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新型コロナ感染者数の推移

8/18～31
小松市緊急行動期間

4/7 緊急事態宣言(～5/31)

石川県が特定警戒都道府県に(4/16～5/14)

4月 5月 累計

国 1,318,220人 936,329人 8,819,618人

石川県 8,995人 11,842人 55,390人

小松市 904人 1,208人 5,588人

感染状況（5月29日現在）

7/12
緊急事態宣言(～9/12)

4/25
緊急事態宣言(～6/20)

1/8
緊急事態宣言(～3/21)

4/12～6/13
小松市緊急行動期間 1/14～26

小松市感染拡大警報

1/27～3/21
石川県
まん延防止等
重点措置

7/31～9/23
小松市緊急行動期間
8/20～9/10
小松市感染まん延
防止緊急行動期間

第5波のピーク時
に比べ高止まり



新型コロナワクチン接種市政
５/29時点の情報
に基づき作成して
います。今後変更
の場合があります。

接種後も

感染予防の

心がけを

効果と
副反応を知り
ご本人の意思で

判断を

重症化予防へ４回目接種を実施

接
種
通
知

対

象

者

３回目接種から５カ月経過した方のうち

①60歳以上の方（接種通知は事前申請なしで発送します）

②18～59歳で基礎疾患のある方等（接種通知発送は下記のとおり）

◎ワクチンダイヤル ☎ 24-8123（土日祝・９時～17時）

◎市ホームページよりオンライン申請

基礎疾患のある方等の４回目接種通知の発送

ファイザー

モデルナ
いずれも接種可能

ワ
ク
チ
ン

接
種
会
場

医療機関での個別接種（ファイザーおよびモデルナ）

市民センターでの集団接種を予定（モデルナ接種）

１～３回目接種

（３回目の接種間隔が５カ月に短縮）

１～２回目、３回目も並行して接種を

継続して実施します

６月１日以降、３回目から

５カ月経過した方より順次、発送します。

接種通知が

届き次第、予約し

接種が可能

②－１ １～２回目接種時に基礎疾患の優先接種の届出済みの方は申請無しに発送

②－２ それ以外の方は事前に申請が必要です

基礎疾患のある方等の４回目接種通知の申請方法

ワクチンの効果

早めの予約を

７～８月は４回目接種対象者が大きく

増えるため、６月中は予約しやす
い見通しです。

３回接種済みの感染リスクは未接種

や２回接種済みと比べて６分の１に
低減（石川県まとめ）

若い世代の感染が目立ちます。
回数に関わらず積極的に接種について
ご検討ください。

81.2％

１回目

80.7％

２回目

61.0 ％
３回目

全体接種率※5/29 速報値(VRSより)



１
新型コロナ
原油価格高騰・物価上昇対策

・ひとり親、住民税非課税世帯に子ども1人あたり5万円

子育て世帯生活支援特別給付金 1億680万円

・R4年度住民税非課税世帯等に10万円

生活支援臨時福祉給付金 1億2,840万円

・生活者支援・地元経済の活性化

プレミアム付商品券発行費 4億8,500万円

・給食にかかる原材料価格高騰分を支援
学校・こども園等の
給食材料価格高騰対策

3,000万円

・原油価格高騰に対する事業者支援

貨物運送事業車両への支援 9,500万円

旅客・運搬・福祉事業車両への支援 4,500万円

農業・漁業者への支援 550万円

パワーポイント 新規 拡充拡新Ｐ

Ｐ

新

２

６月補正予算 主な施策等予算
補正予算額 累 計

一般会計 12億4,495万円 482億1,495万円

全会計 12億4,495万円 1,051億6,395万円

・一般不妊治療の所得制限をR4年4月から撤廃

不妊治療支援費 80万円

・博物館等の非来館型サービスを強化

博物館・美術館の配信環境整備等 3,422万円

・加賀国府1200年に向けて歴史を体感できる公園を整備
（測量・調査等）

加賀国府こまつ歴史の里整備費 700万円

・山頂ホットハウスの屋根等を改修

スキー場整備費 1,350万円

・駅周辺のビジネス・交流の場の創出に向けて

小松駅東地区複合ビル用地取得費 2億5,826万円

その他

Ｐ

Ｐ

Ｐ

新Ｐ

新Ｐ

新Ｐ

Ｐ

Ｐ

拡Ｐ



予算額：1億680万円予 算

～国の制度～

子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する
低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

児童１人当たり一律５万円
対象児童見込み 800人

① 令和4年4月分の児童扶養手当の受給者

② 公的年金等受給により、令和4年4月分の児童扶養
手当を受給していない者

※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

③ 感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童
扶養手当の対象となる水準に下がった者

児童１人当たり一律５万円
対象児童見込み 1,200人

①は、口座へ振り込み（申請不要）
②は、申請が必要

①は、口座へ振り込み（申請不要）

6月末に支給予定

②③は、申請が必要（可能な限り速やかに支給）

【ひとり親世帯分】 【ひとり親世帯以外分】予算額：6,1４0万円 予算額：4,540万円

①令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受
給者で令和4年度分住民税(均等割)が非課税である者

②令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児：20歳未満)

の養育者で以下のいずれかに該当する者

・令和4年度分住民税(均等割)が非課税である者
・感染症の影響で家計が急変し、令和4年度住民税(均
等割)が非課税と同様の事情にある者

※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象

①②可能な限り速やかに支給



住民税非課税世帯への支援 予算額：1億2,840万円予算

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）
について、新たに令和４年度の課税情報に基づいてプッシュ型給付
を行い、生活にお困りの方々に、確実に給付をお届けします。〈国制度〉

現時点での国からの情報に基づき作成

生活に困っている方々への支援措置が強化されます。

住民税均等割非課税世帯
［対象見込み世帯数 約1,100世帯］

世帯全員の令和４年度分の住民税
均等割が非課税の世帯

※令和３年度の非課税世帯として受給済みの

世帯を除く。

家計急変世帯
［対象見込み世帯数 約50世帯］

新型コロナウイルス感染症の影響で
令和４年１月以降の収入が減少し、
世帯全員が住民税非課税相当と
なった世帯

対象世帯には、令和４年７月以降、
確認書を送付します。
提出のあった確認書（３か月以内）
に基づき、給付金を順次口座振込

対象世帯 対象世帯

支給方法等 支給方法等

令和４年９月30日までの申請に基
づき、給付金を順次口座振込



原油価格高騰対策事業者支援費
予算額計

１億4,000万円
予算

予算 9,500万円

１ 貨物運送事業者支援金
☑ 対 象 市内で貨物自動車運送事業(※宅配を除く)を営む中小事業者及び個人事業者

☑ 申請期間 令和４年７月11日～10月31日（予定）

☑ 支 援 金 購入燃料 １０円／Ｌ

～原油価格高騰の影響を受けながらサービスの安定的な

提供を継続している市内事業者等の支援～

予算 4,500万円２ 旅客運送事業者等支援金

☑ 申請期間 令和４年７月11日～10月31日（予定）

☑ 支 援 金 事業用車両１万円～１０万円／台（特殊自動車除く）

☑ 対 象
⑴ 市内で貸切バス、タクシー、自動車運転代行業、一般廃棄物収集運搬業を営む

中小事業者及び個人事業者
⑵ 市内で社会福祉施設等を運営する事業者

大 型 中 型 準中型 普 通 軽自動車

10万円 ８万円 ５万円 ３万円 １万円

☑ 要 件 令和３年10月～令和４年６月の期間中、任意の連続した
６ヶ月分の事業用車両（特殊自動車除く）に係る燃料代

⑵の事業者は、従業員の車両を事業用に使用している場合も対象



予算 500万円１ 農業者支援金

予 算 原油価格高騰対策農業者・漁業者支援費

予算 50万円

☑ 対 象 者 石川県漁業協同組合小松支所の組合員（３６名）

☑ 支 援 金 購入燃料 １０円／Ｌ

２ 漁業者支援金

☑ 内 容 漁船燃料（軽油）価格上昇分を支援

☑ 対 象 者

☑ 支援金額 補助率：２/３
限度額：５０万円／１経営体

☑ 内 容 園芸ビニールハウスの暖房設備
（新設・更新）を支援

☑ 申請期間 令和４年７月11日～10月31日（予定）

☑ 申請期間 令和４年７月11日～10月31日（予定）

暖房効率UP !

意欲向上

漁港活性化 !

① 小松市内に住所を有する方
② 小松市内で園芸品目（果樹・花木含む）

を作付している方

※ 組合を通して全組合員を支援

生産コスト削減

予算額計 550万円



プレミアム付商品券発行費
予算額計

4億8,500万円
予算

予算 4億7,950万円

１ いい街こまつプレミアム
☑ 商 品 券 13,000円分（1,000円券×１３枚／冊）

☑ 販売価格 10,000円／冊（プレミアム率３０％）

～消費喚起による地元経済の活性化と
市民生活を下支えするためプレミアム付商品券を発行～

☑ 販 売 数 35,000冊（１世帯２冊）

２ いい街こまつプレミアム

商店会利用促進イベント補助金

予算 550万円

☑ 対象団体 小松商店会連盟加盟商店会等１１団体

☑ 対象経費 商店会での商品券利用促進のためのイベント等開催経費

各種セール、抽選会などのイベント、広告費用等

☑ 販売方法 市内全世帯に購入引換券発送

☑ 補 助 率 ２／３（上限額５０万円）

■販売窓口
市内郵便局２５カ所（平日）
小松駅前行政サービスセンター（土日、祝日）

■利用店舗等（加盟店募集）
市内に本店がある飲食店や小売店、ホテル・旅館、観光施設等

商工会議所と連携

郵便局と連携
店舗でQRｺｰﾄﾞを読取換金

換金手続き電子化

１０月中 事業スタート



市独自の宿泊割を前倒しで実施

宿泊･旅行代金(税込)
市内宿泊

1人泊あたり割引額

2万円以上 ５,０００円

1～２万円未満 ３,０００円

泊まろう！こまつ宿泊応援割市政 6/15より開始

当初
5月のGoToトラベル再開
に合わせてスタート予定

GoToトラベル割の
上乗せ宿泊割

※再開されず、
再開時期未定

6/15
開始

制度見直し 市独自の宿泊割

6/15宿泊分から割引開始

泊まろう！こまつ宿泊応援割

〔申込先〕 こまつ宿泊応援割事業取扱店
（市内宿泊施設・旅行会社等）

小松市民以外の方も利用できます！

（県民旅行割やGoTo割と併用可）



予算
予算額
2,000万円

学校給食物価高騰
対策費

栄養バランスや量を確保しつつ，
物価高騰による学校給食費への
影響額を市が負担します。

①１食当たりの給食費

[影響前単価]
小学校 273円
中学校 338円

高騰前 高騰後

[影響後単価(見込)]
小学校 283～289円
中学校 348～358円

②影響見込額

児童生徒数 小学校 約5,700人
児童生徒数 中学校 約2,900人

高騰影響額 小学校 1,240万円
高騰影響額 中学校 0,760万円

物価
上昇

高騰影響額

物価高騰影響相当額
を学校給食を運営し
ている学校給食会へ
助成。

栄養バランスや量を保った食事がきめ
細やかに提供される体制を整えるため，
材料費高騰分を こども園等に助成し，
子育て世帯を支援します。

予算
こども園等給食
物価高騰対策費

予算額
1,000万円

対象園 私立こども園等 3６園
児童数 ０歳～5歳児 約３，６００人
高騰影響額（５％程度） 900万円

栄養バランスや量を保った食事がきめ
細やかに提供される体制を整えます。
対象園 公立こども園等 ４園
児童数 ０歳～5歳児 約２８０人
高騰影響額（５％程度） 100万円

私立こども園等

公立こども園等

社会全体で子育て世帯の負担軽減！



デジタルコンテンツの配信に必要な機材を調達

デジタルコンテンツを効果的に配信するためのプラットフォームを構築

博物館・美術館の環境整備
予算額計：3,422万円予算

博物館管理運営費
予算額：2,262万円

宮本三郎美術館管理運営費
予算額：380万円

◎博物館・美術館の魅力を伝えるデジタルコンテンツの配信環境を整備

文化庁補助金「文化施設の活動継続・発展等支援事業」

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

展示会場の動画配信 収蔵資料の画像配信 学びの情報配信 など

ウィズコロナにおける「新たな日常」に対応した情報発信力の強化

尾小屋鉱山資料館管理運営費
予算額：780万円

ウィズコロナにおける「新たな日常」に対応した

◎新型コロナウイルス感染症対策の環境整備を推進

感染対策に必要な機材購入 宮本三郎美術館 空調フィルター交換 尾小屋鉱山資料館 空調機更新

活用事業



予算額：700万円予 算

加賀国府ロマン

体感ゾーン創出

加賀国府こまつ歴史の里整備費

●（仮称）加賀国府ロマン館の整備
●国府歴史回廊としての回遊性を高める公園整備

眺望スポット整備

「（仮称）府南山歴史公園」の整備

歴史回廊の起点として、古墳からの白山眺望や平野部を
一望できるロケーションを活かした修景と老朽化した園
路・設備等の再整備。

「河田山古墳公園」の修景・再整備

古代人も仰ぎ見た白山の姿を体感できる公園整備

古府町の石部神社は、加賀国総社「府南社」の推定地。
その隣接地に、神社境内の史跡と梯川の親水空間や白
山眺望を結ぶ公園を新たに整備。

調査が進む神社境内梯川に接する石部神社の杜

国府からの白山眺望

令和4 年度 令和5年度

加賀立国
1200年
記念祭（仮称）

加賀国府ロマン館 （展示改修・建物工事・増築）

公園整備 （調査・設計） （工事）

〇加賀国府こまつ歴史の里公園整備 令和 4 年度測量・調査・設計業務
・加賀国総社推定地（石部神社）に隣接して「（仮称）府南山歴史公園」を整備
・ 加賀国府ロマン館に隣接する既存の「河田山古墳公園」の修景・再整備(仮称)

いそべ ふなんしゃ



令和４年４月から、不妊治療の保険適用がスタート！

６月補正

▼ 助成額 ：自己負担額の1/2以内
（1年間あたり5万円上限）

▼助成期間：2年間

保険適用後も先進医療（保険適用外)などオプション治療
との組み合わせにより自費が発生する場合が想定される

4月1日にさかのぼって適用予定

一般不妊治療

●タイミング法
●人工授精

など

生殖補助医療（これまでの特定不妊治療）

●体外受精
●顕微授精

など

市独自の新たな助成制度を検討中！助成対象者の拡大！

従来の助成から

「所得制限」の要件を撤廃

選択される治療法の動向をふまえ

より効果的な助成制度を検討中

子どもを希望する方々の経済的負担を更に軽減し安心して治療を受けられる環境を提供

「一般不妊治療」 「生殖補助医療」

小松市独自の治療費助成

少子化対策の充実 ～不妊治療の助成～ 予算額：80万円
（一般不妊治療分）

予 算



ごみ減量化・リサイクル率向上に向けた制度見直し市政

H28.10月 ダイエット袋制度導入

可燃ごみ量はリバウンド傾向

R3.9月 環境審議会に諮問

■指定袋制度の是正
■エコロジーパークこまつ搬入
手数料最低価格の導入 など

環境審議会最終答申
制度改正条例案 議会上程
町内会・各種団体説明会実施

新制度スタート

改正後も継続

・指定袋制
・美化ピカマナー袋制
・マーキング制

町内会等の
希望に応じて
４月～随時開催中

＜家庭系可燃ごみ量推移＞

H20 H28 H29 H30 R1 R2 R3

目標
H20比
▲50％

ダイエット袋
の導入

H30を境に
リバウンド傾向

<R4.2月 環境審議会中間答申>

❶指定袋無償配布の廃止
（配布自体は直接ごみ減量化につながらず）

❹やさしい福祉施策の拡充（指定袋の配布）

配布経費を他の減量化支援策等に活用

配布数：Mサイズ1パック（9枚）⇒2パック（20枚）
「赤ちゃん紙おむつ定期便」でも選択可

❷生ごみ処理機補助金の増額
補助限度額：3万円⇒5万円

❸指定袋の仕様変更
デザイン一新 ・ 1パックの枚数：10枚(L・LM・M）・１５枚（S）

中間答申を受けての市の方針

R4.7月

9月

随時

R5.4月

＜今後の予定＞

R3削減率
＝18.1％

15,018t 15,376t

18,777t

制度の詳細・その他支援施策

〇ごみ集積場補助制度拡充 〇啓発強化 等

新規
拡充

拡充

＝環境審議会最終答申（7月）から内容検討



公共施設マネジメントの推進

こまつドーム（アリーナ）の今後の利活用に向けて
市 政

◆ 管理運営費と並行して、数年以内に多額の大規模改修費が必要（人工芝、照明、音響設備等）

◆ 東京オリパラを契機としたスポーツ振興やまちづくりの気運の高まり、新幹線開業による交流拡大など、

社会環境や時代の変化を捉えて、大胆な活用転換を含めチャレンジ意欲をもって検討

・平成９年設置（築25年経過）

・延床面積 19,514㎡
(うちアリーナ平面部 14,344㎡)

・天井高 最大56ｍ

実施スケジュール(予定)

これからの課題

◆ 施設スケールや機能を十分活かすため、利用形態の見直しや機能の再検討が必要

R4.7月頃から 10月以降

提案内容によっては
施設改修が必要となる場合も
あるため、令和５年７月以降の
アリーナ利用予約を停止

※進行スケジュール次第では
それ以前の利用も制約を
受ける場合があります

審
査
会

公募仕様の
策定など
公募準備 （途中）

説明会等

公募期間
(３ヶ月程度)

北陸有数の大規模多目的施設

優
秀
提
案
者
の

選
定･

公
表

必要な改修等の
予算化や実施、
施設条例の改正

など

今後

公募型プロポーザルにより多様な事業提案や活用意向を募集します

（提案内容により）
参
加
表
明

提
案
書
提
出

Ｒ1年度

・アリーナ年間利用者延べ約９万人
(施設全体では約18万人)

・利用形態と施設規模とのギャップ

低料金で市民のスポーツ活動を

中心に利用

・総事業費 約80億円

・年間利用者 40万人以上、
経済効果27億円/年以上の目標

小松市はもとより南加賀の
発展が期待された拠点施設
（大規模集客や経済効果など）

うちアリーナ
約51億円



民間企業などの専門性やノウハウを、行政だけでは実現できない
政策やサービスに活用。
「公」と「民」がお互いの強みを提供しあい、「市民」にとっても
メリットのある「三方良し」の公民連携を目指す。

公民連携の推進 ~多様なパートナーシップ構築～市政

今後 取り組む予定の連携事業

ソフトバンク㈱

ウリドキ㈱

大塚製薬㈱

6月20日包括連携協定締結予定 6月3日包括連携協定締結予定

5月30日連携協定締結

循環型社会の実現

スポーツ振興
製薬会社の専門的知見を
アスリート支援に活用

健康づくり
東洋医学に関する講座を提供、
健康づくりや生涯学習に

防災・災害協力
総合防災訓練などでの防災や
熱中症予防の啓発活動

幅広く連携内容を調整中

スポーツ振興や健康増進

その他、地域交通や自治体DXなどの分野で連携を協議中

不要品リユースを促進 市のごみの量の削減


