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令和３年度予算

補正後予算

78,155,201 千円

現計予算

76,674,703 千円

今回補正

1,480,498 千円

令和２年度９月補正後比 △8,245,876千円（△9.5％）

■歳出予算補正
◎ 財政調整基金積立金 1,072,386千円
◎ 減債基金積立金 1,214千円
◎ 戸籍住民基本台帳事務費 9,142千円
◎ 古窯の里整備事業費 7,315千円
◎ 呼子小友地区賑わいづくり支援事業費 35,541千円
◎ 放課後児童クラブ施設整備費 12,727千円
◎ 唐津駅バリアフリー化設備等整備事業補助金 2,676千円
◎ 災害復旧費（土木施設） 67,943千円
◎ 国・県補助金等返還金（4事業） 290,828千円
◎ 新型コロナウイルスの影響に伴う減額補正 ▲19,274千円

●国民健康保険特別会計 272,713 千円
●後期高齢者医療特別会計 3,489 千円
●介護保険特別会計 245,085 千円

◆当初予算
72,948,142千円

◆３月補正
1,386,556千円

◆４月補正（専決処分）
151,843千円

◆６月補正
2,139,602千円

◆６月補正（専決処分）
48,560千円

一 般 会 計 補 正

特 別 会 計 補 正 事 業 会 計 補 正

補正なし

■債務負担行為設定
◎情報化基盤光ケーブル推進事業補助金
（期 間） 令和3年度～令和6年度
（限度額） 6,400,000千円
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９月補正予算の概要

今回の補正予算は、市内全域に民設民営による光インターネット環境を提供するた

めの経費に係る債務負担行為を追加したほか、地域の賑わいづくりのため、小友祇園

山笠の海中巡行路の嵩上げや、古窯の森公園の整備に係る経費を計上した。

また、マイナンバーカードの取得促進を図る経費や、ＪＲ唐津駅のバリアフリー化

に対する補助金などを計上したほか、本年５月下旬から８月初めの豪雨により被災し

た河川及び道路の復旧費を追加した。

このほか、普通交付税及び決算剰余金等の決定に伴う財源を追加するとともに、令

和２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や、新型コロナウイル

ス感染症の影響による事業の中止等に伴う減額補正などを計上した。
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市民課 9,142千円

戸籍住民基本台帳事務費

■事業概要

■ 人件費（会計年度任用職員４人の新規雇用） 4,201千円

■ 備品購入費（マイナンバーカードの券面記載事項追記用プリンタ）

3,431千円

■ 郵便料ほか 1,510千円

■事 業 費

マイナンバーカードの取得促進を図るため、自治会など地域の団体や、唐津市内に

事業所がある企業などに市職員が出向いて申請受付を実施するもの。

【交付率の推移】

本市 県平均

令和2年3月末 12.11％ 14.32％

令和3年3月末 23.43％ 26.89％

令和3年7月末 31.71％ 35.51％
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各種証明書のコンビニ交付サービスの開始について

市民課・税務課

■概要

午前６時30分～午後11時

※戸籍証明書のみ 平日午前９時～午後5時

■利用時間

■取得できる証明書と手数料

全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

などマルチコピー機設置店

■マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して、全国のコンビニなどのマルチコピー機で

休日や夜間など、窓口時間外も住民票の写しや税証明書などが取得可能

■手数料は窓口での手数料から５０円を減額（戸籍証明書を除く）

■利用できる店舗

■安全対策

■マルチコピー機の画面・音声・アラーム音等によるマイナンバー

カードや証明書の取り忘れ防止対策

■証明書用紙への偽造・改ざん防止加工（表裏両面）

■専用の通信ネットワークを利用した通信内容の暗号化による個人

情報漏洩の防止対策

コンビニ交付
手数料

窓口手数料

住民票の写し ２５０円 ３００円

印鑑登録証明書 ２５０円 ３００円

戸籍全部（一部）事項証明書 ４５０円 ４５０円

戸籍の附票の写し ２５０円 ３００円

課税証明書 ２５０円 ３００円

所得証明書 ２５０円 ３００円

課税所得証明書 ２５０円 ３００円

令和３年10月下旬（予定）

■サービス開始時期



令和３年度
９月補正予算案

令和３年度
９月補正予算案

5

国際交流・地域づくり課 7,315千円

古窯の里整備事業費

【これまでの整備経過】

H26 散策路整備（L＝165ｍ）、樹木伐採

H27 散策路整備（L＝156ｍ）、樹木伐採

H28 用地買収、杉木立広場、東屋整備

H29 散策路整備（L＝55ｍ、東屋）

H30 景観整備（立木間伐など）

R1 多目的広場整備

R2 散策路（L＝100ｍ）、多目的広場入口階段整備

唐津焼発祥の地である岸岳古窯跡群、岸岳城跡、古窯の森公園を中心とした区域を「古窯の里」として保全・
活用を図るもの。

散策路東 屋岸岳古窯跡群（飯洞甕下窯跡） 人道橋整備予定地

R3 人道橋整備工事（コンクリート橋） 7,315千円

橋長8.2ｍ 有効幅員2.0ｍ 手摺付階段10段

6 地域力！
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国際交流・地域づくり課 35,541千円

呼子小友地区賑わいづくり支援事業費

万治元年（1658年）流行したコレラの悪疫退散を祈
願して始まったと言われ、高さ15ｍ、重さ3ｔもあ
る山笠が海に入水し巡行する数少ない祭り。

保存会を中心に地区住民が一体となって祭りを継承
している。

干潮時の水位が低くなる旧暦の6月14日・15日に開
催されるため、平日になることが多い。また、担ぎ
手の中心となる青年が年々減少し、今日では地区の
高齢者の参加により祭りを維持している状況である。
そこで休日開催を可能にし、関係人口及び観光客を
増加させ、祭りの活性化と賑わいを取り戻す。

現状

 平日開催が多く、担い手不足と運営人員の高齢化

 帰省者や観光客数が伸び悩み、賑わいが欲しい

 休日開催を強行、入水時の水位が高く危険

「海中巡行路の嵩上げ」を行い

 祇園祭の休日開催を実現 ⇒担い手、運営人員確保

 地元出身者帰省増と観光PR強化 ⇒交流人口増加

 休日開催で ⇒宿泊や昼食、朝市利用客の増加

小友地区及び呼子町全体に賑わいを！！

海中巡行路嵩上げ工事 35,541千円
海中巡行路（L＝73ｍ W＝9.8ｍ）を水中不分離コンクリートで60ｃｍ嵩上げ

小友祇園祭（海を渡る祇園山笠）

干潮時の水位が低くなる旧暦6/14・
6/15においても水位は130ｃｍ。
成人男性が首あたりまで海水に浸かり、
山笠を担いでの巡行に苦労している。
※祇園祭の休日開催を実現するため、
海中の足場となる巡行路の嵩上げが必要

6 地域力！
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都市計画課 2,676千円

唐津駅バリアフリー化設備等整備事業補助金

◎事業概要
高齢者や障がい者等の鉄道駅を利用した移動の円滑化を促進し、自立

と社会参加の促進を図るため、ＪＲ九州が行う唐津駅ホームの視覚障害
者誘導ブロック（線状ブロック）等の整備に要する経費について補助す
るもの。

4 安心力！

〇整備内容
（１）誘導ブロック整備 （２）端部整備

１番ホーム 123.3ｍ ホーム先端部柵 ４カ所
２番ホーム 124.9ｍ
３番ホーム 123.7ｍ
４番ホーム 122.5ｍ

補助対象事業費合計 8,027,200円

☆負担割合
国1/3、事業主体（JR）1/3、地方公共団体1/3（県1/6、市1/6）

☆地方公共団体（市）の負担額
8,027,200円×1/3≒2,676,000円（実質負担額 1,338,000円）

視覚障害者誘導ブロック（線状ブロック）整備イメージ

鉄
軌
道
側

ホ
ー
ム
側

《唐津駅 視覚障害者誘導ブロック（線状ブロック）等整備図》
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令和３年災害土木施設復旧費

道路河川管理課 67,943千円

令和3年5月20日～21日・7月9日～11日・7月31日～8月2日 災害箇所図

市道牟田部坊中線（相知）

普通河川一ノ坂川（唐川）

市道作礼山線（厳木）

普通河川一ノ坂川（唐川）

市道牟田部坊中線（相知）

市道作礼山線（厳木）
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情報政策課 6,400,000千円

情報化基盤光ケーブル推進事業補助金
【債務負担行為設定】

４ 事業期間
・令和４年度から、市内を３エリアに分けて、順次設備工事を開始
・令和７年度には、市内全域でサービスを受けられる環境が整う。
・整備完了地区から随時、加入者の切替えを行う。

５ 債務負担行為
設定期間 令和3年度から令和6年度まで
限度額 6,400,000千円

１ 事業目的
高速インターネット環境の実現と有線テレビ事業の民設民営化へ向け、民間が行う光ケーブル等整備に補助し、情報通信
基盤の強化・充実を推進するもの。

３ 事業主体
ＱＴｎｅｔ・ぴーぷる共同事業体（仮称）
（㈱ＱＴｎｅｔ、㈱ぴーぷる）

２ 整備内容
・市内全域で光ケーブル等を整備
・高速１ギガインターネットサービスが受けられる環境整備
・地上デジタル放送が継続して視聴できる環境整備

唐津市希望整備開始時期

※サービス提供開始時期とは
異なります。

北波多

浜
玉

呼子

相
知

鎮西

七山

厳木

肥
前

旧唐津

向島

馬渡島

松島

小川島

神集島

高島

令和４年度整備開始区域

令和５年度整備開始区域

令和６年度整備開始区域

加唐島

5 発信力！
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令和３年９月市議会定例会提出議案（予算議案を除く。）の概要

■条例議案 ７件

唐津市個人情報保護条例及び唐津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について

唐津市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定について

唐津市職員給与条例及び唐津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について

唐津市印鑑条例の一部を改正する条例制定について

唐津市手数料条例の一部を改正する条例制定について

唐津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について

唐津市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について

■人事議案 ４件

唐津市固定資産評価員の選任につき市議会の同意を求めることについて

人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求めることについて（その１）

人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求めることについて（その２）

人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求めることについて（その３）
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令和３年９月市議会定例会提出議案（予算議案を除く。）の概要

■一般議案 ２件

救助工作車購入契約締結について

損害賠償額の決定及び和解の変更について

■承認議案 １件

令和３年度唐津市一般会計補正予算の専決処分の承認について

■報 告 １件

専決処分の報告について


