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担当：総務課 条例関連議案（１２議案） 

 番号  件名 

甲第 ２ 号 多久市公告式条例の一部を改正する条例 

甲第 ３ 号 多久市個人情報保護条例及び多久市特定個人情報保護条例の一部を改正する条例 

甲第 ４ 号 多久市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

甲第 ５ 号 多久市債権管理条例 

甲第 ６ 号 多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

甲第 ７ 号 多久市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

甲第 ８ 号 多久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

甲第 ９ 号 多久市立都市公園条例の一部を改正する条例 

甲第１０号 多久市過疎地域自立促進計画の変更について 

甲第１１号 字の区域の変更について    

甲第１２号 土地改良事業の施行について 

甲第１３号 市道路線の認定について 
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担当：財政課 予算関連議案（１９議案） 

 番号  件名 

乙第 ２ 号 平成３０年度多久市一般会計予算 

乙第 ３ 号 平成３０年度多久市給与管理・物品調達特別会計予算 

乙第 ４ 号 平成３０年度多久市土地区画整理事業特別会計予算 

乙第 ５ 号 平成３０年度多久市公共下水道事業特別会計予算 

乙第 ６ 号 平成３０年度多久市農業集落排水事業特別会計予算 

乙第 ７ 号 平成３０年度多久市宅地造成事業特別会計予算 

乙第 ８ 号 平成３０年度多久市国民健康保険事業特別会計予算 

乙第 ９ 号 平成３０年度多久市後期高齢者医療特別会計予算 

乙第１０号 平成３０年度多久市水道事業会計予算 

乙第１１号 平成３０年度多久市病院事業会計予算 

乙第１２号 平成２９年度多久市一般会計補正予算（第９号） 

乙第１３号 平成２９年度多久市給与管理・物品調達特別会計補正予算（第４号） 



平成30年３月議会記者発表資料 

(C)Taku City.All Rights Reserved -4- 

予算関連議案（１９議案） 

 番号  件名 

乙第１４号 平成２９年度多久市土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

乙第１５号 平成２９年度多久市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

乙第１６号 平成２９年度多久市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

乙第１７号 平成２９年度多久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６号） 

乙第１８号 平成２９年度多久市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

乙第１９号 平成２９年度多久市水道事業会計補正予算（第３号） 

乙第２０号 平成２９年度多久市病院事業会計補正予算（第４号） 

担当：財政課 
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平成３０年度当初予算（案） 

予算の規模 
会計  平成３０年度 平成２９年度 比較（対２９年度比） 

 一般会計 123億円 125億5,000万円 △2億5,000万円 △2.0% 

 給与管理・物品調達特別会計 17億5,462万円 17億2,114万円 3,348万円 1.9% 

 土地区画整理事業特別会計 3億4,408万円 3億2,856万円 1,552万円 4.7% 

 公共下水道事業特別会計 5億6,467万円 6億1,697万円 △5,230万円 △8.5% 

 農業集落排水事業特別会計 6,439万円 6,875万円 △436万円 △6.3% 

 宅地造成事業特別会計 1,009万円 1,873万円 △864万円 △46.1% 

 国民健康保険事業特別会計 29億1,062万円 34億1,867万円 △5億,805万円 △14.9% 

 後期高齢者医療特別会計 2億5,698万円 2億4,047万円 1,651万円 6.9% 

 水道事業会計 10億2,322万円 8億4,016万円 1億8,306万円 21.8% 

 病院事業会計 16億9,854万円 17億3,010万円 △3,156万円 △1.8% 
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平成３０年度当初予算（案） 

予算の推移 
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費目 事業 ページ 

民生費 健康と生きがい活動事業 -８- 

民生費 足裏診断委託事業 -９- 

衛生費 
広域クリーンセンター事業 
マテリアルリサイクル施設整備事業 

-１０- 

消防費 ハザードマップ作成業務 -１１- 

教育費 志田林三郎顕彰事業 -１２- 

教育費 市内遺跡確認調査事業 -１３- 

教育費 弓道場建設事業 -１４- 

平成30年３月議会記者発表資料 

 

平成３０年度当初予算（案）における主要施策 
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福祉課１０，６５５千円 健康と生きがい活動事業 

第４次多久市総合計画後期計画後期計画 

  生涯安心 － 人にやさしい健康・医療・福祉のまちづくり 

むつみ荘機能を 
温泉保養宿泊施設に移転 

●むつみ荘の老朽化に伴い、温泉保養施設に 
  機能を移転し、高齢者の健康と生きがい活動 
  の拠点とします 
●高齢者スペースの備品を整備します 

 

高齢者等の温泉保養施設 
利用料金を助成 

●助成対象は、市内の高齢者（６５歳以上） 及び 
  障害者手帳所持者 
●所定の手続き後、市が利用者証を発行 
●施設利用時に、利用者証の提示等で 
  １日２００円を市が助成します 
 
 

 
 
 

▼温泉保養施設タクア 

平成30年３月議会記者発表資料 

▼高齢者スペース（広間） 
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福祉課 ２，１３２千円 保育所等における足裏診断事業 

第４次多久市総合計画後期計画後期計画 

  子どもすくすく － 教育重視・子育て応援のまちづくり 

足裏診断事業を実施 
 
●保育所等で幼児の足の発達とその健康状態
を測定し、その発達と健康状態を意識し保育に
取り組み、幼児の健康の改善等につなげること
を目的としています 
 

●市内の保育所等に入所している満３歳から満
５歳児を対象に、年２回の測定と、年１回の保護
者への説明会を予定しています 
 

●幼児期に足の健康を保つことで児童の健康状
態の改善や体力向上の効果が期待できます。 
また、小学校までこの事業を実施することで子ど
もの健康管理につなげます 

 
 

平成30年３月議会記者発表資料 

▼足裏診断のイメージ 



(C)Taku City.All Rights Reserved -10- 

 市民生活課             ４４９，６８９千円 

 広域クリーンセンター推進課  ５４５，９５５千円 

 

広域クリーンセンター事業 
マテリアルリサイクル施設整備事業 
 

第４次多久市総合計画後期計画後期計画 

  自然と共生 － 安全で緑豊かな生活環境づくり 

広域クリーンセンターの整備 
 
●既存施設の老朽化に伴なう一般廃棄物 
   処理施設（エネルギー回収型）の建設と 
     ごみ処理の広域化を推進します 
 

マテリアルリサイクル施設の
整備 
 
●廃棄物を、リサイクル化し、循環型社会 
   の実現を推進します 

 
 
 
 

▼広域クリーンセンターの完成イメージ 

▼マテリアルリサイクル施設の完成イメージ 

平成30年３月議会記者発表資料 
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防災安全課 ７，４９６千円 ハザードマップ作成業務 

第４次多久市総合計画後期計画後期計画 

  自然と共生 － 安全で緑豊かな生活環境づくり 

防災情報とマップ情報を掲載した
『防災ガイドブック』の作成 

 
これまでのハザードマップから、冊子の防災ガイ
ドブックを作成します 
 

●防災ガイドブックとすることで、より多くの防
災情報を掲載し防災・減災に努めます 
 

●土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域を
掲載します 
 

●作成した防災ガイドブックは、全世帯と学校等
へ配布し、防災情報・避難所・危険個所等の周
知を図ります 
 

 
 

▼現行のハザードマップ 

平成30年３月議会記者発表資料 
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教育振興課 １３，１１９千円 志田林三郎顕彰事業 

第４次多久市総合計画後期計画後期計画 

  市民が主役 － 人が輝く文化・スポーツ交流のまちづくり 

多久市郷土資料館で 
    特別企画展を開催（１２月） 
 
多久の先人であり、我が国初の工学博士、また 
 電気学会の創立を主導した志田林三郎に関し 
 ・志田林三郎の生涯 
 ・電気通信の発達 
 ・林三郎が見た未来 

 の３部構成で展示。初公開の資料を含め、東多久
で生まれ、幼少期から神童と言われていた林三郎
の生涯と功績、没後の電気工学の発達などを紹介
します 
 
◇林三郎が製作した「自記電流計」を復元展示。 
◇志田林三郎に関する講演会や、子ども参加型の 
  ワークショップを開催（１２月予定） 
 
 
 
 

 
 

   志田林三郎（1855～1892） 

平成30年３月議会記者発表資料 
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教育振興課 ２，５６０千円 市内遺跡確認調査事業 

  多久石器原産地遺跡群 
                          調査を開始 
 

●市内には旧石器時代から近代まで、数多くの  
遺跡（埋蔵文化財）があり、開発の際、重要地区
においては、発掘等の調査を行っています 
 

●これに加え、平成３０年度より複数年にわたり、
西日本最大級の規模を誇る「多久石器原産地遺
跡群」の調査を開始します 
 

●この調査は、遺跡の範囲や構造を明らかにし、
貴重な歴史文化を後世まで残すことが目的であ
り、国の史跡指定まで視野に入れた事業です 
 
 
 

 
 

▲昭和３５年に行われた三年山遺跡の調査 
近隣の茶園原遺跡、下鶴遺跡と合わせて文化
圏が形成されていた事を感じさせた 

第４次多久市総合計画後期計画後期計画 

  市民が主役 － 人が輝く文化・スポーツ交流のまちづくり 

平成30年３月議会記者発表資料 



(C)Taku City.All Rights Reserved -14- 

多久市弓道場建設事業 

第４次多久市総合計画後期計画後期計画 

  市民が主役 － 人が輝く文化・スポーツ交流のまちづくり 

弓道場建設基本設計 
 
●旧緑が丘小学校跡地を運動公園である
中央公園に編入し、運動公園の機能強化を
図るため弓道場建設の基本設計を実施しま
す 
 

●佐賀県の弓道競技の拠点として、交流人
口の増加が図られるよう施設整備を計画し
ます  
（平成３２～３３年建設、 
      近的１０人立、遠的６人立を予定） 
 

●平成３５年佐賀国体弓道競技開催に向け
た施設整備を計画します 

 
 

  

弓道場 

現 緑が丘運動広場 

平成30年３月議会記者発表資料 

教育振興課 １１，６５３千円 

▼整備予定図 
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ふるさと応援寄附の主な活用事業 

事業名 総事業費 寄附活用額 担当課 

災害拠点病院・ 
ＤＭＡＴ車両整備事業 

4,290千円 4,290千円 市立病院 

釈祭用具（雅楽楽器）整備事業 3,617千円 3,617千円 教育振興課 

西渓公園整備事業（トイレ改修） 50,500千円 10,000千円 都市計画課 

防犯灯設置補助事業 1,650千円 1,650千円 防災安全課 

平成30年３月議会記者発表資料 
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多久市 情報課 

ＴＥＬ 0952-75-2280 
ＦＡＸ 0952-75-2110 

Mail koho@city.taku.lg.jp 

お問い合わせ先 

▲第１回多久百景コンテスト入賞作品 「森の中の多久聖廟」 


