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令和２年度
１２月補正予算案

令和２年度
１２月補正予算案

1

令和２年度予算

令和元年度12月補正後比 ＋22,178,993千円（＋31.7％）

一 般 会 計 補 正

◆新型コロナウイルス感染症 緊急対策５次分
252,418千円

・中⼩・⼩規模企業者感染症拡⼤防⽌等⽀援補助⾦

◆７月豪雨に対する支援対策事業 489千円
・強い農業・担い手づくり総合⽀援交付⾦
（被災農業者⽀援型）

◆県事業負担⾦ 104,724千円
・⼟地改良事業、港湾事業、街路事業

◆新型コロナウイルス感染症 緊急対策５次分
252,418千円

・中⼩・⼩規模企業者感染症拡⼤防⽌等⽀援補助⾦

◆７月豪雨に対する支援対策事業 489千円
・強い農業・担い手づくり総合⽀援交付⾦
（被災農業者⽀援型）

◆県事業負担⾦ 104,724千円
・⼟地改良事業、港湾事業、街路事業

◆その他の主な事業
・離島ヘリポート整備費
・ふるさと寄附⾦推進費、ふるさと寄附⾦基⾦積⽴⾦
・響創のまちづくり基⾦積⽴⾦（ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競⾛事業収益⾦分）
・公共施設整備基⾦積⽴⾦
・きゅうり集出荷貯蔵施設再編整備事業補助⾦
・道路維持改良費
・⻄唐津公⺠館移転改築事業費
・東京2020オリンピック聖火リレー事業費（債務負担⾏為）
・⼈事異動等に伴う給与費補正 ほか

◆その他の主な事業
・離島ヘリポート整備費
・ふるさと寄附⾦推進費、ふるさと寄附⾦基⾦積⽴⾦
・響創のまちづくり基⾦積⽴⾦（ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競⾛事業収益⾦分）
・公共施設整備基⾦積⽴⾦
・きゅうり集出荷貯蔵施設再編整備事業補助⾦
・道路維持改良費
・⻄唐津公⺠館移転改築事業費
・東京2020オリンピック聖火リレー事業費（債務負担⾏為）
・⼈事異動等に伴う給与費補正 ほか

◆⼈事異動等に伴う給与費補正、繰越⾦の確定に伴う補正など
●国⺠健康保険特別会計 （539千円）
●介護保険特別会計 （11,658千円）
●養護⽼⼈ホーム特別会計（▲2,523千円）
●有線テレビ事業特別会計（33,106千円） ほか３会計

特 別 会 計 補 正
◆⼈事異動等に伴う給与費補正など
●水道事業会計 （23,821千円）
●下水道事業会計 （▲15,789千円）
●市⺠病院きたはた事業会計 （▲6,352千円）
●モーターボート競⾛事業会計（13,900,532千円） ほか１会計

事 業 会 計 補 正

◆当初予算 69,296,431千円

◆４月補正 485,219千円

◆４月補正(専決処分)
12,337,599千円

◆６月補正 1,149,600千円

◆７月補正 535,222千円

◆９月補正 2,615,904千円

現計予算
86,419,975 千円

現計予算
86,419,975 千円

今回補正
5,625,064 千円

今回補正
5,625,064 千円

補正後予算
92,045,039 千円

補正後予算
92,045,039 千円

(うち 補正予算 第9号 ▲6,098千円)
(うち 補正予算 第10号 5,631,162千円)

※このほか、⼈事院勧告等に伴う給与費補正【先議】を計上

※補正予算 第９号は、⼈事院勧告等に伴う給与費補正【先議】

※このほか、⼈事院勧告等に伴う給与費補正【先議】を計上
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１２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緊急対策５次分として、中小・小規模企業者
感染症拡⼤防⽌等支援補助⾦を計上したほか、令和２年７月の豪雨により被害を受けた農産物
の生産施設の再建・修繕や唐津農業協同組合が実施するきゅうり集出荷貯蔵施設の再編整備に
対する補助⾦を計上した。

また、離島へリポートの整備に係る⼯事費やふるさと寄附⾦の増加に伴う、ふるさと寄附⾦
推進費及びふるさと寄附⾦基⾦積⽴⾦を追加し、⻄唐津公⺠館の移転改築に係る経費を計上し
たほか、東京２０２０オリンピック聖⽕リレーの開催に伴う関連経費について債務負担⾏為を
設定した。

このほか、モーターボート競⾛事業の収益⾦による、響創のまちづくり基⾦及び公共施設整
備基⾦への積⽴⾦や、⼈事院勧告及び⼈事異動等に伴う給与費、県営事業に対する負担⾦、
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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新型コロナウイルス感染症 緊急対策

Ⅰ 感染拡⼤の防⽌
〜 地域の命を守る 〜 〜 暮らしを支え、守りきる 〜

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続
〜 地域経済を⽴て直す 〜
Ⅲ 経済活動の回復

〜 感染症に強い地域経済を 〜
Ⅳ 強靭な経済構造の構築

⺠生費
② 放課後児童健全育成環境改善等事業費【補】
② 保育環境改善等事業費 【補】
④ 地域共生ステーション感染症対策助成⾦【単】
④ 保育所等感染症拡⼤防⽌対策事業費【補と単】

衛生費
① 感染症対策事業費【単】

商⼯費
④ 唐津城感染症対策事業費 【単】
④ 観光文化施設感染症対策事業費【補】

消防費
③ 避難場所新型コロナウイルス感染症対策費【単】
④ 救急救命用感染防護資器材整備事業費 【単】

教育費
② 幼児教育環境改善等事業費 【補】
③ スクール・サポート・スタッフ配置事業費【補】
③④ 小学校感染症対策等事業費【補】
③④ 中学校感染症対策等事業費【補】
④ 公⺠館感染症対策事業費 【単】
④ 図書館感染症対策事業費 【単】
④ 唐津市文化体育館感染症対策事業費【単】

市⺠病院きたはた事業会計
④ 感染症対策に係る経費【補】

総務費
● 特別定額給付⾦給付事業【補】
④ 指定管理者支援事業費 【単】

⺠生費
● ⼦育て世帯への臨時特別給付⾦給付事業【補】
②④ 生活困窮者⾃⽴支援事業費 【補】
③ ひとり親世帯臨時特別給付⾦給付事業【補】
④ 就労継続支援事業所持続化支援助成⾦【単】
④ からつの⾚ちゃん臨時特別給付⾦ 【単】

農林⽔産業費
① 唐津産佐賀牛販売促進緊急支援補助⾦【単】
① 漁業用燃油購入緊急支援補助⾦ 【単】
② 花き生産次期作支援助成⾦ 【県と単】
② ⽔産物市場取引価格差支援補助⾦ 【単】
④ 漁業経営応援補助⾦ 【単】

商⼯費
① 中小企業小規模事業融資預託⾦ 【単】
① 中小企業制度融資資⾦保証料負担⾦ 【単】
① 創業・経営⼒向上支援事業費 【単】
① 中小企業・小規模企業者持続化支援助成⾦【単】
① 観光産業持続化支援助成⾦ 【単】
② 中小企業・小規模企業者応援助成⾦ 【単】
② 「TAKE OUTからつ」支援補助⾦ 【単】
② タクシーニューサービス支援補助⾦ 【単】
② 観光産業キャッシュレス決済促進事業費【単】

土木費
④ 新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用事業費【単】

国⺠健康保険特別会計
② 傷病⼿当⾦【補】

商⼯費
③ 唐津宿泊促進キャンペーン補助⾦ 【単】

教育費
④ 地元プロスポーツチーム応援補助⾦【単】

総務費
④ ICT利活用ｷｬｯｼｭﾚｽｼｽﾃﾑ導入事業費【単】
④ コンビニ交付導入事業費 【単】

商⼯費
④ 中小・小規模企業者

新しい生活様式対応支援補助⾦【単】
⑤ 中小・小規模企業者

感染症拡⼤防⽌等支援補助⾦ 【単】

教育費
④ 小学校普通教室等空調設備整備事業費【単】
④ 中学校普通教室等空調設備整備事業費【単】
④ 小学校GIGAスクール推進事業費【補と単】
④ 中学校GIGAスクール推進事業費【補と単】

＜補正状況＞
15,575,636千円これまでの補正額の合計

【財源内訳】
15,042,744千円

1,996,260千円
27,912千円

157,631千円
29,465千円

110,040千円
204,100千円

3,744千円

国庫支出⾦
（うち地⽅創生臨時交付⾦ ）
県支出⾦
ふるさと寄附⾦基⾦
モーターボート収益⾦
諸収入
市債
一般財源

うち 市単独事業 2,399,650千円

うち ５次分 （12月補正）
減額補正（12月補正）

252,418千円
▲614,563千円
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人事院勧告等に伴う給与費補正【先議】
人事課

国の⼈事院勧告及び県の⼈事委員会勧告に準じて、再任用職員を除く一般職の期末⼿当の支給月数を0.05月分引き下げるもの。
また、特別職の期末⼿当についても、一般職と同様に支給月数を0.05月分引き下げるもの。

２ 国⺠健康保険特別会計 給与改定額 △538千円
３ 介護保険特別会計 給与改定額 △670千円
４ 養護⽼⼈ホーム特別会計 給与改定額 △375千円
５ 介護サービス事業特別会計 給与改定額 △23千円
６ ⽔道事業会計 給与改定額 △514千円
７ ⼯業用⽔道事業会計 給与改定額 △23千円
８ 下⽔道事業会計 給与改定額 △615千円
９ 市⺠病院きたはた事業会計 給与改定額 △718千円
10  モーターボート競⾛事業会計 給与改定額 △800千円

１ 一般会計 給与改定額 △22,961千円
●改定内容 期末手当に係る改定（国、県の給与改定に準じる）
●改定適用時期 令和2年12月1日
●改定の内訳
・一般職員（医療職給料表等の適用を受ける職員を含む。）

期末・勤勉手当 年間 4.50月分 → 4.45月分
・特定任期付職員

期末手当 年間 3.40月分 → 3.35月分
・市⻑・副市⻑・教育⻑・議員

期末手当 年間 3.40月分 → 3.35月分
・共済費

職員手当の改定による影響額

△18,188千円

△21千円

△918千円

△3,834千円



令和２年度
１２月補正予算案

令和２年度
１２月補正予算案

5

離島ヘリポート整備費
危機管理防災課 108,740千円

１ 目的
原⼦⼒災害時に、空路による住⺠避難や物資搬送を円滑に⾏うため、離島にヘリポートを整備するもの。

年度 内 容 事業費

R2 6月補正 15,243千円

実施設計、地質調査・測量業務等 13,647千円

高島用地購入等 1,596千円

12⽉補正 108,740千円

整備工事 ４島（向島、馬渡島、松島、加唐島）
補正予算額全額を 繰越明許費 設定

R3 整備工事 ３島
（小川島、神集島、高島） 141,141千円

合 計 265,124千円
３ 財源

原⼦⼒災害時避難円滑化モデル実証事業（内閣府）（佐賀県原⼦⼒防災避難円滑化事業費補助⾦ 補助率100％）

２ 事業計画、事業費
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離島ヘリポート整備費
危機管理防災課 108,740千円

４ 整備予定地

離島へリポート整備予定地

向島

松島

加唐島

小川島

神集島

馬渡島

高島

5km

PAZ圏

玄海原子力
発電所

・工事期間 R2～3年度
・整備面積 40m×40m

・工事期間 R2～3年度
・整備面積 20m×20m

・工事期間 R2～3年度
・整備面積 20m×20m

・工事期間 R2～3年度
・整備面積 20m×20m

・工事期間 R3年度
・整備面積 31m×20m

・工事期間 R3年度
・整備面積 40m×40m

・工事期間 R3年度
・整備面積 40m×40m

中型機
UH-1J

中型機
UH-60J

⼤型機
CH-47J
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7ふるさと寄附金推進費
ふるさと寄附金基金積立金 からつブランド・ふるさと寄附推進室

1,700,000千円

当初寄附受入予定額30億円に対し、約47億円の寄附受入が⾒込まれる。歳入予算の増額に伴い、増額分に係る返礼品調達
費、配送料、運営委託料、カード決済手数料等の推進費及び基⾦積⽴⾦についても増額補正を⾏うもの。

歳 出 現計予算額 補正予算額 計

ふるさと寄附⾦推進費 1,649,008 902,784 2,551,792

ふるさと寄附⾦基⾦積⽴⾦ 1,356,475 797,216 2,153,691

計 3,005,483 1,700,000 4,705,483

歳 入 現計予算額 補正予算額 計

ふるさと寄附⾦基⾦寄附⾦ 3,000,000 1,700,000 4,700,000

ふるさと寄附⾦基⾦利⼦ 5,483 0 5,483

計 3,005,483 1,700,000 4,705,483

補正後事業費⽐率

推進費

積⽴⾦
2,551,792千円

（54.23％）
2,153,691千円

（45.77％）

※ 寄附⾒込額47億円に対する「寄附⾦の募集に要する経費」は49.64％となり、総務省が定める経費基準に適合。

（単位︓千円）
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きゅうり集出荷貯蔵施設再編整備事業補助金

農政課 32,625千円

取組主体

整備する場所

補助⾦額

＜集出荷体制再編イメージ＞

事業内容 市内のきゅうり出荷の中核であるＪＡからつの集出荷施設では、現在山本・浜崎の２選果場で選別作業が
⾏われているが、選果場分散により労務費等のコストは増⼤し、⽣産者の経費負担増の要因となっている。
そのため、選果場を一元化して集出荷体制を再編し、労務費等の削減による集出荷コストの低減を図るこ

とで⽣産者の収益向上に資するため、再編に必要な集出荷施設（設備）の整備を⽀援する。

唐津農業協同組合（ＪＡからつ）

唐津市浜玉町浜崎４０４－１（ＪＡからつ選果・貯蔵施設敷地内）
総事業費７９，０９０千円（補助対象経費６５，２５０千円）
補助⾦額３２，６２５千円（補助率１／２・全額県費）

現状︓各集荷所・選果場へ持ち込み、各選果場から出荷 計画︓各集荷所へ持ち込み、浜崎で一元選果して市場へ出荷

⼤良

七山

運搬

山本（選果）

浜崎（選果）

市場へ出荷

⼤良

七山

山本 市場へ出荷浜崎（選果）

運搬

直接持ち込み
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中小・小規模企業者感染症拡大防止等支援補助金
商工振興課 252,418千円

＜新型コロナウイルス感染症 緊急対策５次分＞

事業内容

新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌と社会経済活動の維持の両⽴を図るため、中⼩企業、⼩規模企業者が取り組む店舗や事務
所等の感染症防⽌の対策及び「新しい⽣活様式」に対応する取組みに対し補助⾦を交付するもの。

対 象 者 市内に事業所を有する中小・小規模企業者（新しい生活様式対応支援補助⾦の交付決定者は除く）

補 助 率 9/10以内（上限額 1事業所当たり50万円 ただし、1事業者あたり2事業所まで）

補助対象 ①店舗や事務所等の感染症防⽌対策のための改修⼯事や設備導入等の取組み
（例）換気設備や窓の新設・増設、消毒設備、間仕切り等の設置、キャッシュレス決済導入など

②「新しい生活様式」に対応する新業態への取組み
（例）対⾯販売のみであった店舗がWebサイトを構築し非対⾯型サービスを導入する等

※対象にならないもの 汎用性が高いもの（パソコン等）、消耗品（マスク、消毒液等）、継続的経費、感染防⽌対策でない改修等

対象期間 交付決定後から令和3年3月31日まで
その他 予算額を超える申請があった場合は抽選

事 業 費
補 助 ⾦ 250,000千円

事 務 費 2,418千円
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西唐津公民館移転改築事業費

■ 事業概要
⻄唐津公⺠館の移転改築に伴い、
⽀障となる松を移植するもの。

〇事業内容
移植業務 ９，９８０千円
（移植本数 ２４２本）

※全額繰越明許費設定

浄水センター

大島地区

現公民館 火力発電所

移植対象︓松 ２４２ 本

生涯学習文化財課 9,980千円

建設予定地

建設予定地
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ボートレース企業局

市営レース売上額⾒込み
当初予算 55,777,500千円
補正額 17,405,500千円
補正後予算 73,183,000千円

（31.21％増）
・発売形態別当初予算⽐

唐津本場 92.95％
ボートピア三日月 69.68％
ボートピアみやき 84.21％
協⼒場 77.38％
電話投票 154.76％

単位︓百万円

・10月末までの売上実績
当初⾒込 30,029,400千円
10月末実績 37,272,805千円

（24.12％増）
・発売形態別当初⾒込⽐

唐津本場 66.84％
ボートピア三日月 56.66％
ボートピアみやき 69.29％
協⼒場 46.99％
電話投票 154.87％

令和２年度の事業収支⾒込み

収益77,583,364千円－費用72,684,034千円
＝4,899,330千円

（当初⾒込は3,115,592千円）
★事業収益増額 1,783,738千円

58,000

単位︓百万円

12,000

16,000

14,000

38,000

40,000

60,000

唐津市モーターボート競走事業会計
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令和２年１２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 １０件
唐津市職員給与条例等の⼀部を改正する条例制定について
唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の⼀部を改正する条例制定について
唐津市曳⼭展⽰場条例制定について
唐津市体育施設条例の⼀部を改正する条例制定について
唐津市固定資産税の課税免除及び不均⼀課税に関する条例の⼀部を改正する条例制定について
唐津市国⺠健康保険税条例の⼀部を改正する条例制定について
唐津市後期高齢者医療に関する条例及び唐津市介護保険条例の⼀部を改正する条例制定について
唐津市養護⽼人ホーム条例の⼀部を改正する条例制定について
唐津市市営住宅条例等の⼀部を改正する条例制定について
唐津市⽕災予防条例の⼀部を改正する条例制定について

■人事議案 ３件
唐津市監査委員の選任につき市議会の同意を求めることについて
唐津市教育委員会委員の任命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
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令和２年１２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 １１件
字の区域変更について
唐津市⽴小中学校学習用パソコン購入契約締結について
財産の無償譲渡について
⼟地改良事業計画の変更について
唐津市⺠交流プラザの指定管理者の指定について
唐津救急医療センターの指定管理者の指定について
唐津市高齢者ふれあい会館の指定管理者の指定について
唐津市ふるさと会館の指定管理者の指定について
唐津市鳴神温泉ななのゆの指定管理者の指定について
唐津市旧唐津銀⾏の指定管理者の指定について
唐津市ふれあい⾃然塾ひぜんの指定管理者の指定について

■報 告 １件
専決処分の報告について


