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現計予算

726億8,667万8千円
現計予算
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令和４年度予算

補正後予算

759億5,069万6千円
補正後予算

759億5,069万6千円
今回補正

32億6,401万8千円
今回補正

32億6,401万8千円

⼀ 般 会 計 補 正

特 別 会 計 補 正 事 業 会 計 補 正
◆国⺠健康保険特別会計 409,145千円
◆後期⾼齢者医療特別会計 2,820千円
◆介護保険特別会計 470,782千円

◆モーターボート競⾛事業会計 2,000,000千円

◆新型コロナウイルス感染症対策 2億1,571万2千円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費（オミクロン株対応ワクチン）
・宿泊促進事業費

◆物価⾼騰対策 3億1,219万6千円
・保育所等物価⾼騰対策緊急⽀援⾦、若葉保育所運営費、若⽵保育所運営費
・障がい福祉施設等物価⾼騰対策緊急⽀援⾦
・介護保険施設等物価⾼騰対策緊急⽀援⾦
・中⼩企業者等燃油・原材料等価格⾼騰対策助成⾦
・学校給⾷費等⽀援補助⾦

◆SAGA2024へ向けた看板改修等事業費 23,282千円
・観光施設看板、展⽰販売施設看板、公園施設看板、体育施設看板

◆新型コロナウイルス感染症対策 2億1,571万2千円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費（オミクロン株対応ワクチン）
・宿泊促進事業費

◆物価⾼騰対策 3億1,219万6千円
・保育所等物価⾼騰対策緊急⽀援⾦、若葉保育所運営費、若⽵保育所運営費
・障がい福祉施設等物価⾼騰対策緊急⽀援⾦
・介護保険施設等物価⾼騰対策緊急⽀援⾦
・中⼩企業者等燃油・原材料等価格⾼騰対策助成⾦
・学校給⾷費等⽀援補助⾦

◆SAGA2024へ向けた看板改修等事業費 23,282千円
・観光施設看板、展⽰販売施設看板、公園施設看板、体育施設看板

その他の事業 27億1,282万8千円
・減債基⾦積⽴⾦
・公共施設整備基⾦積⽴⾦、響創のまちづくり基⾦積⽴⾦
・福祉基⾦積⽴⾦
・ひれふりランド⾼齢者交流センター解体事業費
・⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業費
・指定容器（ごみ袋）製造等業務費
・⼈・農地プラン推進事業費
・農業⽤⽤排⽔（基幹⽔利）施設管理事業費
・農林地（林地）崩壊防⽌事業費
・プロスポーツ交流事業費
・唐津市⽂化体育館整備費
・国・県補助⾦等返還⾦（8事業）
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令和3年度9⽉補正後⽐
▲22億450万5千円（▲2.8％）

◆当初予算 711億6,530万6千円
◆１号補正 3億9,720万6千円
◆６⽉補正 11億2,416万6千円

◆当初予算 711億6,530万6千円
◆１号補正 3億9,720万6千円
◆６⽉補正 11億2,416万6千円
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９月補正予算の概要

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として、オミクロン株対応ワクチンの接種

経費をはじめ、コロナ禍での物価高騰の影響を受けている保育所、福祉事業所 及び 中小企業

者等に対する助成金や、学校 及び 保育所給食の食材高騰に対応する補助金等を計上した。

また、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会へ向けて環境整備等に対する経費を計上し

たほか、国・県事業の採択等に伴い、高齢者施設の防災改修に対する補助金などを計上した。

このほか、モーターボート競走事業の収益金による公共施設整備基金 及び 響創のまちづくり

基金への積立金、令和３年度に交付を受けた国・県の負担金等の精算に伴う返還金などを計上

した。
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物価⾼騰の影響を受けている各福祉施設に対して⽀援⾦等を⽀給し、緊急的な⽀援を⾏うもの。

⼦育て⽀援課・障がい者⽀援課・⾼齢者⽀援課

効 果

事業概要

⽀援内容

私⽴保育所等（４７施設）
給⾷原材料費 ３２，６４８千円

光熱費等 １３，５６０千円

障がい福祉施設等（９０事業所）
光熱費等 ７，９３０千円

介護保険施設等（３６３事業所）
光熱費等 ３９，５３０千円

市独⾃
の⽀援

施設運営の維持を図り、利⽤者が
安⼼してサービスを受けることが
できる環境を確保する。

県補助⾦

【 ⽀援⾦等の額 】
各施設の規模（利⽤者数）等に応じた額を⽀給する。

4 安⼼⼒︕
障がい福祉施設等物価高騰対策緊急支援金（7,930千円）
介護保険施設等物価高騰対策緊急支援金（39,530千円）
保育所等物価高騰対策緊急支援金（46,208千円）
若葉保育所運営費（136千円）・ 若竹保育所運営費（217千円）

市⽴保育所（２施設）
給⾷賄材料費の追加 ３５３千円

給⾷費負担増の抑制

サービスの質の維持

施設運営の維持
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福祉総務課 102,415千円

廃⽌したひれふりランド⾼齢者交流センター（ひれふりホール）の解体撤去を⾏うもの。

■事業概要

■事業内容

解体に伴う周辺家屋事前調査 ２，５１９千円
解体⼯事 ９９，８９６千円＿

１０２，４１５千円

■工程表

■ひれふりランド平面図

高齢者交流センター

地域福祉センター

保健センター年度・月

種別 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

解体工事（８か月）

R4年度 R5年度

周辺家屋調査

解体工事
契約事務

家屋調査

ひれふりランド⾼齢者交流センター解体⼯事 概略⼯程表

ひれふりランド高齢者交流センター
解体事業費
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新型コロナワクチン接種対策室 188,232千円

新型コロナウイルスワクチン
接種事業費

 対 象 者︓初回接種（１・２回⽬接種）を済ませた者 最⼤約９０，０００⼈

 開 始 時 期︓・３回⽬接種及び４回⽬接種の対象者（接種間隔５か⽉で接種券を発送中）
令和４年１０⽉半ば以降、お持ちの接種券で接種可能になる⾒込み。

・５回⽬接種の対象者
令和４年１１⽉末頃から接種券を順次発送し、接種を⾏う⾒込み。

対象者及びスケジュール

４ 回 ⽬ 接 種 時 期 〜６⽉２８⽇ 〜７⽉５⽇ 〜７⽉１２⽇
以降同様

５回⽬接種券発送時期 １１⽉２５⽇ １２⽉２⽇ １２⽉９⽇

新型コロナウイルス感染症のオミクロン株に対応したワクチンによる追加接種（３〜５回⽬）を⾏うもの。
 事 業 内 容︓接種体制の確保、接種券の印刷・発送、ワクチンの配分調整、相談体制の確保等

└（医療機関との調整により個別接種を実施するとともに離島及び各地区にも集団接種会場を設置予定）

事業概要
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商⼯振興課 176,141千円

中小企業者等燃油・原材料等
価格高騰対策助成金

1 ⽣産⼒︕

コロナ禍において、原油・原材料の価格⾼騰の影響で収益が悪化している中⼩企業者等に対し、助成⾦を交付することにより、
事業者の負担を軽減し、事業の継続を⽀援するもの。

２ 助成要件
令和４年４⽉から７⽉までのうち連続する３か⽉の仕⼊額（⼜は売上⾼に占める仕⼊額の割合）が前年同期間の
仕⼊額（同前）よりも２０％以上増加し、価格転嫁ができていない事業者であって、佐賀県の『燃油⾼騰対策緊急
⽀援⾦』⼜は『原材料等⾼騰対応緊急応援⾦』の交付決定通知を受けていること

３ 助成額
①燃油⾼騰対策分
県交付額の１/２相当額（１事業者あたり上限額１００万円、下限額１０万円）

②原材料等⾼騰対応分
１事業者あたり１０万円（定額） ※①燃油⾼騰対策分と②原材料等⾼騰対応分の併給はできない。

１ 対象者
市内に本社・本店を有する中⼩企業者及び市内在住の個⼈事業主
【対象外の事業者】
農林漁業者、医療・福祉サービス業者、⾵営法に規定する性⾵俗関連特殊営業等事業者、政治団体、
宗教上の組織⼜は団体など

４ 受付期間（予定）
令和４年１０⽉以降から令和４年１２⽉２８⽇まで

５ 事業費
１７６，１４１千円
（内訳︓助成⾦１７３，０００千円、事務費３，１４１千円）
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観光⽂化課 27,480千円宿泊促進事業費

■宿泊予約サイト（ＯＴＡ）での電⼦クーポン発⾏
じゃらんnet、楽天トラベルの２予約サイトに唐津市の特設ページを開設し、宿泊割引クーポンを発⾏

想定泊数 １万⼈泊分
クーポン割引額 １⼈以上かつ１万円以上の予約の場合 2,000円割引（2,000枚）

２⼈以上かつ２万円以上の予約の場合 4,000円割引（4,000枚）

想定泊数 １万⼈泊分
クーポン割引額 １⼈以上かつ１万円以上の予約の場合 2,000円割引（2,000枚）

２⼈以上かつ２万円以上の予約の場合 4,000円割引（4,000枚）

【事業概要】
コロナ禍において、域内のさらなる宿泊喚起を図るため、宿泊旅⾏者向け電⼦クーポンの追加発⾏を⾏うもの。

2 観光⼒︕
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スポーツ振興課 800千円プロスポーツ交流事業費

事業内容
補助対象者︓鳴⼾部屋九州後援会
補助⾦額 ︓ ８００千円（限度額）
総事業費 ︓２，２００千円（化粧まわし作製費⽤）
（負担割合︓唐津市８００千円、⽞海町２００千円、後援会１，２００千円）

欧勝⾺ 概要
欧勝⾺ 出喜（２５歳）
出⾝地︓モンゴル（本名︓プレブスレン・デルゲルバヤル）
師 匠︓鳴⼾ 勝紀（元⼤関 琴欧州）
番 付︓⼗両⼗三枚⽬
経 歴︓初⼟俵から４場所⽬で⼗両昇進決定

令和３年１１⽉場所 初⼟俵
令和４年 ５⽉場所 幕下全勝優勝

鳴⼾部屋との交流概要
平成２９年 唐津市浜⽟町に九州場所宿舎を構える。
令和元年 総合交流宣⾔締結（８⽉８⽇）
交流内容
◆福祉施設等訪問 ◆公開稽古
◆相撲部屋体験 ◆鳴⼾杯少年相撲⼤会（１０⽉開催）

総合交流宣⾔を締結している鳴⼾部屋初の関取誕⽣を祝すとともに、鳴⼾部屋との関係強化を通じて唐津市の情報発信及び
スポーツ振興を図るため、鳴⼾部屋九州後援会に対し、化粧まわし作製に係る経費を補助するもの。

化粧まわしデザイン（案）

2 観光⼒︕
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学校給⾷課 42,034千円学校給食費等支援補助金

コロナ禍において⾷材費が⾼騰する中、給⾷費の保護者負担を抑え給⾷の
質や量を維持するため、⾷材費の⾼騰分を⽀援するもの。

事業概要

令和４年４⽉から令和５年３⽉まで（１年間）

対象期間

⼩学校 中学校
対象者

（市⽴⼩中学校児童⽣徒） ６，４９９⼈ ３，１００⼈

1⼈当たり補助額 ４，１８０円 ４，７９６円
⼩計 ２７，１６５，８２０円 １４，８６７，６００円
合計 ４２，０３３，４２０円

3 教育⼒︕


