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予算委員会 会議録 

 

日 時  令和４年３月２日（水曜日） 午前９時５６分 ～ 午後０時１０分 

場 所  臼杵庁舎２階 全員協議会室 

 

出席委員の氏名 

委 員 長 戸匹  映二    副委員長 武生  博明    委    員 河野    巧 

委    員 川辺    隆    委    員 匹田久美子    委    員 内藤  康弘 

委    員 伊藤    淳    委    員 梅田  德男    委    員 広田  精治 

委    員 奥田富美子    委    員 若林  純一    委    員 長田  徳行 

委    員 久藤  朝則    委    員 大塚  州章    委    員 大嶋    薫 

委    員 吉岡    勲    委    員 牧    宣雄 

 

オブザーバー 

議  長 匹田  郁 

 

欠席委員の氏名 

   （ な し ） 

 

説明のため出席した者の職氏名 

政策監（総務・企画担当） 加島  和弘  政策監（民生担当） 小坂  幸雄  

政策監（福祉保健担当） 杉野    等  政策監（産業担当） 佐藤  一彦  

教育次長兼教育総務課長 後藤  誠也  消防本部消防長 亀井  英樹  

総務課長 柴田    監  財務経営課長 荻野  浩一  

秘書・総合政策課長 安東  信二  市民生活推進課長 川野  徳明  

防災危機管理課長 竹尾  幸三  環境課長 廣瀬  武志  

市民課長 佐藤  修治  税務課長 姫野  敬一  

福祉課長 大戸  敏雄  高齢者支援課長 田中美智子  

子ども子育て課長 尾本    浩  建設課長 髙野  裕之  

都市デザイン課長 小坂  郡師  上下水道工務課長 小長  範幸  

上下水道管理課長 齋藤  隆生  農林振興課長 目原  康弘  

おもてなし観光課長 中尾   敬  学校教育課長 後藤  徳一  

文化・文化財課長 後藤昌二郎  社会教育課長 川辺宏一郎  
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農業委員会事務局長 吉良  圭三  選挙管理委員会事務局長 林    昌英  

総務課参事 佐世  善之  消防本部総務課長 小野加寿男  

農林振興課参事兼 

農林基盤整備室長 
藤澤  清巳  

農林振興課参事 

兼有機農業推進室長 
竹尾  智明  

      

 

出席した事務局職員の職氏名 

  局長 平山博造   次長 後藤秀隆   副主幹 高橋悠樹   書記 大井智香子 

 

傍聴者 

大分合同新聞社 記者１名 

 

会議に付した事件及び審査結果 

 

番  号 件               名 審査結果 

第１６号 令和３年度臼杵市一般会計補正予算（第１２号） 原案可決 

第１７号 令和３年度臼杵市水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

第１８号 令和３年度臼杵市下水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決 

第１９号 令和３年度臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

第２０号 令和３年度臼杵市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

 

 

午前９時５６分 開議 

 

○委員長（戸匹映二） 

おはようございます。少し時間は早いですが、ただいまから、予算委員会を開催いたします。本３

月定例会では、適切なマスク着用の徹底が議会運営委員会で決定しております。本予算委員会でも、

議会運営委員会で決定したルールの厳守をお願いします。また、感染防止対策として３０分ごとに

換気休憩を挟みます。若林委員、適切なマスクの着用をお願いします。本日は傍聴の申し出があり

ましたので、許可を致しております。若林委員、再度、注意致しますが、適切なマスクの着用をお願



3 
 

いします。ルールを守っていただけない場合は、本日の委員会終了まで、退場命令をすることがあり

ます。それでは、本日は、一般会計と特別会計全ての説明と質疑終了後に、一般会計から順次、討

論、採決を行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ここで、若林純一委員に対して再三、

適切なマスクの着用のルールの遵守を求めてきましたが、それに従わないため、委員会の秩序を乱

すので、臼杵市議会委員会条例第２２条第２項により、本委員会からの退場を求めます。若林純一

委員、退場をお願い致します。 

○委員（若林純一） 

退場しません。 

○委員長（戸匹映二） 

休憩致します。 

 

午前９時５８分 休憩 

 

午前９時５９分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。若林純一委員に退場命令を出しましたが、退席をしていない状況であります。し

かし、委員会としましては、議会から付託を受けた予算議案審査を停滞させることはできないため、

若林純一委員が退場命令に従うことの有無に関係なくこのまま議事を進行いたします。それでは、

これより議事に入ります。本委員会に付託されました議案は５件であります。本日の委員会は、お手

元に配布しております、委員会次第により進行致します。また、質疑及び答弁をおこなう場合の挙手

についても徹底をお願いします。それでは、第１６号議案 令和３年度臼杵市一般会計補正予算（第

１２号） について審査を行います。執行部の説明を求めます。 

◎総務課長（柴田 監） 

それでは、総務関係の説明をさせていただきます。総務課所管の３月補正予算重点事項の説明

を致します。座って説明させて頂きます。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １～３ページに基づき説明 ） 

◎財務経営課長（荻野浩一） 

 おはようございます。私のほうから財務経営所管の説明をします。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １～３ページに基づき説明 ） 

◎秘書・総合政策課長（安東信二） 

 おはようございます。秘書・総合政策課所管分について説明します。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １～３ページに基づき説明 ） 

◎市民生活推進課長（川野徳明） 

 市民生活推進課所管の補正予算重点事項のついて説明します。 
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（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ３ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

○委員（河野 巧） 

いくつかに分けて、担当課ごとに質問させてもらいます。総務課の繰り越しの追加で、３ページの

2 項で業務 BPR 事業があると思います。もう少し詳しくお知らせ頂きたいのが BPR と業務改善と

の違いが分かれば教えてください。 

◎総務課長（柴田 監） 

河野委員のご質問にお答えいたします。業務の BPR 事業というのは、業務の再構築ということ

でございまして、まず、先ほど、３つのステップ、という形で説明をさせていただきましたが現在、市

役所、各担当職員が担っている業務を全てどういう手順で、見える化を行って行きます。それをす

ることで、今やっている業務が本当に効率よくやれているかどうかというのを判断する。それが臼

杵市だけで見た時に、それが本当に正しいのかどうか、なかなか分からないので、民間事業者に委

託することで、他の自治体と長期化した時に臼杵市ではこういうやり方をしているが、それが追い

付いてない、そういうことがみえてきます。そういうのをする行程が最初の業務の現場。2 つ目が業

務の再設計ということで、現状のやり方を省略や方法によって適正化や新たなニーズの導入を行う

ことで業務の新しいやり方を再設計。というのが 2 つ目のステップ。３つ目のステップが現在、再設

計をやった分が本当に実現するという所まで行うのが 3 つ目のステップということです。現在、最

初のステップの業務の見える化というのを全職員が作業しております。それを１２月定例会で予算

を頂いたのは、本来４月からやってもいいんですけど、４月は職員が人事異動で異動します。新しい

部署で初めて担当した業務の１年間の業務の進め方というのをなかなか分からない。ということが

ありますので、今のこの年度末の時期に１年間の流れを見える化する、そういう作業を行っていくと

いうことです。 

○委員長（戸匹映二） 

河野委員、よろしいでしょうか。 

○委員（河野 巧） 

はい、ありがとうございます。全国的に見て、臼杵市の立ち位置といいますか、業務を見た時に全

国を今いってるかどうか、ということを判断するのが 1 つ目ということになるんですかね、ステップ

的には。 

◎総務課長（柴田 監） 

その判断をする前の段階、すべての業務が見える化しているという作業が最初のステップです。 

○委員（河野 巧） 

ありがとうございます。ステップが 3 つくらい、あるっていうことですが、最終的には全国もある

でしょうけど、臼杵独自のそういうことができるようにお願いしたいなと思うんですが、そういうの

は、今後、計画は、コロナ禍で考えられるんでしょうか。 
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◎総務課長（柴田 監） 

河野委員の質問にお答えいたします。今回繰り越しをさせて頂いたのは、令和４年度中に再設計

をして、その中で、実際、実現できるもの全てが便利と言う事は難しいと思いますので、その中で、

いくつかをピックアップして実際に実現できるそういうプロセスで行います。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありませんでしょうか。 

○委員（広田精治） 

２点お聞きします。歳出ナンバーの６番と７番、基金の一括運用とありますけど、どういう方法の

運用になってるのか運用先を教えてください。それと、もう一点、６番から１０番までの各基金につ

いて、この補正後の繰越残高を教えてください。 

◎財務経営課長（荻野浩一） 

広田委員のご質問にお答えします。基金の一括運用については、国債の国債ローン、あとは定期

です。国債の運用費が主になっております。１点目の各基金の残高でありますけども、財政調整基金

としましては、あくまでも見込みでありますけども、令和３年末残高については、２９億７，５００万、

歴史環境保存基金については、２，７６５万、ふるさと活勢については、５億７，６００万を見込んでお

ります。以上です。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありませんでしょうか。 

○委員（内藤康弘） 

歳出の１３番なんですが、定住促進事業補助金。住宅取得者が増えたってことで、非常に喜ばしい

ことですが、移住と定住、どちらが多いんでしょうか。それから、地域別、要するに臼杵地区、野津地

区の数を教えてください。 

◎秘書・総合政策課長（安東信二） 

内藤委員のご質問にお答えします。 

移住定住、移住世帯が。その前に臼杵地域と野津地域の内訳ですが、住宅取得地域は野津地域

が３件、３４件が臼杵地域というふうになっております。割合から行くと臼杵地域のほうが多い状況

となっております。この対象者が移住者世帯ですので、まずは移住者ということで、定住に結びつけ

るために移住者が対象ということですので、移住定住といわれますと、移住者となります。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありますでしょうか。 

○委員（奥田富美子） 

同じところですが。野津の３件と臼杵の３４件で、例えば新婚さんとか２世帯とか３世帯とか内訳

があると思うんですが、教えてもらえますか。 

◎秘書・総合政策課長（安東信二） 

奥田委員の質問ですが、制度が複雑になっておりますので後ほど資料のほうで説明させて頂き



6 
 

たいと思います。大変申し訳ありません。 

○委員（奥田富美子） 

はい、結構です。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありますでしょうか。 

○委員（河野 巧） 

財務経営の３ページ。繰越追加の３番、旧野津高校跡地利活用事業ということで、整理にちょっ

と遅れているということで、どの辺が遅れているのか分かりますか。 

◎財務経営課長（荻野浩一） 

河野委員のご質問にお答えします。今、教室の改修についての工事、新館側の工事を行っており

ます。その部分が先ほど言った民間業者との調整とかによって、少し遅れている。それと、もう１点

外構工事、外の駐車場整備は、これについてはまだ発注しておりません。なぜかと言うと教室の改

修は終わった後で工事発注したいと考えております。その点が今回の変更となっております。 

○委員（河野 巧） 

ありがとうございました。もう一点。秘書総合のほうの５番で、繰越の方法でラインの話があった

と思うんですが、今、臼杵市のホームページ、広報の手段としていろんなものがあると思います。そ

の中でフェイスブックもありますし、ラインもあったかと思うのですが、ラインのほうを開発するとい

うことで、どれくらい登録者数はいるのか、これをすることでどれくらい組み込まれるか、その辺、先

行きが分かれば、お願いします。 

◎秘書・総合政策（望月裕三） 

秘書・総合政策課の望月です。河野委員の質問にお答えします。ラインのアプリ開発についてなん

ですが、現在、昨年の４月にラインの情報提供のサービスを開始し、現在のところ、昨日まで３，０１２

人登録があります。今回もアプリ開発に伴って、目標にしておりますのが１５，０００人まで伸ばした

いと思っております。比較対象としてフェイスブックがそれにあるんですが、フェイスブックが現状と

して１，９００人ということで、やはりラインのほうが利用率は多いということで、それを、中心に情報

提供していきたいと思います。 

○委員長（戸匹映二） 

はい、他にありませんでしょうか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で総務関係の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

ここで５分間換気のために休憩いたします。 
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午前１０時２７分 休憩 

午前１０時３２分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

それでは５分経過致しましたので再開したいと思います。次に民生関係の議案について審査を行

います。 

執行部の説明を求めます。 

◎市民課長（佐藤修治） 

 おはようございます。民生部門市民課所管、令和３年度３月補正予算につきまして説明をさせて

いただきます。よろしくお願い致します。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ４～５ページに基づき説明 ） 

◎税務課長（姫野敬一） 

 続きまして税務課所管の３月補正予算につきまして説明させていただきます。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ４～５ページに基づき説明 ） 

◎環境課長（廣瀬武志） 

 引き続き環境課所管の予算の説明をさせていただきます。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ４～５ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

○委員（河野 巧） 

５ページの繰越追加の２番清掃センター周辺環境整備事業費ですけども、昨日、２億９，０００万と

説明を受けたんですけど、当初の２億３，０００万の内の４，１４８万になるんですかね。教えてくださ

い。 

◎環境課長（廣瀬武志） 

河野委員のご質問にお答えします。こちらの繰越の予算につきましては、現在行っております、実

施設計、業務委託料になります。こちらが、整備区域の測量を行っておりましたが、そちらのほうの

境界登録、合併に不足の日数を要したもの、今後、開発行為等の業務も残っているということで、こ

の予算を翌年度に繰り越すという形になります。以上です。 

○委員（河野 巧） 

当初、２億３，０００万くらいっていう、経費の中の４，１００万ですか、それとも２億９，０００万の中

の６，０００万の中の金額ですか。 

◎環境課長（廣瀬武志） 

  河野委員のご質問にお答えします。昨日、パークゴルフ場の整理計画の内容を全員協議会で説

明させていただきました。その際の費用につきましては、整理にかかる費用でございます。今回繰り
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越しをする予算につきましては、実施設計にかかる費用ということで、昨日の予算額とは別のもの

でございます。以上です。 

○委員（河野 巧） 

私がよく分からなくて申し訳ないんですが、その事業費ってことで言うと、これが総事業費の中に

４，０００万入るんですか。入らないんですか。 

◎環境課長（廣瀬武志） 

河野委員のご質問にお答えします。２億９，０００万、そちらの費用には入りません。別の費用です。

以上です。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありませんでしょうか。 

○委員（奥田富美子） 

歳入の１１番ですが、一般廃棄物が増えたってことですが、要因は何かわかりますか。 

◎環境課長（廣瀬武志） 

奥田委員の質問にお答えします。搬入量の増加につきましては、予測というか想像であるんです

けど、コロナの影響によりまして外出がなかなかできないという状況が続いております。それに伴っ

て、自宅の片付けをして、ゴミを搬入しよう。という方々がいらっしゃるのか。現実に私も忙しい時に

受付業務のお手伝いをしているんですが、その際に搬入された方が、そういった発言をされたのを

聞いてますので、そういうところだというふうに考えております。以上です。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありませんか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で民生関係の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午前１０時４５分 休憩 

 

午前１０時４６分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

 再開いたします。次に福祉保健関係の議案について審査を行います。執行部の説明を求めます。 

◎政策監兼保険健康課長（杉野 等） 

それでは、福祉保険健康部門の説明を致します。まず、保険健康課所管分についてです。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ６ページに基づき説明 ） 
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◎高齢者支援課長（田中美智子） 

  続きまして、高齢者支援課所管分についてご説明申し上げます。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ６～７ページに基づき説明 ） 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

  引き続き子ども子育て課の説明いたします。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ６～７ページに基づき説明 ） 

◎福祉課長（大戸敏雄） 

  福祉課所管の補正予算につきまして説明を致します。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ６～７ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

○委員（河野 巧） 

２点お願いします。７ページの福祉の８番。自立支援医療費、こちらは補正のほうに比べると結構

な比率で下がっていますので、要因としては利用者が減ったのか、利用する方の数が減ったのか、

それともコロナの関係で受診する人が減ったのか、解ればお知らせください。それと４番目社会福

祉費の住民非課税世帯の臨時交付金について、専決事項で上げた６億６，０００万円のうちの３億３，

０００万円でしょうか。その辺の説明をお願いします。 

◎福祉課長（大戸敏雄） 

河野委員の質問にお答えいたします。まず、最初の自立支援医療費の関係です。要因としてはコ

ロナに伴います受診機会が大きな要因であるというふうに考えております。２点目の民生費の給付

金の関係です。先般、専決でいただいた分の繰越であります。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありませんでしょうか。 

○委員（川辺 隆） 

すいません一つ教えてもらいたいんですけど。歳出番号の３番、市内認定こども園等の保育士・幼

稚園教諭等の処遇改善のため約２月から９月、半年程度なんですけど、収入の３パーセント程度引

き上げに係る費用、これ国県支出金から出ているんですけど、３パーセントの理由だけ教えてくださ

い。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

川辺委員のご質問にお答えします。これ、国のほうで試算していますが、この保育士等の賃金が

社会全体に比べて、非常に低いということがありまして、国のほうで、個々の差額を計算したところ、

そこに追いつくための同等の率というものが３パーセント。月額約９，０００円ということで国のほう

で試算をしているようでございます。 

○委員（川辺 隆） 

何と比べて９，０００円低いんですか。 
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◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

川辺委員のご質問にお答えします。保育士以外の普通の会社員といいますか。ちょっと休憩をお

願いします。 

○委員長（戸匹映二） 

休憩いたします。 

 

午前１０時５５分 休憩 

 

午前１０時５６分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

 再開いたします。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

川辺委員のご質問にお答えします。国の資料によりますと民間部門における春闘に向けた賃上

げの規約がありますが、この春闘における他の業種との比較で賃上げをこの程度引き上げる措置

をするということになっておりますので、詳しくはまた後程、伝えさせていただきます。 

○委員（川辺 隆） 

子育てしやすい街づくりとか、移住定住で住みやすい街づくりを市長がきのう諸般の報告の中で

おっしゃいました。臼杵市としては国の上限もあって保育士・幼稚園教諭の給与が極端に他の市と

比べた時に少し安いんではないかということで、こういう措置をしています。これ国県支出金でやっ

ております。そもそもこの６本柱の中には、住みやすい街づくり、子育てしやすい街づくりをうたうの

であれば、一般財源から、少し支出を考えたらいいんですけど、１（千円）という意味、僕はわからな

かったので、本当の処遇改善をするのであれば、これ半年、２月から９月限定的なものなんでしょう

か。ちょっと、教えてください。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

川辺委員のご質問にお答えします。今回の国の事業は、２月から今年の９月まで国が１０分の１０

でやりますが１０月以降は今、子ども子育て支援交付金がほかの事業で、子育て支援事業でござい

ますが、国が３分の１、県が３分の１、市が３分の１。この事業に１０月以降はのせて、継続して賃上げ

をやっていくという方針でございます。来年度の６月か９月定例会で補正予算にそこをあげていき

たいと思います。 

○委員（川辺 隆） 

もともと、保育園教諭、それと幼稚園教諭とか保育士の給与が安いのは、問題になっておりまし

た。今後ともその業種の働く人達、また子育てしやすい街づくりの面でも、臼杵市からの大きな支援

を要望します、ありがとうございました。 

 



11 
 

○委員長（戸匹映二） 

他にありませんでしょうか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で福祉保健関係の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

ここで１０分間休憩いたします。 

 

午前１１時０２分 休憩 

 

午前１１時１１分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

 再開いたします。次にインフラ関係の議案について審査を行います。執行部の説明を求めます。 

◎都市デザイン課長（小坂郡師） 

 都市デザイン課の小坂です。インフラ部門の３月補正予算につきまして、都市デザイン課所管分よ

り説明をさせていただきます。座って説明をさせていただきます。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ８ページに基づき説明 ） 

◎建設課長（髙野裕之） 

 引き続き建設課所管分の説明をさせていただきます。 

 （ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ８～９ページに基づき説明 ） 

◎上下水道管理課長（齋藤隆生） 

 上下水道管理課、上下水道工務課所管の補正予算について説明を致します。 

 （ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ９ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上でインフラ関係の議案質疑を終わります。ご苦労様でした。 

休憩いたします。 

 

午前１１時２２分 休憩 

 

午前１１時２３分 再開 
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○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。次に産業関係の議案について審査を行います。執行部の説明を求めます。 

◎政策監（佐藤一彦） 

それでは産業関係の重点事項について各課より説明を致します。よろしくお願い致します。 

◎産業促進課長（佐藤忠久） 

 （ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １０～１１ページに基づき説明 ） 

◎おもてなし観光課長（中尾 敬） 

 （ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １０～１１ページに基づき説明 ） 

◎農林振興課長（目原康弘） 

 （ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料１０～１１ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が、終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたします。 

○委員（河野 巧） 

 ありがとうございます。１１ページの１１番、歳出です。農林振興課の生産基盤、椎茸の部門ですけ

ども、当初から考えたら結構な割合が激減。予算が消化されてないのかなと思うんですが、その要

因をお知らせください。それと、債務負担行為のピーマン選果場整備事業の６億３，０００万ほどに

ついては、もう少し説明していただきたい。これを作ると生産者の方は、かんしょもそうだったと思

うんですけど、当初はある家庭のかたも、自宅の庭で貯蔵したり畑の中で貯蔵したり、持っていく方

はある程度収入が得られたんですけど、そういった選果場を作ることで、だいぶ手数料を取られる

って話もお聞きします。そうすると、ピーマン選果場を作ると流通は拡大するんですけれども、生産

者の取り分として、どれくらい負担になっていくのか、それが解れば、教えてください。 

◎農林振興課参事（藤澤清巳） 

 河野委員のご質問にお答えします。１１番の椎茸生産の４５０万 1,000 円の減額につきましては、

企業参入、大分県と協議して市のほうの予算を計上するんですけども、椎茸生産に企業が参入する

ということで、ごだばを探していたんですけども、どうしてもごだばが探すことができませんで、ハウ

スの施設の建設を断念したということです。 

◎農林振興課長（目原康弘） 

 河野委員のご質問にお答えします。まず、ピーマン選果場の整備の内容につきましては、現在使わ

れております野津のピーマン選果場の処理能力が一応２０トンということで、特に６月、７月、８月に

かけて、出荷量が多い月につきましては、時間外で処理したり、或いは、次の日に繰り越したり、ま

た間に合わずに、バラ詰めと言いまして、袋に入れなくて、バラで入れたりとか、そういった状況が

発生しております。といいますのも、ピーマンの生産者、これまでのピーマンのアグリ企業学校、ファ

ーマーズスクールにおいて、新規就業者を募って、ここ１０年の間にほぼ倍の部会員になっておりま

す。そういうことで、処理能力をあげないと、もうこれ以上は中々、その日に出荷される分は処理で

きないということになりまして、日常２０トンを４０トンに倍増させまして今後の新規就農者の増加
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にも対応できるように、それと時間内に、青果物でありますので、時間内に処理できるようにという

ことで、今回計画をしております。選果場の処理能力を倍増させるということで、選果機を増設い

たします。それに伴って、荷受け場所を併せて処理能力に対応できるようにと建設するいう内容に

なってます。工事の時期については、ピーマンの出荷がない時期に、だいたい１１月過ぎてから改修

事業ということになっております。かんしょにつきましても昨年度、タバコの対策の募集がありまし

て、タバコの生産からかんしょに品目を転換するという方が１０数名いまして、そういう方々の面積

を減らすと約１１ヘクタールくらい、増加する見込みであります。かんしょにつきましては、今現在、農

協でかんしょ貯蔵庫を持っておりまして、ほとんどの方が貯蔵庫を活用して出荷している現状もご

ざいますので、１１ヘクタール増える分について対応できるように、田野の乾燥施設がありますので、

そこを活用して、約１１ヘクタールの出荷量に対応できるように計画してます。それとあわせまして、

個人で貯蔵する方もいらっしゃいますので、そういう方の貯蔵庫の整備もあわせて事業として計上

させていただいております。農協の手数料についてですが、手元に農協の試算がございませんので、

お伝え出来ませんが内容としましては手数料については、当然、選果場や貯蔵施設の運営に係る経

費というものは、当然発生してきますので、そういった部分を農家の方からいただくということで、

手数料というのは発生してます。貯蔵庫なり選果場なりを設置することによって、農家につきまして

は、生産において、省力化がはかられる、生産後に栽培のほうに集中できるということで面積の拡

大も可能になってきますし、そういったことで、貯蔵庫選果場、農家のニーズもございますのでそう

いった事で建設させていただくということになっています。以上です。 

○委員長（戸匹映二） 

他にありませんでしょうか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

それでは、これで産業関係の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

ここで換気のために５分間休憩いたします。 

 

午前１１時４０分 休憩 

 

午前１１時４５分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。次に、教育委員会事務局の議案について審査を行います。執行部の説明を求め

ます。 

◎教育総務課長（後藤誠也） 

 教育委員会事務局の所管分についてご説明申し上げます。詳細については各担当課長から説明

申し上げますのでよろしくお願いします。これからの説明は着席させていただきます。説明資料の１
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２ページをご覧ください。最初に教育総務課所管分について説明申し上げます。歳入につきまして

は、関連がございますので歳出項目の際にあわせて説明申し上げます。 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １２ページに基づき説明 ） 

◎学校教育課参事（麻生幸誠） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １２ページに基づき説明 ） 

◎社会教育課長（川辺宏一郎） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １２ページに基づき説明 ） 

◎文化・文化財課長（後藤昌二郎） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １２ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

はい。以上で、教育委員会事務局の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午前１１時５０分 休憩 

 

午前１１時５１分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。次に、選挙管理委員会事務局の議案について審査を行います。執行部の説明を

求めます。 

◎選挙管理委員会事務局（林 昌英） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １３ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で選挙管理委員会事務局の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午前１１時５２分 休憩 

 

午前１１時５３分 再開 
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○委員長（戸匹映二） 

 再開いたします。次に、農業委員会事務局の議案について審査を行います。執行部の説明を求め

ます。 

◎農業委員会事務局長（吉良圭三） 

 （ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １４ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で、農業委員会事務局の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午前１１時５４分 休憩 

 

午前１１時５５分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。次に、消防本部の議案について審査を行います。執行部の説明を求めます。 

◎消防本部消防長（亀井英樹） 

消防長の亀井です。令和３年度 ３月補正予算の消防本部所管分について担当の小野総務課長

より説明致します。 

◎消防本部総務課長（小野加寿男） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １５ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で消防本部の議案質疑を、終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午後１１時５６分 休憩 

 

午後１１時５７分 再開 
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○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。次に、議会事務局の議案について審査を行います。執行部の説明を求めます。 

◎議会事務局長（平山博造） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １６ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

（ な し ） 

○委員長（戸匹映二） 

 以上で議会事務局の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午後１１時５８分 休憩 

 

午後１１時５９分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。次に、各特別会計の議案審査を行いますがこの審査の順番は所管課ごとに議

案番号順で行いますのでよろしくお願いします。初めに、上下水道管理課、上下水道工務課所管の

議案審査を行います。第１７号議案 令和３年度臼杵市水道事業会計補正予算（第２号）を議題とい

たします。執行部の説明を求めます。 

◎上下水道管理課長（齋藤隆生） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １７ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で、第１７号議案についての質疑を終わります。 

引き続きまして第１８号議案 令和３年度臼杵市下水道事業会計補正予算（第３号）を議題といた

します。執行部の説明を求めます。 

◎上下水道管理課長（齋藤隆生） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １８～１９ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

（ 「なし」の声 ） 
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○委員長（戸匹映二） 

以上で、第１８号議案についての質疑を終わります。 

以上で、上下水道管理課、上下水道工務課所管の質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午後０時０４分 休憩 

 

午後０時０５分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。第１９号議案 令和３年度臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を議

題といたします。執行部の説明を求めます。 

◎保険健康課長（杉野 等） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２０ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で、第１９号議案についての質疑を終わります。以上で保険健康課所管の質疑を終わります。

ご苦労様でした。 

休憩いたします。 

 

午後０時０６分 休憩 

 

午後０時０７分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。次に、高齢者支援課所管の議案審査を行います。第２０号議案 令和３年度臼杵

市介護保険特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。執行部の説明を求めます。 

◎高齢者支援課長（田中美智子） 

（ 令和３年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２１ページに基づき説明 ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いします。 

（ 「なし」の声 ） 
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○委員長（戸匹映二） 

以上で、第２０議案についての質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

休憩いたします。 

 

午後０時０８分 休憩 

 

午後０時０９分 再開 

 

○委員長（戸匹映二） 

再開いたします。これより第１６号議案 令和３年度臼杵市一般会計補正予算（第１２号）に対する

討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第１６号議案については、原案の通り可決す

ることにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

異議なしと認めます。よって第１６号議案については、原案の通り可決すべきものとして決しまし

た。 

次に、特別会計に入ります。特別会計の第１７号議案から第２０号議案までは、一括して討論を行

います。 

（ な し ） 

○委員長（戸匹映二） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。特別会計第１７号議案から第２０号議案につ

いては、原案の通り可決することにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（戸匹映二） 

異議なしと認めます。よって第１７号議案から第２０号議案については、原案の通り可決すべきも

のとして決しました。以上で、本委員会に付託を受けました議案の審査を全て終了いたします。 

これをもちまして予算委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

午後０時１０分 閉会 
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臼杵市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに記録を作成する。 

 

令和４年３月２日 

 

臼杵市議会 

予算委員会委員長  戸匹 映二 


