
平成２９年 
武雄市 ３月議会議案等の概要 

平成２９年２月２２日 記者発表資料 



【平成２９年 ３月議会】 
議案件数  
 

〇条例議案         ９件 

〇事件議案         ３件 

〇予算議案（当初予算） ９件 

〇予算議案（補正予算） ７件 

 

 

 
 



【一般会計】 
歳入歳出予算の総額 

        
        （対前年度比）  1億6686万2千円減 

                        （0.7％減）

平成２９年度 
武雄市 当初予算概要 



平成２９年度 重点政策 
～３つの柱～ 

  ② 福祉 

  ③ 子育て 

  ① 雇用 

武雄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 



平成２９年度 重点政策 
～３つの柱～ 

① 雇用 

平成29年4月～ 商工課を設置 



■ 雇用対策事業 

スター戦略基本目標①「仕事を創出し、所得を上げる」          

 ①雇用 

①女性、ひとり親等・・・・・・働きたい女性のための再就職支援事業 

②雇用のマッチング・・・・・・・・・・・・・・・・合同就職説明会開催事業 

③高齢者、障がい者等・・・・・ 柔軟な働き方「在宅ワーク」研修事業  

④新規就農者・・・・・・・・・・・・・・トレーニングファーム整備推進事業 

商工課 雇用創出係（新設）を中心に、
庁内横断的に雇用創出に取り組む 



■ 働きたい女性のための再就職支援事業 

児童の食習慣及び 

   生活習慣を改善 

委託料 50万0千円 

全額市費 

スター戦略基本目標①「仕事を創出し、所得を上げる」          

 ②雇用・所得向上 

・育児や介護終了により再就職を希望する女性を支援します。 
再就職に必要な技術取得や市内事業所での職場実習を行い、
スキルアップを目指します。       【予算額 ： 委託料 100万円】 

       

 

①再就職に必要な技術の習得 

②社会復帰のための研修 

③自分に合った働き方の模索 

④職場見学 



■ 柔軟な働き方「在宅ワーク」研修事業 

児童の食習慣及び 

   生活習慣を改善 

委託料 50万0千円 

全額市費 

スター戦略基本目標①「仕事を創出し、所得を上げる」          

 ②雇用・所得向上 

・フルタイム、パートタイムでの時間の確保が困難な方が、
自宅に居ながら、可能な時間に仕事をし収入を得ることが
できます。       【予算額 ： 委託料 50万円】 

       

 

①柔軟な働き方の提案 
②人材育成、スキルアップ 
③新たな収入に繋げる 



■ トレーニングファーム整備推進事業 

児童の食習慣及び 

   生活習慣を改善 

スター戦略基本目標①「仕事を創出し、所得を上げる」          

 ①雇用 

・研修用ハウス３棟の建設    【全額県費： 1億1680万3千円】 

   （平成２９年度事業の前倒し実施により、３月補正に計上し全額を繰越し） 

新規就農者の確保・育成 
× 

黒尾のきゅうり 



■ 体験型アクティビティ事業 

児童の食習慣及び 

   生活習慣を改善 

スター戦略基本目標①「仕事を創出し、所得を上げる」          

 ①雇用 

・外国人観光客をターゲットに「さがびより」「三夜待」「武雄産いのしし」
「流鏑馬」「武雄競輪」等の本市が保有する地域資源を活用した体験プロ
グラム30メニューを開発、商品化し、魅力ある着地型観光の推進を図る  

 まちなか体験事業（武雄市観光協会補助金） 【予算額 ： 50万円】 

    

観光客 
× 

体験 
（さがびよりの田植え・稲刈り体験、三夜待、いのし
し解体、流鏑馬行列、競輪バンクウォーキング等） 



■ 畜産振興事業 
予算額 300万円 

全額市費 

スター戦略基本目標①「仕事を創出し、所得を上げる」          

 ①雇用 

肥育農家の経営安定と繁殖農家の所得向上を図るた
め、その導入に係る費用の一部を補助します。 

    目標 市内保有牛を３倍に！ 

市内繁殖農家 

市内肥育農家 

購入 

卸業者 

セリ 

補助金 



平成２９年度 重点政策 
～３つの柱～ 

② 福祉 

平成29年4月～ 福祉部を設置 



■ 小児時間外診療事業 

参加者の増加 

予算額 2478万6千円 

市費（一般財源）：1540万9千円 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ②福祉 

武雄地区休日急患センターで 
３６５日の時間外診療体制を確立 

月、木、金、土、日、 
祝日及び年末年始 

武雄杵島地区 

火、水 鹿島藤津地区 

月～日、 
祝日及び年末年始 

武雄杵島地区 

火、水 鹿島藤津地区 

平成29年4月～ 



■ 子どもの医療助成事業 

医療機関でのお支払いが一定額の負
担で、市役所への助成申請手続きが不
要になります。 

予算額 6000万円 

全額市費 

 ②福祉 

※火、水については、重複 

小中学生の医療費助成を“現物給付化”します 

平成29年4月～ 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

【ひと月あたり上限額】 1000円/レセプト（医療機関） 
                ※調剤は、負担なし 



■ 生活支援体制整備事業 
予算額 1463万6千円 

全額介護保険受託事業収入 

スター戦略基本目標③「生きがいと健康を実感できるまちをつくる」           

 ②福祉 

地域での支え合い体制を 

整備していく 

武雄市地域包括ケアシステムの構築 
～「幸齢者応援のまち・たけお」の実現～ 

平成29年3月  

・第１層協議体の発足 
・第１層生活支援 
 コーディネーターの配置 

第１層 
（武雄市全体） 

663万6千円 

第２層 
（各町での取組み） 

800万円 

平成29年度 本格始動 

第１層：武雄市全体 
第２層：各町での取組み 



■ 新生児聴覚検査助成事業 
予算額 2万5千円 

全額市費 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ②福祉 

聴覚障害による成長発達への影響を最小限に抑える 

スター戦略基本目標③「生きがいと健康を実感できるまちをつくる」          

対 象 
 
新生児  非課税世帯 
     生活保護世帯 

補 助 額 ５０００円（上限） 

子どもの貧困による 
健康格差を防ぐ 



■ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

予算額 30万円 

市費（一般財源）：18万8千円 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ②福祉 

高卒認定試験の合格を支援します 

スター戦略基本目標③「生きがいと健康を実感できるまちをつくる」          

対 象 者 
・ひとり親家庭の親、児童 

・非課税世帯の親、児童  ⇐ 市単独事業 

対 象 講 座 
・高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む）とし、 
 市が適当と認めたもの 

支 給 額 
①受講修了時 受講料の２０％（上限１０万円） 
②試験合格時 受講料の４０％（上記①との合計で上限１５万円）   

より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げるため、
学び直しを支援する給付金を支給します。 

子どもの貧困対策 



平成２９年度 重点政策 
～３つの柱～ 

③ 子育て 



■ 小学校普通教室空調設備設置事業 

予算額 653万4千円 

全額市費 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ③子育て 

全小学校の普通教室に空調設備を設置
し、より一層の学習環境の改善を図ります。 

【事業計画】 
 平成29年度：設計業務委託 
 平成30年度：設置工事 
 ※北方小学校のみ、平成31年度 

  工事実施。 

平成2９年度 実施設計 

平成29年度 増改築工事 

※平成２９年度 実施設計 



児童の食習慣及び 

   生活習慣を改善 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」           

 ③教育・子育て 

図書館ＣＤ・ＤＶＤレンタル
コーナーを改修し、新学習
コーナーを整備します。 

予算額 1841万7千円 

市費（一般財源）：55万２千円 
■ 新学習コーナー改修工事 

１Ｆ 

新しい価値の創出 

・学習席の拡充（約５０席） 
 
・講座やグループ学習など  
 多様な学びの場の提供 

倍増 



児童の食習慣及び 

   生活習慣を改善 

スター戦略基幹事業「ワンランク上の子育て・教育環境を目指す」          

 ③子育て 

■ こども図書館建設事業 
  より豊かな親子の育ちを支援する 
  “子育て拠点” 

予算額 2億5035万6千円 

市費（一般財源）：55万6千円 



○主な事業 
 

 ✓こどもの笑顔コーディネーター（仮称）の設置 
                          【予算額：228万2千円】 

 ✓就学援助費の拡充  【予算額：397万6千円（※増額分）】 

     （新入学用品費の増額、  高校進学等への準備金の新設） 

 ✓放課後等補充学習支援事業 

                     【予算額：262万5千円】  ほか 

■ 子どもの貧困対策事業 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ③子育て 

・早い段階での支援 

・伴走型支援 

・つなぎ 

“子どもに寄り添う伴走型支援”の構築 

新 

新 

新 



■ こどもの笑顔コーディネーター（仮称）の設置 

予算額 228万1千円 

市費（一般財源）：114万1千円 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ③子育て 

・早い段階での支援 

・伴走型支援 

・つなぎ 

予算額 228万1千円 

全額国費 
文部科学省：不登校児童生徒への支援 

       モデル事業委託金 

・就学援助費  【予算額：397万6千円】 

 新入学用品費の増額、進学等準備金の創設 
主な事業 

主な事業 

 

・担任の先生が気になる児童及び家庭への面接・家庭訪問等によるアプローチ 
 （教員OB等） 
・孤立しそうな家庭等に対する母子保健の観点からのアプローチなど（保健師） 



○主な事業 
 

 ✓こどもの笑顔コーディネーター（仮称）の設置 
                          【予算額：228万2千円】 

 ✓就学援助費の拡充  【予算額：397万6千円（※増額分）】 

     （新入学用品費の増額、  高校進学等への準備金の新設） 

 ✓放課後等補充学習支援事業（地域未来塾） 

                     【予算額：262万5千円】  ほか 

■ 就学援助費の拡充 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ③子育て 

・早い段階での支援 

・伴走型支援 

・つなぎ 

【現行制度】 

小学校：20,470円 
中学校：23,550円 

主な事業 

対象：準要保護児童生徒 

新入学用品費の増額【予算額：267万6千円（※増額分）】 

高校進学等への準備金の新設【予算額：130万円】 

新入学用品費を、要保護児童生徒の就学援助費 

基準額に合わせて増額します。 
【新制度】 

小学校：40,600円 
中学校：47,400円 

高校等への進学や就職準備の費用負担軽減のため、
進学準備金を新設します。 

新設 
全国初 

支給時期：中学校３年時の12月 

支給額：20,000円 



○主な事業 
 

 ✓こどもの笑顔コーディネーター（仮称）の設置 
                          【予算額：228万2千円】 

 ✓就学援助費の拡充  【予算額：397万6千円（※増額分）】 

     （新入学用品費の増額、  高校進学等への準備金の新設） 

 ✓放課後等補充学習支援事業（地域未来塾） 

                     【予算額：262万5千円】  ほか 

■ 放課後等補充学習支援事業 【予算額：262万5千円】 

予算額 228万1千円 

市費（一般財源）：114万1千円 

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」          

 ③子育て 

・早い段階での支援 

・伴走型支援 

・つなぎ 

予算額 228万1千円 

全額国費 
文部科学省：不登校児童生徒への支援 

       モデル事業委託金 

主な事業 

主な事業 

【対象】 

 市内全中学校、全学年（希望者） 

【事業内容】 

 放課後や長期休業期間中に、地域の人材を指導員とし
て活用し、年間約５０時間の学習支援を行う。 

学習機会の提供によって高校進学への不安を解消 



平成２９年度 
武雄市 当初予算概要 

その他の主要事業 



■新庁舎建設事業 

  老朽化した庁舎の建替え工事をします。 

予算額 23億8973万円 

市費（一般財源） 263万円 

建設地：JAさが武雄会館跡地 

平成29年度の主な事業：本体工事、付帯工事、外構工事 

 完成予定：平成29年度末 
 



■高齢者運転免許証自主返納支援事業       

  運転免許証を自主返納した75歳以上の高齢者を
対象に、タクシー料金の１割を助成します。 

予算額 72万0千円 

全額市費 

県内タクシー事業者により１割の助成 

参加者の増加 

【武雄市単独助成】さらに１割の助成 

合計2割の助成 

【 有効期間 １年間 】 ※ただし、チケット交付枚数（48枚）に限ります。 



■市営大野住宅建替事業 
予算額 2億5556万円 

市費（一般財源） 599万円 

イメージ写真：市営久保田住宅 

  老朽化した大野住宅の建替え工事をします。 

 （本体工事、外構工事、敷地内道路拡幅工事など） 



■ 新たな学校づくり推進事業 

児童の食習慣及び 

   生活習慣を改善 

予算額 1429万円 

市費（一般財源）：1331万7千円 

 ①教育・子育て 

【平成29年度指定校】  
 西川登小学校 

官民一体型学校「武雄花まる学園」を推進します。 

イメージ図＞ 



特別会計及び企業会計の概要 



■ 特別会計及び企業会計の概要 

特別会計 予算総額 対前年度比 

国民健康保険特別会計 75億4388.8万円 1680.1万円 0.2％ 

後期高齢者医療特別会計 6億792.9万円 616.6万円 1.0％ 

土地区画整理事業特別会計 4億5655.9万円 △6073.4万円 △11.7％ 

競輪事業特別会計 149億7572.1万円 29億5250.1万円 24.6％ 

給湯事業特別会計 1470.4万円 1050.0万円 7.7％ 

企業会計 予算総額 対前年度比 

水道事業会計 18億1636.5万円 △1億5853.3万円 △8.0％ 

工業用水道事業会計 8925.6万円 △161.9万円 △1.8％ 

下水道事業会計 22億5518.0万円 7億6579.9万円 51.4％ 



平成２８年度３月補正予算の概要 



【一般会計】 
歳入歳出予算の補正 

 

〇補正予算額               

〇補正後の予算額    

 

      

     ※対前年同期比 

                

▲３億８７９０.３万円 

２６２億４１４１.９万円 

 

17億5750.0万円増 

7.2％増 



■ 条例議案（９件） 
・武雄市犯罪被害者等支援条例 
 
・武雄市競輪施設整備基金条例 
 
・武雄市個人情報保護条例及び武雄市個人番号の利用等に関する条例の  
 一部を改正する条例 
 
・武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び武雄市職員の育児休 
 業等に関する条例の一部を改正する条例 
 
・武雄市税条例等の一部を改正する条例 
 
・武雄市手数料条例の一部を改正する条例 
 
・武雄市図書館・歴史資料館設置条例の一部を改正する条例 
 
・武雄地区休日急患センター設置条例の一部を改正する条例 
 
・武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

 



■ 事件議案（３件）    

・ 武雄市過疎地域自立促進計画について 

・ 市道路線の廃止について 

・ 市道路線の認定について 

・ 行政不服審査法第８１条第１項の機関に関する事務の委託に係る協議 

 について 

・訴えの提起について 

 

・市道路線の認定について 
 
・市道路線の変更について 
 
 


