
 
令和 4年度 9月補正予算の概要 

 

 

新型コロナウイルスワクチンの 4回目接種の対象者拡大（医療従事者等）及びオミ

クロン株対応ワクチンの接種に要する費用の追加のほか、ふるさと納税寄附金の増加

を図るため事業者による魅力ある返礼品の開発に対する支援など、緊急を要する経費

について補正予算を編成しました。 

あわせて、各会計の令和 3 年度の決算剰余金の確定に伴い、繰越金を増額します。 

 

 

1 予算の規模 

                        （単位：千円） 

会 計 名（補正号数） 補正前の額 補正額 計 

一 般 会 計 (第 6 号) 35,189,936 855,224 36,045,160 

介 護 保 険 特 別 会 計 (第 2 号) 7,300,345 55,392 7,355,737 

後期高齢者医療事業特別会計 (第 2 号) 1,525,833 31,090 1,556,923 

学 校 給 食 事 業 特 別 会 計 (第 2 号) 278,000 634 278,634 

 

 

2 補正予算の主な内容 

【一般会計】 

（1）新型コロナウイルス オミクロン株対応ワクチンの接種等【国庫補助】    

  307,028 千円  

［健康福祉部 ワクチン接種対策室］ 

新型コロナウイルスのオミクロン株対応ワクチンの接種及び従来ワクチンの

追加接種（4回目）の対象者拡大（医療従事者等）の方針を受けて、引き続きコ

ールセンターや大規模接種会場を設けるなど、希望する方が円滑に接種を受け

ることができるように体制を整備します。 

 

区 分 
接種対象者 

変更前 変更後 

追加接種 
（4回目） 

3 回目接種を完了した、 
60 歳以上の方及び 18 歳以
上 60 歳未満で基礎疾患の
ある方 

左記に加え、3 回目接種を
完了した、18 歳以上 60 歳
未満の医療機関、高齢者施
設等の従事者 

オミクロン株対応
ワクチン接種 

 
初回接種（2回目接種まで）
を完了した方 
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（2）新型コロナウイルス抗原検査キットを配布          5,030 千円  

［健康福祉部 健康増進課］ 

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大による医療のひっ迫を受けて、医療

を必要とする方が適切な医療サービスを受けられるよう、症状が軽く基礎疾患

がないなど重症化リスクの低い方に、無料で抗原検査キットを配布します。 

 

対 象 者 ： 以下の全てを満たす方 

 ・2 歳以上 59 歳以下の三木市民の方 

 ・基礎疾患がなく、肥満（BMI30 以上）でない方 

 ・妊娠していない方 

 ・軽症（呼吸困難がなく、水分補給ができている）の方 

申込方法： 電話若しくはホームページから申し込み 

  （8 月 12 日から現計予算を活用して配布開始。） 

 

（3）県内初！魅力ある「ふるさと納税返礼品」の開発を支援    5,000 千円  

［総合政策部 縁結び課］ 

魅力ある「ふるさと納税返礼品」を新たに開発する事業者に対し、「ふるさと

納税型クラウドファンディング」を活用して集まった寄附額に応じて返礼品の

開発等に係る経費を支援します。（別添資料参照） 

 

（4）前年度決算剰余金を財政基金に積立            468,735 千円  

[総務部 財政課]  

三木市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例に基づき、前年度決算剰

余金の一部（1/2 以上）を財政基金に積み立てます。 

令和 3年度決算見込みにおける剰余金の額 937,469 千円 

 

（5）スマート農業機械の導入を支援【県補助】          6,280 千円  

［産業振興部 農業振興課］ 

県の「農業経営スマート化促進事業」を活用し、法人化や雇用拡大に取り組

む経営体のスマート農業機械等の導入を支援します。 

 

補 助 率 1/3 

支 援 対 象 2 経営体 

               

スマート農業機械の例 

直進アシスト付トラクター 農業用ドローン 
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（6）交付金の増額を受けた事業の前倒し【国庫補助】       38,900 千円  

［都市整備部 道路河川課］ 

国の社会資本整備総合交付金が当初の想定より増額して交付されることになっ

たことを受けて事業を前倒しで実施するため、交付決定額に合わせて事業費を増

額します。 

（単位：千円） 

路線名 補正額 内容 

市道福井線 13,500 舗装工事 

市道花尻城山線 25,400 歩道改良工事、舗装工事 

 

 (7) 公共交通事業者の運行継続を支援              3,200 千円  

［都市整備部 交通政策課］ 

新型コロナウイルス感染症対策として、車内等の密度を上げないように便数等

に配慮した運行に取り組む神戸電鉄㈱及びバス事業者に対し、県に随伴して支援

を行います。 

（単位：千円） 

区分 補正額 対象事業者 

鉄道 1,600 神戸電鉄 

バス 1,600 神姫バス、神姫ゾーンバス、ウエスト神姫 

 

（8）その他の補正                      21,051 千円   

（単位：千円） 

内 容 補正額 所管課名 備 考 

ふるさと納税寄附金の積立 5,000 
総務部 
財政課 

ふるさと納税型クラ
ウドファンディング
による寄附金の積立 

生活保護システムの改修 2,100 
健康福祉部 
福祉課 

医療扶助オンライ
ン資格確認対応 

高齢者福祉センター非常用 
放送設備の更新 

583 
健康福祉部 
福祉課 

 

自宅療養者への食糧支援 2,140 
健康福祉部 
健康増進課 

配布予定数の増加 

危険木の伐採 3,780 

産業振興部 
観光振興課、 

教育振興部 
学校教育課 

歴史の森公園、教
育センター南側の
危険木伐採 
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内 容 補正額 所管課名 備 考 

過年度国庫支出金の返還 27,548 
健康福祉部 
子育て支援課 

 

花火大会事業補助金 △19,100 
市民生活部 
市民協働課 

みっきぃ夏まつり 

地域まちづくり事業補助金 △1,000 
市民生活部 
市民協働課 

三木さんさんまつり 

 

（9）【歳入】普通交付税等の決定に伴う補正                         

普通交付税及び臨時財政対策債を決定額に合わせて補正します。 

また、令和 3年度の決算剰余金の確定に伴い、繰越金を増額します。 

（単位：千円） 

名 称 当初予算額 補正予算額 補正後予算額 

普通交付税 4,809,500 259,223 5,068,723 

臨時財政対策債 800,000 △388,761 411,239 

繰越金 1 937,468 937,469 

 

【特別会計】 

（単位：千円） 

会計名 補正額 補正内容 所管課 

介護保険特別会計 55,392 
前年度決算剰余金の積立

及び国・県交付金の返還 

健康福祉部 

介護保険課 

後期高齢者医療事業 

特別会計 
31,090 

前年度決算剰余金を県後期高

齢者医療広域連合に納付 

健康福祉部 

医療保険課 

学校給食事業特別会計 634 
前年度決算剰余金及び消

費税還付金の積立 

教育総務部 

教育施設課 
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魅⼒ある返礼品のさらなる開発を促進するため、新たな資⾦調達⽅法である「ふるさと納税型クラウドファンディング」を活⽤し、開発を⽀援することによって、ふる
さと納税の寄附額のアップを目指します。
※ふるさと納税型クラウドファンディング…クラウドファンディングとはインターネットを介して寄附を募る仕組み。ふるさと納税型クラウドファンディングはその仕組みを
使って、ふるさと納税で寄附できることが特徴。

事業費 ︓500万円事業名 三木市ふるさと納税返礼品開発支援事業

（総合政策部縁結び課）

事業者 寄附者

⑥返礼品を提供
（継続的なつながり）

③寄附(ふるさと納税)

①事業提案

⑤補助⾦
寄付額に応じて交付 サイト掲載等の

⼿数料を⽀援

縁結び課
×

中小企業サポートセンター

②提案事業のWEB掲載

クラウドファンディング

市独自
施 策

④返礼品開発
実績報告
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