
笑顔あふれる未来志向のまちづくり

新時代をリードする「国際都市こまつ」へ

(単位：千円)

③ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種費 ……………………………………………… 521,900

18歳未満の国保税の軽減 ……………………………………………… 20,000

③
「Go Aroundこまつ Part２」
　　消費喚起促進費 ………………

2,000

新型コロナウイルス感染症対策
予備費を計上 ………………………

200,000

　このほか 様々なイベント実施や各施設の運営等において感染症対策に必要な経費を確保

🔹新幹線小松駅開業に向けて（2022年夏 新幹線駅舎完成）

小松駅ターミナルプラン推進費 ……………………………………………… 854,100

新幹線小松駅「こまつの美」展示費 ……………………………………………… 50,000

③ 北国街道無電柱化推進費 ……………………………………………… 247,000

　このほか 小松駅周辺の機能，魅力アップを推進（駅西駐車場立体化等）

🔹臨空エリアの活用推進

安宅新地区土地区画整理費
　　　　　　　 　(特別会計) ……

749,000

③ 　　　　　　　 　(一般会計) ……………………………………………… 300,000

🔹広域基幹道路の整備

③ 幸八幡線整備費 ……………………………………………… 348,000

日本遺産サミット開催費 ……………………………………………… 24,000

 まちの成長・発展に向けて

11/13(土)～14(日)
シンポジウム，ステージパフォーマンス，展示
ブース，海外ライブ配信，リモートツアー，日
本遺産グルメ等

龍助町～西町区間 整備完了(H27～R3)

駅プロムナード実施設計
東口広場を整備

Ｒ３年度の国保税の均等割を半額に

４月上旬を目途に高齢者から接種開始

感染状況や地域経済の状況に応じて，速やかに
施策を実行するため一定の事業枠を確保

造成工事に着手
2022年度 工事完了
　　　　 コンベンション･産業立地を推進

2022年度完成

幹線道路(市道安宅新町１号線)を整備

 観光・文化の推進

プレミアム付き商品券 第２弾の準備
(規模･時期は感染状況･経済状況を踏まえ判断)

 新型コロナウイルス感染症への対応

展示作品の制作を開始

[ ③：３月補正あり ]
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産業観光推進費 ……………………………………………… 16,100

お旅まつり開催費 ……………………………………………… 23,700

歌舞伎のまちこまつ推進費 ……………………………………………… 18,900

③ 安宅公園リニューアル整備費 ……………………………………………… 80,000

活力ある学校づくり推進費 ……………………………………………… 1,000

鳥獣害対策費 ……………………………………………… 32,400

未来につなぐ森林づくり推進費 ……………………………………………… 26,100

フローラルこまつ推進費 ……………………………………………… 17,400

東京オリパラ推進費 ……………………………………………… 35,800

アジアパシフィックカヌー大会開催費 ……………………………………………… 3,000

小松総合体育館改修費補助金 ……………………………………………… 88,500

[債務負担行為　206,500]

各施設のＬＥＤ化推進 ……………………………………………… 59,000

③ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種費(再掲) ………………………………………………　 521,900

新生児特別定額給付金 ……………………………………………… 11,000

重層的支援体制整備 ……………………………………………… 258,947

私立認定こども園等施設整備 ……………………………………………… 127,800

松東地域こども園整備費 ……………………………………………… 272,241

児童センター施設整備費 ……………………………………………… 373,200

なかよし幼稚園，舟見ヶ丘保幼園，
(仮称)犬丸保育園 等

空調設備の新設,アリーナ床改修,ＬＥＤ化等

森林の経営管理権集積計画の策定
緩衝帯やクマの餌場整備 等

ローズガーデン整備，学校でのスマートガーデ
ンの推進 等

5/14～17　上演町：西町

 東京オリパラとスポーツの推進

聖火ﾘﾚｰ開催(5/31)，事前合宿受入れ，ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｲ
ﾌﾞｻｲﾄ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ開催，選手激励(応援)，
ｽﾎﾟｰﾂ市民ｻﾎﾟｰﾀｰの活動 等

乗りものフェスティバル開催
訪問受入れ体制整備への補助
日本観光振興協会･能美市との連携事業
商工会議所への補助 等

４月上旬を目途に高齢者から接種開始

子育て世帯応援のため新生児１人あたり５万円
を給付（R3.6.30まで）

 健康・福祉・安全安心の向上

子ども･障がい者･高齢者･生活困窮者等の制度の
垣根を超え，支援を必要とする人へ一体的な支
援を提供

5/4～5　第22回＋ 日本こども歌舞伎まつり 等

2019～2023
2021年度 多目的広場整備，駐車場拡張設計 等

 地球環境の保全

小学校グラウンド，地区体育館(国府,中海)，木
場潟スポーツ研修センターテニスコート

2022年度開園

クマ対策プラン・こまつモデルの取組みを推進

ＳＤＧｓ特別授業を全小中学校で展開

のしろ児童館　2022年度開館

5/14～16　木場潟カヌー競技場
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妊産婦・乳児健康管理費 ……………………………………………… 116,200

予防接種費 ……………………………………………… 395,566

消防団運営費 ……………………………………………… 69,100

消防団ポンプ車購入費 ……………………………………………… 19,200

安全運転サポートカー補助金 ……………………………………………… 13,500

まるごとまちごとハザードマップ ……………………………………………… 6,500

未来の教育展開費 ……………………………………………… 3,300

英語力向上費 ……………………………………………… 12,100

ＩＣＴ教育環境推進費 ……………………………………………… 131,800

市立高校活性化推進費 ……………………………………………… 9,400

生徒指導推進費……………………………………………… 1,334

③ 小学校校舎等改修費 ……………………………………………… 497,600

[債務負担行為　87,000]

中学校校舎等改修費 ……………………………………………… 106,000

  　　 　　　 　　　       　　　[債務負担行為　119,500]

ひととものづくり科学館魅力アップ費 ……………………………………………… 8,000

スマート市役所推進費 ……………………………………………… 54,300

産業競争力強化費 ……………………………………………… 25,500

消防団活性化費 ……………………………………………… 1,170

３Ｄ－ＣＡＤ活用推進費 ……………………………………………… 7,150

(水道会計)水道管ＡＩ劣化診断
　　　　　　　　　　の導入 ………

6,000

大規模改修：矢田野小
空調復旧：荒屋小，日末小
体育館ＬＥＤ化：中海小，松東みどり学園

ＡＩ学習コンテンツ(英語･数学)，ＧＩＧＡタブ
レットの活用 等

大規模改修：国府中(設計)
空調復旧：安宅中

ＧＩＧＡスクールこまつモデルの推進

地域の電柱等に水害時の最大浸水高の看板を設
置

ＡＬＴの増員，小６スピーキングテスト

 スマートシティ・スマート市役所の推進

３Ｄ設計の拡充，ドローン技術者の養成，橋
りょうメンテナンスＡＩ技術導入調査，公共工
事事務ＲＰＡ化 等

 世界でふるさとで輝くひとづくり

電子申請システムなど市民や市役所のデジタル
化を推進

AIを活用した水道管の劣化状態の予測診断によ
る効率的な維持管理

デジタル化等による企業の生産性向上･働き方改
革への支援(経営モデルチェンジ支援)

消防団支援システム整備（活動報告のオンライ
ン化），ドローン検定 ほか

ＡＩ学習コンテンツ，ＧＩＧＡタブレットの活
用 等

消防団運営交付金，消防団員年報酬の引上げ

多胎妊婦の健診費用への助成を拡充
(14回→20回まで)

コロナ対策として子ども・高齢者に係る予防接
種の自己負担軽減を１年延長

国のサポカー補助の延長を受け，市の制度も延
長（６月末まで予定）

相談ｱﾌﾟﾘ･心の健康観察ｱﾌﾟﾘ導入
(1人1台ﾀﾌﾞﾚｯﾄの活用)

ワンダーランド展示更新

第10月津分団
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◆国補正関連

新型コロナウイルス感染症対策

　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種費 ……………………………………………… 521,900

　小中高校の感染症対策 ……………………………………………… 34,000

　こども園等の感染症対策 ……………………………………………… 16,700

教育環境の充実

　小学校校舎等改修費 ………………………………………………矢田野小学校の大規模改修 327,000

社会資本の整備

　橋りょう改修等整備費 ……………………………………………… 48,300

　通学路整備費 ……………………………………………… 10,000

　北国街道無電柱化整備費 ……………………………………………… 170,000

　幸八幡線整備費 ………………………………………………用地費，補償費等 200,000

　県営街路整備費負担金 ………………………………………………北国街道無電柱化整備(県道部分) 22,500

　公園施設リニューアル費 ………………………………………………さわ池公園テニスコート改修 ほか 30,000

　安宅公園リニューアル整備費 ………………………………………………多目的広場の整備 80,000

　安宅新地区土地区画整理費 ………………………………………………市道安宅新町１号線整備 100,000

農林水産業の強化策 

　農業経営体育成支援費 ………………………………………………農業用機械・施設整備への支援 20,000

　県営土地改良費負担金 ………………………………………………農村地域防災減災対策 18,000

　農業用施設防災対策費 ………………………………………………土地改良施設の防災整備計画の策定 11,000

◆その他

除雪費 ……………………………………………… 200,000

保健衛生用品・教職員研修への支援

衛生用品購入への支援

１月中旬までの積雪対応分

通学路安全対策

龍助町～西町区間 整備完了(H27～R3)

宮前橋,渡城橋,住吉橋,今江潟大橋

 Ｒ２年度３月補正（国補正予算関連等）※一部再掲

４月上旬を目途に高齢者から接種開始
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