６．事業概要
当初予算 主な事項
1 市民の暮らしの向上

担当課 … 子育て支援課
予算書 … Ｐ84

（1） 子ども医療費事業
219,000
18,576

事業費…
千円
（ 県 千円 一般財源200,424千円）
子ども医療費助成制度は、0歳から中学校修了前までの子どもの保険診療に係る自己負担額を全額助成す
るもので、保護者の経済的負担の軽減と子どもの疾病の早期治療を図るものです。
・対象者数：9,078人（実人数）

（2） 防災対策費
531,627
497,800

事業費…
千円
（ 市債
千円 一般財源33,827千円）
地域防災計画に基づく防災訓練等の実施や、防災行
政無線の維持管理及びデジタル化を実施し、市民の安
心安全の確保に努めます。
防災行政無線のデジタル化については、平成29年度
より旧3町を、平成30年度より旧玉名市を順次整備して
まいります。
◇事業内容
・市地域防災計画書等策定業務委託料 10,404千円
・防災行政無線デジタル化工事
493,167千円
など
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担当課 … 防災安全課
予算書 … Ｐ139 ～ Ｐ141

防災行政無線放送の様子

当初予算 主な事項
2 経済産業の振興

担当課 … 農林水産政策課
予算書 … Ｐ103 ～ Ｐ107
事業費…
千円
（県
千円 一般財源14,306千円 ）
自ら農業経営を開始した青年就農者（就農時の年齢が45歳未満）に収入の安定しづらい就農直後（5年以
内）の所得を確保するために補助金を給付し、新規就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ります。
また、認定農業者制度の推進や経営力の強化、法人化や農地集積の促進等により、担い手の経営発展を
支援します。
◇事業内容
・新規就農総合支援事業 99,025千円
・担い手育成推進事業 17,722千円

（1） 新規就農者支援事業
116,747
102,441

新規就農者フォローアップ巡回の様子
担当課 … 農地整備課
予算書 … Ｐ109 ～ Ｐ112
事業費…
千円
（県
千円 市債
千円 一般財源129,923千円）
農道・農業用用排水路の整備、補修を行います。
また、地域で行う水路の泥上げ等の地域資源の基礎的保全活動、水路・農道の軽微な補修等の共同活動、施
設の長寿命化のための活動等に補助を行い、農業生産の向上や農業経営の安定を図ります。
◇事業内容
・単市整備事業
工事設計委託料 10,000千円、工事請負費 62,760千円
・土地改良事業補助金 26,380千円
・多面的機能支払交付金事業補助金 282,303千円
・農業基盤促進事業
工事請負費 171,750千円、暗渠排水事業補助金 300,000千円
・耕作条件改善事業
暗渠排水事業補助金 212,475千円
・集落基盤整備事業
工事設計委託料 18,100千円、工事請負費 210,400千円、用地購入費 6,500千円

（2） 農業インフラ整備事業
1,312,668
987,945
194,800

暗渠排水埋設状況

三方張排水路
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当初予算 主な事項
3 人づくり

担当課 … 生涯学習課
予算書 … Ｐ166
事業費… 千円
（ 一般財源 千円 ）
本市が熊本県下でサッカー場の公共施設を保有していない唯一の市であることなども踏まえ、市町村レベ
ルの公式試合ができるサッカーフィールドを整備します。
また、幅広い利用者層を確保するため、軽スポーツ等の多目的な施設の複合利用に対応できる施設として
整備します。
建設候補地は、桃田運動公園付近とし、規模については、メイングラウンドとサブグラウンドを整備するととも
に、2面とも人工芝及び照明設備（ナイター）を設置します。
◇事業内容
・サッカー場基本設計業務委託料 28,195千円 など

（1） サッカー場建設事業
28,465
28,465

※議会による附帯決議により執行停止

（2） 市民会館建設事業
1,200,313
231,400

事業費…
千円
（国
千円 市債920,000千円 一般財源48,913千円 ）
市民会館は、昭和42年の開館以来、音楽・演劇などの
鑑賞の場、市民の発表の場など、本市におけるさまざま
な文化活動の中核施設として、さらには、集会や式典な
どの場として、広く利用されています。
しかし、施設の老朽化が進み、さまざまな不便さを抱
えているため、平成23年度に策定した市民会館整備基
本計画に基づいて建て直すこととしました。
計画策定後は、合併特例債の適用期限延長に伴い
中断していましたが、平成26年8月、建設位置をあらため
て「市民広場公園」と決定し、同年12月～平成27年9月ま
で基本設計、平成28年度に詳細設計である実施設計を
行いました。
平成29年度からは建設工事(2ヶ年)に着手し、平成30年
度中の完成を予定しています。
◇事業内容
・市民会館建設工事請負費 1,188,000千円
・市民会館建設工事監理業務委託料 11,850千円 など
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担当課 … 管財課
予算書 … Ｐ50 ～ Ｐ51

市民会館完成イメージ図

当初予算 主な事項

担当課 … 教育総務課
予算書 … Ｐ142 ～ Ｐ143
事業費… 千円
（ 県 千円 一般財源 千円 ）
小中一貫教育の目的は、各中学校区の小中学校が一体となって保護者や地域の方々と連携し、子どもたち
の「知・徳・体」のバランスのとれた成長と学校生活の充実を図り、豊かな人間性や社会性を育てることです。
小学校と中学校の教職員が互いに協力し合いながら、義務教育9年間を見通した一貫性のある学習指導や児
童生徒指導を行っています。
また、特色ある教育課程として玉名学（礼節、探究、日本語）や
エンジョイ・イングリッシュを実施して、道徳性や社会性、伝統や
文化を大切にしようとする心、国際社会の中で自立していく力を
育んでいきます。エンジョイ・イングリッシュにおいては、小学校
1年生から毎日10分間程度の学習に取り組み、義務教育9年間
で玉名の紹介ができる程度の英会話力を身に付けさせることを
目標としています。
◇事業内容
中学2年生の小学校での職場体験
・小中一貫教育フォーラム開催経費 139千円
・エンジョイ・イングリッシュの教材費 4,330千円 など

（3） 小中一貫教育推進事業
11,631
950
10,681

小中一貫教育推進フォーラム

玉名学「礼節」2年生の授業風景

（4） 35人学級編制事業
28,243
28,243

事業費… 千円
( 一般財源 千円 )
小学校において35人以下の児童で学級編制ができるよう、
平成27年度から市独自の事業を段階的に導入し、きめ細かな
教育指導を実践しています。
少人数による指導を通して、基本的な生活習慣の定着と基礎
学力の向上を図り、確かな学力と生きる力の育成を目指します。
平成29年度からは小学校すべての学年で、35人学級編制を
行います。
・臨時教員5人 28,243千円
（玉名町小4年生・6年生、築山小3年生、伊倉小4年生、大野小5年生）
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担当課 … 教育総務課
予算書 … Ｐ148

35人学級の授業風景

当初予算 主な事項
4

まちづくり

担当課 … 建設課、文化課
予算書 … Ｐ127 ～ Ｐ128
事業費…
千円
（国
千円 市債
千円 一般財源18,384千円 ）
本市の骨格を形成する幹線道路は、東西方向に走る国道208号及び国道501号であり、新たに南北方向の
幹線道路として市道岱明玉名線を整備しています。
これにより、主要な交通結節点を結ぶアクセス道路として、物流・交通の活性化に寄与するよう努めます。
現在、国道501号から県道長洲玉名線までの2,600ｍが完成し供用開始をしているところであり、残りの国道
208号までの1,100ｍを平成32年度完成予定で事業を進めているところです。
なお、工事によって影響を受ける埋蔵文化財は、記録保存のための発掘調査を行い、出土品や資料につい
ては活用できるように整理保管し、その成果を発掘調査報告書として刊行します。
◇事業内容
・道路改良事業費 534,884千円
盛土・地盤改良工事費
ＪＲ施設周辺の遮断壁工事費
電柱移設補償費 など
・文化財発掘調査費 27,000千円
事業年度 H17～H32年度
総事業費 3,753,800千円
岱明玉名線

（1） 岱明玉名線道路新設改良事業
561,884
192,500
351,000

担当課 … 建設課
予算書 … P127 ～ Ｐ128

（2） 防災・安全交付金事業
112,700
58,025
51,200

事業費…
千円
（ 国 千円 市債 千円 一般財源3,475千円 ）
市道西築地下前原線及び市道栗ノ尾石橋線は、通学路安全プログラムの主要対策箇所に位置付けられてい
ます。近隣にある小中学校の指定通学路であり、児童や生徒の通学の安全を確保するために整備します。
市道西築地下前原線については、ＪＲ歳神踏切と狭隘箇所の拡幅及び歩道の整備を行います。
市道栗ノ尾石橋線については、急傾斜危険個所に沿っているため、落石・倒木・崩土などの対策工事を行い
ます。
◇事業内容
・西築地下前原線 96,990千円
JR工事負担金
本線付帯工事費
CBR調査業務委託 など
事業年度 H29～H30年度 総事業費 180,000千円
・栗ノ尾石橋線 15,710千円
道路詳細設計業務委託
地質調査業務委託 など
事業年度 H29～H35年度 総事業費 320,000千円工事費 西築地下前原線（歳神踏切）
電柱移設補償費 など
・文化財発掘調査費 27,000千円
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当初予算 主な事項

担当課 … 企画経営課
予算書 … P51 ～ Ｐ53
事業費… 千円
（ 県 千円 その他180千円 一般財源57,870千円 ）
◇定住促進補助事業及び第2次定住促進補助事業
平成23年度から実施してきた住宅の取得に伴い市外から転入した方に対する補助制度を第2次定住促進補
助制度とし、継続し実施しています。市外からの転入者が住宅を取得した場合、住宅をリフォームした場合、空
き家バンク制度登録物件を購入した場合、新幹線通勤をする場合に補助します。また、平成27年度まで実施し
てきた補助制度は補助額を5年間にかけて交付するため平成28年度以降も継続交付に係る費用を補助します。
・定住促進補助金 33,300千円
・第2次定住促進補助金 20,720千円
◇定住相談会参加事業
東京等の大都市圏で開催される移住定住に関する相談会に相談ブースを出展し、定住希望者へ直接情報を
提供します。
・ブース出展費用等 764千円
◇おためし暮らし事業
本市への移住を検討している方が、玉名市での生活を実体験することができる事業です。日常生活を営むた
めの家具や家電製品等を備えた「おためし暮らし住宅」を天水町に整備しています。
・住宅の維持管理費用 491千円
◇空き家バンク事業
移住希望者に市内の登録された空き家を紹介する事業で、空き家にある家財道具を撤去する際にはその費
用の助成も行います。
・空き家家財道具等整理補助金 1,000千円 など

（3） 定住促進事業
60,750
2,700

定住促進用ポスター
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当初予算 主な事項
5

行政経営

担当課 … 教育総務課
予算書 … Ｐ142 ～ Ｐ144
事業費…
千円
（国
千円 市債
千円 一般財源135,154千円 ）
玉陵中学校区「新しい学校づくり委員会」及び関係部会において、新設校のルールづくりについて協議を進
めています。また、平成30年4月の開校に向けて、平成28年度から引き続き、玉陵小学校校舎新築工事及び
造成工事を行うほか、平成29年度には新たに玉陵小学校体育館新築工事を行います。
◇事業内容
・新しい学校づくり委員会事業
2,074千円
・玉陵小学校建設に伴う造成工事（3期）
440,389千円
・玉陵小学校校舎新築工事
715,872千円
・玉陵小学校体育館新築工事
352,680千円 など

（1） 学校規模適正化事業
1,713,420
296,566
1,281,700

建設工事中の玉陵小学校校舎

玉陵中学校校敷地内水路工事
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当初予算 主な事項
6

その他

担当課 … 建設管理課
予算書 … Ｐ127 ～ Ｐ128
事業費… 千円
（ 市債 千円 一般財源3,693千円 ）
平成23年3月の九州新幹線開業から6年が経過し、新玉名駅の乗降客数も年々増加する中、慢性的な駐車場
不足は大きな問題となっています。
駅利用者が安心して利用できるように、約200台分の駐車場増設を行い、駐車場の混雑解消を図ります。
◇事業内容
・工事請負費 71,993千円
（舗装、擁壁、側溝、照明灯設置）

（1） 新玉名駅駐車場整備事業
71,993
68,300

造成中の新玉名駅駐車場
担当課 … ふるさとセールス課
予算書 … Ｐ121
事業費… 千円
（ 国 千円 一般財源12,500千円 ）
国は「まち・ひと・しごと・基本創生戦略２０１５」において、観光地経営の視点に立った観光地域づくりの舵取り
役＝「日本版DMO」を全国各地に早急に育成し、観光を地方創世の柱とする方針を示しています。
このような中、本市では、玉名版DMO形成に向け、一般社団法人玉名観光協会を主体として、地域一体の魅
力的な観光地づくりや戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーションによる観光客の呼び込みを行います。ま
た、DMOとしての機能強化を図っていきながら、観光による稼げる地域づくりを行っていきます。
◇事業内容
・キラリかがやけ玉名市創生計画支援業務委託料：25,000千円
商品供給体制構築事業
Destination/Management/
テストマーケティング事業
Marketing/Organization
人材育成事業
地域が一体となって観光をマネ
インターネット、ソーシャルメディア活用事業
ジメントする目的で形成される
メディア戦略構築・実施事業
組織体
マーケティング調査

（2） 玉名版DMO構築事業
25,000
12,500

担当課 … 生涯学習課
予算書 … Ｐ164 ～ Ｐ165
事業費… 千円
（ 一般財源 千円 ）
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて本市でも広報活動や事前キャンプ誘致に取
り組み、これを契機として国内外からのスポーツ合宿・大会等の誘致を図っていきます。
◇事業内容
・オリンピアンによるレスリング教室・講演会業務委託 1,300千円 など

（3） 国際スポーツ大会キャンプ等誘致推進費
1,907
1,907

※議会による附帯決議により執行停止
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