平成２６年市議会定例会３月会議 会議結果（概要）
（３月２４日）
平成２６年市議会定例会３月会議は、去る３月４日から２４日までの２１日間開か
れ、市長から提案のあった予算案１３件、補正予算案８件、条例案２４件、事件処分
案２１件の合計６６件をすべて可決し、人事案３件についても同意した。そのほか、
議員提出の議会議案３件を可決した。議会組織では議長に寺越 和洋議員が、副議長
に安田 竹司議員が、議会運営委員会副委員長に村本 一則議員がそれぞれ就任した。
議決した議案の概要
１ 予算案 １３件
平成２６年度白山市一般会計予算の総額は前年度当初比０．
８％減の500億1,700
万円となり、国民健康保険特別会計など９の特別会計及び水道事業会計、工業用水
道事業会計、下水道事業会計の総額は 332 億 9,800 万 2,000 円となりました。
（一般会計の主な施策）
・合併１０周年記念事業

24,780 千円

・白山市観光連盟運営補助事業

28,550 千円

・ジオパーク推進事業

41,338 千円

・白峰重要伝統的建造物群保存地区観光誘客対策事業

56,078 千円

・桜の名勝整備事業
・小中学校等教育施設整備事業

1,116 千円
3,258,047 千円

・公民館大規模改修事業

379,200 千円

・美川図書館新築等事業

173,000 千円

・市立野球場建設事業(H26～28)

758,307 千円

・体育施設改修事業

134,100 千円

・親善友好都市交流事業

7,929 千円

・各種がん検診事業

106,845 千円

・予防接種事業

266,104 千円

・福祉ふれあいセンター建設事業

114,086 千円

・保育所民営化整備補助事業

959,284 千円

・交通安全施設整備事業
・
“白山市に住もう”定住促進事業
・公営住宅等ストック改善事業
・曽谷町土地区画整理事業

66,231 千円
130,500 千円
56,300 千円
129,000 千円

・区画整理補助事業

139,025 千円

・地籍調査事業

22,087 千円

・市道整備事業

1,094,062 千円

・市道改良事業

209,400 千円

・市道舗装事業

190,102 千円

・道の駅整備事業（測量・実施設計）

10,000 千円

・除排雪対策事業

415,299 千円

・北陸新幹線関連整備促進事業

227,408 千円

・松任駅南土地区画整理事業

279,619 千円

・新たな米政策推進事業

64,824 千円

・経営体育成支援事業

81,815 千円

・県営土地改良事業負担金

75,631 千円

・林道整備事業
・美川漁港管理事業

115,185 千円
20,699 千円

２ 補正予算案 ８件
平成２５年度白山市一般会計第４号（1,742,483 千円)、国民健康保険特別会計
(172,965 千円)、
後期高齢者医療特別会計(20,225 千円)、
介護保険特別会計(219,371
千円)、簡易水道事業特別会計、宅地造成事業特別会計、湊財産区特別会計(9,600
千円)、下水道事業特別会計（152,500 千円）の補正予算
各会計予算総額を23億1,714万4,000円増額し、今年度の全会計予算総額は882億
4,502万4,000円となった。
（一般会計の主な補正項目）
・工場等誘致対策助成金
・道路構造物修繕事業
・橋梁長寿命化修繕事業
・除雪対策事業
・中央１号線道路改良事業
・市道米永松本線道路改築事業
・消融雪施設整備事業
・相木野球場関連道路用地取得事業
・美川大浜水源地線整備事業
・松陽小学校大規模改造地震補強事業

99,300 千円
81,900 千円
102,700 千円
98,768 千円
102,000 千円
236,300 千円
161,400 千円
55,725 千円
71,000 千円
356,700 千円

３ 条例案 ２４件
・白山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について
・白山恐竜パーク白峰条例について
・白山市農業体験学習施設条例について
・白山市部設置条例及び白山市支所設置条例の一部を改正する条例について
・白山市情報公開条例の一部を改正する条例について
・白山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例について
・白山市建築関係手数料条例の一部を改正する条例について
・白山市青少年育成センター条例の一部を改正する条例について
・白山市立公民館条例の一部を改正する条例について
・白山市立鳥越一向一揆歴史館条例の一部を改正する条例について
・白山市体育施設及び有料公園施設条例の一部を改正する条例について
・白山市保育所条例の一部を改正する条例について
・白山市児童館条例の一部を改正する条例について
・白山市老人福祉センター条例の一部を改正する条例について
・白山市健康増進センター条例の一部を改正する条例について
・白山市保健福祉ボランティアセンター条例の一部を改正する条例について
・白山市農林水産加工販売施設条例の一部を改正する条例について
・白山市商工施設条例の一部を改正する条例について
・白山市観光施設条例の一部を改正する条例について
・白山市観光宿泊施設条例の一部を改正する条例について
・白山市吉野工芸の里条例の一部を改正する条例について
・白山市道路占用料条例の一部を改正する条例について
・白山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
・白山市青少年問題協議会条例を廃止する条例について
４ 事件処分案 ２１件
・町の名称の変更について
・市道路線の認定について
・市道路線の変更について
・市道路線の廃止について
・白山市福祉ふれあいセンターの指定管理者の指定について

・こがね荘の指定管理者の指定について
・財産の譲渡について（３件）
・財産の無償貸付について（９件）
・
「白山市辺地に係る総合整備計画の策定について」の議決の一部変更について
・
「白山市過疎地域自立促進計画の策定について」の議決の一部変更について
・
「北陸本線松任構内金剣架道橋の新設工事委託に関する協定について」の議決の一
部変更について
５ 議会議案 ３件
・白山市議会委員会条例の一部を改正する条例について
・微小粒子状物質（PM2.5）に係る総合的な対策の推進を求める意見書
・食の安全と安心の確立を求める意見書
６ 人事案 ３件
・監査委員の選任について
にしかわ

ひさお

西川 寿夫氏

・教育委員会委員の任命について
ひらにし

ふ じ こ

平西 富士子氏

・固定資産評価審査委員会委員の選任について
み き

のりこ

まつうら

ゆきお

い なみ

み のり

三木 規子氏、松浦 幸夫氏、井南 弥紀氏

７ 議会人事
議長

寺 越 和 洋

副議長

安 田 竹 司

◎議会運営委員会副委員長

村 本 一 則

◎議会運営委員会委員

小 川 義 昭、竹 田 伸 弘

◎広報広聴委員会委員

吉 本 史 宏

◎石川県後期高齢者医療広域連合議会議員 寺 越 和 洋
◎白山石川医療企業団議会議員 岡 本 克 行
◎白山野々市広域事務組合議会議員 村 本 一 則、竹 田 伸 弘

