
主な施策の概要 (単位：千円)

　［ 

１ 人生100年時代を見据えたひとづくり

(1) 地方創生！新しい若者の流れを生み出す

公立小松大学施設整備費 ………………………………………………末広ｷｬﾝﾊﾟｽ増改築･粟津ｷｬﾝﾊﾟｽ改修 685,300

[債務負担行為 　700,000]

公立小松大学運営費 ………………………………………………運営費交付金(地方交付税＋入学料) 751,200

(2) 子どもたちの夢とまちのビジョンを育む

国際交流 ………………………………………………ｹﾞｲﾂﾍｯﾄﾞ市･ｱﾝｶﾞﾙｽｸ市･彰化市相互交流 7,100

松東みどり学園整備費 ……………………………………………… 35,000

英語力向上費 ………………………………………………ＡＬＴ全中学校配置(５→10人) 49,700

プログラミング教育推進費 ………………………………………………2020年プログラミング教育必修化 1,000

小･中学校グラウンド改修費 ………………………………………………中海小芝生化,板津中ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ土壌改良 21,000

学校給食運営費 ………………………………………………民間委託推進 ６→10校 212,000

高大連携推進費(市立高校) ………………………………………………連携による教育レベルの向上 650

ひととものづくり科学館　　 …………………………
　　　　　　　魅力アップ費 33,500

(3) ふるさと，国際舞台で躍動するアスリート

桜木体育館改修費 ……………………………………………… 260,000

親水スポーツ公園整備費 ……………………………………………… 333,600

スキー場整備費 ………………………………………………第４リフト更新(ｼﾝｸﾞﾙ→ﾍﾟｱ) 15,500

[債務負担行為 　270,000]

(地方創生推進交付金活用)

2021年4月の義務教育学校をめざした
実施設計等

(公立)だいいち,あおぞら

大規模改修(床･ﾄｲﾚ･空調･ｼｬﾜｰ室等)
2019年明け供用開始予定

共同艇庫棟･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ棟･備品等整備
2019年4月供用開始予定

153,000

AI搭載ロボット導入,宇宙展示充実

認定こども園･保育所施設整備 ………………………………………………
(私立)中海,今江,粟津,南陽
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(4) 幼児からシニアまで多様な学びと新たなチャレンジ

こまつ市民大学運営費 ……………………………………………… 8,000

まちづくり市民財団管理運営費 ………………………………………………

芦城センター改修費 ………………………………………………実施設計(空調･EV改修,LED化) 10,000

２ 2020年,2023年に向けて　北陸のダントツのまちへ

(1) 人びとと文化が行き交う南加賀のターミナルへ

南加賀ターミナル機能強化調査費 ………………………………………………小松駅の利用ニーズ,動線調査･分析 3,000

小松･能美鉄道利用連携推進費 ………………………………………………駅･空港の交通ネットワーク強化 4,500

北国街道無電柱化整備費 ………………………………………………

８２０ステーション，
町家ハウスRyusuke管理運営費 ……………………………………………… 7,200

(2) まちの成長を支え，人びとが集まるまちへ

市内コンベンション開催支援費 ……………………………………………… 6,000

(仮称)粟津温泉交流広場整備費 ………………………………………………広場･トイレ等整備工事 155,000

粟津駅東地区周辺整備費 ………………………………………………駐輪場(75台)屋根設置,照明設備 9,500

明峰駅周辺整備費 ………………………………………………トイレ･駐輪場･照明LED化(開設30周年) 30,000

幸八幡線整備費 ………………………………………………用地費(3,284㎡),補償費 200,000

フローラルこまつ推進費 ……………………………………………… 29,500

基地周辺道路整備費 ……………………………………………… 183,000

定住促進費 ……………………………………………… 70,000

飛行場周辺地区定住促進費 ……………………………………………… 50,000

用地･補償費･電線管工事費(龍助町～西町) 90,000

騒音区域の新築住宅への助成

勝利と笑顔のローズガーデン整備,
芦城公園藤棚増設等

｢ようこそ小松｣定住促進
住まいる小松等奨励金 など

消雪施設･道路舗装
(防衛8条補助金活用)

2018年秋開校(ｽﾎﾟｰﾂ･文化の振興,地域ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ活性化)(地方創生推進交付金活用)

市民共創に向けた体制支援(運営費補助)   95,862

小松駅･周辺施設利用者の集いの場
学生と市民の交流の場
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３ 温故知新　先人に学び,感謝　そして未来へ

北前船歴史文化発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ費 ………………………………………………日本遺産に追加認定申請中 3,400

遊泉寺銅山跡整備費 ……………………………………………… 126,000

九谷ｾﾗﾐｯｸ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ整備費 ……………………………………………… 70,000

観光ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力･誘客推進費 ………………………………………………粟津温泉開湯1300年祭等 25,365

こまつ五彩ブランド推進費 ……………………………………………… 7,300

勧進帳のふるさと安宅の関整備費 ………………………………………………安宅の関エリア整備実施設計 5,000

八日市地方遺跡ならびに
　　　　　　　石の文化調査費 ……………………………………………… 11,500

鉄製ヤリガンナ関連
　　　　　シンポジウム開催費 ……………………………………………… 2,000

明治150年特別展
　　　　｢工芸の冒険展｣開催費 ……………………………………………… 3,100

４ 大交流時代,新たなライフスタイル･ビジネスの創造

(1) 新たなライフスタイルの創造

Wi-Fiスポット整備費 ………………………………………………

納税環境充実費 ……………………………………………… 4,400

社会保障･税番号管理費 ……………………………………………… 36,782

(2) 新たなビジネスの創造

グローバルチャレンジ推進費 ………………………………………………海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ，ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ商談会支援 2,900

ジビエ倍増モデル整備費 ………………………………………………獣肉加工施設用地費,地域おこし協力隊 13,000

環境王国こまつﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進費 ………………………………………………地元産品の海外PR,ムスリム対応 3,800

たくましい産業推進費 ………………………………………………企業誘致対策,立地促進等助成 235,500

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ納税
(ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･電子ﾏﾈｰ)

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ等記載事項充実(旧姓併記)

11/17,18開催予定(ｻｲｴﾝｽﾋﾙｽﾞ)

東京国立近代美術館工芸館巡回展
(9/29～11/18)

碧玉産地の解明,石の文化PR

子供歌舞伎ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(第20回)
3団体出演(砺波市･米原市･長浜市)
(地方創生推進交付金活用)

休憩施設･慰霊碑周辺公園整備，進入
路拡幅等(企業版ふるさと納税活用)

2019年春オープン予定
(企業版ふるさと納税活用)

親水ｽﾎﾟｰﾂ公園･粟津温泉交流広場･電気ﾊﾞｽ　3,900

25,000

五彩曳山第三章制作等
(地方創生推進交付金活用)

歌舞伎のまちこまつ推進費 ……………………………
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産業競争力強化費 ……………………………………………… 25,000

５ みんなの笑顔いっぱい！誰にでもやさしいまちへ

(1) まちにやさしい

やさしいまちづくり推進費 ……………………………………………… 3,600

はつらつ環境整備助成金 ……………………………………………… 26,500

消防団活動装備強化費 ……………………………………………… 23,600

除雪費 ……………………………………………… 400,000

(2) ひとにやさしい

障がい者医療費 ……………………………………………… 277,700

私立認定こども園･
　　　　保育所児童運営費 ………………………………………………

児童センター施設整備費 ……………………………………………… 56,900

子育て支援総合コーディネート費 ……………………………………………… 72,150

特別支援教育支援員配置費 ……………………………………………… 75,700

子どもの任意予防接種助成費 ……………………………………………… 23,000

生活支援ｻｰﾋﾞｽ体制整備費(介護) ……………………………………………… 18,100

在宅医療･介護連携推進費(介護) ……………………………………………… 9,700

ＩｏＴ防災機能強化費 ……………………………………………… 3,200

耐震性貯水槽設置費 ……………………………………………… 8,900

ワーク･ライフ･バランス推進費 ……………………………………………… 4,120

高規格救急車購入費 ……………………………………………… 32,200

消防団ポンプ車購入費 ……………………………………………… 17,140

庁舎管理費 ………………………………………………トイレ改修，エントランスLED化工事 7,000

カブッキーランド･すくすくルーム･
親子つどいの広場運営

災害現場用最新型ドローン配備

　女性活躍推進企業表彰

８人増員(45→53人)

２カ月～未就学児 3,000円/年
小･中･高校生 2,000円/年

南署配備(H20購入車両の更新)

金野地区

大雪に伴う除雪委託料等の増額
(当初 156,500)

東部児童センター改修

認定こども園28→31所,保育園2所　  　3,600,000

除雪機購入(全18分団)等

の助成

精神障がい者１級追加,所得制限緩和
(2018年８月診療分～)

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ観光ﾏｯﾌﾟ,ゆるｽﾎﾟｰﾂ開発等

生活支援コーディネーターの充実等

第13分団(中海:H7購入車両の更新)

機能強化型センター設置(ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ)

産業人材育成等

KOMATSU･JAPANﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進費 ………………………………………………
東京ｵﾘﾊﾟﾗ,新幹線小松開業に向けた
文化的ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ等
(地方創生推進交付金活用)

7,000
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防災行政無線運営費 ……………………………………………… 42,500

防災体制強化費 ……………………………………………… 35,200

(3) 地球にやさしい

エコロジーパークこまつ･
　　　クリーンセンター建設費 ………………………………………………2018年6月竣工 2,433,100

クリーンセンター管理運営費 ………………………………………………川崎重工㈱によるSPCの運営 344,906

リサイクルセンター,
　　　最終処分場管理運営費 ……………………………………………… 149,563

[債務負担行為 　256,790]

水道施設耐震対策 ……………………………………………… 330,000

下水道浸水対策 ……………………………………………… 128,000

下水道水質保全 ………………………………………………

６ 国の平成29年度補正予算の活用

私立認定こども園･
　　　　保育所児童運営費 ………………………………………………人事院勧告に準じた単価改定 34,400

農業経営体育成支援費 ……………………………………………… 35,000

県営土地改良費負担金 ……………………………………………… 50,000

林業専用道開設費 ………………………………………………測量設計･開設工事(馬場大谷線) 22,000

道路整備費 ………………………………………………側溝改築(矢田野みのわ線ほか) 50,000

農業用機械･施設整備支援

ほ場整備(野田地区)

九竜橋川ﾎﾟﾝﾌﾟ場増設(2015～2018)

丸の内配水機場改築(2015～2019)

洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ･わが家の防災ﾌｧｲﾙ更
新(英語版対応)

中央浄化ｾﾝﾀｰ水処理施設更新(2015～2018)798,000

新築世帯への戸別受信機の貸与500台
Jアラート更新

ｾﾝﾀｰ運転,大型ごみ･動物回収
最終処分場運転委託
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市債残高の改善

利子償還額の改善

(単位：億円)

区 分 H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末 H26末 H27末 H28末 H29末見込 H30末見込

全会計 1,434 1,434 1,415 1,385 1,368 1,352 1,306 1,266 1,244 1,238 1,228 

改善額 － 0 △ 19 △ 30 △ 17 △ 16 △ 46 △ 40 △ 22 △ 6 △ 10 

改　善
累計額 － 0 △ 19 △ 49 △ 66 △ 82 △ 128 △ 168 △ 190 △ 196 △ 206 

(単位：億円)

区 分 H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末 H26末 H27末 H28末 H29末見込 H30末見込

全会計 30.0 28.8 27.4 26.1 24.6 23.0 21.4 19.7 17.9 16.0 14.4 

改善額 － △ 1.2 △ 1.4 △ 1.3 △ 1.5 △ 1.6 △ 1.6 △ 1.7 △ 1.8 △ 1.9 △ 1.6 

改　善
累計額 － △ 1.2 △ 2.6 △ 3.9 △ 5.4 △ 7.0 △ 8.6 △ 10.3 △ 12.1 △ 14.0 △ 15.6 
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