６．事業概要
当初予算 主な事項
1 市民生活の安定
(1) 地域公共交通対策事業
事業費…148,431千円
（県6,765千円 その他27,245千円

担当課 … 地域振興課
予算書 … Ｐ59 ～ Ｐ60
一般財源114,421千円）

バス路線の欠損補助や乗合タクシーの運行などを行い、日常生活における移動手段を確保します。
将来にわたって市民に利用され、財政的にも負担の少ない効率的、効果的な公共交通体系を構築し、便利で安
心して暮らせるまちづくりを実現します。
◇主な事業内容
・地方バス路線維持費等補助金 90,871千円
路線バスを維持・確保するため、バス事業で生じた経常欠損に対し運行事業者に補助金を交付します。

・乗合タクシー運行補助金 32,463千円
乗合タクシーの運行事業者に対し補助金を交付します。
みかんタクシー（運行地域：天水～熊本市西区河内町） 1,796千円
しおかぜタクシー（運行地域：滑石、睦合、大野、高道、鍋） 16,119千円
いちごタクシー（運行地域：大浜、豊水、横島） 14,548千円

・梅林・小田地区乗合タクシー運行業務委託 8,001千円
今年の10月から梅林・小田地区で新たに事前予約制の乗合タクシーを運行します。
運行に先立ち4月から梅林地区を対象に実証実験を開始します。

・乗合タクシー予約・配車システム構築等支援業務委託等 9,538千円
乗合タクシーの予約・配車システムを導入し、利便性向上と運行効率化を図ります。

・ＪＲ駅管理業務委託 5,906千円 など
ＪＲから受託した肥後伊倉駅と大野下駅の駅管理業務を、近隣住民による団体
小学生を対象に実施した「バス乗り方教室」
に委託し、利用者の利便性の向上と環境美化を図ります。

(2) 【新規】運転免許証自主返納支援事業

担当課 … 防災安全課
予算書 … Ｐ57

事業費…2,150千円
（一般財源 2,150千円）

運転に不安を持つ方の免許証の自主返納を支援することにより、公共交通への利用転換と交通事故の減少
を図ることを目的に令和２年度から年齢に関係なく玉名市在住で運転免許証を返納された方を対象に、熊本県
内の「バス」で利用ができるＩＣカード又は「乗合タクシー」及び玉名市内営業の「タクシー」の回数券3,000円分の
いずれかを申請時の1回限り交付する「玉名市運転免許証自主返納支援事業」を実施します。
◇主な事業内容
・バスＩＣカード、乗合タクシー回数券、タクシー回数券のいずれか
3,000円分×500人＝1,500千円 など

(3) 放課後児童健全育成事業（学童保育）
事業費…175,614千円
（国58,345千円 県58,305千円

その他13千円

担当課 … 子育て支援課
予算書 … Ｐ82 ～ Ｐ83
一般財源58,951千円）

学童保育は、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後などに児童の健全育成を図るも
ので、小学校区を単位として社会福祉法人等に委託し実施するものです。
◇主な事業内容
令和2年度学童クラブ数：18クラブ

・放課後児童健全育成事業業務委託 174,916千円 など

学童保育の様子
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当初予算 主な事項
2

まちづくりの充実

(1) 担い手確保・育成事業

担当課 … 農林水産政策課
予算書 … Ｐ103 ～ Ｐ107

事業費…75,927千円
（県47,927千円 一般財源28,000千円）

地域の農業を担う中心的な農業者や将来の担い手となる青年農業者に対し、経営発展のための支援を行い
ます。
5年間の農業経営の計画を立てた農業者を、認定農業者・認定新規就農者として認定するとともに、認定農業
者等で構成される認定農業者連絡協議会に委託し、研修等を実施します。
また、主に認定農業者を対象として、農業用機械・設備導入に対しての補助や、経営開始5年以内の青年農
業者について、就農直後の経営の支援として資金を交付します。
◇主な事業内容
・農業次世代人材投資事業補助金 34,809千円
・農業機械等整備事業補助金 18,000千円
・担い手規模拡大事業補助金 10,000千円 など

農業機械等整備事業（単市補助）しゅん工検査の様子

新規就農者フォローアップ巡回の様子

(2) 【新規】地場企業支援奨励金

担当課 … 商工政策課
予算書 … Ｐ120

事業費…1,000千円
（一般財源1,000千円）

本市における地場企業の立地を促進するため、新設等を行う地場企業に対し、必要な奨励措置を講ずること
により、本市産業の振興及び雇用機会の拡大を図ります。
◇事業内容
・地場企業支援奨励金 1,000千円

① 設置奨励金

③ 用地取得奨励金

区分
初年度

区分

率

市長が別に定める地域での新設又は移設
（市長が別に定める期間内に限る）

投下固定資産の固定資産税額の30/100

初年度の翌年度

〃

20/100

初年度の翌々年度

〃

10/100

〃

20/100

市長が別に定める地域以外の場所での新設等

〃

10/100

※ 限度額 1億円 （1回限り交付）

額

正規従業員

市内居住新規雇用従業員1人当たり 300,000円
（障害者又は女性の場合はそれぞれ50,000円を加算）

非正規従業員

市内居住新規雇用従業員1人当たり 50,000円
（障害者又は女性の場合はそれぞれ50,000円を加算）

④ 合併処理浄化槽設置補助金
・ 合併処理浄化槽の設置費用の2/3
※ 限度額 1,000万円
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土地取得価格の30/100

市長が別に定める地域での新設又は移設
（市長が別に定める期間内を除く）

② 雇用奨励金
区分

率

当初予算 主な事項
(3) 新玉名駅周辺整備事業

担当課 … 都市整備課
予算書 … Ｐ132 ～ Ｐ134

事業費…6,934千円
（一般財源6,934千円）

平成30年度に策定した新玉名駅周辺等整備基本計画および令和元年度に策定する新玉名駅周辺整備計画
を基に、地元説明会や意向調査を行い整備に向けた地権者等の合意形成を図ります。また、民間誘導を積極
的に行うため企業訪問等を行います。地権者等の合意形成を進めることで、将来的に新玉名駅周辺整備を円
滑に進められるようにします。
◇主な事業内容
・意向調査、住民説明会等に係る費用等 3,689千円
・新玉名駅周辺整備事業合意形成支援事業 3,245千円

新玉名駅周辺

3

行政運営の進化

(1) 学校跡地利用に民間活力を導入

担当課 … 教育総務課
予算書 … Ｐ146

事業費…5,988千円
（一般財源5,988千円）

天水中学校区にある小天東小学校は、児童数の減少から令和2年4月小天小学校と統合します。閉校する小
天東小学校の学校跡地の活用については、今後公共施設等としての活用や民間活用を含め広くその活用方法
を検討していきますが、学校跡地の活用が決まるまでの学校施設の維持管理や安全性を確保し、学校跡地の
活用促進のために整備を進めます。
◇主な事業内容
・小天東小学校遊具解体撤去業務委託 974千円
・小天東小学校プール解体設計業務委託 501千円
・小天東小学校隣接道路境界確定等業務委託 4,513千円
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当初予算 主な事項
4

その他

(1) 金栗四三ＰＲ事業

担当課 … 金栗四三ＰＲ推進室
予算書 … Ｐ124

事業費…15,606千円
（国4,100千円 一般財源11,506千円）

2019年大河ドラマ「いだてん」の放送終了後も、「金栗四三」氏が残した数々の功績を引き続き情報発信すると
ともに、「金栗四三翁住家・資料館」への誘客に取組むほか、金栗氏のレガシー（遺産）を後世に引き継ぐため、
新規物産商品の開発や神奈川県箱根町、東京都文京区及び筑波大学などと連携・協力し、新たな事業展開を
図ります。
◇主な事業内容
・住家等管理運営業務委託 7,200千円
・新規物産商品開発支援業務委託 1,000千円
・金栗ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会運営支援業務委託 600千円
など

金栗四三翁住家・資料館

第2回金栗四三ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

(2) フルマラソン大会運営事業

担当課 … スポーツ振興課
予算書 … Ｐ168 ～ Ｐ169

事業費…29,308千円
（国14,459千円 一般財源14,849千円）

金栗四三氏を顕彰する「玉名いだてんマラソン」と伝統の「横島いちごマラソン大会」を同時開催することで、玉
名市民のみならず広く市外・県外の多くの方々に金栗四三氏のレガシーを永く後世に伝えられるよう、また玉名
市の地域振興を図り、経済効果につながるような大会を目指します。
◇主な事業内容
・玉名いだてん/いちごマラソン大会補助金 26,866千円など

いちごマラソン大会の様子
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当初予算 主な事項
(3) 【新規】岱明町公民館建設事業

担当課 … コミュニティ推進課
予算書 … Ｐ159

事業費…44,153千円
（市債22,900千円 一般財源21,253千円）

現在の岱明町公民館（昭和41年3月建築）は木造建築で老朽化が著しく、耐震安全性も現行の耐震基準が満
たされておらず、早期の建て替えを要しています。
社会教育生涯学習施設・地域交流施設・健康福祉機能・災害避難所機能を持ち合わせ、公民館・社会福祉協
議会岱明支所・岱明ふれあい健康センター機能の一部移管を兼ねた、複合機能施設としての効率的有効性も
備えた、岱明町公民館を建設するものです。
◇主な事業内容
・建設工事基本設計及び実施設計業務委託 43,778千円 など

岱明町公民館

※ 政策が議会の意思に合致しない間は、その執行を見合わせる附帯決議あり

(4) オリンピックキャンプ誘致推進事業

担当課 … スポーツ振興課
予算書 … Ｐ168 ～ Ｐ170

事業費…34,874千円
（一般財源34,874千円）

昨年はラグビーワールドカップ、女子ハンドボール世界選手権大会、高校総体の熊本県開催、今年は東京
2020オリンピックやパラリンピックの日本開催など、国際スポーツ等に対し注目されています。国際大会や全国
大会の誘致はもちろんのこと、大会に向けた事前キャンプによる練習会場地としての情報発信を行い地域活性
化を図ります。
◇主な事業内容
・オリンピックキャンプ誘致実行委員会負担金 32,313千円 など
東京2020オリンピック事前キャンプとして、ホストタウン国で
あるアンゴラ共和国の選手団の事前キャンプを行い、市民と
のスポーツ交流や文化交流を行います。

・東京オリンピック聖火リレー事業 1,782千円
東京2020オリンピックの聖火リレーは、3月26日に福島県を
出発し、47都道府県858市町村を約1万人のランナーにより巡
ります。本市は5月7日に和水町から玉名市へと届いた聖火を
ランナーの手でリレーを行い、新玉名市民会館を出発し、立願寺
公園（足湯）までの930ｍを走ります。
聖火リレーミニセレブレーション設営業務委託 1,337千円 など
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2019女子ハンドボール世界選手権大会でのお出迎え

