
～小松を明るく、にぎやかに～

(単位：千円)

♦ 新幹線開業をまちの飛躍に

小松駅ターミナルプラン推進費………………駅西広場･高架下観光交流センターの整備 915,500

新幹線小松駅｢こまつの美｣展示費……
新幹線駅構内と観光交流センター内を
美術･工芸品で彩り魅力発信

20,000

新幹線小松駅開業プロモーション費……
新幹線小松駅開業に向け機運を盛り上げるため，
広域でのプロモーションを展開

18,000

小松駅東地区複合ビル整備助成費……駅東地区複合ビルにおける公共施設整備への助成 20,000

（債務負担行為） 150,000

こまつ新交流ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進費…………………
新交流時代に好循環を生み出す観光業を目指して新
たなビジョンを策定・推進

2,500

北陸新幹線開業プロモーション費…………
シェアサイクルの整備

メディアを活用した魅力発信誘客プロモーション
49,000

小松産農産物販路拡大費（一部）…………………地元農作物を活用した駅弁を公民連携で開発 3,000

小松駅西駐車場用地取得費…………………土地開発公社から立体駐車場用地を取得 ③535,000

駅周辺公共施設維持管理費（一部）…………………
小松駅西立体駐車場の新幹線開業前オープン，
30分無料化に伴う運営補助

35,000

北陸新幹線建設推進費…………………新幹線建設への負担金（R4夏頃駅舎完成予定） 150,800

観光ブランド力・誘客推進費（一部）……………………………………小松駅周辺におけるユニバーサル案内サインの整備 4,000

♦ 空港と新幹線駅が近接した稀有な特長を活かして

次世代型地域交通推進費…………………
新幹線駅-空港間の自動運転バス実装事業，
小松版MaaSの構築など次世代型の交通体系を構築

37,000

①171,000
237,000

粟津駅周辺整備費……………………………………………………………
東西広場基本設計や円形交差点交通社会実験等に着
手

117,000

①34,000
28,800

産業観光推進費……………………………………………………………
ＧＥＭＢＡモノヅクリエキスポ，
日本観光振興協会と連携したプロモーション展開

10,000

日本遺産振興費……………………………………………………………
アーティスト・イン・レジデンス，
拠点エリアでの活動推進ほか

3,900

こまつまるごと観光物産推進費……………………………………………………………
民間人材による新たな旅行商品の造成，
こまつ観光物産ネットワーク運営補助など

77,900

加賀国府こまつ歴史の里整備費……………………………………………………………
加賀立国1200年に向け
河田山古墳群史跡資料館をリニューアル

105,500

オリパラ交流推進費……………………………………………………………
事後交流の実施，
オリパラ出場記念教室補助金　ほか

2,310

アジアパシフィックカヌー大会開催費……………………………………………………………
Ｕ21世代の各国代表が木場潟に集結
　5/13～15

3,000

ｽｶｲﾊﾟｰｸ共生の丘駐車場整備費……………………………………………………………現状の56台分に加え，新たに50台分を整備 35,000

令和４年度当初予算 主な施策の概要

 1　グローバル時代に時めく日本海側の拠点都市こまつ

幸八幡線整備費……………………………………………………………令和４年度中の開通に向けた整備

安宅公園リニューアル整備費……………………………………………………………
令和５年度の完成に向けて，関所・三像前広場
などを整備

資料３

[ ：新規施策あり ：制度拡充など ①：１月補正 ③：３月補正 ]
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♦ 子育てするなら小松で

おなかの赤ちゃん給付金費……………………………………………………………母子手帳交付時の給付金を恒久化（５万円） 42,000

赤ちゃん紙おむつ定期便費……………………………………………………………
赤ちゃん世帯の見守りに合わせ紙おむつをお届け
　対象:生後3カ月～1歳の赤ちゃん（R4年7月～）

15,000

保育料の負担軽減……………………………………………………………
年収360万円未満世帯の保育料無償化を現在２歳児
のみから０･１歳児にも拡大（R4.9月～）

5,600

子どもの任意予防接種助成費
(国保会計含む)…………………………

子どもに係る予防接種の自己負担を無償化
（インフルエンザ，おたふくかぜ等）

65,000

医療的ケア児支援費……………………………………………………………
日常生活，保育や教育において医療的ケア児やその
家族をサポート(こども園，小学校，障がい児)

24,140

③21,000
76,000

公立こども園等整備調査費……………………………………………………………
公立こども園（だいいち，あおぞら）の整備に向け
た調査

500

私立こども園等施設整備費補助金……………………………………………………………６園に改修費を助成（白嶺幼稚園 園舎改修 等） 210,000

児童センター施設整備費……………………………………………………………のしろ児童館 広場整備 等 93,200

子供の広場整備費……………………………………………………………那谷町子供の広場整備　ほか 7,800

学校給食無償化推進費……………………………………………………………学校給食無償化を中学１～３年生まで拡大 188,000

①31,000
88,300

♦ 学びの環境を充実

未来の学校づくり費……………………………………………………………
松陽中学校・稚松小学校の改築に向けた調査･協議
等

500

③326,000
221,280

（債務負担行為） 165,700

③308,000
306,218

（債務負担行為） 234,100

安全・安心な学校づくり費……………………………………………………………
小中学校施設の環境を改善（遊具，安全対策，教育
活動の充実等）

59,000

学びを深める学校づくり費……………………………………………………………
学校備品(教科教材，体育備品等)を計画的に更新
（３年計画）

11,000

ステップルーム支援費……………………………………………………………
ステップルーム専任指導員3名(1人×3校)を配置
し，不登校児童･生徒の学びをサポート

7,400

ＩＣＴ教育環境推進費（一部）……………………………………………………………
ＡＩ学習ﾂｰﾙの対象学年を拡充,大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの導入
ＧＩＧＡスクール推進モデル校の設置　など

60,640

学校･家庭間デジタル化推進費……………………………………………………………学校・保護者間の連絡ツールアプリ（R3に導入） 3,578

授業支援費……………………………………………………………
児童生徒の主体性を育む学び推進事業を創設

校務支援システムの導入　など
31,300

市立高校改修費…………………………………………………………… 205,500

69,500

市立高校魅力アップ改修費……………………………………………………………
黒板に投影可能な高精細プロジェクターを
全普通教室に設置しＩＣＴ学習環境を向上

10,000

公立小松大学運営費……………………………………………………………
運営費交付金(大学院初年度），高等教育無償化支
援

1,243,645

 2　子どもたちの輝く未来創造都市こまつ

保育士等処遇改善臨時特例費……………………………………………………………
私立こども園等に勤務する保育士等の処遇改善へ補
助(R4.4～9月　※10月以降は運営費で措置）

公園施設リニューアル費……………………………………………………………小松運動公園，芦城公園の大型遊具更新 ほか

小学校校舎等改修費……………………………………………………………
中海小大規模改造，今江小空調復旧，
日末小空調復旧，みどり学園体育館ＬＥＤ改修 など

中学校校舎等改修費……………………………………………………………
国府中大規模改造，板津中空調復旧，安宅中空調復
旧，御幸中講堂改修

アクティブラーニング教室の整備，ＬＥＤ化などの
校舎リニューアル （債務負担行為）
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未来を広げる奨学生支援費(一部)……………………………………………………………大学等進学に係る貸与型奨学金を創設 4,820

ひととものづくり科学館魅力ｱｯﾌﾟ費……………………………………………………………
３Ｄスタジオ映像機器更新，ワンダーランド展示更新，
エントランス等体験コーナー設置

144,100

青少年健全育成推進費……………………………………………………………
小松っ子未来郵便(タイムカプセル郵便)の実施

ほか
3,900

二十歳の集い開催費……………………………………………………………
成年年齢が18歳に引き下げられることから
「成人式」の名称を変更

2,700

♦ 災害に強いまちづくり

防災体制強化費(一部)……………………………………………………………
防災アプリの導入， 避難者宿泊施設利用補助金

の創設，災害対策室リニューアル ほか
30,500

防災ひとづくり推進費……………………………………………………………
小松こども防災検定を新設し，小学生の防災力を

向上
1,800

はしご付消防自動車購入費……………………………………………………………
35ｍ級のはしご車の更新（より操作性の高い車両
に）

250,000

消防団員等出動報酬……………………………………………………………
出動報酬を引上げ
　4,000円/～4ｈ　8,000円/4ｈ～

22,200

消防団ポンプ車購入費……………………………………………………………国府分団 19,200

災害廃棄物処理行動計画の策定……………………………………………………………
大規模災害時における災害廃棄物に関する基本的な
対応方法や処理体制等を規定

2,300

除雪費……………………………………………………………全除雪車両へのＧＰＳ設置 232,000

♦ 高齢者･障がい者福祉の充実

高齢者元気アップ推進費（介護会計）……………………………………………………………
デジタル技術を活用した自立支援型介護予防の推進
（フレイル対策）

7,000

通所型サービス費（介護会計）……………………………………………………………
リハビリで日常生活自立度の改善を目指す短期集中
通所サービス（３ヶ月）ほか

29,100

長寿健診（後期会計）……………………………………………………………フレイル予防のため貧血検査を受診者全員に実施 1,076

認知症対策推進費（一部）（介護会計）……………………………………………………………認知症総合相談窓口を設置 1,400

公的介護施設等整備費……………………………………………………………
認知症高齢者グループホーム，小規模多機能型居宅
介護事業所，特別養護老人ホーム多床室の準個室化

81,880

防犯交通安全推進費（一部）……………………………………………………………
運転免許証自主返納者への継続支援(２･３年目)を
開始

3,600

庁舎管理費（一部）……………………………………………………………庁舎東口に屋根付き身体障がい者用駐車場の整備 16,500

はたらく障がい者支援費……………………………………………………………企業向け講習会等，障がい者就職支援を充実 ほか 8,500

♦ 医療体制の強化・充実

市民病院の機能強化（病院会計）……………………………………………………………血液内科病床の整備 278,000

小松准看護学院への支援……………………………………………………………地域医療人材の育成を支援

　 移転整備に係る費用の一部を助成 ③16,000
　 運営費補助金を増額（500千円→2,000千円） 2,000

予防接種費（一部）……………………………………………………………
子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種の実施

ほか
61,000

生活習慣病予防対策推進費……………………………………………………………
成人歯科検診自己負担額の軽減（700円→500円）

特定保健指導等オンライン運動の導入 ほか
11,300

新型コロナウイルスワクチン接種費……………………………………………………………３回目接種を推進 240,000

 3　みんなが暮らし続けられる生涯安心のこまつ
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感染症予防対策費……………………………………………………………ＰＣＲ検査等の助成，抗原検査キットの備蓄 6,000

こども園の感染症対策費……………………………………………………………
私立･公立こども園のマスク等の購入 ほか
(国補助事業)

14,900

小中高校の感染症対策……………………………………………………………教育活動継続に必要な保健衛生用品等の購入 ③38,250

感染症自宅療養者支援費……………………………………………………………
感染症に係る自宅療養者へ買い物代行サービスを提
供

①1,300

♦ 住まい・暮らしの充実

定住促進費……………………………………………………………
空き家バンク成立報奨金制度導入(３万円/件) ほ

か
70,000

花坂配水池耐震化（水道会計）……………………………………………………………
県水水系配水池の花坂配水池の耐震化
（実施設計）

35,000

生活道路・排水路等の整備……………………………………………………………身近な生活道路，通学路，都市排水路の改修・整備 667,000

①97,500
329,000

身近な窓口機能の拡充……………………………………………………………郵便局申請書取次業務の拡充（10→13局） 1,200

住民基本台帳システム運営費……………………………………………………………
郵便局でﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ交付申請ｻﾎﾟｰﾄを開始

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞでｵﾝﾗｲﾝでの転入･転出予約が可能に
③5,800

♦ 産業誘致の推進と地域産業の高度化

①336,000
1,715,000

花坂地区産業団地整備費
（産業団地会計）…………………………

造成に向けた用地取得 80,000

新産業団地調査費……………………………………………………………新産業団地造成に向けた適地調査 3,500

企業誘致推進費……………………………………………………………企業誘致活動の推進及び企業立地助成金 103,000

サテライトオフィス立地推進費……………………………………………………………オフィス誘致により女性の活躍や新産業創出を推進 10,000

経営モデルチェンジ支援……………………………………………………………
アフターコロナも見据えた経営革新に対して支援
（R3年度1月補正に前倒し14ヶ月予算で支援）

①25,000

♦ 地元産品のブランド化と持続可能な農林水産業の推進

こまつもんブランド推進費……………………………………………………………
第１次産業にも注力し地元農産物のブランド化を推
進

3,400

地産地消・食育推進費……………………………………………………………学校給食に小松産ブランド米や野菜を提供 3,000

強い農業ひとづくり支援費（一部）……………………………………………………………中山間地域の農業者への農業機械更新支援を新設 2,100

日本型直接支払費（一部）……………………………………………………………
国補助の対象外となる中山間の組織(維持管理)を支
援

2,000

緑の少年団育成費……………………………………………………………育樹祭に向けた普及啓発活動を開始 3,000

ふるさと納税の推進……………………………………………………………
返礼品による地域経済･産業の活性化と
独自収入の確保

137,200

♦ 新型コロナウイルス感染症経済対策

事業復活強化支援金……………………………………………………………
売上が減少している全ての業種の事業者に対して支
援金を給付（国事業と連動）

①300,000

 4　ものづくりが誇りの産業創生都市こまつ

幹線道路の整備……………………………………………………………
金屋花坂線，島田蛭川線，今江春日神社線，粟津津波
倉線(負担金) ほか

安宅新地区土地区画整理費
（産業団地会計含む）………………………

令和４年度中に工事完了
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泊まろう！こまつ宿泊応援割……………………………………………………………
市内への宿泊に対して割引を実施
（国事業と連動）

①100,000

いしかわ新型コロナ対策
認証制度推進補助金…………………

コロナ対策を実施している店舗等を支援
（県事業と連動）

①30,000

農業者稲作支援費……………………………………………………………次期作付け用の苗購入を支援 ①70,000

経営モデルチェンジ支援(再掲)……………………………………………………………
アフターコロナも見据えた経営革新に対して支援
（R3年度1月補正に前倒し14ヶ月予算で支援）

①25,000

事業継続臨時支援金……………………………………………………………
飲食店等の時短営業等により大きな影響を受けてい
るタクシー･運転代行業を支援(５万円/台)

③12,000

♦ ゼロカーボンシティ実現に向けて

ＳＤＧｓ未来都市推進費……………………………………………………………
住宅用断熱窓 既存住宅への設置補助の新設，

再エネ普及や地域環境活動を支援
20,500

旧美化ｾﾝﾀｰ焼却施設解体等調査費……………………………………………………………
ごみ減量化やリサイクル促進につながる跡地活用検
討

3,000

公有財産管理費（一部）……………………………………………………………
公用車５台をＥＶ自動車へ更新し温室効果ガスを削
減

14,500

③221,200
348,700

公衆街路灯ＬＥＤ化推進費……………………………………………………………
町内の街路灯のＬＥＤ化促進のため無利子貸付制度
を創設

20,000

♦ 文化・工芸の承継と発展

九谷でおもてなし推進費……………………………………………………………
家庭の食卓や市内企業(店舗)における
九谷焼の利用を促進

3,000

こまつ五彩ブランド推進費……………………………………………………………
能美市と連携し九谷工芸祭を開催，
セラボクタニを拠点とした九谷焼の発信など

28,900

お旅まつり開催費……………………………………………………………5/13～15　曳山子供歌舞伎上演：寺町，八日市町 30,600

歌舞伎のまちこまつ推進費……………………………………………………………5/4～5　日本こども歌舞伎まつりin小松開催 ほか 15,900

子供歌舞伎勧進帳上演費……………………………………………………………日本こども歌舞伎まつりin小松 上演交付金 6,650

いしかわ百万石文化祭2023
開催準備費……………………………

こまつ文化の祭典，加賀立国1200年記念祭等
国民文化祭プレイベント等の実施

5,000

文化財保存管理費（一部）……………………………………………………………文化財保存活用地域計画の策定　ほか 14,740

歴史文化魅力発信費……………………………………………………………
加賀立国1200年魅力発信として記念誌等を作成 ほ
か

2,700

本陣記念美術館管理運営費（一部）……………………………………………………………外壁･屋上防水･庇改修工事 ほか 30,000

♦ 人生を楽しむためのまちの機能充実

未来型図書館づくり推進費……………………………………………………………
基本構想の策定，
図書館エディターの養成講座の開催　ほか

7,500

町内会等活動･施設整備支援費（一部）……………………………………………………………
地域ファシリテーターの育成，地域協議会への支

援の拡大 ほか
17,500

共生のまち推進費（一部）……………………………………………………………共生のまちビジョン作成に向けた調査 1,000

こまつ市民大学運営費……………………………………………………………子ども向けジュニアコースを新設し，幅広い世代へ 4,000

 5　自然が映え文化が息づくふるさとこまつ

 6　ワンランク上の生活空間あふれるこまつ

公共施設の照明ＬＥＤ化推進……………………………………………………………
スキー場(3月補正あり)，末広体育館 ほか公共施設の
ＬＥＤ化（主なもの）
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公民館活動振興費（一部）……………………………………………………………
子ども・親子向け講座も新たに開設し，
時代のニーズに沿った講座へ見直し

5,100

市民センター改修費……………………………………………………………大ホール天井･舞台照明設備改修(実施設計) 8,500

小松総合体育館改修費補助金……………………………………………………………
空調設備新設，ｱﾘｰﾅ床･ﾄｲﾚ改修，LED化 等
R4.4月下旬リニューアルオープン

187,412

末広陸上競技場改修費……………………………………………………………第２種公認更新に向けトラック等を改修 186,000

③221,200
200,000

♦ 新たなまちづくりに向けて

ビジョン策定推進費……………………………………………………………
まちの将来像(2040年)を設定，今後のまちづくりの
基本方針に

10,000

公民等連携推進費……………………………………………………………
公民等連携プロジェクトマネージャーを登用し，地
方の活力創出をめざす

1,000

ｽﾏｰﾄｼﾃｨ･ｽﾏｰﾄ市役所推進費（一部）……………………………………………………………
アバターロボットの導入，デジタル行政推進リー
ダーの育成 ほか

8,700

新しい広報戦略推進費……………………………………………………………
広報アドバイザーを登用し，
新たなシティプロモーションを展開

4,000

橋りょう改修等整備費（一部）……………………………………………………………橋梁点検業務にＡＩを活用 66,000

公共施設マネジメントの推進……………………………………………………………
時代変化や技術の進展，管理費用等を踏まえ，公共
施設のより良い利活用方法を検討・推進

スキー場整備費(再掲)……………………………………………………………
ナイター照明設備をＬＥＤ化，受変電設備，埋設高圧
ケーブル，非常用発電機等の更新
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