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当初予算案の規模

令和元年度 当初予算

（対前年度 ＋14億9,999万8千円、＋2.2％）
当初予算額等の推移（一般会計） （単位︓千円、％）

年 度 当 初 予 算 額 最 終 予 算 額 備 考前年度⽐ 前年度⽐

H27 66,694,495 11.3 70,108,610 7.6

H28 69,212,063 3.8 76,806,115 9.6

H29 (63,528,100) (△8.2) 70,793,624 △ 7.8 骨格予算66,040,766 △ 4.6

H30 67,444,751 (6.2) 75,236,129 6.32.1

R01 67,796,433 0.5 〔３月補正後⾒込額〕 △ 6.170,662,943

R02 69,296,431 2.2
※H29年度の当初予算額の上段（ ）は、当初（骨格）予算額、下段は肉付け後予算額
※H30年度の当初予算額の前年度⽐の上段（ ）は、当初（骨格）予算額、下段は肉付け後予算額との⽐較
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令和２年度 当初予算の基本方針

令和２年度は、「唐津ＰＲＩＤＥ〜誇れるふるさと唐津を未来へ〜」に向かって着実に前進
させる年と位置付け、本市が潜在的に有する⽣産⼒・観光⼒・教育⼒・安⼼⼒・発信⼒の
総合⼒である「からつ⼒」の施策を柱とした、未来へつなぐ事業に重点配分を⾏った。

特に、本市の大きなプロジェクトのひとつである新庁舎建設に着手するほか、新たな学校給食
センターや市⺠会館、国⺠スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けた施設整備など、
将来を⾒据えた事業の展開を図ることとした。

そのうえで、ふるさと寄附⾦への取組みやネーミングライツの活⽤による歳⼊対策のほか、経常
経費の削減を図るとともに、事業の選択による予算の平準化を⾏い、持続可能な⾏財政
運営を確⽴する予算編成に努めた。

～誇れるふるさと唐津を未来へ～
プ ラ イ ド



唐津市
令和２年度 当初予算案
唐津市
令和２年度 当初予算案

3

歳入予算の概要

(単位 千円、％)

款
当 初 予 算 額 ⽐ 較

令和２年度 令和元年度
対前年度当初⽐

増 減 額 増減率
自 主 財 源 23,030,079  22,289,148 740,931 3.3 

市 税 12,704,158 12,638,047 66,111 0.5 
使 ⽤ 料 及
び ⼿ 数 料 1,361,239 1,358,668 2,571 0.2 
繰 ⼊ ⾦ 3,987,324 3,971,746 15,578 0.4 
諸 収 ⼊ 1,368,493 1,571,201 △ 202,708 △ 12.9 
そ の 他 3,608,865 2,749,486 859,379 31.3 

依 存 財 源 46,266,352 45,507,285 759,067 1.7 
地 方 交 付 税 18,658,658 18,738,047 △ 79,389 △ 0.4 
国 県 ⽀ 出 ⾦ 16,443,416 15,814,020 629,396 4.0 
交 付 ⾦ 等 3,460,278 3,154,518 305,760 9.7 
市 債 7,704,000 7,800,700 △ 96,700 △ 1.2 

合 計 69,296,431 67,796,433 1,499,998 2.2 

自主財源
33.2%

依存財源
66.8%

市税
18.3%

使⽤料及び⼿数料2.0%

繰⼊⾦ 5.8%

諸収⼊ 2.0%

その他 5.1％

地方交付税
26.9%

国県⽀出⾦
23.8%

交付⾦等
5.0%

市債
11.1%

692億
9,643万1千円
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歳出予算の概要〔目的(款)別〕

（単位 千円、％）

款
当 初 予 算 額 比 較

令和２年度 令和元年度 対前年度当初比
増減額 増減率

議 会 費 377,827 381,732 △ 3,905 △ 1.0 
総 務 費 10,013,366 8,222,542 1,790,824 21.8 
⺠ ⽣ 費 21,704,848 22,134,021 △ 429,173 △ 1.9 
衛 ⽣ 費 6,485,842 6,657,917 △ 172,075 △ 2.6 
労 働 費 50,931 51,020 △ 89 △ 0.2 
農林⽔産業費 3,778,708 3,647,424 131,284 3.6 
商 工 費 1,845,615 1,976,208 △ 130,593 △ 6.6 
土 木 費 5,920,289 5,682,989 237,300 4.2 
消 防 費 3,207,863 3,012,602 195,261 6.5 
教 育 費 7,500,271 7,970,349 △ 470,078 △ 5.9 
災 害 復 旧 費 153,401 21,001 132,400 630.4 
公 債 費 8,137,470 7,918,628 218,842 2.8 
予 備 費 120,000 120,000 0 0.0 
歳 出 合 計 69,296,431 67,796,433 1,499,998 2.2 

（単位 千円、％）
議会費
0.5%

総務費
14.5%

⺠⽣費
31.3%

衛⽣費
9.4%労働費

0.1%

農林⽔産業費
5.5%商工費

2.7%

土木費
8.5%

消防費
4.6%

教育費
10.8%

災害復旧費
0.2% 公債費

11.7%

予備費
0.2%

692億
9,643万1千円
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歳出予算の概要〔性質別〕

(単位 千円、％)

性 質 別
当 初 予 算 額 比 較

令和２年度 令和元年度
対前年度当初比
増 減 額 増減率

義 務 的 経 費 33,868,005 33,911,854 △ 43,849 △ 0.1 
人 件 費 10,130,962 10,316,742 △ 185,780 △ 1.8 
扶 助 費 15,599,574 15,676,485 △ 76,911 △ 0.5 
公 債 費 8,137,469 7,918,627 218,842 2.8 

一 般 ⾏ 政 経 費 25,104,838 23,921,955 1,182,883 4.9 
物 件 費 10,411,144 10,227,514 183,630 1.8 
補 助 費 等 5,302,901 5,142,425 160,476 3.1 
繰 出 ⾦ 7,071,109 6,715,275 355,834 5.3 
そ の 他 2,319,684 1,836,741 482,943 26.3 

投 資 的 経 費 10,323,588 9,962,624 360,964 3.6 
普通建設事業 10,170,187 9,941,623 228,564 2.3 
災害復旧費 153,401 21,001 132,400 630.4 
合 計 69,296,431 67,796,433 1,499,998 2.2 

（単位 千円、％）

義務的経費
48.9%

⼀般⾏政
経費

36.2%

投資的経費
14.9%

人件費
14.6%

扶助費
22.5%

公債費
11.8％

物件費
15.0%

補助費等
7.7%

繰出⾦
10.2%

その他
3.3%

普通建設事業
14.7%

災害復旧費
0.2%

692億
9,643万1千円
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令和２年度当初予算 主な事業

～誇れるふるさと唐津の創生～
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３８事業 3,766,727 千円

２７事業 1,205,785 千円

２２事業 2,750,771 千円

６２事業 10,925,547 千円

１２事業 1,201,826 千円

計 １６１事業 19,850,656 千円

『からつ力』事業
～生産、観光、教育、安心、発信の５つの総合力～

161事業
19,850,656千円

1 ⽣産⼒︕

2 観光⼒︕

4 安⼼⼒︕

3 教育⼒︕

5 発信⼒︕
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8新庁舎整備事業費(継続費初年度分)

10,157千円新庁舎建設環境整備費

【概要】
・建築面積 3,220.39㎡（庁舎）
・延床面積 16,832.49㎡（庁舎）
・庁舎構造 鉄骨造（免震構造）
・庁舎階数 地上７階建

706,068千円
新庁舎建設室

建設後57年が経過し、老朽化に加え耐震性が不足し
ている市役所本庁舎を、来庁者にやさしく、利便性
の高い庁舎に建て替えるもの。

【新庁舎整備事業費（継続費）】

【新庁舎建設環境整備費】

年 度 事 業 内 容 事業費 (千円)

R2 本体工事（建築・電気・機械等）、
工事監理ほか 706,068

R3 本体工事（建築・電気・機械等）、
工事監理、附帯工事ほか 6,877,565

R4 本体工事（建築・電気・機械等）、工事監理、
附帯工事、旧庁舎解体工事ほか 1,734,166

R5 外構工事（駐⾞場・広場）、
工事監理ほか 276,608

合 計 9,594,407

年 度 事 業 内 容 事業費 (千円)

R2 駐⾞場⽤地借上、交通誘導員配置ほか 10,157
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新唐津市民会館（仮称）整備費

新市⺠会館建設推進室 61,044千円
■事業概要
唐津市⺠会館の建て替えに伴い、現施設の解体に伴う設計、
家屋事前調査及び曳山を収蔵、展示するため、ふるさと会館
（アルピノ）多目的ホールの改修工事を実施するもの。
また、先進地視察等建設推進に必要な経費を計上するもの。

■事業内容
多目的ホール改修工事 【43,611千円】

•建築工事 30,000千円
•電気工事 3,289千円
•空調工事 8,322千円
•施設標示板等設置工事 2,000千円

市⺠会館解体設計 【16,016千円】

•唐津市⺠会館解体設計業務 7,689千円
•唐津市⺠会館解体工事に伴う家屋等事前調査業務 8,327千円

その他 【1,417千円】
•先進地視察費等 曳山展示場 ふるさと会館（アルピノ）多目的ホール

唐津市民会館
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ふるさと寄附金推進費

からつブランド・ふるさと寄附推進室 1,649,008千円

唐津市への寄附者を増やすとともに、ふるさと寄附制度を活⽤した唐津産品のＰＲ並びに地域経済の活性化を図るもの。
令和２年度は､寄附⾒込額を３０億円に設定し、更なる寄附者の掘り起こし､リピート率向上並びに関係人口拡大に繋げる
ため、総務省が推奨するクラウドファンディング型の活⽤や、寄附者との継続的なつながりを持つための取組を拡充する。

ふるさと寄附⾦推進費 事業費

返礼品調達費、配送料、寄附受付運営業務委託料等
総務省が定める「寄附⾦の募集に要する経費」 1,497,318千円

ワンストップ特例申請関係、寄附⾦活⽤事例報告等
上記以外の経費 151,690千円

合計 1,649,008千円

ふるさと寄附⾦基⾦積⽴⾦ 事業費

積⽴⾦ 1,350,992千円

※寄附⾒込額30億円に対する「寄附⾦の募集に要する経費」は49.91％となり、総務省が定める経費基準に適合。

※

事業費⽐率（寄附⾒込額３０億円）

推進費

積⽴⾦

1,649,008千円
54.97％

1,350,992千円
45.03％
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「唐津創生会議」の開催
多業種・多地域の住民の意見を市の施策へ活かす
社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、顕在化する住民
ニーズを的確に捉えることで持続可能な唐津を創生

※年４回程度開催

委員への謝礼金 440千円
（20名×4回×5,500円）

SDGsによる地方創生の実現
持続可能な唐津市の創造のために必要なSDGS
による地方創生の取組への伸張

 企業版ふるさと納税の導入による地方創生の実現
内閣府地方創生SDGS分科会出席旅費等 217千円
SDGS地方創生実践研修講師費等 435千円

未来づくり研究会
グループワークやプレゼンテーション能力研修を通じ、
若手職員の政策提案能力の向上を目指す

持続可能な唐津市創生のための政策提案を行う
プレゼン能力養成研修費等 149千円
先進地視察研修旅費等 106千円

大 学 連 携
◆大学等と戦略的に連携、交流を
図り人財、知識を唐津市に呼び
込む
コスメ×観光PRをテーマとした
ワークショップに参加する学生
の交通費等 479千円

からつ力向上推進費
市⻑公室・市政戦略課 2,513千円

学生による政策提案
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離島振興基金事業費

離島振興室 29,887千円

離島の特性を活かし、離島住民の参画と創意工夫による離島地域の自立的発展を促進するため、市費と県補助金を原資
とした離島振興基金を活用し、離島の振興及び活性化を図るための取組に対し補助する。

事業目的

事業内容

２ 離島留学事業補助金（令和２年度拡充！）
拡充内容：小川島における離島留学用「寮」の整備

・補助対象者：からつ七つの島活性化協議会

・対象離島：小川島・加唐島・馬渡島

・補助内容：家屋改修（寮整備）費用、先進地視察費用、

説明会・体験宿泊費用、留学生負担補助、寮検討・準備費用

・事業費 ：19,865千円

・その他 ：事業費の 2/3 は県補助金

１ 島づくり事業補助金（継続）

・補助対象者：各島の島づくり実行委員会

・対象離島：市内全離島

・補助内容：島民自らの発案による島づく

り事業に対する補助

・事業費 ：10,000千円（全離島で）

・その他 ：事業費の1/2は県補助金

１ 島づくり事業補助金（全離島対象） ２ 離島留学事業補助金（小川島、加唐島、馬渡島）
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地域の未来づくり推進交付金

国際交流・地域づくり課 64,000千円

１地区４００万円（１６地区）

うちハード事業 150万円以内、事務費 15万円以内

１地区４００万円（１６地区）

うちハード事業 150万円以内、事務費 15万円以内

市全体の社会課題の解決に向け、市と地域の様々な団体等が地域の未来づくりの方向を共有し、

連携・協働して、元気で快適な魅力あるまちづくりを推進するため、主体的にまちづくりの事業を
実施する団体に対し交付金を交付

市全体の社会課題の解決に向け、市と地域の様々な団体等が地域の未来づくりの方向を共有し、

連携・協働して、元気で快適な魅力あるまちづくりを推進するため、主体的にまちづくりの事業を
実施する団体に対し交付金を交付

・地域から提案されたまちづくり計画が趣旨に沿った計画であるかなど、庁内審査委員会で審査

・１事業当たりの交付金の上限を１００万円に設定（単年度）

・市の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業は対象外 など

・地域から提案されたまちづくり計画が趣旨に沿った計画であるかなど、庁内審査委員会で審査

・１事業当たりの交付金の上限を１００万円に設定（単年度）

・市の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業は対象外 など
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障がい者支援課 5,979千円

コミュニケーション支援体制の姿

コミュニケーション支援事業費

コミュニケーション⽀援センターに２名の⼿話通訳者を配置し、これまでの窓口での⼿話通訳
に加え、市内の事業所や学校等での⼿話等の普及・啓発活動を実施するもの。
コミュニケーション⽀援センターに２名の⼿話通訳者を配置し、これまでの窓口での⼿話通訳
に加え、市内の事業所や学校等での⼿話等の普及・啓発活動を実施するもの。

■市役所での取組 ・窓口（りんく）⼿話通訳
・各市⺠センターテレビ電話による⼿話通訳
・市報からつ、⾏政放送（⼿話だより等）
・⼿話学習⽤動画制作事務

■事業所等への⽀援 ・啓発及び研修等（出前講座、⼿話教室）の開催

■学校及び保育所等 ・啓発及び出前講座等の開催
への⽀援

■団体等への⽀援 ・啓発及び研修等（出前講座、⼿話教室）の開催

■聴覚障がい児・者 ・聴覚障がい児・者への自宅訪問活動等
への⽀援 生活状況の聞き取り・相談⽀援活動

災害に備えた対応の指導・災害メールの登録普及活動

■市役所での取組 ・窓口（りんく）⼿話通訳
・各市⺠センターテレビ電話による⼿話通訳
・市報からつ、⾏政放送（⼿話だより等）
・⼿話学習⽤動画制作事務

■事業所等への⽀援 ・啓発及び研修等（出前講座、⼿話教室）の開催

■学校及び保育所等 ・啓発及び出前講座等の開催
への⽀援

■団体等への⽀援 ・啓発及び研修等（出前講座、⼿話教室）の開催

■聴覚障がい児・者 ・聴覚障がい児・者への自宅訪問活動等
への⽀援 生活状況の聞き取り・相談⽀援活動

災害に備えた対応の指導・災害メールの登録普及活動
■学校及び保育所等

への⽀援
■学校及び保育所等

への⽀援 ■団体等への⽀援■団体等への⽀援

■聴覚障がい児・者の
住まいへの訪問

■聴覚障がい児・者の
住まいへの訪問

■市役所での取組■市役所での取組

■事業所等への⽀援■事業所等への⽀援

事 業 概 要

事 業 内 容

■⼿話通訳による⽀援・⼿話等普及啓発業務委託 4,940千円
■その他の業務 1,039千円 合計 5,979千円
■⼿話通訳による⽀援・⼿話等普及啓発業務委託 4,940千円
■その他の業務 1,039千円 合計 5,979千円

事 業 費
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15新生児聴覚検査費用助成
（母子保健事業費） 保健医療課 117千円

■ 事業概要

先天性の聴覚障害の早期発⾒・早期療育を目的として、新生児期における新生児

聴覚検査を全新生児が受けることができるように、経済的理由で検査を受けること
ができない児に対して費⽤助成を⾏うもの。

■ 対 象 者︓非課税世帯の新⽣児
■ 助成⾦額︓３，０００円（新⽣児１人につき）
■ 事 業 費︓１１７，０００円
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16明日の農業者支援事業費
（明日の農業者チャレンジ支援給付金） 農政課 9,900千円

◆唐津市明日の農業者チャレンジ支援事業 ９，９００千円

● 認定農業者の後継者として就農する者（親元就農者）に対し、就農支
援給付金を支給［２年間］

■ 補助期間
平成３０年度 ～ 令和 ３ 年度

■ 給付対象者
前年の８月１日以降に親元就農した５０歳未満の市内在住者

■ 給付額
個人就農：年間６０万円、夫婦就農：年間９０万円

■ 令和２年度給付金の内訳
個人 ７，２００千円 １２人［新規７人 継続５人］
夫婦 ２，７００千円 ３組［新規２組 継続１組］

【要件の緩和】

① 年齢要件：４５歳未満 ⇒ ５０歳未満

② 親等の前年総所得額：２５０万円未満 ⇒ ４００万円未満

親元就農
に対しての

支援がな
いかな・・・

農家を継ぐのに給
付金があって助
かったよ～

給付金で機械購入費がまかなえたわ

僕は農業
技術の習
得に使っ
たよ
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17
佐賀牛産地確立拠点施設整備事業補助金

農政課 33,753千円

唐津・玄海地区は、佐賀牛の⽣産拠点（佐賀牛⽣産の約半数を占める）

肥育素牛（佐賀牛の素となる子牛）の⽣産拡大と産地を支える担い手の確保・育成が早急に必要
・市内の繁殖農家数と繁殖牛の頭数は、⾼齢化と後継者不⾜により毎年減少（全国的に減少）
・肥育素牛（佐賀牛の素となる子牛）の約７割を県外に依存しており、今後、肥育素牛の確保が困難となってくる

産地全体の底上げを図る取組みが必要不可⽋
佐賀牛の主要産地である唐津において「佐賀生まれ、佐賀育ちの佐賀牛」の生産基盤を確⽴するため、県・市・ＪＡ
が⼀体となり「佐賀牛産地確⽴拠点施設（ブリーディングステーション）」の整備に取り組む

現状と課題現状と課題

対 策

位 置 付 け

【Ｒ２年度】 実施設計業務に対する補助
■事業主体 ＪＡからつ
■事業費 ３３，７５３千円
■補助⾦額 ３３，７５３千円
■補助率 １０／１０（県）

【事業スケジュール】
■Ｒ２年度 実施設計

■Ｒ３年度 施設整備（繁殖牛舎、分娩
牛舎、育成牛舎、管理研修棟
機械器具等）、工事監理

■Ｒ４年度 運営開始
【概算事業費】１０億円
【整備予定地】肥前町瓜ヶ坂（３．８ha）

（研修期間︓２年間）
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18
からつの元気な森づくり事業費

農地林務課 26,260千円

費 目 金 額

需 用 費 103

委 託 料 25,747

使用料及び賃借料 410

合 計 26,260

【予算額】 （千円）

財源区分 金 額

唐津市森林環境
基 金 繰 入 金

26,260

【財源内訳額】 (千円)

②～④の施策
●森林整備を実施する中で、今後、その他の事業を検討する
(1)森林ＧＩＳなど森林情報管理システムの導入
(2)森林整備担い手育成に係る支援
(3) 森林病害虫対策（松林の保護事業及び樹種転換など）
(4)林道・森林作業道の開設や維持補修
(5)公共施設等の木造化、内装の木質化の推進に係る支援など

唐津市森林環境基金（森林環境譲与税を財源）を活用し、唐津地区内の私有林等の荒廃の恐れがある森林について、
間伐等の森林整備を実施し、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るもの。

【森林環境譲与税の使途】

①森林の整備に関する施策 （メイン事業）

②森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

③森林の有する公益的機能に関する普及啓発

④木材の利用促進その他森林整備の促進に

関する施策

①森林の整備に関する事業

市が森林所有者の委託を受け、間伐等の森林整備を実施
令和２年度は約３０ｈａを予定 （令和３年度以降は年間６０～９０ｈａ）
※主に過去２０年以上手入れがされていない人工林

【令和２年度主な事業内容】

対象森林調査測量 約９０ha   9,382千円

間伐業務委託 約３０ha 16,365千円

森林ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ利用料 410千円
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唐津水産業活性化支援事業費

⽔産課 28,251千円

【目的】九大との共同研究における、新水産資源創出研究プロジェクトにより誕⽣した「唐津Ｑサバ」の安定⽣産や
販売⼒の強化を目指し、「唐津Ｑサバ」のブランド⼒を活かして、地場産業の活性化を⾏うもの。

養殖漁業者

Ｒ2年度（28,251千円）
・センター管理費 18,051千円
・Ｑサバの生産までの委託料

10,200千円

孵化から8㎝程度
まで中間育成

水産業活性化センターにて採卵

（単位 尾）

出荷尾数（10⽉〜6⽉）実績 見込み（出荷可能数）

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１予定 Ｒ２予定

3,000 6,000 9,000 18,000 20,000 30,000 35,000

飲食店へ

唐津Ｑサバ市内取扱店

旅館・ホテル １５件
飲食店 １７件
販売店 ５件

計 ３７件

県外出荷

〔活魚〕
福岡、熊本

〔鮮魚〕
東京、千葉、香港

漁協を通して
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向島漁港改修事業費

⽔産課 35,500千円

【事業内容】 防風柵設置工事、実施設計
【事 業 費】 35,500千円

【目的】
漁港内の安全性確保と漁業活動の円滑化を図るため、防波堤に防風柵を設置するもの。

防波堤及び護岸Ｌ=118.0ｍ

防風柵設置（全体 Ｌ＝118.0ｍ）
東側防波堤 Ｌ＝109.0ｍ
14号護岸 Ｌ＝ 9.0ｍ

防風柵完成イメージ
（⻄側防波堤）

参考︓荒天時の係船状況

位置図
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メディア活用推進費
観光課 22,273千円

「⾏きたいまち№1」から「⾏ってよかったまち№1」へ
聖地の賑わいを創出し、滞在時間の延⻑と満⾜度向上を図り、リピート層の底上げを図る。
また、地域住⺠の事業と連携することで、関係人口の増加へとつなげる。

現状と課題（R1調査検証）
・聖地巡礼者は延べ7万人を突破
・令和初の「⾏きたいまち№1」を獲得
・これまでのファンを維持し、「⾏ってよかったまち№1」

を目指すため、継続した取り組みが必要
・唯⼀無二の資源を認知させ、集客につなげることが必要
・滞在時間の延⻑を図るため、夜の観光を強化し、満⾜度

向上につなげることが必要

話題づくりと受入環境の充実

アニメなどの「聖地」にテーマを絞ったターゲット層を誘客するとともに、観光消費額のＵＰにつなげるため、メディアを活⽤した情報発
信に取り組むもの。また、新たなコンテンツの活⽤を図り、メディアを通した「唐津」の知名度向上と旅の目的地としての意識づけを図る。

作品のモデルとしての
“聖地”

歴史上の舞台となった
“聖地”

◆アニメーションの活用

・平成29年〜平成30年
「ユーリ!!! on ICE」

⇒ 唐津がモデルの地
※劇場版の予定あり

・平成30年〜令和元年
「ゾンビランドサガ」

⇒ 佐賀がモデルの地
※続篇の予定あり

◆新たなコンテンツ活用

・テーマ設定を⾏い、新たな
切り口で動機付けへ

・「肥前名護屋城」と「戦国」
をコンセプトに設定

・歴史上の舞台となった地を
聖地と捉え、本質的な価値
を発信し、認知度を向上

‣全国ふるさと甲子園への出場
・連覇に向けキャラバン隊を結成

‣聖地の賑わいづくり
・ウエルカムボード等の設置
・聖地としての賑わいづくり

肥前名護屋城の活用

‣コアターゲットを設定し、興味層へ
認知を⾼めるため情報発信を強化

‣テーマ性のある集客イベントを開催

◆広告宣伝 5,166千円（ターゲットに応じた広告の活⽤）
◆コンテンツの活⽤ 15,834千円（アニメや肥前名護屋城等を活⽤した賑わいづくり、

【テーマ別観光】 全国ふるさと甲子園への出場など）
◆観光大使等との連携 1,273千円（観光大使、唐ワンくんと連携した情報発信）

発展

継続 新規
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快適な滞在環境整備費
観光課 19,587千円

「⾏きたいまち№1」から「⾏ってよかったまち№1」となるため、景観保全やトイレの洋式化など、受⼊環境の充実を図り、来訪者の満⾜
度向上とリピート意向の⾼揚につなげる。

景観保全事業 多目的トイレの設置

景観阻害木の伐採・枝打業務
1,238千円
⇒観⾳の滝の滝つぼが⾒える

状態へ

呼子町観光トイレ新築工事
8,700千円
⇒周遊観光の利便性向上

洋式化改修工事
9,649千円 （15箇所28基）

⇒洋式率50％以上を達成

「⾏きたいまち№1」
[本事業の考え方]

‣ふるさと寄附者の意向を踏まえ、快適な滞在環境を実現
‣本来の地域資源の価値を伝える最適な環境を実現
‣満⾜度を⾼め、滞在時間を延⻑

コアリピーター獲得
（リピート意向率100％へ）

ふるさと寄附⾦基⾦
（楽天クラウドファンディング）

受入環境を充実
（満⾜度100％へ）

「⾏ってよかった」
↓

「また、⾏きたい」

令和元年度に「⾏ってよかったまち
№１」を目標に掲げたクラウドファ
ンディング型ふるさと納税を実施

イメージ イメージ

トイレの洋式化
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道路新設改良費

道路河川管理課 1,336,963千円

事業内容

集落間または県道等との主要道路を結ぶ市道において、幅員が狭く通行に支障をきたす路線を拡幅改良する。また、通学路
に指定されている路線のうち必要な箇所で歩道等の整備及び老朽化した橋梁や法面、舗装等の改修を行う。

◎唐津地区

・湊町方線外１路線

・長谷本村線

・高畑二号線外

・七ツ釜線

・唐津駅旭が丘線

・虹の松原宇木線

・東町和多田線

◎相知地区

・天徳の丘公園2号線

・大野夕日線

・下牟田部線
◎肥前地区
・上ヶ倉線
・星賀納所線

◎鎮西地区
・丸田線

※赤字は新規路線

○新設改良路線
◎呼子地区
・加部島中央線（法面）
・吹上線

◎七山地区
・滝川桑原杉山線
・樽門藤川仁部線
・柳瀬下門線（法面）

◎浜玉地区
・横田下浜崎線
・浜崎駅南北線外2路線

◎厳木地区
・石原線

柳瀬下門線法面改修浜崎駅南北線外２路線長谷本村線
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24Net119緊急通報システム構築事業費
（消防通信指令施設管理費） 情報指令課 1,331千円

「Net119緊急通報システム」とは、会話が不自由な聴覚・言語障がい
者の方々が、スマートフォン等の携帯端末を利⽤し、消防本部へ⾳声に
よらない通報を⾏えるシステムです。また、GPS機能を⽤いて、外出先
からでも簡単に通報場所が特定できるため、素早く通報を⾏うことがで
きます。

利⽤者が登録地以外の場所から通報した場合に、通報場所を管轄する
消防本部へ通報情報を転送します。

音声による119番通報が困難な方が、いざというときに、素早く簡単に通報できます。

事前登録（アプリをインストール）

「LIVE映像機能」
この機能は、119番通報を⾏った通報者のスマートフォンの

テレビ電話機能を活⽤し、通報者と消防指令センターとの間で
映像を使⽤した情報共有ができます。

消防指令センターは、通報者が撮影する映像から通報現場の
詳しい状況を確認し、⾳声による１１９番通報だけでは把握が
難しい視覚的な情報をリアルタイムで収集することができます。

09011223344

送信

URLにアクセス
してください。

http://www.
Karatsu119.jp/l

ive〇〇〇

SMS

このような状況で活用します！

・傷病者の状態の把握や、通報者
の周囲の状況を把握することができ
ます。

・火災の種別や延焼の範囲、交通
事故などの現場の状況を把握する
ことができます。
・心臓マッサージの
口頭指導時にイラストを
活用し、より分かりやすく
指導することができます。
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25防災情報ネットワーク整備費
危機管理防災課 493,295千円

＜各市⺠センター等＞

＜八幡・七山＞

＜本庁＞

280MHzデジタル同報無線システム系統図

（戸別受信機（280MHz）の整備）

（２）⼾別受信機の配備⽅針

（１）令和２年度事業費及び財源

緊急防災・減災事業債（充当率100％ 交付税措置70％）

 ⼾別受信機は避難行動要支援者など
優先順位を踏まえつつ希望者に無償貸与。

 送信局、配信局の整備後に配布する
⼾別受信機は280MHz仕様とする。

 玄海原発10km圏内には⼾別受信機（60MHz）を
配布済み。更新時に280MHz仕様に統一

安全・安心なくらしのために、豪雨時等においても
伝達性が高い280MHz⼾別受信機を整備し、
防災情報伝達⼿段の多重化を図るもの

内 容 事 業 費
送信局・配信局整備工事 260,370千円
工事監理業務 7,700千円
⼾別受信機購⼊ 225,225千円

計 493,295千円
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26
高規格救急自動車更新費

消防総務課 35,648千円

【事業内訳】

・自動車損害保険料 ３２千円

自動車損害賠償責任保険料

自動車損害共済責任保険料

・備品購入費 ３５,５８３千円

高規格救急自動車 １台

高度救命資機材 １式

・公課費 ３３千円

自動車重量税

高規格救急自動車 更新経歴

平成２１年度 南部分署救急車

平成２４年度 東部分署、北部分署救急車

平成２５年度 本署（２号）

平成２７年度 本署（１号）、西部分署救急車

平成３０年度 中部分署救急車

高規格救急自動車 更新経歴

平成２１年度 南部分署救急車

平成２４年度 東部分署、北部分署救急車

平成２５年度 本署（２号）

平成２７年度 本署（１号）、西部分署救急車

平成３０年度 中部分署救急車
【特定財源】

・緊急防災減災事業債

起債対象経費×100％ ３２,２００千円

一般財源 ３,４４８千円

■ 事業概要
平成２１年度に整備した「南部分署」の⾼規格救急⾃動⾞は、
⾞両本体及び積載する救急資機材が、経年により劣化している
ことから、救急活動に万全を図り住⺠の安全・安⼼に寄与する
ため更新するもの

南部救急車（平成２２年３月１日配備）
走行距離 １６９，８９９㎞（令和２年２月１日現在）
南部救急車（平成２２年３月１日配備）
走行距離 １６９，８９９㎞（令和２年２月１日現在）
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令和２年度 事業費 1,448千円

業務内容

中学校部活動指導員配置事業費
学校支援課 1,448千円

部活動指導員 ４名
佐志中学校 【１名】

バスケットボール
第五中学校 【１名】

卓球
厳木中学校 【２名】

剣道、バレーボール

教員の負担軽減
⽣徒の技能向上

教員の多忙化
未経験の競技指導に
よる⼼理的負担

部活動指導員

効 果

現 状

目 的

部活動を担当する教員の負担を軽減するとともに、部活動の質的な向上を図るため、
部活動指導員を配置する。
部活動を担当する教員の負担を軽減するとともに、部活動の質的な向上を図るため、
部活動指導員を配置する。

週３回 （各２時間）、年間３４週を目安に指導
単独での指導や大会等の引率

学
校
の
働
き
⽅
改
革

＝
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28国際スポーツ大会
キャンプ誘致・交流事業費 スポーツ振興課 3,460千円

２．事業費（財源は企業版ふるさと納税を予定）

■ 相手国訪問等（1,316千円）

事業概要

█ 相手国訪問等 １，３１６千円
市⻑セルビア訪問経費、オリンピック会場応援経費ほか

█ 協議会負担⾦ ２，１４４千円
※関係団体で構成する協議会組織を設⽴し、交流事業を展開

①機 運 醸 成 費 懸垂幕、のぼり旗作成ほか（ ７５９千円）
②おもてなし向上費 ボランティア講習会ほか （ ２２５千円）
③合宿受入・交流費 歓迎交流会ほか （１，１６０千円）

目 的

東京オリンピック事前合宿の受入れ、市⺠交流を⾏い、スポーツの⼒による地域活性化や効果的なＰＲ
を図るもの

合宿チーム

セルビア共和国３Ｘ３代表チーム
⾦メダル候補、Ｒ１年６⽉ホストタウン登録

タイ王国ボート代表チーム

※７月に１０⽇間程度受⼊予定
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教育総務課 40,377千円

西部学校給食センター（仮称）
整備事業費

令和２年度

基本設計

地質調査等

令和３年度

実施設計

令和４年度～

建設工事

令和５年度

２学期から稼働予定

■事業概要
⽼朽化した肥前、鎮⻄、呼子の各給⾷センター及び自校
給⾷施設を統合し、新たに給⾷センターを整備するもの。

給⾷エリア︓肥前、鎮⻄、呼子（離島除く）、
唐津（北部・⻄部）の⼩中学校

最大⾷数 ︓6,000⾷
建設予定地︓旧打上中学校グラウンド 12,892㎡

■令和２年度事業内容
基本設計、敷地測量、地質調査、進⼊道路設計、
水道管引込設計

■対象校
肥前学校給⾷センター（⼩学校６校、中学校２校）
鎮⻄学校給⾷センター（⼩学校３校）
呼子学校給⾷センター（⼩学校２校、中学校１校）
自校給⾷施設（離島除く）（⼩学校５校、中学校５校）

新給食センター
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30処理場費【下水道事業会計】
（高串地区漁業集落環境整備事業基本計画策定業務）

下⽔道管理課 8,283千円
【目的】
肥前町⾼串地区の環境改善並びに伊万
⾥湾及び海域の⽔質保全を図るため、「佐
賀県⽣活排⽔処理構想」に基づき下⽔道
の整備を⾏うもの。

【実施場所】
肥前町田野及び新木場の一部
（⾏政区︓⾼串、新田

新木場地区の一部）

【対象世帯数】
３５８世帯（９２９人）

【事業費】
令和２年度 ８，２８３千円
総事業費 約１２億円

【事業内容】
基本計画策定

高串地区漁業集落環境整備事業 区域図
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令和元年度 ３月補正予算の概要

⼀般会計補正額 △１０億３１０万３千円

今回の補正予算は、国の補正予算に伴う道路新設改良費等の増額のほか、
障害福祉サービス費の経費の追加や、寄附に伴う基⾦への積⽴⾦を計上した。

また、職員の中途退職に伴う退職⼿当や、特別会計への繰出⾦を計上したほか、
モーターボート競走事業会計における事業収益の増加に伴い、関連経費を追加し
た。

このほか、各会計において、令和元年度決算⾒込みによる減額補正等を計上した。

補正前予算額 716億6,604万6千円 補正後予算額 706億6,294万3千円
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令和２年３⽉市議会定例会提出議案（予算議案を除く。）の概要 ①
■条例議案 ２３件

(1) 市⻑の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例制定について

(2) 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

(3) 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

(4) 唐津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について

(5) 唐津市債権の管理に関する条例制定について

(6) 唐津市条例の廃⽌に関する条例の一部を改正する条例制定について

(7) 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

(8) 唐津市印鑑条例の一部を改正する条例制定について

(9) 唐津市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例制定について

(10)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

(11)唐津市北波多総合保健センター条例の一部を改正する条例制定について
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令和２年３⽉市議会定例会提出議案（予算議案を除く。）の概要 ②
(12)唐津市健康サポートセンター条例の一部を改正する条例制定について

(13)唐津市災害弔慰⾦の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について

(14)唐津市条例の廃⽌に関する条例の一部を改正する条例制定について

(15)唐津市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について

(16)唐津市条例の廃⽌に関する条例の一部を改正する条例制定について

(17)唐津市ふるさと会館条例の一部を改正する条例制定について

(18)唐津市特産品等展示販売施設条例の一部を改正する条例制定について

(19)唐津市市営住宅条例の一部を改正する条例制定について

(20)唐津市道路構造基準条例の一部を改正する条例制定について

(21)唐津市下⽔道条例の一部を改正する条例制定について

(22)唐津市⽔道事業給⽔条例の一部を改正する条例制定について

(23)唐津市工業⽤⽔道事業給⽔条例の一部を改正する条例制定について
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令和２年３⽉市議会定例会提出議案（予算議案を除く。）の概要 ③
■人事議案 ２４件

(1) 〜(19)唐津市農業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（その１~その１９）

(20)〜(24)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~その５）

■⼀般議案 １３件

(1)〜(2)財産の減額貸付けについて（その１・その２）

(3) 唐津市過疎地域⾃⽴促進計画の変更について

(4)〜(8)辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について（後川内、神集島、加唐島、馬渡島、小川島）

(9) 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について（梨川内）

(10)唐津市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について

(11)市営住宅等の明渡し請求その他調停申⽴て並びに訴訟の提起及び和解について

(12)市道路線の廃⽌及び認定について

(13)佐賀⻄部広域⽔道企業団と唐津市との間における厳木多久共同浄⽔場の管理運営に係る事務の受託に関する協議について


