


本日の発表項目

トピックス

１１月補正予算

西川副公民館の建て替え

グレンズフォールズ市への訪問団派遣

農林水産業者への支援

健康運動センターの完全再開

農地や道路、河川の災害復旧

補正予算案の概要
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送付案件１１月定例会議案

１１月追加補正 物価高騰等対策

佐賀市スポーツボランティア講演会

佐賀駅前交流広場 佐賀駅前交流広場の活用の場に



本日の発表項目

トピックス

１１月補正予算

西川副公民館の建て替え

グレンズフォールズ市への訪問団派遣

農林水産業者への支援

健康運動センターの完全再開

農地や道路、河川の災害復旧

補正予算案の概要

送付案件１１月定例会議案

１１月追加補正 物価高騰等対策

佐賀市スポーツボランティア講演会

佐賀駅前交流広場 佐賀駅前交流広場の活用の場に



送付案件送付案件

当初送付の案件 ２２ 件

内訳
議案 ２０ 件

２

報告 ２ 件

・８３～８６号議案（４議案） 補正予算

・８７～９２号議案（６議案） 条例議案

・９３～１０２号議案（１０議案） その他の議案

議案の概要

●８７号議案 「佐賀市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例」

市職員の定年年齢を段階的に引き上げることや管理監督職勤務上限年齢制の導入を行うなどの
ために、関係する条例の改正等を提案します。
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令和４年度１１月補正予算案令和４年度１１月補正予算案

１１月補正
予算額 １０.５ 億円

内
訳

通常補正分 ８.２ 億円

原油価格・物価高騰等対策分 １.２ 億円

災害関連分 １.１ 億円

補正後予算総額 1,112 億 4,500 万円
３
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被災された地域の 1日でも早い、

「日常」 と 「安心・安全」 をとりもどします。

復旧予定箇所 ： 67か所 （農地など ６４か所／ 道路 1か所／ 河川 2か所）

補正予算案 農地・道路・河川を復旧します。
8月の大雨と
9月の台風で被災した

約１.１億円
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まず、 令和５年４月に 浴槽を利用できるようにします。
現在、利用できない浴槽を、令和５年３月までに修繕します。

今後、被災しないように、浸水対策工事を令和５年７月まで
に行います。 浴槽

プール

健康運動センターの完全再開 を目指します。

補正予算 約2,400万円
債務負担行為 約2.2億円

次に、 施設に 止水板 を設置します。

最後に、 仮設設備の入れ替えなどのため、一時休館し、

令和６年４月に 完全再開します。

※時期や期間は、全て予定です。

臨時休館：令和５年 １２ 月～令和６年３月

５
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配合飼料等の購入費用の一部を
補助

約１.１億円

農林水産業者の 「経営安定」 を目指します。

畜産経営者 施設園芸農家

施設園芸に用いるＡ重油等の
価格高騰分の1／4を補助

ノリ漁業者林業者など

山林の伐採等に用いる軽油の
価格高騰分の1／2を補助

ノリ乾燥に用いるＡ重油の
価格高騰分の1／4を補助

飼料や燃油価格高騰の影響を受ける

農林水産業者に対して経費の一部を補助します。
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補正予算案
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姉妹都市提携35周年 を記念して、 10年ぶり に訪問します。

債務負担行為 約1,200万円

グレンズフォールズ市との交流を さらに深めます。

訪問時期 ： 令和５年４月１９日(水) ～ ２５日(火)【７日間】

訪問人数 ： 約２０人（公式訪問団６人＋市民訪問団十数人）

市民訪問団 ： 公募予定
７

補正予算案

バルーンがきっかけで 姉妹都市に！

姉妹
都市

たくさんの交流が生まれています。

これまでに、姉妹都市 グレンズフォールズ市と ウォーリン郡との

56人の演奏家のホームステイを受け入れ！ 親子2代で、27年越しの訪問も！

仮
1993年にお母さんも佐賀市へ！
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完成イメージ図

債務負担行為 約４.８億円

西川副公民館の建て替えを始めます。

令和 ６年 ６月完成に向けて、

令和 ５年度中に、本体工事を開始します。

・わかりやすい立地で小学校にも近く、利用しやすくなります。

・新たに、地域活動室やフリースペースを設置します。

Ｎ

新公民館
建設地

現公民館

西川副
小学校

県道30号
佐賀川副線
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予算総額７億円 ＋α程度

物価高騰等対策（追加補正）を 検討中です。

9

補正予算案

子育て世帯

◎佐賀市独自の 「電力・ガス・食料品等価格高騰対策」 を検討中

・ 子育て世帯の支援

・ 医療機関や福祉施設、保育所等への支援

◎国の第２次補正予算案に呼応した事業

・ 妊娠期から出産・子育て期までの経済的支援を実施

（妊娠・出産時に各５万円を支給）

・ 子どもの安全対策強化のため、 送迎バスの安全装置改修支援
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佐賀駅前交流広場は活用の場に。佐賀駅前交流広場は活用の場に。
交流広場の活用のカタチ。

４月からの本稼働に向けて、準備を進めていきます。

▶ くつろげる空間
居心地良さと賑わいの日常化 （キッチンカーの出店など）

▶ 使いやすく、便利に
キッチンカーの料理をWebで注文、広場で受け取り

▶ 楽しめる空間
・ビジョンを使った、旬な情報の配信
・パブリックビューイング等のイベント開催

１０

イメージ
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佐賀市スポーツボランティア講演会を開催します。佐賀市スポーツボランティア講演会を開催します。

ＴＯＰＩＣ

【日 時】 １２月１１日（日） １４時～１６時

【場 所】 メートプラザ佐賀

【観覧方法】 事前申し込み（先着２００名）

【対 象 者】 佐賀市内在住･在学･在勤の方

観覧無料！

「ボランティア」に興味がある！

「ボランティア」をやってみたい！

そんな皆さんの背中を後押しします。

さが桜マラソン、SAGA2024国スポ・全障スポを控え、佐賀市では、
スポーツボランティアの育成を全力でバックアップしています。

１１

初開催


