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平成28年度
当初予算全会計976億5,700万円を可決
小松市一般会計予算に対する 附帯決議を可決
※

※P15参照
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３月

定例会

条例案等をチェック

市長から提案のあった予算案については、予算決算
常任委員会で審査されました。
（P15参照）

市長から提案のあった条例案やその他の議案につ
いては、各常任委員会で審査されました。
（P18参照）

主な提案内容を紹介します。
（P3参照）

平成27年度補正予算

委員会提出議案をチェック

一般会計

７億８,８４4 万7 千円

特別会計

１億８,６７6 万6 千円

予算決算常任委員会から提案された委員会提出議

企業会計

２億３,２４６万円

案（附帯決議）については、最終日に上程され、本会議
で採決されました。
（P15参照）

全会計の累計

９５７億１,７5 9 万1 千円
平成28年度当初予算
一般会計

議員提出議案をチェック
議員から提案された議員提出議案（意見書）につい

４２３億６,０００万円

ては、最終日に上程され、本会議で採決されました。

特別会計
国民健康保険事業
簡易水道事業

１２５億３,１００万円
３,６２０万円

農業集落排水事業

７億

２８０万円

人事案件

介護保険事業

９５億６,９００万円

固定資産評価審査委員会委員

公債管理

８７億５,３００万円

島田

工業団地造成事業
後期高齢者医療

しま だ

ゆ

み

こ

裕美子氏（材木町）の選任に同意しました。

８億５,９００万円
１２億７,３００万円

企業会計

本会議の討論

水道事業

３０億９,２６０万円

公共下水道事業

９２億６,９４０万円

木下裕介議員から議員提出議案第5号に対し賛成討

病院事業

９２億１,１００万円

論が、橋本米子議員から市長提出議案第１号、第5号、
第35号、第41号、第45号及び第51号に対し反対討論

全会計の合計

がありました。

９７６億５,７００万円
議会だより 178号

2

予算案をチェック
公立４年制大学関係費

本社機能等企業立地助成費

【事業費】8,200万円

【事業費】1億2,000万円

【市助成費】8,000万円（H28年度分）

【内

【内

【内

容】大学設置や法人設立

準備、校舎設計等を行います。
H28 設置認可申請
H29 設置認可・学生募集
H30.４月 開学予定

ごみダイエット50％費

容】対象条件をきめ細か

容】事業主体の民間デベ

く設定し、企業立地を支援しま

ロッパーに対して複合施設の

す。また再生可能エネルギー、

建設費の一部を助成します。

水素エネルギー等の設備導入

6月中旬に本体工事に着手す

に対し助成を行います。

る予定です。

学校教育関係費

せせらぎの郷リニューアル整備費

【事業費】4,150万円

【事業費】3億6,800万円

【内 容】市民に無償配布する
市指定のごみダイエット袋の
導入（10月〜：一般ごみ対象）
と生ごみ処理機・コンポスト、
ごみ集積場設置などを支援し
ます。

【内

容】環境王国こまつの拠

点施設として、食育レストラン、
人工芝グラウンド、体験交流
館、木質バイオマスボイラー
を整備します。

がん対策費

3

小松駅南ブロック複合施設
建設助成費

認知症施策推進費

【事業費と内容】
粟津小学校校舎
第一小学校体育館

6,200万円

国府小学校体育館

3,900万円

通学路整備費

5,300万円

板津中学校体育館

わがまち環境整備助成金

【事業費】1億1,000万円

【事業費】1,160万円

【事業費】2,400万円

【内

【内

【内

容】がん検診の自己負担

容】脳の健康手帳や脳ト

容】施設整備を支援します。

額をこれまでの約３割負担から

レ体操による予防、もの忘れ

Aコース 公民館・集会所

約１割負担に軽減し、受診の

相談員の配置、多職種の訪問

Bコース スポーツ・憩いの場等

周知拡充や地域で声を掛け合

支援などによる早期発見・早

Cコース 生活道路・排水路

う体制づくりを行います。

期対応を目指します。

Dコース 路線バス待合所

議会だより 178号

代表質問
自民創生会

梅田

利和（うめだ・としかず）議員
一括質問

日の出町交差点、糸町交差点の車線を追加
し、その他一部の車道や歩道も拡幅改修す
る予定であり、地元にも説明を行っていく。

計画箇所は。また地元との協議は。

◆ イオン出店予定地周辺の道路改善計画

新幹線工事に伴う残土受入地の有効活用を
◆ 平成 年度予算における重点政策
最重要に掲げる政策は。

◆ 小松駅南ブロック

20

力を入れたのはＮＥＸＴ 年ビジョンの早
期 実 現 で あ る。
「 共 創 」 と「 ひ と づ く り 」
の２つのエンジンで進めていく。
10

進捗状況、小松駅前と沖町商業地区との連
携は。
４階から８階のホテルは、１００室で 平米
以上のワンルームが主体となる。１階には食
育、子育て、お仕事、はつらつ学習の、子どもと市民
の学びゾーンとして多岐にわたったものにしたい。
また、沖地区との連携はイオンが巡回バスを検
討中と聞いている。

◆ 公立４年制大学

◆ 国際都市こまつ
外国人にも優しい多言語表記への取り組み
は。
掲示は英語を基本とし、中国語やポルトガ
ル語等を使用している。多くの方が利用し

沖地区周辺図

28

学長・学部長及び大学経営・運営責任者の
陣容は。
学識に優れ他大学や大手企業との人脈のあ
る方、及び経営能力に優れ情熱と覚悟を持
った方を４月までに選考したい。
地元企業や他大学との連携は。今後の大学
院設置の構想は。
地元企業へのインターンシップ、他大学と
の共同研究や単位の互換制度を構築したい
と思う。大学院は将来的な希望を持っている。

ている

整備も進めていく。
Wi-Fi

国際便の新規路線は。

国際旅客便についても利用者が増えてきて
いるので、引き続き県と連携していく。

姉妹都市・友好都市とのこれからの交流は。

企業の経済的つながりから始まり、子ども
の教育等交流が進んでいる。公立４年制大
学の開学を視野に入れ、取り組んでいく。

◆ 新産業団地と新幹線工事残土の受け入れ

進出企業の目途は。

景気に左右されにくいライフサイエンスやヘ
ルスケア分野の企業が候補に挙がっている。
花坂町の残土受け入れ地周辺地域の雨水対
策、受け入れ地の今後の有効活用は。
年に一度の降水に対応できる洪水調整池
の 整 備 が 予 定 さ れ て い る。 ま た 下 流 の 吉 竹
堤は、農業用水として使用されているので、水質、
残土の混入等に配慮するよう指導していく。
花坂地区は、主要幹線道路からのアクセスに優
れており、正蓮寺の新産業団地と連携をもたせた
土地利用を図っていきたい。

標準家庭の利用分をごみダイエット袋とし
て無償配布し、自分たちのごみ量を「見え
る化」することで、ごみ減量化を目指し、運営コ
ストも下げていきたい。

目的、環境面・財政面での効果は。

◆ ごみダイエット

30

Q& A
市政
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議会だより 178号

