
主な施策の概要 (単位：千円)

利常公入城380年記念事業開催費 ……………………………………………… 3,000

Ⓟ お旅まつり開催費 ……………………………………………… 30,000

スマイル木場潟開催費 ……………………………………………… 3,800

市制80周年記念ﾂｰﾃﾞｰｳｵｰｸ開催費 ……………………………………………… 7,000

どんどんまつり開催費 ……………………………………………… 10,000

サイエンスヒルズ夏休み特別企画 ……………………………………………… 12,000

市制80周年記念式典開催費 ……………………………………………… 4,400

Ⓟ 小松駅ターミナルプラン推進費 ……………………………………………… 94,000

Ⓟ 新幹線小松駅開業ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ費 ……………………………………………… 15,000

幸八幡線整備費(当初･３月補正) ……………………………………………… 307,000

Ⓟ 地域交通推進費 ……………………………………………… 9,000

Ⓟ 安宅新地区土地区画整理費 ………………………………………………実施設計，物件補償費，道路設計 1,137,000
  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　620,000]

Ⓟ 航空プラザ管理運営費 ………………………………………………政府専用機貴賓室展示 解説パネル ほか 1,000

北国街道無電柱化整備費 ………………………………………………龍助町～西町(2015年～2021年) 130,000

Ⓟ ＳＤＧｓ未来都市推進費 ……………………………………………… 13,400

Ⓟ 環境王国拠点施設整備費 ………………………………………………Satoyama Artist College整備 564,000

Ⓟ 江戸古民家の里創生費 ………………………………………………滞在型宿泊施設整備(大杉地区) 50,000

Ⓟ ジビエ倍増モデル推進費 ……………………………………………… 18,400

Ⓟ 東京オリパラ推進費 ……………………………………………… 31,200

4/19 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ(芦城公園)
12/6 記念式典(うらら)

7/23～8/23　VR/AR技術を活用したｽﾎﾟｰﾂ
　　　　　　体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

10/10～11　利常公入城380年行列 ほか

(仮称)こまつ地域交通プランの策定

２ ｢学び｣と｢共創｣のチカラを高め，SDGs未来都市をリード

聖火リレー,事前合宿,記念ﾓﾆｭﾒﾝﾄ,
応援観戦,ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ

－東京オリパラを追い風に－

Gibier Atelier加賀の國

能美市と連携したプロモーション

5/15～17　西町,八町連絡協議会

10/10～11　全５コース

4/19　80周年ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ記念茶会
　　　(芦城公園,仙叟屋敷ならびに玄庵)

１ ８０周年が新幹線小松駅開業に向かって

9/20　全国植樹祭5周年記念ﾒﾓﾘｱﾙ

東西駅広場ﾘﾆｭｰｱﾙ･駅ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ(設計)
融雪設備整備，ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ整備 ほか

用地費，補償費，道路工事費

第３次環境プラン策定
木場潟環境ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ,水郷ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ策定

Ⓟ
③

[ Ⓟ：パワーポイント ③：３月補正 ]
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Ⓟ ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸｶﾇｰ大会開催費 ……………………………………………… 3,000

Ⓟ こまつアスリート育成費 ………………………………………………ジュニアアスリート育成 等 17,300

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

Ⓟ 体育施設整備費 ……………………………………………… 54,600

Ⓟ こまつドーム改修費 ……………………………………………… 15,500

Ⓟ フローラルこまつ推進費 ……………………………………………… 36,800

Ⓟ 東京オリパラ記念植樹 ………………………………………………小中学校33校，こども園など40園 1,700

認定こども園等児童運営費 幼児教育･保育無償化 4,385,000
私立幼稚園施設利用給付費 3～5歳，2歳以下(非課税世帯) 34,000

Ⓟ 幼児教育･保育無償化(市単独) ……………………………………………… 5,000

Ⓟ 松東地域こども園整備費 ………………………………………………令和４年度開園 237,500
  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　204,000]

Ⓟ 児童センター施設整備費 ………………………………………………のしろ児童館 令和４年度開館 313,100
  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　350,300]

Ⓟ 保育士職場環境支援費 ……………………………………………… 70,600

私立認定こども園･保育所
施設整備費補助金

予防接種費 ……………………………………………… 318,700

がん対策費 ……………………………………………… 109,200

Ⓟ 生活習慣病予防対策推進費 ……………………………………………… 13,530

すこやかこまつ２１推進費 ……………………………………………… 2,500

Ⓟ 障がい者相談支援費 ……………………………………………… 30,700

Ⓟ 障がい者日常生活支援費 ……………………………………………… 59,600

Ⓟ 放射線治療装置更新費 ……………………………………………… 720,000

Ⓟ 認知症施策推進費 ………………………………………………見守りアプリ，認知症保険の導入 369

多文化共生推進費 ……………………………………………… 18,400

東京オリパラおもてなし，
ローズガーデン整備 等

蓮代寺こども園新築，白嶺幼稚園増改築
ほか

S･ﾌｫｰﾃｨｰﾝｺｰﾄ ﾅｲﾀｰ照明増設 ほか

３ さらに笑顔あふれる小松市へ -住みよさTOP10へ-

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)運営

社協内に(仮称)障がい者相談支援ｾﾝﾀｰ
設置

家族ほっとサポート(医ｹｱ児への
訪問看護)による家族負担軽減 ほか

大腸がん個別検診を開始

高機能の機種へ更新

5/15～5/17  U21ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ競技大会

10/6(予定),こまつドーム

20歳未満,妊婦の同居家族向け
禁煙治療助成を拡大

48～62歳女性向け健康づくり
(レディスプラン)実施

ロタウイルス定期予防接種化 ほか

年収360万円未満世帯の2歳児

343,500

コミュニティ棟改修(空調,LED化等)
実施設計

Ⓟ

支援員配置(保育業務,周辺業務)への
補助，家賃負担への補助

…………

…………
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Ⓟ 帰国･外国人児童生徒支援費 ……………………………………………… 8,200

Ⓟ 市民協働推進費 ……………………………………………… 8,700

Ⓟ はつらつまちづくり推進費 ……………………………………………… 30,400

Ⓟ やさしいまちづくり推進費 ……………………………………………… 5,600

Ⓟ 定住促進費 ………………………………………………3世代同居･近居住宅建設補助の拡充 ほか 70,000

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

Ⓟ 安全運転サポート車購入補助 ……………………………………………… 3,000

Ⓟ 訪問看護ステーション開設 ……………………………………………… 33,700

Ⓟ 歌舞伎のまちこまつ推進費 ……………………………………………… 18,500

Ⓟ 日本遺産サミット開催準備費 ……………………………………………… 3,500

Ⓟ 産業観光推進費 ………………………………………………こまつ乗りものﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　ほか 11,800

Ⓟ こまつ五彩ブランド推進費 ……………………………………………… 32,900

Ⓟ 市内コンベンション開催支援費 ……………………………………………… 13,000

Ⓟ 安宅の関整備費 ……………………………………………… 60,000

Ⓟ 安宅公園リニューアル整備費 ……………………………………………… 80,000

Ⓟ 加賀國古代ロマンプロジェクト費 ……………………………………………… 2,000

宮本･本陣美術館開館記念展開催費 ……………………………………………… 5,800

博物館特別展開催費 ……………………………………………… 4,000

Ⓟ
③

ＩＣＴ教育環境推進費
　(当初･３月補正) …………………

595,000

Ⓟ 高大連携推進費 ……………………………………………… 1,800

Ⓟ 小松市音楽賞 ……………………………………………… 300

Ⓟ ヒルズ科学賞 ……………………………………………… 100

騒音区域の新築住宅への助成

地域協議会活動支援(重点ﾃｰﾏの拡充)
はつらつ環境整備(ﾍﾞﾝﾁ設置場所の拡充)

小松市制80周年･能美市新博物館開館
記念合同シンポジウム

日本語初期指導センター開設
(向本折小)  ほか

衝突被害軽減ﾌﾞﾚｰｷ等 搭載車（65歳以
上）

科学分野の活躍等が顕著な青少年を顕彰

幸せへの道しるべ２ndステージ,
100(ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ)ｸﾗﾌﾞ推進 ほか

４ ふるさと小松を未来につなぐ -PASS THE BATON-

補助単価拡充

日本博「日本博 ～GO FOR 工芸～」参加
KUTANismの推進 ほか

やさしいまち推進プラン２ndステージ,
ゆるスポーツ普及 ほか

R3秋 開催予定

歌舞伎展示コーナー設置

本陣開館30周年,宮本開館20周年,
市制80周年記念特別展

成績顕著者,音楽振興功労者等の顕彰

R2.4月開始（市民病院）

「安宅の関」こまつ勧進帳の里
 7月ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ

休憩施設，屋外デッキ，トイレ等の整備
(工期:2019～2023)

新１年生に高大連携ｸﾗｽ(１ｸﾗｽ)を新設
　英語･数学を強化

(仮)前田利常 小松城ものがたり

小5･6年,中1 一人１台ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC配置
校内LAN高速化工事
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松東みどり学園整備費
　(当初･３月補正) …………………

1,091,000

小学校校舎等改修費 ………………………………………………向本折小･荒屋小 空調復旧 191,500
矢田野小 改修実施設計  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　89,500]

Ⓟ サイエンスヒルズ夏休み特別企画 ……………………………………………… 12,000

Ⓟ 放課後児童健全育成推進費 ……………………………………………… 2,000

図書館空調復旧費 ……………………………………………… 100,700

芦城センター改修費 ……………………………………………… 216,000

学習等供用施設建設費 ……………………………………………… 182,600
蛭川東･今江北(設計)  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　31,600]

こまつ市民大学運営費 ……………………………………………… 7,000

公立小松大学運営費 ……………………………………………… 1,171,368

Ⓟ 施設園芸推進費 ……………………………………………… 293,000

たくましい産業推進費 ………………………………………………助成金 112,000

Ⓟ 防災ひとづくり推進費 ……………………………………………… 1,900

Ⓟ 防犯交通安全推進費(再掲) ………………………………………………安全運転サポート車購入補助 3,000

Ⓟ 消防団活性化費 ……………………………………………… 600

Ⓟ 女性消防士活躍推進費 ……………………………………………… 5,500

庁内情報システム運営費 ……………………………………………… 5,500

Ⓟ 公用車メンテナンスサービス ………………………………………………公用車維持管理のアウトソーシング 20,000

Ⓟ 避難所の電源対策 ……………………………………………… 4,000

Ⓟ 防災体制強化費 ……………………………………………… 3,000

Ⓟ 住宅安全向上費 ……………………………………………… 14,400

花坂配水池耐震化 ……………………………………………… 27,000

小松加賀衛生センター
　　　し尿処理施設改築負担金 ……………………………………………… 53,692

運営費(地方交付税)

第３期(2020.9月～2021.8月)

空調改修,EV改修,照明LED化 等
6月ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ

安宅･符津･沖(改修工事)

｢スポーツ｣と｢科学｣とのコラボ企画

Ｒ３開学
　(当初)増築部分,(3月)既存改修部分

ジュニア防災士を育成

放課後児童ｸﾗﾌﾞへのﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末配置

避難所備蓄品の整備
（段ボールベッド･仕切りｾｯﾄ等）

実施設計
（工事：2021～2022年）

電気自動車による電源確保

浸水対策(盛土工事)補助 ほか

Ⓟ
③

東出張所･南消防署の改修
(トイレ・シャワー等)

2020年度竣工

ＲＰＡ・ＡＩの活用

５ 新時代、新技術を。国際都市こまつへの変革

野菜総合選果場新設への補助(JA小松市)
ブランド品目の生産拡大への補助　ほか

消防団ドローン操作支援員育成
防災士資格取得支援 など

本体工事
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教育環境の充実

　ＩＣＴ教育環境推進費(再掲) ……………………………………………… 306,000

　小学校校舎等改修費 ………………………………………………符津小学校の大規模改修 219,200

　松東みどり学園整備費(再掲) ………………………………………………既存校舎の改修 249,700

防災･減災対策，社会資本の整備

　橋りょう改修等整備費 ……………………………………………… 39,000

　消雪施設整備費 ………………………………………………河田町井戸整備 25,347

　交通安全施設整備費 ………………………………………………歩道改築，ガードレール設置等 5,000

　通学路整備費 ……………………………………………… 13,142

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

　県営街路整備費負担金 ………………………………………………北国街道無電柱化整備 11,123

農林水産業の強化策 

　県営広域基幹林道整備費負担金 ………………………………………………安谷線 8,267

　北谷線開設費 ………………………………………………R２年度整備完了予定 55,000

住吉橋(車道)改修

６ 国補正予算関連(Ｒ元年度３月補正)

通学路安全対策

全小中高校に高速LAN環境を整備
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