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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
（追加分）

補正後の額

52,893,748 373,005 △ 253,781 53,012,972

7,327,031 1,605 7,328,636

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 25,511 167 25,678

177 177

2,181,875 2,181,875

19,517,066 1,772 19,518,838

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 △ 252,009 99,930,487

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

財源更正
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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 △ 233,100 1,585,900

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 10,050,000 419,076 10,469,076

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 △ 80,910 197,250

16 使用料及び手数料 1,231,379 1,200 1,232,579

17 国庫支出金 15,899,724 132,594 △ 291,072 15,741,246

18 府支出金 3,089,560 45,940 △ 95,704 3,039,796

19 財産収入 405,167 △ 50,700 354,467

20 寄附金 148,409 224,000 372,409

21 繰入金 2,544,028 △ 328,202 2,215,826

22 諸収入 375,096 38,730 413,826

23 市債 4,819,500 186,600 138,518 5,144,618

24 繰越金 212,681 371 4,383 217,435

一般会計合計 52,893,748 373,005 △ 253,781 53,012,972
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◆ 一般会計歳出予算額一覧（目的別） 
（単位：千円）

補正前の額
３月補正額
（前倒し分）

３月補正額
（追加分）

補正後の額

01 議会費 288,298 288,298

02 総務費 5,536,116 21,920 382,481 5,940,517

03 民生費 22,441,439 △ 353,254 22,088,185

04 衛生費 5,437,385 △ 6,930 5,430,455

05 労働費 17,518 17,518

06 農林業費 1,993,284 57,190 △ 66,376 1,984,098

07 商工費 1,384,866 △ 133,852 1,251,014

08 土木費 2,700,942 77,420 92,871 2,871,233

09 消防費 2,427,773 △ 66,285 2,361,488

10 教育費 4,951,019 216,475 △ 102,436 5,065,058

11 公債費 5,666,368 5,666,368

12 予備費 48,740 48,740

52,893,748 373,005 △ 253,781 53,012,972

款

一般会計　合計
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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
（追加分）

補正後の額

7,252,479 244,851 7,497,330

うち
議員給与費

200,498 200,498

うち
職員給与費

5,927,574 244,851 6,172,425

6,087,318 24,000 △ 61,940 6,049,378

239,327 91,000 330,327

8,516,674 △ 302,760 8,213,914

15,257,245 27,200 △ 289,808 14,994,637

4,901,918 321,805 △ 267,781 4,955,942

う ち 人 件 費 304,294 304,294

4,901,918 321,805 △ 267,781 4,955,942

補助事業費 1,661,145 299,210 △ 95,405 1,864,950

単独事業費 3,240,773 22,595 △ 172,376 3,090,992

0 0

5,666,287 5,666,287

1,092,522 321,715 1,414,237

2,100 2,100

3,829,138 10,942 3,840,080

48,740 48,740

52,893,748 373,005 △ 253,781 53,012,972一般会計　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（追加提案分） 主要事項  

※ 新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業 36,000 継続 11

※ 鉄道利用促進事業 △8,120 継続・減額 12

※ 福知山公立大学　学生修学支援臨時交付金事業 △24,140 13

※ 税等償還事業                                                △69,929 13

特別定額給付金事業 △59,923 14

※ 福知山市小規模事業者等持続化支援事業 △53,957 14

※ 福知山市休業事業者応援事業 △74,900 15

※ 「ふくちやま食べる応援」事業 △12,557 15

※ 福知山市テナント家賃支援事業 △84,872 16

※ 福知山ラーニングイノベーション・プロジェクト △9,219 16

ふくちやまサポーター拡大事業 178,450 継続 17

除雪関連事業 91,000 18

公共交通維持改善事業 76,701 19

長田野工業団地利活用増進事業（緑地等環境整備） 60,077 20

長谷墓園基金事業 200 21

長田野墓園基金事業 1,000 21

内水対策事業 ― 22

農村地域防災減災事業 7,150 23

急傾斜地崩壊対策事業 5,664 24

（仮称）福知山鉄道館ポッポランド建設事業                    100,000 継続 25

住宅新築資金等貸付事業 46,935 26

減債基金積立事業 3,970 27

人件費補正 252,109 27

継続

（単位：　千円）

区分/政策名

補正額 区分 ページ
事業名

減額

通
　
常
　
補
　
正

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
関
連

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）

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）

継続

継続

一
　
般
　
会
　
計

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

※は市単独制度事業

継続費の補正（変更）
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斎場施設改修事業                                            △7,000 28

国際大会開催準備事業                                        △13,631 28

第三セクター等改革推進債償還基金積立事業 △50,700 29

風しん抗体検査・予防接種事業 △10,467 29

保育所委託事業                                              △220,617 30

民間保育所施設整備事業                                      △11,063 30

児童扶養手当事業                                            △11,000 31

児童手当事業                                                △37,000 31

地域生活支援事業（移動支援事業）                            △6,956 32

老人保護措置事業                                            △8,300 32

企業誘致促進特別対策事業　                                  △43,566 33

北陵総合センター施設除却事業                                △17,300 33

ため池等農地災害危機管理対策事業 △26,208 34

府営川北地区ほ場整備事業 △19,800 34

「スイーツのまち福知山」事業                                △3,460 35

かわまちづくり整備事業                                      △5,000 35

安心・安全の森づくり事業                                    △6,758 36

災害対策用機械緊急出動事業                                  △3,534 36

社会資本整備総合交付金事業（道路整備） △40,139 37

市営住宅改善事業                                            △10,400 37

街路事業（篠尾線 篠尾工区）                                 △55,266 38

水防センター整備事業                                        △38,000 38

消防団員報償事業                                            △6,205 39

消防団活動事業                                              △18,546 39

小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業                    △5,947 40

中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業                    △9,499 40

小学校施設改修事業 △20,000 41

中学校施設改修事業 △20,000 41

国民健康保険事業特別会計繰出金（通常補正） 1,605 44

休日急患診療所費特別会計繰出金（通常補正） 9,337 46

△253,781

減
　
額
　
補
　
正

一
　
般
　
会
　
計

継続
繰出金
補正

　　一般会計（補正第１３号）　　　　５３事業　　計

減額
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地方消費税交付金 △233,100 減額 42

普通交付税 419,076 42

臨時財政対策債 13,318 42

減収補てん債 233,100 42

財政調整基金繰入金 △238,648 減額 43

補正額 増減区分 ページ

1,605 44

167 45

― ― 46

1,772

増額

増額

特
別
会
計

歳

入

予

算

事業名

特別会計　　３会計 　　　計　

【休日急患診療所費特別会計】（補正第３号）
　　通常補正

通
　
常
　
補
　
正

【国民健康保険事業特別会計】（補正第４号）
　　通常補正

【介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）】（補正第４号）
　　通常補正

財源更正

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 継続費の補正 

 〔一般会計〕 内水対策事業（P22） 

 

◆ 繰越明許費の補正 

  〔一般会計〕 第 4 期埋立処分場整備事業ほか 25 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事業（下水道課）ほか 1事業 
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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 ・ 二 次
配 分

三 次 以 降
配 分 見 込

計

交付限度額 1,374,283 547,832 1,922,115

事　　　業　　　一　　　覧 既決定分 ３月前倒し分 ３月追加分 計

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 7,272 28,272

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 4,262 15,262

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（学校健診） - 466 466

移住・定住促進事業 3,400 3,600 7,000

新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業 - 36,000 36,000

鉄道利用促進事業 16,566 11,880 28,446

福知山公立大学　学生修学支援臨時交付金事業 31,105 △ 24,140 6,965

福知山市小規模事業者等持続化支援事業 120,000 6,149 126,149

福知山市休業事業者応援事業 85,000 △ 31,591 53,409

「ふくちやま食べる応援」事業 25,048 △ 32 25,016

福知山市テナント家賃支援事業 96,216 △ 46,764 49,452

福知山ラーニングイノベーション・プロジェクト 68,820 △ 9,219 59,601

ふくちやまデイユースプラン活用支援事業 2,000 2,000

上水道事業会計負担金 58,938 58,938

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 159 159

農林漁業者経営継続支援事業 11,040 11,040

学校給食管理運営事業 1,141 1,141

小学校スクールバス管理運行事業 2,196 2,196

福知山市教育情報化整備事業（小学校） 280,302 280,302

福知山市教育情報化整備事業（中学校） 145,134 145,134

暮らしに読書を、おうえん事業 5,908 5,908

テレワーク環境整備事業 11,018 11,018

スクールサポーター配置事業 1,774 1,774

インフルエンザ予防接種事業 81,297 81,297

福知山市特例定額給付金事業（社会福祉課） 5,075 5,075

福知山市特例定額給付金事業（子育て応援） 45,140 45,140

保育所等職員への慰労金支給事業 33,650 33,650

放課後児童クラブ従事者への慰労金支給事業 4,770 4,770

福知山市事業者チャレンジおうえん事業 72,590 72,590

バス・タクシー事業者等緊急支援事業 6,898 6,898

市バス運行事業 590 590

避難所感染防止対策事業 13,877 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 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 1,168

ＩＣＴ環境構築推進事業 6,087 6,087

救急活動事業 5,230 5,230

病院事業会計負担金 5,830 5,830

高齢者等感染症拡大防止クーポン事業 105,000 105,000

Web会議環境整備事業 14,796 14,796

スマートシティ推進事業（消防団） 1,104 1,104

避難のあり方検討会モデル実施事業 303 303

市・府民税賦課事業 578 578

福知山市時短要請協力金対象外事業者応援給付金事業 386,631 386,631

緊急事態措置協力金市町村負担事業 42,400 42,400

計 1,832,519 15,600 △ 57,717 1,790,402
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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緊急資金等特別支援事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

36,000 

国 府 市債 その他 一般財源 1,260 

36,000     
補正後予算額 

37,260 

 

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経営状況が悪化した中小企業者が

利用する融資に対して、市の単独事業として利子補給を実施し、経営の継続、

再生、安定を支援する事業を実施しています。 

今回、地方創生臨時交付金を財源として基金に積み立てることで、後年度の

本事業の財源を確保します。 

 

２ 事業の内容 

(１) 補助対象者 

     市内で事業を行う個人事業者、法人等 

(２) 対象融資 

ア 新型コロナウイルス対応緊急資金（京都府） 

イ 新型コロナウイルス対応に要する融資であって市長が認めるもの 

(３) 事業実施状況 

利子補給申込件数 89件 

融資実行額 29億940万円 

※令和3年2月12日現在 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費 

  基金積立金     36,000千円 

  ※福知山市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金を新設(47

ページ参照)し、積み立てます。 

 

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 

地方創生臨時交付金 36,000千円 
  

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 鉄道利用促進事業 継続・減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△8,120 

国 府 市債 その他 一般財源 40,855 

11,880  △15,000 △5,000  
補正後予算額 

32,735 

 

【新型コロナウイルス感染症関連】 

１ 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の

運行会社であるWILLER TRAINS(株)に対し、令和2年7月から令和2年11月までの

減収について沿線市町等と協調して支援します。この支援は、令和2年3月から

令和2年6月までの減収に対し行った支援に続くものです。 

 

２ 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(京都丹後鉄道災害等臨時支援補助金) 11,880千円 

 

３ 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 

地方創生臨時交付金 11,880千円 

 

【減額補正】 

１ 減額の理由 

JR下夜久野駅連絡通路設置工事について、施設関係者との協議が難航し、年

度内の着手が困難であるため、工事請負費の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) 交通対策費 

工事請負費(JR下夜久野駅連絡通路設置工事) △20,000千円 

 

３ 主な特定財源 

 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金繰入 △5,000千円 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 総務債 

一般事業債 △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 
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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 福知山公立大学 学生修学支援臨時交付金事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△24,140 

国 府 市債 その他 一般財源 31,105 

△24,140     
補正後予算額 

6,965 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症拡大による困窮学生の増加を踏まえ、福知山公立

大学が行う独自の授業料減免に対する支援を行っていましたが、対象者数が想

定よりも少なく、文部科学省からも福知山公立大学に授業料減免の補助がなさ

れたため、減額補正します。 
２ 減額事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 大学費 (目) 大学振興費 
負担金補助及び交付金 △24,140千円(対象者数169人→75人) 

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 

地方創生臨時交付金 △24,140千円 

担当課 市長公室大学政策課 電話 直通 24-7039 内線 3116 

 

区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 税等償還事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△69,929 

国 府 市債 その他 一般財源 145,000 

    △69,929 
補正後予算額 

75,071 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う業績悪化により、企業に納付して頂い

ている法人市民税について、令和元年度の中間納付額が令和2年度の確定申告に

よる納付額を上回り多額の還付となるケースが見込まれることから、予算不足

を未然に防ぐため、令和2年5月臨時議会において、償還金の増額補正を行いま

した。 

企業の業績は下振れし、厳しい経済状況は続いておりますが、令和2年度の法

人市民税等市税の歳出還付金のこれまでの実績と今後の支出額を見込んだ結

果、減額の補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 諸費  

償還金、利子及び割引料 △69,929千円(税等償還金) 

担当課 財務部税務課 電話 直通 24-7024 内線 3352 
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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 特別定額給付金事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△59,923 

国 府 市債 その他 一般財源 7,809,500 

△59,923     
補正後予算額 

7,749,577 

１ 減額の理由 
特別定額給付金事業において、給付金及び事務経費が当初の見込みよりも低

かったため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 
(款)民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 
特別定額給付金に係る補助金 △21,300千円(当初77,400人→実績77,187人) 
特別定額給付金に係る事務費等 △38,623千円 

 
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 △59,923千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7087 内線 2134 

 

区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 福知山市小規模事業者等持続化支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△53,957 

国 府 市債 その他 一般財源 180,106 

6,149    △60,106 
補正後予算額 

126,149 

１ 減額の理由 
新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けている市内の小規模事

業者に対して、事業継続を支え、再起の糧となる給付金を国に準じて独自に給
付する本事業において、事業費が確定したため減額補正及び財源更正を行いま
す。 

 
２ 減額事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  
負担金補助及び交付金 △53,957千円 
 

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

地方創生臨時交付金 6,149千円 

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 福知山市休業事業者応援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△74,900 

国 府 市債 その他 一般財源 128,309 

△31,591    △43,309 
補正後予算額 

53,409 

１ 減額の理由 

京都府内全域に緊急事態措置が発出されたことに伴い、京都府の要請により

休業等に協力した事業者に給付金を給付する本事業において、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) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

負担金補助及び交付金 △74,900千円 

 

３ 主な特定財源 

  (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 商工費国庫補助金 
地方創生臨時交付金 △31,591千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7075 内線 4144 

 

区 分 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 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△12,557 

国 府 市債 その他 一般財源 37,573 

△32    △12,525 

補正後予算額 

25,016 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた市内飲食店、地元農業者及び地

元小売店等の支援をする本事業において、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) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

報償費 △1,450千円 

負担金補助及び交付金 △11,107千円 

３ 主な特定財源 

(款)国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 商工費国庫補助金 

地方創生臨時交付金 △32千円 

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 福知山市テナント家賃支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△84,872 

国 府 市債 その他 一般財源 144,324 

△46,764    △38,108 

補正後予算額 

59,452 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者の事業継続を下支えする

ため家賃支援給付金を給付する本事業において、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) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  

負担金補助及び交付金 △84,872千円 

３ 主な特定財源 

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 商工費国庫補助金 
地方創生臨時交付金 △46,764千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7077 内線 4142 

 

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 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,219 

国 府 市債 その他 一般財源 73,996 

△9,219     

補正後予算額 

64,777 

１ 減額の理由 

  ICTを活用した教育の推進に必要な学習ソフトウェアやタブレット端末用タ

ッチペン等の購入において、入札等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) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 教育振興費 

  需用費 △9,219千円 

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 

  地方創生臨時交付金 △9,219千円 

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 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 

178,450 

国 府 市債 その他 一般財源 193,463 

   124,000 54,450 
補正後予算額 

371,913 

 

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。 

また、寄附額増に伴い必要な事務経費を増額補正します。 

   （R2年度寄附金見込額）  （当初予算額）    （差引額） 

     254,000千円   －  130,000千円  ＝  124,000千円 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 諸費 

報償費  39,900千円(返礼品代金、返礼品配送料) 

委託料  14,550千円(サイト運営経費、寄附証明書発行など) 

積立金 124,000千円(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 124,000千円(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 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 除雪関連事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

91,000 

国 府 市債 その他 一般財源 108,357 

    91,000 
補正後予算額 

199,357 

 

１ 事業の背景・目的 

主要な生活道路の交通を確保するため、除雪計画に基づき迅速に除雪を行い、

円滑な車輌交通等の確保を行い、市民生活の安定に寄与することを目的としま

す。 

 

 

２ 事業の内容 

市内の除雪路線342路線と協議路線80路線の計422路線の除雪業務と27路線に

対して凍結防止剤散布業務を計37業者に委託して実施します。 

除雪路線は、原則朝5時の時点で市道上の積雪深が15㎝以上の場合に、協議路

線は、除雪路線の条件に加えて当該路線の存する自治会長の依頼があった場合

に作業を行います。 

凍結防止剤散布は、気象に関する予報等により作業を行います。 

実績見込み額が予算を上回るため、必要額の補正を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路維持費 

委託料 91,000千円(維持管理業務) 

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

事業名 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 

76,701 

国 府 市債 その他 一般財源 9,577 

 9,128   67,573 
補正後予算額 

86,278 

 

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㈱       60,189,148円 

丹後海陸交通㈱     3,136,083円 

三岳バス        5,330,259円 

庵我バス        4,400,345円 

中六人部バス      3,644,669円 

             合計        76,700,504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  9,128千円 

 

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

 

三岳バス 
 

丹後海陸交通バス 
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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 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 

60,077 

国 府 市債 その他 一般財源 19,436 

    60,077 
補正後予算額 

79,513 

 

１ 事業の背景・目的 

長田野工業団地内からの騒音や災害を遮断する目的で緑地等が設置されました

が、近年樹木が大きくなり、企業敷地内に越境しています。樹木が入り込むことは

動物等が入り込むことになり、衛生上問題があります。「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2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 60,077千円 

 

 

樹木が企業側へ越境している状況   

   
伐採前                伐採後 

 

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 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 

200 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   200  
補正後予算額 

200 

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(令和2年3月31日) 7,426,139円 

 

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 200千円 

  

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 

長谷墓園永代使用料 200千円×1件＝200千円 

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（令和2年3月31日） 15,000,234円 

 

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 

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 

長田野墓園永代使用料 500千円×2件＝1,000千円 

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 内水対策事業 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 ― 

     
補正後予算額 

― 
  
継続費の補正（変更） 

 
                        （単位：千円） 

補  正  前 補  正  後 

総 額 年度 年割額 総 額 年度 年割額 

270,000 

２ 90,000 

750,000 

２ 90,000 

３ 180,000 ３ 330,000 

４  ４ 270,000 

５ ５ 60,000 

 

 

１ 事業の背景・目的 

 国土交通省による由良川堤防整備の進捗に伴い由良川本川(外水)による被害

は軽減されてきましたが、平成30年7月豪雨をはじめとして、台風や前線などに

より多くの地域で内水被害が発生しました。このため、由良川減災対策協議会

の大規模内水対策部会において、由良川流域における内水対策について国・府・

市などの関係機関により検討を進め、施設配置最適化計画を策定しました。 

現在、本計画に基づき排水ポンプ施設等の設計を進めており、今回、ポンプ

の製作等を実施し、早期内水被害の軽減を目指して事業に取り組んでいきます。 

 

２ 事業の内容 

令和2年度当初、1期工事分での継続費を設定していましたが、早期の機能発

揮を目指すため、全体事業費での継続期間及び継続費に変更を行い、大江町河

守～公庄地域の救急排水ポンプ施設等に関する工事を実施します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 土木費 (項) 河川費 (目) 河川総務費 

工事請負費 750,000千円(救急排水ポンプ施設工事等) 

(令和2年度～令和5年度) 

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

事業名 農村地域防災減災事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

7,150 

国 府 市債 その他 一般財源 330 

  6,700  450 
補正後予算額 

7,480 

 

１ 事業の背景・目的 

平成26年8月に設置された「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水策

協議会」の計画に基づき、弘法川、法川流域の農業用ため池に洪水調整機能を

付与する改修を府営事業で実施することにより、地域住民の安心・安全の確保

を図ります。 

京都府から事業費増額の通知を受けたことから、負担金の増額補正を行いま

す。 

 

２ 事業の内容 

弘法川流域における農業用ため池改修工事にかかる負担金を支出します。 

負担割合 国55％、府34％、市11％ 

 

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65,000千円×市負担率11％＝7,150千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 農林業債 

公共事業等債 充当率90％ 市負担補正後7,480千円×90％≒6,700千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         論田池               市寺奥池 

 

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 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 急傾斜地崩壊対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,664 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

  600 2,500 2,564 
補正後予算額 

5,664 

 

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2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 100,000,000 5％ 5,000,000 2,500,000 

西岡 3,323,900 20％ 664,000 － 

計 103,323,900 － 5,664,000 2,500,000 

 

 

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  5,664千円 

※京都府施工の急傾斜地崩壊対策事業2箇所にかかる市町村負担金 

 

４ 特定財源 

(款) 分担金及び負担金 (項) 分担金 (目) 土木費分担金 

河川費分担金 2,500千円(三河Ⅱ地区 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664千円×充当率100％≒600千円 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通 24-7028 内線 4334 
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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 37,877 

   100,000  
補正後予算額 

137,877 

 

１ 事業の背景・目的 

兵庫県在住の浅田様より、福知山鉄道館ポッポランド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 2 年 6 月、令和 3 年 1 月にそれぞ

れ 5 千万円を受納しました。 

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(兵庫県在住) 

  受納金額 1億円(受納総額2億円) 

  受納日  令和2年6月5日、令和3年1月18日 

 

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 

(仮称)福知山鉄道館ポッポランド建設事業寄附金  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 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 住宅新築資金等貸付事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

46,935 

国 府 市債 その他 一般財源 83 

   46,935  
補正後予算額 

47,018 

 

１ 事業の背景・目的 

住宅新築資金等貸付事業については、平成11年10月に京都府内の関係市町に

より京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合(以下「管理組合」という。)を設

立し、関係市町の貸付金債権の回収と整理、貸付資金として借入した地方債の

償還事務を同管理組合に引継ぎ、現在まで管理運営されています。 

福知山市分の債権回収額と地方債の償還額を差し引いた収支残額を、管理組

合から令和元年度以降、適時受け入れるとともに、基金に積み立てることで地

方債の償還財源とするものです。 

 

２ 事業の内容 

財源対策基金(減債基金)へ積み立て、令和3年度以降の地方債の償還財源とし

ます。 

 

【令和元年度以降基金積立及び起債償還充当額】    （単位：千円） 

 減債基金積立額 活用実績(予定) 

令和元年度 338,102 令和元年度繰上償還 

令和2年度 46,935 令和3年度以降繰上償還 

合計 385,037  
   ※令和元年度は平成11年度から平成30年度分を一括受入し積立てた。 

    ※令和2年度は令和元年度分を積立てる。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 土木費 (項)住宅費 (目) 住宅管理費 

基金積立金 46,935千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

住宅新築資金等貸付事業収支残額受入 46,935千円 

 

担当課 地域振興部人権推進室 電話 直通 24-7021 内線 2211 
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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 減債基金積立事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,970 

国 府 市債 その他 一般財源 500,000 

   3,970  
補正後予算額 

503,970 

１ 事業の背景・目的 

減債基金を活用し、将来負担の軽減を図り、市債の償還及び適正な管理に必

要な財源を確保します。 

２ 事業の内容 

第三セクター等改革推進債償還基金の廃止(47ページ参照)に伴い、令和2年度

末残高分を歳計現金に繰り入れ、減債基金へ積み立てます。 

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 3,970千円 

４ 主な特定財源 

 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

第三セクター等改革推進債償還基金繰入金 3,970千円 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 

 

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 

252,109 

国 府 市債 その他 一般財源 1,681,661 

    252,109 
補正後予算額 

1,933,770 

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 １９人  389,880千円 …① 

決算見込額 ３５人  641,989千円 …② 

補正額   ②－①＝ 252,109千円 

担当課 市長公室職員課 電話 直通 24-7034 内線 3232 



28 

 

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 斎場施設改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△7,000 

国 府 市債 その他 一般財源 76,700 

  △6,600  △400 

補正後予算額 

69,700 

 １ 減額の理由 

斎場火葬炉改修事業において、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) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 環境衛生費  

工事請負費 △7,000千円(斎場火葬炉改修事業) 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 衛生債  

    旧合併特例債 △7,000千円×充当率95％≒△6,600千円 

担当課 市民総務部市民課斎場 電話 直通 27-6122 

 

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 国際大会開催準備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△13,631 

国 府 市債 その他 一般財源 215,991 

 △4,886  △8,745  

補正後予算額 

202,360 

１ 減額の理由 

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

により 2022 年 5 月に開催延期されたことに伴い、福知山市実行委員会への負担金を減

額します。また、翌年度に繰り越す三段池公園テニスコート照明設備整備に対する府補

助金の基金積立は、予算の性質上令和 3年度当初予算に計上することとし、令和 2年度

予算を減額します。 

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△8,745千円、基金積立金△4,886千円 

３ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 教育費府補助金 

広域的スポーツ施設充実支援事業補助金 △4,886千円 

(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 △8,745千円 

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 
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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 

△50,700 

国 府 市債 その他 一般財源 156,216 

   △50,700  
補正後予算額 

105,516 

１ 減額の理由 

第三セクター等改革推進債償還基金の財源となる公社継承土地売払収入が、

当初見込より減少したことに伴い、積立額を減額補正します。 

 

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 △50,700千円 

 

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 

公社継承土地売払収入 △50,700千円 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 

 

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

事業名 風しん抗体検査・予防接種事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△10,467 

国 府 市債 その他 一般財源 28,812 

△3,654    △6,813 
補正後予算額 

18,345 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止が最優先課題の中、風しん抗体検

査受検者数・予防接種者数が伸びなかったため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

  (款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費  

役務費(国保連合会支払手数料) △390千円 

委託料(風しん抗体検査業務) △7,007千円(当初2,700人→実績見込1,700人) 

        (風しん予防接種業務) △3,070千円(当初729人→実績見込429人) 

３ 主な特定財源 

  (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 衛生費国庫補助金 

感染症予防事業費等国庫補助金 △3,654千円 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7055 内線 6272 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 保育所委託事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△220,617 

国 府 市債 その他 一般財源 2,457,985 

△57,270 △66,551  △70,410 △26,386 
補正後予算額 

2,237,368 

１ 減額の理由 

子ども・子育て支援法により民間認可保育所等に対し運営に要する経費を支
出していますが、入所児童の延べ人数が予算計上時に見込んだ人数よりも減少
したことなどにより給付費が減少するため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費 

   委託料 △25,545千円 ・負担金補助及び交付金 △195,072千円 
３ 主な特定財源 

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金 (目) 民生費負担金 

利用者負担額(保育料) △70,410千円 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金 (目) 民生費国庫負担金 

保育所運営費 △13,231千円 ・施設型給付費等 △44,039千円 

(款) 府支出金 (項) 府負担金 (目) 民生費府負担金 

保育所運営費 △13,168千円 ・施設型給付費等 △53,383千円 

事業名 民間保育所施設整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△11,063 

国 府 市債 その他 一般財源 31,523 

△7,375   △3,688  
補正後予算額 

20,460 

１ 減額の理由 

社会福祉法人等が運営する民間保育園の施設改修等に係る費用に対して補助

を行う事業において、補助額が確定したため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 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 △11,063千円 

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 △7,375千円 

 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

地域福祉基金繰入金 △3,688千円 

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

事業名 児童扶養手当事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△11,000 

国 府 市債 その他 一般財源 350,283 

△3,666    △7,334 
補正後予算額 

339,283 

１ 減額の理由 

児童扶養手当の支給対象となるひとり親家庭等の延べ人数が減少し、それに

伴い支給額も減少するため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費 

扶助費 △11,000千円(当初670人→実績見込616人) 

 

３ 主な特定財源 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金 (目) 民生費国庫負担金 

児童手当負担金 △3,666千円 

事業名 児童手当事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△37,000 

国 府 市債 その他 一般財源 1,348,893 

△30,422 △3,288   △3,290 
補正後予算額 

1,311,893 

１ 減額の理由 

児童手当の支給対象となる児童の延べ人数が減少し、それに伴い支給額も減

少するため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費  

扶助費 △37,000千円(当初110,700人→実績見込106,422人) 

 

３ 主な特定財源 

(款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金 (目) 民生費国庫負担金 

児童手当負担金 △30,422千円 

(款) 府支出金 (項) 府負担金 (目) 民生費府負担金 

児童手当負担金 △3,288千円 

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

事業名 地域生活支援事業（移動支援事業） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,956 

国 府 市債 その他 一般財源 18,056 

△3,478 △1,739   △1,739 
補正後予算額 

11,100 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症感染予防による外出自粛、学校の休業及び夏季休

業の短縮等に伴い、移動支援事業の利用が当初見込みより減少するため、減額

補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉援護費 

扶助費 △6,956千円 

    

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 △3,478千円(地域生活支援事業) 

 (款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 民生費府補助金 

社会福祉費補助金 △1,739千円(地域生活支援事業) 

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

 

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 

△8,300 

国 府 市債 その他 一般財源 140,183 

    △8,300 
補正後予算額 

131,883 

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 △8,300千円 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7072 内線 2141 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 企業誘致促進特別対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△43,566 

国 府 市債 その他 一般財源 47,930 

   △43,566  
補正後予算額 

4,364 

１ 減額の理由 

アネックス京都三和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、企業の操業計画・設備投資計画の見直し等により、当初見込みより支出が

少なかったため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費 

負担金補助及び交付金 △43,566千円 

 

３ 主な特定財源 

   (款) 繰入金 (項) 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 △43,566千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7077 内線 4161 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 北陵総合センター施設除却事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△17,300 

国 府 市債 その他 一般財源 91,000 

  △16,000 △1,300  
補正後予算額 

73,700 

１ 減額の理由 

北陵総合センター施設の除却にかかる工事費について、入札等により不用額

が生じたため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

(款)農林業費 (項) 農業費 (目) 農業総務費 

工事請負費 △17,300千円 

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 △1,300千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 農林業債 

公共施設等適正管理推進事業債(除却事業) △11,700千円 

辺地対策事業債 △4,300千円 

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 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 ため池等農地災害危機管理対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△26,208 

国 府 市債 その他 一般財源 124,905 

 △28,368 400 200 1,560 
補正後予算額 

98,697 

１ 減額の理由等 

防災重点ため池のハザードマップ作成にかかる委託料について、入札等によ

り不用額が生じたため、減額補正を行います。 

また、京都府から事業費増額の通知を受けたことから、府営事業で実施する

大内山田奥池地区のため池改修工事にかかる負担金の増額補正を行います。 

２ 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農地費 

委託料 ハザードマップ作成業務 △26,808千円 

(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) 600千円 

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 △28,368千円 

(款) 分担金及び負担金 (項) 分担金 (目) 農林業費分担金 

事業費4,000千円×地元負担率(5％)＝200千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 農林業債 

公共事業等債 充当率90％ 400千円 

事業名 府営川北地区ほ場整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△19,800 

国 府 市債 その他 一般財源 42,128 

  △5,900 △13,200 △700 
補正後予算額 

22,328 

１ 減額の理由 

京都府から事業費減額の通知を受けたことから、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) 農地費  

   負担金補助及び交付金(負担金) 

   事業費△87,998千円×市負担率22.5％(市7.5％＋地元15％)≒△19,800千円 

３ 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 

事業費△87,998千円×地元負担率(15%)≒△13,200千円 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 農林業債 

   公共事業等債 充当率90％ 

   (市負担分△19,800千円－地元負担分△13,200千円)×90％≒△5,900千円 

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

事業名 「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 

△3,460 

国 府 市債 その他 一般財源 6,538 

 △2,450  △1,010  
補正後予算額 

3,078 

１ 減額の理由 

コロナ禍によりスイーツフェスティバル等のイベントが開催できなかったこ

とにより、実行委員会への補助金等の減額補正を行います。 

また、丹波くり生産拡大のための栗の新植、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 

    需用費△124千円、役務費△51千円、委託料△190千円、補助金△3,095千円 

 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 △2,450千円(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 

地域振興基金繰入金 △1,010千円 

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 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 かわまちづくり整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,000 

国 府 市債 その他 一般財源 6,000 

   △5,000  
補正後予算額 

1,000 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の関係で社会実験等が実施できず、シンポジウム

及び計画作成業務ができないため減額補正します。 

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 

報償費 △2,000千円(シンポジウム、プレイベント等の講師への謝礼) 

委託料 △3,000千円(大江かわまちづくり計画作成業務等) 

３ 主な特定財源 

  (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

ふるさと納税基金繰入金 △3,000千円 

  (款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

シンポジウム助成金 △2,000千円 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通 24-7028 内線 4334 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 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 

△6,758 

国 府 市債 その他 一般財源 38,157 

 2,450  △2,726 △6,482 
補正後予算額 

31,399 

１ 減額の理由等 

京都府実施の治山工事との工程調整の結果、流末水路整備が実施できなかっ

た箇所があるため工事請負費の減額補正を行います。 

また、災害による住宅等に隣接する林地の渓流からの土砂等の流出を防止す

る工事を実施する自治会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。 

さらに、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 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 林業費 (目) 林業振興費 

工事請負費△6,482千円、補助金△5,395千円、積立金5,119千円 

 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 2,450千円(豊かな森を育てる府民税市町村交付金) 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

豊かな森を育てる基金繰入金 △2,726千円 

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 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 災害対策用機械緊急出動事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,534 

国 府 市債 その他 一般財源 3,563 

    △3,534 
補正後予算額 

29 

１ 減額の理由 

令和2年度中に排水ポンプ車の出動が見込まれないため減額補正します。 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 災害対策費 

需用費 △557千円(消耗品費、燃料費、排水ポンプ車修繕料) 

委託料 △2,977千円(排水ポンプ車操作業務) 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通 24-7028 内線 4334 
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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） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△40,139 

国 府 市債 その他 一般財源 389,420 

△20,177  △18,000  △1,962 
補正後予算額 

349,281 

１ 減額の理由 

防災・安全社会資本整備交付金の交付決定額が、当初申請額より減額となっ

たため、減額補正を行うものです。 

２ 減額事業費の内訳 

(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 △40,139千円(小谷ヶ丘堀山線・堺線) 

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 △20,177千円(補助率50％・55％) 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

   公共事業等債 △18,000千円(充当率90％) 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通 24-7059 内線 4215 

 

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 市営住宅改善事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△10,400 

国 府 市債 その他 一般財源 119,600 

△5,200  △5,200   
補正後予算額 

109,200 

１ 減額の理由 

市営住宅東堀団地外壁工事の設計時に、外壁塗装内にアスベスト含有が発覚

し、施工に伴う飛散対策について、許認可諸官庁や地元との調整に時間を要し、

年度内の発注ができなくなったため減額補正を行います(R03年度当初予算に再

計上しています)。 

２ 減額事業費の内容 

(款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 住宅管理費 

工事請負費  △10,400千円 

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  △5,200千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公営住宅建設事業債    △5,200千円 

担当課 建設交通部建築住宅課 電話 直通 24-7058 内線 4248 
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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 

△55,266 

国 府 市債 その他 一般財源 58,000 

△28,037  △20,700  △6,529 
補正後予算額 

2,734 

１ 減額の理由 

防災・安全社会資本整備交付金の交付決定額が、当初申請額より減額となっ

たため、減額補正を行うものです。 

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△5,566千円、公有財産購入費△49,700千円 

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 

防災・安全交付金 △28,037千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公共事業等債 △20,700千円 

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 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 

△38,000 

国 府 市債 その他 一般財源 111,414 

  △38,000   
補正後予算額 

73,414 

１ 減額の理由 

当初福知山市で実施することとしていた部分を含め、建設敷地内の全ての外

構工事を国土交通省が実施することとなり、水防センター部分の外構工事を発

注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) 消防費 (項) 消防費 (目) 消防施設費 

工事請負費 △38,000千円 

 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 消防債 

緊急防災・減災事業債 △38,000千円 

担当課 消防本部消防課 電話 直通 24-0119 内線 2420-202 
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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 消防団員報償事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,205 

国 府 市債 その他 一般財源 119,792 

   △6,205  
補正後予算額 

113,587 

１ 減額の理由 

消防団員の退職報償金の支出実績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) 消防費 (項) 消防費 (目) 非常備消防費 

報償費 △6,205千円(当初見込200人→実績見込137人) 

 

３ 主な特定財源 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

消防団員退職報償金 △6,205千円 

事業名 消防団活動事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△18,546 

国 府 市債 その他 一般財源 109,117 

   △10,612 △7,934 
補正後予算額 

90,571 

１ 減額の理由 

（１）新型コロナウイルス感染症対策により消防団の各種行事を縮小・中止し

たため 

（２）消防団員用活動服について入札による不用額が生じたため 

 

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    △7,934千円(出動費用弁償) 

需用費  △10,612千円(消防団活動服) 

 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

過疎地域自立促進基金繰入金  △4,159千円 

ふるさと納税基金繰入金    △6,453千円 

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

△5,947 

国 府 市債 その他 一般財源 48,844 

△270    △5,677 
補正後予算額 

42,897 

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 

△9,499 

国 府 市債 その他 一般財源 46,019 

△519    △8,980 
補正後予算額 

36,520 

 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小学校６年生及び中学校３年生の

修学旅行において宿泊ではなく、日帰りで実施したため、支給額が少なくなった

こと等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  △270千円 

   中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業  △519千円 

 

小学校 中学校 

役務費 

 その他手数料        6千円 

扶助費 

 要準児童就学援助   △5,503千円 

 特別支援教育就学奨励費 △450千円 

 

 

扶助費 

 要準生徒就学援助   △9,271千円 

 特別支援教育就学奨励費 △228千円 

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 小学校施設改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△20,000 

国 府 市債 その他 一般財源 173,975 

△5,333  △12,600 △2,067  
補正後予算額 

153,975 

事業名 中学校施設改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△20,000 

国 府 市債 その他 一般財源 77,300 

△5,333  △12,600 △2,067  
補正後予算額 

57,300 

 

１ 減額の理由  

大正小学校及び成和中学校の体育館照明改修工事について、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、工事期間の確保ができなかったため、減額補正しま

す。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費 

工事請負費 △20,000千円(大正小体育館照明LED化工事) 

(款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費 

工事請負費 △20,000千円(成和中体育館照明LED化工事) 

 

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 

 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) △5,333千円 

 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) △5,333千円 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 小学校施設改修事業 ふるさと納税基金繰入金 △2,067千円 

 中学校施設改修事業 ふるさと納税基金繰入金 △2,067千円 

(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 △12,600千円 

   中学校施設改修事業 学校教育施設等 △12,600千円 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 



42 

 

 

区 分 歳入予算 （単位：千円） 

事業名 地方消費税交付金 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△233,100 

国 府 市債 その他 一般財源 1,819,000 

   

 

△233,100 
補正後予算額 

1,585,900 

 減額補正の理由 

 当初予算見込みより地方消費税交付金交付見込額が下回ったため減額補正します。 

事業名 普通交付税 増額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

419,076 

国 府 市債 その他 一般財源 8,700,000 

   

 

419,076 
補正後予算額 

9,119,076 

 増額補正の理由 

 令和2年度普通交付税算定額へ増額補正します(R02算定結果9,119,076千円)。 

事業名 臨時財政対策債 増額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

13,318 

国 府 市債 その他 一般財源 1,053,000 

  

 

13,318   
補正後予算額 

1,066,318 

 増額補正の理由 

 当初予算見込みより臨時財政対策債発行可能額が上回ったため増額補正します。 

事業名 減収補てん債 増額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

233,100 

国 府 市債 その他 一般財源 187,700 

  

  

 
補正後予算額 

420,800 

 増額補正の理由 

地方消費税交付金の減収見込額（△233,100）を減収補てん債の発行で補います。 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

（款）地方消費税交付金（項）地方消費税交付金（目）地方消費税交付金 

 

（款）地方交付税（項）地方交付税（目）地方交付税 

 

（款）市債（項）市債（目）臨時財政対策債 

 

（款）市債（項）市債（目）減収補てん債 

 

233,100 
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区 分 歳入予算 （単位：千円） 

事業名 財政調整基金繰入金 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△238,648 

国 府 市債 その他 一般財源 441,169 

    △238,648 
補正後予算額 

202,521 

 

 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4億4,170万円予算計上していましたが、5事業の財源更正及び減

額補正に伴い、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31億8,038万

円となります。 
（単位：千円） 

   ① ②  ③  ④ 
⑤ 

（① +②+③-④） 

 

 R01年度末 
残高 

R01年度歳計 
剰余金積立 

 R02年度 

利子見込 

R02年度コロナ 

感染症関連 

 

R02年度末 
残高（見込） 

3,158,972 217,435 6,497 202,521 3,180,383 

  
 
 
 
 
     

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

 

△ 84,600

△ 238,648計

95,000 - 95,000
税等償還事業
(補正分)

53,409 - 

59,452

補正額

財 政 調
整 基 金

△ 12,525

△ 60,106

25,048 12,525

60,106

事業名 臨時交
付金等

財政調
整基金

25,016 - 

事業費

25,016

43,309

事業費
臨時交
付金等

財政調
整基金

37,573

144,324- 

- 10,400

126,149 - 180,106 120,000

128,309 85,000

126,149
福知山市小規模事業者
等持続化支援事業

「ふくちやま食べる
　応援」事業

福知山市休業事業者
応援事業

福知山市テナント
家賃支援事業

53,409

59,452

10,400

補正後

△ 43,309

△ 38,108

補正前

182,432 38,108
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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 
【国民健康保険特別会計】 

京都府税務共同化事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,605 

国 府 市債 その他 一般財源 22,983 

   1,605  
補正後予算額 

24,588 

 

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、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、徴収事務を統合的に行うことにより、納付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、京都地方税機構規約に基づき、構成団体が負担金

を支出していますが、京都地方税機構において事務費及び人件費の予算補正が行わ

れ、本市の負担金の額が当初予算額を上回ることとなったことにより、国民健康保

険特別会計分の負担金について補正します。 

 

国民健康保険特別会計分負担金額24,588千円－当初予算額22,983千円＝1,605千円 

  

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 徴収費 (目) 賦課徴収費 

京都地方税機構負担金 1,605千円 

 

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 

一般会計繰入金 1,605千円 

担当課 市民総務部保険年金課 電話 直通 24-7019 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 
【介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）】 

介護予防サービス計画作成事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

167 

国 府 市債 その他 一般財源 4,505 

   167  
補正後予算額 

4,672 

 

１ 事業の背景・目的 

介護保険の要介護認定者のうち、要支援1･2の介護予防サービス計画について

は、地域包括支援センターにて担当しています。但し、要支援認定者の増加に

伴い、直接市で担当する件数が増加し本来業務である総合相談業務を圧迫する

事務量となっており、一部市内の居宅介護予防支援事業所に委託をしています。 

 

 

２ 事業の内容 

市内の居宅介護予防支援事業所に一部委託している介護予防サービス計画作

成の件数増加に伴う委託料の補正をします。 

  （今年度実績見込額） 

○新規作成分 7,310円×   30件＝  219,300円 

  ○継続作成分 4,310円×1,033件＝4,452,230円 

  

   (実績見込額)－(当初予算額) 

    4,672,000円－4,505,000円=167,000円 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 事業費 (項) 居宅介護支援事業費 (目) 居宅介護支援事業費 

委託料 167千円 

 

 

４ 主な特定財源 

(款) サービス収入 (項) 予防給付費収入 (目) 居宅支援サービス計画費収入 

居宅支援サービス計画費収入 167千円 

 

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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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 

― 

国 府 市債 その他 一般財源 14,750 

   ―  
補正後予算額 

14,750 

 

１ 財源更正の理由 

  新型コロナウイルス感染症の影響により受診を控える傾向にあること、また、

マスクや手指消毒の感染症予防対策の徹底から、今年度はインフルエンザの流

行が見られないこと等により、診療収入の減少が見込まれるため財源更正しま

す。 

   

２ 主な特定財源 

(款) 診療収入 (項) 診療収入 (目) 診療収入  △9,337千円 

   (款) 繰入金 (項) 繰入金 (目) 他会計繰入金   9,337千円 

担当課 福祉保健部健康医療課 電話 直通 23-2788 内線 2289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源更正 
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◆ 条例関連議案 

１ 福知山市第三セクター等改革推進債償還基金条例（廃止）  【財政課】 

 

 １ 廃止の理由 

   令和３年３月３１日をもって福知山市第三セクター等改革推進債償還基金を廃止す

るため、条例を廃止する必要がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和３年４月１日 

 

２ 福知山市保育所条例（一部改正）          【子ども政策室】 

 

 １ 改正の理由 

   福知山市立三和保育園を福知山市立三和こども園（幼保連携型認定こども園）に移行

すること等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   別表中福知山市立菟原保育園、福知山市立三和保育園及び福知山市立川合保育園の項

を削ることとした。 

（別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和３年４月１日 

 

３ 福知山市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金条例 

（新規）                        【産業観光課】 
 

 １ 制定の理由 

   福知山市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金を設置するため、条

例を制定する必要がある。 

 

 ２ 制定の内容 

 （１）福知山市新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業の実施に要する資金に充

てるため、基金を設置することとした。 

（第１条関係） 

（２）基金への積立ては、地方創生臨時交付金及び基金から生ずる利子とすることとした。 

（第２条関係） 

 （３）基金に属する現金の管理について定めることとした。 

（第３条関係） 

 （４）基金の運用から生ずる収益の処理について定めることとした。 

（第４条関係） 

 （５）財政上必要があると認めるときの繰替運用について定めることとした。 

（第５条関係） 

（６）（１）の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができることとした。 

（第６条関係） 
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 ３ 施行期日 

   公布の日 

 

４ 福知山市夜久野町ゲートボール場条例（一部改正） 

【文化・スポーツ振興課】 

 

 １ 改正の理由 

   相谷ゲートボール広場を廃止することに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   相谷ゲートボール広場を廃止することに伴い、文言の整理を行うこととした。 

（題名、第１条及び別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和３年４月１日 

 

５ 福知山市由良川猪崎河川敷運動広場条例（廃止） 

【文化・スポーツ振興課】 

 

 １ 廃止の理由 

   令和３年３月３１日をもって福知山市由良川猪崎河川敷運動広場を廃止するため、条

例を廃止する必要がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和３年４月１日 
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◆ その他の議案 
 

■ 財産の処分について                  【資産活用課】 
 

１ 売却予定の財産 

   旧佐賀小学校敷地内に存する土地建物その他構築物 

（土地） 

所   在 福知山市字私市小字上り立１番ほか１４筆 

面   積 １９,４２６．３６㎡ 

（建物） 

所在・構造 福知山市字私市小字上り立１番 鉄筋コンクリート造２階建 

ほか敷地内に存する管理棟、教室棟及び屋内運動場棟 

延 床 面 積 ２,３５８㎡ 

（その他）  これらの施設に関連する構築物一式 
 

２ 売却の目的 

公募型プロポーザルの手続及び審査を経た結果であり、当該土地建物を本売買契約の相

手方に譲渡することで、継続した廃校施設の活用が図れるとともに地域活性化に資するこ

とを目的とする。 

 

３ 売却の方法 

随意契約 

 

４ 売却価格 

 ４９,７１１,８７２円 

 

５ 売却の相手方 

  福知山市字内記４４番地の１８ 

  株式会社足立音衛門 

  代表取締役 足立 史郎 

 

■ 訴えの提起（裁判上の和解を含む。）について       【建築住宅課】 

 
事件の種類 事件の内容 

市営住宅の明渡し及び

家賃の支払の請求 

相手方は、市営住宅に入居中であるが、令和３年１月１

日現在５７か月の家賃１，０７６，５００円を滞納してい

る。 

このため、本市は、相手方に対し文書による催促をはじ

めとして、再三にわたり、滞納分を支払うよう請求したが、

現在もなお支払わない。 

そこで、市営住宅の明渡し及び家賃の支払を求める訴え

の提起又は裁判上の和解を行おうとするものである。 
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■ 訴えの提起（裁判上の和解を含む。）について       【建築住宅課】 

 

市営住宅の明渡し並び

に家賃及び駐車場使用

料の支払の請求 

相手方は、市営住宅に入居中であるが、令和３年１月１

日現在３１か月の家賃２，５８１，５００円、２３か月分

の駐車場使用料８８，１００円を滞納している。 

このため、本市は、相手方に対し文書による催促をはじ

めとして、再三にわたり、滞納分を支払うよう請求したが、

現在もなお支払わない。 

そこで、市営住宅の明渡し並びに家賃及び駐車場使用

料の支払を求める訴えの提起又は裁判上の和解を行おう

とするものである。  

 

■ 損害賠償の額について                 【道路河川課】 

 

令和２年１２月１９日、福知山市駒場新町地内において、相手方が自宅の敷地に入るため、

歩道に車両を乗り入れた際、擦りつけブロックが破損しサイドスポイラーを損傷したことに

よる相手方の損害を、次のとおり賠償する。 

 

損害賠償額    ７９５,２９６円 

 

■ 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 長田４６号線 開発行為による帰属 

認  定 長山２号線 開発行為による帰属 

認  定 長山３号線 開発行為による帰属 

認  定 松山下 8 号線 開発行為による帰属 

認  定 松山下 9 号線 開発行為による帰属 

路線変更 土１４号線 道路新設による終点変更 

 

■ 公立大学法人福知山公立大学定款の変更について     【大学政策課】 

 

公立大学法人福知山公立大学定款の一部を次のように変更する。 

別表第２中「厚生棟」を「厚生棟（令和３年２月除却）」に、「警備員室」を「警備員室

（令和３年２月除却）」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。 
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◆ 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 3年 

1月 19日 

専決第 3号 

令和２年１０月３０日、福知山市字土師

地内の市道において、相手方が所有する車

両が走行中、幅員が狭小となっている区間

に差し掛かったため、Ｕターンをしようと

した際に、左前輪がグレーチングを跳ね上

げ、ガソリンタンクを破損させたことによ

る相手方の損害を、次のとおり賠償する。 

44,850円 道路河川課 

 


