
主な施策の概要 (単位：千円)

　［

(1) 多文化共生･異文化交流で新たな価値を創造

外国人受入体制の強化

　多文化共生推進費 ……………………………………………… 21,000

　外国児童等支援費 ……………………………………………… 3,900

　帰国･外国人児童生徒支援費 ……………………………………………… 17,000

(2) オリンピック・パラリンピックを通した ひとづくり・まちづくり

東京オリパラ事前活動費  ……………………………………………… 6,000

スポーツ振興費 ……………………………………………… 7,450

こまつアスリート育成費 ………………………………………………ジュニアアスリート育成 等 16,000

わくわくﾐﾆｵﾘﾝﾋﾟｯｸinこまつ ……………………………………………… 2,500

スキー場整備費 ……………………………………………… 281,900

(3) 20年先の未来を見据えて

(仮称)2040年ビジョン策定費 ……………………………………………… 3,000

(1) 人と文化が行き交う南加賀のターミナルへ

小松･能美鉄道利用連携推進費 ……………………………………………… 14,500

小松駅ターミナルプラン推進費 ………………………………………………小松駅プロムナード設計 18,000

北国街道無電柱化整備費 ………………………………………………龍助町～西町(2015年～2020年) 255,700

伝統的建造物群保存推進費 ……………………………………………… 3,600

2020年策定

２ 北陸の成長をリードするまちへ

2020年の重要伝統的建造物保存群地区へ
の選定に向けた計画策定支援(大文字町)

外国人ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ(市民ｻｰﾋﾞｽ課)･外国人く
らし相談窓口(国際交流協会内)設置

こども園等の保育補助員加配

小中学校の日本語支援員の増員

事前合宿受入れ(3種目6カ国誘致),市民ｻ
ﾎﾟｰﾀｰ活動推進,ｵﾘﾊﾟﾗ支援ﾁｰﾑ設置(6月)

第３(旧第４)リフトの更新

１ 北陸の際立ったまち｢国際都市こまつ｣へ

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ 等

10/10,こまつドーム

北陸新幹線小松開業プロモーション等
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(2) 新しい人の流れを加速

公立小松大学施設整備費 ………………………………………………末広キャンパス，粟津キャンパス 1,046,400

公立小松大学運営費 ………………………………………………運営費(地方交付税) 932,585

③ まちづくりファンド支援費 ……………………………………………… 10,000

労働雇用対策費 ……………………………………………… 3,000

定住促進費 ……………………………………………… 70,000

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

(3) まちの成長を支え，人びとが集まるまちへ

幸八幡線整備費 ………………………………………………用地費，補償費 206,000
  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　200,000]

特別道路整備費 ……………………………………………… 161,000

橋りょう改修等整備費 ……………………………………………… 263,000

安宅新地区土地区画整理費 ……………………………………………… 100,000

(4) 美しく品格のあるまちへ

フローラルこまつ推進費 ……………………………………………… 37,400

屋外広告修景促進費 ……………………………………………… 8,500

寺町サミットｉｎこまつ開催費 ……………………………………………… 2,800

歴史文化魅力発信費 ……………………………………………… 4,200

安宅の関整備費 ………………………………………………ものがたり館リニューアル,連絡通路整備 78,000
  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　60,000]

北前船歴史文化発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ費 ……………………………………………… 3,650

安宅公園リニューアル整備費 ……………………………………………… 14,000

お旅まつり開催費 ……………………………………………… 29,290

歌舞伎のまちこまつ人材育成費 ……………………………………………… 10,600

加賀立国1200年遺跡魅力発信費 ……………………………………………… 2,000

講演会･ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等(11/14～15)

大文字町,京町　5/10～12

屋外広告物･広告旗の見直し

ローズガーデン整備 等

古墳をテーマにしたプロモーション
(能美市と連携)

奥の細道紀行330年記念事業の展開
第14回義経サミット 11/6～7

こまつ歌舞伎未来塾 等

長寿命化修繕計画策定(437橋)
補修工事(住吉橋等),撤去工事

基本設計，実施設計

事業認可申請，建物補償調査，
道路詳細設計

ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを活用した駅周辺活性化
(まちづくり市民財団へ出資)

常夜灯関連サイン 等

３ 和文化の華咲くこまつ

｢ようこそ小松｣定住促進
住まいる小松奨励金 等

騒音区域の新築住宅への助成
(防衛省交付金活用)

都市部からの移住･定住支援

金屋花坂線(能美大橋),今江三谷バイパス
線,島田蛭川線
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(1) 未来を切り拓くものづくり

グローバルチャレンジ推進費 ……………………………………………… 5,950

産業競争力強化費 ……………………………………………… 25,000

たくましい産業推進費 ………………………………………………助成金 78,000

女性企業サポート費 ………………………………………………女性起業チャレンジ塾 等 1,600

(2) ものづくりのＤＮＡを次の世代へ

遊泉寺銅山跡整備費 ………………………………………………　 120,200

珠玉と石の文化推進費 ……………………………………………… 10,300

こまつ五彩ブランド推進費 ……………………………………………… 21,700

産業観光推進費 ……………………………………………… 11,500

(3) 里山･里海の恵みを生かしたブランドづくり

ジビエ倍増モデル推進費 ……………………………………………… 17,200

環境王国こまつﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進費 ……………………………………………… 3,000

こまつもんブランド推進費 ……………………………………………… 3,400

江戸古民家の里創生費 ……………………………………………… 100,000

里山滞在体験支援費 ………………………………………………　 24,000

農業経営体育成支援費 ……………………………………………… 13,200

白砂青松再生費 ………………………………………………企業との共創による安宅海岸の松林整備 14,000

(1) 市民力を生かした地域づくり

はつらつまちづくり推進費 ……………………………………………… 50,700

市民協働推進費 ……………………………………………… 9,300

まちづくり市民財団管理運営費 ……………………………………………… 108,000

農業用機械等購入への助成
スマート農業支援(ﾄﾞﾛｰﾝ購入等)

宿泊施設へのリノベーション(大杉地区)

能美市と連携した九谷焼の魅力発信
CERABO KUTANIを活用した九谷焼の振興

インバウンド，アウトバウンドの推進

6次産業化の推進･食品表示法対応支援等

食の多様化の推進,ｼﾞﾋﾞｴ商品の開発

スポーツ･文化交流･地域づくりの推進

４ たくましい産業の創造

獣肉加工施設を拠点としたｼﾞﾋﾞｴ推進

石文化のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ,新商品開発支援

乗りものフェスティバル 他

滞在体験施設への改修支援(滝ケ原地区)

100(ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ)ｸﾗﾌﾞ推進
幸せへの道しるべ調査 等

経営モデルチェンジ，産学官共同研究，
こまつの技継承支援 等

公園･遊歩道･休憩施設等整備への助成
進入路拡幅工事

５ 地域で 世界で 活躍する学びのまちへ
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地域交通協働対策費 ……………………………………………… 2,160

健康づくり･予防連携推進費 ……………………………………………… 1,470

老人クラブ活動費 ………………………………………………活躍朗人＆いきいきシニアの活動支援 5,000

訪問型サービス事業費 ……………………………………………… 15,300

(2) 智仁勇とチャレンジする子どもの育成

松東みどり学園整備費 ……………………………………………… 473,000

  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　929,000]

小学校校舎等改修費 ……………………………………………… 177,000

プログラミング教育推進費 ……………………………………………… 1,300

学校･家庭･地域連携推進費 ……………………………………………… 4,500

ひととものづくり科学館魅力アップ費

 　　　　　　　　　　　　 　……………………………………………… 30,000

(3) 学び直しで生涯を通じたひとづくり

こまつ市民大学運営費 ……………………………………………… 8,000

芦城センター改修費 ……………………………………………… 144,000

  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　216,000]

学習等供用施設建設費 ……………………………………………… 102,500

  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　103,000]

(1) 出産・子育てしやすい環境の整備

認定こども園等児童運営費 幼児教育･保育無償化 3,980,000
私立幼稚園就園奨励費補助金 3～5歳，2歳以下(非課税世帯) 23,700

こども医療費 ……………………………………………… 398,000

妊産婦･乳児健康管理費 ……………………………………………… 122,000

児童センター施設整備費 ………………………………………………のしろ児童館の改築(実施設計) 20,000

一人暮らし高齢者等への家事支援
地区単位の地域ｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞの設置

山間地区移動支援サービス

柔道整復師療養費の現物給付化
(2019.10月診療分～)

2021年4月開校　増築･改修工事

土曜日の教育支援 6→8校区

串,安宅(改修工事)　符津,沖(設計)

空調改修,EV改修,照明LED化 等

第２期(2019.9月～2020.8月)

2020年必修化 先行実施

６ 人と環境にやさしいまちへ

低栄養予防ｻﾎﾟｰﾄ,食生活改善推進員のｽｷﾙ
ｱｯﾌﾟ,新たな健康ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成 等

新生児聴覚ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査助成(2,000円)
妊産婦･乳幼児健康診査

大規模改造 等
　蓮代寺小(工事)，符津小(設計)

ISS等宇宙関連展示の充実

………
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(2) だれもが社会参加できる地域づくり

理解促進･社会参加費 ……………………………………………… 22,960

生活困窮者自立支援費 ……………………………………………… 37,100

予防接種費 ……………………………………………… 206,700

がん対策費 ……………………………………………… 84,700

在宅医療･介護連携推進費 ……………………………………………… 13,700

市民病院電子カルテ更新費 ……………………………………………… 430,000

シルバー人材センター移転整備費 ………………………………………………旧中海保育所を改修 37,600

(4) 環境にやさしいまちづくり

ごみダイエット５０％費 ……………………………………………… 82,200

小松加賀衛生センター
　　　し尿処理施設改築負担金 ……………………………………………… 20,669

救急業務高度化推進費 ……………………………………………… 8,680

消防資機材整備費 ……………………………………………… 7,500

消防団ポンプ車購入費 ……………………………………………… 18,140

都市排水路整備費 ………………………………………………石橋川幹線排水路 他 196,200

水道施設耐震対策 ……………………………………………… 895,000

橋りょう配水管点検調査(上水道) ……………………………………………… 28,000

市民健康ウオーキング普及推進費 ……………………………………………… 4,600

ハッピーウェディング ……………………………………………… 300

2020年度竣工

夜間→日中収集に伴うごみ集積場補助
ごみダイエット袋 等

内視鏡胃がん検診対象拡大 ほか
　  50～66歳 4歳刻み　5学年
 → 50～68歳 2歳刻み 10学年

改元メモリアルウオーキング　4/29
市制80周年プレウオーキング 10/14

７ 安全･安心のまちへ

(3) 人生100年時代の健康づくり

高齢者総合相談センターにフレイル機能
強化を追加

フォトサービス，花束･カラーコピー婚姻
届プレゼント（5/1～3）

８ 祝'新元号'

113カ所（2019～2023年）

自立相談･支援，就労準備支援
家計改善支援

救急車5台体制に伴う整備,
心電図機能付AED,AI通訳機の配備等

最新式消火機材の導入 等

７年ぶりの更新

成人用肺炎球菌ワクチン接種
経過措置の延長(65歳以上5歳刻み)ほか

障がい者等多様なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段の普及促
進(事業所向け研修,市民講座等)

丸の内配水場改築(竣工)，南陽ポンプ場
建設

第３分団車両の更新
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新元号記念消防観閲式 ……………………………………………… 700

市民祝賀祭開催費 ………………………………………………5/2 公会堂(伝統芸能等披露) 3,000

フローラルこまつ推進費 ………………………………………………藤見の会　5/3 2,100

日本こども歌舞伎まつりin小松 ………………………………………………埼玉県小鹿野町，日本舞踊　5/5～6 16,000

改元記念植樹 ……………………………………………… 1,300

絵本原画の世界展 ……………………………………………… 4,250

プレミアム付商品券発行費 ……………………………………………… 7,000

  　　 　　　 　　　       　　　[2019年度　134,000]

国土強靭化対策

　特別道路整備費 ……………………………………………… 71,000

　消雪施設整備費 ………………………………………………工業団地１号線,津波倉一針線 40,000

　今江春日神社線外１路線整備費 ………………………………………………補償費 15,000

農林水産業の強化策 

　里山活性化支援費 ………………………………………………米乾燥施設 22,000

　農業経営体育成支援費 ………………………………………………生産性向上のための設備投資支援 80,000

　県営土地改良費負担金 ………………………………………………ほ場整備等 22,000

市債残高の改善

利子償還額の改善

20,000円＋ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 5,000円
住民税非課税者･0～2歳児対象世帯

金屋花坂線(能美大橋)

９ 国２次補正予算関連(H30年度３月補正)

昭和･平成を代表する絵本作家の原画展
7～11月

こども園等での記念植樹　4～5月

5/2 小松天満宮(一斉放水,音楽ﾊﾟﾚｰﾄﾞ,河
川合同救助訓練等)

(単位：億円)

区 分 H20末 H21末 ～ H25末 H26末 H27末 H28末 H29末 H30末見込 H31末見込

全会計 1,434 1,434 1,352 1,306 1,266 1,244 1,230 1,221 1,201 

改善額 － 0 △ 16 △ 46 △ 40 △ 22 △ 14 △ 9 △ 20 

改　善
累計額 － 0 △ 82 △ 128 △ 168 △ 190 △ 204 △ 213 △ 233 

(単位：億円)

区 分 H20末 H21末 ～ H25末 H26末 H27末 H28末 H29末 H30末見込 H31末見込

全会計 30.0 28.8 23.0 21.4 19.7 17.9 15.9 14.3 13.0 

改善額 － △ 1.2 △ 1.6 △ 1.6 △ 1.7 △ 1.8 △ 2.0 △ 1.6 △ 1.3 

延改善額 － △ 1.2 △ 20.1 △ 28.7 △ 39.0 △ 51.1 △ 65.2 △ 80.9 △ 97.9 
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