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災害に強いまちづくり
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観光・農業・雇用

さらなる生活の充実
スポーツ・文化

人にやさしいまちづくり
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防災・減災



令和２年度は防災・減災 予算

防災・減災政策パッケージ

35事業

10億1500 万円



防災・減災政策予算

事業数 予算額

令和元年度 令和２年度

13事業

35事業

2.7倍

令和２年度令和元年度

１億500万円

9.7倍
10億1500万円

・新規事業の先送り
・既存事業の見直し
・国県補助金の活用
等により財源を確保



さらなる 自助・共助・公助 の醸成へ

・市内全家庭 に 戸別受信機設置（2年間）

・ハザードマップ の改定 全戸配布

・防災アプリ の構築

・浸水高表示板 設置

予算額 6億8690万7千円

全額市費

予算額 1034万円

市費 517万円

戸別受信機設置事業 ハザードマップ整備事業

●自助

予算額 110万円

市費 110万円

浸水位置表示板設置事業



予算額 200万円

全額市費

自主防災組織活動事業費補助金

・全ての自主防災組織 で 防災講座 を 実施

・自主防災組織 への 支援強化
活動補助 炊出し訓練、消火器薬剤詰替え 費用等

資機材補助 ボート、ヘルメット、備蓄品等

・防災教育 の 充実・強化

さらなる 自助・共助・公助 の醸成へ

●共助



・孤立を防ぐ新・見守りネットワーク を 構築（モデル地区で実施）

・集落支援員 の配置
被災者の生活支援に加えて、地域づくりの支援を実施

・避難行動要支援者 の 個別避難計画策定

・災害時保健ボランティア登録制度 新設

さらなる 自助・共助・公助 の醸成へ

●共助

避難行動要支援者調査業務

予算額 210万円

全額市費

予算額 236万9千円

全額市費

集落支援員設置事業

予算額 101万円

全額市費

小地域ネットワーク事業



・防災・減災課 を 新設
防災・減災担当理事（部長級）の 新設

・市庁舎 の 浸水対策強化

・備蓄計画 の 策定

・避難所 の 環境改善

さらなる 自助・共助・公助 の醸成へ

●公助

都市下水路防災事業

予算額 297万円

全額市費

止水板設置業務

予算額 471万円

全額市費



●新幹線開業 に向けて

・武雄温泉駅前・周辺エリアの整備計画策定
プレイスメイキング（場づくり）の手法を活用

「つかう」と「つくる」で まちのにぎわい創出につなげる

予算額 1232万１千円

全額市費

まちなか公共空間デザイン
業務委託事業

・黒髪山 のブランドイメージの確立

・公園の一元管理と魅力化を図るため

公園課 を 新設

●公共空間のさらなる活用・魅力の創出



●新規就農者 への 支援強化

・就農直後の 経営 を 支援

交付額 １５０万円／人 ※夫婦の場合1.5倍

交付期間 最長 ５年間

予算額 746万8千円

全額市費

新規就農者総合支援事業

・就農にかかる 初期投資等 を 支援

家賃、給水施設、研修費用、生産資材 等

農業次世代人材投資事業

予算額 1425万円

全額国費

施設園芸作物 の 産地化 を目指す
（きゅうり、チンゲン菜、イチゴ、アスパラガス等）



●高齢者等 への 支援 をさらに 強化

・地域包括ケアシステム の 拠点整備 を 支援

各町補助額 ４００万円 + 加算額（高齢者人口に応じ）

事業期間 ５年間
予算額 2700万円

全額市費

地域包括ケア拠点整備事業

●教育環境のさらなる充実

・英語教育 ALT を 増員
5名 → ７名

小学校の英語全授業にALTを配置

予算額 3037万7千円

市費 2987万3千円

ALT活用事業



予算額 1220万7千円

市費 1064万6千円

・子どもの笑顔コーディネーター を増員
３名→ ４名 全小中学校を支援

・新たな 子どもと保護者の居場所づくり
学校、保護者、地域が連携した学習支援・社会体験活動を実施

子どもの貧困対策事業

●すべての子どもの育ちをサポート

・サポートブック の作成・活用

切れ目ない支援に必要な情報を共有

保育所等の
保育の質向上研修事業

予算額 66万1千円

市費 25万5千円

予算額 30万1千円

全額市費

サポートブック作成事業

・公認心理師 による、保育士等への

子どもの 接し方研修 を 実施

【子どもの貧困対策】

【発達障がい児（発達の気になる子）対策】



●スポーツ と くつろぎ の 融合

・白岩運動公園・新体育館整備

防災機能 を有し

新しいスポーツ文化の創造を目指す

予算額 9304万9千円

市費 3724万9千円

・東京2020オリンピック 聖火リレー

日時 5月10日（日）

ルート 武雄競輪場 公園前〜武雄温泉楼門

是非 沿道で声援を！ 白岩運動公園
新体育館整備事業

予算額 257万円

全額市費

東京2020オリンピック
聖火リレー事業



市債残高

平成30年度 令和元年度 令和２年度

294億700万円

292億1200万円

286億4500万円

▲1億9500万円

▲5億6700万円

▲5億6700万円
※令和元年度との比較



第3次行政改革プランによる財政効果

歳入確保 9億3800万円

歳出抑制 6億3400万円

（平成28年度〜令和2年度）

計15億7200万円



令和２年
武雄市 ３月議会議案等の概要

令和２年２月２１日 記者発表資料



【令和２年 ３月議会】
議案件数

〇条例議案 １０件

〇事件議案 ５件

〇予算議案（令和２年度当初）８件

〇予算議案（令和２年度補正）１件

〇予算議案（令和元年度補正）８件

〇報告事項 ３件



【一般会計】
歳入歳出予算の総額

（対前年度比） 11億6479万9千円増

（4.8 ％増）

令和２年度
武雄市 当初予算概要



令和２年度
武雄市 当初予算概要

その他の主要事業



■災害時ヘルプカード配布事業

災害時に周囲の方からの支援を受
けやすくすることを目的として、
外国人の方などにヘルプカードを
配布します。

対象：コミュニケーションに困難を抱える方

予算額 17万9千円

全額市費

スター戦略基本目標⑤
「ほどよい田舎で楽しく暮らす環境をつくる」



■放課後児童対策事業

予算額 1156万2千円

市 費 385万4千円

民間が運営する放課後児童クラブと連携し、増加する
利用者に対応するため、運営補助を行います。

対象施設：青空塾、メリッタ児童クラブ

スター戦略基本目標②「最高の子育て・教育環境をつくる」



■武雄市地域雇用創造協議会事業

予算額 3850万0千円

市費（国庫補助予定） 3850万0千円

求職者向けセミナー、合同求人説明会等を実施し、
市内事業所の人材確保と、女性・高齢者・障がい
者の方などの、幅広く柔軟な働き方を支援します。

≪平成30～令和2年度（3ヵ年事業）≫

市内在住者の就職もしくは市内事業所への就職

目標： （年間） 30名 、（3ヵ年） 90名

成果：62名（平成30年度時点）

スター戦略基本目標①「仕事を創出し、所得を上げる」



■ハブ都市関連事業

「西九州のハブ都市」武雄を目指しておもてなし
のまちづくりを進めていくことで、新幹線効果を
最大限に活用します。

予算額 2555万0千円

市 費 2453万0千円

［主な事業］
・新幹線開業ＰＲ動画製作
・長崎空港アクセスパイロット事業
・長崎空港香港ツアーバス事業
・ナイトタイムエコノミー委員会補助金
・新幹線活用プロジェクト補助金
・広域連携事業（武雄市・嬉野市・有田町）

スター戦略基本目標④
「来てもらう・住んでもらうまちをつくる」



■北方公民館設備復旧事業

令和元年８月豪雨災害で被災した北方公民館の設備
復旧に取りかかります。

当 初 予 算 ：第１期復旧事業（文化ホールを除く会議室等の

空調設備工事） １６６４万３千円

第１号補正予算：第２期復旧事業（各種設備及び文化ホールの

空調設備設計委託） ４８２万９千円

予算額 2147万2千円

全額市費

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」



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 60億6613.2万円 964.3万円 0.2％

後期高齢者医療特別会計 6億5164.9万円 715.0万円 1.1％

土地区画整理事業特別会計 － △1億9188.7万円 皆減

競輪事業特別会計 154億2624.2万円 28億 62.7万円 22.2％

給湯事業特別会計 1700.4万円 △50.0万円 △2.9％

新工業団地整備事業特別会計 7億6248.3万円 7億6085.0万円 ＋超過

企業会計 予算総額 対前年度比

水道事業会計 － △18億6989.6万円 皆減

工業用水道事業会計 6818.5万円 99.7万円 1.5％

下水道事業会計 26億 628.5万円 2億 273.2万円 8.4％



令和元年度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

△１５億 ３３１９.４万円

２８０億５２７９.８万円

24億7188.0万円増

9.7％増



令和２年度
武雄市 ３月条例議案等



■ 条例議案（１０件）

・武雄市債権管理条例
〇市の債権管理の適正化を図るため、条例を
制定するもの

・武雄市特別用途地区内における建築物の制限
に関する条例
〇白岩運動公園地区内における建築物の建築
の制限に関し、必要な事項を定めるため、
条例を制定するもの

・浄化槽法の一部を改正する法律の施行等に伴う
関係条例の整備に関する条例
〇浄化槽法の一部を改正する法律の施行等
に伴い、関係条例を整備するもの



・武雄市情報公開条例の一部を改正する条例
〇情報公開請求に係る存否応答拒否規定を追加
するため、条例を改正するもの

・武雄市特別会計条例の一部を改正する条例
〇武雄市土地区画整理事業特別会計の廃止に伴い、
条例を改正するもの

・武雄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○国民健康保険事業の健全な運営を図るため、
条例を改正するもの

・武雄市高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正
する条例
〇基金の額の見直しに伴い、条例を改正するもの



・武雄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例
〇家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
の一部改正に伴い、条例を改正するもの

・武雄市印鑑条例の一部を改正する条例
〇印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、
条例を改正するもの

・武雄市下水道条例等の一部を改正する条例
○下水道使用料の徴収業務を佐賀西部広域水道
企業団に委託することに伴い、関係条例を改正
するもの



■事件議案（５件）

・財産の取得について

・市営志久住宅１号棟建設（建築主体）工事請負
契約の一部変更について

・市営志久住宅２号棟建設（建築主体）工事請負
契約の一部変更について

・市道路線の認定について

・市道路線の変更について

■ 報告事項（３件）

・専決処分の報告について


