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平成３０年度９月補正予算の概要 
 

平成 30年 7月豪雨により被災した農地・農業用施設や公共土木施設（道路等）の災害復旧

費（11 億 8,498 万 5 千円）を追加するほか、6 月に発生した大阪北部地震を踏まえて小・中

学校や公共施設などにあるブロック塀の安全対策費（2,660 万円）などについて補正予算を

編成しました。 

なお、災害復旧費の中で、早期着手のため緊急に予算化が必要なもの（1 億 8,075 万円）

は、既に市長の専決処分（一般会計補正予算(第２号)及び(第３号)）により対応しています。 

 

 

１ 予算規模                          （単位：千円） 

 

 

 

２ 主な内容  

  (1) 平成 30年 7月豪雨災害の復旧費など（※詳細は別紙参照） 11億 8,498万 5千円  

     ① 農地・農業用施設の復旧工事費             7億 6,530万円 

    ② 道路・河川の復旧費（測量・工事費）          3億 410万円 

    ③ 山地崩壊の復旧費（測量設計・工事費）           6,500万円 

    ④ 公園緑地の復旧工事費                         2,440万円 

     ⑤ 避難所開設・現場対応などの人件費（台風 12号対応含む）  2,136万円 

     ⑥ 被災住宅の再建支援                     150万円 

     ⑦ その他                         332万 5千円 

 

 

 

 

 

 

会 計 名（補正号数） 補正前の額 補正額 計 

一 般 会 計 (第４号) 31,808,049 1,373,220 33,181,269 

特別 

会計 

国民健康保険会計 (第１号) 10,004,000 112,040 10,116,040 

介 護 保 険 会 計 (第１号) 6,973,000 421,572 7,394,572 

企業 

会計 

下 水 道事 業 会計 (第１号) 5,027,915 179,800 5,207,715 

 資 本 的 支 出 2,410,476 179,800 2,590,276 
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  (2) ブロック塀の撤去などの安全対策                  2,660万円  

  ① 公共施設 23施設(33か所)の塀・投てき板・プールシャワー壁の対策  2,460万円 

［総 務 部 財 政 課］ 

［都市整備部都市政策課］ 

［教育総務部教育施設課］ほか 

    【施設内訳】小・中学校（15校）、公園（2施設）、その他（6施設） 

    【種別内訳】プールシャワー壁（13か所）、投てき板（11か所）、塀（9か所） 

 

 

  ② 個人住宅の危険ブロック塀の撤去に対する補助             200万円  

［都市整備部建築住宅課］ 

    【補  助  率】２／３ 

    【補助限度額】１件当たり 20万円 

 

 

  (3) その他   

  ① 姉妹都市（アメリカ・バイセリア市）との交流            34万円 

  ［市民生活部市民協働課］ 

今年 10 月３日から９日までの予定でバイセリア市からの訪問団を受け入れるに当 

たっての歓迎式典など、三木市国際交流協会への委託料。 

 

 

  ② 第２期子ども・子育て支援事業計画の策定               284万円 

（H31債務負担行為 346万円） 

 ［健康福祉部子育て支援課］ 

平成 27年度からの子ども・子育て支援事業計画の計画期間が来年度（H31）で終了 

することに伴い、平成 32年度から５年間の第２期計画の策定に着手。 

今年度は保護者へのニーズ調査（アンケート）を実施し、この結果を踏まえて来年 

   度に計画を策定。 

 

 

  ③ 学童保育システムの導入                      100万円 

［教育振興部教育・保育課］ 

市内アフタースクールの入所児童数が年々増加し、来年度には 1,000人を超える見 

   込みで推移していることから、入所児童の管理や利用者負担金の徴収などの業務を効 

率化するためのシステムを導入。 

  ５年間のリース契約を予定しており、今年度は 12月から４か月分の使用料 100万円 

を計上。 
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  ④ 危険空き家の除却の推進                      400万円 

［市民生活部生活環境課］ 

危険空き家について、所有者自らによる除却を一層推進していくため、今年５月に 

除却に対する補助金の上限額を引き上げたこと、及び補助対象件数の増加見込みに伴 

う増額。 

【１件当たり補助金額】 

（改正前）補助率 1/2・上限 50万円 

（改正後）補助率 1/2・上限 100万円 

 

 

  ⑤ 道路・公園整備などに係る国の交付金や、用地交渉・工事の進捗などを踏まえた 

事業費の調整               （一般会計）  6,151万 4千円 

［都市整備部用地管理課］ 

［  〃  道路河川課］ 

［  〃  都市政策課］ 

          （下水道会計） 1億 7,980万円 

［上下水道部下 水 道 課］ 

国の社会資本整備総合交付金の内示に合わせた補助対象事業費や財源の組替調整。 

あわせて、市道高木平田線など各路線の用地交渉や工事の進捗に合わせた事業費  

の調整。 

 

 

⑥ 神戸電鉄粟生線三木駅の再生                     108万円 

（H30～H32債務負担行為 4,500万円） 

［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、駅前広場の整備に必要な用地の測量費 

108万円を計上するとともに、三木市土地開発公社による用地取得のための債務負担 

行為 4,500万円を設定。 

 

 

⑦ 前年度に受け入れた国・県等補助金の精算による返還 

（一般会計） 1,944万 9千円［健康福祉部福 祉 課］ 

（国保会計）   476万 6千円［  〃  医療保険課］ 

（介護会計）1億 321万 7千円［  〃  介護保険課］ 

 

 

⑧ 平成 29年度決算の剰余金の一部又は全部を基金に積み立て 

（一般会計）   5,061万 2千円［総 務 部 財 政 課］ 

（国保会計）1億  727万 4千円［健康福祉部医療保険課］ 

（介護会計）3億 1,835万 5千円［  〃  介護保険課］ 
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 別 紙  

 

平成３０年７月豪雨災害の対策に係る事業費 

（合計：13億 7,061万円） 

※ 一部台風 12 号対応を含む 

 

１．９月補正で対応するもの 

（合計 11億 8,498万 5千円） 

項目 内容 所管課 予算額 

農地・農業用施設の災害復旧

（工事） 

344件 

(農地 164件、道路 97件、

水路 67件、ため池 16件) 

産業振興部 

農業振興課 
7億 6,530万円 

山地崩壊の復旧 

（測量設計・工事） 

4件 

（福井、志染町大谷、吉

川町上中、吉川町西奥） 

〃 6,500万円 

道路・河川の災害復旧 

（測量・工事） 

114件 

(道路 98件、河川 16件) 

都市整備部 

道路河川課 
3億  410万円 

公園緑地の災害復旧 

法面復旧工事 

（三木山総合公園展望広

場、吉川町みなぎ台緑地） 

都市整備部 

都市政策課 
2,020万円 

 
 

倒木・竹木の撤去、美嚢

川リバーサイドパークの

復旧など 

〃 420万円 

災害対策本部や避難所開設、

現場対応に係る人件費 

豪雨災害:2,064万 8千円 

台風 12号:  71万 2千円 
危機管理課 2,136万円 

被災者生活再建支援金 
住家の建設・補修に対し

定額補助(志染地区 1件) 
〃 150万円 

自主防災組織育成事業 
各自治会１次避難所の備

蓄品等に対する補助金 
〃 281万 5千円 

学校関係 

みなぎ台小学校プール隣

接斜面からの土砂災害軽

減のため仮設防護柵設置 

教育総務部 

教育施設課 
51万円 
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２．７月に専決で対応したもの（一般会計補正予算（第２号）） 

（合計：1億 1,475万円） 

項目 内容 所管課 予算額 

農地・農業用施設の災害復旧

（設計・測量等） 

［再掲］344件 

(農地 164件、道路 97件、

水路 67件、ため池 16件) 

産業振興部 

農業振興課 
1億 1,475万円 

 

 

３．８月に専決で対応したもの（一般会計補正予算（第３号）） 

（合計：6,600万円） 

項目 内容 所管課 予算額 

道路の災害復旧 

（設計・工事） 

設計 3件 

工事 1件 

都市整備部 

道路河川課 
4,000万円 

道路等に堆積した土の撤去

等 

・道路上に堆積した法面 

崩壊土の撤去(19件) 

・道路上の倒木処理や橋 

脚等に堆積した塵芥処 

理(13件) 

〃 2,600万円 

 

 

４．予備費で対応するもの 

（合計：487万 5千円） 

項目 内容 所管課 予算額 

福祉避難所の開設 
要援護者の避難所開設を

社会福祉法人に委託 
危機管理課 203万 5千円 

緊急防止工事等支援補助金 

自宅敷地への二次的被害

を防止するための工事に

対し、最大 100万円を補

助 

〃 284万円 

 

 


