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２ 平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １    

Ⅰ 平成２８年度の当初予算 

平成２８年度の予算総額 

会計 予算額 前年度比 

一般会計       ９４８億円  
＋２４億円 
（＋２．６％） 

特別会計 
（国民健康保険特別会計など３会計） 

  ３４８億６，０００万円 
△５億１，４００万円 

（△１．５％） 

自動車運送事業会計 １３億５，０００万円 
＋１億６，０００万円 

（＋１３．４％） 

水道事業会計  ６０億６，３００万円 
△６，１００万円 

（△１．０％） 

工業用水道事業会計 １，８００万円 
＋５００万円 
（＋３８．５％） 

下水道事業会計  １３８億８，９００万円 
△３億４，４００万円 

（△２．４％） 

富士大和温泉病院事業会計 １９億９，９００万円 
＋２億１，２００万円 

（＋１１．９％） 



市税 

31.0% 

国・県支出金 

25.2% 

地方交付税 

20.1% 

市債 

10.7% 
地方消費税交付金 

4.5% 

諸収入 

2.5% 

使用料及び手数料 

1.7% 

繰入金 

1.4% 

分担金及び負担金 

1.1% 

地方譲与税 

0.7% 
その他 

1.1% 

(29,409) 

(23,931) 

(19,100) 

(10,107) 
(4,290) 

(1,059) 

(1,645) 

(672) 

• 

(2,401) 

(1,311) 

(875) 

【歳入総額 ９４８億円】 

（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。 

２ 平成２８年度 当初予算（案）概要説明 ２    

Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 
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平成２８年度 当初予算（案）概要説明 ３    

Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 

市税 

国・県支出金 

地方交付税 

市債 



扶助費 

25.6% 

人件費 

14.1% 

投資的経費 

13.8% 

繰出金 

12.3% 

物件費 

10.8% 

公債費 

10.6% 

補助費等 

8.7% 

維持補修費 

2.7% 

その他 

1.4% 

(24,288) 

(13,398) 

(13,082) 

(10,243) 

(11,645) 

(2,533) 

(1,295) 

(10,074) 

(8,242) 

【歳出総額 ９４８億円】 

（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。 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 ４    

Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 

民生費 

39.9% 

教育費 

10.8% 

公債費 

10.6% 

衛生費 

9.6% 

総務費 

9.2% 

土木費 

7.6% 

 

農林水産 

業費 

3.9% 

商工費 

3.9% 

消防費 

3.7% 
議会費 

0.6% その他 

0.2% 

(37,808) 

(10,233) (10,062) 

(8,725) 

(7,179) 

(3,684) 

(3,677) 

(3,490) (587) 

(289) 

(9,066) 
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平成２８年度 当初予算（案）概要説明 ５    

Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 

扶助費 

人件費 

投資的経費 

公債費 
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※Ｈ１９～Ｈ２６は決算額、Ｈ２７は決算見込額、Ｈ２８は当初予算額 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 ６    

Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 

名目市債残高 

実質市債残高 



※Ｈ１９～Ｈ２６は決算額、Ｈ２７は決算見込額、Ｈ２８は当初予算額 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 ７    

Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 
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６ 

 ２ 市内への人の流れの創出 

 ３ 子どもを産み育てやすい環境の創出 

 ４ 利便性が高く、持続可能な地域社会の創出 

 １ 経済の活力と安定した雇用の創出 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 ８    

Ⅲ 平成２８年度の重点政策 



  

■予算 18,900千円 
■概要 事務系企業の誘致を推進するため、アイスクエアビルのフ 
    ロアを改修し、オフィス環境を整備する。 
      

■予算 3,569千円 
■概要 企業誘致の受け皿となる新たな工業団地の確保に向け、開発 
    用地を検討するための適地調査を行う。 

■予算 29,000千円 
■概要 清掃工場で回収した二酸化炭素を農産物の栽培、藻類の培養 
    等に利活用するシステムの構築を目指しており、バイオマス 
    産業関連企業等の誘致に向け、清掃工場周辺に藻類培養の拠 
    点地を整備する。また、大学との連携による藻類培養及び応 
    用技術に関する研究開発機関の設立に向けた協議を進める。 

１ 経済の活力と安定した雇用の創出 

 ○オフィススペース創出事業（工業振興課）  

 ○バイオマス産業集積化事業（バイオマス産業都市推進課）  

平成２８年度 当初予算概（案）要説明 ９    

 ○新工業団地適地調査経費（工業振興課） 

雇用創出のための基盤整備 



■予算 676,643千円 
■概要 観光客及び市民が年間を通してバルーンに関する情報に触れる 
    ことができる、バルーンをテーマとした国内初の常設展示館で 
    ある「佐賀バルーンミュージアム」を整備する。 
    【開館日】 平成28年10月1日（予定） 
      

■予算 445,366千円 
■概要 「熱気球のまち佐賀市」を国内外に広くアピールし、本市のバ 
    ルーンフェスタの国際的地位の向上を図るため、世界トップク 
    ラスのバルーニストが多数参加する「第22回ＦＡＩ熱気球世界 
    選手権」を開催する。 
    【大会期間】 平成28年10月28日～11月6日（10日間） 

■予算 19,600千円 
■概要 南部地域への観光客誘致を推進するため、筑後川昇開橋、三重 
    津海軍所跡、東よか干潟等を周遊するバスの運行及び南部地域 
    観光モデルコースの設定を行う。また、観光情報発信会館（橋 
    の駅ドロンパ）の観光拠点施設としての機能充実を図る。 

１ 経済の活力と安定した雇用の創出 

○熱気球世界選手権開催事業（２０１６熱気球世界選手権推進室） 

○バルーンミュージアム整備事業（観光振興課）  

○南部地域観光推進事業（観光振興課）  

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １０    

観光振興による経済の活性化 



■予算 18,815千円 
■概要 地域農業の担い手として任意に組織された集落営農組織の経営体 
    質の強化及び安定的な経営発展を図るため、法人化に向けた総合 
    的な支援を行う。 
 

１ 経済の活力と安定した雇用の創出 

 ○集落営農組織法人化モデル支援事業（農業振興課）  

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １１    

 ○６次産業化・農商工連携推進事業（農業振興課）  

■予算 8,185千円 
■概要 農林水産業者の経営多角化による所得向上及び農山漁村地域の活 
    性化を図るため、生産者による６次産業化及び生産者と商工業者 
    との連携を併せて推進し、付加価値を高める商品開発、６次産品 
    の販路拡大等を促進する。 

農林水産業の成長産業化 

 ○ニューファーマー総合支援事業（農業振興課） 

■予算 1,100千円 
■概要 意欲ある新規就農者を確保・育成するため、研修（技術習得） 
    から就農（農地確保等）までを地域農業者及び関係機関が一体 
    的にサポートする体制を整備する。 



９ 

■予算 34,400千円 
■概要 人口減少及び少子・高齢化に歯止めをかけるため、若年層の市外 
    への転出抑制及び市内への転入促進に向け、通勤定期券購入費及 
    び住宅取得費に対する補助を行う。また、本市が持つ地域資源や 
    住みやすさなどの魅力を効果的に情報発信していくため、福岡都 
    市圏の大学生等を対象とした定住フェアを開催する。 

 ○定住促進事業（企画政策課） 

２ 市内への人の流れの創出 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １２    

定住環境の充実 

項目 通勤定期券購入費助成

・1万5千円／月（上限） 　 ・市内業者が２割以上施工　20万円加算

　※特急定期券 　 ・親と同居　20万円加算　【拡充】

　※高速バス通勤定期券

　 ・市内業者が施工(改修)　10万円加算

　 ・親と同居　10万円加算　【拡充】

住宅取得費助成

補助額

・新築物件　40万円

・中古物件　20万円



10 

■予算 30,400千円 
■概要 不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、人工授精、体外受精 
    又は顕微授精を受けられた夫婦に対し、治療費の一部を助成する。 
    また、体外受精及び顕微授精の助成上限額の引上げを図るとともに、 
    早期治療開始を促進する。 
 
    【助成上限額】 

３ 子どもを産み育てやすい環境の創出 

 ○不妊治療助成事業（健康づくり課） 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １３    

若い世代の出産の支援 

子育て環境の充実 

 ○私立保育園等整備助成経費（保育幼稚園課） 

■予算 817,180千円 
■概要 保育定員を拡充し、待機児童の解消を図るため、保育施設の創設又は 
    定員増を伴う増改築を実施する認可保育施設等に対して補助する。 
    【補助対象施設】 
     ・創設 1園  ・増改築 5園 

治療年数 妻の年齢 現行 Ｈ28以降

35歳未満 20万円【拡充】

35歳以上 15万円【拡充】

35歳未満

35歳以上

10万円

10万円 10万円

初年度

2年目以降
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３ 子どもを産み育てやすい環境の創出 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １４    

 ○特別支援学級ＩＣＴ活用事業（学校教育課） 

 ○青少年センター移転整備事業（社会教育課） 

■予算 261,197千円 
■概要 老朽化した青少年センターを移転整備し、青少年の居場所 
    及び活動の場としての機能充実を図る。また、ひきこもり 
    等の困難を有する子ども・若者及びその家族等の支援拠点 
    としての機能充実を図る。 
    【開館日】 平成28年10月1日（予定） 

 ○発達障がい者支援事業（障がい福祉課） 

■予算 5,299千円 
■概要 モデル校の特別支援学級にタブレットパソコンを整備し、授業等 
    に活用することにより、児童・生徒の障がいの状態、個人の特性 
    等に応じたきめ細かな学習を進める。 
    【タブレットパソコン導入予定校】 
     ・小学校 2校  ・中学校 2校 

■予算 12,341千円 
■概要 発達障がい児（者）に対し、幼児期・学齢期における早期からの 
    診断・療育を促すとともに、各ライフステージに応じた支援を行う。 



Ｎ 診療所 

看護専門学校 

健診検査センター等 

複合施設 

３ 子どもを産み育てやすい環境の創出 

○休日夜間子ども診療所等移転整備事業外（健康づくり課・道路整備課・緑化推進課） 

■予算 100,300千円 
■概要 
 救急医療体制の機能向上を図るため、県立病院 
 好生館跡地に休日夜間こども診療所及び休日歯 
 科診療所を移転整備し、施設を拡充する。また、 
 跡地内の交通利便性、安全性及び快適性を確保 
 するため、道路及び緑道を整備する。 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １５    

【跡地配置イメージ図】 
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４ 利便性が高く、持続可能な地域社会の創出 

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １６    

都市機能の向上 

 ○空き家等対策事業（建築指導課）  

■予算 12,633千円 
■概要 防災、衛生、景観等の地域環境に深刻な影響を及ぼしている   
    空き家等の実態を調査し、市民の生命、身体及び財産の保護 
    並びに生活環境の保全を図るため、適切な管理を推進する。 
    また、空き家等の活用を促進する。 

 ○交通系ＩＣカードシステム導入支援事業（企画政策課・交通局）  

■予算 64,000千円（自動車運送事業会計予算：96,000千円） 
■概要 全国の主要なエリアでバス、鉄道等の相互利用が可能な交通系 
    ＩＣカードシステムを導入する交通局に対して補助する。 
    【交通系ＩＣカードの機能】 
     ・事前にチャージした金額から降車時に運賃を差引 
     ・定期券、乗継割引、ポイント付与、電子マネー等の様々な 
      サービスへの応用・発展など 
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■予算 1,118,000千円 
■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、雨水幹線、雨水ポンプ 
    場等を整備する。 
    【事業内容】 
     ・新村愛敬雨水幹線整備 
     ・尼寺雨水幹線整備 
     ・平松厘外雨水幹線整備 
     ・石塚雨水ポンプ場整備 
     ・厘外雨水ポンプ場整備 
     ・お堀貯留施設整備 
     ・簡易水位計設置 
 

４ 利便性が高く、持続可能な地域社会の創出 

 ○浸水軽減対策事業（上下水道局）  

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １７    

都市機能の向上 
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■予算 47,376千円 
■概要 個人から世帯へ、受付型から提案型へ最適な福祉サービスを提 
    案する“やさしく便利な窓口”を目指し、窓口応対の迅速化及 
    び市民等の利便性向上を図るため、ユニバーサルプランを導入 
    して本庁舎１階の窓口及び執務室内の環境整備を行う。 

４ 利便性が高く、持続可能な地域社会の創出 

○窓口機能向上推進事業（福祉総務課）  

平成２８年度 当初予算（案）概要説明 １８    

○地域コミュニティ推進事業（協働推進課）  

■予算 55,741千円 
■概要 小学校区等を単位とする「まちづくり協議会」の設立を推進し、 
    住民自身の手による地域の特色を活かしたまちづくりへの支援を 
    進める。  
     

○福祉協力員等設置推進事業（福祉総務課） 

■予算 2,930千円 
■概要 高齢者等を地域で見守る体制を強化し、高齢者等の異変の早期 
    発見及び日常生活上の課題解決を図るため、社会福祉協議会に 
    おける福祉協力員等の設置を推進する。 
    【設置状況】 
 

指標 現状（H27） 目標(H32)

設置校区数 8校区 32校区（全校区）

福祉協力員数 454人 2,000人


