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令和２年度補正予算  

 補正前の額 補 正 額 補正後の額 

一 般 会 計 ５０，４４４，６８２ ２７９,３０３ ５０，７２３，９８５ 

特別会計（補正５会計) １９，２６７，６６５ ２４７，６２８ １９，５１５，２９３ 

 

国民健康保険 ７，２３７，０５０ ６２，４７８ ７，２９９，５２８ 

国民健康保険診療所費 ３４，７００ １，２００ ３５，９００ 

休日急患診療所費 ２２，２９９ １，２００ ２３，４９９ 

介護保険（保険事業勘定） ８，２６６，２３９ １６８，２２８ ８，４３４，４６７ 

介護保険（サービス勘定） ２６，６００ １，１４３ ２７，７４３ 

後期高齢者医療事業 ２，１６９，２００ １３，３７９ ２，１８２，５７９ 

企業会計（補正１会計) ２６，８３５，１１５ ２３０,９３０ ２７，０６６，０４５ 

  病院事業 １６，３３１，６００ ２３０,９３０ １６，５６２，５３０ 

総 額 ９６，５４７，４６２ ７５７，８６１ ９７，３０５，３２３ 

（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）

補正前の額 ９月補正額 補正後の額

50,444,682 279,303 50,723,985

7,237,050 62,478 7,299,528

34,700 1,200 35,900

30,800 30,800

25,100 25,100

22,299 1,200 23,499

9,300 9,300

951,900 951,900

494,300 494,300

保険事業勘定 8,266,239 168,228 8,434,467

介護サービス事業勘定 26,600 1,143 27,743

177 177

2,169,200 13,379 2,182,579

19,267,665 247,628 19,515,293

4,205,915 4,205,915

6,297,600 6,297,600

福知山市民病院 15,439,840 219,600 15,659,440

大江分院 891,760 11,330 903,090

計 16,331,600 230,930 16,562,530

26,835,115 230,930 27,066,045

96,547,462 757,861 97,305,323合　　　　　　　　　計

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計

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
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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 補正前の額 ９月補正額 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 5,206 1,231,379

17 国庫支出金 14,711,536 304,991 15,016,527

18 府支出金 3,083,899 △ 135 3,083,764

19 財産収入 405,167 405,167

20 寄附金 145,000 3,409 148,409

21 繰入金 1,614,677 △ 90,030 1,524,647

22 諸収入 375,958 △ 6,400 369,558

23 市債 4,111,900 50,100 4,162,000

24 繰越金 47,543 12,162 59,705

一般会計合計 50,444,682 279,303 50,723,985
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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 補正前の額 ９月補正額 補正後の額

01 議会費 290,403 △ 2,400 288,003

02 総務費 4,810,033 56,224 4,866,257

03 民生費 22,154,079 107,314 22,261,393

04 衛生費 5,132,929 110,032 5,242,961

05 労働費 17,518 17,518

06 農林業費 1,975,848 1,975,848

07 商工費 977,711 △ 78,480 899,231

08 土木費 2,570,956 18,206 2,589,162

09 消防費 2,425,856 3,696 2,429,552

10 教育費 4,874,241 64,711 4,938,952

11 公債費 5,166,368 5,166,368

12 予備費 48,740 48,740

一般会計　合計 50,444,682 279,303 50,723,985
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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）

補正前の額 ９月補正額 補正後の額

7,273,507 △ 3,766 7,269,741

うち
議員給与費

200,498 200,498

うち
職員給与費

5,926,526 △ 3,766 5,922,760

5,591,212 174,910 5,766,122

239,327 239,327

8,514,944 8,514,944

14,577,839 29,775 14,607,614

4,603,745 57,173 4,660,918

う ち 人 件 費 304,294 304,294

4,603,745 57,173 4,660,918

補助事業費 1,661,145 1,661,145

単独事業費 2,942,600 57,173 2,999,773

0 0

5,166,287 5,166,287

587,316 5,206 592,522

2,100 2,100

3,839,665 16,005 3,855,670

48,740 48,740

50,444,682 279,303 50,723,985一般会計　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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◆ ９月補正 主要事項 

※ インフルエンザ予防接種事業 80,029 拡充 10

※ 福知山ラーニングイノベーション・プロジェクト 68,820 拡充 11

※ 福知山市特例定額給付金事業（社会福祉課） 5,075 新規 12

※ 福知山市特例定額給付金事業（子育て応援） 45,140 新規 13

※ 保育所等職員への慰労金支給事業 33,650 新規 14

※ 放課後児童クラブ従事者への慰労金支給事業 4,770 新規 15

くりのみ園運営事業 1,150 拡充 16

※ 福知山市事業者チャレンジおうえん事業　　　 15,000 新規 17

※ バス・タクシー事業者等緊急支援事業　　　 6,898 新規 18

※ 市バス運行事業　　　 590 継続 19

※ 鉄道利用促進事業 36,566 継続 20

※ 避難所感染防止対策事業 3,129 継続 21

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（公民館） 1,740 継続 22

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（図書館） 1,168 継続 23

※ ＩＣＴ環境構築推進事業 6,087 新規 24

※ 救急活動事業 5,230 継続 25

道路改良事業 10,000 継続 26

長田野工業団地利活用増進事業（緑地等環境整備） 8,206 継続 27

ＫＴＲ支援事業 7,802 継続 28

民間保育所運営事業 7,319 拡充 29

旧医師会館解体撤去事業 24,173 継続 30

戸籍総合システム等改修事業 2,557 継続 31

総合計画策定事業 △4,276 継続 32

370,823

通
　
常
　
補
　
正

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）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連

事業名

（単位：　千円）

区分/政策名

補正額 区分 ページ

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）

一般会計（補正第８号）　　　　２３事業　　計

⑦　行財政効率の高いまちづくり

※は市単独制度事業

債務負担行為設定
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雇用調整支援事業 △85,100 33

福知山マラソン大会支援事業 △10,000 33

福知山産業フェア事業 △3,800 34

福知山お城まつり支援事業 △3,000 34

福知山踊り振興事業 △1,580 35

平和・人権の輪つながり広がり事業 △1,025 35

政務活動費事業 △2,400 36

消防団活動事業 △3,000 36

消防団員訓練事業 △1,663 37

学校芸術祭事業 △1,787 37

△113,355

後期高齢者医療事業特別会計繰出金 16,005 継続 42・49

病院事業会計負担金 5,830 継続 43

279,303

財政調整基金繰入金 △95,848 減額 38

補正額 増減区分 ページ

1,200 拡充 39

1,200 拡充 40

1,200 新規 41

△3,675 減額 42

230,930 拡充 43

62,478 継続 45

167,028 継続 46

1,143 継続 47

294 継続 48

16,760 継続 49

478,558

一般会計（補正第８号）　　３５事業　　計

【休日急患診療所費特別会計】（補正第２号）
　　休日急患診療所費維持管理経費

【介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）】(補正第２号)
　　介護サービス事業基金積立金

繰出金
補正

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
関
連

歳入予算

事業名

特
別
会
計
・
企
業
会
計

【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】（補正第２号）
　　介護保険事業運営
　　（新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業）

【病院事業会計】（補正第３号）

【国民健康保険診療所費特別会計】（補正第１号）
　　診療所管理事業一般経費

通
常
補
正

【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】（補正第２号）
　　介護給付費準備基金積立金／介護給付費負担金等返還金

【後期高齢者医療事業特別会計】（補正第１号）
　　後期高齢者医療保険料徴収事業

【後期高齢者医療事業特別会計】（補正第１号）
　　後期高齢者医療広域連合納付金

【国民健康保険事業特別会計】（補正第２号）
　　国民健康保険事業基金積立金

【後期高齢者医療事業特別会計】（補正第１号）
　　お口のチェック事業（高齢者歯科健診）

小計（１０事業）

特別会計・企業会計　　６会計 　　　計　

減額

減
額
補
正

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連

）
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◆地方創生臨時交付金の予算計上額等について   
（単位：千円）

地方創生臨時交付金
一次配分
（単独）

二次配分見込
（単独）

三次配分見込
（国補助）

計

交付限度額 312,769 1,061,514 34,413 1,408,696

予算化額 265,938 893,294 33,300 1,192,532

205,000

福知山市小規模事業者等持続化支援事業 120,000

福知山市休業事業者応援事業 85,000

60,938

ふくちやまデイユースプラン活用支援事業 2,000

上水道事業会計負担金 58,938

125,860

福知山市テナント家賃支援事業 96,216

「ふくちやま食べる応援」事業 25,048

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 159

農林漁業者経営継続支援事業 1,100

学校給食管理運営事業 1,141

小学校スクールバス管理運行事業 2,196

433,194

福知山市教育情報化整備事業（小学校） 280,302

福知山市教育情報化整備事業（中学校） 145,134

暮らしに読書を、おうえん事業 5,908

テレワーク環境整備事業 1,850

64,879

福知山公立大学　修学支援臨時交付金事業 31,105

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（小学校） 21,000

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（中学校） 11,000

スクールサポーター配置事業 1,774

302,661

インフルエンザ予防接種事業 72,220

福知山ラーニングイノベーション・プロジェクト 68,820

福知山市特例定額給付金事業（社会福祉課） 5,075

福知山市特例定額給付金事業（子育て応援） 45,140

保育所等職員への慰労金支給事業 33,650

放課後児童クラブ従事者への慰労金支給事業 4,770

福知山市事業者チャレンジおうえん事業 15,000

バス・タクシー事業者等緊急支援事業 6,898

市バス運行事業 590

鉄道利用促進事業 16,566

避難所感染防止対策事業 13,877

新型コロナウイルス感染症防止対策事業（公民館） 1,740

新型コロナウイルス感染症防止対策事業（図書館） 1,168

ＩＣＴ環境構築推進事業 6,087

救急活動事業 5,230

病院事業会計負担金 5,830

■９月定例会

■５月臨時会

■６月定例会（通常分）

■６月定例会（先行分）

■４月臨時会

■６月定例会（追加分）
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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 インフルエンザ予防接種事業   拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

80,029 

国 府 市債 その他 一般財源 54,436 

72,220   5,409 2,400 
補正後予算額 

134,465 
 
１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症と同時期に流行の可能性があり、症状も似ている 
インフルエンザの流行を防ぐことで、医療現場でのスムーズな診断と処置につ 
なげ医療機関の負担軽減を図ること、また、新型コロナウイルスとインフルエ 
ンザの同時罹患による重症化も防ぐためにもインフルエンザ予防接種の対象者 
を拡充し、自己負担金を軽減します。 

 
２ 事業の内容：  

インフルエンザ予防接種の個別医療機関での実施 
現在の対象者である高齢者、障害のある人に加え、基礎疾患のある人、妊婦 

をハイリスク者として新たに対象とします。また、マスクや手洗い、手指消毒 
などの感染症対策が不十分になりやすい乳幼児から小学校低学年、及び学校な 
ど同一集団で過ごす小学校高学年から中学生も対象とします。 

  〇自己負担額 
・高齢者、障害のある人、ハイリスク者、医療費無料者は自己負担無料 

   ・上記に当てはまらない接種対象者は自己負担金1,000円 
                    
  
 
  
 
 
 
     
 
         

３ 事業費の内訳 
(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費 

事務費                            224千円 
委託料 自己負担金無償化分（高齢者・障害のある人）   15,935千円 

接種者増加分                         63,870千円 
４ 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 インフルエンザ予防接種事業（地方創生臨時交付金） 

補助率10/10  72,220千円 
(款) 寄附金 (項) 寄附金 (目) 衛生費指定寄附金 

保健衛生費指定寄附金 インフルエンザ予防接種事業寄附金 
（タツタ電線、明治安田生命）5,409千円 

 

担当課 福祉保健部健康医療課 電話 直通 23-2788 内線 2281 
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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 福知山ラーニングイノベーション・プロジェクト 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

68,820 

国 府 市債 その他 一般財源 5,176 

68,820     
補正後予算額 

73,996 

 

１ 事業の背景・目的 

ＧＩＧＡスクール構想の実現と新型コロナウィルス感染防止を背景として、

学びの個別最適化（個々の理解度に応じた学習）が可能となる教材（ソフトウ

ェア）の導入を進め、すべての児童生徒の着実な学力の向上を図るとともに、

ＩＣＴを活用した福知山ならではの教育を目指します。 

 

２ 事業の内容 

児童生徒１人ひとりに最適化された学習を提供できる機能を備え、福知山公

立大学との連携、分析、研究等が可能となる適切な学習ソフトについて、「福

知山ラーニングイノベーション・プロジェクト（検討会議）」での選定経過を

踏まえて、ソフトウェアなどＩＣＴを活用した教育実践に必要な物品を購入し

ます。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 教育振興費  

  消耗品費    

タブレットＰⅭ用タッチペン  

15,962千円（2,420円×6,596個） 

    タブレットＰⅭ用保護ケース（小学１・２年生用） 

      3,388千円（2,500円×1,355個） 

    学習ソフトウェア料 

     49,470千円（7,500円×6,596人） 

 

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 

  教育総務費補助金  

    福知山ラーニングイノベーション・プロジェクト（地方創生臨時交付金）

     68,820千円 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7040 内線 5124 
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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 福知山市特例定額給付金事業（社会福祉課）  新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,075 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

5,075     
補正後予算額 

5,075 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症拡大に対する緊急経済対策として、国が1人あたり

10万円を給付する「特別定額給付金」の制度では、支給に際し、基準日（令和2

年4月27日）以降に、単身世帯主で未申請のまま死亡した人は、給付対象外とさ

れています。ただし、本市が設定した申請開始日までに亡くなった方もあるこ

とから、公平を期すため、市独自で当該世帯主の法定相続人（代表１人）に、

当該給付金の相当額を給付します。 

 

２ 支援制度の概要 

（１）給付金額  給付対象者１人につき10万円 

（２）給付対象  特別定額給付金を申請期限までに未申請のまま死亡した単身 

世帯主の法定相続人（代表１人） 

※ただし、基準日において本市の住民基本台帳に記録されて 

いる者に限る。 

（３）対象者   50人（見込み） 

 

 

３ 申請期間 

  令和2年10月上旬～令和3年1月29日 

 

４ 事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費  

   特例定額給付金事業     5,075千円 

     需用費           4千円（消耗品費） 

役務費           71千円（通信運搬費、振込手数料） 

  負担金補助及び交付金  5,000千円（特例定額給付金） 

 

５ 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  

    特例定額給付金事業（社会福祉課） 5,075千円（地方創生臨時交付金） 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7087 内線 2134 
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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 福知山市特例定額給付金事業（子育て応援） 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

45,140 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

45,140     
補正後予算額 

45,140 
 
１ 事業の背景・目的 

国が新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施した「特別定額給付

金」制度では、基準日（令和2年4月27日）を過ぎて生まれた新生児は支給の対

象となりませんが、市独自で給付金を支給することとし、子育て世帯の経済的

負担の軽減を図ります。 

 

２ 給付対象者 

（１）給付金額  新生児1人につき10万円 

（２）給付対象  新生児の父又は母（保護者） 

（３）対象者   450人（見込み）ただし、次のア、イ、ウのすべてに該当する 

者とします。 

ア 申請時点で福知山市民である子ども 

イ 令和2年4月28日から令和2年12月31日までに生まれた子ども 

ウ 令和2年4月27日時点で福知山市に住民登録があり、申請日 

まで引き続き住民登録を有している母親が出産した子ども 

 

３ 申請期間 

   令和2年10月上旬～令和3年2月26日 

 

４ 事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費 

需用費               2千円（消耗品費）  

役務費              138千円（通信運搬費・振込手数料） 

負担金補助及び交付金     45,000千円（特例定額給付金）  

 

５ 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  

特例定額給付金事業（子育て応援） 45,140千円（地方創生臨時交付金） 

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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 保育所等職員への慰労金支給事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

33,650 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

33,650     
補正後予算額 

33,650 

 

１ 事業の背景・目的 

保育所等は、子どもの重症化リスクは低いものの、子どもの密集や接触は避

けられず、感染リスクは高い職場であること、感染症の流行している時期にお

いても、社会の機能を維持するために就業しなければならない家庭のために、

保育の提供を継続することが必要な施設であること、集団感染を発生させない

ための取り組みの徹底により、勤務する職員には心身に相当な負担がかかって

いる施設です。 

これらの状況を踏まえ、強い使命感を持って、業務に従事している保育所等

に勤務する職員に対し、市単独の取組みとして慰労金を支給します。 

 

２ 事業の内容 

（1）支給対象者 

慰労金の給付対象となる職員は、Ⅰ及びⅡに該当する者とします。 

Ⅰ 福知山市内に施設・事業所があり、市が業務の継続を要請した公私立

の保育所、認定こども園、小規模保育事業所及び病児保育所に勤務する

職員 

Ⅱ 府内における新型コロナウイルス感染症患者１例目発生日から6月30

日までの間に保育所等で通算して10日以上勤務し、かつ、慰労金の目的

に照らし、「子ども及び保護者との接触を伴い」かつ「継続して提供す

ることが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員 

（2）支給額 

 対象となる職員一人当たり 50,000円 

  

３ 事業費の内訳  

 (款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費 33,650千円 
    報償費          10,150千円 （対象者数203人） 

負担金補助及び交付金      23,500千円 （対象者数470人） 

  

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 

保育所等職員への慰労金支給事業（地方創生臨時交付金） 33,650千円 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7083 内線 6260 
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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 放課後児童クラブ従事者への慰労金支給事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

4,770 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

4,770     
補正後予算額 

4,770 

 

１ 事業の背景・目的 

放課後児童クラブでは、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下においても、感染

のリスクを常に抱え、心身に相当の負担がかかる中、感染予防を徹底しつつ、小学生

の安全を見守ってきました。 

社会活動維持のため、業務に従事した指導員に対し、保育所等職員と同様に市単独

制度を創設し、慰労金を支給します。 

  

２ 事業の内容 

放課後児童クラブは、市直営12か所、委託1か所、地元運営3か所、合計16か所（支

援の単位27）で、平日は下校時から午後7時まで、土曜日と長期休業中は午前7時45

分から午後7時まで開設しています。 

京都府内において、新型コロナウイルス感染者の発症が初めて確認された令和 2

年 1 月 30 日から令和 2 年 6 月 30 日の間に、放課後児童クラブで、10 日以上勤務し

た指導員とします。 

〇放課後児童クラブに従事する者         １６クラブ １５９人 

     ア 市直営放課後児童クラブ         １２クラブ １２０人 

     イ 市委託放課後児童クラブ          １クラブ   ４人 

     ウ 運営委員会が開設している放課後児童クラブ ４クラブ  ３５人 

   〇支給額  １人あたり30,000円 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 社会教育総務費 

・報償費                        3,600千円 

・負担金補助及び交付金                 1,170千円 

      合計                 4,770千円 

 

 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 

   ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（放課後児童クラブ） 

（地方創生臨時交付金）         4,770千円 

 
 

担当課 教育委員会生涯学習課 電話 直通 24-7067 内線 2118 
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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 くりのみ園運営事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,150 

国 府 市債 その他 一般財源 17,093 

 1,150    
補正後予算額 

18,243 

 

１ 事業の背景・目的 

障害福祉サービス施設等において、障害児者や家族等を支えるため、感染症

対策を徹底し、サービス継続のために業務に従事した職員等に対して慰労金を

支給します。本事業は国の第２次補正予算の新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金（障害福祉サービス等分）として実施するものです。 

 

２ 事業の内容 

府内における新型コロナウイルス感染症患者１例目発生日から6月30日まで

の間に障害福祉サービス等を提供する施設に従事した職員等に対して、慰労金 

5万円を支給します。 

   ※対象期間:令和2年1月30日～令和2年6月30日とし、期間中に10日以上勤務 

した職員を対象 

  〇対象となる施設及び対象者 

・対象施設 くりのみ園 

   ・対象人数 23人（正職員10人、嘱託1人、臨時職員12人） 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉施設費 

報償費 1,150千円（対象者23人×50千円） 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 民生費府補助金 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害福祉サービス等分） 

1,150千円（補助率10/10） 

 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7082 内線 6251 
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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 福知山市事業者チャレンジおうえん事業  新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

15,000 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

15,000     
補正後予算額 

15,000 
 
１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルスの感染拡大により、事業に影響を受けている市内の中小

企業や起業予定者に対して、コロナ禍の影響を乗り越えるため、感染防止との

両立を図りつつ、社会情勢の変化に対応する取組に対して支援を行います。 

 

２ 事業対象 

  市内に主たる事業所を有する中小企業 

（個人事業主、起業者にあっては市内に住所を有するもの） 

 

３ 事業の内容 

コロナ禍における社会情勢の変化に対応するため、業種・業態転換等の設備 

導入等を実施する事業者に助成金を支給します。 

事業は福知山商工会議所へ委託し実施します。商工会議所が事業計画の審査 

  にあたるほか、本制度を利用する事業者は産業支援センター（ドッコイセ！bi 

z）等の支援を受けることとし、ドッコイセ！bizと商工会議所、市との連携強 

化を図り事業推進にあたります。 

   

４ 事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

   委託料               15,000千円 

   【委託事業費の内訳】 

■事業者チャレンジおうえん助成金 11,250千円 

（上限1,125千円×10件分） 

    （事業上限1,500千円の3/4補助） 

■委託事務費            3,750千円 

 

５ 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 

   福知山市事業者チャレンジおうえん事業（地方創生臨時交付金）  

15,000千円 

      

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 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 バス・タクシー事業者等緊急支援事業   新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

6,898 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

6,898     
補正後予算額 

6,898 

 

１ 事業の背景・目的 

バス、タクシーや自家用有償旅客運送は地域の人々の貴重な移動手段です。 

京都府北部地域の振興と本市の都市機能に欠かせないものであり、この交通基 

盤を維持し、地域の活力向上につながなければなりません。そのため、地域住 

民の移動手段の確保を目的に、新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを抱え 

ながらも運行を継続するバス、タクシーや自家用有償旅客運送事業者に対し、 

感染拡大防止対策に係る経費について支援を行います。 

 

２ 事業の内容 

（1） 路線バス事業者緊急支援金 2,773千円 

市内を運行する民間路線バスの4事業者22台及び自主運行バスの3事業者

3台に対し、感染拡大防止対策に係る経費について支援を行います。 

（2） タクシー事業者緊急支援金 3,750千円 

市内に事業所を有するタクシーの3事業者75台に対し、感染拡大防止対策

に係る経費について支援を行います。 

（3） 自家用有償旅客運送事業者緊急支援金 375千円 

市内の公共交通空白地有償運送の2事業者22台及び福祉有償運送の8事業

者103台に対し、感染拡大防止対策に係る経費について支援を行います。 

 

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 6,898千円 

 

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 

バス・タクシー事業者等緊急支援事業（地方創生臨時交付金）6,898千円 

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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 市バス運行事業   継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

590 

国 府 市債 その他 一般財源 51,408 

590     
補正後予算額 

51,998 

 

１ 事業の背景・目的 

三和地域、夜久野地域、大江地域において、地域の人々の生活移動手段を確

保するために、民間路線バスの撤退を受け、市が所有するバス車両により運行

業者に委託して市バスを運行しています。 
 

２ 事業の内容 

自動車用の除菌装置を3台購入し、三和地域、夜久野地域、大江地域の各バス

車庫に配備します。これにより、車庫での待機時間中にバス車内の除菌を行い、

効果的な感染拡大防止対策を図ります。 

〔車両台数〕 

・三和地域  2台（23～29人乗り） 

・夜久野地域 3台（10～15人乗り） 

・大江地域  2台（14人乗り） 

  合 計   7台（各地域の車庫に除菌装置を1台ずつ配備） 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 交通対策費 

備品購入費 590千円 
 
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 

市バス運行事業（地方創生臨時交付金）  590千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      市バス車両（23人乗）       市バス車両（14人乗） 

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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 鉄道利用促進事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

36,566 

国 府 市債 その他 一般財源 4,289 

16,566  15,000 5,000  
補正後予算額 

40,855 

 

１ 事業の背景・目的 

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ものです。この交通基盤を維持し、地域の活力向上

につなげるため、京都府をはじめ沿線自治体と連携して、利用促進事業の展開

や安全で安定した運行の支援、利便性向上のための関係機関への要望活動など

を行います。 
 

２ 事業の内容 

（1）京都丹後鉄道災害等臨時支援補助金 16,566千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きく影響を受けた運行会社である 

WILLER TRAINS株式会社に対し、その減収について沿線市町等と協議して支援 

します。 

（2）ＪＲ下夜久野駅連絡通路設置工事 20,000千円 

ＪＲ下夜久野駅の出入りには、駅前に設置されている商業施設内の連絡通路を

通る必要があるため、駅前の駐輪場の一部を改修し、連絡通路を利用せず駅前

広場から直接ホームに出入りできるようにします。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 

 (目) 交通対策費 

工事請負費 20,000千円 

負担金補助及び交付金 16,566千円 

 

 

 

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 

丹鉄運行事業者収入保障補助金（地方創生臨時交付金） 16,566千円 

 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

鉄道利用促進事業基金繰入 

（鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金繰入金） 5,000千円 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 総務債 

鉄道利用促進事業（一般債） 15,000千円 
 

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

ＪＲ下夜久野駅 

連絡通路 商業施設 
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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 避難所感染防止対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,129 

国 府 市債 その他 一般財源 10,748 

13,877    △10,748 
補正後予算額 

13,877 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大の恐れがある中、災害による避

難所の開設運営を想定し、市が開設する広域避難所において、避難者の新型コ

ロナウイルスへの感染を防止するために必要となる物品を調達し、備蓄します。 

令和 2 年 4 月議会での補正予算にて感染防止用の物品を購入、配備しましたが、 

その後の国の通知等において、より具体的な感染防止対策が示されたこと及び令和 

2 年 7 月豪雨災害時において、その有効性から全国の避難所で実装が進んでいる 

状況を踏まえ、ダンボール間仕切り及びダンボールベッドの備蓄を拡充することと 

します。 

 

２ 事業の内容 

  広域避難所における密集、密接を予防する対策として、避難者間の距離の確

保と飛沫の拡散による感染を防止するダンボール間仕切りの備蓄を拡充しま

す。また、床に落下したウイルスからの感染回避や、配慮を要する方の環境改

善につながるダンボールベッドの備蓄を拡充します。なお、配備先は１２か所

の早期開設広域避難所とし、必要に応じてその他の広域避難所に配布すること

とします。 

  

品名 今回購入数 購入後備蓄総数

ダンボール間仕切り 180個 360個

ダンボールベッド 180個 360個

 
３ 事業費の内訳 

(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 災害対策費  

需用費         3,129千円 

 

  ４ 主な特定財源 

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 消防費国庫補助金 

避難所感染防止対策事業（地方創生臨時交付金）  13,877千円 

担当課 市民総務部危機管理室 電話 直通 24-7503 内線 3511 
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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感染症拡大防止対策事業（公民館） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,740 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

1,740     
補正後予算額 

1,740 

 

１ 事業の背景・目的 

多くの市民等が利用する市立公民館等での新型コロナウイルス感染拡大を予

防します。 

 

２ 事業の内容 

多くの市民等が利用する市立公民館等（中央公民館・市民交流プラザふくちやま、

地域公民館９館、大江町総合会館）で、公民館における感染予防対策として、新型コ

ロナウイルス感染拡大予防のための新しい生活様式を徹底するため消毒液、パーテー

ション、空気清浄機、自動消毒液噴霧機などの衛生用消耗品及び備品を購入し、各施

設に配備します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 公民館費 

需用費                 904千円 

      備品購入費             836千円 

合計              1,740千円 

 

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  

社会教育費補助金 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（公民館） 

（地方創生臨時交付金）          1,740千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育委員会中央公民館 電話 直通 22-9551 
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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感染症拡大防止対策事業（図書館） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,168 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

1,168     
補正後予算額 

1,168 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルスとの共存、新しい生活様式といわれる中でも、多くの市

民が訪れ居場所となっている図書館。市民の暮らしの中で、その存在はより大

きくなっています。市民の豊かな生活を守り、より安心・安全に利用いただく

ために、さまざまな感染症拡大予防対策を実施し環境を整備します。 

 

２ 事業の内容 

（１） 図書館中央館及び三和・夜久野・大江分館に、アルコール消毒液自動噴 

霧機及びアルコールジェルを設置し、来館者の感染症予防に努めます。 

（２）中央館「おはなしのへや」に大型空気清浄機を導入し、乳幼児とその保

護者等に安心して利用いただける環境を整えます。 

（３）図書館各館での館内設備の消毒作業を継続実施し、館内での感染症予防

に努めます。 

・返却された図書、館内で手に取られた図書の表面を拭き取り 

・利用者用パソコン類、利用者用カートや階段等の手すり、エレベータ 

ーのボタン、おむつ替え台、トイレ等、多くの利用者が直接触れる館 

内設備等を、定期的に拭き取り 

（４）カウンターでの利用者対応における相互の感染予防対策として、職員の

手袋着用を励行するとともに、飛沫感染防止用カウンターパーテーション

を更新します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 図書館費 

需用費       882千円 

備品購入費     286千円  

 

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 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（図書館） 

（地方創生臨時交付金）     1,168千円 

 

 

 

 

担当課 教育委員会図書館 電話 直通 22-3225 
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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 ＩＣＴ環境構築推進事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

6,087 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

6,087     
補正後予算額 

6,087 

 

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る生活様式の大きな変化を踏まえ、職

員の感染リスクを低減させるとともに、新しい生活様式やSociety5.0の取組を

推進し、職員のITリテラシーの向上を図ります。 

 

２ 事業の内容 

 〔職員の感染リスク低減に向けた取組として〕 

   新しい生活様式の実践として、テレビ会議やオンライン会議等の積極的な

提案・導入により、対面や移動での接触機会を減らし、感染リスクの低減を

図るため、オンラインルーム（ICT戦略プレイス）を整備します。 

    

  ICT戦略プレイス 

   全庁的にICTの導入を進め、市民サービスの向上につながる施策等を戦略的

に検討していく場として整備します。 

 

 〔人材育成の活用として〕 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、大人数を一堂に会しての集合研

修の実施が難しい状況であり、オンラインを活用した研修やｅ-ラーニングな

どを取り入れるなどコロナ禍においても積極的な人材育成を継続し市民サー

ビスの向上に努めます。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 一般管理費  

   需用費   1,725千円（ライセンス料、オンラインルーム改修等） 

   役務費     63千円（インターネット回線利用料等） 

   委託料    605千円（ネットワーク機器設定・ＬＡＮ敷設作業費） 

   備品購入費 3,694千円（ノートパソコン、オンラインルーム備品等） 

   

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 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （補助率10/10） 

                      6,087千円 

担当課 市長公室職員課 電話 直通 24-7034 内線 3245 
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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 救急活動事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,230 

国 府 市債 その他 一般財源 8,947 

5,230     
補正後予算額 

14,177 

 
１ 事業の背景・目的 

現場活動隊員の感染防止対策の徹底を図り、感染症拡大下においても消防業務を停

止させることなく継続するために、隊員が現在使用しているディスポーザブルタイプ

の感染防止衣をより強度の高いリユーザブルタイプのものに更新し、迅速な出動体制

の確保と感染防止及び衛生管理徹底のため、現場出動隊員全員に個人貸与するととも

に、密閉空間にオゾンガスを噴出し、菌、ウイルス等を除菌・分解するオゾンガス式

除染装置を導入し、消防施設の空間除染を行い、消防業務の実施における徹底した感

染防止を図ります。 
 
２ 事業の内容 

（１）感染防止衣（リユーザブルタイプ）の購入 

    購入数量：上下セット94着  

（現場出動隊員に各1着を貸与） 

（２）オゾンガス式除染装置（小型移動式）の購入 

購入数量：1台 

 

 

 

 

 

                           
 

 
     

        ●オゾンガス式除染装置（小型移動式）    ●感染防止衣（リユーザブルタイプ） 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 常備消防費 

需用費    4,230千円 （＠45千円×94着） 

備品購入費  1,000千円 （＠1,000千円×1台） 
 

４ 主な特定財源 

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 消防費国庫補助金 

救急活動事業（地方創生臨時交付金） 5,230千円 
 

担当課 消防署警防課 電話 直通 23-4119 内線 2420-104 
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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 道路改良事業   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 56,000 

  9,000  1,000 
補正後予算額 

66,000 

 

１ 事業の背景・目的 

安全で快適な生活道路整備を求める住民要望が増えており、住民ニ－ズに応えるた

め、道路の新設・部分・舗装改良による道路施設の整備を推進し、緊急自動車の通行

を確保するとともに、沿道住民並びに市民生活の向上と安全性の向上を図ります。 
 

２ 事業の内容 

  総合治水対策として、京都府が由良川及び和久川の堤防に腹付盛土を行い、

道路拡幅を実施しました。 

令和２年３月に市道荒河堤防線（延長1,411ｍ）として市道認定を行ったとこ

ろです。 

今後、当該市道の安全性の向上を図る工事を実施するため詳細設計（交差点

２箇所）に着手します。 

 

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 

委託料   10,000千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債  

      地方道路等整備事業債   10,000千円×90％＝9,000千円 

      

 

 

 

      

      

      

   

  

  

        荒河堤防線                       荒河堤防線 

        （荒河橋付近交差点）          （荒河排水機場付近交差点） 

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 

8,206 

国 府 市債 その他 一般財源 11,230 

   8,206  
補正後予算額 

19,436 

 

１ 事業の背景・目的 

長田野工業団地利活用増進計画に基づき、立地企業の駐車場不足を解消する

ため、長田野工業センターにより市ノ谷公園西側で駐車場を造成中であり、市

民向け駐車場も整備されることから、市が周辺通路を再整備し、駐車場までの

アクセス及び利便性の向上を図ります。 

 

２ 事業の内容 

市民の憩いの場となる公園として、駐車場周辺の園路の再整備を実施します。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園管理費 

工事請負費         3,000千円 

積立金           5,206千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 使用料及び手数料 (項) 使用料 (目) 土木使用料 

公園使用料                5,206千円 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

長田野工業団地公園緑地等事業基金繰入金  3,000千円 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        園路現況            東屋付近園路現況 

  ※安全対策を施し、美観向上を図ります。 

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 ＫＴＲ支援事業   継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

7,802 

国 府 市債 その他 一般財源 124,707 

  6,000 1,802  
補正後予算額 

132,509 

 

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ものです。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（株）（KTR）〔基盤保有会社〕とWILLER TRAINS（株）〔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 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きく影響を受けた京都丹後鉄道に

対し、収束後の利用喚起を図ることを目的に、環境整備のための費用を沿線市

町等と協調して支援します。 

（1）ＩＣ対応車内補充券発行機（車発機）の導入 6,037千円 

（2）観光列車（くろまつ、あかまつ、あおまつ）の改修 1,765千円 
 
３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 交通対策費 

負担金補助及び交付金 7,802千円 
 
４ 主な特定財源 

 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

KTR支援事業基金繰入 

（鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金繰入金） 1,802千円 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 総務債 

KTR支援事業（地域鉄道対策） 6,000千円 

                         

 

 

 

 

 

 
  
     くろまつ          あかまつ          あおまつ 

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 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 民間保育所運営事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

7,319 

国 府 市債 その他 一般財源 217,330 

2,439 2,439   2,441 
補正後予算額 

224,649 

 

１ 事業の背景・目的 

子ども・子育て支援法に規定する地域子ども・子育て支援事業を実施する民

間保育所・認定こども園に対し、事業に要する経費は、国・府の補助基準に基

づいて補助金を交付しています。 

このうち、保育所に通う子どもについて、通常の保育時間を超えて保育所等

に子どもを預ける延長保育事業と、突発的な理由のため一時的に保育が必要に

なった子どもを保育所等が預かる一時預かり事業について、国の補助基準額が

要綱改正により増額となったことにより、補助交付額を増額します。 

併せて、令和２年度に新規開設した小規模保育所においても延長保育事業の利用

があることが上半期の実績より見込まれるため、補正により対応します。 

 

２ 事業の内容 

（1）延長保育事業 

ア 国の補助単価改正による増額分        168千円 

  イ 令和２年度新設小規模保育所への追加分   2,076千円 

 （2）一時預かり事業 

  国の補助単価改正による増額分         5,075千円 

  

３ 事業費の内訳 

 (款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費  

負担金補助及び交付金   7,319千円 

 

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 2,439千円 

 (款) 府支出金  (項) 府補助金  (目) 民生費府補助金  2,439千円 

   ※ 補助率 : 国3分の1、府3分の1 

  

 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7083 内線 6260 
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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 旧医師会館解体撤去事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

24,173 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

  20,100 4,073  
補正後予算額 

24,173 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市公共施設マネジメント基本計画に基づき、旧福知山医師会館を解体

撤去し、跡地は平面駐車場として整備する計画としています。 

 

２ 事業の内容 

旧福知山医師会館敷地の境界確定業務を実施するとともに、旧福知山医師会

館解体撤去工事を施工します。 

【参考】 

旧福知山医師会館 

  住  所  福知山市字岡ノ173番地 

  敷地面積  1,128.56㎡ 

  建  物  校舎・書庫・宿直室・便所・渡り廊下２・物置２ 計８棟 

  床面積計  566.21㎡ 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費 

 委託料   旧福知山医師会館敷地境界確定業務     1,821千円 

    工事請負費 旧福知山医師会館解体撤去工事       22,352千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 市債  (項) 市債 (目) 衛生債 

     保健衛生施設整備事業債  旧医師会館解体事業     20,100千円 

(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  旧医師会館解体撤去事業基金繰入 

 4,073千円 
 

担当課 福祉保健部健康医療課 電話 直通 23-2788 内線 2280 
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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 戸籍総合システム等改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,557 

国 府 市債 その他 一般財源 8,613 

1,791    766 
補正後予算額 

11,170 

 

１ 事業の背景・目的 

国の法整備により、行政手続等の電子化の一つとして、令和 5年度末までに戸籍 

事務にマイナンバー制度が導入されることになりました。現在の戸籍システム・住 

基システムの改修によりマイナンバー制度を導入することで、行政手続等で必要と 

なる戸籍謄本の提出を不要とするなど、市民の方の利便性の向上が図られるもので 

す。 

 ■行政機関への申請において必要となる戸籍謄本の提出が不要になる。 

 ■戸籍届の際に必要となる戸籍謄本の提出が不要になる。 

 ■戸籍の附票を活用し、国外転出者が個人番号カードを利用できる。 

 

２ 事業の内容 

国の仕様書公表により新たな改修が今年度内に必要となり、当初予算額の不足 

額の増額補正を行うものです。 

当初の事業内容：戸籍副本データシステムの改修、戸籍附票システムの改修、 

住基システムの改修 

新たな事業内容：戸籍システムと住基システムの連携、住基システムの改修 

 

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  

  委託料  2,557千円 

 住基システム改修経費の増額分 511千円 

 戸籍システムと住基ネットとの連携設定対応経費 2,024千円 

 戸籍システムと住基ネットとの連携用機器保守料   22千円 

  

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 

戸籍総合システム等改修費補助金 1,791千円 

担当課 市民総務部市民課 電話 直通 24-7014 内線 2246 
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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 総合計画策定事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,276 

国 府 市債 その他 一般財源 8,505 

 △3,724  △552  
補正後予算額 

4,229 
 
１ 事業の背景・目的 

現在の総合的な市政運営の指針である「未来創造 福知山」の基本計画につい
ては、令和3年3月までが計画期間となっていることから、令和2年度中に新たな
まちづくりの構想（以下、「新たな計画」という。）を策定することとしてい

ましたが、新型コロナウイルス感染症にかかる感染拡大防止や、withコロナ社
会を見据えた計画とする必要があることから、新たな計画策定の時期を令和4年
3月に延伸することとし、令和2年度から3年度の2か年にかけて計画策定を行い
ます。 

 
２ 事業の内容 

令和2年度においては、庁内検討委員会等で現計画の成果と課題の検討や国・
府等の動向を把握、分析するとともに、本年度下期から来年度上期にかけて無
作為抽出で公募した市民による懇談会等を開催し、市民参画のもと新たな計画
案を作成します。そのため、令和3年度に実施するまちづくり構想審議会等に係
る経費を減額します。 

 
３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 企画費  
（１）報酬    △1,908千円  
（２）職員手当等   △58千円 

（３）役務費      262千円 
（４）委託料   △2,572千円 

 
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 
   きょうと地域連携交付金 △3,724千円 

(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   △552千円 
 
 

 

 債務負担行為の設定                                              
                                      

事 項 期間 限度額 

左の財源内訳 

国・府 

支出金 
地方債 その他 

一般 

財源 

（仮称）まちづくり構想 

福知山策定支援業務 

令和2年度～

 令和3年度 
7,384   7,384  

 

担当課 市長公室経営戦略課 電話 直通 24-7030 内線 3114 

（単位：千円） 
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区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 雇用調整支援事業  － 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△85,100 

国 府 市債 その他 一般財源 85,100 

    △85,100 
補正後予算額 

0 

 

１ 減額の理由 

令和2年6月12日、国の助成上限額が15,000円へ、助成率は10/10へそれぞれ引き上 

げられることが決定され、負担対象上限との差額が発生しなくなったことから、市 

独自の補填が不要となりました。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

負担金補助及び交付金 △83,300千円 

報酬          △1,685千円 

職員手当等        △115千円 
 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7076 内線 4152 

 

区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 福知山マラソン大会支援事業 － 

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 14,000 

   △8,400 △1,600 
補正後予算額 

4,000 
 

１ 減額の理由 

11月23日に開催を予定していた福知山マラソンを新型コロナウイルスの影響で中止し

たことに伴い、福知山マラソン実行委員会への交付金を減額します。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 保健体育費 (目) 保健体育総務費 

   負担金補助及び交付金  △10,000千円  
     
３ 主な特定財源 

(款) 寄附金 (項) 寄附金 (目) 教育費指定寄附金 

福知山マラソン大会支援事業（クラウドファンディング）   △2,000千円 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

地域スポーツ活動推進事業助成（スポーツ振興くじ助成金） △6,400千円 
 

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 
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区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 福知山産業フェア事業   － 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,800 

国 府 市債 その他 一般財源 3,800 

△1,900   △1,900  
補正後予算額 

0 
 
１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、イベントを中止すること 

が決定したため、福知山産業フェア実行委員会への補助金を減額します。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

負担金補助及び交付金 △3,800千円（福知山産業フェア事業補助金） 
 

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 

福知山産業フェア事業（地方創生推進交付金）  △1,900千円 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

福知山産業フェア事業基金繰入（地域振興基金） △1,900千円 
 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7075 内線 4144 

 

区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 福知山お城まつり支援事業   － 

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 3,000 

   △3,000  
補正後予算額 

0 
 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、イベントを中止すること

が決定したため、お城まつり実行委員会への補助金を減額します。 
 
２ 減額事業費の内訳 

 (款) 商工費 (項) 商工費 (目) 観光費  

負担金補助及び交付金 △3,000千円（福知山お城まつり事業補助金） 
 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

福知山お城まつり支援事業基金繰入（地域振興基金） △3,000千円 
 

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 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 福知山踊り振興事業  － 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,580 

国 府 市債 その他 一般財源 1,945 

   △1,580  
補正後予算額 

365 
 
１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、イベントを中止すること
が決定したため、ドッコイセまつり実行委員会及び福知山踊り振興会への補助金
を減額します。 

 
２ 減額事業費の内訳 

 (款) 商工費 (項) 商工費 (目) 観光費  

負担金補助及び交付金 △380千円（ドッコイセフェスティバル運営補助金） 

負担金補助及び交付金 △1,200千円（ドッコイセまつり活性化事業補助金） 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

福知山踊り振興事業基金繰入（地域振興基金） △1,580千円 
 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7076 内線 4152 

 

区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 平和・人権の輪つながり広がり事業 － 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,025 

国 府 市債 その他 一般財源 2,994 

   △1,025  
補正後予算額 

1,969 
 

１ 減額の理由 
新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ、高校生等を対象とした「長

崎平和学習の旅」、「沖縄人権文化体験研修」を中止したため、その実施に係る
経費を減額補正します。 

 
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  

報償費           △43千円  旅費             △7千円 
需用費            △7千円  委託料       △950千円 
使用料及び賃借料  △18千円 

 
３ 主な特定財源 
 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

ふるさと創生事業基金繰入金  △1,025千円 
 

担当課 地域振興部人権推進室 電話 直通 24-7021 内線 2220・5144 
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区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 政務活動費事業 － 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△2,400 

国 府 市債 その他 一般財源 4,320 

    △2,400 
補正後予算額 

1,920 
 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の発生以降、大きなマイナス影響を受けられた市

民・事業所の皆様に対する新たな生活支援や経営支援が求められる状況にありま

す。つきましては、その財源として、令和2年度における議員の政務活動費の一

部を活用していただきたい旨、市議会として全会一致で決定しました。よって、

この目的を達成するため1人あたり年間上限額18万円のところ、1人あたり10万円

を削減する減額補正を行います。 
 
２ 減額事業費の内訳 

 (款) 議会費 (項) 議会費 (目) 議会費  

補助金  △2,400千円（△100千円×24人） 

 

担当課 市議会事務局 電話 直通 24-7031 内線 5311 

 
区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 消防団活動事業 － 

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 112,117 

    △3,000 
補正後予算額 

109,117 

 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、今年度実施予定であった消防操法

大会を中止し、当該事業開催に係る消防団員の出動費用弁償に不用額が生じたた

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) 非常備消防費 

旅費    △3,000千円 

 

担当課 消防本部総務課 電話 直通 24-0119 内線 2420-204 
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区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 消防団員訓練事業 － 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,663 

国 府 市債 その他 一般財源 1,863 

    △1,663 
補正後予算額 

200 
 
１ 減額の理由 

 新型コロナウイルス感染症予防対策のため、今年度実施予定であった消防操法大 

会及び消防団視察研修を中止し、当該事業開催に要する経費に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) 非常備消防費 

旅費       △638千円 
需用費      △473千円 
役務費       △16千円 
使用料及び賃借料 △536千円 

担当課 消防本部総務課 電話 直通 24-0119 内線 2420-204 

 

区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 学校芸術祭事業 － 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,787 

国 府 市債 その他 一般財源 1,787 

    △1,787 
補正後予算額 

0 
 

１ 減額の理由 
4月21日から5月6日まで新型コロナウイルス感染症に対応した学校の臨時休業

措置を行ったところですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と休業措置の
期間の授業時間の確保等の観点から事業の見直しを行い、学校芸術祭事業により
開催する行事を中止することになりました。 

 
２ 事業の内容 
  学校芸術祭事業により実施を予定していた①小学校音楽祭②学校・園美術展③

下村脩グランプリの開催に必要であった経費のすべてを減額補正します。 
 
３ 減額事業費の内訳 

 (款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 教育振興費  

報償費    △87千円   需用費     △406千円 

役務費    △36千円   委託料    △121千円 

使用料及び賃借料 △1,137千円 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7040 内線 5124 
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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 財政調整基金繰入金（歳入予算） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△95,848 

国 府 市債 その他 一般財源 541,929 

    △95,848 
補正後予算額 

446,081 

 

 財源更正の理由 

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、財政調整基金繰入金を累計5億4,193万円予算計上していま

したが、雇用調整支援事業の減額補正（△85,100千円）と避難所感染防止対策

事業の財源更正（△10,748千円）に伴い、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。 

 

この減額補正により、財政調整基金の令和2年度末残高見込額は29億3,682万

円となります。 
（千円） 

   ① ②  ③  ④ 
⑤ 

（① +②+③-④） 

 

 R01年度末 
残高 

歳計剰余金 
（速報値） 

 R02年度 

利子見込 

コロナ 

感染症関連 

 

R02年度末 
残高（見込） 

3,158,972 217,435 6,497 446,081 2,936,823 

 

【内訳】 コロナ感染症関連分  

３月 ４月 ５月 ６月 ９月 合計 

89,805 263,164 134,736 54,224 △95,848 446,081 

 
  

 
 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 
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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 
【国民健康保険診療所費特別会計】 

  診療所管理事業一般経費 
拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,200 

国 府 市債 その他 一般財源 14,407 

 1,200    
補正後予算額 

15,607 

 

１ 事業の背景・目的 

国民健康保険雲原診療所の新型コロナウイルス感染症への対応策を行うこと

により、過疎・高齢化が進んだ地域において、地域住民が必要な医療を安心し

て受けることができるようにします。 

 

２ 事業の内容 

医療機関等に勤務し、患者と接触する医療従事者や職員に対する新型コロナ

ウイルス感染症対応従事者慰労金（国制度）を雲原診療所における医療従事者

（看護師）及び受付等窓口対応を行う職員に給付します。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、雲原診療所設

備修繕及び備品（空気清浄機）購入をします。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 施設管理費 （目）診療所管理費 

報 償 費 慰労金    200千円（50千円×4人） 

需 用 費 施設修繕   449千円 

備品購入費 空気清浄機  551千円 

 

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 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付金 200千円 

 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 総務費府補助金 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金  1,000千円 

 

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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 
【休日急患診療所費特別会計】 

  休日急患診療所費維持管理経費 
拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,200 

国 府 市債 その他 一般財源 2,857 

 1,200    
補正後予算額 

4,057 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や 

医療提供体制を整備するため、休日急患診療所の施設内改修や備品整備を行い 

ます。 

また、休日急患診療所において、新型コロナウイルス感染症に対応する業務 

に従事している者に対し、慰労金を給付します。 

 

２ 事業の内容 

新型コロナウイルス感染症への対応として、休日急患診療所のトイレ手洗い

等自動水栓取替工事、待合いカーテンブース設置工事、更衣室から待合室への

改修工事を施工するとともに、屋外標識サイン、ワゴン、衝立等の備品を整備

します。 

   また、新型コロナウイルス感染症対応従事者として、休日急患診療所に勤務

している職員に対し、慰労金（国制度）を給付します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 休日急患診療所費 (項) 診療所費 (目) 総務管理費 

備品購入費                         151千円 

負担金補助及び交付金  

  トイレ手洗い等自動水栓取替工事、待合いカーテンブース設置工事、 

待合室への改修工事に係る負担金              849千円 

報償費       

休日急患診療所慰労金給付対象者 4人 

給付金額 50,000円×4人＝200,000円              200千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 休日急患診療所費府補助金  

診療所費府補助金                    1,200千円 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

【上限額】無床診療所（医科・歯科）1,000千円 【交付率】10/10 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付金 

【給付額】その他病院、診療所等に該当  50千円/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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 

【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】 

 介護保険事業運営（新型コロナウイルス感染症対応 

従事者慰労金交付事業） 

新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,200 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

 1,200    
補正後予算額 

－ 

※補正後予算額はP45に含む 

１ 事業の背景・目的 

介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上

で不可欠です。新型コロナウイルス感染症が感染拡大する中、感染すると重症

化するリスクが高い利用者と接触し、継続してサービス提供を行う職員に対し

て国の慰労金を給付します。 

 

２ 事業の内容 

  京都府で新型コロナウイルスの感染症患者1例目発症日から令和2年6月30日

までの期間に、介護サービス事業所で通算して10日以上勤務したものに対し、

慰労金を給付します。 

 

３ 事業費の内訳 

 【新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付金】 

 《介護保険特別会計》 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 一般管理費  

(節) 報償費 

 慰労金交付金額 1,200千円 

地域包括支援センター職員24人×50千円 

 

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 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付金 

慰労金交付金額 1,200千円 
 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7073 内線 2151 
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区 分 減額補正（新型コロナウイルス感染症関連） （単位：千円） 

事業名 
【後期高齢者医療事業特別会計】 

  お口のチェック事業（高齢者歯科健診） 
－ 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,675 

国 府 市債 その他 一般財源 3,675 

   △3,675  
補正後予算額 

0 

 

１ 減額の理由 

令和2年度開始を予定していたお口のチェック事業（高齢者歯科健診）について、

新型コロナウイルス感染症拡大予防により中止としたため減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 保健事業費 (項) 健康保持増進事業費 (目) 健康診査費 

  旅費         △8千円 

 

 

  需用費      △1,175千円 

  役務費        △42千円 

  委託料      △2,400千円 

  使用料及び賃借料   △50千円 

  合計       △3,675千円 

 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 他会計繰入金 (目) 一般会計繰入金 

職員給与費等繰入金    △ 755千円 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

健康診査事業補助金    △2,920千円 
 

担当課 市民総務部保険年金課 電話 直通 24-7018 内線 2145 
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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 

230,930 

国 府 市債 その他 一般財源 16,331,600 

 225,100  5,830  
補正後予算額 

16,562,530 

 

【遠隔医療】 

 

１ 事業の背景・目的 

超高齢社会では、病院までのアクセスに問題がある場合や高齢であるために

通院が困難である患者が増加してくることが予測され、そういった患者の診療

の利便性をあげていく必要があります。 

また、コロナ禍における通院自粛による診療の中断などの問題も考えると遠

隔医療の必要性が高くなってきています。 

 

２ 事業の内容 

高齢者が簡単に操作できる機器で血圧測定などの生体情報と連動するシステム

を大江分院に導入し、病院と在宅をつなぐ遠隔医療をパイロットスタディとして実

施し、この方式のメリットとデメリットを洗い出し将来の実用性について考察しま

す。 

 

３ 事業費の内訳 

（款）大江分院事業費用 （項）医業費用 （目）経費 

  遠隔医療実施患者に係る薬剤配送費用 360千円 

（款）大江分院資本的支出 （項）建設改良費 （目）固定資産購入費 

  病院用固定資産購入費 5,470千円 

 

 ４ 主な特定財源 

（款）大江分院事業収益 （項）医業収益 （目）その他医業収益 

  薬剤配送に係る費用の一般会計負担金 360千円 

（款）大江分院資本的収入 （項）他会計負担金 （目）一般会計負担金 

  建設改良費 5,470千円 
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【医療従事者慰労金】 

 

１ 事業の背景・目的 

国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）のうち、新型コ

ロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業として、都道府県から役割を設

定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金と

して最大20万円（その他病院、診療所等は5万円）が給付されます。 

都道府県が実施主体となりますが、慰労金は医療機関等が医療従事者等から

委任を受けて代理申請・受領を行い、医療機関等から医療従事者等に給付する

こととなりました。 

 

２ 事業の内容 

市民病院及び大江分院に勤務する医療従事者等から委任状を徴取し、京都府に対

し慰労金の代理申請を行うとともに、京都府から一括して受領した慰労金を医療従

事者等に給付します。 

 

３ 事業費の内訳 

（款）市民病院事業費用 （項）特別損失 （目）その他特別損失 

  慰労金給付額     219,600千円 

  200千円×1,098人＝ 219,600千円 

 

（款）大江分院事業費用 （項）特別損失 （目）その他特別損失 

  慰労金給付額       5,500千円 

   50千円×  90人 ＝  4,500千円 

  200千円×   5人 ＝  1,000千円 

 

 ４ 主な特定財源 

（款）市民病院事業収益 （項）特別利益 （目）その他特別利益 

  慰労金代理受領額  219,600千円 

 

（款）大江分院事業収益 （項）特別利益 （目）その他特別利益 

  慰労金代理受領額    5,500千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 市民病院事務部総務課 電話 直通 22-2101 内線 2211 
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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】 

  国民健康保険事業基金積立金 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

62,478 

国 府 市債 その他 一般財源 421 

   62,478  
補正後予算額 

62,899 

 

１ 事業の背景・目的 

国民健康保険の健全な運営及び保健事業の実施に必要な財源に充てるため、

国民健康保険事業特別会計決算における決算剰余金(繰越金)を国民健康保険事

業基金に積み立てます。 

 

２ 事業の内容 

国民健康保険事業特別会計決算における令和元年度決算剰余金(繰越金)を国

民健康保険事業基金に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金 (目) 国民健康保険事業基金積立金 

国民健康保険事業基金積立金 62,478千円  

 

４ 主な特定財源 

(款) 繰越金 (項) 繰越金 (目) 繰越金 

前年度繰越金 62,478千円〔令和元年度決算剰余金(令和2年度への繰越金)〕 

    

担当課 市民総務部保険年金課 電話 直通 24-7015 内線 2261 



46 

 

 
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 
【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】 

 介護給付費負担金等返還金／介護給付費準備基金積立金 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

167,028 

国 府 市債 その他 一般財源 8,266,239 

   167,028  
補正後予算額 

8,434,467 

 

１ 事業の背景・目的 

介護保険事業（保険事業勘定）の財源である介護給付費国庫負担金、介護給

付費府負担金、支払基金交付金については概算払いとなるため、翌年度におい

て精算を行うこととなります。令和元年度に超過交付となった分については、

令和2年度において返還を行う必要があります。 

また、介護保険事業勘定の決算繰越金のうち、上記返還金を除いた分につい

ては、介護保険事業の円滑な運営に資するために設置している介護給付費準備

基金に積み立てます。 

 

２ 事業の内容 

令和元年度の介護保険事業（保険事業勘定）により生じた決算剰余金のうち、

令和元年度に超過交付となった、介護給付費国庫負担金、介護給付費府負担金、

支払基金交付金を返還し、その残額を介護給付費準備基金に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

  介護保険事業（保険事業勘定）決算剰余金       167,027,804円…① 

  介護給付費国庫負担金（介護給付費現年度分）返還金    50,848,868円…② 

  介護給付費国庫負担金（低所得者介護保険料軽減分）返還金 274,155円…③ 

  介護給付費府負担金（介護給付費現年度分）返還金    27,077,040円…④ 

  介護給付費府負担金（低所得者介護保険料軽減分）返還金   137,078円…⑤ 

  支払基金交付金（介護給付費分）返還金            17,615,048円…⑥ 

  介護給付費負担金等返還金（②+③+④+⑤+⑥）     95,952,189円…⑦ 

 

（款）諸支出金 （項）償還金及び還付加算金 （目）償還金 

   償還金 95,953千円（介護給付費負担金等返還金）…⑦ 

 

（款）基金積立金 （項）基金積立金 （目）介護給付費準備基金積立金 

 介護給付費準備基金積立金 71,075千円…（①－⑦） 

 

４ 主な特定財源 

(款) 繰越金 (項)繰越金 (目)繰越金 

前年度繰越金 167,028千円[令和元年度決算剰余金（令和2年度への繰越金）] 

 

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 
【介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）】 

  介護サービス事業基金積立金 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,143 

国 府 市債 その他 一般財源 26,600 

   1,143  
補正後予算額 

27,743 

 

１ 事業の背景・目的 

介護サービス事業勘定の決算繰越金については、介護サービス事業の健全な 

財政運営に資するために設置している介護サービス事業基金に積み立てます。 

 

２ 事業の内容 

令和元年度の介護サービス事業勘定により生じた決算剰余金を介護サービス

事業基金に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

  【基金積立額】 

   介護保険事業（介護サービス事業勘定）決算剰余金  1,142,052円 

 

   《介護保険・介護サービス事業特別会計》 

(款)基金積立金 (項)基金積立金 (目)介護サービス事業基金積立金 

(節)積立金 

 

４ 主な特定財源 

 (款)繰越金 (項)繰越金 (目)繰越金 

令和元年度決算剰余金（令和２年度への繰越金）    1,142,052円 

 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7073 内線 2151 
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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 
【後期高齢者医療事業特別会計】 

  後期高齢者医療保険料徴収事業 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

294 

国 府 市債 その他 一般財源 5,388 

   294  
補正後予算額 

5,682 

 

１ 事業の背景・目的 

後期高齢者医療広域連合電算処理システム（標準システム）について、平成 

30年度税制改正対応に伴い必要なシステム改修を行います。 

 

２ 事業の内容  

   後期高齢者医療広域連合電算処理システム（標準システム）における平成30 

年度税制改正対応（令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の個人住民税 

について適用となる個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金 

等控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことと、この変更に伴い、医療保険 

制度に意図せざる影響や不利益が生じないよう対応すること）に伴い、市町村 

システムにも影響が見込まれます。 

これに伴い、外部インターフェースの所得・課税情報（市区町村→広域連合） 

への項目の追加、および既存項目の設定内容の変更を行います。また、所得・ 

課税情報（市区町村→広域連合）の変更に伴って、各所得額の算出方法の変更、 

データベースの変更及び帳票の変更等を行います。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 徴収費 (目) 徴収費 

委託料   294千円（税制改正に伴う市町村基幹業務支援システム 

（後期高齢者医療システム）改修業務） 

 

４ 主な特定財源 

  (款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

   後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（システム改修分）294千円 

   補助率  10/10 

 

担当課 市民総務部保険年金課 電話 直通 24-7018 内線 2145 
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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 
【後期高齢者医療事業特別会計】 

  後期高齢者医療広域連合納付金 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

16,760 

国 府 市債 その他 一般財源 2,077,363 

   16,760  
補正後予算額 

2,094,123 

 

１ 事業の背景・目的 

令和元年度に京都府後期高齢者医療広域連合に納付した療養給付費負担金に

ついて追加請求分を納付するため補正を行います。 

 

２ 事業の内容  

   後期高齢者医療保険においては、京都府後期高齢者医療広域連合が府内各市 

町村の必要となる療養給付費を医療費の伸び率に応じて算出し各市町村の納付 

金額が決定されます。納付した療養給付費負担金について、実績との差額が生 

じた場合は翌年度に精算を行います。 

令和元年度において、京都府後期高齢者医療広域連合が決定し本市が納付し 

た療養給付費負担金について実績が上回ったため、令和元年度に不足した療養 

給付費負担金を追加で納付します。 

 

 令和元年度療養給付費負担金  884,213,608円・・・① 

 令和元年度負担金実績額    900,972,760円・・・② 

① - ②         △16,759,152円（追加請求分） 

 

３ 事業費の内訳 

（款）後期高齢者医療広域連合納付金 （項）後期高齢者医療広域連合納付金 

（目）後期高齢者医療広域連合納付金   

負担金     16,760千円（療養給付費負担金令和元年度追加請求分） 

 

４ 主な特定財源 

  （款）繰入金  （項）他会計繰入金 （目）一般会計繰入金 

療養給付費繰入金 16,760千円 

 

担当課 市民総務部保険年金課 電話 直通 24-7018 内線 2145 
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◆ 条例関連議案 

 

１ 福知山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例（一部改正） 

【高齢者福祉課】 
  

１ 改正の理由 

   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

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 

 （１）令和３年４月１日以後、居宅介護支援事業所管理者となる者は、主任介護支援専門

員であることとした。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ

を得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができるこ

ととした。 

（第５条関係） 

 （２）令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支

援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員

とする要件の適用を令和９年３月３１日まで猶予することとした。 

（附則第２項及び第３項関係） 

 （３）文言の整理を行うこととした。 

（第３条及び第３２条関係） 

 

 ３ 施行期日 

 （２）及び（３） 公布の日 

 （１） 令和３年４月１日 
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◆ その他議案   
 
■ 物品の取得について                【危機管理室】 
 
 １ 物 品 名  防災行政無線戸別受信機 １,５００台 
 
 ２ 契約の方 法  一般競争入札による契約 
 
 ３ 取 得 価 格  ３８,１５６,２５０ 円 
 
 ４ 契約の相手方  滋賀県栗東市出庭２００４－１ 

           株式会社城山京滋営業所   

            所長  今 井 貴 介 
 
 
■ 物品の取得について               【消防本部消防課】 
 
 １ 物 品 名  小型動力ポンプ付積載車 ５台 
 
 ２ 契約の方 法  指名競争入札による契約 
 
 ３ 取 得 価 格  ３８,９４０,０００ 円 
 
 ４ 契約の相手方  福知山市字観音寺１７９番地の４ 

           大槻ポンプ工業株式会社 福知山営業所  

            所長  砂 野 哲 平 

 

■ 京都府中・北部地域消防指令事務協議会規約に関する協議について 

                                                  【消防本部通信指令課】 
  
  地方自治法第２５２条の２の２第１項の規定により福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後 

市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合（以下「関係団体」という。）により、 

当該区域における消防事務の一部を共同して管理し、及び執行するため、規約について協 

議し、及び定め京都府中・北部地域消防指令事務協議会を設置するにあたり、同条第３項 

の規定により、協議することについて議会の議決を必要とする。 

 

１ 協議会の名称     京都府中・北部地域消防指令事務協議会 
 
２ 協議会を設ける団体  福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市、京都中部広域消防組 

合及び宮津与謝消防組合 
 
３ 協議会の担任する事務 関係団体の区域における災害通報の受信、出動命令、通信統 

制及び情報の伝達の事務を管理し、及び執行する。 
 
４ 協議会の事務所    福知山市東羽合町 46番地の 1   

 

■ 令和元年度福知山市各会計歳入歳出決算の認定等について 

                                                     （９月１０日追加提案） 

  一般会計、特別会計 １１会計、企業会計 ３会計     
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◆ 報 告 

 

■ 継続費精算書の報告について 
 

 （一般会計）                            （単位 円） 

事業名 

【担当課】 
年度 全体計画① 実績② 比較③＝①-② 

福祉施設改修 

事業 

【社会福祉課】 

30 256,800,000 91,000,000 165,800,000 

元 171,200,000 320,397,240 △149,197,240 

合計 428,000,000 411,397,240 16,602,760 

 

 

 

 

■ 令和元年度及び中期目標評価（４年終了時）に係る公立大学法人福知山公 

立大学の業務の実績に関する評価結果の報告について 

【大学政策課】 
 

  地方独立行政法人法第７８条の２第６項の規定に基づき、令和元年度及び中期目標評価 

（４年終了時）に係る公立大学法人福知山公立大学の業務の実績に関する評価結果につい 

て報告する。 

  令和元年度評価結果 

評 価 評価基準 

Ｂ 中期計画の達成に向け概ね順調に進捗している。 

  中期目標（４年終了時見込）評価結果 

評 価 評価基準 

Ｂ 中期目標の達成に向け概ね順調に進捗している。 

 

 

 

■ 健全化判断比率等について          （９月１０日追加提案） 

      【財政課】 
 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に 

より、健全化判断比率等を監査委員の意見を付けて報告する。 

 


