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暮らしを守り
希望をつくる

令和４年度予算



治⽔対策 〜 同じ被害を⼆度と起こさないために 〜

令和4年度

貯⽔量 130万ｔ
を⽬指す

⽥んぼダム の整備
今年度170ha

ため池
利⽔ダム の 事前放流

た め る
河川 の
緊急しゅんせつ
市河川 14箇所

※国河川
六⾓川掘削
（⼤町町〜橘町 約11㎞）

排⽔ポンプ⾞を
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遊⽔公園 整備に着⼿

（1台）

な が す お く る



⽔に強いまちづくりへ
気候変動対応
モデル都市構想 の策定 治⽔シンポジウム の開催

治⽔対策 の浸⽔しても
「⽔に強いまち」

を官⺠学でデザイン

今の取組みを知り これからを考える

⽔に強い住まい
⽔をためる仕組み
⽔から避難できる空間 など

令和4年度末までに策定

「⾒える化」
「考える化」

令和4年5⽉開催（予定）



防災⼒のさらなる強化

避難所の⾒直し
安⼼して避難できる環境整備

各区に ⾮常⾷・飲料⽔を事前配備

⾞両避難場所
1,600台 ⇒ 3,200台

もしもの事態に備える

がけ崩れから住まいを守る

臨時災害FM局 整備

⼟のうステーション 新設
9か所（各町公⺠館）

【がけ地崩壊防⽌事業補助⾦（市単独）】

事業費の 1/２ (限度額 100万円 )

救命ボート 追加配備
（朝⽇1、橘2、北⽅2）

地域の事情に合わせて
避難所を確保

指定避難所 ⾃治公⺠館・集会所等＋
【従来】

倍増



今秋、⻄九州新幹線が開業
「観光交流センター」を開設
ここで武雄を知る。⻄九州を知る。

武雄の時間をもっと楽しく、⼼地よく。



秋田竿燈まつり in 武雄
今秋 開催予定

新幹線開業記念



大鉄道展
新幹線開業記念

9⽉23⽇ 〜 11⽉6⽇



新幹線開業をまちの発展に

「武雄へGo︕」キャンペーン
新幹線利⽤＋市内宿泊 クーポン券 を発⾏

地域資源の磨き上げ
住⺠参画による町の魅⼒向上を⽀援

市内観光周遊バス 運⾏開始
⽇・祝 1⽇4便

住んでみたい武雄

⼦育てのまち「武雄」
PR⼤作戦

各町 30万円

⾏ってみたい武雄

5,000円

新幹線 を利⽤した
修学旅⾏補助

⼩学6年⽣
⽚道 1,000円 /⼈



今こそ市⺠福祉の充実

バス・タクシー回数券（いってくっけん）の拡充

⾼齢者福祉

⾼齢者ガソリン券
75歳以上の⽅ 10,000円

75歳以上で運転免許を持たない⽅ 10,000円 /⼈
バス︓共通＝6︓4 ⇒ 2︓8 へ

コロナ禍でも安⼼して買い物や病院に出かけられるように

グループでのお出かけ を⽀援
デイサービス送迎⾞を⾼齢者サロンなどの外出に活⽤

福祉まるごと相談窓⼝ を福祉課に 新設



こども家庭課 を 新設

⼦ども福祉

⼦どもの貧困対策 の 強化
⽣理⽤品を全⼩中学校 に 設置

⼦ども⾷堂や居場所の開設⽀援
1団体 10万円

今こそ市⺠福祉の充実

「⽣理の貧困」解消

福祉に関する⼦ども関連業務を⼀本化



武雄市⼿話⾔語の普及及び多様なコミュニケーション促進条例の施⾏（令和3年4⽉）

障がい者福祉

⼿話通訳者・要約筆記者 派遣充実

市役所 に ⼿話通訳者配置
ワンポイント⼿話 放送開始

中⼭間地域の環境保全 を⽀援
法⾯などの維持管理経費 の１/２補助 上限15万円

地域振興

今こそ市⺠福祉の充実



次の時代を⾒据えて

新たな⽂化の拠点整備 に向けた
基本計画策定

まちに開かれた新たな活動拠点 によるにぎわいづくり

R4.7 完成 R5.3 完成予定

R5.1 ⽬途



新型コロナウイルス感染症対策

次に備える経済対策感染予防 ⽣活⽀援

･⾃治公⺠館等トイレ洋式化補助

･⼦育て世帯応援給付⾦

･プレミアム商品券発⾏

総事業費の 10/10 （上限あり）

⼦育て給付⾦対象外の児童⽣徒の保護者 ５万円

プレミアム率 25％ 5,000円 ⇒ 4,000円で販売

感染状況に応じて迅速かつ機動的に対応
･感染対策 マスク、消毒液等の備蓄 市内での検査環境の確保



令和４年
武雄市３月議会議案等の概要

令和4年２月14日（記者発表資料）



【令和４年３月議会】
議案件数

〇承認議案 ２件

〇条例議案 ４件

〇事件議案 ３件

〇予算議案（令和４年度当初）９件

〇予算議案（令和４年度補正）１件

〇予算議案（令和３年度補正）８件



令和４年度
武雄市当初予算概要



【一般会計】 歳入歳出予算の総額

（対前年度比） 24億7164万2千円減
（9.2 ％減）

補正予算 （第１号）
歳入歳出予算の補正

〇補正予算額

〇補正後の予算額

２億３１３４万５千円

２４７億 ３５１万９千円



予算額 3029万3千円

全額市費

予算額 22万4千円

全額市費

ゼロカーボンチャレンジやグリーンカーテンコンテスト
など参加型の啓発活動を⾏うことで、市⺠や事業者の
ゼロカーボンに対する意識向上を図ります。

⼦宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨が再開されたこと
に伴い、定期接種及び機会を逃していた⽅の救済措置の
接種を⾏います。

■子宮頸がんワクチン接種事業

■ゼロカーボン推進事業

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」

スター戦略基本目標⑤
「災害に強く、安心して心豊かに暮らす環境をつくる」



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 58億 5792万 2 千円 △1億 2100万 4 千円 △2.0 ％

後期高齢者医療特別会計 7 億 3537万 2 千円 4119万 6 千円 5.9 ％

競輪事業特別会計 223億 9027万 8 千円 △24億 6608万 6 千円 △9.9 ％

給湯事業特別会計 2685万 5 千円 1185万 1 千円 79.0％

新工業団地整備事業特別会計 8068万 4 千円 △6億 9516万 6 千円 △89.6 ％

国道３４号用地先行取得事業特別会計 2億 2441万 4 千円 1億 2211万 4 千円 119.4％

企業会計 予算総額 対前年度比

工業用水道事業会計 6174万 4 千円 △1億 3880万 7 千円 △69.2 ％

下水道事業会計 26億 9361万 9 千円 2億 282万 3 千円 8.1％



令和３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

△ ３億９６６４万３千円

３４５億２６０４万０千円

10億5788万3千円増

0.2％増



予算額 15億5475万9千円

市費 △2544万1千円■新体育館建設事業
⽩岩球場跡地に建設中の新しい体育館について、令和４年度内の完成、
令和５年度供⽤開始を⽬指します。

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」

スター戦略基本目標④ 「人と人との交流が生まれ、心つながるまちをつくる」



令和４年３月議会
条例議案等



■条例議案（４件）

・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
〇職員の育児等と仕事の両立支援のため、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
〇国民健康保険税率の見直し等に伴い、条例を改正するもの

■承認議案（２件）
・専決処分の承認について
（令和３年度武雄市一般会計補正予算（第１１回） ）

・専決処分の承認について
（令和３年度武雄市一般会計補正予算（第１２回） ）



■事件議案（３件）

・財産の譲与について
・市道路線の変更について
・市道路線の廃止について

・武雄市公民館設置条例の一部を改正する条例
〇朝日公民館の移転に伴い、条例を改正するもの

・武雄市農村地域高齢者活動促進施設設置条例を廃止
する条例
〇武雄市農村地域高齢者活動促進施設の譲与に伴い、条例を

廃止するもの


