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一 般 会 計 ４８，７３５，８１１ ２５１，４０７ ４８，９８７，２１８ 

特別会計（補正会計なし) １９，２６７，６６５  １９，２６７，６６５ 

企業会計（１会計) ２６，６９５，９５５ １１２，８００ ２６，８０８，７５５ 

 病院事業 １６，２１８，８００ １１２，８００ １６，３３１，６００ 

総 額 ９４，６９９，４３１ ３６４，２０７ ９５，０６３，６３８ 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 
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◆ 令和２年度会計別予算額一覧  
 

（単位：千円）

令和２年度
当初予算

緊急追加分
（その１～４）

緊急追加分
（その５）

補正後の額

40,020,000 8,715,811 251,407 48,987,218

7,236,000 1,050 7,237,050

34,700 34,700

30,800 30,800

25,100 25,100

21,300 999 22,299

9,300 9,300

951,900 951,900

494,300 494,300

保険事業勘定 8,261,600 4,639 8,266,239

介護サービス事業勘定 26,600 26,600

177 177

2,169,200 2,169,200

19,260,977 6,688 19,267,665

4,186,400 △ 6,845 4,179,555

6,297,600 6,297,600

福知山市民病院 15,323,040 4,000 112,800 15,439,840

大江分院 891,760 891,760

計 16,214,800 4,000 112,800 16,331,600

26,698,800 △ 2,845 112,800 26,808,755

85,979,777 8,719,654 364,207 95,063,638

後期高齢者医療事業

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

介護保険事業

下夜久野地区財産区管理会

合　　　　　　　　　計

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計
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◆ 令和２年度一般会計歳入予算額一覧   
（単位：千円）

款
令和２年度
当初予算

緊急追加分
（その１～４）

第４号補正額
緊急追加分

（その５）
補正後の額

01 市税 11,765,168 11,765,168

02 地方譲与税 447,000 447,000

03 利子割交付金 8,000 8,000

04 配当割交付金 58,000 58,000

05 株式等譲渡所得割交付金 32,000 32,000

06 地方消費税交付金 1,819,000 1,819,000

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 1 1

09 環境性能割交付金 81,000 81,000

10 法人事業税交付金 110,000 110,000

11 国有提供施設等所在市町村助成交付金 24,000 24,000

12 地方特例交付金 43,000 43,000

13 地方交付税 10,050,000 10,050,000

14 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000

15 分担金及び負担金 270,660 270,660

16 使用料及び手数料 1,226,173 1,226,173

17 国庫支出金 5,463,220 8,205,254 180,537 13,849,011

18 府支出金 3,010,987 158 3,011,145

19 財産収入 405,167 405,167

20 寄附金 134,000 1,000 10,000 145,000

21 繰入金 937,887 508,425 54,224 1,500,536

22 諸収入 356,237 3,421 359,658

23 市債 3,763,500 3,763,500

24 繰越金 － 1,132 3,067 4,199

一般会計合計 40,020,000 8,715,811 251,407 48,987,218
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◆ 令和２年度一般会計歳出予算額一覧（目的別）  

 
（単位：千円）

款
令和２年度
当初予算

緊急追加分
（その１～４）

第４号補正額
緊急追加分

（その５）
補正後の額

01 議会費 290,403 290,403

02 総務費 4,652,301 123,394 14,359 4,790,054

03 民生費 14,061,997 7,962,445 54,994 22,079,436

04 衛生費 4,953,757 177,838 5,131,595

05 労働費 17,518 17,518

06 農林業費 1,868,052 500 4,369 1,872,921

07 商工費 396,905 417,182 163,624 977,711

08 土木費 2,310,235 1,132 5,889 2,317,256

09 消防費 2,344,625 12,360 2,356,985

10 教育費 3,907,839 22,220 8,172 3,938,231

11 公債費 5,166,368 5,166,368

12 予備費 50,000 △ 1,260 48,740

一般会計　合計 40,020,000 8,715,811 251,407 48,987,218
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◆ 令和２年度一般会計歳出予算額一覧（性質別）  

 
（単位：千円）

令和２年度
当初予算

緊急追加分
（その１～４）

第４号補正額
緊急追加分

（その５）
補正後の額

7,245,143 26,361 229 7,271,733

うち
議員給与費

200,498 200,498

うち
職員給与費

5,898,162 26,361 229 5,924,752

4,677,419 127,650 8,058 4,813,127

239,327 239,327

8,489,158 25,153 633 8,514,944

5,727,343 8,535,072 242,487 14,504,902

4,001,093 4,001,093

う ち 人 件 費 304,294 304,294

4,001,093 4,001,093

補助事業費 1,386,302 1,386,302

単独事業費 2,614,791 2,614,791

0

5,166,287 5,166,287

585,300 585,300

2,100 2,100

3,836,830 2,835 3,839,665

50,000 △ 1,260 48,740

40,020,000 8,715,811 251,407 48,987,218一般会計　合計

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 的 経 費

普 通 建 設
事 業 費

災 害 復 旧
事 業 費

公 債 費

積 立 金

出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

維 持 補 修 費

区 分

人 件 費

物 件 費
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◆ 新型コロナウイルス感染症関連 緊急追加分（その５） 主要事項 

＊ 福知山市テナント家賃支援事業 144,324 新規 9

ひとり親世帯等臨時特別給付金事業 54,361 新規 10

＊ 「ふくちやま食べる応援」事業 19,300 継続 11

新型コロナウイルス対応放課後等デイサービス利用支援事業 633 新規 12

＊ 農林漁業者経営継続支援事業 1,650 新規 13

＊ 学校給食管理運営事業 4,562 継続 14

＊ 小学校スクールバス管理運行事業 3,295 継続 15

＊ 三和荘等施設管理運営事業 9,509 継続

＊ 農匠の郷やくの施設管理運営事業 1,160 継続

＊ 大江山鬼瓦工房等管理事業 2,208 継続

＊ 大雲記念館等管理事業 1,482 継続

＊ 大呂自然休養村管理事業 1,689 継続

＊ 既設公園管理事業 3,852 継続

＊ 体育施設維持管理事業 315 継続

農政事務管理事業 1,030 継続 18

都市計画費一般管理事業 2,037 継続 19

251,407

193,346

補正額 増減区分 ページ

112,800 拡充 20

112,800企業会計　　１会計 　　　計　

企
業
会
計

一
般
会
計

新型コロナウイルス感染症関連
事業名

【病院事業会計】病院事業（補正第２号）

（単位：　千円）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連

16

（単位：　千円）

区分/政策名

補正額 増減区分 ページ
事業名

通常補正

そ
の
他

新型コロナウイルス感染症関連事業
＊ うち市単独制度　１２事業　　計

一般会計（補正第５号）　　　　１６事業　　計

＊は市単独制度事業
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新型コロナウイルス感染症関連 緊急追加分（その５）について 

 

新型コロナウイルス感染の新規感染者が全国的に減少傾向になりつつも、国内感

染者は17,864例（6月21日厚労省公表）となっています。6月21日時点で、京都府で

は363例目の発生が発表されていますが、本市においては新たな感染者は発生して

いません。 

「緊急事態宣言」は解除されていますが、今後起こりうる感染拡大の第2波・第3

波など、ウイルスとの戦い、withコロナの状況はこれからも続いてまいります。 

 

政府は令和2年2月13日に決定した「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応

策」の第１弾及び3月10日に発表した第2弾、さらには「生活不安に対応するための

緊急措置」と、金融措置を講じています。4月30日には、第3弾として財政・金融・

税制といったあらゆる政策手段を総動員する大規模な経済対策を盛り込んだ補正

予算が成立し、6月12日には、感染対策の長期化に備え、雇用維持や事業継続に向

けて企業の負担軽減や金融支援の強化に重点を置いた第2次補正予算が成立したと

ころです。 

京都府においても、これまでの 10,356億円の補正予算に加え、感染症の第 2 波・

第 3波へ備えるとともに、711 億円規模の補正予算を発表しています。 

 

本市においても、これまでに新型コロナウイルス感染症の影響に対する緊急追加

対策として、「中小企業者が利用する融資に対する利子補給の実施」や「国の中小

企業者への雇用調整助成に係る上乗せ支援」「事業者の経営安定を支援するための

相談会」「市民のマスクへの購入支援」「市内飲食店の利用促進と地域の経済活性

化」「業績が悪化した企業への法人市民税の還付」「上水道基本料金の免除による

経済的負担軽減」などの施策を市独自施策として実施しています。 

また、これらの施策に加え国補正予算による「特別定額給付金事業」「子育て世

帯やひとり親世帯への支援」「小規模事業者や休業した事業者への支援」「生活困

窮者への自立支援」などの施策を実施しています。 

 

これまでの87億円余の補正予算に加え、今回、緊急追加対策第5弾として、総額

約2億5千万円を予算計上しています。「感染症の影響を受けた事業者等への家賃の

負担軽減」や「ひとり親世帯への支援」、「休業要請により逸失利益が発生した指

定管理者に対する支援」、市民病院における「感染症患者の受入体制の整備」など

の施策を実施します。 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 福知山市テナント家賃支援事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

144,324 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

96,216   10,000 38,108 
補正後予算額 

144,324 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業継続を下支えするた

め、家賃負担の軽減を図ります。 

 

２ 事業の内容 

（１）対象者 

 次の要件を満たす中小企業者・小規模事業者等 

①「国の持続化給付金」、「京都府の休業要請対象事業者支援給付金」、「福

知山市の小規模事業者等持続化支援事業給付金」のいずれかの支給を受けて

いること 

②市税に滞納がない、または新型コロナウイルス感染症等により市税の徴収

猶予の特例措置を受けていること 

（２）給付内容 

市内の事業用の建物の令和2年4月、5月の賃料（2カ月分） 

 （３）給付率 

   月額賃料の10/10 （1カ月あたりの上限額 150,000円） 

 （４）申請期限 

   令和2年9月30日（水）  

（５）見込件数 

  480件 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

需用費           97千円 

役務費           227千円 

負担金補助及び交付金 144,000千円 

 

４ 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 

   福知山市テナント家賃支援事業（地方創生臨時交付金） 96,216千円 

(款) 寄附金 (項) 寄附金 (目) 商工費指定寄附金      10,000千円 
 

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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 ひとり親世帯等臨時特別給付金事業  新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

54,361 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

54,361     
補正後予算額 

54,361 

 

１ 事業の背景・目的 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得 

  のひとり親に特に大きな困難が心身に生じることを踏まえ、こうした世帯の子 

育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給 

します。 
 

 ２ 事業の内容 

（１）支給対象者 

  【児童扶養手当受給世帯等への給付・基本給付】 

① 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者（全部支給・一部支給） 

② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けてい 

ない者 ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、 

児童扶養手当の対象となる水準に下がった者 

【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付・追加給付】 

上記①②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて 

家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった者 

 （２）給付額 

   【児童扶養手当受給世帯等への給付・基本給付】 

     1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 

   【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付・追加給付】 

     1世帯5万円 
 
３ 事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費 

報酬            214千円（臨時職員報酬） 

職員手当等          15千円（臨時職員期末手当） 

需用費            11千円（消耗品費、印刷製本費） 

役務費           261千円（郵送料、その他手数料） 

委託料          1,100千円（システム改修費） 

負担金補助及び交付金   52,760千円（給付金） 
 

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  

ひとり親世帯等臨時特別給付金事業（補助率10/10）   54,361千円 

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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 「ふくちやま食べる応援」事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

19,300 

国 府 市債 その他 一般財源 18,273 

25,048    △5,748 
補正後予算額 

37,573 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内飲食店等のテイクアウ

ト・宅配商品に関する情報を発信し、商品購入額に応じて観光推奨土産品及び

クーポン券（割引代金）を配布することにより、店舗の利用促進による支援と

地域経済の活性化を図ることと併せて、登録店舗がテイクアウト・宅配商品の

材料として、地場産もしくは地元調達食材を使用する場合には協力金を支払い、

地場産農水・畜産物等の消費拡大を図ることなどで、地元農業者及び地元小売

店を支援することを目的として、令和2年5月22日から実施しています。 

本事業については、登録店舗数が当初の想定を上回り、また引換券について

も、事業開始早々に配布枚数の上限に達する店舗が複数でており、事業への期

待・要望度が高いことから増額補正を行います。 
 

２ 事業の内容 

（１）実施内容 

登録店舗で1,000円購入ごとに引換券1枚を配布し、5枚で1,000円相当の観光

推奨土産品及び登録店舗で使用できる1,000円分のクーポン券（500円×2枚）と

引き換える。 

  （引換券 当初：各店舗200枚 → 補正後：600枚） 

  （クーポン券・観光推奨土産品 当初：4,000セット → 補正後：12,000セット） 

   ※ 想定を上回る店舗の登録・引換券の配布及び交換を受けた本事業への市 

民ニーズの高まりに資するための増額補正 

（２）実施状況 

   登録店舗数：113店舗（6月17日現在） 当初目標店舗数：100店舗   

（３）実施期間 

 令和2年5月22日（金）から令和2年9月30日（水）まで 
 
３ 事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

報償費        2,500千円（地場産農産物等消費拡大協力金） 

負担金補助及び交付金 16,800千円（観光推奨土産品、クーポン代金負担金） 
 
４ 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 

 「ふくちやま食べる応援」事業（地方創生臨時交付金） 25,048千円 
 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7076 内線 4152 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 新型コロナウイルス対応放課後等デイサービス利用支援事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

633 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

475 158    
補正後予算額 

633 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための小学校・中学校・高等学校・特別 

支援学校への臨時休業（以下「臨時休業」という。）の要請に伴い、保護者が仕 

事を休めない場合に自宅等で１人で過ごすことができない児童がいる世帯におい 

て児童福祉法に基づく放課後等デイサービスの利用の増加（以下「かかりまし分」 

という。）による利用者負担の増加分について免除します。 

また、放課後等デイサービスに通所できない場合に、放課後等デイサービス事 

業所が電話や訪問等により児童の健康管理や相談支援等（以下「代替的支援」と 

いう。）を行うことは、家庭の孤立化防止や支援が必要な状況になった際の適切 

な介入のきっかけとして重要であり、代替的支援に係る利用者負担を免除します。 

 

２ 事業の内容 

（１）対象者  放課後等デイサービス利用者の保護者 

（２）助成内容 かかりまし分及び代替的支援に係る利用者負担の免除 

（３）免除方法 放課後等デイサービス事業者は、助成内容に該当する利用者負担

         額を保護者に請求せず、市に請求します。 

 

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 633千円（放課後等デイサービス事業者へ支出） 

 

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） 316千円 

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 民生費国庫補助金 

    地方創生臨時交付金     159千円 

  (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） 158千円 

 

５ その他 

令和2年4月1日分より適用します。 

担当課 福祉保健部障害者福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2124 



13 

 

 
区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 農林漁業者経営継続支援事業   新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,650 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

1,100    550 
補正後予算額 

1,650 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、農林漁業者が国の「経 

営継続補助金」を活用し、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事 

業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組に対し、福知山 

市が独自に上乗せ補助をすることにより、農林漁業者の経営の維持を図ります。 
  

 ２ 事業の内容 

（１）対象事業者 

市内の農林漁業者（個人及び法人）※常時従業員数20人以下のもので、国の 

「経営継続補助金」の補助金交付が決定した者 

 （２）対象取組 

ア 農協、森林組合、漁協等の「経営支援機関」による計画作成・申請から実 

施までの伴走支援を受けた、①～③のいずれかを含む経営の維持に向けた 

取組 

① 国内外の販路の回復・開拓 

② 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換 

③ 円滑な合意形成の促進等 
 
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等に則した「非接触型の 

生産・販売への転換」又は「感染時の業務継続体制の構築」に充てること

が必要。 

イ 事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した感染防止対策 
 

（３）補助率等 

   事業実施にかかる経費の1/4以内（上限額 33万円） 

  ※【国】（１）事業実施にかかる経費の3/4以内（上限額 100万円） 

      （２）定額（（１）の補助額が上限。ただし50万円まで） 
 
３ 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費  

負担金補助及び交付金 1,650千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 農林業費国庫補助金 

     農林漁業者経営継続支援事業（地方創生臨時交付金）  1,100千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 学校給食管理運営事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

4,562 

国 府 市債 その他 一般財源 233,343 

1,141   3,421  
補正後予算額 

237,905 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症対策に係る令和 2年 3月の学校臨時休業に伴い学校給

食が中止となりました。以降、令和 2年度においても同様の状態が発生し、学校給

食関係事業者に多大な影響が生じており、国及び全国学校給食連合会等から今後も

学校給食の安定的な実施が図れるように努める配慮を学校設置者及び地方公共団

体に求められている状況となっています。 

また、主食及び牛乳の供給事業者からは、3月分についてキャンセル料相当額

が提示され、学校設置者が学校臨時休業対策費補助金等を活用し支払いに応じ

るよう要請が行われています。そのため、要請されているキャンセル料相当額

について、保護者負担とならないよう福知山市学校給食会にかわり、学校設置

者である本市で負担し支払います。 

 

２ 事業の内容 

キャンセル料相当額として支払い要請のあった2事業者に対して学校臨時休

業対策費負担金として本市が負担し支払います。なお、学校臨時休業対策費補

助金は文部科学省が全国学校給食連合会を補助実施主体とし、令和2年3月の学

校給食中止に対して違約金等が生じた場合に保護者負担とすることなく、学校

設置者がその経費を負担した場合に補助金が交付される事業です。 

 

公益財団法人 京都府学校給食会（米飯、パン）  2,290千円 

全国農業協同組合連合会京都府本部（牛乳）    2,272千円 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 教育費 (項) 保健体育費 (目) 学校給食費  

学校臨時休業対策費負担金 4,562千円 

 

４ 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 

学校給食管理運営事業（地方創生臨時交付金）   1,141千円 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

学校臨時休業対策費補助金（補助率3/4）      3,421千円 

   

 

担当課 教育委員会学校給食センター 電話 直通 23-5766 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 小学校スクールバス管理運行事業  継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,295 

国 府 市債 その他 一般財源 53,501  

2,196    1,099 
補正後予算額 

56,796 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症対策にかかる学校臨時休業により、夏季休業期間

が短縮となったため、当初予定していなかった夏季休業期間中の登下校のバス

運行についての経費を確保します。 

 

 

２ 事業の内容 

   夏季休業中の授業実施に伴うスクールバスの運行経費。 

   ・夏季休業中の登校日  13日 

   ・運行スクールバス   25台  

     13日×25台×2回＝650便 

     650便－219便（部活・プール便）＝431便 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費  

委託料  3,295千円（運転代行業務委託） 

      7,645円×431便（増便分）≒3,295千円 

 

４ 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 

       小学校スクールバス管理運行事業（地方創生臨時交付金） 2,196千円 

 
 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5111 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 （指定管理者関係） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

20,215 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

    20,215 
補正後予算額 

－ 

 

１ 事業の背景・目的 

国の緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各指定

管理施設等の施設管理者に対し休業要請を行いました。 

施設の休業により逸失利益が発生した指定管理施設等に対して、市として地

域の活性化、住民の交流等を担う公共施設を維持するために、合理性の認めら

れる必要最小限の範囲で逸失利益相当額の支援を行います。 

 

２ 事業の内容 

休業要請期間における各指定管理施設等の施設管理者に対し、支援金を支出 

します。 
 

３ 事業費の内訳 

事業名 

予算額 a+b 
担当課名（電話） 

特定財源 a 一般財源 b 

款/項/目 

施設名 

三和荘等施設管理運営事業 

9,509 
三和支所（直通 58-3003 内線 73-9117） 

－ 9,509 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)地域交流推進費 

三和荘及び関連施設 

農匠の郷やくの施設管理運営

事業 

1,160 
夜久野支所（直通 37-1103 内線 74-9220） 

－ 1,160 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)地域交流推進費 

ファームガーデンやくの 

大江山鬼瓦工房等管理事業 

大雲記念館等管理事業 

3,690 
大江支所（直通 56-1102 内線 75-9322） 

－ 3,690 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)地域交流推進費 

大江山鬼瓦工房等及び大雲記念館等、大江山グリーンロッジ 

大呂自然休養村管理事業 

1,689 
農政課（直通 24-7041 内線 4112） 

－ 1,689 

(款)農林業費 (項)農業費 (目)農業総務費 

大呂自然休養村センター 
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３ 事業費の内訳（つづき） 

事業名 

予算額 

a+b 

担当課名（電話） 

特定財源 a 一般財源 b 

款/項/目 

施設名 

既設公園管理事業 

3,852 
都市・交通課（直通 24-7052 内線 4314） 

－ 3,852 

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)公園管理費 

都市公園 

体育施設維持管理事業 

315 
文化・スポーツ振興課（直通 24-7069 内線 5332） 

－ 315 

(款)教育費 (項)保健体育費 (目)体育施設費 

市民体育館、市民運動場 
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区 分 通常補正 （単位：千円） 

事業名 農政事務管理事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,030 

国 府 市債 その他 一般財源  2,897 

    1,030 
補正後予算額 

3,927 

 

１ 事業の背景・目的 

戸田宅地造成地内において、一般分譲地を購入された1名が、平成25年台風18号

により床上浸水等の被害を被ったことについて、本市が必要な説明義務を怠ってい

たことが原因であるとして、平成28年9月8日付けで損害賠償請求の訴え（以下「本

件訴え」という。）を地方裁判所に提起しました。 

今般、令和2年6月17日に本件訴えに対する裁判所の判決が言い渡され、本市に対

して、損害賠償として341万400円の支払を命じられました。 

 

 

２ 事業の内容 

 本市は、本件訴えに対する判決について、その内容が受け入れがたいことから、

大阪高等裁判所に対し控訴の提起を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業総務費 

役務費           40千円（印紙代等） 

委託料           990千円（訴訟業務委託） 

 

 

 
  

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7041 内線 4112 
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区 分 通常補正 （単位：千円） 

事業名 都市計画費一般管理事業   継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,037 

国 府 市債 その他 一般財源 3,225 

    2,037 
補正後予算額 

5,262 

 

１ 事業の背景・目的 

石原土地区画整理地内において、保留地及び民間用地を購入された6名が、平成 

25年台風18号により床上浸水等の被害を被ったことについて、本市が必要な説明義 

務及び情報提供義務を怠っていたことが原因であるとして、平成27年10月30日及び

平成28年8月25日付けで損害賠償請求の訴え（以下「本件訴え」という。）を地方

裁判所に提起しました。 

今般、令和2年6月17日に本件訴えに対する裁判所の判決が言い渡され、本市に対

して、本件保留地購入者への損害賠償として470万1743円の支払を命じられました。 

 

 

２ 事業の内容 

本市は、本件訴えに対する判決について、その内容が受け入れがたいことから、

大阪高等裁判所に対し控訴の提起を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 土木費 （項）都市計画費 (目) 都市計画総務費 

役務費              57千円（印紙代等） 

委託料          1,980千円（訴訟業務委託） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

担当課 建設交通部都市・交通課 電話 直通 24-7050 内線 4319 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 病院事業（病院事業会計）   拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

112,800 

国 府 市債 その他 一般財源 16,218,800 

 112,800    
補正後予算額 

16,331,600 

 

１ 事業の背景・目的 

国内における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は次第に減少してい 

るものの、各地でクラスターの発生が確認されるなど未だ感染のリスクは継続 

しています。当院においても新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ機能を 

維持するとともに、さらに十分な治療を行える体制と、他の患者が安心して受 

診できる環境を整える必要があります。 

 

２ 事業の内容 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策を盛り込んだ国の補正予算

を受け、当院においても、第二種感染症指定医療機関として高度かつ適切な医療を

提供する中で、医療資器材の不足が生じ迅速かつ適切な医療の提供ができなくなら

ないようにするため、以下の医療資器材等についてあらかじめ整備しま 

す。 

 
医療機器等品名 数量 

人工呼吸器 5 

テント、エアーテント 5 

オゾン発生器付空気清浄機 3 

クリーンパーテーション 2 

簡易折り畳み式ブース 2 

陰圧キャリングベッド 1 

車椅子型アイソレータ 1 

携帯Ｘ線装置 1 

 ほか  

 

３ 事業費の内訳 

（款）市民病院資本的支出 （項）建設改良費 （目）施設整備費 

  病院施設整備費      6,050千円 

（款）市民病院資本的支出 （項）建設改良費 （目）固定資産購入費 

  病院用固定資産購入費  106,750千円 
 
 ４ 主な特定財源 

（款）市民病院資本的収入 （項）補助金 （目）府補助金 

  府 補 助 金        112,800千円 

担当課 市民病院事務部総務課 電話 代表 22-2101 内線 2211 

（人工呼吸器イメージ） 



21 

 

◆ その他の議案 

 

■ 財政調整基金の繰入れについて              【財政課】 

 

新型コロナウイルス感染症関連の事業費の財源に充てるため、財政調整基金を繰入れま

す。 

 

繰入れ金 額  ５４,２２４千円以内 

繰入れの事由  福知山市財政調整基金条例第４条第３号による 

 

 

○ 福知山市財政調整基金条例（昭和 33年 5月 31日条例第 27号） 

第４条 基金は、次に掲げる場合に限り一般会計の財源として議会の議決を経て使用する

ことができる。 

(１) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額

をうめるための財源に充てるとき。 

(２) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充

てるとき。 

(３) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他

必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 

(４) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる

とき。 

 

 

今回の繰入れにより、財政調整基金の令和２年度末残高見込額は 26億 1,704万円とな

ります。（ただし、令和元年度決算剰余金と令和２年度中に発生する利子分の積立を含め

ず推計しています。） 
                                      （千円） 

① ② ①  － ② 

R01年度末残高 コロナ感染症関連分 R02年度末残高（見込） 

3,158,972 541,929 2,617,043 

 

【内訳】 コロナ感染症関連分 

３月補正 ４月補正 ５月補正 ６月補正 合計 

89,805 263,164 134,736 54,224 541,929 
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■ 訴えの提起（上訴及び裁判上の和解を含む。）について  

【農政課】【都市・交通課】 

 

事件の種類 事件の内容 

原審判決中控訴人敗訴

部分の取消し及び被控

訴人らの当該取消しに

係る部分の請求を棄却

するとの判決を求める

控訴 

平成２５年及び平成２９年台風により床上浸水等の被害を

被ったことについては、本市が必要な説明義務及び情報提供義

務を怠っていたことが原因であるとして損害賠償等を求めて

いた裁判において、本市に損害賠償等の支払を命じる判決が言

い渡されたことに伴い、その内容が受け入れがたいため、原審

判決中控訴人敗訴部分の取消し及び被控訴人らの当該取

消しに係る部分の請求を棄却するとの判決を求めるもの

である。 

 

 

 


