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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

44,909,874 1,204,410 303,906 46,418,190

7,269,360 2,134 7,271,494

31,623 31,623

700 700

23,900 23,900

24,100 24,100

28,895 28,895

1,046,800 1,046,800

478,000 478,000

保険事業勘定 8,413,353 6,000 8,419,353

介護サービス事業勘定 27,716 27,716

176 176

2,188,114 2,188,114

19,532,737 8,134 19,540,871

4,426,154 4,426,154

5,972,245 5,972,245

福知山市民病院 16,443,011 △ 27,500 16,415,511

大江分院 844,300 844,300

計 17,287,311 △ 27,500 17,259,811

27,685,710 △ 27,500 27,658,210

92,128,321 1,204,410 284,540 93,617,271

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 10,988,218 473,490 11,461,708

02 地方譲与税 459,000 459,000

03 利子割交付金 8,000 8,000

04 配当割交付金 61,000 61,000

05 株式等譲渡所得割交付金 60,000 60,000

06 地方消費税交付金 1,686,000 1,686,000

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 56,000 56,000

10 法人事業税交付金 140,000 140,000

11 国有提供施設等所在市町村助成交付金 25,000 25,000

12 地方特例交付金 190,000 190,000

13 地方交付税 10,874,679 203,762 399,876 11,478,317

14 交通安全対策特別交付金 9,000 9,000

15 分担金及び負担金 181,954 9,300 △ 420 190,834

16 使用料及び手数料 1,282,222 1,100 1,283,322

17 国庫支出金 8,663,220 304,168 △ 351,299 8,616,089

18 府支出金 3,049,282 92,929 △ 50,165 3,092,046

19 財産収入 352,936 24,317 377,253

20 寄附金 214,000 148,000 362,000

21 繰入金 2,117,700 △ 266,710 1,850,990

22 諸収入 312,431 13,494 325,925

23 市債 3,745,800 581,100 △ 171,900 4,155,000

24 繰越金 428,431 13,151 84,123 525,705

一般会計合計 44,909,874 1,204,410 303,906 46,418,190
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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 286,872 286,872

02 総務費 4,734,143 13,116 1,203,589 5,950,848

03 民生費 16,828,130 11,164 △ 377,577 16,461,717

04 衛生費 5,990,251 64,939 △ 69,922 5,985,268

05 労働費 17,432 17,432

06 農林業費 1,871,722 82,823 △ 80,612 1,873,933

07 商工費 1,191,900 16,800 △ 218,068 990,632

08 土木費 3,060,524 495,108 △ 92,302 3,463,330

09 消防費 1,447,270 △ 26,816 1,420,454

10 教育費 3,570,885 520,460 △ 34,386 4,056,959

11 公債費 5,787,615 5,787,615

12 予備費 50,000 50,000

13 災害復旧費 73,130 73,130

44,909,874 1,204,410 303,906 46,418,190

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

7,096,035 18,533 161,392 7,275,960

うち
議員給与費

197,799 197,799

うち
職員給与費

5,810,582 18,533 161,392 5,990,507

5,454,370 249,233 △ 50,161 5,653,442

235,351 235,351

8,419,841 △ 195,054 8,224,787

8,949,996 11,194 △ 290,048 8,671,142

4,307,087 908,650 △ 386,284 4,829,453

う ち 人 件 費 293,338 293,338

4,238,437 847,493 △ 386,284 4,699,646

補助事業費 1,409,569 469,458 △ 112,898 1,766,129

単独事業費 2,828,868 378,035 △ 273,386 2,933,517

68,650 61,157 129,807

5,787,615 5,787,615

604,445 16,800 1,047,399 1,668,644

3,500 3,500

4,001,634 16,662 4,018,296

50,000 50,000

44,909,874 1,204,410 303,906 46,418,190一般会計　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  

自宅療養者等配食サービス事業 26,477 継続 10

鉄道利用促進事業 22,927 継続 11

福知山市月次支援事業 △236,774 減額 12

福知山市緊急事態措置協力金対象外事業者応援事業 △62,133 減額 12

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業 △33,000 減額 13

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業 △44,350 減額 13

ふくちやまサポーター拡大事業 216,945 継続 14

公共交通維持改善事業 67,739 継続 15

長谷墓園基金事業 600 継続 16

長田野墓園基金事業 500 継続 16

急傾斜地崩壊対策事業 7,453 継続 17

ため池等農地災害危機管理対策事業 6,630 継続 18

森林経営管理事業 9,116 継続・減額 19

有害鳥獣捕獲事業 6,170 継続 20

保育所委託事業 63,451 継続 21

自立支援給付（障害福祉サービス等）事業 7,484 継続 22

障害児通所給付費等事業 32,902 継続 23

放課後児童クラブ運営事業 8,145 継続 24

企業誘致促進特別対策事業 84,649 継続・減額 25

市有地販売事業 24,317 継続 26

京都府税務共同化事業 2,303 継続 27

住宅新築資金等貸付事業 29,139 継続 28

減債基金積立事業 399,876 継続 29

地域振興基金造成事業 300,000 継続 29

一般管理費（職員人件費） 193,247 継続 30

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）

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）

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）

（単位：　千円）

区分/政策名

補正額 区分 ページ
事業名

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

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）
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公共施設民間譲渡事業（集会施設）（まちづくり推進課） △3,100 減額 30

集会施設等整備事業 △4,351 減額 31

福知山マラソン大会支援事業                                   △6,500 減額 31

公立保育所運営事業 △49,000 減額 32

保育士確保対策事業 △7,835 減額 32

児童扶養手当事業 △21,060 減額 33

児童手当事業 △68,000 減額 33

民間保育所施設整備事業 △159,767 減額 34

幼稚園施設改修事業 △3,400 減額 34

風しん抗体検査・予防接種事業 △13,850 減額 35

生活保護扶助事業 △125,713 減額 35

老人保護措置事業 △7,300 減額 36

地域防災訓練事業 △1,677 減額 36

電算システム等一般管理事業 △7,000 減額 37

水処理施設運転・維持管理事業 △46,000 減額 37

ごみ焼却施設修繕事業 △7,700 減額 38

福知山産業フェア事業 △3,810 減額 38

公共施設民間譲渡事業（集会施設）（農政課） △9,000 減額 39

多面的機能支払交付事業 △9,421 減額 39

市営林管理事業 △5,992 減額 40

災害に強い森づくり事業 △35,000 減額 40

稼げる農業応援事業 △5,052 減額 41

スマート農林水産業実装チャレンジ事業 △9,445 減額 41

強い農業・担い手づくり総合支援事業 △9,832 減額 42

京野菜生産加速化事業 △4,471 減額 42

京の水田農業確立支援事業 △13,707 減額 43

新規就農総合支援事業 △6,600 減額 43

地域貢献型エネルギー推進事業 △12,000 減額 44

排水ポンプ車運転管理事業 △5,030 減額 44

社会資本整備総合交付金事業（道路整備） △33,244 減額 45

過疎対策事業 △18,600 減額 45

一
　
般
　
会
　
計

減
　
額
　
補
　
正
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市営住宅改善事業 △48,000 減額 46

ＫＴＲ支援事業 △3,322 減額 46

街路事業（福知山綾部線） △4,050 減額 47

街路事業（篠尾線　篠尾工区） △20,000 減額 47

公園施設長寿命化対策支援事業 △5,000 減額 48

消防団員報償事業 △6,497 減額 48

消防車両更新事業 △3,840 減額 49

中・北部地域共同消防指令センター整備事業 △9,772 減額 49

中学校施設長寿命化事業 △9,234 減額 50

響プランＦ心の充実事業 △10,030 減額 50

小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 △4,831 減額 51

中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 △8,536 減額 51

国民健康保険事業特別会計繰出金（通常補正） 2,134 継続 27

介護保険事業特別会計繰出金（通常補正） 6,000 継続 55

休日急患診療所費特別会計繰出金（通常補正） 8,528 継続 56

303,906

個人市民税・法人市民税 473,490 増額 52

財政調整基金繰入金 △235,029 減額 53

普通交付税 399,876 増額 54

補正額 区分 ページ

2,134 継続 27

6,000 継続 55

― ― 56

△27,500 減額 56

△19,366

一
　
般
　
会
　
計

減
　
額
　
補
　
正

【病院事業会計】（補正第３号）

特別会計・企業会計　　４会計 　　　計　

通
　
常
　
補
　
正

特
別
会
計
・
企
業
会
計

繰

出

金

補

正

　　一般会計（補正第１２号）　　　　７１事業　　計

歳

入

予

算

事業名

【国民健康保険事業特別会計】（補正第２号）

【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】（補正第４号）

【休日急患診療所費特別会計】（補正第１号） 財源更正

 

 

 

 

◆ 繰越明許費の補正 

  〔一般会計〕 追加 三和支所施設管理事業 ほか２４事業 

        変更 ため池等農地災害危機管理対策事業 ほか４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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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 自宅療養者等配食サービス事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

26,477 

国 府 市債 その他 一般財源 8,235 

26,477     
補正後予算額 

34,712 

 

１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症の陽性者として自宅療養の指示を受けた方（以下「自

宅療養者」という。）及び濃厚接触者等（濃厚接触者、接触者）として自宅待機を

要請された方及びそれに準ずる方並びにその方と同居されている方に対し、配食

サービスを実施することで、外出することなく自宅療養・健康観察に専念できる

ようにし、不安の解消を図ります。 

令和 3 年末から感染者が急拡大し、当該事業の利用者が増加したことに対応す

るために、増額補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

自宅療養者または濃厚接触者等として自宅待機を指示された方並びにその方と

同居されている方で、次のいずれにも該当される方を対象とし、市が委託した

業者からお弁当を自宅に届けます。 

〇対象者要件 

（１）現に福知山市に居住されている方 

（２）親族等から支援等を受けることが困難な方 

（３）サービスの提供を希望される方 

 

〇配食サービス業務内容 

（１）配食は昼と夜の2食をセットとし、昼のみ、夜のみは受付しません。 

また、毎日の配食とします。（曜日の指定等は受け付けません。） 

（２）利用料は無料です。 

（３）サービス提供期間は、自宅療養または自宅待機の最終日までとします。 

（４）玄関前までの配達とし、非接触での受け取りとします。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 

需用費   120千円（消耗品費） 

委託料 26,357千円（配食サービス委託料） 

 

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 

地方創生臨時交付金 26,477千円 

担当課 新型コロナウイルス感染症対策室 電話 直通 24-7088 内線 2280 
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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 

22,927 

国 府 市債 その他 一般財源 18,414 

22,927     
補正後予算額 

41,341 

 

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協調して、安全で安定した運行

を支援します。 

 

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の

運行会社であるWILLER TRAINS（株）に対し、令和3年4月から令和3年10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、令和2年7月から令和2年11月まで、令和2年12月から令和3年

3月までの減収に対し行った支援に続くものです。 

 

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（京都丹後鉄道災害等臨時支援補助金） 22,927千円 

 

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 

地方創生臨時交付金 22,927千円 

 

 

 

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 福知山市月次支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△236,774 

国 府 市債 その他 一般財源 259,631 

△63,878    △172,896 
補正後予算額 

22,857 

 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、飲食業の休業・時短営業

又は外出自粛等の影響を受けて売上が減少した事業者に対し、国の月次支援金

と協調した独自の給付金を支給することにより、市内事業者の事業継続を支援

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 △236,774千円 
 

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 △63,878千円 

 

事業名 福知山市緊急事態措置協力金対象外事業者応援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△62,133 

国 府 市債 その他 一般財源 446,505 

    △62,133 
補正後予算額 

384,372 

 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、特措法による休業等要請の対象

から外れる中小企業者・個人事業主等に対して福知山市独自の給付金を支給すること

により、市内事業者の経営を支援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 △62,133千円 

 

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 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△33,000 

国 府 市債 その他 一般財源 36,750 

△33,000     
補正後予算額 

3,750 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業において、申請件数が当初

の見込よりも減少し、支給額が減少するため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款）民生費 （項）社会福祉費 （目）社会福祉総務費 

負担金補助及び交付金 △33,000千円 

 

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  
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 △33,000千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7094 内線 2108 

 

区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△44,350 

国 府 市債 その他 一般財源 128,101 

△44,350     
補正後予算額 

83,751 

１ 減額の理由 

子育て世帯生活支援特別給付金の給付人数が見込みより少なく、それに伴い

給付額も減少するため、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 

負担金補助及び交付金 △44,350千円 

 

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 

低所得子育て世帯生活支援特別給付金 △44,350千円 

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 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 

216,945 

国 府 市債 その他 一般財源 285,177 

   150,000 66,945 
補正後予算額 

502,122 

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、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、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。 

   （R3年度寄附金見込額）  （当初予算額）    （差引額） 

     340,000千円   －  190,000千円  ＝  150,000千円 
 
３ 事業費の内訳 

(款）総務費 （項）総務管理費 （目）諸費 

   委託料 66,945千円（サイト運営経費、返礼品代金、返礼品配送料など） 

積立金 150,000千円（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・消防費指定寄附金  

 ふるさと納税寄附金    140,000千円（総務費指定寄附金） 

企業版ふるさと納税寄附金 10,000千円（消防費指定寄附金） 

担当課 市長公室秘書広報課 電話 直通 24-7000 内線 3141 



15 

 

 

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 

67,739 

国 府 市債 その他 一般財源 5,168 

 7,521   60,218 
補正後予算額 

72,907 

 

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㈱       52,015,404円 

丹後海陸交通㈱     2,879,968円 

三岳バス        4,830,580円 

庵我バス        3,976,446円 

中六人部バス      4,036,456円 

             合計        67,738,854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 7,521千円 

 

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 長谷墓園基金事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

600 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   600  
補正後予算額 

600 
 

１ 事業の背景・目的 

福知山市長谷墓園の永代使用料を基金に積み立てます。 
 

２ 事業の内容 

永代使用料を基金に積み立て、墓地の維持管理経費に充当します。 

      墓園基金残高（令和3年3月31日） 7,304,906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 600千円 
  

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×3件＝600千円 

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 

500 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   500  
補正後予算額 

500 
 

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3年3月31日） 15,689,780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 500千円 
 

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×1件＝500千円 

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 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 

7,453 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

  700 3,375 3,378 
補正後予算額 

7,453 

 

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3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 135,000,000 5％ 6,750,000 3,375,000 

西岡 3,517,800 20％ 703,000 － 

計 138,517,800 － 7,453,000 3,375,000 

 

 

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 7,453千円 

※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 3,375千円(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703千円×充当率100％≒700千円 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通 24-7028 内線 4337 
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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 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 

6,630 

国 府 市債 その他 一般財源 7,705 

 6,000 300 250 80 
補正後予算額 

14,335 

 

１ 事業の背景・目的 

近年、自然災害の激甚化により、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。 

今回、京都府から事業費の割当内示を受けたことから、増額補正します。 
 

２ 事業の内容 

受益地がなく漏水が確認されている寺ノ下池の廃池工事を実施します。 

また、府営事業で実施する豊富用水路地区の水路改修工事及び大内山田奥池

地区のため池改修工事に係る負担金を支出します。 

負担割合  豊富用水路地区  国50％、府25％、市5％、地元20％ 

大内山田奥池地区 国55％、府30％、市10％、地元5％ 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農地費 

工事請負費  6,000千円（寺ノ下池廃池工事） 

    負担金補助及び交付金（負担金） 

     府営事業費（豊富用水）△2,400千円×市負担率5％＝△120千円（減額） 

府営事業費（大内山田） 5,000千円×市負担率15％（市10％＋地元5％） 

＝ 750千円（増額） 

 

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 

   事業費 6,000千円×100％＝6,000千円 

（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 5,000千円×地元負担率5％＝250千円 

（款）市債 （項）市債 （目）農林業債 

  公共事業等債 充当率90％ 300千円 

府営事業費（豊富用水）2,400千円×市負担率 5％×90％≒△100千円 

府営事業費（大内山田）5,000千円×市負担率10％×90％≒ 400千円 

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 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 森林経営管理事業 継続・減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

9,116 

国 府 市債 その他 一般財源 53,768 

    9,116 
補正後予算額 

62,884 

 

１ 事業の背景・目的 

森林の適正な経営や管理が行われないと、土砂災害の防止や水源涵養等へ影

響を及ぼすことが懸念されるため、「森林経営管理法」が施行され、森林の適正

な経営や管理を行わなければならないこととなっています。 

このため、森林環境譲与税を活用し、市域内の対象森林における現況調査等

を実施し、適正な経営や管理が行われていない森林の整備を推進します。 

 

２ 事業の内容 

森林経営管理制度に伴う調査業務に係る事業費が確定したため、減額補正を

行います。 

また、森林環境譲与税から関係事業に要する経費を除いた金額を「福知山市

森林環境譲与税基金」に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 林業費 (目) 林業振興費 

需用費                 △100千円 

委託料       △31,058千円 

使用料及び賃借料    △300千円 

積立金        40,574千円（森林環境譲与税基金積立金） 

 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7081 内線 4131 
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政策名 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 有害鳥獣捕獲事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

6,170 

国 府 市債 その他 一般財源 103,715 

 2,000   4,170 
補正後予算額 

109,885 

 

１ 事業の背景・目的 

シカやイノシシなどによる農作物被害は依然として深刻な状況にあり、被害

軽減のためには、有害鳥獣の捕獲を一層進める必要があります。 

令和3年度は、有害鳥獣駆除隊員の積極的な捕獲活動によりシカ等の捕獲頭数

が増加していることと併せて、国からの鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業の加

算対象となる見込みです。これらのことを受け、駆除活動の中心的役割を担っ

ている駆除隊員に対し、捕獲実績に応じた捕獲奨励金及び加算金を支出するた

めの増額補正を行い、積極的な有害鳥獣捕獲を実施します。 

 

２ 事業の内容 

（１）有害鳥獣の捕獲頭数に応じて、駆除隊員へ下記の捕獲奨励金を支払います。 

シカ   上限 16,900円／頭 

イノシシ 上限 12,600円／頭 

小動物  上限 4,000円／頭 

 

 （２）鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業の加算額に見込みがついたため、令和3

年4月1日から令和4年2月28日までに有害鳥獣として捕獲されたシカの内、成

獣の頭数割によって加算金を支払います。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 農林業費 (項) 林業費 (目) 林業振興費 

  報償費 6,170千円（買上金）  

 

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 

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 2,000千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4134 
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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 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

63,451 

国 府 市債 その他 一般財源 2,392,908 

44,485 17,008  △4,045 6,003 
補正後予算額 

2,456,359 

 

１ 事業の背景・目的 

民間保育施設に入所する子どもの人数の増加や、勤務する保育士の増加によ

る施設への月額単価増額を受け、施設型給付費が増額となったため、補正対応

します。 

 

２ 事業の内容 

  （１）入園児童数の減少による保育所への委託費の減額    △51,408千円 

  （２）入園児童数の増加による小規模保育事業者への施設型給付費の増額 

34,023千円 

（３）１号認定園児数の増加及び月額平均単価の増額による認定こども園への 

施設型給付費の増額                   75,016千円 

（４）月額平均単価の増額による市外認定こども園への施設型給付費の増額 

5,820千円 

 

３ 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        △51,408千円（民間保育所への委託費） 

  負担金補助及び交付金  114,859千円（施設型給付費） 

 

４ 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 

保育料（私立）     △4,045千円 

(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（私立） △22,747千円 

施設型給付費等交付金  67,232千円 

(款) 府支出金 (項) 府負担金 (目) 民生費府負担金 

保育所運営費（私立） △14,696千円 

施設型給付費等交付金  31,704千円 

 

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 自立支援給付（障害福祉サービス等）事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

7,484 

国 府 市債 その他 一般財源 1,623,411 

3,742 1,871   1,871 
補正後予算額 

1,630,895 

 

１ 事業の背景・目的 

本事業は、障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわ

しい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービ

スに係る給付を行うことにより、障害のある人等の福祉の増進を図るとともに、

障害の有無にかかわらず安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るた

め、実施しています。 

障害者総合支援法の居住系サービス及び日中活動系サービスなどの利用件数

が、当初見込みより増加するため、増額補正を行います。 
 

２ 事業の内容 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付 

・訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など） 

・日中活動系サービス（生活介護、就労継続支援、短期入所など） 

・居住系サービス（共同生活援助、施設入所支援） 

・相談支援（計画相談支援など） 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉援護費 

   扶助費 7,484千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金 (目) 民生費国庫負担金 

介護給付費（福祉サービス） 3,742千円 

 (款) 府支出金 (項) 府負担金 (目) 民生費府負担金 

介護給付費（福祉サービス） 1,871千円 

担当課 福祉保健部障害者福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2163 
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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 障害児通所給付費等事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

32,902 

国 府 市債 その他 一般財源 169,874 

16,451 8,225   8,226 
補正後予算額 

202,776 

 

１ 事業の背景・目的 

本事業は、障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわ

しい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービ

スに係る給付を行うことにより、障害のある人等の福祉の増進を図るとともに、

障害の有無にかかわらず安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るた

め、実施しています。 

児童福祉法の放課後等デイサービスなどの利用件数が、当初見込みより増加

するため、増額補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

児童福祉法に基づく障害児通所給付 

・児童発達支援、放課後等デイサービスなど 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉援護費 

   扶助費 32,902千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金  (目) 民生費国庫負担金 

介護給付費（福祉サービス）  16,451千円 

 (款) 府支出金  (項) 府負担金   (目) 民生費府負担金 

介護給付費（福祉サービス）   8,225千円 

担当課 福祉保健部障害者福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2163 
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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 放課後児童クラブ運営事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

8,145 

国 府 市債 その他 一般財源 154,174 

   8,145  
補正後予算額 

162,319 

 

１ 事業の背景・目的 

保護者や同居家族が就労等により、昼間見守りができない小学生に対し、放

課後や学校休業日に安心して遊びや生活ができる場を提供するとともに健全育

成を図り、保護者の就労と子育ての両立を支援します。 

 

２ 事業の内容 

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、感染予防対策のために職員の配置を

拡充し、また、最低賃金上昇に伴う処遇改善を行うことから、人件費が当初見

込みを上回るため増額補正を行います。 

 

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 

報酬 8,145千円（会計年度任用職員） 

 

４ 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 8,145千円 

 

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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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 継続・減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

84,649 

国 府 市債 その他 一般財源 53,980 

   △17,744 102,393 
補正後予算額 

138,629 

 

１ 事業の背景・目的 

市内においては、既存企業の設備の老朽化やコスト縮減、グローバル競争の

激化等により、設備投資等が必要な状態にあります。 

このような中、市内既存企業の設備投資など、事業の継続・拡大に向けた取

組を支援し、企業の域内定着と生産性の向上を図ります。また、本市への新た

な企業の誘致を促進することで、新たな雇用の創出による若者定着や域内経済

の活性化に資することを目的とします。 

 

２ 事業の内容 

令和3年度における減額補正等により生じた一般財源を、本事業のための基金

へ充当します。 

また、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。 

 

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 102,393千円（積立先：企業誘致促進及び工場等操業支援基金） 

負担金補助及び交付金 △17,744千円 

 

４ 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 △17,744千円 

担当課 産業政策部産業観光課 電話 直通 24-7077 内線 4161 
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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 市有地販売事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

24,317 

国 府 市債 その他 一般財源 208,724 

   24,317  
補正後予算額 

233,041 

 

１ 事業の背景・目的 

本市の財政健全運営の健全化を図るため、市有地（普通財産、公社継承土地、

創出土地、保留地）の積極的な売却等処分を行い、売却等の進まない物件につい

ても民間不動産業者との媒介契約や販売条件の整備等の創意工夫を行います。 

また、未利用・低利用の公有財産について全庁的な洗い出しを進め、利活用可

能な財産の売却等の処分につながる取り組みを進めていきます。 

 今回、当初予算で見込んでいた売払収入（歳入）が増額したため、歳出の基金

積立を増額補正します。 
 

２ 事業の内容 

公共施設マネジメント計画の進捗により創出された市有地売払収入金等を公共施

設等総合管理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 24,317千円（公共施設等総合管理基金への積立） 

  

４ 主な特定財源 

(款) 財産収入 (項) 財産売払収入 (目) 不動産売払収入 

土地売払収入 24,317千円 

担当課 財務部資産活用課 電話 直通 24-7068 内線 4341 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 京都府税務共同化事業 (一般会計・国民健康保険事業特別会計) 継続 

一
般
会
計 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,303 

国 府 市債 その他 一般財源 46,679 

    2,303 
補正後予算額 

48,982 

国
保
特
会 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,134 

国 府 市債 その他 一般財源 22,985 

   2,134  
補正後予算額 

25,119 
 

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ました。 

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、収納率が向上しています。

また、課税事務を統合的に行うことにより、納税者の利便性向上や業務の効率化が

図られています。 
  

２ 事業の内容  

京都地方税機構の運営経費は、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ため、負担金を補正しま

す。 

(負担金総額)   (当初予算額)   (補正予算額) 

72,926千円  －  68,489千円  ＝   4,437千円 
  
３ 事業費の内訳 

  【一般会計】 

   (款) 総務費 (項) 徴税費 (目) 税務総務費 

    京都地方税機構負担金 2,303千円 

  【国民健康保険事業特別会計】  

   (款) 総務費 (項) 徴収費 (目) 賦課徴収費 

    京都地方税機構負担金 2,134千円 
 

４ 主な特定財源 

【国民健康保険事業特別会計】 

(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 2,134千円 

担当課 
財務部税務課 

市民総務部保険年金課 
電話 

直通 24-9720 内線 3352 

直通 24-7019 内線 2261 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 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 

29,139 

国 府 市債 その他 一般財源 80 

   29,139  
補正後予算額 

29,219 

 

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）へ積立するとともに、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 その他の一般会計債償還額 

令和元年度 338,102 338,102 

令和2年度 46,935 46,935 

令和3年度 29,139 29,139 

合計 414,176 414,176 
   ※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。 

    ※令和2・3年度はいずれも前年度分を受入れし積立。 

 

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 29,139千円 

 

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 29,139千円 

 

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 

399,876 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

    399,876 
補正後予算額 

399,876 

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 

令和3年度の国の補正予算に伴い、普通交付税に、臨時財政対策債を償還する

ための【臨時財政対策債償還基金費】を国が創設し、本市に追加配分されるこ

ととなったため、減債基金へ積み立て、翌年度以降の臨時財政対策債に係る繰

上償還の財源とします。 
 

３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 財産管理費 

積立金 399,876千円 

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 地域振興基金造成事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

300,000 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

    300,000 
補正後予算額 

300,000 

１ 事業の背景・目的 

福知山市地域振興基金条例に基づき、今後、市民の連帯感の醸成や地域振興

に資する事業の財源として活用します。 
 

２ 事業の内容 

令和3年度における減額補正等により生じた一般財源を地域振興基金に積み

立て、地域活性化や産業支援、観光誘客など地域振興施策の財源とします。 
 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）地域交流推進費 

 積立金 300,000千円 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7225 内線 3139 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 一般管理費（職員人件費） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

193,247 

国 府 市債 その他 一般財源 1,555,363 

    193,247 
補正後予算額 

1,748,610 

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 16人 328,320千円 …① 

決算見込額 33人 521,567千円 …② 

補正額 ②－①＝ 193,247千円 

担当課 市長公室職員課 電話 直通 24-7034 内線 3232 

 

政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 公共施設民間譲渡事業（集会施設）（まちづくり推進課） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,100 

国 府 市債 その他 一般財源 44,764 

   △3,100  

補正後予算額 

41,664 

 １ 減額の理由 

下天津公民館新築工事に係る設計業務の実施前に、京都府による国道175号嵩

上げ工事と調整しつつ、市工事による敷地嵩上げ工事を実施する必要があり、

年度内に着手できないため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款）総務費 （項）総務管理費 （目）地域交流推進費 

委託料 △3,100千円（下天津公民館新築工事に係る設計業務委託） 
 

３ 主な特定財源 

(款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

地域振興基金繰入金 △3,100千円 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7225 内線 3132 
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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 集会施設等整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,351 

国 府 市債 その他 一般財源 11,769 

    △4,351 

補正後予算額 

7,418 

  

１ 減額の理由 

丸田ヶ丘集会所建設事業が、一般財団法人自治総合センターによる助成制度

の決定を受け、コミュニティ助成事業(まちづくり推進課)に変更したため、本

事業から減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款）総務費 （項）総務管理費 （目）地域交流推進費 

負担金補助及び交付金 △4,351千円（集会施設等整備事業補助金） 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7225 内線 3132 

 

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 福知山マラソン大会支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,500 

国 府 市債 その他 一般財源 14,200 

   △6,500  
補正後予算額 

7,700 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症の影響で福知山マラソンを中止し、代替イベントと

して「Fukuchiyama Marathon ONLINE」を開催したことにより、事業費が減額と

なったため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 △6,500千円  
 

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）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 △4,500千円 

担当課 地域振興部文化・スポーツ振興課 電話 直通 24-7069 内線 5332 
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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 公立保育所運営事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△49,000 

国 府 市債 その他 一般財源 280,113 

    △49,000 

補正後予算額 

231,113 

 

１ 減額の理由 

慢性的な保育士不足の影響から、当初見込んだ職員数が確保できなかったこ

とにより不用額が発生したため、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) 児童福祉施設費 

報酬  △40,000千円 

需用費 △ 9,000千円 

事業名 保育士確保対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△7,835 

国 府 市債 その他 一般財源 19,890 

△5,278    △2,557 

補正後予算額 

12,055 

 

１ 減額の理由 

補助金交付の申請件数が当初の見込みより少なかったため、減額補正を行い

ます。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費 

負担金補助及び交付金 △7,835千円 

 

３ 主な特定財源 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金 (目) 民生費国庫補助金 

児童福祉費補助金 △5,278千円（保育対策総合支援事業） 

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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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 

△21,060 

国 府 市債 その他 一般財源 329,291 

△7,019    △14,041 

補正後予算額 

308,231 

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 △21,060千円(当初655人→実績見込627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 

児童扶養手当給付費 △7,019千円 

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 

△68,000 

国 府 市債 その他 一般財源 1,228,832 

△53,436 △10,062   △4,502 

補正後予算額 

1,160,832 

 

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 △68,000千円(当初110,388人→実績見込104,112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 △53,436千円 

(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 △10,062千円 

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 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 

△159,767 

国 府 市債 その他 一般財源 159,767 

△94,407  △52,200  △13,160 
補正後予算額 

― 

 

１ 減額の理由 

令和3年4月に民営化した下六人部保育園の建替工事に対して補助事業を予定

していましたが、全国的な建築材料費の高騰により、令和3年10月に実施した入

札が不調となり、年度内の再入札の見込みが立たないため、今年度事業を取り

下げます。 
 

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 

補助金 △159,767千円 
 

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 

保育所等整備交付金 △94,407千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 民生債  

社会福祉施設整備事業債 △52,200千円 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7083 内線 6260 

 

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 幼稚園施設改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,400 

国 府 市債 その他 一般財源 9,210 

    △3,400 
補正後予算額 

5,810 

 

１ 減額の理由 

幼稚園施設の改修工事においては、新型コロナウイルス感染症などの影響に

より、部材の入荷が工期内に見込めなかったため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 幼稚園費 (目) 幼稚園費 

工事請負費 △3,400千円 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7082 内線 6251 



35 

 

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 

△13,850 

国 府 市債 その他 一般財源 26,609 

△4,923    △8,927 
補正後予算額 

12,759 

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) △534千円 

委託料(風しん抗体検査業務) △9,427千円(当初2,600人→実績見込1,200人) 

        (風しん予防接種業務) △3,889千円(当初702人→実績見込322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 △4,923千円 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7055 内線 6270 

 

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 生活保護扶助事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△125,713 

国 府 市債 その他 一般財源 1,720,196 

△80,785    △44,928 
補正後予算額 

1,594,483 

 

１ 減額の理由 

生活保護扶助事業において、扶助費が当初の見込よりも減少し、支給額が減少

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）生活保護費 （目）扶助費 

生活保護費 △125,713千円 
 

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 

生活保護費 △80,785千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7012 内線 2113 
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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 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 

△7,300 

国 府 市債 その他 一般財源 136,030 

    △7,300 
補正後予算額 

128,730 

 

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 △7,300千円 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7072 内線 2141 

 

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 地域防災訓練事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,677 

国 府 市債 その他 一般財源 1,677 

△684    △993 
補正後予算額 

― 

 
１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症対策により、訓練規模を縮小し、会場での開催を
取り止め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) 災害対策費 
需用費 △279千円 役務費 △30千円 
委託料 △1,315千円 使用料及び賃借料 △53千円 

 

３ 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 

社会資本整備総合交付金 △684千円 

担当課 市民総務部危機管理室 電話 直通 24-7503 内線 3515 
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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 電算システム等一般管理事業 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 237,489 

    △7,000 
補正後予算額 

230,489 

１ 減額の理由 

サーバ機器の賃貸借における半導体不足に伴うリース開始月の後倒し及びソ

フトウェア購入の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)総務費 (項) 総務管理費 (目) 一般管理費 

需用費 △2,000千円 

使用料及び賃借料 △5,000千円 

担当課 市民総務部情報推進課 電話 直通 24-7060 内線 3122 

 

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 水処理施設運転・維持管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△46,000 

国 府 市債 その他 一般財源 86,233 

  △34,500  △11,500 

補正後予算額 

40,233 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で更新機器の調達が困難となり、工事を

取りやめ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) 清掃費 (目) じん芥処理費 
工事請負費 △46,000千円（第1期浸出水処理施設回転円板更新工事） 

 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 衛生債 

一般廃棄物処理事業債 △34,500千円 

担当課 市民総務部生活環境課 電話 直通 22-1827 内線 6100 
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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 ごみ焼却施設修繕事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△7,700 

国 府 市債 その他 一般財源 136,253 

  △5,800  △1,900 

補正後予算額 

128,553 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で更新機器の調達が困難となり、工事を

取りやめ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) 清掃費 (目) じん芥処理費 

工事請負費 △7,700千円（ごみ焼却施設 機械・電気設備改修工事) 

 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 衛生債 

一般廃棄物処理事業債 △5,800千円 

担当課 市民総務部生活環境課 電話 直通 22-1827 内線 6100 

 

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 福知山産業フェア事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,810 

国 府 市債 その他 一般財源 3,900 

△1,950   △1,860  
補正後予算額 

90 

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、イベントが中止されたこ

とに伴い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) 商工振興費 

負担金補助及び交付金 △3,810千円（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 

地方創生推進交付金 △1,950千円 

(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 △1,860千円 

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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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 公共施設民間譲渡事業（集会施設）（農政課） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,000 

国 府 市債 その他 一般財源 36,931 

   △9,000  
補正後予算額 

27,931 

１ 減額の理由 

公共施設マネジメント計画に基づき、農村研修集会施設を地元等に譲渡を行

う経費として計上した委託料及び工事請負費について、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 減額事業費の内容 

 (款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業総務費 

委託料 △3,000千円 

工事請負費 △6,000千円 
 

３ 主な特定財源 

 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

地域振興基金繰入金 △9,000千円 

担当課 産業政策部農政課 電話 直通 24-7041 内線 4112 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 多面的機能支払交付事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,421 

国 府 市債 その他 一般財源 174,887 

 △8,743   △678 
補正後予算額 

165,466 

１ 減額の理由 

   資源向上支払交付金（長寿命化）の交付単価が減少し、それに伴い事業費が

減少したため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費 

多面的機能支払交付金 △9,421千円 
 

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 

多面的機能支払交付金 △8,743千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4124 



40 

 

 

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 市営林管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,992 

国 府 市債 その他 一般財源 10,936 

    △5,992 

補正後予算額 

4,944 

 

１ 減額の理由 

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) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 財産管理費 

委託料  △5,992千円 

事業名 災害に強い森づくり事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△35,000 

国 府 市債 その他 一般財源 35,000 

 △35,000    

補正後予算額 

― 

 

１ 減額の理由 

京都府予算が確保されず事業が実施できなかったため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 林業費 (目) 林業振興費 

需用費     △86千円 

委託料    △2,200千円 

工事請負費 △32,714千円 

 

 ３ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府委託金 (目) 農林業費府委託金 

災害に強い森づくり事業委託金 △35,000千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7081 内線 4131 
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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 稼げる農業応援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,052 

国 府 市債 その他 一般財源 13,807 

△2,526    △2,526 

補正後予算額 

8,755 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う委託内容の再構築による経費の縮減や

商談会への不参加により執行額が減少したため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費 

委託料 △5,052千円 

 

３ 主な特定財源 

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 農林業費国庫補助金 

地方創生推進交付金 △2,526千円 

事業名 スマート農林水産業実装チャレンジ事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,445 

国 府 市債 その他 一般財源 20,140 

 △6,445   △3,000 

補正後予算額 

10,695 

１ 減額の理由 

スマート技術を活用した農業機械導入に対する支援を行う事業において、補

助対象事業費が確定したことやスマート技術を活用した実証実験のニーズ調査

に基づいた取組の再構築による委託料の縮減により、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費 

委託料        △3,000千円 

   負担金補助及び交付金 △6,445千円 
 

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 

スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金 △6,445千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 
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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 強い農業・担い手づくり総合支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,832 

国 府 市債 その他 一般財源 9,832 

 △9,832    

補正後予算額 

― 

１ 減額の理由 

事業実施主体から計画取り下げの申出があったことから、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) 農業振興費 

負担金補助及び交付金 △9,832千円 

 

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 

強い農業・担い手づくり総合支援交付金 △9,832千円 

事業名 京野菜生産加速化事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,471 

国 府 市債 その他 一般財源 29,990 

 △4,471    

補正後予算額 

25,519 

１ 減額の理由 

ブランド京野菜栽培の産地拡大を図る組織やブランド京野菜の栽培に取組む

新規就農者へのハウス導入等に対する助成事業において、補助対象事業費が確

定したため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費 

負担金補助及び交付金 △4,471千円 

 

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 

京野菜生産加速化事業補助金 △4,471千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 京の水田農業確立支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△13,707 

国 府 市債 その他 一般財源 22,080 

 △13,707    

補正後予算額 

8,373 

１ 減額の理由 

京の米及び京の地域特産物の生産にかかる機械導入に対する支援を行う事業

において、補助対象事業費が確定したため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費 

負担金補助及び交付金 △13,707千円 
 

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 

京の水田農業確立支援事業補助金 △13,707千円 

事業名 新規就農総合支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,600 

国 府 市債 その他 一般財源 22,966 

 △3,800  △2,800  

補正後予算額 

16,366 

１ 減額の理由 

   事業対象者及び事業内容の変更により対象事業費が減少したため、減額補正

を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費 

負担金補助及び交付金 △6,600千円 
 

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 

新規就農総合支援事業補助金 △3,800千円 

(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 △1,800千円 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入  

経営継承・発展等支援事業補助金 △1,000千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121･4124 
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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 地域貢献型エネルギー推進事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△12,000 

国 府 市債 その他 一般財源 35,040 

  3,400  △15,400 
補正後予算額 

23,040 

１ 減額補正・財源更正の理由 

地域貢献型エネルギー推進事業において、福知山市ZEH支援補助金の執行状況

に合わせて事業費の減額補正を行います。また、EV購入に地域活性化事業債を

充当するため財源更正します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 環境保全費  

負担金補助及び交付金 △12,000千円(福知山市ZEH支援補助金) 

  ※60戸分を減額補正 200千円×60戸=12,000千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）衛生債 

地域活性化事業債 3,400千円 

担当課 産業政策部エネルギー・環境戦略課 電話 直通 48-9554 内線 4174 

 

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 排水ポンプ車運転管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,030 

国 府 市債 その他 一般財源 5,950 

    △5,030 
補正後予算額 

920 

１ 減額の理由 

令和3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  △731千円（燃料費） 

委託料 △4,299千円（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 

△33,244 

国 府 市債 その他 一般財源 249,076 

△36,244  △26,700  29,700 

補正後予算額 

215,832 

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 △28,478千円 使用料及び賃借料 △3,766千円 

補償、補填及び賠償金 △1,000千円 
 

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 △36,244千円 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公共事業等債 △26,700千円 

事業名 過疎対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△18,600 

国 府 市債 その他 一般財源 102,084 

  △18,600   

補正後予算額 

83,484 

１ 減額の理由 

本谷線の整備において、用地買収に伴い発生する地権者との用地交渉に時間

を要し、用地買収に至らなかったため、減額補正を行うものです。 
 

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 △14,400千円  公有財産購入費 △1,500千円 

補償、補填及び賠償金 △2,700千円 
 

３ 主な特定財源 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

過疎対策事業債 △18,600千円 

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 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 

△48,000 

国 府 市債 その他 一般財源 158,420 

△27,600  △27,600  7,200 
補正後予算額 

110,420 

１ 減額の理由 

市営住宅旭が丘団地屋上防水工事を廃工とし、また、入札による工事請負費

の減により減額補正を行います。 
 

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 △48,000千円 
 

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 △27,600千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公営住宅建設事業債 △27,600千円 

担当課 建設交通部建築住宅課 電話 直通 24-7058 内線 4247 
 

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 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,322 

国 府 市債 その他 一般財源 125,440 

  △2,000 △1,322  
補正後予算額 

122,118 

１ 減額の理由 

北近畿タンゴ鉄道㈱が実施する事業において、精査の結果不用額が生じたた

め、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）交通対策費 

負担金補助及び交付金 △3,322千円 
 

３ 主な特定財源 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

地域振興基金繰入金 △537千円 過疎地域持続的発展基金繰入金 △785千円 

（款）市債 （項）市債 （目）総務債 

過疎対策事業債 △1,200千円 地域鉄道対策事業債 △800千円 

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

 



47 

 

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（福知山綾部線） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,050 

国 府 市債 その他 一般財源 22,837 

  △3,600  △450 

補正後予算額 

18,787 

１ 減額の理由 

京都府事業の交付決定額が、当初予定額より減額となったため、減額補正を

行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 街路事業費 

負担金補助及び交付金 △4,050千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公共事業等債 △3,600千円 

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 

△20,000 

国 府 市債 その他 一般財源 88,581 

△8,849  △6,500  △4,651 

補正後予算額 

68,581 

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、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 街路事業費 

委託料△6,000千円 公有財産購入費△3,000千円 

補償、補填及び賠償金△11,000千円 
 

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 △8,849千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公共事業等債 △6,500千円 

担当課 建設交通部都市・交通課 電話 直通 24-7050 内線 4319 
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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 公園施設長寿命化対策支援事業 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 130,000 

  △4,500 △500  
補正後予算額 

125,000 

１ 減額の理由 

公園施設長寿命化対策支援事業において、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) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園施設費 

工事請負費 △5,000千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

公共施設等総合管理基金繰入金 △500千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

公共施設等適正管理推進事業債（長寿命化事業） △4,500千円 

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

 

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 

△6,497 

国 府 市債 その他 一般財源 57,936 

   △6,497  
補正後予算額 

51,439 

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 △6,497千円 
 

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 △6,497千円 

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 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 消防車両更新事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,840 

国 府 市債 その他 一般財源 63,108 

 △730 △3,300  190 
補正後予算額 

59,268 

１ 減額の理由 

小型動力ポンプ付き積載車の仕様の変更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) 消防費 (項) 消防費 (目) 消防施設費 

備品購入費 △3,840千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 消防費府補助金 

地域防災力総合支援事業 △730千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 消防債 

緊急防災・減災事業債 △700千円 辺地対策事業債 △2,600千円 

担当課 消防本部消防課 電話 直通 24-0119 内線 2420-202 

 

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 中・北部地域共同消防指令センター整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,772 

国 府 市債 その他 一般財源 34,237 

  △1,600 △8,148 △24 
補正後予算額 

24,465 

１ 減額の理由 

消防指令システム実施設計業務及び消防指令センター改築工事実施設計業務

において、入札による不用額が生じたため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 消防費 (項) 消防費 (目) 消防施設費 

委託料 △9,772千円 
 

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 △1,600千円 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

京都府中・北部地域消防指令センター負担金 △8,148千円 

担当課 消防本部通信指令課 電話 直通 22-0119 内線 2420-300 
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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 中学校施設長寿命化事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,234 

国 府 市債 その他 一般財源 33,000 

  △9,900  666 
補正後予算額 

23,766 

１ 減額の理由 

南陵中学校特別教室棟屋上防水改修工事において、防水工法の変更及び入札

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）教育費 （項）中学校費 （目）学校管理費 

工事請負費 △9,234千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）教育債 

公共施設等適正管理推進事業債（長寿命化事業） △9,900千円 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 

 

政策名 質の高い子育てと学びのまちづくり （単位：千円） 

事業名 響プランＦ心の充実事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△10,030 

国 府 市債 その他 一般財源 17,396 

    △10,030 
補正後予算額 

7,366 

 

１ 減額の理由 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、「本物」の芸術・文化体験に

おける中学1年生対象の劇団四季の観劇を中止したこと、また、小学4年生対象

の博物館見学等の体験活動の実績見込に伴い減額補正します。 

 

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 

委託料 △10,030千円 

（内訳） 

小学校分 △1,145千円 中学校分 △8,885千円 

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 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 

△4,831 

国 府 市債 その他 一般財源 46,558 

△258    △4,573 
補正後予算額 

41,727 

事業名 中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△8,536 

国 府 市債 その他 一般財源 47,628 

△194    △8,342 
補正後予算額 

39,092 

 

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年生の修学旅行を日帰り

で実施し、中学校3年生の修学旅行を2泊から1泊に変更したこと、また、休校に

より給食費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  △258千円 

   中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業   △194千円 

 

小学校 中学校 

(款) 教育費 (項) 小学校費  

(目) 教育振興費 

扶助費 

要準児童就学援助    △4,473千円 

特別支援教育就学奨励費  △343千円 

 市独自援助費       △15千円 

(款) 教育費 (項) 中学校費  

(目) 教育振興費 

扶助費 

要準生徒就学援助     △8,308千円 

特別支援教育就学奨励費 △213千円 

市独自援助費       △15千円 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7062 内線 5122 
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区 分 歳入予算 （単位：千円） 

事業名 個人市民税・法人市民税 増額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

473,490 

国 府 市債 その他 一般財源 4,260,382 

    473,490 
補正後予算額 

4,733,872 

 

増額補正の理由 

個人市民税については、新型コロナウイルス感染症拡大による景気低迷の影響

等から個人所得の減少を予想しましたが、現状において当初予算よりも増額にな

ることがほぼ確実であるため、1月末調定額の実績をもとに増額補正を行います。 

また、法人市民税についても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響と税率改

正による税収の減少を予想しましたが、１月末調定実績において、影響を受けた

業種が限定的であることが伺えることから、当初予算より増額となることが見込

まれるため、補正を行います。 

 

(単位：千円) 

 当初予算額 補正後予算額 今回補正額 

個人市民税 3,513,486 3,673,372 159,886 

法人市民税 746,896 1,060,500 313,604 

合 計 4,260,382 4,733,872 473,490 
 

担当課 財務部税務課 電話 直通 24-7024 内線 3353 

（款）市税（項）市民税（目）個人・法人 
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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 

△235,029 

国 府 市債 その他 一般財源 727,458 

   
 
△235,029 

補正後予算額 

492,429 

 

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

繰入金を計上していましたが、2事業の減額補正に伴い、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3年度末残高見込額は32億1,758万

円となります。 
（単位：千円） 

   ① ②  ③  ④ 
⑤ 

（① +②+③-④） 

 

 R02年度末 
残高 

R02年度歳計 
剰余金積立 

 R03年度 

利子見込 

R03年度コロナ 

感染症関連 
R03年度末 
残高（見込） 

3,178,522 525,706 5,780 492,429 3,217,579 

  

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

22,857

臨時交
付金等

財政調
整基金

福知山市月次支援事業

福知山市緊急事態措置
協力金対象外事業者応
援事業

補正後 補正前

事業費
臨時交
付金等

財政調
整基金

446,505

22,426 431 259,631 86,304

事業名
事業費

384,372

△ 235,029計

補正額

財 政 調
整 基 金

△ 62,133

△ 172,896

- 446,505

173,327

- 384,372

（款）繰入金（項）基金繰入金（目）基金繰入金 
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区 分 歳入予算 （単位：千円） 

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 

399,876 

国 府 市債 その他 一般財源 9,778,441 

   
 

399,876 
補正後予算額 

10,178,317 

 

増額補正の理由 

令和3年度の国の補正予算に伴い、普通交付税に、臨時財政対策債を償還するた

めの【臨時財政対策債償還基金費】を国が創設し、本市に追加配分されることと

なったため、増額補正を行います。 

また、この増額分は将来の臨時財政対策債の繰上償還の財源として減債基金へ

積み立てます（P29参照）。 

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（款）地方交付税（項）地方交付税（目）地方交付税 
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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（保険事業勘定）】 

介護予防・生活支援サービス事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

6,000 

国 府 市債 その他 一般財源 184,782 

   6,000  
補正後予算額 

190,782 

 

１ 事業の背景・目的 

高齢化が進行する中、介護度別認定者数は横ばい状態となっていますが、要

支援認定者数は増加傾向です。高齢者が地域における自立した生活を送ること

ができるよう介護予防・日常生活支援総合事業を行い、活動的で生きがいのあ

る生活を送ることができるよう支援しています。 

 

２ 事業の内容 

介護予防・日常生活支援総合事業において要支援等の認定者に対し実施して

いる介護予防・生活支援サービス事業費が不足するため補正をします。 

  （今年度実績見込額）（当初予算額）（事業内余剰見込額） 

 126,409,836円 － 110,796,080円－9,613,191円 ≒ 6,000,000円 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 地域支援事業 (項) 介護予防・生活支援サービス事業費 

(目) 介護予防・生活支援サービス事業費 

負担金補助及び交付金 6,000千円 

 

４ 主な特定財源 

(款)繰入金 (項)一般会計繰入金 (目) その他一般会計繰入金 

その他一般会計繰入金 6,000千円 

 

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 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 12,360 

   ―  
補正後予算額 

12,360 

 

１ 財源更正の理由 

昨年度に比べ、診療収入は微増傾向にあるものの、今年度も新型コロナウイル

ス感染症の影響により、受診控えの傾向が続いたことや、マスク着用や手指消毒

等、感染症予防対策の習慣化からインフルエンザの流行が見られなかったこと等

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  △8,528千円 

   (款) 繰入金 (項) 繰入金 (目) 他会計繰入金   8,528千円 

担当課 福祉保健部健康医療課 電話 直通 23-2788 内線 2289 

 

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

事業名 病院事業（病院事業会計） 減額 

補正予算額（事業費用＋資本的支出） △27,500 補正前予算額 

17,287,311 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 

事業収益 事業費用 資本的収入 資本的支出 補正後予算額 

17,259,811 － － － △27,500 

 

１ 減額の理由 

非常用自家発電設備等の整備について、実施設計業務を発注する前にさらなる

精査を要するため、本年度に予定していた実施設計を次年度以降に延期すること

とし、予算の減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）市民病院資本的支出 （項）建設改良費 （目）施設整備費 

  病院施設整備費  △27,500千円 

 

 

担当課 市民病院事務部総務課 電話 代表 22-2101 内線 71-2211 

 

財源更正 
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◆ 条例関連議案 

 

１ 福知山市消防団員等公務災害等補償条例（一部改正） 【消防本部総務課】 

 

 １ 改正の理由 

   年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要

の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   非常勤消防団員に係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受

ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供すること

ができないこととした。 

（第２条第２項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 

 

２ 福知山市職員退職年金等の支給に関する条例（廃止）     【職員課】 
 

 １ 廃止の理由 

   令和４年度以後この条例の適用対象となる者がなくなるため、条例を廃止する必要

がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和４年４月１日 

 

３ 福知山市開発関連公共施設等整備基金条例（廃止）   【都市・交通課】 
 

 １ 廃止の理由 

   令和４年３月３１日をもって福知山市開発関連公共施設等整備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４年４月１日 
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◆ その他の議案 

 

■ 財産の無償貸付について            【文化・スポーツ振興課】 

 

１ 無償貸付をする財産 

所在地    福知山市 和久市町１５８番 他 

地 目  公園（現況用途 駐車場） 

地 積  ２，０８６．５４㎡ 

 

２ 無償貸付の相手方 

所在地  大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４-２１００号大阪駅前第４ビ

ル２１階 

名 称  株式会社エヌ・エス・アイ 

代表者   代表取締役 近藤 雅彦 

 

３ 無償貸付の理由 

新温水プールの建設にあたり、上記の土地を無償貸付することで、市民サービ

スの向上に加え、さらなる市民の健康増進とスポーツの振興を図ることを目的と

する。 

 

４ 貸付の期間 

令和４年４月１日から２２年間 

 

■ 財産の無償貸付について                【資産活用課】 

 

１ 無償貸付をする財産 

旧公誠小学校管理棟、旧北陵中学校管理棟、屋内運動場棟、配膳室棟等の用に

供している建物 

    所在地  福知山市字雲原小字見セケ鼻４２０番 他 

構造・延床面積 

    （旧公誠小学校管理棟）鉄筋コンクリート造 ３階建 １，０５２㎡ 

    （旧北陵中学校管理棟）鉄筋コンクリート造 １階建   ３３６㎡ 

    （屋内運動場棟）鉄骨造 １階建            ４４７㎡ 

     （その他 配膳室棟、倉庫棟、便所棟等）         １３０㎡ 

                      延床面積合計 １，９６５㎡ 

 

   旧公誠小学校及び旧北陵中学校建物の用に供している土地 

    所在地  福知山市字雲原小字見セケ鼻４２０番 他 

    地 目  学校敷地 他 

    地 積  １，２８６㎡ 

 

２ 無償貸付の相手方 

    所在地  福知山市和久市町１２番地 

    名 称  株式会社数理 

    代表者  代表取締役 岩城 四知 
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３ 無償貸付の理由 

旧公誠小学校及び旧北陵中学校の利活用において、上記の建物等を無償貸付す

ることで、長期にわたる施設の安定的な活用を図り、地域活性化に資することを

目的とする。 

 

４ 貸付の期間 

    令和４年４月１日から３年間 

 

■ 財産の無償貸付について                【資産活用課】 

 

１ 無償貸付をする財産 

   旧天津小学校校舎棟、屋内運動場棟等の用に供している建物 

    所在地  福知山市字上天津小字丸野１７３０番１ 他 

構造・延床面積 

    （校舎棟）鉄筋コンクリート造 ３階建 ２，０１４㎡ 

    （屋内運動場棟）鉄骨造    １階建   ８００㎡ 

    （その他 便所棟、倉庫棟、更衣室棟）    ７６㎡ 

                延床面積合計 ２，８９０㎡ 

 

   旧天津小学校建物の用に供している土地 

    所在地  福知山市字上天津小字丸野１７３０番１ 他 

    地 目  学校敷地 他 

    地 積  ３，８５０㎡ 

 

２ 無償貸付の相手方 

    所在地  福知山市字天田４８８番地の１ 

    名 称  株式会社細合実業 

    代表者  代表取締役 細合 純一 

 

３ 無償貸付の理由 

旧天津小学校の利活用において、上記の建物等を無償貸付することで、長期に

わたる施設の安定的な活用を図り、地域活性化に資することを目的とする。 

 

４ 貸付の期間 

    令和４年４月１日から１０年間 

 

■ 損害賠償の額について                 【道路河川課】 

 

令和３年１０月６日、綾部市川糸町地内の京都府中丹東土木事務所の駐車場において、

市公用車を駐車する際、付近にあるフェンスの門扉に接触し、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。 

 

損害賠償額    １４９,６００円 
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■ 市道の認定及び廃止並びに路線変更について       【道路河川課】 

下記路線について、市道の認定及び廃止並びに路線変更をする。 

区 分 路 線 名 摘 要（認定・廃止・変更等理由） 

認  定 正明寺１５号線 開発行為に係る帰属 

認  定 正明寺１６号線 開発行為に係る帰属 

認  定 西山２号線 開発行為に係る帰属 

廃  止 鎌ケ瀬線 排水ポンプ施設設置による廃止 

路線変更 穴瀬線 排水ポンプ施設設置による終点変更 

路線変更 新開線 農業用道路への用途変更による起点変更 

路線変更 口磯野線 河川改修による起点変更 

路線変更 口磯野兵庫線 河川改修による起点変更 

 


