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 時代の潮流や小松市の位置づけ、これまでの振り返り、市民ニーズを踏まえ、小松市におけるまちづくりの主要な課題を８つに整理しました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小松市の都市
の現況 

・上位・関連計画

・都市政策の 
達成状況 

 など

 

 

・地域別意見 
交換会 

・パブリック 
コメント 

など

・社会経済情勢

・都市計画関連
制度の改正や
制定 

 など
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・企業、大学等と連携した「ひとづくり」の推進 
・市民、地域が共創できる体制づくりの推進 

・環境にやさしい循環型、脱炭素型のまちづくりの推進 
・屋外広告物の誘導、洗練された都市景観の整備 
・歴史的な特性を活かした景観の保全 

・河川や内水処理施設、ポンプ場等の改修 
・条例等による総合治水対策の推進 
・避難地・避難路の確保、市街地の再編などによる防災性向上 

・ICT 化による利便性・快適性の向上 
・環境と共生するスマートな暮らしの推進 

・移住・定住につながるような都市基盤の整備 
・『国際都市こまつ』としての魅力、利便性の向上 

・産業・観光・教育などの都市機能の拡充とアクセス向上 
・企業活動を支える産業用地の確保 

・居住や都市機能の緩やかな誘導と暮らしの維持 
・交通ネットワークの再構築、利用促進に向けた施策展開 
・バリアフリーの推進、空き家・空き地の有効活用 

・空港やＩＣなどの交通結節点へのアクセス向上 
・新幹線開業に向けた駅周辺の魅力や利便性の向上 

定住と交流の増大 

こまつの魅力・活力を高める 
土地利用や都市基盤の整備 

暮らしや長寿社会への対応 

災害に強い安全な都市空間の形成

自然環境との共生、 
地域特性を活かした景観の創出 

広域交通機能の充実と活用 

多分野への ICT 化の促進 

オールこまつの「共創」の意識 
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・市民アンケート
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ＳＤＧｓの三側面 

ＳＤＧｓ未来都市に選定
国連総会で決定された世界共通の
開発理念「持続可能な開発目標（ＳＤ
Ｇｓ）」に沿うものとして、ＳＤＧｓ
未来都市に小松市が選定されました。
小松市都市計画マスタープランにお
いても、ＳＤＧｓの理念に沿う取組を
明示し、ゴールの実現を推進します。

目指すべき都市像 
小松市におけるまちづくりの主要な課題を踏まえて、本計画の
「基本理念」と「基本目標」を以下の通り設定します。 

基 本 目 標

 
 

空路、鉄路、道路の優れたアクセス⼒ 

～
新
時
代
を
リ
ー
ド
す
る
ま
ち
づ
く
り
～ 

み
ん
な
が
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活
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あ
ふ
れ
る 

国
際
都
市
こ
ま
つ 

北陸の成⻑を牽引する産業都市 

基本理念

全ての人々にやさしい 
スマートな共生のまちづくり 

もっと便利に、もっと快適に、そして安全に 
〜くらしの質の向上を〜 

こまつの魅⼒づくりと交流推進 

豊かな自然、まちなみ、 
歴史文化を活かした都市景観の形成 「⺠の⼒」と「学びの⼒」 

経 済 社 会 

環 境 

・こまつの魅⼒づくり
と交流推進 

・全ての人々にやさし
いスマートな共生の
まちづくり 

・もっと便利に、もっと
快適に、そして安全に

・豊かな自然、まちなみ、歴史文化を活かした
都市景観の形成 

相乗効果 

実
現
に
向
け
た
取
組

・北陸の成⻑を牽引する
産業都市 

・空路、鉄路、道路の優れた
アクセス⼒ 
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将来都市構造 

○将来都市構造図は、基本理念および基本目標
の実現に向けた都市全体の拠点、軸、エリア
の配置の方針です。 

○今後とも地域の活力を維持するとともに、医
療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢
者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と
連携して、便利で快適なまちづくりを進めま
す。 

将来都市構造図基本的な考え方 

 

・市域全体の活性化や利便性の向上のため、多様な都
市機能の集積を促進 
・ＪＲ小松駅周辺は中心拠点として「学び」、「ものづく
り」、「伝統文化」を活かした活力増進や歴史的街並み
の創出等、新たな産業・文化等の発信機能を創出 
・ＪＲ粟津駅周辺は、南部エリアの地域拠点として、駅
周辺の活性化整備、定住エリアの形成、自然歴史を育
む個性的で、おもてなしが感じられる空間を形成 
・行政サービス機能を拡充し多様な行政・公益ニーズ
に効率的に応えうる拠点整備 

 ・市内外の物流や交流のネットワークを支える主要な
外環道路

都市再生ゾーン 

産業・交流連携軸 
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土地利用方針 

○都市機能の集約、空き家等への定
住・移住の促進など既存市街地基
盤を活用した居住環境改善でコン
パクト化を図ります。 

○市街化区域の農地は、防災や環境
保全効果を有する貴重な緑地とし
て、地域の実情に応じた適切な保
全・活用を図ります。 

○小松空港や北陸新幹線、北陸自動
車道等の広域結節点としての地理
的特性を活かします。 

○地震や風水害等から市民生活の安
全を守り、安心して暮らせる土地
利用を図ります。 

土地利用方針図基本的な考え方 

○温泉・観光ゾーン 
（粟津温泉、安宅地区） 

・歴史・文化特性を継承し、温泉街や観光地
としての顔づくりや街並み修景等を推進
し、国内外に向けた魅力向上、交流促進 

○職住近接型居住ゾーン 
・小規模な工房等と居住環境が調和する職住
近接型の居住地形成を図る 

○新規土地活用ゾーン 
・新産業拠点の創出を図るとともに、まとまり
のある市街地の形成を目指し、市街地整備の
熟度に応じた新たな土地の有効活用を図る 

○既成市街地ゾーン 
・旧市街地などでは、空洞化・居住環境の低下を防止し、良好な居
住環境の維持、身近な商業機能の確保を図る 

○低層住宅ゾーン 
・低層住宅が主体の良好な住宅地の形成を図
り、緑化の推進やゆとりある歩行者空間の確
保等を図る 

○商業業務地ゾーン 
・広域的な商業・業務機能の集積やターミナル
機能の強化、市民や観光客が集い、交流できる
空間を整備 
・JR 粟津駅前などの地域商業地は、周辺住民の
日常生活や南部地区の交流の核となる地域拠
点として、店舗の集積や生活サービス機能を
充実 

○工業ゾーン 
・産業拠点、広域交通結節点や産業・交流連携軸周
辺に工業地を配置し、周辺環境に配慮した基盤整
備や施設誘致を促進 

○医療・健康増進ゾーン 
（小松運動公園・市民病院周辺） 

・緑地や自然環境を活かし保養地として
の機能を充実し、健康増進、癒しの拠
点形成を推進 

○森林ゾーン 
・森林が有する治山・治水、保健休養等の多面的機能を保全 
・白山眺望等の景観形成に配慮した土地利用の規制誘導 

○田園ゾーン 
・優良農地の保全に努め、農地の流動化・集約化を
促進しつつ、開発と保全の整合に配慮 

 
○農村集落ゾーン 
・集落の実態に応じ、必要な居住環境整備やコミュ
ニティの維持・活性化を促進 
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市街地整備の方針 

○将来にわたって求心力とまとまりがあり、多様な機能を有する市街地へと再整備
し、暮らしやすい環境の維持を図るべき区域を定め、総合的に都市機能や居住誘
導の施策に取り組みます。 

○医療・福祉・商業施設や住居などがまとまって立地し、住民が公共交通を使っ
て、これらの施設等にアクセスできる便利で快適なまちづくりを基本とした施策
を進めます。 

基本的な考え方

 
多様な都市機能の集積を図り、すべての人々に便利な日常生活圏を形成 

○JR小松駅周辺等 
 

多様な都市機能の集積 

 
ICT 技術を活用した小松空港からの小松駅、市内主要施設等へのアクセス強化や、既
存バス路線の運行体系・ダイヤの見直し、新たなコミュニティバスの運行等を検討 

交通環境の充実 

 
○歴史・文化の残る旧市街地 
商業環境の魅力向上や祭り等により楽しさを演出するとともに、曳山
子供歌舞伎や歴史的街並み等を保全・活用 
 
 
 
 
 
 
 
○粟津温泉 
多様な交流を生み出す交流広場を整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○安宅地区 
日本遺産北前船寄港地・船主集落の魅力を活かし、多様な取り組みに
より回遊環境を整備 
 

まちなかの賑わいの再生 
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交通施設整備の方針 

○小松空港、北陸新幹線、JR 小松駅、小松 IC 等の広域交
通機能の強化・充実を図るとともに、東西方向や環状機
能を強化し、一体的な交通体系の構築を図ります。 

○将来の更なる長寿化、国際化を見据え、本市の玄関口で
あるＪＲ小松駅のターミナル機能の強化、公共交通サー
ビス水準の向上、バスやタクシーなどへの乗り継ぎの充
実を図ります。 

○人にやさしいバリアフリー整備を進めるとともに、回遊
性を高め、賑わいを生み出す道路整備、交通安全対策の
推進に努めます。 

交通網整備方針図基本的な考え方 

・小松空港と一体となった国際物流を支える拠点の整
備、ＪＲ小松駅等とのアクセス強化 

・北陸新幹線の着実な建設を促進による関東や関西など
の大都市圏との広域連携強化 

・ＪＲ小松駅のターミナル機能強化、各駅の更なる利便
性の向上 

・広域連携強化に向け小松空港周辺での IC の設置の検
討、市内から IC までのアクセス強化 

・JR小松駅及び JR 粟津駅等の機能強化 
・市内公共交通ネットワークの利便性の向上 

・広域的な交流・物流を促進する道路整備の推進 
・地域連携を強化する主要な道路整備の推進 
・市街地を支える都市計画道路整備の推進 
・安全で人にやさしい楽しく歩ける道路整備の推進 

広域交通体系の構築

市内公共交通の充実

道路網の整備
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公園・緑地整備の方針 

○公園・緑地の適切な維持管理に努めると共に、地域のニー
ズを踏まえた新たな利活用や総合的な視点での適正な配置
と機能の確保に取り組みます。 

○子どもからシニアまで誰もが安全で快適に利用できる緑に
関する活動のネットワークの充実を図り、多様な「緑の拠
点」とそれをつなぐ「緑の軸」による風格のある都市の形
成に取り組みます。 

○民間活用やＮＰＯなど多様な主体との共創による公園等の
管理運営を推進するとともに、新たなアイデアによる公
園・緑地のマネジメントに取り組みます。 

公園・緑地整備方針図基本的な考え方 

 

緑の回廊 

づくり 

環境保全 

小松駅前のシンボルツリー広場のイメージ 

花舞伎のまちイメージ 

 

緑の交流

づくり 

レクリエーション  

緑の風格 

づくり 

景観形成 
 

緑の防災

づくり 

防災  

緑の仕組み

づくり 

共創
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河川・汚水処理整備の方針 

○梯川や前川などの河川は、災害への安全性の確保
や自然環境、生態系に配慮した河川整備を推進し
ます。 

○国や県との協力による河川の治水対策、市民共創
による雨水流出抑制施設の設置等の流域対策など
の総合治水対策を進めます。 

○計画的な下水道事業の促進や地域の実情を踏まえ
た適切な汚水処理手法の見直しなど、官民連携に
よる維持管理と施設更新を図ります。 

河川・汚水整備方針図基本的な考え方 

治水対策 

梯川水系河川整備計画 
○計画に基づく河川整備の推進 
・堤防の拡幅・築堤、河道掘削、
護岸整備 

・分水路の整備 
・内水対策       など 

衛生センター 
・し尿処理施設の改築更新

那谷地区 
・農業集落排水事業による
処理場、排水路等の整備 
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○農林水産業の６次産業化の促進等により、里山地域の振興、市街
地との交流を促進 
○地域食材を利用した伝統食の提供、「こまつもんブランド」認定
の促進等と連携し、里山地域のレクリエーションスポット、市街
地の中心・地域拠点等との交流や滞在を生み出す環境づくりを
推進 

 

自然環境保全及び都市環境形成の方針 

○美しい自然環境を保全するとともに、ごみの減量化や不法投
棄防止、新エネルギーの導入促進、ICT 活用による効率化な
ど、地球にやさしいスマートシティを推進します。 

○環境王国こまつとして、地域の安全・安心・おいしい農産水
産物を活かし、さらなる６次産業化の促進、里山地域の振興
と保全に努めます。 

○奥山・里山から里湖・里海に至るまでの変化に富んだ魅力あ
る自然環境や里山資源を保全・活用し、多様な交流を促進し
ます。 

基本的な考え方

交流を生む環境づくり 

 

・ 
「いしかわ景観総合条例」や「石
川県眺望計画」と連動しながら
白山眺望の保全に関する規制
誘導を推進 

白山眺望の保全 

 

屋外広告物の規制・誘導  
・「国際都市こまつ」にふさわしい
「新しいまちの形とイメージア
ップ」を図り、こまつの美しい
景観を未来へつなぐための意識
啓発を推進 
・国際化を見据えた公共サインの
多言語化やデザインの統一 

景観形成の方針 

○「小松市景観条例」並びに「小松市景観計画」、独自の屋外広告物の規制により、小
松らしい景観づくりを推進します。 

○個性豊かな景観の魅力を再発見、再認識し、大切に守り育てていくとともに、地域
住民との共創のもと、愛着と誇りの持てる景観づくりを推進します。 

景観形成方針図

基本的な考え方

 
 
・卓越した白山眺望を尊重した水辺の景観づくり 

潟周辺部
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都市防災の方針 
都市防災方針図

○総合的な基盤施設整備、ICT 等を活用した消防活動などによる減災・早
期復旧対策や、自主防災組織の強化、防災教育の充実による市民の防
災・減災意識の向上など、オールこまつの共創による災害に強い都市
づくりを進めます。 

基本的な考え方

 
○防災ブロックの形成 
○避難・救援拠点及び防災活動拠点の整備充実
○緊急輸送道路、避難路となる幹線道路の整備
○住宅・建築物等の長寿命化・耐震化 
○ライフライン施設の強化（上下水道、ガス、
電気、通信等） 

都市の防災機能の強化  
○防災情報網の整備 
○消防力の強化 

防災体制の強化 

 
○梯川、前川等の治水安全対策の強化や未改修河川の早期整備 
○総合的な雨水排水対策とタイム
ライン（防災行動計画）に基づく
減災対策の推進 
○土砂災害などの災害危険性の高
い箇所に関する治山対策と情報
周知の推進 

自然災害の防止 

先端技術を活用した防災

タイムライン

 
○自主防災組織の強化 
○防災・減災意識の向上 

地域の防災力強化 

市民への周知・啓発子ども防災教育

外国人との共創による訓練 
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地域別構想について 

○地域別構想は、全体構想で示した都市づくりの方針
を受け、それぞれの地域の特性に応じたまちづくり
の方針、地域住民にとって身近な施設の整備の方針
等を示すものです。 

○それぞれの地域において、共創のまちづくりを進め
る際に、本地域別構想の内容に沿うものとすること
によって取り組みの効果が高まることが期待されま
す。 

地域別構想の地域区分図１.地域別構想の位置付け 

○地域の特性、地域コミュニティ等のまとまりを考慮
し、現行の都市計画マスタープラン同様に、小学校
区・中学校区を基本とします。 

○ただし、河川や潟、幹線道路等の地域のまとまりの
境界となっている地形地物の配置状況を勘案し、一
部の地域では、これら地形地物に沿って境界を設定
することとし、市内を 10地域に区分します。（右図
参照） 

２.地域の区分の考え方 
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地域の課題と主な整備方針 
  

・小松空港と JR 小松駅を結ぶ交通ネットワーク機能の向上等による連絡強化な
ど、広域交通機能を充実し、小松市内への交通の利便性を向上する。 

広域交通機能の充実と活用 

・既存集落周辺では開発の緩和により一定割合の宅地化を推進し、コミュニティ
を維持・活性化する。 
・住宅地内の狭隘道路の改善や歩道の整備、段差の解消により、通学路の整備充
実、バリアフリー整備を推進する。 
・バスの利用を促進する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・小松工業団地や小松 IC 周辺では産業基盤の整備と施設誘致を促進する。 
・移転補償跡地を活用し、航空・輸出・物流産業の創出につながる新産業団地を
形成する。 
・加賀海浜道路、加賀海浜産業道路（南加賀道路）の 4車線化整備により広域的
な交流・物流を強化する。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備

・生活道路の改良や身近な憩いの場の創出、航空機の騒音等の環境対策により居
住環境を改善する。 
・梯川や前川ではボート競技コースや梯川ボートハウス（こまつ水門パーク）の
整備、屋形船の運航など『水郷のまち』の推進を図る。 

定住と交流の増大

・ATAKA FUTURE DESIGN の推進により、日本遺産認定「北前船寄港地」、安宅の
関の歴史が感じられる景観の形成、活用により魅力や活力の創出を図る。 
・市の玄関口にふさわしいグレードの高い魅力ある景観づくり、屋外広告物の集
約を推進する。 
・海岸部の良好な環境、河川の親水空間を創出する。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・梯川の河川改修、前川等の雨水排水対策、市民等の参画による総合治水対策を
推進する。 
・住宅密集地では安全な避難場所、避難路の確保や建物の耐震化等を促進する。
・地区防災や景観の観点から整備のあり方を検討しつつ、（都）木曽街道線の整
備を検討する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムや交通ネットワーク
機能の向上等により利便性・快適性を向上し、スマートな
交通を実現する。 
・公衆無線 LANサービスの維持、向上により、観光等での情
報収集・発信しやすい環境を整備する。 

多分野への ICT 化の促進
・公立小松大学、こまつ市民大学との連携によ
り地域を担う「ひとづくり」を促進する。 
・地域主体の安宅海岸の清掃活動を継続する。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

西部地域（安宅・牧） １
勧進帳のふるさと「安宅」や北前船などの歴史ロマンと、空路・道路の広域交通結節機能を活かし、さらに鉄路と
の連携強化による土地利用を高め、新しい産業を推進するまちづくりを進めます。
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地域の課題と主な整備方針 
  
・地域に密着する駅として、JR 明峰駅と南加賀ターミナル駅（JR 小松駅）
へのアクセス向上を図る。 
・JR 明峰駅周辺の駐車場整備等による市民の交通利便性を向上する。 

広域交通機能の充実と活用 

・既存集落周辺では開発の緩和により一定割合の宅地化を推進し、コミュ
ニティを維持・活性化する。 
・主要幹線道路等は、歩行者の通行の安全確保のために、歩道の段差の解消
等により、バリアフリー化を推進する。 
・鉄道やバスの利用を促進するとともに、集落と駅や中心市街地を結ぶ公
共交通ネットワークを形成する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・国道８号の４車線化や（都）下ノ江高堂線の整備を促進し、円滑な自動車
交通等を確保する。 
・国道 305 号では、4 車線化を推進するとともに、周辺の田園環境との調
和を図りつつ、交通アクセスの利点を活かし、沿道サービス施設の立地
を適切に誘導する。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備

・既存集落地の生活道路の改善等により、居住環境の向上に努める。 
・主要な地区施設や空き地等を利用し、公園や高齢者等が身近に集える広
場・緑地の整備を図る。 
・梯川ではボート競技コースの整備など、良好な水辺環境、親水空間の創
出を図る。 

定住と交流の増大

・地域内の優良農地の保全と良好な田園集落景観の保全・継承を図る。 
・汚水処理施設等の整備、普及を推進するとともに、戸別訪問、PR活用等
での接続向上を促進する。 
・主要幹線道路沿線は、市のエントランス部にふさわしい沿道景観の形成
を図る。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・調整池設置による流出低減や増補管の整備による雨水排水機能の向上等、
総合治水対策を推進する。 
・安全な避難場所や避難路の確保、狭隘道路の改善、避難場所等となる施設
の耐震化を促進する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により利
便性・快適性を向上し、スマートな交通を実現する。 
・公衆無線 LANサービスの維持、向上により、防災等での
情報収集・発信しやすい環境を整備する。 

多分野への ICT 化の促進 
・複数河川の洪水等の災害への備えとして、防災訓練の
実施や防災士、しみん救護員などの防災リーダーの育
成等、地域の防災力の強化活動を支援する。 
・地域主体の花壇づくりなどの取組を推進する。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

２ 

北部地域（犬丸・荒屋・能美）２ 北部エリアの交通拠点の核となる明峰駅の交通利便性を図り、良好な農業環境の保全に配慮しつつ地域
コミュニティの維持・活性化し、うるおい豊かな環境の中で健やかに暮らせるまちづくりを進めます。 
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地域の課題と主な整備方針 
  
・小松空港や小松 IC などの交通結節点へのアクセスの向上を図る。 
・北陸新幹線開業に向けた駅舎整備広場の再整備、バス交通のサービス充実や公 
共交通への乗り換えなどの利便性の向上を図る。 

広域交通機能の充実と活用 

・空き家・空き地の有効活用の促進により、都市機能の緩やかな誘導と暮らしの維 
持を図る。 
・町家再生等による定住化促進、コンパクトな土地利用、公共交通のアクセス向上の 
推進により、若者、子育て世帯、高齢者など多世代が暮らす賑わいの創出を図る。 
・鉄道やバスの利用の促進、歩きやすい環境整備を図る。 

暮らしや長寿社会への対応 

・中心商店街、JR 小松駅周辺の商業機能、新市街地の広域商業施設は、それぞれ
の特性や役割分担を踏まえた活性化策の推進や、公共交通を利用した連携によ
り、商業施設機能の強化を図る。 
・JR 小松駅周辺は学びの拠点として、研究機関や教育。展示施設等の集積を促進する。

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備 

・町家再生と市街地環境整備により、歴史文化資源の保全や歌舞伎等の町衆文化
の継承、ものづくりのまちを発信し、定住や交流の増大を図る。 
・公立小松大学末広キャンパス、小松運動公園周辺では、健康関連施設の充実、公
園の更なる利用促進に向けた民間による施設整備、運用を促進する。 

定住と交流の増大

・空き家・空き地の有効活用の促進により、都市機能の緩やかな誘導と暮らしの維
持を図る。 
・町家再生等による定住化促進、コンパクトな土地利用、公共交通のアクセス向上の
推進により、若者、子育て世帯、高齢者など多世代が暮らす賑わいの創出を図る。 
・鉄道やバスの利用の促進、歩きやすい環境整備を図る。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・住宅密集地では、安全な避難場所の確保、狭隘道路の改善、建築物の耐震化を促
進する。 
・調整池設置による流出低減や増補管の整備による雨水排水機能の向上等、総合
治水対策を推進する。 
・小松運動公園や芦城公園などの公園・緑地は、災害時の拠点施設としての機能を
充実する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムや交通ネットワーク
機能の向上等により利便性・快適性を向上し、スマートな
交通を実現する。 
・公衆無線LANサービスの維持、向上により、医療・教育・展
示・観光等での情報収集・発信しやすい環境を整備する。 

多分野への ICT 化の促進
・中心商店街と公立小松大学、こまつ市民大学等
との連携により、地域を担う人材の育成を促進
する。 
・地域主体の花壇づくりなどの取組を推進する。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

中央地域（稚松・芦城） ３ 有形無形の地域資源が息づく歴史的な街並みを保全・継承し、学びの拠点と空路との連絡強化により、多くの人
が集い賑わいと魅力あふれる南加賀のターミナルを目指したまちづくりを進めます。
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地域の課題と主な整備方針 
  
・バスやタクシーなどの二次交通網を充実し、南加賀ターミナル駅（JR 小
松駅）とのアクセスの向上を図る。 

広域交通機能の充実と活用 

・既存集落周辺では開発の緩和により一定割合の宅地化を推進し、コミュ
ニティを維持・活性化する。 
・計画的に整備された軽海団地等の良好な居住環境の維持・保全を図ると
ともに、空き家や未利用地を積極的に活用する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・沖周辺地区では、広域商業機能の立地促進、住宅地の整備を図るととも
に、既存市街地との連携により市全体の活力増進と賑わいの創出を目指
す。 
・国道８号の４車線化や、国道８号につながる（都）幸八幡線等の延伸区
間の整備を促進する。 
・主要幹線道路の沿道機能を活かした商業業務施設の立地の適正化を図
る。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備

・憩いの森や八幡温泉周辺の豊かな緑地や自然環境を活用した散策路等の
整備による市民共有の身近な緑地の利用の促進を図る。 
・利便性が高く、ゆとりのある定住環境づくりを推進する。 

定住と交流の増大

・東部丘陵地の緑豊かな景観や自然環境の保全、白山眺望景観に配慮した
土地利用の規制・誘導を図る。 
・主要幹線道路沿道では田園や丘陵地の緑と調和した良好な沿道景観の創
出を図る。 
・効率的・効果的な汚水処理を検討しながら汚水処理施設未整備区域の整
備、戸別訪問、PR活動等による接続向上を推進する。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・梯川、鍋谷川の河川改修を促進し、水害対策を図るとともに、親水空間
の整備を図る。 
・調整池設置による流出低減や増補管の整備による雨水排水機能の向上
等、総合治水対策を推進する。 
・安全な避難場所や避難路の確保、狭隘道路の改善、公共建築物や避難場
所等となる施設の耐震化を促進する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により利便性・快
適性を向上し、スマートな交通を実現する。 
・公衆無線 LAN サービスの維持、向上により、観光等での情報収
集・発信しやすい環境を整備する。 
・ICT 建機等を活用した効率的な産業を推進する。 

多分野への ICT 化の促進 
・地域と公立小松大学、第一地区コミュニティセ
ンターでのこまつ市民大学等との連携により、
地域を担う人材の育成を促進する。 
・地域主体の花壇づくりなどの取組を推進する。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

２ 

東部地域（第一・東陵） ４
東部丘陵地の緑豊かな自然や田園が調和し、新たな賑わい拠点と広域交通の高い利便性を活かした居住環境の充
実と快適性を図り、ゆとりある暮らしを実感できるまちづくりを進めます。
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地域の課題と主な整備方針 
 

 ・バスやタクシーなどの二次交通網を充実し、南加賀ターミナル駅（JR 小
松駅）とのアクセスの向上を図る。 

広域交通機能の充実と活用 

・既存集落周辺では開発の緩和により一定割合の宅地化を推進し、コミュ
ニティを維持・活性化する。 
・計画的に整備された住宅地は、空き家・空き地を有効活用しながら、将
来にわたって良好な居住環境の維持・保全を図る。 
・国府台や八里台、点在する集落と中心市街地や広域商業地を結ぶ公共交
通ネットワークを形成する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・東部産業振興団地における良好な地域環境の形成と、工業団地としての
機能の充実を図る。 
・（主）金沢小松線（加賀産業開発道路）の整備を促進する。 
・（主）小松辰口線の整備を促進する。 

こまつの魅力・活力を高める や都市基盤の整備

・地域の歴史・文化資源の保全を図るとともに、有効活用を図る。 
・遊泉寺銅山跡周辺では里山みらい館の建設、登山道や頂上整備等により
教育・レクリエーション活動の充実と活用促進を図る。 

定住と交流の増大

・東部丘陵地の緑豊かな景観や自然環境の保全、白山眺望景観に配慮した
土地利用の規制・誘導を図る。 
・桜生水周辺の環境保全を図る。 
・主要幹線道路の沿線では田園や丘陵地の緑に調和した良好な沿道景観の
創出を図る。 
・有害鳥獣を資源とするジビエ等を通じて都市住民等と関わる機会を得な
がら自然環境との共生を図る。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・梯川、鍋谷川等の河川改修を促進し、水害対策を図るとともに、親水空
間の整備を図る。 
・里地里山の保水力の維持・災害防止を推進する。 
・安全な避難場所や避難路の確保、狭隘道路の改善、公共建築物や避難場
所等となる施設の耐震化を促進する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により利便性・快
適性を向上し、スマートな交通を実現する。 
・公衆無線 LAN サービスの維持、向上により、観光等での情報収
集・発信しやすい環境を整備する。 

多分野への ICT 化の促進 
・地域と公立小松大学、こまつ市民大学等との連
携により、地域を担う人材の育成を促進する。 
・豊かな自然環境等の活用により、様々な交流等
の機会を創出する。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

２ 

国府・中海地域（国府・中海） ５ 律令制最後の加賀国府が置かれた歴史文化と遊泉寺銅山跡など産業資源を活用し、公共交通アクセス
の向上と地域コミュニティ活性化による里山とふれあい豊かに暮らせるまちづくりを進めます。 
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地域の課題と主な整備方針 
  
・地域に密着した鉄道の整備に向けて、新駅の設置を推進する。 
・バスやタクシーなどの二次交通網を充実し、南加賀ターミナル駅（JR 小松駅）とのアクセス
の向上を図る。 

広域交通機能の充実と活用 

・既成市街地における工業系土地利用は、周辺環境に十分に配慮し、適宜土地利用の純化に努
めるよう規制・誘導を図る。 
・空き家・空き地の活用により、まちなかに暮らしやすい環境を緩やかに誘導する。 
・バスの利用の促進を図る。 

暮らしや長寿社会への対応 

・地域南部の工業地では混在する住宅への影響を考慮しながら、地場産業の育成を図り、職住
近接の便利な環境の維持を図る。 
・主要幹線道路等では沿道サービス機能の立地の適正化を図る。 
・向本折地区では地域利便施設や周辺の住宅見込み地として、面的整備の熟度に応じた土地利
用を図る。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備 

・小松市民病院、小松運動公園、公立小松大学末広キャンパス周辺は医療・健康増進ゾーンと
しての機能の充実を図る。 
・学生等の若者や子育て世帯の定住基盤の整備を促進する。 
・木場潟ではカヌー競技専用コースの再整備、木場潟公園を健康増進や自然を活かした教育の
場として利活用を図る。 
・用途混在をできるだけ解消し、狭隘道路の改善や公園の配置により居住環境の向上を図る。 

定住と交流の増大

・前川沿線は、住民主体によるまちなみ景観のルールづくり等により維持・保全を図るととも
に、河川改修にあわせ歴史的雰囲気が漂う水辺景観づくりを推進する。 
・木場潟周辺の白山眺望景観の保全を図る。 
・効率的・効果的な処理を検討した汚水処理施設未整備区域の整備、戸別訪問、PR活動等によ
る接続向上を推進する。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・前川の河川改修等の雨水排水対策を促進する。 
・住宅密集地では安全な避難場所の確保や狭隘
道路の改善、建築物の耐震化等を促進する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により利便性・快適性を向上し、スマートな交
通を実現する。 
・公衆無線LANサービスの維持、向上により、観光等での情報収集・発信しやすい環境を整備する。
・ICT 活用による医療機関間での連携強化や高度医療の促進を図る。 

多分野への ICT 化の促進
・公立小松大学、こまつ市民大学等との連携
により、地域を担う人材の育成を促進する。 
・木場潟や前川での、市民との協働による水
質浄化や環境美化を継続する。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

２ 

向本折・今江地域（向本折・今江） ６
舟運で栄えた面影が美しい水郷や地域の歴史・文化資源の魅力向上を図り、住宅地や高度医療・
健康増進機能など多様な生活環境が調和する憩いとやすらぎのあるまちづくりを進めます。 
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地域の課題と主な整備方針 
  
・バスやタクシーなどの二次交通網を充実し、南加賀ターミナル駅（JR 小松駅）
や JR 粟津駅とのアクセスの向上を図る。 

広域交通機能の充実と活用 

・既存集落周辺では開発の緩和により一定割合の宅地化を推進し、コミュニティ
を維持・活性化する。 
・空き家・空き地の活用により、まちなかに暮らしやすい環境を緩やかに誘導す
る。 
・バスの利用の促進を図るとともに、集落等と小松駅や粟津駅等を結ぶ公共交通
のネットワークを形成する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・沖周辺地区では広域商業機能の立地促進、住宅地の整備を図るとともに、既成
市街地との連携による市全体の活力増進と賑わいの創出を目指す。 
・（都）幸八幡線の延伸区間の整備を促進する。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備 

・千木野団地や吉竹北部地区等の新たに整備された住宅地では、将来にわたって
良好な居住環境の維持・保全を図る。 
・木場潟公園東園地では、利用拡大と地域活性化の取組として、里山の魅力を活
かした公園整備を推進する。 

定住と交流の増大

・白山眺望景観保全地域では建築物等の高さや色彩等の規制・誘導し、眺望景観
を保全する。 
・有害鳥獣等への対策を図るとともに、東部丘陵地の緑豊かな景観や自然環境の
保全と共生を図る。 
・木場潟周辺集落の生活排水の浄化を推進し、効率的・効果的な汚水処理を検討
しながら整備を進める。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・調整池設置による流出低減や増補管の整備による雨水排水機
能の向上等、総合治水対策を推進する。 
・災害時の避難・救援拠点として道の駅こまつ木場潟や第１次
緊急輸送道路である国道８号の機能を強化する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により利便性・
快適性を向上し、スマートな交通を実現する。 
・公衆無線 LANサービスの維持、向上により、観光等での情報
収集・発信しやすい環境を整備する。 

多分野への ICT 化の促進
・公立小松大学、こまつ市民大学等との連携により、地域を担
う人材の育成を促進する。 
・ヨシ原再生、木場潟クリーン作戦など、市民と協働で取り組
んでいる活動の継続による水質浄化や環境美化を推進する。 

オールこまつの「共創」の意識

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

木場潟周辺地域（苗代・蓮代寺・木場） ７ 水郷木場潟や霊峰白山を望む、緑豊かな自然環境と田園などの景観を保全し、魅力ある里山里湖と
賑わいある良好な居住環境が共生するやすらぎのある生活を実感できるまちづくりを進めます。 
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地域の課題と主な整備方針 
  

・地域に密着する駅として、JR 粟津駅と南加賀ターミナル駅（JR 小松駅）への
アクセス向上を図る。 
・JR 粟津駅の機能強化および西側の開発を促進する。 

広域交通機能の充実と活用 

・既存集落周辺では開発の緩和により一定割合の宅地化を推進し、コミュニティ
を維持・活性化する。 
・空き家・空き地の有効活用の促進により、都市機能の緩やかな誘導と暮らしの
維持を図る。 
・鉄道やバスの利用の促進を図るとともに、集落等と粟津駅等を結ぶ公共交通の
ネットワークを形成する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・公立小松大学・粟津公園周辺では教育・スポーツの拠点として、施設・設備の
充実や学びの場としてふさわしい環境づくりを図る。 
・南部工業団地や串工業団地では周辺環境に十分配慮しつつ、施設誘致を推進
し、良好な工業地の形成を図る。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備

・粟津公園の施設更新や利用サービスの向上に努め、子育て世帯が集い楽しめる
環境の維持・充実を図る。 
・小松空港周辺では航空機の騒音対策を推進する。 

定住と交流の増大

・西部の松林、アカバの森、佐美山など特徴的な自然環境の保全と活用を図る。
・旧北国街道沿いの街並みや歴史的遺構の維持・保全に努める。 
・柴山承水路の排水機能の向上を図るとともに、親水空間整備を促進する。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・調整池設置による流出低減や増補管の整備による雨水排水機能の向上等、総合
治水対策を推進する。 
・安全な避難場所や避難路の確保、狭隘道路の改善、公共建築物等の耐震化を促
進する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により利便
性・快適性を向上し、スマートな交通を実現する。 
・公衆無線 LAN サービスの維持、向上により、観光等での
情報収集・発信しやすい環境を整備する。 

多分野への ICT 化の促進
・地域と公立小松大学、こまつ市民大学等との連
携により、地域を担う人材の育成を促進する。 
・地域主体の花壇づくりなどの取組を推進する。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

２ 

３ 

８

４ 

５ 

６ ７

御幸・月津地域（月津・串・日末）８
世界の第一線で活躍する企業の次世代につながるひとづくりと農業干拓地が広がる優良農地の保全を
図り、ものづくりの活力にあふれ、快適な暮らしと自然環境が融和するまちづくりを進めます。 
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地域の課題と主な整備方針 
  

・地域に密着する駅として、JR 粟津駅と南加賀ターミナル駅（JR 小松駅）へのアクセス
向上を図る。 
・JR 粟津駅の機能強化および西側の開発を促進する。 

広域交通機能の充実と活用 

・既成市街地の縁辺部の未利用地の積極的な活用、既成市街地と連たんする住宅地を形
成する。 
・空き家・空き地等の有効活用を促進する。 
・鉄道やバスの円滑な乗継等の利便性の高い公共交通のネットワークを形成する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・公立小松大学・粟津公園周辺では教育・産業・スポーツの拠点として、施設・設備の
充実や学び・ものづくりの場としてふさわしい環境づくりを図る。 
・矢田野工業団地は田園環境に十分配慮しつつ、良好な工業地の形成を図る。 
・国道８号（小松バイパス）及び国道 305 号の４車線化の整備促進を図る。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備 

・JR 粟津駅舎の改築、官民連携による未利用地の活用により、東西連絡機能の強化を図
るとともに、通行の安全性・快適性の向上と賑わい創出による交通拠点としての機能
強化を図る。 
・粟津駅周辺では、企業と大学が連携・交流したものづくりの促進による賑わいの創出
を図る。 
・地域南部に点在する観光・レクリエーション施設と周辺の粟津温泉等を有機的に連携
する観光ネットワーク化を推進する。 

定住と交流の増大

・市南部の玄関口にふさわしい、シンボリックで賑わいのある景観形成を図る。 
・国道 305 号沿線では、周辺環境と調和した沿道景観の形成による賑わいの向上を図る。
・有害鳥獣への対策の推進と東部丘陵地の緑豊かな景観や自然環境の保全・共生を促進
する。 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

・粟津川の河川改修や市民等の参画による総合治水対策を推進する。 
・生活道路の改善や建築物の不燃化・耐震化の推進による居住環境や防災性の向上を図る。
・こまつドーム及び周辺は、救援物資等の集積・配送等を迅速に行えるよう、緊急輸送
道路等の整備を推進する。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により
利便性・快適性を向上し、スマートな交通を実現する。
・公衆無線 LAN サービスの維持、向上により、教育・
観光等での情報収集・発信しやすい環境を整備する。

多分野への ICT 化の促進
・地域と公立小松大学、こまつ市民大学等との連
携により、地域を担う人材の育成を促進する。 
・市民や企業の参画を得て、木場潟の周囲の整
備した桜回廊を守り育てる。 

オールこまつの「共創」の意識 

１ 

３ 

４ 

５ 

６ ７ ８

２ 

符津・矢田野地域（符津・矢田野） ９
ものづくりビジネスやスポーツ、環境王国の玄関口である粟津駅の機能強化を図り、学びの力ともの
づくり、南部エリアの拠点性を活かした多くの人々が交流する賑わいあふれるまちづくりを進めます。 
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地域の課題と主な整備方針 
 

・国際化による市内観光増加を見据え、バスやタクシーなどの二次交通網を充
実し、小松空港や南加賀ターミナル駅（JR 小松駅）、JR 粟津駅とのアクセスの
向上を図る。 

広域交通機能の充実と活用 

・空き家・空き地の有効活用、既存集落周辺では開発の緩和により一定割合の宅
地化を推進し、コミュニティを維持・活性化する。 
・バスの利用の促進を図るとともに、集落等と JR 粟津駅等を結ぶ公共交通のネ
ットワークを形成する。 

暮らしや長寿社会への対応 

・温泉地の魅力再生と活性化に向けた交流広場等の整備や安全で快適に歩ける
散策環境の整備による温泉街の魅力強化を図る。 
・導入路となる都市計画道路の整備推進を図る。 

こまつの魅力・活力を高める土地利用や都市基盤の整備

・住宅地内の狭隘道路の改善や通学路における歩道の設置による安全対策を推
進する。 
・多言語対応の案内サインの設置や観光施設のネットワーク化による周遊性の
向上を図る。 

定住と交流の増大

・無電柱化の推進や住民主体によるまちなみ景観のルールづくりにより、風情
ある温泉街の景観づくりを推進する。 
・有害鳥獣等を資源とするジビエ等を通じて都市住民等の関わる機会を得なが
ら、東部丘陵地の緑豊かな景観や自然環境の保全と共生を図る 

自然環境との共生、地域特性を活かした景観の創出

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

粟津・那谷地域（粟津・那谷） 

・安全な避難場所や避難路の確保、狭隘道路の改善、土砂
災害防止施策を推進する。 
・温泉街の宿泊施設等と連携した緊急時の避難救護体制を
確立する等の防災性の向上を図る。 

災害に強い安全な都市空間の形成 
・ICT を活用したバス運行情報システムの導入等により利便性・快
適性を向上し、スマートな交通を実現する。 
・公衆無線 LAN サービスの維持、向上により、観光等での情報収
集・発信しやすい環境の整備により周遊の利便性の向上を図る。

多分野への ICT 化の促進
・地域と公立小松大学、こまつ市民大学等との連携により、地
域を担う人材の育成を促進する。 
・地域住民との共創による温泉街の景観づくりや観光イベント
を推進する。 

オールこまつの「共創」の意識６ ７ ８

10 奥の細道ゆかりの寺社や山かげの御殿湯など歴史が息づく観光資源の魅力と回遊性を強化し、住む
人・訪れる人が心地よさを共有できる、温泉と歴史、自然にふれるまちづくりを進めます。 
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実現化方策 

共 創

・住民相互の親睦と連携 
・地域の伝統文化の継承 
・次世代への担い手の育成 
・地域協議会の設立 

・地域活動への参加、地域社
会との調和 
・地域活動や社会貢献活動し
やすい環境の整備 

・専門性、柔軟性を発揮した 
地域課題の解決 
・個人の自己表現や社会参画
の機会の提供 
・市民活動の促進・拡大 
・NPO法人の設立など 
組織の基盤強化 

・市民協働の機会の提供 
・市民協働の考え方や方針の
周知 
・多様な市民が主役となるま
ちづくりの支援 

 

市民と協働して共創によるまちづくりを進めるには、市民一人ひとりが互いに尊重し、認め合い、自分たちがまちづくりの主役であるという認識と自覚
を持ち、自らまちづくりに参加・参画していくことが大切です。 

自らができることで一人ひとりが集まり、みんなで活動することで、より効果的に市民協働・共創によるまちづくりを進めることができます。 

■ 共創によるまちづくり 

まちづくりの担い手の育成の支援 

・小松市・金沢大学ＳＤＧｓプラットフォーム（仮称）な
ど、大学や企業等と連携した教育プログラムの創設など
による、まちづくりの担い手の育成 

条例や各種支援制度等の制定・活用 

・条例による地域のまちづくりなどを推進するための体
制づくり 
・地域のまちづくりアドバイザーの派遣制度などによる
きめ細かなまちづくりの支援 

民間活力の有効活用 

・まちづくり会社等との協働や、取組への支援による賑わ
いの創出 
・公園・緑地の民間活用のルール化による、多様な市民ニ
ーズに対応できる事業の推進 

専門家の組織化 

・様々なまちづくりの推進（空き家対策など）に向けた専
門家の組織化 

取組 1

取組２

取組３

取組４

 地域コミュニティ  事 業 者  

 市民活動団体  行  政 

具体的な取組 
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Ｃ：進捗の検証、成果の把握

 

 

 

Ａ：計画・事業の見直し 
（都市計画審議会へ諮問） 

 

2019 年 
Ｐ：計画策定 

2025 年（短期目標） 
北陸新幹線小松開業後 

  2030 年（中間目標） 
概ね 10 年後 

2040 年 
概ね 20 年後 

2035 年 
 

新たなまちづくりのビジョン 

Ｃ：各まちづくりの分野における計画と連動した指標の設定による進捗の検証、成果の把握（関係課との連携） 
【立地適正化計画、小松市地域公共交通構想、小松市緑の基本計画 など】

 

実現化にあたっては、本計画と各まちづくりの分野の計画及び事業を一体的・
総合的に進めて行くことが重要であり、掲げている基本目標の達成状況がより分
かりやすいように、６つの基本目標ごとに関連する指標を設定して進捗管理を行
います。 

このため、各関係課が所管する計画・事業の達成が基本目標の実現に結びつく
ように評価項目と実現度指標、目標値を設定し、共有します。それらを関係課で
構成する庁内組織や外部委員による都市計画審議会等で評価・検証する体制を整
え、ＰＤＣＡサイクルにより、着実な推進を目指します。 

■ 都市計画マスタープランの管理と見直し

■問い合わせ 小松市都市創造部まちデザイン課 〒923-8650 石川県小松市小馬出町 91番地 TEL / 0761-24-8100 FAX/0761-24-8189 

P

D

C

Plan：全体構想、地域別構想等の立案 

Do：各分野の施策や事業の実施 

Check：関係課と連携した進捗の検証、成果の把握 

A Act：関連計画の進捗、成果を踏まえた計画・事業の見直し 

関連計画 

都市マス 

上位構想 NEXT10 年ビジョン

北陸新幹線開業に向けた事業

Ｐ：立案、Ｄ：新たな各分野の施策や事業の実施 Ｄ：各分野の施策や事業の実施 
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