
1 
 

予算委員会 会議録 

 

日 時  令和２年３月４日（水曜日） 午前９時５７分 ～ 午後１時３７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 匹田  郁    副委員長 牧  宣雄    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 戸匹 映二    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 武生 博明    委   員 吉岡  勲 

 

オブザーバー 

  議  長 大嶋  薫 

 

欠席委員の氏名 

 （ な し ） 

 

説明のため出席した者の職氏名 

消防長 三原  徹  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 平山 博造  

税務課長 姫野 敬一  環境課長 廣瀬 武志  

保険健康課長 杉野  等  高齢者支援課長 田中美智子  

子ども子育て課長 尾本  浩  福祉課長 小野加寿男  

都市デザイン課長 後藤昌二郎  建設課長 高野 裕之  

産業促進課長 佐藤 一彦  おもてなし観光課長 佐藤 忠久  

上下水道管理課長 齋藤 隆生  上下水道工務課長併水道事業所長 小長 範幸  

市民生活推進課 後藤 誠也  農林振興課長 矢野  晃  

教育次長兼教育総務課長 甲斐   尊  学校教育課長兼人権同和教育室長 後藤 徳一  

文化・文化財課長 川野 徳明  学校給食課長 安東 信二  

選挙管理委員会事務局長 林  昌英  農業委員会事務局長 吉良 圭三  

消防本部総務課長 平川 幸司  その他関係職員   
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出席した事務局職員の職氏名 

  局長 東 弘樹   次長 山木哲男   副主幹 後藤さおり   書記 高橋悠樹 

 

傍聴者 

（ な し ）  

 

会議に付した事件及び審査結果 

番  号 件               名 審査結果 

第２４号 令和元年度臼杵市一般会計補正予算（第５号） 原案可決 

第２５号 令和元年度臼杵石仏特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

第２６号 令和元年度臼杵市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

第２７号 
令和元年度臼杵市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号） 
原案可決 

第２８号 令和元年度臼杵市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

第２９号 令和元年度臼杵市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

第３０号 令和元年度臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

第３１号 令和元年度臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

第３２号 令和元年度臼杵市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

第３３号 令和元年度臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

 

 

午前９時５７分 開議 
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○委員長（匹田 郁） 

 少し早いですが全員そろいましたので、ただ今から予算員会を開催いたします。傍聴の申し

出があった場合には許可したいと思いますので、ご了承ください。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

いします。これより議事に入ります。本会議に付託されました議案は１０件であります。本日

の委員会はお手元に配付しております委員会次第により進行いたします。また質疑及び答弁を

行う場合の、挙手についても徹底をお願いいたします。では、はじめに第２４号議案令和元年

度臼杵市一般会計補正予算第５号を議題といたします。まず総務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。 

◎財務経営課長（荻野浩一） 

 おはようございます。それでは総務関係の予算審議の前に補正予算の概要についてご説明

させていただきます。座って説明をさせていただきます。３月補正の予算概要につきましては、

補正予算の総額として、７億１，７８５万６千円を追加し、補正後の予算総額としましては、

２４０億８，８００万５千円となっております。 
補正の概要ですけども、総務費におきましては、国の補正で行います伝送路施設整備事業、

また市有施設整備基金等への積立金、ふるさと納税の増加に伴う事業費等の追加となっており

ます。土木費におきましても、国の補正に伴う港湾整備事業県工事負担金の追加の他、事業費

の確定に伴う減額等を計上しております。 

また、教育委員会関係においても、国の補正に対応するための下北小学校の設備改修に伴う

工事費の追加を計上させてもらっています。 

なお歳入におきましては、ただ今説明をしました補正に対応する国の国庫補助金の追加や事

業の確定に伴う減額、またふるさと納税の寄付金等を追加させてもらっています。以上簡単で

すけども、審議のほどよろしくお願いします。 

◎総務課長（柴田 監） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １～２ページに基づき説明 ） 

◎総務課参事（中尾 敬） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２ページに基づき説明 ） 

◎財務経営課長（荻原浩一） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １～２ページに基づき説明 ） 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １～２ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

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。 
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○委員（奥田富美子） 

 先ほど寄附のお話がありましたが、寄附された方がどのような使い方を希望されているかと

いうことと、最後に説明がありました市庁舎の配置換えが終わらないことで今困っているとこ

ろ、どの辺りになりますでしょうか。お願いします。 

◎財務経営課長（荻原浩一） 

 奥田議員の質問にお答えします。寄附の使途につきましては、市の行政発展に寄与する事業

ということで、特に事業は指定されておりません。また、もう一点、庁舎の改修については今

一階の都市デザイン課等、二階に上がる必要がありますので、どうしても年度内に間に合わな

いということもありますし、秘書・総合政策課内の電気のネットワーク等諸々ありまして、今

回繰越明許費を計上させてもらっております。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 ふるさと納税の寄附の補足でございます。ふるさと納税はほとんど９割９分インターネット

上での寄附になります。その使い道を選ぶ時は、移住定住、あるいは産業振興、子育て、主に

３つ、そこを寄附者が選ぶことができますので、そこで使い道は決まってきます。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（内藤康弘） 

 ケーブルの光化なんですが、３月補正で工事をするエリアの工事完了はいつになるのかと、

赤のエリアの着工としてはいつになるのでしょうか。 

◎総務課長（柴田 監） 

 内藤議員のご質問にお答えいたします。黄色のエリアにつきましては、令和２年度末を期限

として考えております。赤で塗りつぶした部分になりますが、その後令和３年度に一旦やると

いうことで、予定をしております。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（河野 巧） 

 いくつかあるので、分けて質問させていただきます。１０番の地域おこし協力隊事業が減額

になっていますけれども、予定は何名だったのか、何名分に減額されたのか、お聞きしたいと

思います。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 予定は３名分、予定をしておりまして、そのうち２名につきましては、着任の時期が、一人

は８月から着任しております。一人は今月３月から着任しておりまして、その間、年度初めか

らその分を減額ということでご理解いただけると思います。 

○委員（河野 巧） 

 １名が未定で、そのまま丸々減額でよかったでしょうか。 
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◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 １名はもうすでに年度始めに着任しております。 

○委員（河野 巧） 

 続きまして１１番。ふるさと納税事業ですけれども先ほどご説明のあるように、皆様方のご

協力、ご尽力で、金額のほうは約２倍ちょっと。件数的には４倍近くになっていると思うんで

すけど、業務を行う方々の事務費、事務量、大分ふえているんじゃないかと思いますんで、そ

の辺はこの補正の中で何か反映されているところがあるんでしょうか。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 担当職員の超過勤務時間につきましては、ほぼ前年と同じぐらいで、給付額に伴いふえたと

いうことはございません。この数字に反映されているかといいますと、それは総務課所管にな

ります。 

◎総務課長（柴田 監） 

 河野議員のご質問にお答えいたします。こちらふるさと納税事業に計上している中には職員

の人件費等が含まれていません。 

○委員（河野 巧） 

 ふるさと納税事業は総務省の関係で返礼品を３割に抑えなさいということと、事務費が２割

以内ということで、購入後は経費として計上されているので、残り５割が市のほうで使えるお

金だと思うんですけど、そうなると件数がふえるとなると、事務の量がふえてきますので、こ

ういったところは外部に委託するのか、市の職員の方々の残業もふえてくると思いますので、

その辺の対応はこの中に入っているのか、それとも別途今後考えていくのかというところを質

問させていただきます。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 極力、委託するようにしております。年度途中からお礼状の発送業務とか、それから確定申

告をしなくてすむように、ワンストップサービスというのがございます。それはインターネッ

ト上で確定申告をするのか、ワンストップサービスでやるのかというのは選べるようになって

います。その事務は年度途中から委託をして、職員の業務量につきましては、急激にふえると

いうことではないと考えております。 

◎総務課長（柴田 監） 

 事業拡大に伴いまして、職員の業務量につきましては、来年度人事の配置等で今検討してい

るところでございます。 

○委員（河野 巧） 

 続きまして債務負担行為の２番。夢応援教育ローン利子補給金ということで、今１０年分と

いうことなんですけれども、どうしても協定を結んでいる銀行、臼杵地域、野津地域と営業エ

リアがありますので、野津地域にある大分県信用組合さんですので、それに対して応募があっ

ている方の臼杵地域と野津地域の比率っていうのがわかりましたら教えてください。 
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◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 委員長、休憩お願いします。 

○委員長（匹田 郁） 

 休憩いたします。 

 

午前１０時２５分 休憩 

 

午前１０時２６分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 河野議員ご質問の教育ローンの臼杵エリアと野津エリアの割合については、大体半々、５０％、

５０％くらいでございます。 

○委員（河野 巧） 

 半々ということになると、分母が多分違うと思いますんで、臼杵エリアの人のほうが少ない

ということでよろしいでしょうか。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 ２８年度、２９年度、３０年度で２１名ほどおりまして、臼杵エリアが１１名、野津エリア

が１０名でありますので、概ね半々です。 

○委員（河野 巧） 

 人数的には臼杵エリアのほうが生徒数が多いと思いますんで、その辺の比率は今後検討する

余地はあるのかなと思うんですけど。エリアのしばりが少しあるのかなというところなんです

けど、その辺はどうでしょう。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 大分県での臼杵市しかやっていない制度なんですが、臼杵でも子育て支援の目玉事業と位置

付けておりますが、できれば、市内の金融機関全てが、この事業をやっていただけるとありが

たいところなんですが。現在、大分県信用組合さんしか希望がないということで、１社という

ことになっております。ＰＲにつきましては、広報誌それからホームページに何度も記事は掲

載はさせていただいているところであります。もちろんケーブルテレビにも出演してやってい

るところであります。以上でございます。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（若林純一） 

 ふるさと納税の関係なんですけど、金額で２．１倍で、件数で３.５倍ということになると、
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件数に応じて金額が上がるのが普通かなっていうふうに思うんですが、要するに件数に比較し

て金額が伸びていないっていうのは何か制度上のことなのか、どういう要因が考えられますで

しょうか。 

◎秘書・総合政策課長（平山博造） 

 件数が３．５７倍に対して金額は２倍強ということ。要因としましては、ランキングのベス

ト５を申し上げますと、１位が大分県産豚の詰め合わせ、これは寄附額１万円に対して２キロ

程度の豚肉を送る。そして、２位が味噌セット、５,０００円の寄付額に対して３キロの味噌を

送るということであります。３位が猪肉のスライス５００グラム、これが件数でいくと３位。

４位がかぼすブリ。５位が有機野菜のセットというふうになりまして、単価の比較的安いもの

が選ばれる傾向にあると思います。それで、件数が伸びているけれども、金額が件数ほど伸び

ていないというふうになります。以上です。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３１分 休憩 

 

午前１０時３２分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。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。 

◎税務課長（姫野敬一） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ３ページに基づき説明 ） 

◎環境課長（廣瀬武志） 

 （ 令和元年度 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（匹田 郁） 

 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（若林純一） 

 税務課長にお尋ねしたいんですけど、徴収率ですが上がったということの説明と、滞納整理

が少し進んだという説明でしたけど、その進んだ何か要因というか、何か特別なことをしたと

か、何かその思い当たるところがあればご説明お願いします。 
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◎税務課長（姫野敬一） 

 若林議員のご質問にお答えいたします。収納率につきましては、今年度より滞納整理に特化

した特別収納推進室を設置しております。これまで収納と他の業務もやっていたんですけど、

収納業務だけになりましたんで、収納に力を入れて現年度分はすぐに差し押さえ等をし、過年

度分につきましても捜索し、給与の差し押さえ。そういった滞納業務をどんどんやっていきま

して、今まで８９件ほどやっており、昨年は５２件で滞納整理に力を入れてきたといったとこ

ろで、収納率が上がって収納額の上昇に繋がっているというふうに考えております。以上です。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（梅田德男） 

 収納率なんですがね、確か２９年度で９３％という数字が出ていましたよね。この特別収納

推進室を有効活用して滞納を少なくするという方向はわかるんですけど、結果的に９３％は３

０年度で何％になりますか。 

◎税務課長（姫野敬一） 

 すみません、休憩をお願いします。 

○委員長（匹田 郁） 

 休憩いたします。 

 

午前１０時４０分 休憩 

 

午前１０時４１分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。 

◎税務課長（姫野敬一） 

 梅田議員のご質問にお答えいたします。３０年度の市税全体の収入率が９３．７４％となっ

ております。今年度は、年度の途中ではございますけど、前年度の同時期１月末現在と比べま

すと市県民税で１．４％、固定資産税で０．６７％、国民健康保険税全体で２．３３％、軽自

動車税で１．１９％、介護保険料で０．８７％上昇をしております。以上でございます。 

○委員（梅田德男） 

 今回示されていますこの予算、補正額ですけれども、滞納額全体に対して何％くらいの割合

になるんでしょうか。 

◎税務課長（姫野敬一） 

 休憩をお願いします。 
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○委員長（匹田 郁） 

 休憩いたします。 

 

午前１０時４３分 休憩 

 

  午前１０時４４分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。 

◎税務課長（姫野敬一） 

 梅田議員のご質問にお答えいたします。１月３１日時点で、滞納額に対する収納分は２３．

２０％で昨年同時期ですと１８．３６％。約４ポイントか５ポイントくらいの上昇をみており

ます。以上でございます。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（奥田富美子） 

 歳出２番の委託料のところですが、説明では白鹿浄化センターの撹拌機の修繕ということで

１８４万３千円ですが、債務負担行為補正のところの１６８万７千円との関係を教えてくださ

い。この違いは何なのかすみません、教えてください。 

◎環境課長（廣瀬武志） 

 奥田議員のご質問にお答えします。まず債務負担行為補正１番の白鹿浄化センターの整備改

良事業費でありますが、こちらは白鹿浄化センターのほうが水処理を膜を使って処理をしてお

ります。この膜の交換は、今年度、来年度の２か年の事業ということで、１６８万７千円はそ

の来年度分の予算ということになります。 

○委員（奥田富美子） 

 わかりました。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（内藤康弘） 

 先ほどの収納率の関係ですが、収納に対しての特化した職員ができて１年目ということなん

ですが、先ほどの率が多いか少ないかは別として、非常に危険な職務だと思うのですが、もし

よければ、ご苦労されている分をぜひ挙げていただければお願いします。 

◎税務課長（姫野敬一） 

 内藤議員のご質問にお答えいたします。平成３０年に、滞納整理につきまして、滞納整理防

止というのを策定いたしまして、その後、今年度より特別収納推進室を設置しております。室
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長以下５名で今滞納整理に取り組んでおります。実績といたしまして昨年を上回っているとい

うことで、これにつきましては研修等にも出向いて行ったり、相手との交渉のテクニック、そ

ういったものの研修も行っております。窓口と電話等で滞納相談等受ける時に、窓口では受け

る時に自分の都合とかいろいろ話しているうちにエキサイトして大声出されたり、また怒鳴ら

れたりすることは多々あります。その時はすぐ私ども室長始め職員が、職員と納税者の方が一

対一になるとちょっと危険ですので、すぐに誰か補佐につくように体制を整えております。な

かにはちょっと腹立たしく思われた納税者の方はその対応に納得いかないで胸ぐらをつかまれ

たりと、そういった時もありますので、そういった時にはもうすぐに警察のほうにも連絡をと

るような連携をとっております。そういった場合にはもうすぐに私ども出て押さえるようにし

ております。しかしながら私どものほうも、身をていしてやるのが本来であるんですけども、

そこまでちょっとなかなかできませんので、危ないなと思った時にはすぐに私どもも出て数で

圧倒するというか、すぐに取り囲んで暴れ出さないような措置はとるようにしております。大

声を出された時には、別の部屋に連れて行って少し冷静になっていただいて相談を継続すると。

そういった措置をとることもあります。 

○委員（内藤康弘） 

 ありがとうございました。十分気をつけて、徴収にあたっていただきたいと思います。応援

します。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 １０分間休憩いたします。 

 

午前１０時４９分 休憩 

 

午前１０時５６分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

◎保険健康課長（杉野 等） 

 （ 令和元年度 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 ） 

◎高齢者支援課長（田中美智子） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ４～６ページに基づき説明 ） 
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◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

 （ 令和元年度 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 ） 

◎福祉課長（小野加寿男） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ４～６ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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（奥田富美子） 

 歳出の９番で受け入れ児童が増加したことによるという説明があったと思うんですが、受け

入れ児童の人数と、処遇改善のところの加算のところをもう少し詳しく教えてください。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

 奥田議員のご質問にお答えいたします。受け入れ児童の人数は、一応ここでは８名で計算を

しております。それから職員の処遇改善加算につきましては、年度当初から加算はあるんです

けども、公定価格が１２月に変わることもありまして、加算額が増加していることに伴って、

追加ということになっております。以上です。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（河野 巧） 

 歳出の１１番、児童手当ですけども。予算は４,０３６万円の結構な減額ですが、何名分くら

い減額されたのかお知らせください。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

 河野議員の質問にお答えいたします。児童手当の額、当初積算する時に人数が実際にわかり

ませんで、見込みで４,１００人で見込んでおりまして、ここ数年子育て世代の移住者もふえて

いることからちょっと多めに積算しておりましたが、実際当初よりも見込みが少なかったとい

うところで、人数は４,１００人に対して３,８５０人が対象になります。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（大塚州章） 

 歳出の９番の施設型給付費の件ですが、先ほど受け入れ児童の増ということで、回答をいた

だきましたが、その認定こども園６園の各クラスに多分定員があると思うんですが、定員を超

えて入った場合は、これは給付は別に問題はないということですかね。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

 大塚議員のご質問にお答えいたします。定員を超えての給付の件でございますが、一応受け

入れは定員を超えても弾力的な運用ということで認められておりますので、ここは大丈夫です。 
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○委員（大塚州章） 

 ありがとうございます。それともう一点すみません。繰越明許の福祉のプレミアム付商品券

ですが、２２９万８，０００円というのは、あとこれだけがまだ償還されていないというか、

出ている分の中の差額がこれ位っていうことですかね。 

◎福祉課長（小野加寿男） 

 大塚議員のご質問にお答えいたします。プレミアム付商品券繰越の金額ですが、これは例え

ば５,０００円に対して１,０００円のプレミアム、２万５,０００円で５,０００円というような

プレミアム分の事業費と後は手数料だとか、事務費でございます。２００万が事業費に対する、

残りの２９万８,０００円が事務費相当として積算させていただいております。３月３１日まで

こういう加盟店で使えますので、その分を見込んでの積算となっております。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（戸匹映二） 

 歳出の７番、保育補助者雇上強化事業補助金。どういう事業なのかちょっとよくわからない

ので、内容だけ簡単にご説明いただきたいのと、実績が減った要因っていうのは何があるのか

なっていうふうに思うんですけど、お聞きしたいと思います。 

◎子ども子育て課長（尾本 浩） 

 戸匹議員のご質問にお答えいたします。保育補助者の雇い上げの事業でございますが、この

目的は、保育士の業務の負担がだんだん多くなっているというころで、国の事業で負担軽減を

目的に保育士の資格を持たない方を雇って通常の保育の中で、園の行事、準備とか当日の対応

とか、おむつの交換であったり、寝かしつけ、食事の補助、こういったことをしていただくた

めに雇い上げをするような制度でございます。当初、市内全ての保育園で予算計上をして国の

事業費の上限があるんですけども、全ての園で当初予算で計上していましたが、実際雇えなか

った園もありますし、上限までお金を使わなかった園もありまして、このような金額になって

おります。以上です。 

○委員（戸匹映二） 

 わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１７分 休憩 
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午前１１時１８分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。次に建設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。 

◎都市デザイン課長（後藤昌二郎） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ７～９ページに基づき説明 ） 

◎建設課長（高野裕之） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ７、９ページに基づき説明 ） 

◎産業促進課長（佐藤一彦） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ８ページに基づき説明 ） 

◎おもてなし観光課長（佐藤忠久） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ８ページに基づき説明 ） 

 ◎上下水道管理課長（斎藤隆生） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ７～８ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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） 

 前回議員ゼミナールで県土木の所長さんがお見えになって港湾工事の件で３年は遅れるでし

ょうみたいな話があったんですけど、それに伴う港湾整備事業の工事負担金とかそういったこ

とになるんでしょうか。今後増加傾向にあるのかその辺わかれば、延期することで何か費用が

かかるのであればお知らせください。 

◎都市デザイン課長（後藤昌二郎） 

 今回の補正、繰越関係につきましては、この間の工期の設定とは全然関係ないものでその補

正部分になります。今後は工期わからないなかで、また改めて補正なりが発生するかと思いま

す。以上です。 

○委員（広田精治） 

 歳出ナンバー６、７、８の各事業の補助金の件数、もう一度お願いします。 

◎産業促進課長（佐藤一彦） 

 ナンバー６の空き店舗等活用促進事業補助金につきましては、１件の事業者が活用しており

ます。ナンバー７の臼杵市ものづくり産業促進事業補助金につきましては７件の製造業の方が

活用しております。ナンバー８の臼杵市小規模企業者新規展開事業補助金につきましては、１

０件の事業者の方が活用しております。以上でございます。 
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○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（奥田富美子） 

 繰越明許費でありました野津の東部工業用地、この団地の件ですが今どんなふうになってい

るのかを教えてください。まだどこも操業はしていないかと思うのですが、問い合わせ等、今

どんな様子か教えてください。 

◎産業促進課長（佐藤一彦） 

 野津東部工場用地の造成した場合の問い合わせということですが、件数をまとめてはござい

ませんが、私の記憶では今年度だけでも３件ほどあっておりますが、問い合わせというか質問

で、どういうスケジュールで造成するのですかとか、もしくはパンフレットを取りに来た事業

者が３件ほどいらっしゃいました。今年度の話です、以上になります。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（若林純一） 

 歳出の２番に関連してですけど、街路事業県工事負担金っていうことなんですけど、これ現

時点で完成見込みっていうのが臼杵市としてどのようにとらえているのかを教えてください。 

◎都市デザイン課長（後藤昌二郎） 

 若林議員のご質問にお答えします。県のほうからお聞きしているのが、完成するのが令和３

年度の予定と。その中で車道のほうにつきましては、令和２年度中に完成する見込みというふ

うにお聞きしております。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（匹田久美子） 

 すみません。歳出の６、７、８番の件数を先ほど広田議員の質問に答えていただきましたが、

見込みの数値も教えてください。減額ということは見込みよりも実際は少なかったということ

だと思うんですけど、その理由を教えてください。 

◎産業促進課長（佐藤一彦） 

 先ほど申しました件数としては確定した件数でございまして、もうこの後、見込みは今のと

ころございません。ナンバー６については４件の空き店舗の活用として予算を組んでおりまし

たが、１件にとどまっております。空き店舗を活用された事業者の方がいらっしゃいますが、

この事業自体は商店街のにぎわい、昼間のにぎわい創出ということで夜のみの営業は不可とな

っております。実は２軒の方が夜のみの営業で空き店舗活用されたことは実績であります。た

だこれを活用されていないということでございます。 

ナンバー７、ものづくり産業促進事業補助金は５件を想定しておりましたが、実際は７件で

ございました。１件あたりの事業費上限を２００万円と決めておりますが、２００万円以内で
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実施した事業所があるということで減額の補正としております。 

 ナンバー８についても同じく、１０件の想定をしておりましたが、実際１０件の事業者の方

が活用されていますが、上限以内の事業者が多くいらっしゃいますので減額をしております。

以上でございます。 

○委員（広田精治） 

 繰越明許費の３番。奥田議員が質問のされたことに関連するんですが、現場の周辺集落の飲

み水など市の水道を使えていなくて、自分たちで従来から水を汲み上げてやっている方たちが、

水の枯渇というか、そういう心配不安があっていたと思うんで、それはどうなっていますか。 

◎産業促進課長（佐藤一彦） 

 予定用地の周辺の湧水で、生活用水に使われているという集落がございます。今年度の説明

会に三回ほど伺って、その湧水の調査を行うということにいたしまして、実際の湧水量である

とか、進入路の工事にかかった後の状況であるとかを調査して、その報告をさせていただいて

しております。今のところ水質、湧水量共に影響はございませんので、生活には何ら支障がな

い状況で今推移しているところ、そういった説明をしているところです。以上です。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（河野 巧） 

 歳出の１０番。車の借上料ですけれども、当初予定していた金額よりも半分ほど減額される

わけですが、先ほど県との話しにもあったっていうんですけれども、当初よりどういった形で

減ったのか、もう少し詳しい内容を教えてください。 

◎おもてなし観光課長（佐藤忠久） 

 河野議員のご質問にお答えいたします。当初に関しましては、ラグビーワールドカップの送

迎ができるだろう。おもてなしでバスの送迎をしていこうということで、具体的な内容等はあ

りませんでした。今回の実施前まではバスが確保できないというふうなこともありまして、大

分県と協議しながらバスが確保できるということになりましたので、今回大分県と折半して、

臼杵市の負担が確定しましたので、それに伴っての当初予算を見込んだ部分の残りを減額させ

ていただいたということでございます。以上でございます。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で建設産業関係の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３９分 休憩 
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午前１１時４１分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。次に野津庁舎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。 

◎市民生活推進課長（後藤誠也） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １０～１２ページに基づき説明 ） 

◎農林振興課長（矢野 晃） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １０～１２ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 ございませんか。 

 （ 「はい」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で野津庁舎関係の議案質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５１分 休憩 

 

午前１１時５２分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 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（甲斐 尊） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １３～１４ページに基づき説明 ） 

◎学校教育課長（後藤徳一） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １３～１４ページに基づき説明 ） 

◎文化・文化財課長（川野徳明） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １３ページに基づき説明 ） 
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◎学校給食課長（安東信二） 

（ 令和元年度 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（匹田 郁） 

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（若林純一） 

 歳出の５番ですけど、寛永江戸全図修復事業が未実施になった理由を教えてください。 

◎文化・文化財課長（川野徳明） 

 この未実施の理由につきましては、絵図の修復方針、完全にやり直すのか、また部分的にや

り直すのか、またそれに対する有識者の意見集約または修復費用の最終確定ができなかったた

めに未実施となりました。 

○委員（若林純一） 

 これは三菱財団からも助成金を受けてするということなんですけど、その方針が決まればま

た来年度以降どこかでやる予定はあるのでしょうか。 

◎文化・文化財課長（川野徳明） 

 三菱財団のほうは毎年一応募集をしております。うちのほうも方針等が定まれば、また予算

をお願いして実施するようにしていきたいと思っております。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（匹田久美子） 

 この予算に係る質問かどうかはよくわからないんですけど、学校給食課に質問です。３月に

学校給食がなくなったことで臨時職員さんとか、非常勤職員さんとかの賃金の関係で歳出の８

番にそれは関係するのかどうか教えてください。 

◎学校給食課長（安東信二） 

 匹田議員のご質問にお答えします。まずこの歳出の８番には今回の休校の分は関係しており

ません。小学校、中学校は休校ですが、公立の幼稚園、臼杵幼稚園と野津幼稚園の分、今給食

をつくっております。ですので、臨時職員、非常勤職員も出勤して調理をしております。後は

メンテナンスの関係等もしております。なので、臨時職員、非常勤職員を休ませていることは

しておりません。以上です。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 休憩に入ります。再開は１時からといたします。 
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午後０時０３分 休憩 

 

午後０時５８分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 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長（林 昌英） 

（ 令和元年度 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（匹田 郁） 

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。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 暫時休憩いたします。 

 

午後１時００分 休憩 

 

午後１時０１分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 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） 

（ 令和元年度 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（匹田 郁） 

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（若林純一） 

 歳出の３つとも皆減ということで全然なかったということなんですが、この交付金あるいは

協力金は要するに申請があれば出すということでその農業委員会側からその使ってくれるとこ

ろを探すとか誘導するとか、そういう性質のものではないんですかね。要するに相手方の都合

で勝手に私たちしますからと言った時に交付するのか、それとも交付金があるからどうですか
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っていうふうにやっていくものなのか、それはどちらになるのでしょうか。 

◎農業委員会事務局長（吉良圭三） 

 若林議員のご質問にお答えいたします。この事業につきましては農地中間管理事業の関係で

地域がある一定の条件がそろえば、こちらからお願いをして申請にあがってくるというような

ものでございます。 

○委員（若林純一） 

 こちらからお願いをしてっていうのは、要するにこういう交付金があるからこういうふうな

形で集積されたらどうですかという誘導もこちらからするということなんですかね。 

◎農業委員会事務局長（吉良圭三） 

 若林議員のご質問にお答えいたします。地域に応じては、そういう農地中間管理事業の申請

書が出された場合、契約のですね、誰と誰が貸し借りをするから農地中間管理機構に預けます

よという要件がそろった場合、地域によってはその条件を満たす場合はこちらからこういう事

業がありますからというご説明はしていて、その中で本人たちが該当するんであればこの事業

をあげていくというような形になっております。また農地中間管理機構は、大体２か月に１回

申請を行いますので、その中で地図に落としたりとか、条件を設定して地域にもし該当するも

のがあればお願いをするという形になっております。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 暫時休憩いたします。 

 

午後１時０４分 休憩 

 

午後１時０５分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

◎消防長（三原 徹） 

 ３月の補正予算について担当の平川総務課長より説明を行います。よろしくお願いいたしま

す。 

◎消防本部総務課長（平川幸司） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １７ページに基づき説明 ） 
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○委員長（匹田 郁） 

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） 

 歳出１番の消防団員の退職報償費ですけども、こちら４６人予定のうち退職される方もしく

は消防団員としての資格外の方々が入った合計人数でよかったでしょうか。 

◎消防本部総務課長（平川幸司） 

 河野議員のご質問にお答えします。今年度資格外ということも加わって少し多い人数になっ

ておりますが、河野議員のおっしゃるとおりその分が入った金額となっております。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（内藤康弘） 

 今の資格外っていうのはどういう意味ですか。 

◎消防本部総務課長（平川幸司） 

 内藤議員のご質問にお答えいたします。消防団員になる資格というのが要綱の中で、臼杵市

に在住しているまたは臼杵市に勤務地がある、そういった条件であるんですが、それが転出等

によって勤務も市外、居住地も市外、そういうふうになったという消防団員のことです。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

暫時休憩いたします。 

 

午後１時０８分 休憩 

 

午後１時０９分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。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いたします。 

 最初におもてなし観光課所管の議案審査を行います。第２５号議案 令和元年度臼杵石仏特

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。 

◎おもてなし観光課長（佐藤忠久） 

（ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 １８ページに基づき説明 ） 
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○委員長（匹田 郁） 

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。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で第２５号議案についての質疑を終わります。以上でおもてなし観光課所管の議案質疑

を終わります。ご苦労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

 

午後１時１１分 休憩 

 

午後１時１２分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

再開いたします。次に上下水道管理課並びに上下水道工務課所管の議案審査を行います。第

２６号議案 令和元年度臼杵市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。執行部の説明を求めます。 

◎上下水道管理課長（斎藤隆生） 

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

○委員長（匹田 郁） 

 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（川辺 隆） 

 繰越明許費の１番、上下水道課の公共下水道整備事業の８,４７６万円のこれは用地取得費な

んですか。 

◎上下水道工務課長（小長範幸） 

 川辺議員のご質問にお答えいたします。繰越事業費としては用地取得費ではありません、工

事費と調査費となっております。以上です。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 
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○委員長（匹田 郁） 

 以上で、第２６号議案についての質疑を終わります。 

 続いて第２７号議案 令和元年度臼杵市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）についてを議題といたします。執行部の説明をお願いします。 

◎上下水道管理課長（斎藤隆生） 

 （ 令和元年度 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（匹田 郁） 

 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。 

 （ な し ） 

○委員長（匹田 郁） 

 ありませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で、第２７号議案についての質疑を終わります。 

 次に第２８号議案 令和元年度臼杵市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）を議題

といたします。執行部の説明を求めます。 

◎上下水道管理課長（斎藤隆生） 

 （ 令和元年度 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（匹田 郁） 

 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） 

 歳入の２番、基金運営益の確定によるものということで新規ですけれど、今後もこれが出て

くるということでよろしいですか。新年度でも出てくる可能性があるんですかね。 

◎上下水道管理課長（齋藤隆生） 

 基金運用につきましては、その年度、年度において、どういうふうに運用していくかという

ことは市全体の運用のことになりますけれども、新年度につきましては当初予算のほうとの関

連になりますので、そちらのほうで説明いたします。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

○委員（川辺 隆） 

 汚泥運搬委託料なんですけれど、これは全ての水道事業の汚泥があるんですけど、入札して

いませんよね。要は委託を単独でやりよる、随契か何かでしょうか。 
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◎上下水道工務課長（小長範幸） 

 川辺議員のご質問にお答えいたします。現在、汚泥の運搬委託、入札していないというご質

問ですけども、今随契でやっております。以上です。 

○委員長（匹田 郁） 

 他にございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で、第２８号議案についての質疑を終わります。 

 続いて第２９号議案 令和元年度臼杵市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について

議案審査を行います。執行部の説明を求めます。 

◎上下水道管理課長（齋藤隆生） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２２ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 （ な し ） 

○委員長（匹田 郁） 

 ございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で、第２９号議案についての質疑を終わります。 

 次に第３０号議案 令和元年度臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて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２年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２３ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で、第３０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並びに上下水道

工務課所管の質疑を終わります。ご苦労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

 

午後１時２５分 休憩 
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午後１時２６分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。次に保険健康課所管の議案審査を行います。第３１号議案 令和元年度臼

杵市国民健康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。 

◎保険健康課長（杉野 等） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２４ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 （ な し ） 

○委員長（匹田 郁） 

ございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で、第３１号議案についての質疑を終わります。 

次に第３３号議案 令和元年度臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算（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） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２６ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 ございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で、第３３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議案質疑を終

わります。ご苦労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

 

午後１時３０分 休憩 
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午後１時３１分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 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３２号議案 令和元年度

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） 

 （ 令和元年度 ３月補正予算重点事項説明資料 ２５ページに基づき説明 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

ございませんか。 

 （ 「なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で第３２号議案についての質疑を終わります。以上で高齢者支援課所管の議案質疑を終

わります。ご苦労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

 

午後１時３４分 休憩 

 

午後１時３５分 再開 

 

○委員長（匹田 郁） 

 再開いたします。これより第２４号議案 令和元年度臼杵市一般会計補正予算（第５号）に

対する討論に入ります。 

 （ な し ） 

○委員長（匹田 郁） 

 以上で討論を終わります。これより採決を行います。第２４号議案については原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

 （ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 異議なしと認めます。よって第２４号議案については原案のとおり可決するべきものとして

決しました。以上で第２４号議案についての議案審査を終わります。 

 次に特別会計に入ります。特別会計の第２５号議案から第３３号議案までは一括して討論を
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行います。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（匹田 郁） 

 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２５号議案から第３３号議

案については原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（匹田 郁） 

 異議なしと認めます。よって第２５号議案から第３３号議案まで原案のとおり可決するべき

ものとして決しました。以上で第２５号議案から第３３号議案までについての議案審査を終わ

ります。 

 以上で本委員会に付託を受けました全議案の審査を終わります。予算委員会を閉会いたしま

す。ご苦労さまでした。 

 

午後１時３７分 閉会 

 

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２年３月４日 

臼杵市議会 

予算委員会委員長  匹田  郁 


