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２ 平成２９年度 当初予算（案）概要説明 １     

Ⅰ 平成２９年度の当初予算 

平成２９年度の予算総額 

会計 予算額 前年度比 

一般会計       ９４１億円  
△７億円 

（△０．７％） 

特別会計 
（国民健康保険特別会計など３会計） 

  ３５５億１，０００万円 
＋６億５，０００万円 

（＋１．９％） 

自動車運送事業会計 １３億１，０００万円 
△４，０００万円 

（△３．０％） 

水道事業会計  ６２億１，９００万円 
＋１億５，６００万円 

（＋２．６％） 

工業用水道事業会計 ２，１００万円 
＋３００万円 
（＋１６．７％） 

下水道事業会計  １３９億７，５００万円 
８，６００万円 
（＋０．６％） 

富士大和温泉病院事業会計 １８億３，４００万円 
△１億６，５００万円 

（△８．３％） 



【歳入総額 ９４１億円】 

（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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Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 

市税 

32.2% 

国・県支出金 

23.1% 

地方交付税 

18.9% 

市債 

11.3% 
地方消費税交付金 

4.4% 

繰入金 

3.2% 

諸収入 

2.5% 

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 

0.8% 

その他 

0.7% 

(30,255) 

(21,739) 

(17,800) 

(10,601) (4,130) 

(1,037) 

(2,336) 

(716) 

• 

(2,987) 

(1,694) 

(805) 



※Ｈ１９～Ｈ２７は決算額、Ｈ２８は最終予算額、Ｈ２９は当初予算額 
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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 



【歳出総額 ９４１億円】 

（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。 
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Ⅱ 一般会計歳入・歳出予算の概況 

民生費 

39.4% 

総務費 

11.3% 

衛生費 

11.3% 

公債費 

10.5% 

教育費 

9.7% 

土木費 

6.9% 

消防費 

3.7% 

農林水産 

業費 

3.5% 

商工費 

2.7% 

議会費 

0.7% 

その他 

0.3% 

(37,122) 

(10,678) (10,599) 

(9,157) 

(6,470) 

(3,465) 

(3,302) 

(2,541) (612) 

(316) 

扶助費 

26.8% 

人件費 

14.5% 

投資的経費 

12.9% 

繰出金 

12.7% 

物件費 

11.3% 

公債費 

10.5% 

補助費等 

7.4% 

維持補修費 

2.6% 

その他 

1.3% 

(25,244) 

(13,624) 

(12,147) 

(10,602) 

(11,937) 

(2,462) 

(1,308) 

(9,841) 

(6,935) 

(9,838) 



※Ｈ２０～Ｈ２７は決算額、Ｈ２８は最終予算額、Ｈ２９は当初予算額 
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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 



６ 

 ２ バイオマス産業の推進 

 ３ 子育て・教育環境の充実 

 ４ 福祉の充実 

 １ “佐賀の誇り”の発信 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 ６     

Ⅲ 平成２９年度の重点政策 

 ５ 中心市街地のまちづくり 

 ６ 産業の活性化 

 ７ 安全・安心のまちづくり 



  

１  “佐賀の誇り”の発信  

 ○東よか干潟拠点施設整備事業（環境政策課） 

 ○東名遺跡保存管理事業（文化振興課） 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 ７     

 ○ラムサール条約湿地賢明利用推進事業（環境政策課） 

■予算 16,606千円 
■概要 ラムサール条約湿地である「東よか干潟」の保全及びワイズユー 
    ス（賢明な利用）を推進するため、市内小中学生を対象にしたラ 
    ムサールクラブの運営やボランティアガイドの養成等を行う。 
    また、国内では２５年ぶり２回目の開催となる「アジア湿地シン 
    ポジウム２０１７」を開催する。 

■予算 7,838千円 
■概要 自然環境保全活動の推進及び地域の活性化を図るため、「東よか 
    干潟」を核とした展示・学習・交流等の拠点施設の整備に向けた 
    基本設計、地質調査等を行う。 
    ［企業版ふるさと納税を活用して整備予定］ 
      

■予算 8,010千円 
■概要 国史跡に指定された東名遺跡の適正な保存管理を行うため、 
    モニタリング調査等を実施する。また、併せて埋蔵文化財 
    センターの整備に向けて施設の在り方を検討する。 



１  “佐賀の誇り”の発信  

 ○三重津海軍所跡ガイダンス施設整備事業（三重津世界遺産課） 

 ○三重津海軍所跡駐車場整備事業（三重津世界遺産課） 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 ８     

■予算 3,950千円 
■概要 世界文化遺産に登録された三重津海軍所跡の価値や「明治日本の 
    産業革命遺産」の全体像等を伝えるためのガイダンス施設の整備 
    に向けた基本計画を策定する。       

■予算 35,737千円 
■概要 三重津海軍所跡の地下遺構の保護強化を図るため、佐野記念公園 
    駐車場を史跡指定地外に移転整備する。 
          



２ バイオマス産業の推進  

 ○藻類産業推進経費（バイオマス産業都市推進課） 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 ９     

 ○藻類産業拠点地整備事業（バイオマス産業都市推進課） 

■予算 1,188,690千円 
■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進めており、バイオマス産業関連企 
    業等の誘致に向け、清掃工場北側に藻類産業の拠点地を整備する。 

■予算 13,042千円 
■概要 「藻類によるまちづくり」を推進し、雇用の創出・地域活性化や 
    低炭素社会の実現を図るため、産官学金が連携した「さが藻類バ 
    イオマス協議会」を設立し、藻類産業に係る市場調査の実施や企 
    業間マッチング等を行う。 



９ 

 ○発達障がい児通園施設運営事業（障がい福祉課） 

３ 子育て・教育環境の充実 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 １０     

 ○産後包括ケア事業（健康づくり課） 

 ○子どもの医療費助成事業（福祉総務課） 

■予算 15,186千円 
■概要 発達障がい児への療育支援を行う事業所が不足し、待機児童が慢 
    性化しているため、新たに障がい児通園施設を設置し、発達障が 
    いに特化した専門的な療育支援を実施する。 
    【支援内容】・生活能力向上や集団生活適応のための指導・訓練 
          ・３歳未満児に対する超早期療育 
          ・就園・就学時の移行支援 等     

■予算 13,148千円 
■概要 育児への不安等から母親が精神的に不安定になる「産後うつ」の 
    早期発見・予防を図るため、出産から２週間程度経過した母親の 
    健康診査に要する経費の一部を助成する。また、育児不安等を抱 
    える母親に対し、助産師及び保健師による個別訪問を実施し、専 
    門的な育児指導や相談支援を行う。 

■予算 654,702千円 
■概要 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、０歳から中学生まで 
    の子どもの医療に要する経費の一部を助成する。また、小学生に 
    係る助成について、助成対象に通院と調剤を追加するとともに、 
    助成方式を簡素化する。 
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３ 子育て・教育環境の充実 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 １１     

 ○地域型保育改修費等支援経費（保育幼稚園課） 

 ○保育士等研修会開催経費（保育幼稚園課） 

 ○児童クラブ施設整備事業（こども家庭課） 

■予算 1,188千円 
■概要 保育士業務への就労気運を高め、保育士の確保を図るため、保育 
    士業務にブランクがある人や実務経験がない人等を対象とした研 
    修会を開催する。 

■予算 12,000千円 
■概要 保育施設を拡充し、待機児童の解消を図るため、０歳児から２歳 
    児までの受入れを行う地域型保育施設を新設する保育事業者等に 
    対して補助する。 

■予算 104,661千円 
■概要 放課後児童クラブに通うことができる児童を４年生以上に順次拡 
    大していくため、受入れに必要となる施設等を整備する。 



４ 福祉の充実  

 ○多機関協働による相談支援包括化推進事業（福祉総務課） 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 １２     

 ○介護予防教室事業（街なか元気アップ教室事業）（高齢福祉課） 

■予算 15,000千円 
■概要 福祉ニーズの多様化・複雑化に対応し、関係機関と連携 
    して複合的な問題を抱える市民等の課題解決を図るため、 
    相談支援包括化推進員を配置する。 

■予算 12,684千円 
■概要 高齢者の介護予防の推進及び充実・自立した生活の支援を図るた 
    め、中心市街地の商業施設内において介護予防教室（元気アップ 
    教室）を開催するとともに、教室参加者への買い物支援を実施す 
    る。 



11 

５ 中心市街地のまちづくり 

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 １３     

 ○佐賀駅周辺整備構想推進事業（企画政策課） 

 ○中央大通り再生計画推進事業（商業振興課） 

■予算 16,500千円 
■概要 県都の玄関口であり、重要な交通結節点である佐賀駅周辺地区の 
    整備の方向性を示した「佐賀駅周辺整備構想」に基づき、佐賀駅 
    周辺整備に係る基本計画を策定する。 

■予算 6,500千円 
■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」 
    の具体化に向けた実施プログラムの検討・検証等を行う。 
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６ 産業の活性化  

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 １４     

 ○トレーニングファーム整備推進事業（農業振興課） 

 ○特産物販路拡大推進事業（農業振興課） 

■予算 60,974千円 
■概要 農家の高齢化が進み後継者・担い手不足が深刻化しているため、 
    優秀な人材を多方面から募集し、研修から就農までを一体的にサ 
    ポートする「トレーニングファーム推進協議会」に対し、トレー 
    ニングファームの整備及び運営に要する経費の一部を補助する。 

■予算 503千円 
■概要 農産物の輸出や2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会 
    の選手村への食材調達において、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の 
    認証取得に対する重要性が増しているため、ＧＡＰの普及啓発を 
    行うとともに、生産者に対し認証取得に要する経費の一部を補助 
    する。 
      

※佐賀県農業士、富士町野菜花卉連絡協議会、富士町ホウレンソウ部会

トレーニングファーム推進協議会

地域農業者※ 農業協同組合 市県
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７ 安全・安心のまちづくり  

 ○浸水軽減対策事業（上下水道局）  

平成２９年度 当初予算（案）概要説明 １５     

 ○避難路沿道建築物耐震対策事業（建築指導課） 

 ○公園樹木病害虫対策経費（緑化推進課） 

【出展：国土交通省】 

■予算 828,200千円 
■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】・雨水幹線整備（新村愛敬、尼寺、平松厘外） 
          ・雨水ポンプ整備（厘外） 
          ・お濠貯留施設整備 
          ・簡易水位計設置 

■予算 1,297千円 
■概要 地震等により倒壊した場合に道路の通行を妨げ、避難を困難とす 
    る恐れがある建築物の耐震診断や耐震改修を促進するため、県及 
    び市が指定する避難路に係る沿道建築物を調査する。 
  
     

■予算 6,000千円 
■概要 環境に配慮した公園管理の推進を図るため、都市公園等における 
    樹木の病害虫対策に天然由来であるキトサン溶液を使用し、実用 
    化に向けた効果検証を行う。 
     


