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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
（前倒し分）

３月補正額
（追加提案分）

補正後の額

42,860,131 825,426 126,732 43,812,289

7,462,183 146,347 7,608,530

38,500 38,500

35,900 35,900

23,200 23,200

22,300 1,525 23,825

14,000 14,000

955,907 － 955,907

511,100 511,100

保険事業勘定 8,500,617 △ 14,922 8,485,695

介護サービス事業勘定 30,997 30,997

177 177

2,035,732 2,035,732

19,630,613 132,950 19,763,563

4,307,300 4,307,300

8,450,600 8,450,600

福知山市民病院 14,856,393 - 14,856,393

大江分院 951,733 - 951,733

計 15,808,126 - 15,808,126

28,566,026 - 28,566,026

91,056,770 825,426 259,682 92,141,878合　　　　　　　　　計

下夜久野地区財産区管理会

後期高齢者医療事業

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計

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
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◆ 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
（前倒し分）

３月補正額
（追加提案分）

補正後の額

01 市税 11,641,669 347,454 11,989,123

02 地方譲与税 424,000 424,000

03 利子割交付金 17,000 17,000

04 配当割交付金 78,000 78,000

05 株式等譲渡所得割交付金 60,000 60,000

06 地方消費税交付金 1,442,000 1,442,000

07 ゴルフ場利用税交付金 5,000 5,000

08 自動車取得税交付金 134,000 134,000

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 224,771 224,771

11 地方交付税 10,350,000 4,801 10,354,801

12 交通安全対策特別交付金 11,000 11,000

13 分担金及び負担金 424,191 500 424,691

14 使用料及び手数料 1,216,074 1,600 1,217,674

15 国庫支出金 6,044,390 374,859 △ 22,097 6,397,152

16 府支出金 2,962,512 41,000 △ 25,092 2,978,420

17 財産収入 460,961 △ 23,465 437,496

18 寄附金 144,095 147,000 291,095

19 繰入金 1,797,051 △ 154,075 1,642,976

20 諸収入 705,697 △ 80,253 625,444

21 市債 4,569,800 407,600 △ 208,829 4,768,571

22 繰越金 125,920 1,967 139,188 267,075

                 一般会計  合計 42,860,131 825,426 126,732 43,812,289
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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
（前倒し分）

３月補正額
（追加提案分）

補正後の額

01 議会費 290,614 290,614

02 総務費 5,264,037 23,958 337,388 5,625,383

03 民生費 14,433,202 △ 20,847 14,412,355

04 衛生費 4,840,187 1,100 4,841,287

05 労働費 17,770 17,770

06 農林業費 1,711,195 41,000 △ 33,620 1,718,575

07 商工費 535,073 △ 61,801 473,272

08 土木費 3,239,397 318,500 34,005 3,591,902

09 消防費 1,889,260 △ 33,514 1,855,746

10 教育費 3,549,064 441,968 △ 35,979 3,955,053

11 災害復旧費 1,122,940 1,122,940

12 公債費 5,917,392 △ 60,000 5,857,392

13 予備費 50,000 50,000

      一般会計　合計 42,860,131 825,426 126,732 43,812,289
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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
（前倒し分）

３月補正額
（追加提案分）

補正後の額

6,603,159 209,541 6,812,700

うち
議員給与費

153,929 153,929

うち
職員給与費

4,771,221 209,541 4,980,762

5,457,330 △ 69,791 5,387,539

243,900 243,900

8,696,894 6,479 8,703,373

5,105,165 △ 23,134 5,082,031

5,784,565 825,426 △ 109,747 6,500,244

う ち 人 件 費 339,318 339,318

4,655,503 825,426 △ 109,747 5,371,182

補助事業費 1,826,430 810,926 △ 7,733 2,629,623

単独事業費 2,829,073 14,500 △ 102,014 2,741,559

1,129,062 1,129,062

5,917,392 △ 60,000 5,857,392

1,090,477 285,699 1,376,176

103,600 △ 100,000 3,600

3,807,649 △ 12,315 3,795,334

50,000 50,000

42,860,131 825,426 126,732 43,812,289一般会計　合計

公 債 費

積 立 金

出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

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
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◆ ３月補正予算（追加提案分） 主要事項  

　ふくちやまサポーター拡大事業                                45,000 継続 10

　福知山ＰＲ戦略総合推進事業 － 継続 11

公共交通維持改善事業                                        65,392 継続 12

ＫＴＲ支援事業                                              15,139 継続 13

社会資本整備総合交付金事業（道路整備）                      29,766 継続 14

長田野工業団地利活用増進事業（緑地等環境整備）              35,483 継続 15

鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業              10,655 継続 16

長谷墓園基金事業                                          600 継続 17

長田野墓園基金事業                                            1,000 継続 17

急傾斜地崩壊対策事業                                        1,600 継続 18

自立支援給付（障害福祉サービス等）事業                      75,438 継続 19

（仮称）福知山鉄道館ポッポランド建設事業                    100,000 継続 20

地域振興基金造成事業                                        100,000 継続 21

森林経営管理事業                                            1,280 継続 22

一般管理費(職員人件費)                                      214,259 継続 23

市有地販売事業                                              41,120 継続 24

京都府税務共同化事業                                        4,106 継続 25

社会保障・税番号制度実施に係る整備等事業                    2,984 継続 26

743,822小計（１8事業）

①　市民が主体のまちづくり（協働・人権）

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）

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

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）

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

一

般

会

計

通

常

補

正

財源更正
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街路事業（篠尾線 篠尾工区）                                 △40,199 27

『ｅ-ふくちやま』清算事業                                   △5,380 27

市営林管理事業                                              △1,280 28

京の水田農業確立支援事業                                    △5,775 28

新規就農総合支援事業                                        △9,100 29

農地中間管理事業                                            △3,965 29

多面的機能支払交付事業                                      △6,506 30

森林組合間伐補助事業                                        △4,041 30

安心・安全の森づくり事業                                    △3,713 31

「スイーツのまち福知山」事業                                △1,800 31

観光案内看板（道路サイン）整備事業                          △8,400 32

企業誘致促進特別対策事業　                                  △53,401 32

ふるさと融資貸付事業                                        △100,000 33

休日急患診療所費特別会計繰出金                              △500 43

介護保険事業特別会計繰出金                                  △14,922 44

老人保護措置事業                                            △16,180 33

プレミアム付商品券事業                                      △58,090 34

地籍調査事業                                                △3,300 34

地域再建被災者住宅等支援事業                                △10,200 35

消防団施設整備事業                                          △7,998 35

水防センター整備事業                                        △5,516 36

防災行政無線整備事業                                        △20,000 36

小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業                    △8,701 37

中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業                    △8,578 37

持原古墳群発掘調査事業                                      △18,700 38

参議院議員通常選挙執行事業                                  △6,787 38

府議会議員選挙執行事業                                      △6,022 39

市議会議員選挙執行事業                                      △10,350 39

公共施設マネジメントモデル事業（旧三岳小学校）              △55,000 40

三セク債償還基金積立事業                                    △65,793 40

地方債繰上償還金                                            △60,000 41

△620,197

国民健康保険事業特別会計繰出金                              3,107 25

一般会計（補正第６号）　　　　50事業　　計 126,732

繰出金
補正

減額

小計（31事業）

（単位：　千円）

一

般

会

計

減

額

補

正

通

常

事

業

継続費補正（変更）
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補正額 増減区分 ページ

3,107 継続 25

143,240 継続 42

1,525 継続 43

△14,922 減額 44

- 継続 45

特別会計・企業会計　　　４会計 　　　計　 132,950

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

【介護保健事業特別会計（保険事業勘定）】（補正第４号）
　  介護保険事業運営

【病院事業会計】（補正第２号）
　　病院事業

【国民健康保険事業特別会計】（補正第３号）
　  一般被保険者療養給付費

事業名

（単位：　千円）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 継続費の補正 

 〔一般会計〕 防災行政無線整備事業（P36） 

 

◆ 繰越明許費の補正 

  〔一般会計〕 地域再建被災者住宅等支援事業ほか 26事業 

〔農業集落排水施設事業特別会計〕 農業集落排水施設管理管理事業（下水道課）ほか 1事業 
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政策名 市民が主体のまちづくり （単位：千円） 

事業名 ふくちやまサポーター拡大事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

45,000 

国 府 市債 その他 一般財源 206,539 

   45,000    
補正後予算額 

251,539 

 

１ 事業の背景・目的  

人口減少や都市圏への人口集中が加速するなか、市民の力や市外の方の力を活か

したまちづくりを進めていくため、多様な形で関わっていただく方々（関係人口）

を増やすことが重要となっています。 

そこで関係人口の拡大を進めるため、地域の魅力やふるさと納税などの情報を発

信して、福知山市に魅力を感じ、継続的に応援していただける方々の拡大を図りま

す。 
 

２ 事業の内容  

  
当初予算よりふるさと納税寄附金額が増えたため、増額補正して積み立てます。 

   （R1年度寄附金見込額）  （当初予算額）   （差引額） 

     175,000千円   －  130,000千円 －  45,000千円 
 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）諸費 

積立金 45,000千円（福知山市ふるさと納税基金積立金） 
 

４ 主な特定財源  

（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   45,000千円（福知山市ふるさと納税寄附金） 
 

担当課 市長公室秘書広報課 電話 直通 24-7000 内線 3141 
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政策名 市民が主体のまちづくり （単位：千円） 

事業名 福知山ＰＲ戦略総合推進事業      財源更生  継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

－ 

国 府 市債 その他 一般財源 28,224 

   －    
補正後予算額 

28,224 

 

１ 事業の背景・目的  

平成28年度税制改正において、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税

が創設され、福知山市においても、積極的に活用していただけるよう、企業訪問等

を行っている中、今回民間企業から寄附の賛同をいただきました。 

内閣府より、企業版ふるさと納税に関する計画について、令和元年11月8日に認

定を受け、令和2年1月に民間企業より正式に寄附の申出がありましたので、歳入予

算を計上します。  

 

２ 事業の内容  

寄附の賛同をいただいた寄附金額及び企業は以下のとおり  

（１）寄附金額：2,000千円  

（２）企業名 ：株式会社 ムゲンエステート 

（住 所）東京都中央区日本橋浜町3丁目19番3号 

（企業概要） 平成2年5月設立 資本金25億5,200万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     寄附の賛同をいただいた「福知山現代大茶会」の取組みの様子 

 

 

３ 主な特定財源  

（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   2,000千円（企業版ふるさと納税寄附金）  

（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  △2,000千円 
 

担当課 市長公室秘書広報課 電話 直通 24-7090 内線 3156 
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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 

65,392 

国 府 市債 その他 一般財源 1,049 

 8,426   56,966 
補正後予算額 

66,441 

 

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 

地方バス路線運行維持費補助金 

（内訳） 京都交通㈱       42,894,568円 

丹後海陸交通㈱      8,660,000円 

三岳バス         4,863,321円 

庵我バス         4,431,459円 

中六人部バス       4,541,779円 

             合計        65,391,127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 

     市町村運行確保生活路線維持費補助金  8,426千円 

 

担当課 建設交通部都市・交通課 電話 直通 24-7084 内線 2232 

京都交通バス 中六人部バス 
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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 ＫＴＲ支援事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

15,139 

国 府 市債 その他 一般財源 163,421 

     15,139  
補正後予算額 

178,560 

 

１ 事業の背景・目的 

京都丹後鉄道は沿線地域の人々の貴重な移動手段であり、京都府北部地域の

振興と、本市の都市機能に欠かせない交通基盤です。この交通基盤を維持し、

地域の活力向上につなげるため、平成27年4月から上下分離による再構築を行

い、北近畿タンゴ鉄道㈱（KTR)〔基盤保有会社〕とWILLER TRAINS㈱〔運行会社〕

による事業展開を図っています。 

この京都丹後鉄道の安全で快適な運行を確保し守り続けていくため、京都府

をはじめ、沿線自治体と連携してKTRの支援を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

KTRが負担する固定資産税及び都市計画税については、KTR経営安定化対策事

業補助金の交付によりその支払いを支援しています。 

今回、総務省による北近畿タンゴ鉄道㈱が所有する固定資産税の調査におい

て課税標準額の修正が発生し、過去５か年度分に遡及して課税されることにな

ったため、補助金を増額します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）交通対策費 

負担金補助及び交付金 KTRに対する補助 15,139千円 

 

４ 主な特定財源 

（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     15,139千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 建設交通部都市・交通課 電話 直通 24-7084 内線 2232 
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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 社会資本整備総合交付金事業（道路整備） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

29,766 

国 府 市債 その他 一般財源 442,000 

16,371  12,100  1,295 
補正後予算額 

471,766 

 

１ 事業の背景・目的 

社会資本整備総合交付金事業として、道路改良等を実施することで交通基盤

施設の整備を図ります。 

川北橋については、由良川水系河川整備計画に伴い、築堤計画と整合を図るため、

川北橋（川北荒木線）の延伸工事を実施し、安心安全なまちづくりを図ります。 

 

２ 事業の内容 

川北橋の左右岸の取付道路及び築堤などに関する工事を実施します。 

 

３ 事業費の内訳  

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費 

工事請負費   29,766千円 （川北橋：川北荒木線） 

 

４ 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 

社会資本整備総合交付金事業 

   事業費29,766千円×補助率55％≒16,371千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

道路橋りょう事業債（公共事業等債） 

  （事業費29,766千円－国補助16,371千円）×充当率90％≒12,100千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道川北荒木線（川北橋） 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通 24-7059 内線 4215 
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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 長田野工業団地利活用増進事業（緑地等環境整備） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

35,483 

国 府 市債 その他 一般財源 11,238 

    
35,483 

補正後予算額 

46,721 

 

１ 事業の背景・目的 

長田野工業団地では、近隣住居への騒音や災害を遮断する目的で、緑地等を設置し

ていますが、近年、樹木が大きく成長し、企業敷地や歩道内に枝葉が越境している状

態です。枝葉の越境は、企業敷地に動物等が入り込むことにつながり、衛生上の問題

があります。 

そのため、「長田野工業団地利活用増進計画」に基づき、樹木伐採を計画的に進め、

企業の操業環境を確保します。 

 

２ 事業の内容 

令和元年度予算の一般財源分を長田野工業団地公園緑地等事業基金に積み立て、

長田野工業団地利活用増進事業の財源として活用します。 

 

３ 事業費の内訳 

（款）土木費 （項）都市計画費 （目）公園管理費 

積立金     35,483千円（長田野工業団地公園緑地等事業基金積立金） 

 

 

〔長田野工業団地内〕 

   
 

樹木が企業側へ越境している状況  樹木が歩道側へ越境している状況 

 

 

担当課 建設交通部都市・交通課 電話 直通 24-7052 内線 4314 
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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 

10,655 

国 府 市債 その他 一般財源 38,507 

   10,655  
補正後予算額 

49,162 

 

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加したことから増額補正を行います。 

 

 

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  10,655千円（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 

・普通財産土地売払収入    14,155千円 

・法定外公共用財産（里道・水路）   △3,500千円 

                       10,655千円   
 

担当課 建設交通部都市・交通課 電話 直通 24-7050 内線 4317 



17 

 

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 長谷墓園基金事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

600 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   600  
補正後予算額 

600 

１ 事業の背景・目的 
福知山市長谷墓園の永代使用料を基金に積み立てます。 

 
２ 事業の内容 

永代使用料を基金に積み立て、墓地の維持管理経費に充当します。 

      墓園基金残高（平成31年3月31日） 7,035,563円（長谷墓園分） 
 
３ 事業費の内訳 
（款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）環境衛生費 

積立金    600千円（墓園基金積立金） 
  
４ 主な特定財源 

  （款）使用料及び手数料 （項）使用料 （目）衛生使用料 
保健衛生使用料  200千円×3件＝600千円（長谷墓園永代使用料） 

事業名 長田野墓園基金事業 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 － 

   1,000  
補正後予算額 

1,000 

１ 事業の背景・目的 
福知山市長田野墓園の永代使用料を基金に積み立てます。 

 
２ 事業の内容 

永代使用料を基金に積み立て、墓地の維持管理経費に充当します。 
      墓園基金残高（平成31年3月31日） 14,078,414円（長田野墓園分） 
 

３ 事業費の内訳 
（款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）環境衛生費 

積立金   1,000千円（墓園基金積立金） 
 

 ４ 主な特定財源 
  （款）使用料及び手数料 （項）使用料 （目）衛生使用料 
    保健衛生使用料  500千円×2件＝1,000千円（長田野墓園永代使用料） 

担当課 市民総務部市民課 電話 直通 24-7020 内線 2233 
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政策名 豊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 

1,600 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

  600 500 500 
補正後予算額 

1,600 

 

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。 

本市における令和元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行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 

三河Ⅱ 20,000,000 5％ 1,000,000 500,000 

西岡 3,000,000 20％ 600,000 0 

計 23,000,000 － 1,600,000 500,000 

  

 

３ 事業費の内訳 

（款）土木費 （項）河川費 （目）河川総務費 

市町村負担金  1,600千円 

※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 主な特定財源 

（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   500千円（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（緊急自然災害防止対策事業債）   

西岡地区 負担金600千円×充当率100％＝600千円 

担当課 建設交通部用地課 電話 直通 24-7028 内線 4334 
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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 自立支援給付（障害福祉サービス等）事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

75,438 

国 府 市債 その他 一般財源 1,629,374 

37,719 18,860   18,859 
補正後予算額 

1,704,812 

 

１ 事業の背景・目的 

本事業は、障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわ

しい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービ

スに係る給付を行うことにより、障害のある人等の福祉の増進を図るとともに、

障害の有無にかかわらず安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るた

め、実施しています。 

障害者総合支援法の日中活動系サービス及び児童福祉法の放課後等デイサービ

スなどの利用件数が、当初見込みより増加するため、増額補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付 

   ・訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など） 

   ・日中活動系サービス（生活介護、就労継続支援、短期入所など） 

   ・居住系サービス（共同生活援助、施設入所支援） 

   ・相談支援（計画相談支援など） 

 

   児童福祉法に基づく障害児通所給付 

・児童発達支援、放課後等デイサービスなど  

 

３ 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 75,438千円 

 

４ 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 

  介護給付費（福祉サービス） 37,719千円 

 (款)府支出金 (項)府負担金 (目)民生費府負担金 

  介護給付費（福祉サービス） 18,860千円 

担当課 福祉保健部障害者福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2124 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 （仮称）福知山鉄道館ポッポランド建設事業 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 8,000 

   100,000  
補正後予算額 

108,000 

 

１ 事業の背景・目的 

令和元年7月、建物の老朽化に伴って平成29年度末から休館し、移転先及び運

営方法等を検討していた福知山鉄道館ポッポランドに、兵庫県在住の浅田様より

施設の建設資金及び運営資金として2億円の寄附申出をいただき、令和元年12月

に1億円を受納しました。 

現在、寄附者のご厚意への感謝とご意向を尊重して、建設に向けた取組みを進

めています。 

寄附金については、「福知山鉄道館ポッポランド（仮称）整備事業等浅田基金」

に積み立て、新施設の建設及び運営のために計画的に活用します。 

 

 

２ 事業の内容 

寄附者  浅田章介さん（兵庫県三田市在住） 

寄附金額 1億円（総額2億円のうち） 

受納日  令和元年12月16日 

       ※今後、令和2年6月と令和3年1月にそれぞれ5千万円を受納する

予定です。 

 

３ 事業費の内訳 

（款）商工費 （項）商工費 （目）商工業振興費  

積立金  100,000千円 

 

 

４ 主な特定財源 

（款）寄附金 （項）寄附金 （目）商工費指定寄附金 

福知山鉄道館ポッポランド（仮称）整備事業等寄附金 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 4142 
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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、積み立てを行い、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 

令和元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 森林経営管理事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,280 

国 府 市債 その他 一般財源 12,492 

 
   

1,280 
補正後予算額 

13,772 

 

１ 事業の背景・目的 

森林の適正な経営や管理が行われないと、土砂災害の防止や水源涵養等へ影響を

及ぼすことが懸念されるため、新たに「森林経営管理法」が制定され、平成31年4

月に施行されました。この法律に基づき、新たな「森林経営管理制度」がスタート

し、森林の適正な経営や管理をしなければならないこととなっています。  

このため、「森林経営管理制度」による市域内の対象森林における調査等を実

施します。  

 

 

２ 事業の内容 

新たな「森林経営管理制度」に伴う調査業務の事業費が確定したため、減額補

正を行います。 

また、森林環境譲与税から関係事業に要する経費を除いた金額を「福知山市森

林環境譲与税基金」に積み立てます。 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 農林業費  （項）林業費  （目）林業振興費 

委託料        △8,467千円 

   使用料及び賃借料   △600千円 

   積立金        10,347千円（森林環境譲与税基金積立金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7081 内線 4131 
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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 

214,259 

国 府 市債 その他 一般財源 1,641,341 

    214,259 
補正後予算額 

1,855,600 

 

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        １８人  369,360千円 …① 

決算見込額        ３６人  583,619千円 …② 

補正額          ②－①＝ 214,259千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

担当課 市長公室職員課 電話 直通 24-7034 内線 3232 



24 

 

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 

41,120 

国 府 市債 その他 一般財源 89,832 

   41,120  
補正後予算額 

130,952 

 

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

入等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 

創出土地売払収入等が増収となったため、公共施設等総合管理基金の積立金額

を増額補正します。 

 

 

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     41,120千円（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     20,523千円（創出土地売払収入） 

  

（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      7,160千円（普通財産土地売払収入） 

 

（款）諸収入  （項）雑入     （目）雑入 

雑入          9,447千円（物件移転補償金） 

 

（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      3,990千円（法定外公共用財産（里道・水路）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当課 財務部資産活用課 電話 直通 24-7068 内線 4342 
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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 

4,106 

国 府 市債 その他 一般財源 59,415 

    4,106 
補正後予算額 

63,521 

国
保
特
会 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,107 

国 府 市債 その他 一般財源 23,269 

   3,107  
補正後予算額 

26,376 
 

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、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 事業の内容 
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 160 0 160 

②委託料 1,110 0 1,110 

③賃借料 1,286 0 1,286 

④備品購入費 11,930 0 11,930 

⑤負担金 44,929 4,106 49,035 

計 59,415 4,106 63,521 

国民健康保険 

事業特別会計 
⑥負担金 23,269 3,107 26,376 

負担金合 計 負担金(⑤+⑥) 68,198 7,213 75,411 

 

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   3,107千円 

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 3352 

直通 24-7019 内線 2261 
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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 社会保障・税番号制度実施に係る整備等事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,984 

国 府 市債 その他 一般財源 18,102 

2,984     
補正後予算額 

21,086 

 

１ 事業の背景・目的 

マイナンバー制度に伴い通知カード及び個人番号カードを発行しています

が、両カードの作製については、法令に基づき全国の各自治体が地方公共団体

情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）に委任をしており、その作製経費については、

各自治体が地方公共団体情報システム機構へ負担金を支払うことになっていま

す。 

 

  （根拠法令：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

        関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに 

情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に 

関する省令第35条及び第37条） 

 

 

２ 事業の内容 

今年度の負担金見込額について、令和元年12月24日に地方公共団体情報シス

テム機構から通知がありましたので、不足額の増額補正を行うものです。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費  （項）戸籍住民基本台帳費  （目）戸籍住民基本台帳費  

負担金     2,984千円 

通知カード及び個人番号カード作製に係る、地方公共団体情報システム 

    機構への負担金増額分 

 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金  （項）国庫補助金  （目）総務費国庫補助金 

個人番号カード交付事業費補助金 2,984千円 

ただし、再発行分で手数料を徴収した分については補助対象になりません。 
 

担当課 市民総務部市民課 電話 直通 24-7014 内線 2242 
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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（篠尾線 篠尾工区） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△40,199 

国 府 市債 その他 一般財源 42,758 

△20,639  △15,200  △4,360 

補正後予算額 

2,559 

１ 減額の理由 
都市計画道路篠尾線（篠尾工区）の整備において、用地買収に伴い発生する

境界の問題や、地権者との用地交渉に時間を要し、用地買収に至らなかったた
め、減額補正します。 
 

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 

委託料         △17,199千円（測量・設計業務） 
公有財産購入費     △23,000千円（土地購入費） 

  
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 

社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）  △20,639千円 
（款）市債 （項）市債 （目）土木債 

都市計画事業債（公共事業等債）            △15,200千円 

担当課 建設交通部都市・交通課 電話 直通 24-7050 内線 4317 

 

政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 『ｅ－ふくちやま』清算事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,380 

国 府 市債 その他 一般財源 178,091 

  △3,600  △1,780 

補正後予算額 

172,711 

１ 減額の理由 
『ｅ－ふくちやま』事業の不要となった光ファイバ網や放送・通信設備の撤去工

事や業務委託において、設計精査及び入札による不用額が生じたため、減額補正を行
います。 

 
２ 減額事業費の内訳 
（款）総務費  （項）総務管理費  （目）地域情報化推進費 

委託料         1,380千円 
工事請負費       4,000千円 

 
３ 主な特定財源 
（款）市債  （項）市債  （目）総務債  

地域情報化推進債（公共施設等適正管理推進事業債〔除却事業〕）       
                                                          △3,600千円 

担当課 市民総務部情報推進課 電話 直通 24-7060 内線 3122 
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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 市営林管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,280 

国 府 市債 その他 一般財源 5,041 

 
   

△1,280 
補正後予算額 

3,761 

 

１ 減額の理由 

市営林管理に伴う業務委託について、入札残等が生じたため、減額補正を行い

ます。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）財産管理費 

委託料       △1,280千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7081 内線 4131 

 

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 京の水田農業確立支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,775 

国 府 市債 その他 一般財源 11,630 

 △5,775    
補正後予算額 

5,855 

 

１ 減額の理由 

京の米及び京の地域特産物の生産にかかる機械導入に対する支援を行う事業に

おいて、補助対象事業費が確定したため、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    △5,775千円 

 

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 △5,775千円（京の水田農業確立支援事業） 
 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 
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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 新規就農総合支援事業 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 27,610 

 △8,300  △800  
補正後予算額 

18,510 

１ 減額の理由 

新規就農者及び就農希望者に対する支援事業において、当初見込みより利用者

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）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

補助金    △1,600千円 

交付金    △7,500千円 

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           △8,300千円（新規就農総合支援事業） 

（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   △800千円 

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

 

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 

△3,965 

国 府 市債 その他 一般財源 7,560 

 △3,965    
補正後予算額 

3,595 

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 

交付金    △3,965千円 

 

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 △3,965千円（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 4122 
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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 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 

△6,506 

国 府 市債 その他 一般財源 171,615 

 △4,879   △1,627 
補正後予算額 

165,109 

 

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    △6,506千円 

 

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 △4,879千円（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 4125 

 

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 森林組合間伐補助事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,041 

国 府 市債 その他 一般財源 19,041 

 △1,797 
  

△2,244 
補正後予算額 

15,000 

１ 減額の理由 

森林組合が行う間伐や出材に係る事業量が当初見込みより少なかったため、減

額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）農林業費 （項）林業費 （目）林業振興費 

補助金      △4,041千円 

   

 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 

林業費補助金 △1,797千円（きょうと地域連携交付金） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7081 内線 4131 
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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 安心・安全の森づくり事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,713 

国 府 市債 その他 一般財源 29,327 

 1,800 
 

△5,513 
 

補正後予算額 

25,614 

１ 減額・増額の理由 
災害により山地から人家等へ流出した流木・土砂等の撤去を実施する地域活動に対

する支援事業において、当初見込みより申請団体が少なかったため、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 減額・増額事業費の内訳 
（款）農林業費  （項）林業費  （目）林業振興費 

     補助金    △11,000千円 
     積立金      7,287千円（豊かな森を育てる基金積立金） 
 
 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     1,800千円（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    △5,513 千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7081 内線 4131 

 

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 「スイーツのまち福知山」事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,800 

国 府 市債 その他 一般財源 6,038 

 △1,800 
   

補正後予算額 

4,238 

１ 減額の理由 
丹波くり生産拡大のため、栗の新植、改植等を行う生産者に対する補助金につ

いて、事業費が確定したため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
（款）農林業費 （項）林業費 （目）林業振興費 

補助金    △1,800千円 
 
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 

林業費補助金 △1,800千円（豊かな森を育てる府民税市町村交付金） 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7081 内線 4131 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 観光案内看板（道路サイン）整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△8,400 

国 府 市債 その他 一般財源 13,900 

  △7,600  △800 
補正後予算額 

5,500 

１ 減額の理由 

  観光案内看板（道路サイン）整備工事において、入札による不用額が生じたた

め、減額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）商工費 （項）商工費 （目）観光費 

  工事請負費  △8,400千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）商工債 

観光事業債（地域活性化事業債）    △7,600千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7076 内線 4152 

 

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 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△53,401 

国 府 市債 その他 一般財源 71,992 

   △53,401  
補正後予算額 

18,591 

１ 減額の理由 

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。 

 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）商工費 （項）商工費 （目）商工業振興費 

    負担金補助及び負担金  △53,401千円 

 

３ 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  △53,401千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7077 内線 4161 



33 

 

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 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 減額の理由 

  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 

年度は企業からの申請がなかったため、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 

 

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 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 

 △16,180 

国 府 市債 その他 一般財源 146,911 

    △16,180 
補正後予算額 

130,731 

 

１ 減額の理由 

養護老人ホーム措置等にかかる老人保護措置費について、実績額が当初予算 

を下回る見込であることから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     △16,180千円 

 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2141 
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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 プレミアム付商品券事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△58,090 

国 府 市債 その他 一般財源 138,127 

△58,090     
補正後予算額 

80,037 

１ 減額の理由 

 プレミアム付商品券の販売に係る事務費及び商品券の交付申請率が当初見込

みより低かったため交付金の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）社会福祉総務費 

プレミアム付商品券に係る事務費等 △22,590千円 

プレミアム付商品券に係る交付金   △35,500千円 

  

３ 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   △58,090千円（10/10補助） 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7087 内線 2134 

 

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 地籍調査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,300 

国 府 市債 その他 一般財源 56,242 

 △2,475   △825 
補正後予算額 

52,942 

１ 減額の理由 

本年度分の国土調査費補助金の交付決定額が、当初申請額より減額となった

ため、減額補正を行なうものです。 

 

２ 減額事業費の内訳  

  （款）土木費 （項）土木管理費 （目）土木総務費 

委託料    △3,300千円（調査業務）   

 

３ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）土木費府補助金 

土木管理費補助金    △2,475千円（補助率3/4） 

担当課 建設交通部用地課 電話 直通 24-7079 内線 4322 



35 

 

政策名 災害救助 （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 

△10,200 

国 府 市債 その他 一般財源 31,620 

 △6,800   △3,400 

補正後予算額 

21,420 

１ 減額の理由 

平成31年度の補助金交付申請が当初の見込みより少なかったため、減額補正

を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）民生費  （項）災害救助費  （目）災害救助費  

補助金  △10,200千円 

 

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      △6,800千円（補助率2/3） 

担当課 建設交通部建築住宅課 電話 24-7053（直通） 内線 4242 

 

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 

△7,998 

国 府 市債 その他 一般財源 52,571 

  △8,100  102 
補正後予算額 

44,573 

１ 減額の理由 

川合分団統合車庫詰所新築にかかる設計業務委託・工事請負費及び河東分団、

庵我分団の統合車庫詰所新築にかかる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       △3,264千円 

工事請負費     △4,734千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債  （項）市債  （目）消防債 

消防事業債（緊急防災・減災事業債）   △600千円 

（過疎対策事業債）     △7,500千円 

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 

△5,516 

国 府 市債 その他 一般財源 7,800 

  △5,600  84 
補正後予算額 

2,284 

１ 減額の理由 

水防センター整備にかかる地質調査業務が不要となったこと及び設計業務委

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    △5,516千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債  （項）市債  （目）消防債 

消防事業債（緊急防災・減災事業債）   △5,600千円 

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 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 

△20,000 

国 府 市債 その他 一般財源 218,636 

  △20,000   
補正後予算額 

198,636 

１ 減額の理由 

  福知山市デジタル防災行政無線整備工事において、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。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）消防費  （項）消防費  （目）災害対策費 

工事請負費    △20,000千円 

 

 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債  （項）市債  （目）消防債 

 災害対策事業債（緊急防災・減災事業債）   △20,000千円 

担当課 市民総務部危機管理室 電話 直通 24-7503 内線 3512 

（単位　千円）

総　額 年度 年割額 総　額 年度 年割額

元 218,600 元 198,600

2 328,000 2 298,000
546,000 496,600

補    正    前 補    正    後

継続費の補正
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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 

△8,701 

国 府 市債 その他 一般財源 53,249 

△363    △8,338 

補正後予算額 

44,548 

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 

△8,578 

国 府 市債 その他 一般財源 52,682 

△79    △8,499 

補正後予算額 

44,104 

 

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、実績を確認しながら段階的な予算の適正

化を進めてきたところ、対象者が当初見込んでいた人数より少なかったこと及

び、特別支援教育就学奨励費の支給申請額が上限額まで届かなかったことによ

り扶助費を減額補正します。 

 

 

  ２ 減額事業費の内訳 

 

 

 ３ 主な特定財源 

（款）国庫支出金  （項）国庫補助金  （目）教育費国庫補助金 

小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業  △363千円 

中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業   △79千円 

小学校 中学校 

扶助費 

要準児童就学援助    △8,062千円 

特別支援教育就学奨励費  △639千円 

 

扶助費 

要準生徒就学援助     △8,416千円 

特別支援教育就学奨励費 △162千円 

 

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 持原古墳群発掘調査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△18,700 

国 府 市債 その他 一般財源 18,700 

   △18,700  
補正後予算額 

0 

１ 減額の理由 

正明寺地内で開発事業者が計画するソーラーパネル太陽光発電所設置工事予定

地内に持原古墳群(12基)が位置するため、発掘調査を実施し記録保存を行う予定を

していましたが、古墳該当地を除く工事計画が変更となったことにより、発掘調査

を実施する必要がなくなったため減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）教育費  （項）社会教育費  （目）社会教育総務費 

発掘調査に係る経費     △18,700千円 

     

３ 主な特定財源 

（款）諸収入  （項）受託事業収入  （目）教育費受託事業収入 

持原古墳群発掘調査受託事業  △18,700千円(全額原因者負担) 

担当課 地域振興部文化・スポーツ振興課 電話 直通 24-7065 内線 3135 

 

政策名 市民が主体のまちづくり （単位：千円） 

事業名 参議院議員通常選挙執行事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,787 

国 府 市債 その他 一般財源 49,621 

 △6,787    
補正後予算額 

42,834 

１ 減額の理由 

令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙に係る本市の管理執行に要する

経費が確定したため、不要分について減額します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費  （項）選挙費  （目）参議院議員選挙費 

  参議院議員通常選挙の執行に係る事務費等    △6,787千円 

 

３ 主な特定財源 

 （款）府支出金  （項）府委託金  （目）総務費府委託金 

参議院議員通常選挙費委託金   △6,787千円 

担当課 選挙管理委員会事務局 電話 直通 24-7037 内線 3240 
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政策名 市民が主体のまちづくり （単位：千円） 

事業名 府議会議員選挙執行事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,022 

国 府 市債 その他 一般財源 33,642 

 △11,050   5,028 
補正後予算額 

27,620 

１ 減額の理由 

平成31年4月7日執行の京都府議会議員一般選挙に係る本市の管理執行に要す

る経費が確定し、京都府からの委託金が決定したため、不要分について減額し

ます。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費  （項）選挙費  （目）府議会議員選挙費 

京都府議会議員一般選挙の執行に係る事務費等    △6,022千円 

   

３ 主な特定財源 

（款）府支出金  （項）府委託金  （目）総務費府委託金 

府議会議員選挙費委託金   △11,050千円 

担当課 選挙管理委員会事務局 電話 直通 24-7037 内線 3240 

 

政策名 市民が主体のまちづくり （単位：千円） 

事業名 市議会議員選挙執行事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△10,350 

国 府 市債 その他 一般財源 76,142 

    △10,350 
補正後予算額 

65,792 

１ 減額の理由 

平成31年4月21日執行の福知山市議会議員一般選挙に係る本市の管理執行に

要する経費が確定したため、不要分について減額します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費  （項）選挙費  （目）市議会議員選挙費 

福知山市議会議員一般選挙の執行に係る事務費等     △10,350千円 

 

 

 

担当課 選挙管理委員会事務局 電話 直通 24-7037 内線 3240 
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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 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 

△65,793 

国 府 市債 その他 一般財源 185,508 

  
 

△65,793  
補正後予算額 

119,715 

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       △65,793千円（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   △65,793千円（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 

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 公共施設マネジメントモデル事業（旧三岳小学校） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△55,000 

国 府 市債 その他 一般財源 55,000 

  △49,500 △5,500  
補正後予算額 

0 

１ 減額の理由 

 京都府から旧校舎周辺法面のレッドゾーン指定予定が公表されたことに伴い、

法面の安全対策を講じる必要があることから事業スケジュールを変更し、予定し

ていた旧校舎改修工事を来年度以降に着手するため減額補正を行います。 

 

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 

 工事請負費  △55,000千円 

 

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  △ 5,500千円 

（款）市債 （項）市債 （目）総務債 

財産整理事業債(公共施設等適正管理推進事業債〔転用事業〕) △49,500千円 

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7041 内線 4112 
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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 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 

△60,000 

国 府 市債 その他 一般財源 668,102 

  
 

△60,000  
補正後予算額 

608,102 

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     △60,000千円（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   △60,000千円 

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 
【国民健康保険事業特別会計】 

一般被保険者療養給付費 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

143,240 

国 府 市債 その他 一般財源 4,521,559 

 143,240    
補正後予算額 

4,664,799 

 

１ 事業の背景・目的 

職場の健康保険や後期高齢者医療制度など他の医療保険に加入していない住民

を対象に、法律に基づき国民健康保険事業を運営しています。 

国民健康保険における一般被保険者の入院、外来、歯科等医療費の保険者負担

分を給付します。 

医療機関からのレセプトによる請求に対し、審査をしたうえ保険者負担分の診

療報酬を支払います。 

 

 

２ 事業の内容 

 国民健康保険における一般被保険者の入院、外来、歯科等医療費の保険者負担

分を給付します。 

4,664,799千円（支出見込額）－4,521,559千円（当初予算額）＝143,240千円 

 

   

３ 事業費の内訳 

（款）保険給付費  （項）療養諸費  （目）一般被保険者療養給付費 

一般被保険者療養給付費    143,240千円 

 

 

４ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）保険給付費等交付金 

保険給付費等交付金（普通交付金） 143,240千円 

 

担当課 市民総務部保険年金課 電話 直通 24-7015 内線 2261 
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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 

1,525 

国 府 市債 その他 一般財源 14,661 

   1,525  
補正後予算額 

16,186 

 

１ 事業の背景・目的 

令和元年12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。 

 

11月 12月 1月 11月～1月計

受診者数 (内)インフル 受診者数 (内)インフル 受診者数 (内)インフル 受診者数 (内)インフル

H29 56 0 168 35 424 240 648 275

H30 65 1 148 37 388 215 601 253

R元 114 33 317 135 324 126 755 294

 

※インフルエンザ罹患者数  

令和元年度は、11月より受診者数とともにインフルエンザ罹患者が増加し始め、 

12月には罹患者数が前年度対比 98人増の約3.6倍となっています。 

また、11月～1月計を前年度対比すると受診者数は約150人増となり、インフル 

エンザ罹患者数も前年度の流行時と変わらない状況となっています。 

 

 

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 1,525千円（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）    297千円 

社保支払基金    1,217千円 

国保連合会診療報酬  511千円 

（款）繰入金  （項）繰入金  （目）他会計繰入金 

一般会計繰入金   △500千円 

 

 

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 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 
介護保険事業運営 

【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】 
減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△14,922 

国 府 市債 その他 一般財源 57,755 

   △14,922  
補正後予算額 

42,833 

 

１ 減額の理由 

 令和元年度に実施した福祉系システムの京都府共同化システムへの移行に伴う

介護保険システム改修費について、実績額が当初予算を下回る見込であることから

減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）一般管理費 

委託料      △14,922千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金（目）その他一般会計繰入金 

その他一般会計繰入金     △14,922千円 
 

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 病院事業（病院事業会計） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

－ 

国 府 市債 その他 一般財源 15,808,126 

     
補正後予算額 

15,808,126 

 

１ 事業の背景・目的 

地方公営企業会計制度の改正により平成２６年度から会計基準が変更されまし

たが、当院及び大江分院における一般会計負担金の受入科目及び受入後の会計処理

について新会計基準に沿っていないことが判明したため、影響額を遡って算定し、

平成２６年度から平成３０年度分を一括して修正するとともに、新会計基準に沿い

令和元年度予算の補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

(1)平成２６～３０年度の決算において自己資本金に計上した一般会計負担金（償

却資産の取得に係る部分）を長期前受金へ修正するとともに、そのうち、平成２

６～３０年度において、減価償却費に合わせて収益化すべきであった額を令和元

年度の特別利益として計上します。 

(2)令和元年度予算における一般会計負担金（償却資産の取得に係る部分）を長期

前受金に計上するとともに、令和元年度において、減価償却費に合わせて収益化

すべき額を長期前受戻入及び特別利益として計上します。 

 

３ 事業費の内訳 

(1)平成２６年度から３０年度において長期前受金に計上すべきであった額 

1,708,199千円 

（本院 1,503,771千円 分院 204,428千円） 

→自己資本金から長期前受金へ振替（資本金の額の減少） 

(2)上記(1)の内、収益化されるべきであった額 

1,457,566千円 

（本院 1,308,180千円 分院 149,386千円） 

→令和元年度において特別利益として計上 

(3)令和元年度の収益化予定額 

ア 長期前受金戻入 

371,897千円 

（本院 321,399千円 分院 50,498千円） 

イ 特別利益 

23,566千円 

（本院 18,597千円 分院 4,969千円） 
  

担当課 市民病院事務部総務課 電話 代表 22-2101 内線 2211 
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◆ 条例関連議案 

 

１ 福知山市国民健康保険診療所条例（一部改正）      【保険年金課】 
 

 １ 改正の理由 

   福知山市国民健康保険金谷診療所の廃止等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）別表中「福知山市国民健康保険金谷診療所」の項を削ることとした。（別表関係） 

 （２）文言の整理を行うこととした。                （第３条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 

 

 

２ 福知山市児童館条例（一部改正）           【子ども政策室】 
 

 １ 改正の理由 

   福知山市児童館の統廃合に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   福知山市上夜久野児童館を福知山市額田児童館に統合することとした。（別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１項の規定に基づ

く職務権限の特例を定める条例（一部改正）        【教育総務課】 
 

 １ 改正の理由 

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   文言の整理を行うこととした。                  （本則関係） 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 
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４ 福知山市学習等供用施設条例（廃止）       【まちづくり推進課】 
 

 １ 廃止の理由 

   令和２年３月３１日をもって、福知山市学習等供用施設を普通財産とするため、条例

を廃止する必要がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

 

５ 福知山市里の駅みたけ条例（廃止）             【農政課】 
 

 １ 廃止の理由 

   令和２年３月３１日をもって、福知山市里の駅みたけを普通財産とするため、条例を

廃止する必要がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

 

６ 福知山市夜久野町緑の里交流センター条例（廃止）      【農政課】 
 

 １ 廃止の理由 

   令和２年３月３１日をもって、福知山市夜久野町緑の里交流センターを普通財産とす

るため、条例を廃止する必要がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

 

７ 福知山市新町文化センター条例（廃止）    【文化・スポーツ振興課】 
 

 １ 廃止の理由 

   令和２年３月３１日をもって、福知山市新町文化センターを廃止するため、条例を廃

止する必要がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日 
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◆ その他の議案 
 

■ 工事請負契約の変更について              【道路河川課】 
 

 １ 工 事 名   川北荒木線（川北橋）左岸上部工工事 

 ２ 変更前契約金額   １５４,０００,０００ 円  

 ３ 変更後契約金額   １５４,７２６,０００ 円 

 ４ 変 更 理 由   橋脚の支承アンカー等の設置箇所における鉄筋探査及び 

削孔工事の追加による。 

 ５ 契 約 の 相 手 方   福井県福井市若栄町７０２ 

福井鐵工株式会社  

代表取締役社長  佐 野 洋 介 

 

■ 工事請負契約の変更について              【道路河川課】 
 

 １ 工 事 名   小谷ヶ丘調整池整備工事 

 ２ 変更前契約金額   １８１,８００,３００ 円  

 ３ 変更後契約金額   １９０,１７９,０００ 円 

 ４ 変 更 理 由   土砂運搬経路等の変更による。 

 ５ 契 約 の 相 手 方   福知山市夜久野町末７１８－１ 

株式会社衣川組  

代表取締役  衣 川 倫 夫 

 

■ 物品の取得について                  【教育総務課】 

 

１ 物 品 名    小学校教師用指導書 

 ２ 契 約 の 方 法    随意契約 

 ３ 取 得 価 格    ３５,７６４,５２０円 

 ４ 契 約 の 相 手 方    京都市中京区中筋通夷川上る鉾田町３０６番地 

京都府教科図書販売株式会社  

代表取締役社長  新 井 慎 平     



49 

 

■ 福知山市の字の区域の変更について             【用地課】 

 

 地方自治法第２６０条第１項の規定により、本市の字の区域を次のように変更する。なお、

この変更の効力は、当該区域につき行われる国土調査法第１９条第２項に規定する認証の日

から生ずる。 

 

区域を変更する字名 左の区域に編入される区域 

字 小字 字 小字 地番等 

天田 田津 中ノ  ２４９番２１の一部、

２４９番４２、２４９

番４３、２４９番４４、

２４９番４５、２４９

番４６、２４９番４７、

２４９番４８及び２４

９番５０ 

中 ２５０番６０ 

 備考 地番等は、令和２年２月３日現在のものである。 

 

 

 

■ 市道の認定及び路線変更について            【道路河川課】 

下記路線について、市道の認定及び路線変更をする。 

区 分 路 線 名 摘 要（認定・変更等理由） 

認  定 前田３１号線 開発行為による帰属 

認  定 土師新町２５号線 開発行為による帰属 

認  定 篠尾２９号線 開発行為による帰属 

認  定 荒河堤防線 調節池整備に伴う認定 

認  定 土師１０号線 市道の認定漏れによるもの 

認  定 山崎５号線 府道からの移管によるもの 

路線変更 小谷ヶ丘堀山線 道路新設による終点変更 

路線変更 半田山崎線 府道改良に伴う終点変更 

路線変更 戸田３号線 防災ステーション築造に伴う起点変更 

路線変更 宮川２号線 築堤に伴う終点変更 
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■ 福知山市病院事業会計資本金の減少について  【市民病院事務部総務課】 

 

地方公営企業法第３２条第４項の規定により、福知山市病院事業会計資本金

6,635,902,092円（市立福知山市民病院 6,431,474,092 円、市立福知山市民病院大江分院

204,428,000円）のうち 1,708,199,000円（市立福知山市民病院 1,503,771,000 円、市立

福知山市民病院大江分院 204,428,000 円）を減少し、長期前受金に振り替えることにつ

いて、議会の議決を求める。 

 

 

◆ 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 

令和 2年 

1月 20日 

専決第 2号 

平成３１年１月２８日、福知山市字内記

地内の福知山市役所駐車場において、徐行

中の公用車が、駐車位置を直そうとバック

した車両と接触したことによる相手方の

損害を賠償する。 

14,492円 大学政策課 

令和 2年 

1月 20日 

専決第 3号 

令和元年９月１１日、福知山市厚東町地内

の市道福知山停車場荒河線において、街路樹

が腐食のため倒れ、市道沿いの店舗の柵に直

撃し、破損したことによる相手方の損害を賠

償する。 

33,000 円 道路河川課 
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