 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（松井 正志） ご異議なしと認めます。よ

って、第８７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。 

 次に、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、ご協議いただきたいと思いま

す。 

 報告第７号に係る意見及び要望について、お手元

に配付いたしました別紙３の予算決算委員会分科

会における意見・要望のとおり、総務分科会、文教

民生分科会から提出がありました。各分科会からの

提案のとおり、当委員会の意見及び要望として付す

ことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（松井 正志） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 続いて、委員長報告についてですが、内容につき

ましては、正副委員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〕 

○委員長（松井 正志） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 次に、閉会中の継続審査の申出についてお諮りい

たします。 

 議長に対して、委員会重点調査事項を閉会中の継

続審査事項と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（松井 正志） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 続いて、委員の皆さんから何かあればご発言願い

たいと思います。 

 ないようですので、以上をもちまして予算決算委

員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

午後１時１１分閉会 

──────────────────── 


