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平成２７年度 当初予算概要説明      



 

  ◆ 日本は人口減少の時代に突入しており、それが将来経済規模の縮小や生活水準の低下を 

  招き、さらなる人口流出を引き起こす恐れがある。 
 
  ◆本市においても、40年後の人口は現在の約３分の２と推計しており、人口問題対策や地
方創生への取組は喫緊の課題である。本市においても、生活保護者数や待機児童数が年々増加
するなど、市民生活の不安が続 
   いている。   

 
   

 

   

   

   

豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが 10年後の
将来像 

 

  ◆地方を中心に日本全体で人口減少が進んでおり、市場の縮小や労働力の低下を招き、 
   経済活力・生活水準の低下を引き起こす恐れがある。 
   本市においても、将来人口の著しい減少が予測されている。 
    ※2010年国調値と45年後(2055年)の推計値の比較で約３分の２に減少 

  ◆市民生活を見ると生活保護受給者の増加や待機児童数が高水準で推移するなど、 
   市民の生活に対する不安が続いている。   

 「恵まれた自然環境に囲まれ、豊かな人間関係を育みながら安心して暮らせるまち」という本市の貴重な財産を 
さらに磨き上げ、成熟した地域社会をめざすとともに、次世代の育成を進め、新たな未来を築きあげる。 

市民が幸せを実感できるまちづくり 

背景 

「第２次佐賀市総合計画」スタート 
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Ⅰ．平成２７年度の施政方針 



２ 

平成２７年度の予算総額 

会計 予算額 前年度比 

一般会計       ９２４億円  
２７億円 

（＋３．０％） 

特別会計 
（国民健康保険など３会計） 

  ３５３億７，４００万円 
３３億４，３００万円 

（＋１０．４％） 

自動車運送事業 １１億９，０００万円 
△５，２００万円 

（△４．２％） 

水道事業  ６１億２，４００万円 
△２億１，６００万円 

（△３．４％） 

下水道事業 １４２億３，３００万円 
△１２億６，１００万円 

（△８．１％） 

工業用水道事業     １，３００万円 
△２００万円 

（△１３．３％） 

富士大和温泉病院事業 １７億８，７００万円 
△７００万円 

（△０．４％） 
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Ⅱ．平成２７年度の当初予算 



市税 

31.5% 

国・県支出金 

22.9% 

地方交付税 

20.9% 

市債 

11.0% 
地方消費税交付金 

4.3% 

諸収入 

2.5% 

繰入金 

2.4% 

使用料及び手数料 

1.8% 

分担金及び負担金 

1.1% 

地方譲与税 

0.7% 
その他 

0.9% 

(29,152) 

(21,178) 

(19,300) 

(10,132) (3,970) 

(1,046) 

(2,232) 

(668) 

• 

(2,319) 

(1,630) 

(773) 

【歳入総額 ９２４億円】 
（単位：百万円） 

※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。 
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歳入予算の概況 



扶助費 

24.2% 

人件費 

15.6% 

投資的経費 

14.6% 

繰出金 

12.8% 

公債費 

10.9% 

物件費 

10.4% 

補助費等 

7.4% 

維持補修費 

2.8% 

その他 

1.3% 

(22,389) 

(14,404) 

(13,497) 

(10,029) 

(11,791) 

(2,591) 

(1,284) 

(9,613) 

(6,802) 

民生費 

36.6% 

衛生費 

11.8% 教育費 

11.3% 

総務費 

11.1% 

公債費 

10.8% 

土木費 

6.9% 

消防費 

3.6% 

農林水産業費 

3.5% 

商工費 

3.2% 

議会費 

0.7% 
その他 

0.5% 

(33,856) 

(10,883) 
(10,473) 

(10,017) 

(6,386) 

(3,330) 

(3,270) 

(2,965) (642) 

(295) 

【歳出総額 ９２４億円】 （単位：百万円） 

≪款別≫ ≪性質別≫ 

※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。 

(10,283) 
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歳出予算の概況 



６ 

 ２．安心・安全なまちづくり 

 ３．健康づくりと福祉の向上 

 ４．自然との共生と環境の保全 

 ５．子育て・教育の充実と文化の創造 

 ６．市民協働による行政経営の推進 

 １．まちの活力向上と経済の活性化 
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Ⅲ．平成２７年度の重点政策 



■予算 8,321千円 
■概要 平成34年頃に見込まれる九州新幹線西九州ルートの開業に向け 
    て、駅周辺に必要な機能や施設のあり方等の検証などをおこな 
    い、佐賀駅周辺整備構想の策定を進める。   
      

■予算 11,600千円 
■概要 中央大通りの賑わいを創出し、市のシンボルロードにふさわし 
    い歩きたくなる通りとして再生するため、「中央大通り再生計 
    画」の具体化に向けた社会実験等を行う。 

■予算 8,370千円 
■概要 熱気球世界選手権に向けた市民の機運醸成を図るとともに、 
    「バルーンのまち さが」をアピールするため、バルーンを 
    テーマとした参加型イベント及びワークショップを開催する。 
    また、デザイン性に富む熱気球「夢さがバルーン（仮称）」 
    を製作し、デモ飛行等によるＰＲに取り組む。   
      

１. まちの活力向上と経済の活性化 

○中央大通り再生計画推進事業（商業振興課） 

○佐賀駅周辺整備構想検討経費（企画政策課） 

○世界選手権街なかプレイベント事業（商業振興課）  
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９ 

■予算 646,400千円 
■概要 平野部の浸水被害を軽減するため、佐賀市排水対策基本計画に 
    基づき、ポンプ整備や排水路整備を行う。また、お堀の貯水機 
    能を有効に活用するため、ゲートの設置に取り組む。  

■予算 130,000千円 
■概要 現在策定している橋長15ｍ以上及び幹線市道の15ｍ未満の橋り 
    ょうを対象とした橋りょう長寿命化修繕計画に、新たに対象と 
    なる橋りょうを追加するための点検を実施する。 

○ナガエツルノゲイトウ防除対策経費（農村環境課・河川砂防課） 

○浸水軽減対策事業（河川砂防課・上下水道局） 

○橋りょう長寿命化修繕計画策定経費（道路整備課） 

■予算 66,200千円 
■概要 生態系を破壊し、大雨時の流水阻害や農業被害を引き起こす恐 
    れのある特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」の根絶をめざ 
    し、除去作業や河床の改良を行う。また、地元との連携体制を 
    強化する。 

２．安心・安全なまちづくり 
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■予算 34,950千円 
■概要 生活保護に至る前の段階にある生活困窮者等を支援するため、平 
    成25年から試行として設置していた生活自立支援センターの機能 
    をさらに強化し、訪問相談支援や就労準備支援、学習支援などの 
    総合的な支援を進める。 

■予算 125,606千円 
■概要 個人だけでなく世帯単位で必要な保健福祉サービスを提案する福 
    祉総合窓口の開設に向けて、世帯単位での情報把握が可能な「保 
    健福祉総合システム」を整備する。 

３．健康づくりと福祉の向上 

○生活自立支援センター事業（生活福祉課） 

○保健福祉総合システム整備事業（福祉総務課） 
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■予算 20,056千円 
■概要 バイオマス産業都市の構築を推進するため、清掃工場に隣接する新工業 
    団地予定地について、バイオマス産業関連施設用地としての可能性の調 
    査・検討を行う。 

■予算 42,015千円 
■概要 バイオマス産業都市である佐賀市から、全国に誇る環境施策を情 
    報発信するとともに、市民に対する環境教育を推進するため、エ 
    コプラザを全面的にリニューアルする。   
   

４．自然との共生と環境の保全 

○バイオマス産業都市構築推進経費（バイオマス産業都市推進課）  

○清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業（バイオマス産業都市推進課） 

○エコプラザリニューアル事業（循環型社会推進課）  佐賀市清掃工場
CO2の分離回収

藻類の培養

【製造品目】
サプリメント

食　品
化粧品
繊　維
飼　料
肥　料
燃　料

CO2熱

ガス会社

CO2

炭酸飲料・ドライアイス
入浴剤・消火剤 etc

企　業　誘　致

品質・収量の向上

植物工場

バイオマス産業都市構想の
イメージ 

■予算 1,499,958千円 
■概要 清掃工場で発生したCO2を農業や藻類の培養などに活用するため、ごみ 
    焼却時の排ガスからCO2を分離回収する実用規模の装置を設置する。 
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■予算 174,580千円 
■概要 発達障がい児等の学校生活をサポートし、個に応じたきめ細かな支援体 
    制をさらに強化するため、通常学級の生活指導員に加えて、特別支援学 
    級支援員を新たに配置する。（配置人員 H26[72名] → H27[85名]） 
       

■予算 44,665千円 
■概要 長崎街道の歴史的景観であるのこぎり型家並みを後世に継承するため、 
    八戸地区の「枝梅酒造」の一部を取得し、保存と活用を図る。    
   

■予算 435,565千円 
■概要 放課後児童クラブについて、順次４年生以上も対象とするため、施設整 
    備を行うとともに、土曜日や長期休業中の開所時間を拡充するなど、運 
    営内容の充実を図る。 

５．子育て・教育の充実と文化の創造 

○児童クラブ施設整備事業・児童クラブ運営経費（こども家庭課） 

○特別支援教育推進事業（学校教育課） 

○子ども・子育て支援新制度関連事業（保育幼稚園課） 

■予算 5,355,850千円 
■概要 新制度のもと、保育園、幼稚園、認定こども園などによる保育の充実を 
    図り、待機児童ゼロをめざした取組を推進する。特に地域型保育など新 
    たな保育サービスの受け皿をつくり、保育利用定員を拡大する。    
   

○八戸地区枝梅酒造活用事業（都市デザイン課） 

平成２７年度 当初予算概要説明 １０    
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■予算 6,155千円 
■概要 新市誕生１０周年を迎え、佐賀市の魅力を見つめ直すとともに、市 
    民のさらなる一体感を醸成するため、記念式典を開催する。 
    【記念式典】 期日 平成27年10月25日（日） 
           内容 記念映像、市の木・市の花の披露 等 
     
    

■予算 38,245千円 
■概要 全国に向けて観光などの魅力を戦略的かつ効果的に発信し、市のイ 
    メージアップを図る。あわせて、2016佐賀熱気球世界選手権の県外 
    向けのＰＲを強化する。 

■予算 17,506千円 
■概要 市民サービスのさらなる向上を図るため、マイナンバー法施行によ 
    る個人番号カードの交付にあわせ、コンビニエンスストアでの証明書 
    交付サービスを開始する。 

６．市民協働による行政経営の推進 

○コンビニエンスストア証明書交付サービス事業（市民生活課） 

○シティプロモーション事業（秘書課） 

○新市誕生１０周年記念関連経費（行政管理課） 

○地域コミュニティ推進事業（協働推進課） 

■予算 51,180千円 
■概要 小学校区を単位とする「まちづくり協議会」の設立を推進し、地域 
    の特色を活かしたまちづくりへの支援を進める。 
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Ⅳ．緊急経済対策 

◇国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に呼応した緊急経済対策 
 

◇「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を活用し、地域消費の喚起や、 

 地方創生に向けた先行的な取組を推進 
 

◇補正予算として追加上程を予定 

○プレミアム付商品券発行等支援事業（商業振興課） 

プレミアム付商品券の発行等を行う商工団体を支援し、潜在的な消費の掘り起こしと市内経済の活性化を図る。 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略推進経費（企画政策課） 

◎地域消費の喚起 

◎地方創生総合戦略の策定 

外部有識者を交えつつ、地域経済の構造分析や必要な施策の検証等を行い、佐賀市版総合戦略を策定する。 

※事業内容等は暫定的な情報であり、補正予算案の上程までに変更が生じる場合があります。 
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Ⅳ．緊急経済対策 

◎経済の活力と安定した雇用の創出 

○コンベンション誘致推進事業（観光振興課） 
会議・イベント等のコンベンションを誘致するための体制を構築する。 

○定住促進通勤定期券購入費助成事業（企画政策課） 

就職に伴う市外への転出抑制及び市内への転入促進のため、市外通勤者に特急列車等による通勤費を助成する。 

○定住促進住宅取得費助成事業（企画政策課） 

市内への転入促進のため、転入世帯に住宅取得費を助成する。 

◎市内への人の流れの創出 

◎子どもを生み育てやすい環境の創出 

○出会い創出・応援事業（男女共同参画課） 

独身男女がパートナーシップの重要性を学びながら出会う場として、交流イベントを開催する。 

◎低所得者・子育て世帯への経済支援 

○臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金（福祉総務課） 

国の方針に基づき、消費税率引上げに伴う負担増に対応するための給付金を支給する。 
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 さが桜マラソン２０１５ 平成27年4月5日(日)9:00スタート！ 

Ⅴ．トピックス 

■さが桜マラソン2015完走への道（講演会） 
 ～さが桜マラソン完走への道～ 
  日時 平成２７年３月２２日(日) 14:00～16:00 
    場所 佐賀県スポーツ会館 
    講師 吉冨博子さん（さが桜マラソン２０１３優勝） 
    対象 さが桜マラソン2015にエントリーしたランナー（先着100人） 

■さが桜マラソン2015 ランナーズナイト（前夜祭） 
  日時 平成２７年４月４日(土) 17:00～20:00    
    場所 ６５６広場 
        千葉真子さんトークショー、お楽しみ抽選会 ほか 
    対象 ランナー、市民、応援者等  
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