
予算決算常任委員会総務企画分科会次第 

 

令和２年３月16日(月）、17日(火) 

午前９時30分～ 

於 第２委員会室 

 

１．開 会 

 

２．議案審議（６件） 

〔送付議案〕 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第４号 令和２年度小松市公債管理特別会計予算 

議案第７号 令和２年度小松市水道事業会計予算 

議案第８号 令和２年度小松市下水道事業会計予算 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

議案第13号 令和元年度小松市公債管理特別会計補正予算（第１号） 

 

≪総合政策部≫ 

＜国際＆経営政策課＞ 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算(第４号)中送付部分 

＜人事育成課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算(第４号)中送付部分 

＜財政課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 議案第４号 令和２年度小松市公債管理特別会計予算 

 議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算(第４号)中送付部分 

議案第13号 令和元年度小松市公債管理特別会計補正予算(第１号) 

＜ＩＣＴ改革課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算(第４号)中送付部分 

＜広報秘書課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

＜会計課＞ 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 

≪監査委員事務局≫ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 

≪議会事務局≫ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 

 



≪行政管理部≫ 

＜管財総務課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

＜選挙管理委員会＞ 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

＜防災安全センター＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

＜技術監理センター＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

＜飛行場課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

＜税務課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

＜納税課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 

≪上下水道局≫ 

＜料金業務課＞ 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第７号 令和２年度小松市水道事業会計予算 

議案第８号 令和２年度小松市下水道事業会計予算 

  

≪消防本部≫ 

＜予防政策課＞ 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第4号）中送付部分 

 

３．その他 

 

４．閉 会 



予算決算常任委員会福祉文教分科会次第 

 

                             令和２年３月16日（月） 

       午前９時30分から 

                             於 第３委員会室 

 

１．開  会 

 

２．議案審議 

 〔送付議案〕 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第２号 令和２年度小松市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３号 令和２年度小松市介護保険事業特別会計予算 

議案第６号 令和２年度小松市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第９号 令和２年度国民健康保険小松市民病院事業会計予算 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

議案第11号 令和元年度小松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第12号 令和元年度小松市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第15号 令和元年度小松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第16号 令和元年度国民健康保険小松市民病院事業会計補正予算（第２号） 

 

《市民共創部》 

 【市民サービス課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 【南部行政サービスセンター】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 【あんしん相談センター】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 【こども家庭課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

   議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 【はつらつ協働課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 

《教育委員会》 

【未来の教育課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

   議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 【教育研究センター】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

【図書館】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 【教育庶務課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 



 【学校教育課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 【青少年育成課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 【ひととものづくり科学館】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 【市立高校】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 

《予防先進部》 

 【医療保険サポートセンター】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第２号 令和２年度小松市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第６号 令和２年度小松市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

議案第11号 令和元年度小松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第15号 令和元年度小松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

【いきいき健康課】 

 議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

【長寿介護課】 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

議案第３号 令和２年度小松市介護保険事業特別会計予算 

議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

議案第12号 令和元年度小松市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 【ふれあい福祉課】 

   議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

   議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

【市民病院】 

   議案第９号 令和２年度国民健康保険小松市民病院事業会計予算 

   議案第16号 令和元年度国民健康保険小松市民病院事業会計補正予算（第２号） 

 

３．その他 

 

４．閉 会 
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予算決算常任委員会経済建設分科会次第 
 

                                         日時：令和２年 3月 16日(月） 

午前９時 30分～ 

                          場所：第４委員会室 

１． 開 会 

 

２．議案審議（５件） 

〔送付議案〕 

議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 議案第５号 令和２年度小松市産業団地事業特別会計予算 

 議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 議案第14号 令和元年度小松市産業団地事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第29号 小松市手数料条例の一部を改正する条例について 

   

＜にぎわい交流部＞ 

【観光文化課】 

 ・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 ・議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 

【埋蔵文化財センター】 

・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

・議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 

【スポーツ育成課】 

 ・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 

＜産業未来部＞ 

【商工労働課】 

・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 ・議案第５号 令和２年度小松市産業団地事業特別会計予算 

 ・議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 ・議案第14号 令和元年度小松市産業団地事業特別会計補正予算（第３号） 

 

【農林水産課】 

 ・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

・議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 

【農業委員会】 

 ・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 

【エコロジー推進課】 

・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

・議案第 10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 
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＜都市創造部＞ 

【まちデザイン課】 

・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

 ・議案第５号 令和２年度小松市産業団地事業特別会計予算 

 ・議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 ・議案第14号 令和元年度小松市産業団地事業特別会計補正予算（第３号） 

  

【緑花公園センター】 

・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

・議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 

【道路河川課】 

・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

・議案第10号 令和元年度小松市一般会計補正予算（第４号）中送付部分 

 

【建築住宅課】 

・議案第１号 令和２年度小松市一般会計予算中送付部分 

・議案第29号 小松市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

３． その他 

 

４．閉 会 


