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平成３０年度１２月補正予算の概要 
 

今回の補正予算は、８月から９月にかけて上陸した台風で被災した農地・農業用施設や道

路など公共土木施設の災害復旧費を中心に、緊急に必要な経費について編成しました。 

 

 

１ 予算規模                          （単位：千円） 

 

２ 主な内容  

 

  (1) 台風 20号・21号・24号災害の復旧費              5億 6,485万円  

                                 （※詳細は別紙参照） 

① 農地・農業用施設の復旧工事費              3億 9,920万円 

    ② 道路・河川・公園など公共土木施設の復旧費（設計・工事費）  8,925万円 

    ③ 農業生産施設等の復旧補助金                   5,030万円 

    ④  教育施設の復旧工事費（小学校・中学校・公民館等）      2,580万円 

     ⑤ 被災した方の生活再建支援                    30万円 

 

  (2) 市史編さん事業の推進                     299万 5千円 

    ［総務部市史編さん室］ 

市史刊行計画（資料編・本編・地域編）のスケジュールや総事業費を見直し、完了

目標を当初計画より１年前倒しする。これに伴い、今年度の調査などをペースアップ

するため、協力者の謝礼などを追加。 

［当初計画］ 完了目標：2028（平成 40）年度 

［見直し後］ 完了目標：2027（平成 39）年度 

 

 

会 計 名（補正号数） 補正前の額 補正額 計 

一 般 会 計 (第５号) 33,181,269 835,973 34,017,242 

特別会計 介護 保険会 計 (第２号) 7,394,572 △ 24,787 7,369,785 

企業会計 

水道 事業会 計 (第１号) 2,391,276 △ 11,970 2,379,306 

 収 益 的 支 出 1,799,375 △ 11,970 1,787,405 

下水道事業会計 (第２号) 5,207,715 △ 17,084 5,190,631 

 
収 益 的 支 出 2,617,439 △ 16,716 2,600,723 

資 本 的 支 出 2,590,276 △    368 2,589,908 
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  (3) 空き家等対策計画の策定      800万円（平成 31年度までの債務負担行為）      

  ［市民生活部生活環境課］ 

空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、現在実施中の空き家実

態調査の結果を踏まえた計画を策定。 

 

  (4) 有害鳥獣による農業被害の防止を支援             632万 5千円 

  ［産業振興部農業振興課］ 

イノシシなどによる農業被害を防止するため、集落が設置する電気柵等の設置補助金

を追加。 

 

  (5) 急傾斜地の崩壊対策                       600万円 

  ［都市整備部プロジェクト推進課］ 

   現在、県が宿原南ヶ丘地区で実施している事業について、工事を前倒しで施工するた 

め、県への工事負担金を追加。 

 

(6) 神戸電鉄粟生線三木駅の再生                     300万円 

［都市整備部交通政策課］ 

今年３月に焼失した三木駅の再生に向け、駅舎及び利便施設の基本設計に着手。 

 

(7) 市議会委員会室のマイク設備の更新                 420万円 

［議会事務局］ 

故障により使用不能になったマイクが多数あり、議会運営に支障をきたしていること

から、設備一式を更新。 

 

(8) 特別支援学級の開設など、障がいのある児童・生徒への対応    1,203万円 

［教育総務部教育施設課］ 

肢体不自由や知的障がいなどがある児童生徒に対応するため、来年度に新たに特別支

援学級を開設する小・中学校など９校園に必要な設備を整備。 

また、エレベータが未設置の小学校（１校）に、エレベータなどを設置するための設

計を実施。 

 

(9) 民間認定こども園等への給付費の追加            9,989万 1千円 

［教育振興部教育・保育課］ 

民間認定こども園や小規模保育施設などの利用状況により、不足する給付費を追加。 

 （当初予算）   18.6億円 

 （補正後予算）  19.6億円 
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(10) 前年度までに受け入れた国・県補助金の精算による返還  1億 3,098万 7千円 

  ［健康福祉部福 祉 課］ 

［  〃  子育て支援課］ 

［教育振興部教育・保育課］ 

 

(11) 職員人件費や非常勤職員賃金などの調整     （一般会計）    620万 3千円 

［総 務 部 総 務 課］ 

［教育総務部教育総務課］ 

［議 会 事 務 局］ 

           （介護会計） △ 2,233万 3千円 

［健康福祉部介護保険課］ 

（水道会計） △ 1,197万 2千円 

［上下水道部水道業務課］ 

           （下水道会計）△ 876万 9千円 

［上下水道部下 水 道 課］ 

      実際の職員配置に合わせた職員の人件費や非常勤職員の賃金の調整。 

あわせて、災害などに伴う職員超過勤務手当を増額。 

また、国の人事院勧告に準拠し、議員や職員の給与改定等を実施。 

（改正内容） 

 ・給料月額を平均 0.2％引き上げ 

 ・期末勤勉手当の年間支給月数を引き上げ 

   議員、特別職及び一般職 4.40月→4.45月 

   再任用         2.30月→2.35月 
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別 紙 

 

台風 20 号・21号・24号対策に係る事業費 

（合計：5億 8,504万 2千円） 

 

１．１２月補正で対応するもの（合計 5億 6,485万円） 

項目 内容 所管課 予算額 

農地・農業用施設の災害復旧 

135件 

(農地 99件、水路 18件、

農道 15件、ため池 3件) 

産業振興部 

農業振興課 
3億 9,920万円 

農業生産施設等の復旧補助

金 

野菜ハウス、ぶどう棚等を

復旧するための生産農家

への補助金 

〃 5,030万円 

道路・河川等の災害復旧 
33件 

(道路 28件、河川 5件) 

都市整備部 

道路河川課 
7,775万円 

公園施設の災害復旧 

吉川総合公園ふるさと館、

美嚢川リバーサイドパー

ク（鳥町井堰） 

都市整備部 

都市政策課 
1,150万円 

教育関係施設 
小学校 1校・中学校 3校の

屋上防水シート補修 

教育総務部 

教育施設課 
1,500万円 

 
平井山秀吉本陣跡の倒木

処理等 

教育総務部 

文化・スポーツ課 
80万円 

 
口吉川町公民館の屋根補

修 

教育振興部 

生涯学習課 
1,000万円 

被災者生活再建支援金 
一部損壊(10％以上)した

住宅の補修に対して補助 
危機管理課 30万円 
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２．現計予算で対応したもの（合計：1,358万 2千円） 

項目 内容 所管課 予算額 

教育関係施設 
学校・幼稚園・保育所施設

の災害復旧 

教育総務部 

教育施設課 
984万 3千円 

 
青山公民館・三木南交流セ

ンター・吉川体育館の補修 

教育振興部 

生涯学習課 
109万 1千円 

その他 
デイサービスセンター、清

掃センターなどの補修 
 264万 8千円 

 

 

３．予備費で対応したもの（合計：661万円） 

項目 内容 所管課 予算額 

災害対策本部や避難所開設、

現場対応に係る人件費 

台風 20号 128人分 

台風 24号 139人分 
危機管理課 633万 6千円 

福祉避難所の開設 

要援護者を対象とした福

祉避難所の開設を社会福

祉法人に委託 

〃 27万 4千円 

 

 


