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◆ 会計別予算額一覧 

 

（単位：千円）

補正前の額
３月補正額

（追加補正分）
補正後の額

45,415,817 △ 47,964 45,367,853

7,856,334 3,083 7,859,417

44,863 44,863

31,600 31,600

22,400 22,400

22,500 1,000 23,500

6,400 6,400

1,016,958 － 1,016,958

529,400 529,400

保険事業勘定 8,453,781 8,453,781

介護サービス事業勘定 22,980 22,980

172 172

1,943,670 1,943,670

999,639 999,639

20,950,697 4,083 20,954,780

4,634,300 4,634,300

9,131,411 △ 384,000 8,747,411

福知山市民病院 14,095,929 14,095,929

大江分院 899,592 899,592

計 28,547,232 28,547,232

28,761,232 △ 384,000 28,377,232

95,127,746 △ 427,881 94,699,865

介護保険事業

会　　　計　　　名

一　　般　　会　　計

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計

国民健康保険事業

国民健康保険診療所費

と畜場費

宅地造成事業

休日急患診療所費

公設地方卸売市場事業

農業集落排水施設事業

福知山都市計画事業石原土地区画整理事業

合　　　　　　　　　計

下夜久野地区財産区管理会

後期高齢者医療事業

地域情報通信ネットワーク事業

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計



4 

 

◆ 一般会計歳入予算額一覧 

 
 

（単位：千円）

款 補正前の額
３月補正額

（追加補正分）
補正後の額

01 市税 11,425,885 170,860 11,596,745

02 地方譲与税 395,000 395,000

03 利子割交付金 19,000 19,000

04 配当割交付金 62,000 62,000

05 株式等譲渡所得割交付金 63,000 63,000

06 地方消費税交付金 1,490,000 1,490,000

07 ゴルフ場利用税交付金 6,000 6,000

08 自動車取得税交付金 160,000 160,000

09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 22,000 22,000

10 地方特例交付金 69,000 69,000

11 地方交付税 10,670,000 △ 61,435 10,608,565

12 交通安全対策特別交付金 13,000 13,000

13 分担金及び負担金 567,678 4,254 571,932

14 使用料及び手数料 1,231,125 1,231,125

15 国庫支出金 6,100,194 △ 50,358 6,049,836

16 府支出金 3,525,502 △ 99,833 3,425,669

17 財産収入 490,341 2,381 492,722

18 寄附金 140,351 2,030 142,381

19 繰入金 2,324,150 △ 692,224 1,631,926

20 諸収入 305,914 340 306,254

21 市債 6,115,300 436,974 6,552,274

22 繰越金 220,377 239,047 459,424

一般会計合計 45,415,817 △ 47,964 45,367,853
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◆ 一般会計歳出予算額一覧（目的別） 

 
 

 

 

（単位：千円）

款 補正前の額
３月補正額

（追加補正分）
補正後の額

01 議会費 298,969 298,969

02 総務費 5,561,882 397,778 5,959,660

03 民生費 14,427,794 △ 200,012 14,227,782

04 衛生費 4,907,310 △ 13,005 4,894,305

05 労働費 19,273 19,273

06 農林業費 1,813,837 △ 50,854 1,762,983

07 商工費 575,911 △ 58,995 516,916

08 土木費 3,261,245 52,786 3,314,031

09 消防費 1,760,227 △ 45,220 1,715,007

10 教育費 4,261,389 △ 72,350 4,189,039

11 公債費 5,298,343 △ 20,000 5,278,343

12 予備費 50,000 50,000

13 災害復旧費 3,179,637 △ 38,092 3,141,545

一般会計合計 45,415,817 △ 47,964 45,367,853
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◆ 一般会計歳出予算額一覧（性質別） 

 
 

 

（単位：千円）

補正前の額
３月補正額

（追加補正分）
補正後の額

6,714,669 245,027 6,959,696

うち
議員給与費

164,312 164,312

うち
職員給与費

4,892,790 245,027 5,137,817

5,181,386 △ 11,248 5,170,138

295,761 49,000 344,761

8,796,236 △ 143,774 8,652,462

4,851,724 △ 27,175 4,824,549

8,847,683 △ 222,009 8,625,674

う ち 人 件 費 322,223 322,223

5,668,046 △ 183,917 5,484,129

補助事業費 1,545,775 △ 42,603 1,503,172

単独事業費 4,122,271 △ 141,314 3,980,957

3,179,637 △ 38,092 3,141,545

5,298,343 △ 20,000 5,278,343

658,487 204,332 862,819

130,750 △ 125,200 5,550

4,590,778 3,083 4,593,861

50,000 50,000

45,415,817 △ 47,964 45,367,853

災 害 復 旧
事 業 費

人 件 費

物 件 費

区 分

普 通 建 設
事 業 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 的 経 費

一般会計合計

公 債 費

積 立 金

出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

予 備 費
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◆ ３月補正予算（追加補正分） 主要事項  

 

公共交通維持改善事業                                        59,544 継続 10

丹鉄利用促進事業                                            5,338 継続 11

除雪関連事業                                                49,000 継続 12

15,802 継続 13

急傾斜地崩壊対策事業                                        5,500 継続 14

由良川水系樋門等施設管理事業                                4,901 継続 15

3,091 継続 16

277 継続 17

地域介護・福祉空間施設整備事業 1,676 新規 18

保育所委託事業                                              38,052 継続 19

地域振興基金造成事業                    100,000 継続 20

企業誘致促進特別対策事業　                                  92,005 継続 21

農地耕作条件改善事業                                        12,540 継続 22

ため池等農地災害危機管理対策事業                            10,000 継続 23

大呂自然休養村管理事業      61 継続 24

一般管理費（職員人件費）                                      245,027 継続 25

市有地販売事業                                              39,688 継続 26

京都府税務共同化事業                                        4,411 継続 27

686,913

弘法川等河川改修関連橋りょう整備事業

⑤　子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉・子育て）

⑥　地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり（産業・地域活力）

⑦　行財政効率の高いまちづくり

一
 

般
 

会
 

計

通
　
常
　
補
　
正

小計

鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業              

市営林安心・安全の森づくり事業（弘法川流域等）

③　だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり（生活基盤）

④　豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり（防災・環境）

（単位：　千円）

区分/政策名
補正額 増減区分 ページ

事業名
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地域再建被災者住宅等支援事業                                △31,620 28

災害援護資金貸付事業                                        △22,950 28

教育集会所災害復旧事業                                      △6,200 29

大江支所災害復旧事業                                        △6,600 29

社会体育施設災害復旧事業                                    △5,100 30

児童館災害復旧事業                                          △15,192 30

埋立処分場災害復旧事業                                      △5,000 31

中小企業者災害復旧緊急支援事業                              △49,000 31

農林業者生産設備再建支援事業                            △1,500 32

被災農地営農再開緊急支援事業                                △3,870 32

災害に強い森づくり事業                                      △40,000 33

△187,032

竜王戦福知山城対局事業                                      △3,398 34

第三セクター等改革推進債償還基金積立事業                 △53,109 34

地方債繰上償還金                                            △20,000 35

児童扶養手当事業                                            △37,062 35

児童手当事業                                                △84,230 36

妊産婦健康診査事業                                          △3,000 36

福祉施設改修事業                                            △27,000 37

自立支援給付（障害福祉サービス等）事業                      △18,788 37

外出支援助成事業                                            △5,073 38

老人保護措置事業                                            △10,835 38

介護人材確保対策事業                                        △3,265 39

認知症地域支援体制構築事業                                  △2,000 39

女性のためのがん検診推進事業                                △4,005 40

防災行政無線整備事業                                        △15,120 40

再エネ・省エネ推進事業                                      △6,000 41

街なみ環境整備事業                                          △2,000 41

ふるさと融資貸付事業                                        △100,000 42

京野菜生産加速化事業                                        △11,250 42

農地中間管理事業                                            △3,374 43

多面的機能支払交付事業                                      △12,186 43

林業の担い手支援事業                                        △1,275 44

小計

減額

（単位：　千円）

区分/政策名
補正額 増減区分 ページ

事業名

災
害
関
連

減額

一
 

般
 

会
 

計

減

額

補

正

通

常

事

業

継続費補正（変更）
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◆ 財政調整基金繰入金の減額補正について（P50） 

 

◆ 継続費の補正について 

（１）一般会計     変更「福祉施設改修事業」 

（２）下水道事業会計  変更「土師排水区段畑雨水ポンプ場建設事業」 

 

◆ 繰越明許費の補正について 

（１）一般会計       追加「地域介護・福祉空間施設整備事業」ほか２４件 

            変更「災害強い森づくり事業」ほか２件 

（２）特別会計 

        農業集落排水施設事業特別会計    農業施設集落排水施設管理事業（下水道課）ほか１件 

中村団地建替事業                                            △17,508 44

街路事業（多保市正明寺線 高畑工区）                         △8,000 45

消防団施設整備事業                                          △16,000 45

水防センター整備事業                                        △9,100 46

消防車両更新事業                                            △5,000 46

小学校教室棟便所改修事業                                    △5,900 47

中学校教室棟便所改修事業                                    △18,800 47

中学校施設空調設備設置事業                                  △6,000 48

大江地域学校統合整備事業                                    △11,500 48

スクールサポーター配置事業                                  △4,312 49

小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業                    △12,225 49

中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業                    △13,613 50

△550,928

国民健康保険事業特別会計繰出金 3,083 継続 27

一般会計（補正第８号）　　   63事業　　　　計 △47,964

補正額 増減区分 ページ

3,083 継続 27

1,000 継続 51

△384,000 継続 52

特別会計・企業会計 　３会計　　　　計　 △379,917

全会計 　　　合計　 △427,881

小計

増減区分 ページ
事業名

特
別
会
計
・
企
業
会
計

【国民健康保険事業特別会計】（補正第３号）
　  京都府税務共同化事業

【休日急患診療所費特別会計】（補正第１号）
　  休日急患診療所費運営経費

【下水道事業会計】（補正第５号）
　  下水道事業

事業名

繰出金
補正

（単位：　千円）

（単位：　千円）

区分/政策名
補正額

一
 

般
 

会
 

計

減
　
額
　
補
　
正

通
　
常
　
事
　
業

継続費補正（変更）
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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 公共交通維持改善事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

59,544 

国 府 市債 その他 一般財源 2,598 

 7,398   52,146 
補正後予算額 

62,142 

 

１ 事業の背景・目的 

民間バス路線を維持し、地域住民の生活路線を確保することを目的に、市内で路

線バスを運行する事業者に対して支援を行います。 

 

２ 事業の内容 

市内で路線バスを運行する民間バス事業者及び民間バス廃止代替路線として自

主運行バスを運行する協議会に対し、運行経費のうち収支欠損相当額を補助しま

す。 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）交通対策費 

補助金   59,544千円（地方バス路線運行維持費補助金） 

（内訳） 京都交通㈱       41,068,869円 

丹後海陸交通㈱      6,792,000円  

三岳バス         3,836,413円 

庵我バス         4,665,033円 

中六人部バス       3,181,241円 

                合計        59,543,556円 

４ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）総務費府補助金 

    総務管理費補助金  7,398千円（市町村運行確保生活路線維持費補助金）  

 

    
 
 
 

担当課 市民総務部生活交通課 電話 直通 24-7084 内線 2236 

  

京都交通バス 庵我バス 
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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 丹鉄利用促進事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,338 

国 府 市債 その他 一般財源 3,274 

 

 

   
5,338 

補正後予算額 

8,612 

 

１ 事業の背景・目的 

平成30年7月豪雨で京都丹後鉄道が被災し、約2か月運休することとなり、京都

丹後鉄道は大幅な減収となりました。 

上下分離を行う際に締結した「鉄道施設等の使用及び管理等に関する契約書」

により、収入保障について協議を行うことになっており、WILLER TRAINS㈱から収

入保障の協議書が提出されました。その内容を北近畿タンゴ鉄道㈱及びWILLER TR

AINS㈱並びに沿線自治体において協議を行い、合意に至った経費を京都府をはじ

め沿線自治体と協調し支援します。 

 

 

２ 事業の内容 

WILLER TRAINS㈱への支援補助金 

 ○支援総額 52,914千円 

  

○支援内容 定期外運輸収入の減少分  33,484千円 

       代行バス運行経費      9,897千円 

       受取車両使用料の減額分   9,533千円 

 

 ○負担内訳 京都府負担額       24,995千円 

       府内市町負担額      24,995千円 

(うち本市負担額5,338千円) 

           兵庫県域負担額       2,924千円 

  

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）交通対策費  

    補助金   5,338千円 （7月豪雨災害に係るWILLER TRAINS㈱への支援補助金） 

 

担当課 市民総務部生活交通課 電話 直通 24-7084 内線 2236 
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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 除雪関連事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

49,000 

国 府 市債 その他 一般財源 59,213 

    49,000 
補正後予算額 

108,213 

 

１ 事業の背景・目的 

主要な生活道路の交通を確保するため、除雪計画に基づき迅速に除雪を行い、円

滑な車輌交通等の確保を行い、市民生活の安定に寄与することを目的とします。 

 

 

２ 事業の内容 

市内の除雪路線340路線と協議路線80路線の計420路線の除雪業務と27路線に対し

て凍結防止剤散布業務を計37業者に委託して実施します。 

除雪路線は、原則朝5時の時点で市道上の積雪深が15㎝以上の場合に、協議路線は、

除雪路線の条件に加えて当該路線の存する自治会長の依頼があった場合に作業を行

います。 

凍結防止剤散布は、気象に関する予報等により作業を行います。 

実績見込み額が予算を上回るため、必要額の補正を行います。 

  

 

３ 事業費の内訳  

（款）土木費 （項）道路橋りょう費 （目）道路維持費 

委託料        49,000千円（維持管理業務） 

 

担当課 土木建設部道路河川課 電話 直通 24-7054 内線 4212 
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 政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

15,802 

国 府 市債 その他 一般財源 37,507 

   15,802  
補正後予算額 

53,309 

 

１ 事業の背景・目的 

駅周辺等における定期借地収入や普通財産売払収入、法定外公共用財産売払収

入等を鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金へ積み立てます。 

 

 

２ 事業の内容 

当初予算より土地の売払収入が増えたため、増額補正して積み立てます。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）土木費 （項）都市計画費 （目）土地区画整理費 

積立金    15,802千円（鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立金） 

  

 

４ 主な特定財源 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 

土地売払収入   150,802千円 

（内訳）普通財産土地売払収入  4,400千円 

京都府施行床上浸水対策特別緊急工事に伴う行政財産土地売払収入

                                11,402千円 

 
 

担当課 土木建設部都市計画課 電話 直通 24-7050 内線 4317 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 急傾斜地崩壊対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,500 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

  2,700 2,750 50 
補正後予算額 

5,500 

 

１ 事業の背景・目的 

急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止対策として京都府が実施するもので、事業

実施にあたっては現場の状況に合わせた負担割合により市町村が受益者負担金を納

めています。 

本市における平成 30 年度の事業費に対する負担金を支出することで、市民の生

命・財産を守ります。 

本年度分の京都府施工事業費が確定したため、補正を行うものです。 

 

２ 事業の内容 

                              （単位：円） 

事業箇所 事 業 費 負担金割合 負担金額 うち地元分担金額 

下小田 73,500,000  5％ 3,675,000 1,837,500 

三河Ⅱ 36,500,000  5％ 1,825,000 912,500 

計 110,000,000 － 5,500,000 2,750,000 

                      ※地元分担金は市負担金額の2分の1 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）土木費 （項）河川費 （目）河川総務費 

負担金    5,500千円 

（京都府施工の急傾斜地崩壊対策事業２箇所にかかる市町村負担金） 

 

 

４ 特定財源 

（款）分担金及び負担金 （項）分担金 （目）土木費分担金 

河川費分担金  2,750千円（急傾斜地崩壊対策事業地元分担金） 

（款）市債 （項）市債 （目）土木債 

河川事業債    2,700千円 

（防災対策事業債〔自然災害防止事業〕充当率100％） 

担当課 土木建設部用地課 電話 直通 24-7028 内線 4334 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 由良川水系樋門等施設管理事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

4,901 

国 府 市債 その他 一般財源 13,509 

 272   4,629 
補正後予算額 

18,410 

 

１ 事業の背景・目的 

平成30年7月豪雨により、由良川水系における河川管理施設（樋門等）の管理

業務委託料に不足が生じたため、増額補正を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

   由良川水系における河川管理施設（樋門等）を管理業務委託により、平常時

維持管理と出水時の操作を行います。 

市管理樋門等    12施設 

京都府管理樋門等  15施設 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）土木費 （項）河川費 （目）河川総務費 

委託料     4,901千円（樋門等管理業務） 

 

 

４ 特定財源 

（款）府支出金 （項）府委託金 （目）土木費府委託金 

河川費委託金   272千円（施設管理委託料〔京都府管理樋門等〕） 

 

担当課 土木建設部用地課 電話 直通 24-7028 内線 4334 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 弘法川等河川改修関連橋りょう整備事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,091 

国 府 市債 その他 一般財源 80,000 

  3,000  91 
補正後予算額 

83,091 

 

１ 事業の背景・目的 

平成26年8月豪雨による内水被害への対策として、国・府・市３者による「由良

川流域（福知山市域）における総合的な治水対策協議会」で示された方針に基づき、

京都府管理河川である弘法川の改修にあわせて弘法川に架かる市道橋の改修を行

います。 

 

 ２ 事業の内容 

京都府が施工する弘法川改修に伴う市道橋の架け替えに関する費用負担を行い

ます。 

市道篠尾新町呉服線に架かる橋梁 １箇所（新弘橋） 

今回、本工事で発生する建設発生土の残土処分において、追加の費用が生じたた

め、必要額の補正を行います。 

 

３ 事業費の内訳  

（款）土木費 （項）道路橋りょう費 （目）橋りょう維持費 

負担金  3,091千円（京都府への負担金） 

 

４ 主な特定財源 

  （款）市債 （項）市債 （目）土木債 

道路橋りょう事業債  3,000千円 

（防災対策事業債〔自然災害防止事業〕充当率100％） 

 

  
     平成26年8月豪雨直後            現 在 

担当課 土木建設部道路河川課 電話 直通 24-7059 内線 4218 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 市営林安心・安全の森づくり事業（弘法川流域等） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

277 

国 府 市債 その他 一般財源 11,849 

 2,864  △2,587  

補正後予算額 

12,126 

 

１ 事業の背景・目的 

市営林の間伐業務委託について、入札により不用額が生じたため、減額補正を

行います。 

また、京都府豊かな森を育てる府民税市町村交付金（基本枠）から関係事業に

要する経費を除いた金額を「福知山市豊かな森を育てる基金」に積み立てます。 

 

 

２ 事業の内容 

（１）市営林間伐業務（市寺地区ほか）A=27.6ha 

（２）豊かな森を育てる基金積立 

 

 

 ３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）財産管理費 

   委託料       △2,669千円 

   積立金        2,946千円（豊かな森を育てる基金積立金） 

 

 

 ４ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）総務費府補助金 

総務管理費補助金   2,864千円（豊かな森を育てる府民税市町村交付金） 

  （款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

豊かな森を育てる基金繰入金   △2,587千円 

 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4132 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 地域介護・福祉空間施設整備事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

  1,676 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

1,676     
補正後予算額 

1,676 

 

１ 事業の背景・目的 

    平成 27年の消防法施行令の改正に伴い、小規模高齢者施設等でも「避難が困難な

要介護者（要介護 3 以上）を主として入居させるもの」については、スプリンクラ

ーの設置が義務付けられました。 

これにより軽度な者が入居する小規模高齢者施設等についても、入居者の重度化

に伴い、スプリンクラーの設置が義務付けられます。 

ついては市内にある小規模高齢者施設等の内、「宿泊を伴うデイサービス事業 

所」において、火災に備えた防火対策の充実、利用者の生命・財産の保護を図るこ

とを目的に実施されるスプリンクラーの整備に対して、国の補助金を活用して支援

を行います。 

 

２ 事業の内容 

軽度な者が入居する小規模高齢者施設等で、入居者の重度化に伴い、将来的に

スプリンクラーの設置が義務付けられる「宿泊を伴うデイサービス事業所」に対

して、スプリンクラーの整備費用として、国の地域介護・福祉空間整備等施設整

備交付金を活用し補助を行います。 

 

対象事業所  茶話本舗デイサービス花信風おさだ  

整備事業費  4,080,000円 

補助金    補助金交付基準単価9,260円×181㎡＝1,676,000円 

 

３ 事業費の内訳 

（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）老人福祉費 

   補助金  1,676千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）民生費国庫補助金 

  社会福祉費補助金 1,676千円（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金） 

 

 

 

 

 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2150 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 保育所委託事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

38,052 

国 府 市債 その他 一般財源 2,218,257 

55,699 3,336   △20,983 
補正後予算額 

2,256,309 

 

１ 事業の背景・目的 

子ども・子育て支援法による給付制度に基づき、民間認可保育所等に保育業務

を委託しています。 

委託の費用は、国が定める公定価格に基づいて算出しています。平成30年度の

公定価格の単価改定による支弁額増額と保育所入所児童が見込みより増加したこ

とに伴い、給付費の増額補正を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

（款）民生費 （項）児童福祉費 （目）児童措置費  

委託料   38,052千円 

 

 

３ 主な特定財源 

 （款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）民生費国庫負担金 

児童福祉費負担金   58,833千円（保育所運営費〔私立〕） 

 （款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）民生費国庫負担金 

児童福祉費負担金  △3,134千円（保育所運営費〔広域〕） 

 （款）府支出金 （項）府負担金 （目）民生費府負担金 

児童福祉費負担金   4,799千円（保育所運営費〔私立〕）     

 （款）府支出金 （項）府負担金 （目）民生費府負担金 

児童福祉費負担金  △1,463千円（保育所運営費〔広域〕）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7011 内線 6211 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 地域振興基金造成事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

－ 

100,000 

国 府 市債 その他 一般財源 

     100,000 
補正後予算額 

100,000 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市地域振興基金条例に基づき、市民の連帯の強化及び地域振興に要する

資金を地域振興基金に積み立て、今後市民の連帯感の醸成や地域振興に資する事

業の財源として活用します。 

 

 

 ２ 事業の内容 

平成30年度予算の一般財源分を地域振興基金に積み立て、地域活性化、産業支

援、また観光誘客など、将来の地域振興施策の財源として活用します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）地域交流推進費 

積立金  100,000千円 （地域振興基金積立金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-9174 内線 3132 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 企業誘致促進特別対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

92,005 

国 府 市債 その他 一般財源 67,180 

   △7,000 99,005 
補正後予算額 

159,185 

 

１ 事業の背景・目的 

アネックス京都三和等への企業誘致と既存企業の操業を支援する事業におい

て、当初見込みより奨励金の支出が少なかったため、減額補正します。 

   また、平成30年度末において、法人企業を中心に業績が好調であることから、

  法人市民税などの増収及び前年度繰越金などを財源に企業誘致促進及び工場等

  操業支援基金に積立てを行います。 

 

 

２ 事業の内容 

   総事業費67,180千円のうち、工場の新設及び雇用奨励金に係る7,000千円を減

額します。また、企業誘致の促進、工場等の操業支援に要する資金に充てるた

め、99,005千円を企業誘致促進及び工場等操業支援基金に積立てます。 

 

 ３ 事業費の内訳  

（款）商工費 （項）商工費 （目）商工業振興費 

    補助金    △7,000千円 

                              （単位：千円） 

項 目 予算額 支出見込額 不用額 

企業誘致促進事業費 42,100 23,000 19,100 

操業支援事業費 24,500 36,600 △12,100 

負担金等 580 580 0 

合計 67,180 60,180 7,000 

 

    積立金     99,005千円（企業誘致促進及び工場等操業支援基金積立金）   

 

４ 主な特定財源 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

    企業誘致促進及び工場等操業支援基金繰入金  △7,000千円 

 

 

 

 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7077 内線 4161 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 農地耕作条件改善事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

12,540 

国 府 市債 その他 一般財源 8,200 

 6,897 3,700 1,504 439 
補正後予算額 

20,740 

 
１ 事業の背景・目的 

ほ場整備完了後、20年以上経過した施設が多い中、施設の長寿命化と維持管理経費

の節減を図るため、老朽化した農地・農業用施設の改修や更新を実施します。 

国の補正により、京都府から補助交付額の内示を受けたことから、土地区農道舗装

にかかる事業費の増額補正を行います。 

 
２ 事業の内容 

土地区の農道について、長寿命化を図るため、舗装工事を行います。 

 

３ 事業費の内訳 
（款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

工事請負費    12,540千円 
 

 ４ 主な特定財源 
（款）分担金及び負担金 （項）分担金 （目）農林業費分担金 

農業費分担金       1,504千円 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）農林業費府補助金 

農業費補助金     6,897千円 
（款）市債 （項）市債 （目）農林業債 

農業債       3,700千円（公共事業等債） 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
               

            土地区農道 
 

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7042 内線 4115 

  



23 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 ため池等農地災害危機管理対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

10,000 

国 府 市債 その他 一般財源 33,500 

 10,000   
 

補正後予算額 

43,500 

 
１ 事業の背景・目的 

豊富用水池の水利施設である農業用水路は、長期供用に伴い施設が老朽化して
いる状況です。老朽化に伴い水路からの漏水等が危惧されており、本用水路の健
全な状態を維持し長寿命化を図ります。 

国の補正により、京都府から補助交付額の内示を受けたことから、豊富用水路

の実施計画策定にかかる事業費の増額補正を行います。 
 

２ 事業の内容 
豊富用水路の長寿命化にかかる実施計画策定業務を行います。 

 
３ 事業費の内訳 
（款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

委託料       10,000千円（計画策定業務） 
 

 ４ 主な特定財源 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）農林業費府補助金 

農業費補助金    10,000千円 

 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
豊富用水路 

 

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7042 内線 4115 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 大呂自然休養村管理事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

61 

国 府 市債 その他 一般財源 17,088 

    61 
補正後予算額 

17,149 

 
１ 事業の背景・目的 

自然環境あふれる大呂自然休養村センターにおいて、指定管理者による民間の
ノウハウを活用した効率的かつ効果的な管理運営を実施することにより、宿泊・
観光・レクリエーション等の総合的なサービスを提供するとともに、都市住民と
の交流促進や地域の活性化を図っています。 

平成30年7月豪雨により大呂自然休養村センターキャンプ場及び隣接する親水
公園に土砂が流入しキャンプ場等が使用できなくなり、不可抗力によって指定管
理者の売上に損失が生じたため、その損失の補填を行います。 

 
２ 事業の内容 
【指定管理概要】 

○指定管理 者  株式会社丹波悠遊の森協会 
○指 定 期 間  平成30年度～34年度（5年間） 
○指定管理 料  16,000千円／年〔当初予算額17,000千円／年〕 
○指定管理施設  宿泊管理棟・グラウンドゴルフ場・キャンプ場 
 
指定管理者との年度協定締結の結果、指定管理料が当初見込みより減少したた

め指定管理料を減額します。また、平成30年7月豪雨の影響による不可抗力によっ
て生じた施設利用者のキャンセル等による売上損失を基本協定に基づき補填しま
す。 

 
３ 事業費の内訳 
（款）農林業費 （項）農業費 （目）農業総務費 

委託料                     △1,000 千円（指定管理料） 

補償、補填及び賠償金         1,061 千円（補填金） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7041 内線 4112 

キャンプ場被害状況 親水公園被害状況 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 一般管理費（職員人件費） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

245,027 

国 府 市債 その他 一般財源 1,729,454 

    245,027 
補正後予算額 

1,974,481 

 

１ 事業の背景・目的 

   職員の退職者が確定したことにより不足する退職手当の補正を行うものです。 

 

 

２ 事業の内容 

退職者数が当初の見込より増加し、予算額を上回るため、不足する退職手当の

補正を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）一般管理費 

当初予算額        ２３人  471,960千円 …① 

決算見込額        ４６人  716,987千円 …② 

補正額          ②－①＝ 245,027千円 

   

担当課 市長公室職員課 電話 直通 24-7034 内線 3232 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 市有地販売事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

39,688 

国 府 市債 その他 一般財源 126,944 

   39,688  
補正後予算額 

166,632 

 

１ 事業の背景・目的 

公共施設マネジメント計画の進捗により創出された土地の売払収入及び貸付収入

を公共施設等総合管理基金に積立て、公共施設マネジメント計画に基づく公共施設

等の整理、整備等に関する経費に充当します。 

 

 

２ 事業の内容 

創出土地売払収入が当初予算額に対し39,688千円増収となったため、公共施設

等総合管理基金の積立金額を増額します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）財産管理費 

積立金     39,688千円（公共施設等総合管理基金積立金） 

 

 

４ 主な特定財源 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 

土地売払収入     39,688千円（創出土地売払収入） 
 

担当課 財務部資産活用課 電話 直通 24-7068 内線 4341 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 
京都府税務共同化事業  

（一般会計・国民健康保険事業特別会計）  継続 

一 

般 

会 

計 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

4,411 

国 府 市債 その他 一般財源 44,300 

    4,411 
補正後予算額 

48,711 

国 

保 

特 

会 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,083 

国 府 市債 その他 一般財源 23,201 

   3,083  
補正後予算額 

26,284 
 

１ 事業の背景・目的  

京都地方税機構は、公平公正で効率的な税務行政の確立のために平成21年8月5日

に設立され、平成22年度から本格的に共同徴収業務を開始し、平成24年度からは法

人関係税の課税事務を、平成28年度からは軽自動車税の課税事務の一部を共同化し

ました。現在、償却資産の課税共同化に向けた準備が進められています。 

府内の地方自治体が共同して徴収業務を行うことで、滞納者に対しての一斉催告

や差押など、より厳格で公正な業務執行が可能となり、収納率や延滞金の徴収が向

上しています。 

また、課税事務を統合的に行うことにより、納税者の利便性向上や業務の効率化

が図られています。 

  

２ 事業の内容  

京都地方税機構の運営経費は、同機構の規約に基づき、構成団体が負担金を支出

していますが、同機構において事務費及び人件費の予算補正が行われ、本市の負担

金の額が当初予算額を上回ることとなったため、負担金を補正します。 
  

３ 事業費の内訳 
会    計 補正前予算額 補 正 予 算 額 補正後予算額 

一 般 会 計 

① 旅 費 166 0 166 

② 委託料 882 0 882 

③ 賃借料 3,856 0 3,856 

④ 負担金 39,396 4,411 43,807 

計 44,300 4,411 48,711 
国民健康保険 
事業特別会計 ⑤ 負担金 23,201 3,083 26,284 

負 担 金 合 計 負担金 
(④+⑤) 62,597 7,494 70,091 

 

４ 主な特定財源（国民健康保険事業特別会計） 

  一般会計繰入金   3,083千円 

担当課 
財務部税務課 
市民総務部保険年金課 

電話 
直通 24-7024 内線 3363 
直通 24-7019 内線 2261 
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区 分 災害救助（生活支援） （単位：千円） 

事業名 地域再建被災者住宅等支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△31,620 

国 府 市債 その他 一般財源 152,650 

 △21,080   △10,540 
補正後予算額 

121,030 

１ 減額の理由 

  平成30年7月豪雨により被害を受けた住宅の再建に関して、地域再建被災者住

宅等支援事業補助金等を交付していますが、平成31年度に補助金交付申請がされ

る見込み分について減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費 

補助金       △31,620千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

  災害救助費補助金  △31,620千円×2/3＝△21,080千円 

担当課 土木建設部建築住宅課 電話 直通 24-7053（直通）内線4242 

 
区 分 災害救助（生活支援） （単位：千円） 

事業名 災害援護資金貸付事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△22,950 

国 府 市債 その他 一般財源 25,900 

  △25,900  2,950 
補正後予算額 

2,950 

１ 減額の理由 

災害弔慰金の支給等に関する法律等により、平成30年7月豪雨に係る災害援護

資金の貸付を行ったところ、貸付申込みが無かったため減額します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費 

貸付金  △22,950 千円（災害援護資金貸付金） 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）民生債 

災害援護資金貸付債  △25,900千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7087 内線 2108 
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区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 教育集会所災害復旧事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,200 

国 府 市債 その他 一般財源 13,800 

  △6,200   
補正後予算額 

7,600 

１ 減額の理由 
平成30年7月豪雨により被災した2教育集会所（新町コミュニティ会館〔大江

町河守〕、昭和集会所〔大江町南有路〕）の災害復旧工事において、設計精査
及び入札による不用額が生じたため減額補正します。 

 
２ 減額事業費の内訳 
（款）災害復旧費 （項）厚生労働施設災害復旧費 （目）民生施設災害復旧費 

工事請負費 △6,200千円  
新町コミュニティ会館災害復旧工事 △5,000千円 
昭和集会所災害復旧工事      △1,200千円 

 
３ 主な特定財源 
（款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債 

厚生労働施設災害復旧事業債 △6,200千円（一般単独災害復旧事業債） 

担当課 地域振興部人権推進室 電話 直通 24-7021 内線 5144 

 
区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 大江支所災害復旧事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 
  

17,200 

△6,600 

国 府 市債 その他 一般財源 

  △6,600    
補正後予算額 

 10,600 

１ 減額の理由 
平成30年7月豪雨により被災した大江町地域振興センター災害復旧工事にお

いて、設計精査及び入札による不用額が生じたため減額補正します。 
 
 ２ 減額事業費の内訳 

（款）災害復旧費 （項）その他公共施設・公用施設災害復旧費 
その他公共施設・公用施設災害復旧費 
工事請負費 △6,600千円（大江町地域振興センター災害復旧工事） 

 
３ 主な特定財源 
（款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債 

その他公共施設・公用施設災害復旧事業債  △6,600千円 
（一般単独災害復旧事業債） 

担当課 地域振興部大江支所 電話 直通 56-1101 内線 75-9311 
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区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 社会体育施設災害復旧事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,100 

国 府 市債 その他 一般財源 10,600 

  △5,100   
補正後予算額 

5,500 

１ 減額の理由 

平成30年7月豪雨により被災した社会体育施設の災害復旧において、設計精査

及び入札による不用額が生じたため減額補正します。 
 

２ 減額事業費の内訳 

（款）災害復旧費 （項）文教施設災害復旧費 （目）保健体育施設災害復旧費 

工事請負費      △4,552千円 

備品購入費       △548千円 
 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債 

文教施設災害復旧事業債    △5,100千円（一般単独災害復旧事業債） 

担当課 地域振興部文化・スポーツ振興課 電話 直通 24-7069 内線 5332 

 

区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 児童館災害復旧事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△15,192 

国 府 市債 その他 一般財源 30,300 

 △10,128 △5,100  36 
補正後予算額 

15,108 

１ 減額の理由 
平成30年７月豪雨により被災した堀児童館及び庵我児童館の災害復旧工事に

おいて、現地確認の結果、当初設計で予定していた床の全面張替が不要になる
など工事規模が縮小したため、不用額の減額補正を行います。 

 
２ 減額事業費の内訳 
（款）災害復旧費 （項）厚生労働施設災害復旧費 （目）民生施設災害復旧費 

工事請負費   △15,192千円（児童館災害復旧工事） 
 
３ 主な特定財源 

   （款）府支出金 （項）府補助金 （目）災害復旧費府補助金 
厚生労働施設災害復旧費補助金   △10,128千円 

（款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債 
厚生労働施設災害復旧事業債  △5,100（一般単独災害復旧事業債） 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7082 内線 6250 
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区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 埋立処分場災害復旧事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,000 

国 府 市債 その他 一般財源 8,500 

  △5,000   
補正後予算額 

3,500 

１ 減額の理由 

  平成30年７月豪雨による埋立処分場内管理道路等の崩落箇所に係る復旧工事

において、復旧工法の変更により不用額が生じたため減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）災害復旧費 （項）厚生労働施設災害復旧費 （目）衛生施設災害復旧費 

工事請負費 △5,000千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債（項）市債（目）災害復旧費 

厚生労働施設災害復旧事業債 △5,000千円（一般単独災害復旧事業債） 

担当課 市民総務部生活環境課 電話 直通 22-1827 内線 6100 

 

区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 中小企業者災害復旧緊急支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△49,000 

国 府 市債 その他 一般財源 64,830 

    △49,000 
補正後予算額 

15,830 

１ 減額の理由 

   平成30年7月豪雨災害により被災された市内中小企業者に対し、店舗や機械設

備の修繕等に要する費用の一部を補助することで、円滑な事業再開を促進し、

被災による廃業の抑制及び経営安定を図ることを目的としています。 

 しかしながら、当初見込みと比べ、実際の申請件数が少なかったため、減額補

正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）商工費  （項）商工費 （目）商工業振興費 

補助金     △49,000千円 

   執行見込額 15,830千円－当初計画額 64,830千円＝ 補正額 △49,000千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7075 内線 4144 
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区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 農林業者生産設備再建支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,500 

国 府 市債 その他 一般財源 1,500 

 △1,500    
補正後予算額 

0 

１ 減額の理由 

平成30年7月豪雨により被災した農業機械等の再取得にかかる経費の3/10を支

援する事業において、活用がなかったため減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

補助金      △1,500千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）農林業費府補助金 

農業費補助金  △1,500千円（農林業者生産設備再建支援事業） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 

 

区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 被災農地営農再開緊急支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,870 

国 府 市債 その他 一般財源 4,000 

    △3,870 
補正後予算額 

130 

１ 減額の理由 

平成30年7月豪雨により被災した農地の営農再開、冠水した茶園等の樹勢回復に

向けた肥料や堆肥の購入費に対する支援を行なう事業において、補助対象事業費

が確定したことにより、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

補助金     △3,870千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 
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区 分 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 災害に強い森づくり事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△40,000 

国 府 市債 その他 一般財源 106,000 

 △40,000    
補正後予算額 

66,000 

１ 減額の理由 

京都府より平成30年度の事業実施箇所の割当がなかったため、対象事業費の減

額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）農林業費 （項）林業費 （目）林業振興費 

需用費        △200千円（消耗品費） 

委託料       △3,200千円（測量設計、森林整備） 

工事請負費    △36,600千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府委託金 （目）農林業費府委託金 

林業費委託金     40,000千円（災害に強い森づくり事業委託金） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4132 
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政策名 シティープロモーション関連 （単位：千円） 

事業名 竜王戦福知山城対局事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,398 

国 府 市債 その他 一般財源 15,527 

 △3,004  △394    
補正後予算額 

12,129 

１ 減額の理由 
「第31期竜王戦」第4局福知山城対局事業にかかる事業費が確定したため、減

額補正を行います。また、ふるさと納税型の竜王戦クラウドファンディングを
実施し全国から寄附を受けましたので、併せて財源更正を行うものです。 

  
 ２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）諸費 
  委託料  △1,163千円   負担金  △2,235千円 

 
３ 主な特定財源 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）総務費府補助金  

総務管理費補助金       △3,004千円（みらい戦略一括交付金） 
（款）寄附金 (項)寄附金 (目)総務費指定寄附金 

総務管理費指定寄附金    2,030千円（竜王戦クラウドファンディング） 
（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

ふるさと納税基金繰入金 △2,764千円 
（款）諸収入 （項）雑入 （目）雑入 

雑入                      340千円（竜王戦関連イベント参加負担金） 

担当課 市長公室秘書広報課 電話 直通 24-7090 内線 3155 

 
政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 第三セクター等改革推進債償還基金積立事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△53,109 

国 府 市債 その他 一般財源 190,822 

  
 

△53,109  
補正後予算額 

137,713 

１ 減額の理由 
公社継承土地売却見込額の減に伴い、第三セクター等改革推進債償還基金の積

立金を減額補正します。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）総務費 （項）総務管理費 （目）財産管理費 

積立金       △53,109千円（第三セクター等改革推進債償還基金積立金） 
 

３ 主な特定財源 
（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 

土地売払収入   △53,109千円（公社継承土地売払収入） 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 



35 

 

政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 地方債繰上償還金 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△20,000 

国 府 市債 その他 一般財源 180,000 

  
 

△20,000  
補正後予算額 

160,000 

１ 減額の理由 

公社継承土地売却見込額の減に伴い、第三セクター等改革推進債償還基金の積

立金が減額されるため、第三セクター等改革推進債の繰上償還金を減額補正しま

す。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）公債費 （項）公債費 （目）元利償還金 

償還金     △20,000千円（第三セクター等改革推進債繰上償還金） 

 

３ 主な特定財源 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

第三セクター等改革推進債償還基金繰入金   △20,000千円 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 

 

政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 児童扶養手当事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△37,062 

国 府 市債 その他 一般財源 366,756 

△12,354    △24,708 
補正後予算額 

329,694 

１ 減額の理由 

児童扶養手当の支給対象となるひとり親家庭等の延べ人数が減少し、それに

伴い支給額も減少するため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）民生費 （項）児童福祉費 （目）児童措置費  

扶助費  △37,062千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）民生費国庫負担金 

児童福祉費負担金  △12,354千円（児童扶養手当負担金） 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7011 内線 6211 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 児童手当事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△84,230 

国 府 市債 その他 一般財源 1,350,403 

△56,153 △14,038   △14,039 
補正後予算額 

1,266,173 

１ 減額の理由 
児童手当の支給対象となる児童の延べ人数が減少し、それに伴い支給額も減

少するため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）民生費 （項）児童福祉費 （目）児童措置費  

扶助費  △84,230千円 
 
３ 主な特定財源 
（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）民生費国庫負担金 

児童福祉費負担金 △56,153千円（児童手当負担金） 
（款）府支出金 （項）府負担金 （目）民生費府負担金 

児童福祉費負担金 △14,038千円（児童手当負担金） 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7011 内線 6211 

 

政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 妊産婦健康診査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,000 

国 府 市債 その他 一般財源 69,416 

△500    △2,500 
補正後予算額 

66,416 

１ 減額の理由 
妊婦健康診査において、対象者数が当初見込みより減少するため、減額補正

を行います。また、産婦健康診査（産後2週間と1か月に2回受診）においては、
2週間健診を受けず1か月健診のみの受診となった産婦の健診費用について、減
額補正します。 

   
２ 減額事業費の内訳 
（款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）保健指導費  

 委託料    △3,000千円 
 

３ 主な特定財源 
（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）衛生費国庫補助金 

保健衛生費補助金     △500千円（母子保健衛生費国庫補助金） 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7055 内線 6273 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 福祉施設改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△27,000 

国 府 市債 その他 一般財源 320,800 

  △30,700  3,700 
補正後予算額 

293,800 

１ 減額の理由 
総合福祉会館の耐震及び改修工事を平成30・31年度の2カ年計画で実施してい

ますが、入札による不用額が生じたため、事業費の減額補正と継続費の補正を
行います。また、工事内容により地方債の種類に変更が生じたため、財源更正
を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）民生費 （項）社会福祉費 
（目）社会福祉総務費 

工事請負費    △27,000千円 
 

３ 主な特定財源 
（款）市債 （項）市債 （目）民生債 

社会福祉事業債  △30,700千円 （緊急防災・減災事業債）△99,000千円 
（旧合併特例事業債）   68,300千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7088 内線 2112 

 

政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 自立支援給付（障害福祉サービス等）事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△18,788 

国 府 市債 その他 一般財源 1,627,612 

△9,394 △4,697   △4,697 
補正後予算額 

1,608,824 

１ 減額の理由 
平成 30 年 7 月豪雨をはじめ、大雨や台風等の影響により、障害福祉サービスの

利用が当初見込みより減少するため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）社会福祉援護費 

扶助費    △18,788千円 
 
３ 主な特定財源 
（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）民生費国庫負担金 

   社会福祉費負担金    △9,394千円（介護給付費〔福祉サービス〕） 
（款）府支出金 （項）府負担金 （目）民生費府負担金 

   社会福祉費負担金    △4,697千円（介護給付費〔福祉サービス〕） 

担当課 福祉保健部障害者福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2130 

総　額 年度 年割額 総　額 年度 年割額
30 283,800 30 256,800
31 189,200 31 171,200

（単位 千円）継続費補正（変更）
補    正    前 補    正    後

473,000 428,000
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 外出支援助成事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △5,073 

国 府 市債 その他 一般財源 14,250 

    △5,073 
補正後予算額 

9,177 

１ 減額の理由 

自ら外出することが困難な高齢者がタクシー等を利用して外出する場合に、そ

の料金の一部を助成する外出支援助成について、利用実績額が当初予算を下回る

見込みのため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）老人福祉費 

扶助費    △5,073千円（外出支援助成券） 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2141 

 

政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 老人保護措置事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △10,835 

国 府 市債 その他 一般財源 148,728 

    △10,835 
補正後予算額 

137,893 

１ 減額の理由 

養護老人ホーム措置及び虐待等施設緊急入所にかかる老人保護措置費につい

て、実績額が当初予算を下回る見込のため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）老人福祉費 

扶助費   △10,835千円（老人ホーム入所措置費） 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2141 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 介護人材確保対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △3,265 

国 府 市債 その他 一般財源 11,886 

   △3,265  
補正後予算額 

8,621 

１ 減額の理由 
介護職員等の不足に対処するための各種助成事業について、当初予算に対して利

用実績額が伸びなかったため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）老人福祉費 

補助金      △1,015千円（Ｕターン家賃助成、実務者研修実施補助金） 
貸付金        △2,250千円（奨学資金）  

 
３ 主な特定財源 
（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

地域福祉基金繰入金     △3,265千円 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2141 

 

政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 認知症地域支援体制構築事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △2,000 

国 府 市債 その他 一般財源 2,000 

 △2,000    
補正後予算額 

0 

１ 減額の理由 
認知症カフェ立上げ支援の財源として予定していた京都府補助金の要件改正

に伴い、整備予定であった認知症カフェが未整備となったため、減額補正を行い
ます。 

 
２ 減額事業費の内訳 
（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）老人福祉費 

補助金     △2,000千円（認知症カフェ設置補助金） 
 
３ 主な特定財源 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

   社会福祉費補助金     △2,000千円（地域包括ケア総合交付金） 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2150 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 女性のためのがん検診推進事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,005 

国 府 市債 その他 一般財源 34,255 

  
 

 △4,005 
補正後予算額 

30,250 

１ 減額の理由等 
子宮頸がん検診個別分（医療機関での受診）の有料受診者が、当初見込んでい

た人数より少なかったため、減額補正します。 
 

２ 減額事業費の内容 
 （款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）保健指導費 

委託料  △4,005千円（業務委託） 

担当課 福祉保健部健康医療課 電話 直通 23-2788 内線 2281 

 

政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 防災行政無線整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△15,120 

国 府 市債 その他 一般財源 32,400 

 △2,986 △9,200 △2,184 △750 
補正後予算額 

17,280 

１ 減額の理由 
  防災行政無線デジタル化整備にかかる基本・実施設計業務委託について、入

札による不用額が生じたため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）消防費 （項）消防費 （目）災害対策費 

委託料 △15,120千円（基本・実施設計業務委託） 
 

３ 主な特定財源 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）消防費府補助金 

消防費補助金    △2,986千円（みらい戦略一括交付金）  
（款）市債 （項）市債 （目）消防債 

災害対策事業債   △9,200千円（緊急防災・減災事業債）  
（款）諸収入（項）雑入（目）雑入 

雑入        △2,184千円（市町村交付金） 

担当課 市民総務部危機管理室 電話 直通 24-7503 内線 3512 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 再エネ・省エネ推進事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,000 

国 府 市債 その他 一般財源 10,280 

△6,000     
補正後予算額 

4,280 

１ 減額の理由 
   国庫補助金の「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金」を活用し、

本市域のエネルギー構造を把握・分析するための調査を実施し、具体的な事業
展開を進めるための導入計画の策定を予定していましたが、国庫補助金が不採
択となったため、減額補正を行います。 

 
２ 減額事業費の内訳 
（款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）環境保全費 

委託料   △6,000千円（調査業務） 
   

３ 主な特定財源 
（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）衛生費国庫補助金 

保健衛生費補助金 △6,000千円 
（エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金） 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7075 内線 4144 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 街なみ環境整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△2,000 

国 府 市債 その他 一般財源 2,000 

△1,000   △1,000  
補正後予算額 

0 

１ 減額の理由 
今年度、福知山市街なみ環境整備事業補助金の交付見込みがないため、減額

補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）商工費 （項）商工費 （目）商工業振興費 

補助金    △2,000千円 
 
３ 主な特定財源 
（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）商工費国庫補助金 

    商工費補助金        △1,000千円 （社会資本整備総合交付金） 
（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

地域振興基金繰入金  △1,000千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7077 内線 4142 
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施策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 ふるさと融資貸付事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△100,000 

国 府 市債 その他 一般財源 100,000 

  △100,000   
補正後予算額 

0 

１ 事業の背景・目的 
  地域振興に資する企業等の活動を支援するために企業等が行う設備投資等に 
 対して、本市が金融機関等と共同して無利子で貸付を行う事業において、今年 
 度に活用がなかったため、減額補正します。 
 
２ 減額事業費の内訳 
（款）商工費 （項）商工費 （目）商工業振興費 

貸付金  △100,000千円（ふるさと融資貸付金） 
 
３ 主な特定財源 
（款）市債 （項）市債 （目）地域総合整備資金貸付事業債 

地域総合整備資金貸付事業債  △100,000千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7077 内線 4161  

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 京野菜生産加速化事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△11,250 

国 府 市債 その他 一般財源 24,428 

 △11,250    
補正後予算額 

13,178 

１ 減額の理由 
京都府より当初予算計上していた事業に対する内示がなかったため、対象事業

費の減額補正を行います。 
 
２ 減額事業費の内訳 
（款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

補助金    △11,250千円 
 

３ 主な特定財源 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）農林業費府補助金 

農業費補助金  △11,250千円（京野菜生産加速化事業） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 



43 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 農地中間管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,374 

国 府 市債 その他 一般財源 5,333 

 △3,374    
補正後予算額 

1,959 

１ 減額の理由 
農地中間管理機構を通じて農地集積を行なった場合に、地域や農地の所有者に

対し、協力金を交付する事業において、補助対象事業費が確定したことにより、
減額補正を行います。 

 
２ 減額事業費の内訳 
（款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

交付金     △3,374千円 
 

３ 主な特定財源 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）農林業費府補助金 

農業費補助金  △3,374千円（農地中間管理事業） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 多面的機能支払交付事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△12,186 

国 府 市債 その他 一般財源 181,065 

 △10,137   △2,049 
補正後予算額 

168,879 

１ 減額の理由 

多面的機能支払交付金にかかる協定農用地面積の減少及び交付単価の減額に伴

い、当初見込みより交付額が少なかったため、減額補正を行ないます。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

交付金     △12,186千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）農林業費府補助金 

農業費補助金  △10,137千円（多面的機能支払交付事業） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 林業の担い手支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,275 

国 府 市債 その他 一般財源 3,407 

    △1,275 
補正後予算額 

2,132 

１ 減額の理由 
林業の担い手支援事業に係る補助対象事業費が確定したことにより、減額補正

を行います。 
 
２ 減額事業費の内訳 
（款）農林業費 （項）林業費 （目）林業振興費 

補助金       △1,275千円（林業の担い手支援事業） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4132 

 

政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 中村団地建替事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△17,508 

国 府 市債 その他 一般財源 17,508 

  △13,100 △4,408  
補正後予算額 

0 

１ 減額の理由 
平成30年度中に府営住宅中村団地の建替事業により、団地内道路の整備工事及

び市営住宅の解体、入居者の移転補償を行う予定であったが、府営住宅建設の工
事期間の見直しにより平成31年度に実施することとなったため、減額補正を行い
ます。 

 
２ 減額事業費の内訳 
（款）土木費 （項）住宅費 （目）住宅建設費  

工事請負費    △3,000千円   
負担金     △14,508千円（移転補償費、住宅解体費） 

 
３ 主な特定財源 
（款）市債 （項）市債 （目）土木債 

   住宅事業債   △13,100千円（公営住宅建設事業債） 
（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

   公共施設等総合管理基金繰入金   △ 4,408千円  

担当課 土木建設部建築住宅課 電話 直通 24-7058 内線 4246 
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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 街路事業（多保市正明寺線 高畑工区） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△8,000 

国 府 市債 その他 一般財源 134,029 

△22,332  13,600  732 
補正後予算額 

126,029 

１ 減額の理由 
   旧高畑橋等の撤去工事費の執行見込みが当初の計画より少なくなったため、

減額補正を行います。また、国庫補助の配分が当初の見込より少なかったため、
財源更正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）土木費 （項）都市計画費 （目）街路事業費 

工事請負費    △8,000（旧高畑橋等撤去工事） 
  
３ 主な特定財源 

   （款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）土木費国庫補助金 
都市計画費補助金  △22,332千円（防災・安全交付金） 

  (款) 市債 （項）市債 （目）土木債 
都市計画事業債     13,600千円（旧合併特例事業債） 

担当課 土木建設部都市計画課 電話 直通 24-7050 内線 4317 

 
政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 消防団施設整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△16,000 

国 府 市債 その他 一般財源 91,800 

  △16,000   
補正後予算額 

75,800 

１ 減額の理由 
大正分団及び中夜久野分団の統合車庫・詰所新築にかかる設計業務委託・工

事請負費について、入札による不用額が生じたため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）消防費 （項）消防費 （目）消防施設費 

   委託料         △900千円（統合車庫・詰所 設計業務） 
工事請負費     △15,100千円（統合車庫・詰所 新築工事） 

 
３ 主な特定財源 
（款）市債 （項）市債 （目）消防債 

消防事業債    △9,400千円（緊急防災・減災事業債） 
    △6,600千円（過疎対策事業債） 

担当課 消防本部消防課 電話 直通 24-0119 内線 2420＋205 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 水防センター整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,100 

国 府 市債 その他 一般財源 9,100 

  △9,100   
補正後予算額 

0 

１ 減額の理由 
国交省の実施スケジュールの変更により、予定していた設計業務を来年度以

降に着手するため、減額補正します。 
 
２ 減額事業費の内訳 
（款）消防費 （項）消防費 （目）消防施設費 

委託料     △9,100千円（設計業務） 
 

３ 主な特定財源 
（款）市債 （項）市債 （目）消防債 

消防事業債   △9,100千円（緊急防災・減災事業債） 

担当課 消防本部消防課 電話 直通 24-0119 内線 2420＋205 

 

政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 消防車両更新事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,000 

国 府 市債 その他 一般財源 224,661 

 △4,250 △700  △50 
補正後予算額 

219,661 

１ 減額の理由 
消防団の小型動力ポンプ付積載車の購入について、入札による不用額が生じ

たため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）消防費 （項）消防費 （目）消防施設費 

備品購入費    △5,000千円（消防団小型動力ポンプ付積載車） 
 

３ 主な特定財源 
（款）府支出金 （項）府補助金 （目）消防費府補助金 

消防費補助金 △4,250千円（地域防災力総合支援事業） 
（款）市債 （項）市債 （目）消防債 

消防事業債   △700千円（過疎対策事業債） 

担当課 消防本部消防課 電話 直通 24-0119 内線 2420＋205 
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政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 小学校教室棟便所改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,900 

国 府 市債 その他 一般財源 81,000 

   △5,600 △300 
  

  

補正後予算額 

75,100 

１ 減額の理由 
昭和小学校、雀部小学校及び下六人部小学校の教室棟便所改修工事において、

入札による不用額が生じたため、減額補正します。 
 

２ 減額事業費の内容 
（款）教育費 （項）小学校費 （目）学校管理費  

工事請負費    △5,900千円（小学校教室棟便所改修工事） 
 

３ 主な特定財源 
（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

公共施設等総合管理基金繰入金   △300千円 
（款）市債 （項）市債 （目）教育債 

小学校事業債   △5,600千円（旧合併特例事業債） 
 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 

 

政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 中学校教室棟便所改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△18,800 

国 府 市債 その他 一般財源 51,700 

   △17,900 △900 
  

  

補正後予算額 

32,900 

１ 減額の理由 
六人部中学校の教室棟便所改修工事において、入札による不用額が生じたた

め、減額補正します。 
 

２ 減額事業費の内容 
（款）教育費 （項）中学校費 （目）学校管理費  

工事請負費    △18,800千円（中学校教室棟便所改修工事） 
 

３ 主な特定財源 
（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

公共施設等総合管理基金繰入金   △900千円 
（款）市債 （項）市債 （目）教育債 

中学校事業債   △17,900千円（旧合併特例事業債） 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 
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政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 中学校施設空調設備設置事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,000 

国 府 市債 その他 一般財源 54,000 

   △6,000  
  

  

補正後予算額 

48,000 

１ 減額の理由 
三和中学校及び大江中学校の空調設備設置工事において、入札による不用額

が生じたため、減額補正します。 
 

２ 減額事業費の内容 
（款）教育費 （項）中学校費 （目）学校建設費  

工事請負費   △6,000千円（中学校施設空調設備設置工事） 
 

３ 主な特定財源 
 （款）市債 （項）市債 （目）教育債 

中学校事業債  △6,000千円（過疎対策事業債） 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 

 

政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 大江地域学校統合整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△11,500 

国 府 市債 その他 一般財源 30,000 

   △4,000  △7,500 
補正後予算額 

18,500 

１ 減額の理由 
大江地域学校統合整備事業にかかる校舎増改築工事の設計業務委託におい

て、入札による不用額が生じたため、減額補正します。 
 

２ 減額事業費の内容 
（款）教育費 （項）小学校費 （目）学校建設費  

委託料   △11,500千円（設計業務） 
 

３ 主な特定財源 
 （款）市債 （項）市債 （目）教育債 

小学校事業債   △4,000千円（過疎対策事業債） 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 



49 

 

政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 スクールサポーター配置事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,312 

国 府 市債 その他 一般財源 33,556 

 △2,156   △2,156 
補正後予算額 

 29,244 

１ 減額の理由 

当初の配置計画に対し、必要とする人材の確保ができなかったこと等により、不
用額が生じたため、減額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）教育費 （項）教育総務費 （目）教育振興費    

賃金       △4,312千円（スクールサポーター賃金） 

 
３ 主な特定財源 
（款) 府支出金 （項）府補助金 （目）教育費府補助金 

教育総務費補助金    △2,156千円（みらい戦略一括交付金） 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7062 内線 5120 

 

政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△12,225 

国 府 市債 その他 一般財源 62,907 

    △12,225 
補正後予算額 

50,682 

１ 減額の理由 

平成30年度より、全国的に見て高い水準であった本市の就学援助の認定所得
基準を全国の平均的な水準に見直したところ、対象者が当初見込んでいた人数
より少なかったため、減額補正します。 

 
２ 減額事業費の内訳 

（款）教育費 （項）小学校費 （目）教育振興費    

扶助費      △12,225千円（要準児童就学援助等） 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7062 内線 5120 
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政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△13,613 

国 府 市債 その他 一般財源  58,904 

    △13,613 
補正後予算額 

45,291 

１ 減額の理由 

平成30年度より、全国的に見て高い水準であった本市の就学援助の認定所得
基準を全国の平均的な水準に見直したところ、対象者が当初見込んでいた人数
より少なかったため、減額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）教育費 （項）中学校費 （目）教育振興費 

扶助費      △13,613千円（要準生徒就学援助等） 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7062 内線 5120 

 

政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 財政調整基金繰入金（歳入予算：財源更正） 
歳入予算 

財源更正 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

0 

国 府 市債 その他 一般財源 940,000 

  650,000 △650,000 
 

補正後予算額 

290,000 

 財源更正の理由 

平成30年7月豪雨等の災害復旧関連経費の財源に充てるため、財政調整基金
繰入金を9億4,000万円予算計上していましたが、農業用施設、林道施設及び公
共土木施設等の災害復旧事業において、災害復旧事業債の起債対象事業費が当
初の見込みより増えたため、同基金繰入金を減額補正することで、将来の財政
需要に備えるための基金残高の確保を図ります。 
 

① ② ③ ④ ①－②＋③－④ 

H29 年度末 

基金残高 

７月豪雨災害復旧関連 繰入予算 H29年度決算

剰余金積立

金 

３月補正 

(繰入予算) 

H30年度末 

基金残高（見込） ７月補正 ９月補正 合計 

2,712,239 670,000 270,000 940,000 459,424 △650,000 2,881,663 

※平成30年度中に発生する利子積立金は含めず集計しています。 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【休日急患診療所費特別会計】 

休日急患診療所費運営経費 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,000 

国 府 市債 その他 一般財源 14,250 

   
 

1,000 
  

  

補正後予算額 

15,250 

 

１ 事業の背景・目的 

平成31年1月からの急激なインフルエンザの流行に伴う医薬材料費増加のた

め、インフルエンザ検査キット・治療薬等の薬品費について補正します。 

 

  

  

 

 

 

 

※インフルエンザ罹患者数  １月においては、平成30年度は平成29年度罹患者数 

の約9割の人数になっていますが、平成28年度と比較 

すると、約2.3倍の人数になっています。 

 

２ 事業費の内訳 

（款）休日急患診療所費 （項）診療所費 （目）医業費 

需用費     1,000千円（薬品費） 

 

３ 主な特定財源 

（款）診療収入 （項）診療収入 （目）診療収入 

・診療収入（窓口）    147千円 

・社保支払基金      601千円 

・国保連合会診療報酬  252千円 

 

 

 

 

 1月の受診者 うち、インフルエンザ罹患者 

平成28年度 ２４４人  ９４人 

平成29年度 ４２４人 ２４０人 

平成30年度 ３８８人 ２１５人 

担当課 福祉保健部健康医療課 電話 直通 23-2788 内線 2289 
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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【下水道事業会計】 

下水道事業 
継続 

補正予算額 財源内訳（千円） 補正前予算額 

△384,000 

国 府 市債 その他 一般財源 9,131,411 

△192,000  △192,000   
補正後予算額 

8,747,411 

 

１ 事業の背景・目的 

浸水対策事業全体の事業費を進捗状況に合わせ、調整した結果、平成29年度

から3カ年の継続費を設定している土師排水区段畑雨水ポンプ場建設事業にか

かる事業費について、年割額を変更します。 

 

２ 事業の内容 

   土師排水区段畑雨水ポンプ場建設事業   

      （土木・建築・機械・電気・樋門）建設工事 Ｎ＝１式 

 

３ 事業費の内訳 

（資本的支出）ポンプ場施設拡張事業費 

          土師排水区段畑雨水ポンプ場建設事業  △384,000千円 

 

 ４ 主な特定財源 

   （資本的収入）国庫補助金（防災・安全交付金） 

           384,000千円×補助率 50％ ＝          △192,000千円 

          企業債（公営企業事業債） 

        384,000千円－国庫補助金 192,000千円＝ △192,000千円 

 

５ その他 

《継続費（変更）》 
   土師排水区段畑雨水ポンプ場建設事業                  (単位:千円) 

年度 年割額 総額 年度 年割額 総額 年度 年割額 総額

29 1,040,000 29 1,040,000 29 0

30 1,916,000 30 1,532,000 30 △ 384,000

31 794,000 31 1,108,900 31 314,900

補正前　① 補正後　② 差引補正額　②-①

3,750,000 3,680,900 △ 69,100

 

 

担当課 上下水道部下水道課 電話 直通 23-2085 内線 72-401 
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◆ 条例関連議案 
 

１ 福知山市附属機関設置条例（一部改正）          【職員課】 

 
１ 改正の理由 

   「ｅ－ふくちやま」事業再整理に係る民間事業者審査委員会の廃止に伴い、所要の

規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

  「ｅ－ふくちやま」事業再整理に係る民間事業者審査委員会を削ることとした。 

                             （別表関係） 

 

３ 施行期日 

 平成３１年４月１日 

 

 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（一部改正） 

【職員課】 
１ 改正の理由 

   「ｅ－ふくちやま」事業再整理に係る民間事業者審査委員会の廃止に伴い、所要の

規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）「ｅ－ふくちやま」事業再整理に係る民間事業者審査委員会委員の規定を削ること

とした。                            （別表関係） 

（２）文言の整理を行うこととした。     （第５条第１項第２号及び第３号関係） 

 

３ 施行期日 

 平成３１年４月１日 

 

 

３ 福知山市有線テレビジョン放送施設条例（廃止）    【情報推進課】 
 

１ 廃止の理由 

平成３１年３月３１日をもって、福知山市有線テレビジョン放送施設を廃止するた 

め、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成３１年４月１日 
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４ 福知山市地域情報通信ネットワーク事業特別会計条例（廃止） 

【情報推進課】 
１ 廃止の理由 

平成３０年度をもって、福知山市地域情報通信ネットワーク事業特別会計を閉鎖す 

るため、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成３１年４月１日 

 

 

５ 福知山市休日急患診療所条例（一部改正）        【健康医療課】 
 

１ 改正の理由 

福知山市休日急患診療所の診療日等について、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）福知山市休日急患診療所の診療日について、市長が必要と認めたときは、変更する

ことができることとした。                    （第４条関係） 

（２）文言の整理を行うこととした。             （第５条第１号関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

６ 福知山市公設地方卸売市場条例（一部改正）      【農林業振興課】 
 

１ 改正の理由 

福知山市公設地方卸売市場の取扱品目等について、所要の規定の整理を行う必要が 

ある。 

 

２ 改正の内容 

（１）福知山市公設地方卸売市場の取扱品目について、穀物類及び豆類を明記すること 

とした。                               （第３条関係） 

（２）文言の整理を行うこととした。             （第４９条第１号関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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７ 福知山市営住宅条例（一部改正）                      【建築住宅課】 

 

１ 改正の理由 

福知山市営住宅の三和上川合団地を廃止するため、所要の規定の整備を行う必要が 

ある。 

 

２ 改正の内容 

福知山市営住宅の三和上川合団地を廃止することとした。      （別表関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

８  京都北部中核工業団地企業立地促進条例（廃止）    【産業観光課】 
 

１ 廃止の理由 

平成３１年３月３１日をもって、京都北部中核工業団地企業立地促進条例による奨 

励措置を廃止するため、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成３１年４月１日 
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◆ その他の議案 

 

■ 物品の取得について                  【情報推進課】 
 

１ 物 品 名    庁内ＬＡＮ機器 

 

 ２ 契約の方 法    随意契約 

 

 ３ 取 得 価 格    ４６,６５７,２９６円 

 

 ４ 契約の相手方    福知山市字天田３９１番地の乙 

             株式会社堀通信  

              代表取締役  堀 智 章            

 

 

■ 財産の無償譲渡について                【情報推進課】 
 

１ 無償譲渡をする財産 

（１）吊り線      ５４５ｋｍ 

  （２）鋼管柱      １１９本 

  （３）コンクリート柱  １０８本 

   上記数量のうち、無償譲渡の相手方が必要とする数量を譲渡する。 

 

２ 無償譲渡の相手方 

    所 在 地  大阪市中央区城見２丁目１番５号 

    名   称  株式会社ケイ･オプティコム 

    代 表 者  代表取締役社長 荒木 誠 

 

３ 無償譲渡の理由 

   ｅ－ふくちやま事業再整理基本計画に基づき、同事業で整備した情報通信環境を民

間事業者に移管し、持続可能で安定したサービス提供を行うため。  

 

４ 譲渡の時期 

  議決日以降で、無償譲渡契約で定める日 

 

 

■ 損害賠償の額について                  【高齢者福祉課】 
     

平成３０年１２月３日、福知山市夜久野町額田地内、夜久野支所駐車場出入口付近の

交差点において、公用車が道路を横断しようとした際に、国道９号から下千原方面へ走

行中の車両と接触したことによる相手方の損害を、次のとおり賠償する。 

 

損害賠償額    ２８９,３８６円 
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■ 市道の認定及び廃止並びに路線変更について      【道路河川課】 

   
認    定     ６路線（平野２１号線ほか ５路線） 
廃止路線        １２路線（中村団地１号線ほか １１路線） 

路線変更     ６路線（中村団地線ほか ５路線） 

 

 

 

◆ 報 告 

 

■ 損害賠償の額について    
 

地方自治法第１８０条第１項の規定により行った専決処分について、同条第２項の規

定によりこれを報告する。 

 

専決 内 容 損害賠償額 担当課 

H31.2.15 

専決第 7号 

平成３０年５月１６日、福知山市大江町千

原地内の市道江口線において、相手方が運転

する自動車が道路舗装剥離によりできたくぼ

みにはまり、タイヤホイール及びタイヤを損

傷したことによる損害を賠償する 

16,189 円 道路河川課 

 
 

 

 

 

 

 


