
主な施策の概要 (単位：千円)

１ 子どもたち，みんなの夢のために

(1) もっと全国トップレベルの出産･子育てしやすいまちに

保育料の引下げ ………………………………………………中間所得者層について月4,000～5,000円減額  (△90,000)
(H26年7月～)

こども医療費 ……………………………………………… 263,700

予防接種費 ……………………………………………… 277,800

幼稚園就園奨励補助金 ……………………………………………… 58,000

不妊治療支援費，不育治療支援費 ………………………………………………(不妊)10万円/回，(不育)30万円/年間　 18,100

妊産婦・乳児健康管理費 ………………………………………………妊婦健診(14回まで自己負担なし)等 102,000

子育てママ支援費 ………………………………………………未成年･未熟児母親への特別支援等 1,000

放課後児童クラブ施設整備費 ………………………………………………稚松小,荒屋小,今江小 58,100

子育て世帯臨時特例給付金 ………………………………………………消費税率改定に伴い 子育て世帯へ給付 137,000

(2) 子どもたちが夢を描き成長できる環境づくり

わくわくサイエンス推進費………………………………………………自然体験，科学体験教室開催 2,500

こどもおしごとたいけん活動費 ………………………………………………参加者･協力企業増 1,500

授業支援費 ………………………………………………きめ細かな指導のための教員配置ほか 24,330

特別支援教育支援員配置費 ………………………………………………37名→40名 52,103

学校・家庭・地域連携推進費 ………………………………………………土曜日の教育活動 モデル実施ほか 720

ＩＣＴ教育環境整備費 ………………………………………………タブレット型パソコン,液晶モニター等購入 47,104

小学校芝生整備費 ………………………………………………蓮代寺小,国府小 9,300

中学校プール改修費 ………………………………………………丸内中,松陽中,御幸中,中海中,板津中 54,100

(3) 女性の活躍を応援

育児・介護休業取得支援費 ………………………………………………助成額の上限拡大，職場復帰支援の充実 1,540

ワーク・ライフ・バランス推進奨励費 ………………………………………………評価項目の見直しと支援拡充 220

女性起業サポート費 ………………………………………………ﾁｬﾚﾝｼﾞ塾とその後のｻﾎﾟｰﾄ強化,経営者向け講座 2,600

自己負担額の軽減 (H26年7月～)

　３歳～未就学児　 500円/月→なし

　小学生～18歳　 1,000円/月→500円/月

第２子以降の保護者負担軽減

成長 



２ 安心で楽しくスマートな住みよいまちに

(1) 身近で安心の医療・福祉・防災

防災行政無線整備費 ………………………………………………各家庭に受信機設置(H26 11町内,H27 59町内) 421,000

  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　342,000]

防災体制強化費 ………………………………………………避難所備蓄品の充実(食糧,発電機等) 11,200

自主防災組織育成費 ………………………………………………合同訓練実施への助成加算，Ｓランク設定 4,000

浸水対策関連 ………………………………………………石橋川･九竜橋川排水路整備,ポンプ増設設計等 395,000

消防救急デジタル無線整備費 ………………………………………………実施設計 4,000

高規格救急車購入費 ………………………………………………１台購入 31,000

消防団等運営費 ………………………………………………分団運営交付金の拡充 5,220

消防ポンプ車購入費 ………………………………………………那谷分団配備 16,000

こまつふれあい支援センター運営費 ………………………………………………生活･就労等への相談･支援 7,000

安心生活ネットワーク費 ………………………………………………引きこもり･閉じこもり等への相談･支援 16,000

臨時福祉給付金 ………………………………………………消費税率改定に伴い 市民税非課税の方へ給付 264,000

(2) エンジョイ・スマートライフを応援

ロコモティブシンドローム対策費 ………………………………………………大学との連携による新しい健脚体操等 2,310

認知症施策総合推進費 ………………………………………………地域支援推進員配置，顔の見える連絡会新設等 6,741

介護予防事業費(一次･二次予防) ………………………………………………元気な高齢者･要介護リスクのある方への支援 44,100

湯ったりシニアふれあい入浴費 ………………………………………………入浴券からパスポートへ変更 6,720

こまつごみダイエット作戦事業費 ………………………………………………剪定枝ﾘｻｲｸﾙ，ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ設置支援ほか 18,000

地域公共交通推進費 ………………………………………………市内循環線こまち,木場潟回遊線拡充 17,200

地域ＩＣＴ推進費 ………………………………………………携帯電話不感地域解消，公衆無線ＬＡＮ整備 47,000

学習等供用施設建設費 ………………………………………………新築(今江中央)，改修(上本折,佐美)等 145,000

 　 　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　142,000]

読書教育推進費 ………………………………………………学校図書館の地域開放拡大等 3,600

定住促進費 ………………………………………………３世代家族住宅建築への支援拡充等 50,000

飛行場周辺地区定住促進費 ………………………………………………騒音区域内個人住宅新築への支援 30,000

くらし 



３ 第66回全国植樹祭に向けて　～豊かな自然と美しい景観を未来に～

(1) 水郷「木場潟」を全国に誇る景勝地に　－100万人構想－

木場潟周辺の道路整備費 ………………………………………………木場潟公園線,今江三谷バイパス線ほか 272,300

木場潟周辺自然環境調査費 ………………………………………………　資源調査，産学民官協働での水質浄化実験 6,800

第６６回全国植樹祭準備費 ………………………………………………　プレイベント開催,会場周辺景観整備等 8,000

スマイル木場潟開催費 ………………………………………………　木場潟を囲む１万人の輪 4,000

緑の少年団育成費 ………………………………………………活動の充実 5,000

(2) 「環境王国」の特色ある自然資源を活かした地域づくり

里山自然学校こまつ滝ヶ原環境整備費 ………………………………………………旧滝ヶ原保育所改修 17,000

環境王国こまつ里山資源活用推進費 ………………………………………………こまつSATOYAMA協議会活動支援ほか 9,010

憩いの森おもてなしイメージアップ費 ………………………………………………遊歩道整備,駐車場舗装改修等 14,000

古民家再生･活用モデル事業費 ………………………………………………地域交流拠点整備への支援 25,000

(3) フローラルこまつ ～花･水･樹～

フローラルこまつ～花･水･樹～推進費 ………………………………………………　市民総がかりの花いっぱい運動 17,000

木場潟花の彩り整備費 ………………………………………………菜の花,コスモス等季節の花で彩り 2,000

花と緑の推進費 ………………………………………………　花と緑フェスティバル,藤見の会等 3,800

芦城公園四季の花物語費 ………………………………………………藤棚増設,ライトアップ等 700

(4) グッドマナーこまつ  ～マナーはやさしさ～

グッドマナーこまつ推進費 ……………………………………………… 2,000

We enjoy ECO!! 推進費 ……………………………………………わがまち美化ピカ隊等 市民協働での取組み 2,400

国際都市こまつ Welcome 費 ………………………………………………　　 3,000

おもてなし力の向上，交通マナーアップ，

美しいまちづくり

交通機関･ホテル等のおもてなしマニュアル作成

４カ国語対応リーフレット作成

進化 



４ 歴史ある伝統文化を活かし，新しい小松文化を創造

(1) 曳山250年。「歌舞伎のまち」を次の時代に

お旅まつり開催費 ………………………………………………　5月9日～12日，上演町 八日市町,寺町 29,600

全国子供歌舞伎フェスティバル開催費 ………………………………………………　 14,500

歌舞伎のまちこまつ人材育成費 ………………………………………………　こまつ歌舞伎未来塾支援 7,750

歌舞伎のまち小松推進費 ………………………………………………子供歌舞伎台湾公演，歌舞伎講座ほか 6,500

伝統産業等振興費 ………………………………………………九谷焼等の振興支援 2,300

「おくのほそ道」のこまつ推進費 ………………………………………………　ビジュアル俳句コンテスト等 1,000

重要文化財保存修理費 ………………………………………………那谷寺書院･庫裏ほか 5,950

龍助町西町無電柱化調査費 ………………………………………………道路概略設計 1,000

５ 北陸の成長を引っぱるターミナルに

(1) 北陸のハブ「小松空港」の機能強化

航空プラザ魅力アップ費 ………………………………………………シミュレータ等リニューアル 19,600

空の駅・空カフェ運営 ………………………………………………こまつの食･物産･観光情報を発信 13,300

(2) 人・モノ・文化が交差する南加賀のターミナル「ＪＲ小松駅」

北陸新幹線建設推進費 ………………………………………………金沢以西 建設負担金 16,200

(3) 南部の交流拠点「ＪＲ粟津駅」周辺の整備促進

粟津駅西地区周辺整備費 ………………………………………………区画整理に伴う道路･水路整備 75,500

粟津駅東地区周辺整備費 ………………………………………………粟津駅前大通り線 道路美装等 23,700

5月4日～5日，
　福島県南会津町,群馬県みなかみ町

進化 

発展 



６ 小松市 2020 Spirit ＆ Movement　～東京オリンピック･パラリンピック開催決定を機に～

(1) 国内外で躍動するアスリートを育成

選手育成強化費 ………………………………………………アスリートの育成 11,000

市内コンベンション開催支援費 ………………………………………………誘致協力団体への支援，地元競技者との交流 5,500

ＮＴＣカヌー拠点強化費 ………………………………………………　トレーニング機能の充実 8,900

地区体育館耐震化推進費 ………………………………………………　西部･南部地区体育館 160,000

(2) 北陸で際立つ国際都市に

小松・ビルボールド姉妹都市４０周年記念事業開催費
 　　 　　　　　　　　　　　………………………………………………　相互寄贈庭園オープニング式典など 6,800

国際都市こまつ Welcome 費(再掲) ………………………………………………　　 3,000

こまつグローバルゼミナール推進費 ………………………………………………　留学生等による国際理解教育(ｷｯｽﾞ･ｼﾆｱｺｰｽ増設) 1,500

７ もっとたくましい「ものづくり」のまちへ

(1) 全国の模範となる農林水産業に

こまつ・アグリウエイプロジェクト推進費

 　　　　　　　　　　　　 　………………………………………………６次産業化商品開発 24,000

環境王国こまつプロジェクト推進費 ………………………………………………品評会,ブランド認定による販促支援等 4,400

ふるさとの食と味推進費 ………………………………………………観光地や宿泊施設等での６次産業化商品等販促 1,700

環境王国ひとづくり支援費 ………………………………………………大学就学･就農･資格取得等への支援 1,000

林道熊谷線･北谷線開設費 ………………………………………………西俣町地内,大杉町地内 95,000

(2) バランスのとれた産業都市へ

経営モデルチェンジ支援費 ………………………………………………新ビジネス･省エネ化などの取組支援 10,000

産業競争力強化費 ………………………………………………共同研究･新製品開発･海外販路開拓支援等 7,000

新産業団地基本調査費 ………………………………………………正蓮寺エリア 5,000

交通機関･ホテル等のおもてなしマニュアル作成

４カ国語対応リーフレット作成

躍動 

産業 



こまつビジネス創造プラザ管理運営費

　　　　　　　　　　　　 　 ………………………………………………産業振興支援員配置，セミナー開催等 8,300

産業人材育成費 ………………………………………………経営管理者･技術者･後継者等育成支援 6,814

基地周辺道路整備費(佐美串線) ………………………………………………橋梁整備，道路改良舗装 228,000

  　　　　 　 　　　       　 　[債務負担行為　266,300]

乗りもののまちプロモーション費 ………………………………………………乗りものフェスティバル開催ほか 7,000

８ まちづくりに魂を込める行政へ

(1) 市民から評価される市役所づくり

Ｎｅｘｔ１０年ビジョン策定費 ………………………………………………次の10年に向けたビジョン策定 3,000

社会保障・税番号制度推進費 ………………………………………………マイナンバー制度導入に向けたシステム改修 60,000

納税方法拡大費(コンビニ活用) ………………………………………………　市税コンビニ支払い開始(H26.4月～) 2,500

コンビニ交付推進費 ………………………………………………証明書(住民票等)コンビニ発行システムの構築 22,000

文書管理システム更新 ………………………………………………　事務処理スピード向上，ペーパーレスの推進 5,000

３Ｄ－ＣＡＤ活用推進費 …………………………………………３Ｄモデル活用による設計 2,200

(2) その他

特別職人件費 ………………………………………………市長 △10％，副市長 △5％，教育長 △3％ △ 2,620

(3) 安心の財政基盤へ

市債残高の推移

利子償還額の推移

改革 

(単位：億円)

区 分 H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末見込 H26末見込

全会計 1,434 1,434 1,415 1,385 1,368 1,354 1,328 

改善額 － 0 △ 19 △ 30 △ 17 △ 14 △ 26 

改善累計額 － － △ 19 △ 49 △ 66 △ 80 △ 106 

(単位：億円)

区 分 H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末見込 H26末見込

全会計 30.0 28.8 27.4 26.1 23.4 23.1 22.1 

改善額 － △ 1.2 △ 1.4 △ 1.3 △ 2.7 △ 0.3 △ 1.0 

改善累計額 － － △ 2.6 △ 3.9 △ 6.6 △ 6.9 △ 7.9 


