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豪⾬災害からの迅速な復旧・復興

六⾓川流域内⽔対策調査に着⼿
医療・福祉・保育施設等の再建を⽀援
営農再開を⽀援
農地・農業施設等災害の迅速な復旧

接種したい⽅が 接種したいときに 接種できる環境づくり

着実な３回⽬のワクチン接種体制確保

新型コロナワクチン



豪⾬災害からの迅速な復旧・復興

予算額 2000万円
全額市費

六⾓川流域内⽔対策調査

六⾓川流域内⽔対策調査 に着⼿

【調査内容】
・データを活⽤した内⽔氾濫メカニズムの分析
・六⾓川流域のため池基礎調査
・より効果的な内⽔対策提案

調査結果をもとに、さらなる内⽔対策を推進

「床上浸⽔ゼロ」を⽬指すため、より効果的な内⽔対策を検討



豪⾬災害からの迅速な復旧・復興

【⽔に強いなりわい再建等事業】
対象業種を医療・福祉・保育施設等 へ拡⼤

経費の１/２以内
50万円

【建物設備再建費⽤補助】

最⼤

※施設、機械設備等の修理、購⼊、
廃棄等に係る経費

経費の１/4 以内
1,000万円

【浸⽔対策費⽤補助】

最⼤

※⾼床化、盛⼟、⽌⽔設備設置、
市内移転等の⼯事費

予算額 4750万円
全額市費

⽔に強い医療・福祉施設再建等事業

再建、浸⽔対策を⽀援



豪⾬災害からの迅速な復旧・復興
営農再開 を ⽀援

予算額 400万3千円

市費 150万2千円

佐賀県畜産関係被害対策
事業費補助⾦

６/10（県 3/10 市 3/10）

機械・施設 の復旧を⽀援

機械・施設の再取得・再建・修繕に係る費⽤

予算額 1067 万2千円
市費 400万2千円

佐賀県営農再開・草勢樹勢回復等
被害対策事業費補助⾦

予算額 1億5420万円
市費 7710万円

佐賀県農業機械等被災者
⽀援事業費補助⾦

次期作 を⽀援

県 1/3 市 1/10
種⼦、種苗、薬剤、肥料等の購⼊経費

（2回⽬ 就農3年以内）県 1/2 市 3/10
県 1/3 市 1/10

畜産農家 の営農再開を⽀援
⽣産資材（飼料、敷料等）の再購⼊経費

（2回⽬ 就農3年以内）県 1/2 市 3/10

※参考 2年前 6/10（国:3/10 県:2/10 市:1/10）



豪⾬災害からの迅速な復旧・復興

予算額 1億7900万円
市費 66万1千円

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

予算額 2億6570万円
市費 133万5千円

農地災害復旧費

予算額 11億2630万円
市費 3378万3千円

農業⽤施設災害復旧費
区 分 箇所数 事業費

農 地 ８８ 2億6570万円
農業⽤施設 １５２ 11億2630万円
合 計 ２４０ 13億9200万円

農地農業⽤施設

農地・農業施設等災害の早急な復旧

区 分 箇所数 事業費
林 道 4路線７⼯区 1億 450万円

林道

区 分 箇所数 事業費
がけ崩れ 12箇所 1億9830万円

がけ崩れ

予算額 1億450万円

市費 △ 376万円
※9⽉補正財源充当

林道災害復旧費

予算額 1930万円
市費 100万円

佐賀県急傾斜地崩壊防⽌事業



着実な３回⽬のワクチン接種体制確保

２回接種完了から概ね ８ヶ⽉以上経過した18歳以上の⽅接種対象者

医療従事者 ︓１１⽉３０⽇ から順次発送予定
⼀ 般 の ⽅ ︓ １⽉ ５⽇ から順次発送予定接種券発送

個別接種・集団接種 の併⽤接種⽅法

予算額 1億9434万6千円
全額国費

新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業

接種したい⽅が 接種したいときに 接種できる環境づくり
新型コロナワクチン

予約の⽅法 接種券が届き次第、かかりつけ医療機関もしくは
コールセンター・WEBで予約



令和３年
武雄市１２月議会議案等の概要

令和３年１１月２２日（記者発表資料）



【令和３年１２月議会】
議案件数

〇条例議案 ７件

〇事件議案 １０件

〇予算議案（補正予算） ４件

〇報告事項 ３件



令和３年度
武雄市１２月補正予算



【一般会計】
歳入歳出予算の補正

〇補正予算額

〇補正後の予算額

※対前年同期比

２２億１５５５.３万円

３３４億９６７８.３万円

1億2142.6万円減

0.4％減



令和３年度
武雄市１２月補正予算
その他の主要事業

■災害ボランティアセンター救助事務費

■特別会計・企業会計の補正
国民健康保険特別会計、競輪事業特別会計
下水道事業会計



災害時の円滑かつ効率的な救助の推進

災害ボランティアセンターの救助活動事務費について委託契約
を結び、⼈件費や旅費の⼀部を負担

（災害救助法の対象となる）

・災害ボランティアセンター職員の時間外勤務
⼿当及び臨時職員等の賃⾦

・被災⾃治体外から災害ボランティアセンター
に派遣する職員に係る旅費

対象経費

予算額 1289万円

全額県費

災害における武雄市の実施する救助と
ボランティア活動委託



令和３年度
武雄市１２月条例議案等



■条例議案（７件）

・武雄市過疎地域自立促進特別事業基金条例の一部を改正する
条例
〇過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定に伴う
もの

・武雄市体育施設設置条例の一部を改正する条例の一部を改正
する条例
〇武雄市民球場の供用開始前の準備行為に関する規定を定める
もの



・武雄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例
〇家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に
伴うもの

・武雄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例
〇特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど
も・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴う
もの

・武雄市国民健康保険条例の一部を改正する条例
〇健康保険法施行令の一部改正に伴うもの



・武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する
条例
〇し尿収集に係る収集運搬手数料の見直しに伴うもの

・武雄市衛生処理センター設置条例の一部を改正する条例
〇武雄市衛生処理センターの処理対象区域の変更に伴うもの



■事件議案（１０件）

・武雄市過疎地域持続的発展計画について

・新武雄工業団地造成（１工区）工事請負契約の一部変更
について

・新武雄工業団地造成（２工区）工事請負契約の一部変更
について

・新武雄工業団地造成（３工区）工事請負契約の一部変更
について



・武雄市体育施設の指定管理者の指定について

・武雄市民球場の指定管理者の指定について

・武雄市乳待坊公園の指定管理者の指定について

・損害賠償の額を定めることについて



■報告事項（３件）

・専決処分の報告について

・専決処分の報告について

・専決処分の報告について

・佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の
数の増加及び同組合規約の変更について

・杵東地区衛生処理場組合を組織する地方公共団体の数の減
少及び同組合規約の変更について


