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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
３月補正額
（前倒し分）

補正後の額

52,893,748 373,005 53,266,753

7,327,031 7,327,031

34,070 34,070

30,800 30,800

25,100 25,100

23,499 23,499

9,300 9,300

951,900 951,900

494,300 494,300

保険事業勘定 8,413,503 8,413,503

介護サービス事業勘定 25,511 25,511

177 177

2,181,875 2,181,875

19,517,066 19,517,066

4,205,915 4,205,915

6,297,600 136,763 6,434,363

福知山市民病院 15,840,931 15,840,931

大江分院 917,468 917,468

計 16,758,399 16,758,399

27,261,914 136,763 27,398,677

99,672,728 509,768 100,182,496

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 補正前の額
３月補正額
（前倒し分）

補正後の額

01 市税 11,210,543 11,210,543

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 7,500 278,160

16 使用料及び手数料 1,231,379 1,231,379

17 国庫支出金 15,899,724 132,594 16,032,318

18 府支出金 3,089,560 45,940 3,135,500

19 財産収入 405,167 405,167

20 寄附金 148,409 148,409

21 繰入金 2,544,028 2,544,028

22 諸収入 375,096 375,096

23 市債 4,819,500 186,600 5,006,100

24 繰越金 212,681 371 213,052

一般会計合計 52,893,748 373,005 53,266,753
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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
３月補正額
（前倒し分）

補正後の額

01 議会費 288,298 288,298

02 総務費 5,536,116 21,920 5,558,036

03 民生費 22,441,439 22,441,439

04 衛生費 5,437,385 5,437,385

05 労働費 17,518 17,518

06 農林業費 1,993,284 57,190 2,050,474

07 商工費 1,384,866 1,384,866

08 土木費 2,700,942 77,420 2,778,362

09 消防費 2,427,773 2,427,773

10 教育費 4,951,019 216,475 5,167,494

11 公債費 5,666,368 5,666,368

12 予備費 48,740 48,740

一般会計　合計 52,893,748 373,005 53,266,753
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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
３月補正額
（前倒し分）

補正後の額

7,252,479 7,252,479

うち
議員給与費

200,498 200,498

うち
職員給与費

5,927,574 5,927,574

6,087,318 24,000 6,111,318

239,327 239,327

8,516,674 8,516,674

15,257,245 27,200 15,284,445

4,901,918 321,805 5,223,723

う ち 人 件 費 304,294 304,294

4,901,918 321,805 5,223,723

補助事業費 1,661,145 299,210 1,960,355

単独事業費 3,240,773 22,595 3,263,368

0 0

5,666,287 5,666,287

1,092,522 1,092,522

2,100 2,100

3,829,138 3,829,138

48,740 48,740

52,893,748 373,005 53,266,753一般会計　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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◆ ３月補正予算（前倒し分）主要事項 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（小学校） 14,544 継続 9

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（中学校） 8,524 継続 9

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（学校健診） 932 継続 9

担い手確保・経営強化支援事業 20,000 新規 11

ＫＴＲ支援事業 14,720 継続 12

府営川北地区ほ場整備事業 11,250 継続 13

移住・定住促進事業 7,200 拡充 14

社会資本整備総合交付金事業（道路整備） 59,420 継続 15

国際大会開催準備事業 45,000 継続 16

ため池等農地災害危機管理対策事業 25,940 継続 17

公園施設長寿命化対策支援事業 18,000 継続 18

小学校施設改修事業 25,875 継続 19

中学校施設改修事業 34,500 継続 19

小学校施設環境改善事業 27,000 新規 20

中学校施設環境改善事業 27,000 新規 20

中学校施設長寿命化事業 33,100 新規 21

373,005

補正額 増減区分 ページ

136,763 継続 22

136,763企業会計　　１会計 　　　計　

 【下水道事業会計】 下水道事業（補正第２号）

事業名

事業名

（単位：　千円）

区分/政策名

補正額 区分 ページ

企
業
会
計

一
　
般
　
会
　
計

国
の
補
正
予
算
関
連

一般会計（補正第１２号）　　　　１６事業　　計

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 繰越明許費について 

  （一般会計） 追加  ＫＴＲ支援事業 ほか１２件 

        変更  国際大会開催準備事業 
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令和２年度国の補正予算 

 令和２年度国の補正予算（第３号）は、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総

合経済対策」の実行に伴う国費として、総額１９兆１,７６１億円が予算計上されました。 
 

《国の補正予算の概要》 

『国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策』 

          総額１９兆１,７６１億円 

Ⅰ．新型コロナウイルス感染症の拡大防止策              ４兆３,５８１億円 

Ⅱ．ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現     １１兆６,７６６億円 

Ⅲ．防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保 

３兆１,４１４億円 

 

国の補正予算の成立を受け、本市においては、教育現場における新型コロナウイルス

感染症拡大防止対策事業、社会資本整備総合交付金事業（道路整備）の推進など、一般

会計で計１６事業に総額３億７,３０１万円と企業会計（下水道事業）で１億３，６７６

万円を予算計上します。 
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政策名 国の補正予算関連 （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（小学校） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

14,544 

国 府 市債 その他 一般財源 42,000 

14,544     
補正後予算額 

56,544 

事業名 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（中学校） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

8,524 

国 府 市債 その他 一般財源 22,000 

8,524     
補正後予算額 

30,524 

事業名 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（学校健診） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

932 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

932     
補正後予算額 

932 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することが見込まれる中、学校教育

活動を円滑に継続するため、必要となる保健衛生用品等を追加購入し、各学校に

おける感染症対策を強化します。 

 

２ 事業の内容 

・整備上限額：学校規模等に応じ、1校あたりの上限額800千円～1,600千円程度    

 【内訳】 

   小学校 14校  15,200千円 

児童数 (300人以下)   800千円×6校 

   （500人以下） 1,200千円×6校 

（501人以上） 1,600千円×2校 

    中学校 9校   8,800千円 

     生徒数 (300人以下)  800千円×7校 

 （501人以上） 1,600千円×2校 

・内容 

教室等における感染防止の徹底のため、消毒液や空気清浄機などの保健衛生

用品を追加購入し学校の衛生環境を整備します。 

また、児童生徒の健康保持増進を目的に行う健康診断等で感染予防に必要な 

保健衛生用品等を購入します。 
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３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費 

需用費（消耗品費）  8,344千円  備品購入費（施設備品） 6,200千円 

 (款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費 

需用費（消耗品費）  5,024千円  備品購入費（施設備品） 3,500千円 

(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 教育振興費 

需用費（消耗品費）    932千円 

 

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 

学校保健特別対策事業費補助金（小学校）（補助率1/2）    7,272千円 

学校保健特別対策事業費補助金（中学校）（補助率1/2）    4,262千円 

学校保健特別対策事業費補助金（学校健診）（補助率1/2）    466千円 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（小学校） 

（地方創生臨時交付金）    7,272千円 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（中学校） 

（地方創生臨時交付金）   4,262千円 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（学校健診） 

（地方創生臨時交付金）   466千円 

 

担当課 
教育委員会教育総務課 

教育委員会学校教育課 
電話 

直通 24-7061 内線 5119 

直通 24-7063 内線 5129 
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政策名 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 担い手確保・経営強化支援事業 新規 

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 － 

 20,000    
補正後予算額 

20,000 

 

１ 事業の背景・目的 

農地中間管理機構を活用している地域において、意欲的な取組により経営の

発展を図ろうと、融資を活用して農業用機械・施設を導入する担い手に対し、

支援を行います。 

今回国の補正予算（第3号）により新たに募集をされた当該事業に対し、事業

内示の見込みがあるため、事業費の補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

 農作物加工施設建設 １式 34,000千円×1/2＝17,000千円 

 選果機、保冷庫購入 １式  6,000千円×1/2＝ 3,000千円 

 

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 20,000千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 農林業費府補助金 

   担い手確保・経営強化支援補助金 40,000千円×1/2＝20,000千円 

 

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 国の補正予算関連 （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 

14,720 

国 府 市債 その他 一般財源 132,509 

  14,700  20 
補正後予算額 

147,229 

 

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、引き続きKTRの支

援を行います。 

 

２ 事業の内容  

宮福線を走るMF車両は、昭和63年の開業時に導入された普通車両であり、30 

年以上経過し老朽化が激しく故障も発生しているため、平成30年度から令和3 

年度の4年間で全5両を更新する計画となっています。今回、令和3年度に計画し 

ている5両目の更新及び宮福線の安全性向上に資する設備整備等について、国の 

補正予算に合わせ令和3年度の事業費を前倒し、京都府をはじめ沿線自治体と協 

調しKTRを支援します。 

 

【車両導入計画】 

H30 1両 R1.5運行開始 

R1 1両 R2.3運行開始 

R2 2両 R3.2運行開始 

R3 1両 R4.3運行開始予定 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 交通対策費 

KTR安全輸送設備等整備事業費補助金 14,720千円 

（MF車両更新1両、宮福線設備整備等） 

 

４ 主な特定財源 

(款) 市債 （項）市債 (目) 総務債 

一般事業債（補正予算債)  14,700千円（充当率100％） 

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

令
和
３
年
２
月
に
運
行
を
開
始
し
た
３
両
目
と
４
両
目 
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政策名 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 府営川北地区ほ場整備事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

11,250 

国 府 市債 その他 一般財源 30,878  

  3,700 7,500 50 
補正後予算額 

42,128 

 

１ 事業の背景・目的 

川北地区の由良川築堤計画と整合した生産基盤の整備に向けて、府営による 

  「ほ場整備事業」を導入し、農用地の利用集積による高度利用と農業経営体の 

  育成を図ります。 

   国の補正予算（第3号）により、京都府から事業費増額の内示を受けたことか 

ら、負担金の増額補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

川北地区ほ場整備区域における区画整理工事にかかる負担金を支出します。 

    負担割合 国50％、府27.5％、市7.5％、地元15％ 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農地費  

   負担金補助及び交付金（負担金） 

   府営事業費50,000千円×市負担率22.5％(市7.5％＋地元15％)＝11,250千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 分担金及び負担金 (項) 分担金 (目) 農林業費分担金 

 府営事業費50,000千円×地元負担率(15%)＝7,500千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 農林業債 

公共事業等債（補正予算債） 充当率 100％ 

 （市負担分 11,250千円－地元負担分 7,500千円）×100％≒3,700千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府営川北地区ほ場整備状況 

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7042 内線 4115 
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政策名 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 移住・定住促進事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

7,200 

国 府 市債 その他 一般財源 38,297 

7,200     
補正後予算額 

45,497 

 

１ 事業の背景・目的 

国の3次補正予算において、サテライトオフィスの開設などテレワーク推進に

取り組む地方自治体を支援するため、関連経費が計上されました。全国的に地

方移住（ローカルシフト）への注目が高まる中、本市においても新たな人の流

れを促進するため、民間によるサテライトオフィスの開設やテレワークを活用

した移住・滞在の取組を支援し、本市への新しい人の流れを創出します。 

 

２ 事業の内容 

市内の空き家・空き店舗を利用した、民間団体または個人事業者が行うサテライ

トオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等のテレワークにより働く環

境または機能を有する施設の開設・整備に対して補助金を交付します。 

   上限 2,400千円/件（補助率 3/4） 

 

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 

負担金補助及び交付金 

2,400千円 × 3件 ＝ 7,200千円 

 

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 

地方創生テレワーク交付金   

 2,400千円×3件×補助率1/2＝3,600千円 

地方創生臨時交付金      3,600千円 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7225 内線 4163 
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政策名 国の補正予算関連 （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 

59,420 

国 府 市債 その他 一般財源 330,000 

32,681  26,700  39 
補正後予算額 

389,420 

 

１ 事業の背景・目的 

道路は市民生活や経済活動の基盤となる重要な社会資本であることから、国

において社会資本の円滑な整備促進を目的として社会資本整備総合交付金が創

設されており、幹線道路の新設・舗装改良、自然災害防止などの大規模な事業

について年次計画を立て、有利な社会資本整備総合交付金を活用して事業を実

施し、生活の利便性の向上等を図ります。 

 

２ 事業の内容 

道路幅員が狭く歩行者が安全に歩くことが出来ない状態のため、車道、歩道

を分離し歩行者の安全を確保出来るよう道路改築、歩道整備などの工事を実施

します。実施路線：篠尾大門線、堺線 

 

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         57,820千円（篠尾大門線・堺線） 

補償、補填及び賠償金    1,600千円（篠尾大門線） 

 

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 59,420千円×補助率55％＝32,681千円 

  (款)市債 (項) 市債 (目) 土木債 

    防災・減災・国土強靭化債 

（59,420千円－32,681千円）×充当率100％≒26,700千円 

      
        （篠尾大門線）            （堺線） 

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 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 国際大会開催準備事業 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 170,991 

22,500  22,500   
補正後予算額 

215,991 

 

１ 事業の背景・目的 

「ワールドマスターズゲームズ（ＷＭＧ）2021 関西」（新型コロナウイルス感染症の影響に

より2022年5月に開催延期）等の開催に向け三段池公園テニスコートの増設整備をすすめ

ています。 

国庫補助金の確定に伴い、市民の利便性の向上と継続した国内外の大規模大会の誘

致による市民スポーツの振興と地域活性化を目的として照明設備の整備をすすめます。 

 

２ 事業の内容 

三段池公園テニスコートの照明 

設備を整備します。 

（センターコート2面） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 保健体育費 (目) 保健体育総務費  

工事請負費 45,000千円 

 

 

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 

社会資本整備総合交付金 

   45,000千円（事業費）  × 1/2（補助率）  ＝ 22,500千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 教育債 

公共事業等債（補正予算債） 

［45,000千円（事業費） － 22,500千円（国庫補助）］ 

× 100％（充当率）＝ 22,500千円 

 

担当課 地域振興部文化・スポーツ振興課 電話 直通 24-7092 内線 5334 

三段池公園テニスコート 
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政策名 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 ため池等農地災害危機管理対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

25,940 

国 府 市債 その他 一般財源 98,965 

 25,940    
補正後予算額 

124,905 

 

１ 事業の背景・目的 

近年、自然災害が激甚化し、ため池等農業用水利施設が被災し農用地のみな 

らず地域住民への被害が頻発するなか、効果的な防災・減災対策を講じること 

で、農業生産の維持や農業経営の安定化及び地域住民の安心・安全の確保を図 

ります。 

 国の補正予算（第3号）により、京都府から補助交付額の内示を受けたことか 

ら、委託料の増額補正を行います。 
 
２ 事業の内容 

   老朽化した川北奥池の改修工事にかかる計画策定業務を実施します。また、 

ため池の経年的な劣化の進行に関して、貯留機能、水利機能及び構造機能につ 

いて劣化状況評価を実施します。 

■川北奥池計画策定業務：改修に向けた計画策定業務 

■防災重点ため池劣化状況評価業務：45池 
 

３ 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農地費 

委託料  25,940千円 

     川北奥池計画策定業務：20,000千円×1式＝20,000千円 

     防災重点ため池劣化状況評価業務：5,940千円×1式＝5,940千円 
 
４ 主な特定財源  

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 農林業費府補助金 

 団体営農村地域防災減災事業補助金 25,940千円×国100％＝25,940千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川北奥池計画策定業務（川北地内） 

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7042 内線 4115 

堤体 斜樋 
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政策名 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 公園施設長寿命化対策支援事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

18,000 

国 府 市債 その他 一般財源 20,000 

9,000  9,000   
補正後予算額 

38,000 

 

１ 事業の背景・目的 

本市の都市公園には、多種多様で膨大な数の公園施設があることから、適正

な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコス

トの低減に資するよう、公園施設長寿命化計画を策定し管理を行っています。 

三段池公園については、公園設置から30年以上が経過しており、公園内の施

設については、老朽化が進んでいるため、公園施設長寿命化計画に基づき、計

画的に施設改修を行い、適切に管理します。 

 

２ 事業の内容 

国の補正予算を活用し、福知山市都市緑化植物園のトイレ改修工事をします。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園施設費 

工事請負費         18,000千円 

 

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（防災・安全交付金） 

18,000千円 × 補助率 1/2 ＝ 9,000千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公共事業等債（補正予算債）   9,000千円（充当率100％）  

  植物園トイレ 
 

改修前（和式）         改修後イメージ（洋式） 

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 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 小学校施設改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

25,875 

国 府 市債 その他 一般財源 148,100 

7,500  18,300  75 
補正後予算額 

173,975 

事業名 中学校施設改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

34,500 

国 府 市債 その他 一般財源 42,800 

10,000  24,500   
補正後予算額 

77,300 

 
１ 事業の背景・目的 

  国の3次補正予算を活用して、公立学校施設の老朽化対策や防災機能強化などを

図り、子どもたちが安全・安心に過ごすための教育環境の確保を図ります。 
 
２ 事業の内容 

 ・小学校施設改修事業 

   体育館照明器具LED化改修工事に伴う設計・工事監理業務（雀部小・大正小）

  体育館照明器具LED化改修工事（雀部小・大正小） 

 ・中学校施設改修事業 

   体育館照明器具LED化改修工事に伴う設計・工事監理業務（六人部中・成和中） 

   体育館照明器具LED化改修工事（六人部中・成和中） 
 

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    3,375千円 

    工事請負費  22,500千円 

  (款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費 

     委託料    4,500千円 

     工事請負費  30,000千円 
 

 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 

     学校施設環境改善交付金事業 防災機能強化事業（補助率1/3） 7,500千円 

     学校施設環境改善交付金事業 防災機能強化事業（補助率1/3） 10,000千円 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 教育債 

     小学校施設改修事業 学校教育施設等（補正予算債）     18,300千円 

     中学校施設改修事業 学校教育施設等（補正予算債）      24,500千円 
 

担当課 教育委員会教育総務課 電 話 直通 24-7061 内線 5114 
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政策名 国の補正予算関連 （単位：千円） 

事業名 小学校施設環境改善事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

27,000 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

3,676  23,300  24 
補正後予算額 

27,000 

事業名 中学校施設環境改善事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

27,000 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

5,004  21,900  96 
補正後予算額 

27,000 

 
１ 事業の背景・目的 

  平成28年度から令和2年度にかけ、普通教室棟の児童・生徒用便所改修が完了し

たところですが、新たに教職員用便所、特別教室棟便所の改修を実施します。 

 

２ 事業の内容 

  教職員用便所、特別教室便所を令和3年度から令和12年度までの10年間で改修を 

行います。便器、トイレブース、内装仕上、給排水管の更新を行います。 

  ・小学校施設環境改善事業 

    昭和小学校ことばの教室棟便所改修工事 

    昭和小学校管理棟便所改修工事 

  ・中学校施設環境改善事業 

    桃映中学校管理棟便所改修工事（1階教職員用・2階生徒用） 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費 

    工事請負費  27,000千円 

  (款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費 

     工事請負費  27,000千円 

 

 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 

     学校施設環境改善交付金事業 大規模改善事業（補助率1/3）  3,676千円 

     学校施設環境改善交付金事業 大規模改善事業（補助率1/3）   5,004千円 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 教育債 

     小学校施設改修事業 学校教育施設等（補正予算債）     23,300千円 

     中学校施設改修事業 学校教育施設等（補正予算債）      21,900千円 
 

担当課 教育委員会教育総務課 電 話 直通 24-7061 内線 5114 
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政策名 国の補正予算関連 

 

（単位：千円） 

事業名 中学校施設長寿命化事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

33,100 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

11,033  22,000  67 
補正後予算額 

33,100 

 

１ 事業の背景・目的 

  施設の維持管理について施設の機能や性能に不都合が生じてから修繕をする

「事後保全型」から損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕を実施する「予防

保全型」へ転換することで、突発的な事故の軽減、改修費用の抑制と施設の長寿

命化を図ります。 

 

 

２ 事業の内容 

  令和 2年 3月策定の学校施設長寿命化計画による施設整備優先順位を参考に、中 

学校では、日新中学校の屋上防水工事や外壁改修工事を行います。 

（１）日新中学校音楽教室棟屋上防水改修工事         10,300千円 

（２）日新中学校音楽教室棟外壁改修工事           22,800千円 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費 

 工事請負費                        33,100千円 

 

 

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 

学校施設環境改善交付金事業 長寿命化事業        11,033千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 教育債 

中学校施設長寿命化事業 学校教育施設等（補正予算債）   22,000千円 

 

屋上  外壁  

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 
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政策名 国の補正予算関連 

事業名 
【下水道事業会計】 

下水道事業 
継続 

補正予算額 財源内訳（千円） 補正前予算額 

136,763 

国 府 市債 その他 一般財源 6,297,600 

65,000  52,500 19,263  
補正後予算額 

6,434,363 
 

１ 事業の背景・目的 

下水道施設はライフライン施設として安心･安全で快適な市民生活を持続し

ていくために計画的な施設更新を行っています。今回、国の補正予算（第３号）

にかかる国庫補助を受け、早期着手が可能な事業を前倒しで施工するため、そ

の事業費を補正します。 
 

２ 事業の内容 

  福知山処理区管路地震対策実施設計業務他   

実施設計業務他 Ｎ＝１式 

   上松汚水中継ポンプ場他自家発電機設備更新工事他   

      自家発電機設備更新他 Ｎ＝１式 

   福知山終末処理場他ストックマネジメント短期計画策定業務   

      短期計画策定業務 Ｎ＝１式 
 

３ 事業費の内訳 

（事業費用）  消費税及び地方消費税 

         消費税及び地方消費税納付税額       △2,237千円 
 
（資本的支出）管渠施設改良事業費 

        福知山処理区管路地震対策実施設計業務他   33,000千円 

         ポンプ場施設改良事業費 

          上松汚水中継ポンプ場他自家発電機設備更 

                    新工事他                             86,000千円 

          処理場施設改良事業費 

           福知山終末処理場他ストックマネジメント 

           短期計画策定業務              20,000千円 
 

 ４ 主な特定財源 

   （資本的収入）国庫補助金（防災・安全交付金） 

           補助対象事業費 130,000千円×補助率 50％ ＝65,000千円 

          企業債（公営企業事業債） 

        139,000千円－企業債対象外事業費 43,000千円 

          －企業債対象国庫補助金 43,500千円＝   52,500千円 

担当課 

上下水道部 

 経営総務課 

 下水道課 

電話 

 

直通 22-6503 内線 72-201 

直通 23-2085 内線 72-401 
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