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平成２８年度決算を認定

那谷寺の池に映る紅葉
きた の

写真提供：北野
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彰さん（御宮町）
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月 日～
月 日〉

井田議員から議案第56号に対し反対討論が、ま
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28

９月

定例会

議員から提出された議案（意見書）については、

可決された意見書を、内閣総理大臣をはじめ関係
機関に送付しました。
（賛否はP18参照）

の任命に同意しました。

本会議の討論
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ついては、各常任委員会で審査されました。
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市長から提案のあった条例案やその他の議案に
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議案等の採決
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議案第11号
議案第12号

道路財特法による道路事業の補助

率等嵩上げの継続を求める意見書
大和堆で違法に操業する外国漁船

の取り締まり強化を求める意見書

核兵器禁止条約への参加を求める

意見書

骨髄移植ドナーに対する支援の充

た表議員から議案第56号に対し賛成討論が、橋本

実を求める意見書

浅村議員から議員提出議案第11号に対し賛成討論

※議案第９号、第10号は可決、議案第11号、

議員から議案第59号、第71号に対し反対討論が、
がありました。

第12号は否決となりました。

小松市議会ホームページより

議会中継
録画配信中！

http://arc.gikai-web.jp/dvl-komatsu/index.html

携帯電話・スマートフォン用
QRコードもご利用ください。

議会だより 184号
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予算案をチェック
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。
（P11〜15参照）
主な提案内容を紹介します。

公立小松大学開学準備費

平成29年度補正予算
一般会計

補正額

特別会計

補正額

2億8,669万7千円
1億4,177万1千円

一般会計の累計

【補正額】3,600万円

473億9,289万6千円
全会計の累計

1,035億6,526万7千円
小松市イメージキャラクター
カブッキー

児童センター施設整備費

（仮称）九谷焼創作工房整備費

【事業費】200万円

【補正額】2,700万円

【補正額】2,000万円

【内 容】東部児童センターを
子ども・子育てあんしんネッ
トのサテライト拠点として、
利用者にやさしい施設とする
ための平成30年度改修工事
に向けた実施設計費です。

【債務負担行為】3億円
【内 容】水郷こまつの新たな
魅力を目指して、水辺スポー
ツ等の拠点施設となる親水ス
ポーツ公園を整備します。

【内 容】石川県九谷窯元工業協
同組合が整備する
（仮称）九谷焼
創作工房に対し、企業版ふるさ
と納税を活用して支援します。平
成28～30年度で総額１億３千万
円の支援を予定しています。

地域おこし推進費

粟津駅西側線整備費

消防資機材整備費

【補正額】500万円
【内 容】都市部から小松市に
移住し、粟津温泉交流広場を
拠点に地域資源を活用した地
域おこしを行う協力隊２名を委
嘱し、南部里山エリア全体の
活性化を目指します。
3

親水スポーツ公園整備費

【内 容】図書の整備、ICカー
ド学生証導入、学生便覧作製
等の費用です。ICカード学生
証は、電子マネー機能やカブッ
キーポイント等、利便性が高
いものとなります。

議会だより 184号

【補正額】2,790万円
【内

容】JR粟津駅を南部エリ

アの交通拠点として、市道粟津
駅西側線の道路改良工事や舗
装工事等の道路整備をし、粟津
駅の乗降客数を増やします。

【補正額】110万円
【内 容】内水型の水害にも対
応可能で、多数の逃げ遅れ者
を搬送できる「オープンデッ
キ型レスキューボート」を県
内で初めて導入し、水害に強
いまちこまつを目指します。

決算をチェック
平成28年度決算については、予算決算常任委員会で審査されました。
（P11〜15参照）

平成28年度決算（歳出）
一般会計		

426億6,870万3千円

特別会計

国民健康保険事業
簡易水道事業

農業集落排水事業
介護保険事業
公債管理		

工業団地造成事業
後期高齢者医療

122億6,074万2千円
2,648万6千円

4億5,928万8千円

企業会計

水道事業		

21億5,498万7千円

小松市民病院事業

80億4,142万2千円

公共下水道事業

37億7,401万4千円

94億4,549万8千円
86億6,292万2千円

全会計の合計

2億3,759万円

890億3,111万4千円

12億9,946万2千円

5月号
平成28年度発行の議会だよりで

予算案のチェックを行ったものにつ

5月号、2月号

せせらぎの郷リニューアル整備費

ごみダイエット50％費

いて、その決算を掲載しています。参

考にそれぞれの掲載号を記載してあ

ります。

過去の議会だよりは、小松市議会

ホームページよりご覧いただけます。

http://www.city.komatsu.lg.
jp/6731.htm

QRコードも
ご利用ください。

8月号
「食と農」
インバウンド推進費

【決算額】828万5,300円
【内 容】インバウンド受入整備と
して、飲食店などを対象としたお
もてなしセミナーの開催や地域
の魅力発信冊子の発刊、伝統食
や郷土料理の栄養価調査を行い
ました。

【決算額】3億6,162万3,269円

【決算額】7,696万3,215円

【内 容】食育レストラン・木質
バイオマスボイラー・人工芝グ
ラウンド等を整備し、「里山健
康学校せせらぎの郷」として今
年４月にリニューアルオープン
しました。

【内 容】市指定ごみ袋の製造や
引換ハガキの作成、郵便料等に
かかった費用です。その他、町内
のごみ集積場設置や家庭用生ご
み処理機等購入の補助を行い、
ごみ減量化に取り組みました。

8月号

11月号

珠玉と石の文化推進費

中学校
「イングリッシュ・テーブル」開設費

親子エクスカーション

【決算額】382万4,812円
【内 容】日本遺産に認定された
「珠玉と歩む物語」小松の推進
のため、夏休み親子ツアーの開
催をはじめとする各種プロモー
ションや拠点地域の整備事業等
を行いました。

【決算額】600万円
【内 容】ALT（外国語指導助手）
等を常駐させ、英会話や英語学
習、異文化体験活動を行う英語
専用スペースを校内に開設しま
した。
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