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400

補助金額と特典

万円

補助額（1 人 1 泊あたり）

イベント ( 文化、スポーツ）

３００円

５０万円

学生の合宿

３００円

５０万円

修学旅行

３００円

５０万円

地方学会等

３００円

３００万円

全国学会等

５００円

３００万円

５，０００円（国外参加者）

国際学会等

その他

さらに！

４００万円

２，０００円（国内参加者）
５０万円

３００円

小松空港

（JR 北陸本線）
or

小松駅・粟津駅・明峰駅・能美根上駅

を利用した場合は、500

円／参加者 1 名

の補助有り。

※ 市内に宿泊を伴う参加者に限り、かつ交通機関の領収書が必要となります。

嬉しい特典も♪
コンベンション補助金の対象となる方へ、
１人１枚引換券を進呈します。

1000
円分

次のいずれかに引き換えできます。
〇お買い物補助券１０００円分
（ぶっさんや、空の駅こまつ又は道の駅こまつ木場潟で利用できます）

〇市内観光施設・文化施設に無料で入館できる市内観光パスポート
（1週間券）

2

補助を受ける条件

(1) 市内及び近隣の市町内のコンベンション施設で開催されること
(2) 市域を超える規模を有するコンベンションであること
(3) 宿泊が小松市内であること
(4) 参加宿泊者数が延べ 30 人以上であること
なお、次に該当するものは対象になりません
(1) 国又は地方公共団体が主催するもの
(2) 指定強化合宿等へ参加するもの

補助要綱や申請書の
ダウンロード、施設の詳細
などはＨＰをチェック！

(3) 公共施設や簡易な宿泊施設で宿泊を行うもの
(4) 営利を目的とするもの
(5) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
(6) コンベンションの実施に対して、本市から別に直接的な補助を

小松市イメージキャラクター
カブッキー

受けたもの

問 い 合 わ せ・申 し 込 み

一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク
〒923-8650

facebook
こまつ観光物産ネットワーク
http://www.facebook.com/komatsukbnet

石川県小松市小馬出町91

☎ （0761）24-8394
FAX（0761）23-6404
Eﾒｰﾙ komanet@city.komatsu.lg.jp

小松市公式「いよっ！小松」
http://www.facebook.com/cityofkomatsu

充実の施設と補助制度︑癒しの温泉も！

コンベンションシティ 小松 へ

最大

■ 小松市内コンベンション施設のご紹介
こまつ芸術劇場うらら

小松市公会堂

〒923-0921 小松市土居原町 710
0761-20-5500
0761-24-2481

〒923-0903 小松市丸の内公園町 32
0761-22-3141
0761-22-3140

URL: http://www.komatsu-urara.com

URL: http://kskkousya.com/index.php

施設設備

交通機関

利用時間

大ホール（851 席）、小ホール（250 席）
会議室（間仕切りの移動で 1 〜 3 室として利用可）
リハーサル室、楽屋、催事場
ＪＲ小松駅から徒歩 1 分
小松空港から小松駅行きバスで 12 分
駐車場

９：００〜２２：００

Ｐ

（水曜、年末年始休館）

専用駐車場なし
周辺に市営駐車場あり

施設設備

交通機関

利用時間

大ホール（1078 席）、大会議室（230 席）
第１〜７会議室（50 〜 72 ㎡）、茶室、和室（21 畳）、特別室
ＪＲ小松駅から車で５分
小松空港、小松 IC から車で 10 分
駐車場

９：００〜２２：００

Ｐ

（年末年始休館）

中小企業
研修会館

小松市民センター

小松商工会議所

〒923-0001 小松市大島町丙 42-3
0761-24-6101
0761-23-5811

〒923-8566 小松市園町ニの１
0761-21-3121
0761-22-3120

URL: http://kskkousya.com/index.php

URL: http://www.komatcci.or.jp

施設設備

交通機関

利用時間

大ホール（550 席）、小ホール（350 席）
大会議室（126 ㎡）、視聴覚室、婦人学習室、喫茶店（軽食）
小松 IC から車で４分、小松空港から車で 10 分
ＪＲ小松駅から車で８分
９：００〜２２：００

駐車場

（月曜日、年末年始休館）

Ｐ

３００台（無料）

施設設備

大集会室（500 席）、和室（12.5 畳）、会議室（40 〜 162 ㎡）
交通機関

利用時間

ＪＲ小松駅から車で５分
ＪＲ小松駅からバスで10分（商工会議所前下車徒歩1分）
９：００〜２１：００（平日）
９：００〜１７：００（土・日・祝日）
（年末年始休館）

こまつドーム

小松運動公園

〒923-0001 小松市林町ほ 5
0761-43-1677
0761-43-4466

〒923-0001 小松市末広町 72
0761-24-3074
0761-24-3019

URL: http://kskkousya.com/index.php

URL: http://kskkousya.com/index.php

施設設備

交通機関

利用時間

砂入り人工芝（14,344㎡、収容人数 10,000人）
集会室（312 席）
、和室（32 畳）、会議室、生涯学習室 など

施設設備

駐車場

Ｐ

（年末年始休館）

駐車場

Ｐ

１３０台（無料）

●末広体育館
アリーナ（1,640㎡、
収容人数 8,000人）、会議室 など
●末広野球場（弁慶スタジアム）
グラウンド（13,745㎡、
収容人数 10,000 人）、室内練習場 など

小松駅から車で 15 分、粟津駅から車で５分
小松 IC から車で 20 分、小松空港から車で 20 分
９：００〜２２：００

専用駐車場なし。隣接の
市役所無料駐車場利用可

●末広陸上競技場
トラック（ウレタン）…1 周 400m× 8 コース
フィールド…ウレタン・芝生
収容人数（スタンド 800 人、バックスタンド 5,000 人）

１１８４台（無料）

サイエンスヒルズこまつ

●末広テニスコート
人工芝コート…8 面（ナイター設備有り、収容人数 400 人）
クレーコート…6 面（収容人数 300 人）

〒923-8610 小松市こまつの杜2
0761-22-8610
0761-23-8686

●その他
末広屋外相撲場、末広屋内相撲場、
末広屋外幼児プール（屋外温水プール）

URL: http://science-hills-komatsu.jp/
交通機関
施設設備

交通機関

わくわくホール（250㎡×3室）
3Dスタジオ（120席） ほか

ＪＲ小松駅から徒歩 1 分

■ 市内の宿泊施設
● まるごと・こまつ・旅ナビ

９：３０〜２２：００
（年末年始休館、夏休み・ＧＷ
は開館）

駐車場

小松空港から小松駅行きバスで
12 分

そのほかの施設

利用時間

Ｐ

利用時間

専用駐車場なし
周辺に市営駐車場あり

小松駅、小松 IC から車で各５分
小松空港から車で８分
９：００〜

駐車場

※閉館時間は施設によって異なります
（年末年始休館）

Ｐ

６３０台（無料）

●木場潟スポーツ研修センター
小松市木場町ユ 3-7
0761-22-1899
研修所兼宿泊所、屋内体育館、テニスコート

●小松総合体育館
小松市下牧町 丁 69
0761-21-8005
体育館フロアー（1,896㎡）、会議室、トレーニングジム

●スカイパークこまつ翼
小松市日末町や１-１
0761-22-1899
ソフトボール場、サッカー・ラグビー場 など

●桜木体育館
小松市桜木町 104-3
0761-22-1899
第１〜第３体育室（641 〜 969 ㎡）、弓道場

など

など

全て自家堀温泉が自慢の粟津温泉の旅館や、小松駅周辺のホテルなど、市内の宿泊施設も充実しています。
URL：http://www.komatsuguide.jp/

● 粟津温泉観光協会ホームページ

URL：http://www.awazuonsen.com/

