
１．国の大型補正予算を積極的に活用 １．骨格予算として編成

　ＪＲ小松駅東西プロジェクトなど，まちづくりを一段とスピードアップ
２．福祉,医療,教育,くらしの充実，人材育成などについては,継続して計上

(1)国の緊急経済対策に素早く対応した補正予算編成

(2)地域の元気臨時交付金や有利な市債を活用し， まちづくり継続型予算の規模 (単位：百万円･％)

   財政負担を縮減

２．財政健全化に向けて，将来負担を軽減

市債の繰上償還を実施（一般会計,公営企業会計：9億3,500万円余）

3月補正予算額：一般会計 37億63万2千円　    全会計 54億2,674万5千円 当初予算額 　　　：一般会計 372億7,000万円　 　全会計 873億8,260万円

H24予算累計額：一般会計 464億5,110万8千円　全会計 987億3,785万2千円 3月補正＋当初予算：一般会計 409億7,063万2千円　全会計 928億934万5千円

1 大交流時代に成長するたくましい・おもしろいまちへ (2)まちの防災力をアップ

(1)ＪＲ小松駅東西プロジェクトによる一大交流拠点づくり 公共下水道事業 ……………………………

(仮称)科学交流館整備費 ……………………… 橋りょう改修等整備費 ……………………

こまつ曳山交流館整備費 ……………………… 農業集落排水施設機能強化…………………

歴史文化回廊整備費 ………………………… (3)快適な生活環境を実現

(2)スポーツ・文化施設の機能充実 島田蛭川線整備費 ……………………………

末広陸上競技場周辺整備費 ………………… 道路整備費 …………………………………

公会堂施設改修費 ………………………… 消雪施設整備費 ……………………………

2 家族３代が笑顔で暮らすここちよいまちへ 3 経営風土改革を実行

(1)子どもたちのために (1)将来負担を軽減

保育所等耐震診断促進費 ………………… 市債の繰上償還    一般会計(400,000)，水道事業会計(185,662)，病院事業会計(349,836)

通学路整備費 ………………………………
【市債改善額の累計】

板津中学校リニューアル費 …………………

改善額累計

区 分

(単位：億円)

△ 79

H21末

－ △ 19

H23末 H24末見込 H25末見込

平成24年度 3月補正・平成25年度当初予算案の概要

まちづくりを切れ目なくスピードを上げて実行　《 まちづくり継続型予算　3月補正 ＋ 当初予算 ＋ 6月補正 》

全 会 計 1,434 1,415

40,000

井戸更新2カ所,散水管新設1カ所 55,000

H22末

1,370

△ 64

1,355

側溝改修 19カ所

1,385

△ 49

太陽光発電設備 20Kw 29,000

管渠整備,耐震化 400,000

設計6橋,工事4橋 142,200

波佐谷地区 72,000

用地費,補償費,改良工事 L=146m 56,700

外構工事 179,000

大ホール天井材改修 67,000

2カ所 1,776

側溝改修3カ所,道路改修1カ所 10,000

継続型予算
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H25予定の前倒し 1,908,500

3,701 

5,427 92,205 

41,582 一般会計

全 会 計

H25予定の前倒し 209,200

東町ほか　L=210m 23,500

△10.4

△5.2

３月補正予算案の概要 
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・  国補正予算の活用:全会計 3,429,804千円(うち一般会計 2,947,804千円) ・   国予備費の活用:一般会計 126,100千円 補 予 

[参考] 

補 補 

予 



Ⅰ　基本的な方針

(1) 骨格予算として編成

  ・義務的経費(人件費･扶助費･公債費),施設の維持管理費,一般行政経費は，年間所要額を確保

  ・新規事業･新規施策については,原則,年度当初からの実施が不可欠な事業に限り計上

　・国・県の補助事業として継続実施中のものは,補助内示予定額を計上

　・道路・都市排水路などの枠的単独事業については,年間予定額の60％程度を計上

　・県営事業負担金などについては,年間予定額の50％程度を計上

Ⅱ　主な施策の概要　　［　　:新規］［　　：事業本格実施･制度拡充］
(単位：千円)

1  大交流時代に成長するたくましい・おもしろいまちへ

(1)ＪＲ小松駅東西プロジェクトによる一大交流拠点づくり

こまつ曳山交流館管理運営費 ………………………………………………　　5/1(水)開館 27,200

(仮称)科学交流館オペレーション準備費 ……開館準備,プレ･イベント実施 19,300

ｅ－バス・ｅ－まちプロジェクト推進費………ＥＶバス運行 5,000

(2)「世界が近い」～国際交流を拡大～

台湾との交流を促進

　　台湾彰化市訪問団受入費 ……………………5月予定 1,500

　　台湾文化交流費 ………………………………………………小松－台北便デイリー化記念 1,200

ローズガーデン整備費 ……………………………小松･ビルボールド姉妹都市40周年記念 20,800

小松・ビルボールド青少年交流費 …………中高生受入　8月下旬予定 1,000

小松・ゲイツヘッド友好の翼交流費 ………中高生派遣　7月下旬予定 1,600

(3)地域ブランドを国内外に発信

｢空の駅｣管理運営費 ………………………………………………地域資源のプロモーション 9,930

全国産業観光フォーラム開催費 …………………11/21(木)～22(金) 2,000

歴史文化と伝統で多くの人々を魅了

　加賀赤絵展開催費 ………………………………4/6(土)～5/26(日) 5,000

　全国子供歌舞伎フェスティバル開催費 …………第15回　5/4(土)～5(日) 14,500

　お旅まつり開催費 ………………………………………………5/10(金)～13(月),曳揃え 5/11(土) 29,900

　歌舞伎市開催費 ………………………………………………５月,10月 3,500

　｢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など 1,000

当初予算案の概要 
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美しい自然や景観で人々の心を豊かに

　里山自然学校こまつ滝ヶ原活動費 …………里山生き物調査塾ほか７塾 4,900

　里山自然学校大杉みどりの里活動費 …………自然体験活動,大杉雪まつりなど 1,910

　全国さくらシンポジウム開催費 ………………………………………………4/11(木)～12(金) 1,000

　木場潟花の彩り整備費 …………………………西園地周辺 1,000

2 こまつの底力は,「ものづくり」

(1)環境王国こまつ・６次産業化で付加価値アップ

環境王国プロジェクト推進費 ………………米･食味コンクール,季刊誌発行 3,200

環境王国ひとづくり支援費 …………………    県立大学受講費支援 1,000

６次産業推進費 ………………………………………………商品開発 5,000

地域産材利用促進奨励費 ………………………　  地元産材を使用した住宅建築･改修助成 25,000

農地集積推進費 …………………………………経営転換,青年就農支援,農地集積促進 35,700

林業専用道開設費 ………………………………木材搬出用 130,000

(2)ものづくり人材の育成

ものづくり人材スキルアップ支援費 …………社会人教育プログラム受講支援 892

イノベーション人材育成支援費 ……………北陸先端大など講座受講支援 650

経営・技能継承支援費 ………………………中小企業大学「経営者管理講座」受講支援 1,279

女性起業サポート費 …………………………起業･経営講座受講支援,ｲﾍﾞﾝﾄ出店助成 3,300

「こまつの技」継承支援費 …………………地域産業の技術継承支援 1,080

(3)新産業の創出･高度化

小松ブランド新製品等開発支援費 …………成長分野のブランド認定，販路拡大支援 3,000

産業間連携等支援費 ……………………………異業種連携による商品開発支援 1,000

産学官コラボレーションプロジェクト支援費

……… 大学との連携による新商品開発研究支援 4,000

(4)西南部工業団地間の物流交通網を整備

佐美串線 …………………………………………橋りょう整備,改良舗装工事 268,000
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3　家族３代が笑顔で暮らすここちよいまちへ

(1)生まれ育つ環境を充実

発達支援費 ……………………………………こども教育相談･発達支援センター運営 13,850

小児医療費 ………………………………………０歳～中学校修了前 211,000

私立幼稚園就園奨励費補助金 ……………………………………………　　小3までの第3子無料分を含む 52,000

看護師配置促進費 ……………………………幼稚園,私･公立保育所 28,200

わくわくサイエンス推進費 ……………………幼稚園１カ所,私立保７カ所,公立保２カ所 3,100

予防接種費 ………………………………………………ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ,子宮頸がん,ﾋﾌﾞ,肺炎球菌など 264,000

(2)教育環境を充実

第一小学校改築費 ………………………………………………解体工事,外構工事 161,600

芦城小学校講堂改築費 ………………………………………………本体工事,外構工事 345,400

符津小学校給食室改修費 ………………………改修,増築工事 32,800

小学校プール改修費 ………………………………………………稚松,犬丸,金野,波佐谷 18,000

中学校プール改修費 ………………………………………………南部,中海,松東,安宅 22,800

小学校体育館リニューアル費 ………………………………………………日末小 9,000

中学校体育館リニューアル費 ………………………………………………南部中 12,000

市立高校改修費 …………………………………第一体育館窓取替工事 5,700

(3)国際化時代に対応した人材育成

高等教育機関連携推進費 …………………………金沢大学,北陸先端大など 2,210

理科教育推進費 ………………………………全小学校 理科支援員配置 5,100

理科教材充実費 …………………………………小中学校教材,中学校デジタル教科書購入 6,000

(4)文化の継承

歌舞伎のまちこまつ人材育成費 ………………こまつ歌舞伎未来塾，合同発表会開催 7,750

郷土芸能人材育成支援費 ………………………地域民俗芸能継承への人材育成支援 3,000

宮本三郎記念デッサン大賞展開催費 ………………………………………………9/28(土)～11/4(月) 6,300

(5)まちの防災力をアップ

防災行政無線整備費 ………………………………………………デジタル簡易無線 工事(11町),設計(56町) 68,000

　　　　 　　  　［債務負担行為　　  　　244,000］

水道事業会計 ………………………………… 旭台配水池改築工事 220,000

防災体制強化費 …………………………………備蓄品購入 4,600

地域で守る長寿防火推進費 ……………………連動型火災警報機設置助成 800

拡 



(6)消防機能を強化

救助工作車購入費 ………………………………………………中消防署配備(更新) 88,400

消防ポンプ車購入費 ………………………………………………第７分団配備(更新) 14,750

中消防署西出張所整備費 ………………………………………………救急車配備に向けた改修 12,500

(7)快適な生活環境を整備

街路・幹線道路の整備

　打木粟津線 ………………………………………改良工事　L=205m 23,500

　島田蛭川線 ………………………………………改良工事  L=35m 3,800

　北浅井沖町線 ………………………………………用地費,補償費,改良工事  L=700m 103,500

　幸八幡線（若杉工区） ………………………………………………改良工事 L=160m 40,500

市単独道路整備

　通学路整備費 ……………………………………区画線,側溝改築 12,000

　観光道路,都市排水路,道路改良舗装,町内道路舗装補助 332,000

(8)エコ生活を推進

熱回収施設建設推進費 ………………………………………………アドバイザリー委託,ストックヤード整備 69,900

　　　　  　　　　［債務負担行為    　　　18,000］

こまつごみダイエット作戦費 …………………町内会リサイクル拠点設置助成など 14,500

住宅用太陽光発電設置助成費 …………………設置助成 200件  限度額 50,000円 10,000

街路灯ＬＥＤ化推進費 …………………………街路灯,防犯灯 20,000

公共下水道事業 …………………………………管渠整備,耐震化,ポンプ増設(松陽) 1,429,234


