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◆ 令和４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）

3月補正額
（追加分）

補正後の額

47,025,763 225,608 491,602 47,742,973

7,571,323 77,946 7,649,269

31,434 31,434

1,500 1,500

25,300 25,300

22,000 17,914 39,914

19,900 19,900

1,069,595 1,069,595

395,000 395,000

保険事業勘定 8,723,305 8,723,305

介護サービス事業勘定 39,130 39,130

176 176

2,294,000 2,294,000

20,192,663 95,860 20,288,523

4,979,758 4,979,758

7,372,522 7,372,522

福知山市民病院 17,244,756 17,244,756

大江分院 831,333 831,333

計 18,076,089 18,076,089

30,428,369 30,428,369

97,646,795 225,608 587,462 98,459,865

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４年度一般会計歳入予算額一覧 

 

 
 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

款 補正前の額 第8号補正額 第9号補正額 補正後の額

01 市税 11,500,073 311,925 11,811,998

02 地方譲与税 486,626 486,626

03 利子割交付金 7,000 7,000

04 配当割交付金 62,000 62,000

05 株式等譲渡所得割交付金 89,000 89,000

06 地方消費税交付金 1,810,000 1,810,000

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 84,000 84,000

10 法人事業税交付金 195,000 195,000

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 108,000 108,000

13 地方交付税 11,110,490 479,834 11,590,324

14 交通安全対策特別交付金 11,000 11,000

15 分担金及び負担金 168,156 2,500 170,656

16 使用料及び手数料 1,348,659 700 1,349,359

17 国庫支出金 8,146,232 81,653 △ 157,255 8,070,630

18 府支出金 3,222,541 △ 40,532 3,182,009

19 財産収入 428,041 428,041

20 寄附金 345,600 55,000 400,600

21 繰入金 2,663,856 △ 179,698 2,484,158

22 諸収入 1,188,286 23,769 1,212,055

23 市債 3,760,500 135,800 △ 237,837 3,658,463

24 繰越金 260,702 8,155 233,196 502,053

一般会計合計 47,025,763 225,608 491,602 47,742,973
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◆ 令和４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 第8号補正額 第9号補正額 補正後の額

01 議会費 292,574 292,574

02 総務費 5,703,632 10,428 500,494 6,214,554

03 民生費 16,210,492 2,450 △ 147,728 16,065,214

04 衛生費 6,080,545 △ 47,869 6,032,676

05 労働費 17,421 17,421

06 農林業費 1,949,429 4,290 △ 40,812 1,912,907

07 商工費 1,296,480 1,296,480

08 土木費 3,079,634 102,680 49,282 3,231,596

09 消防費 2,805,403 △ 24,012 2,781,391

10 教育費 3,865,475 105,760 △ 8,282 3,962,953

11 公債費 5,584,055 210,529 5,794,584

12 予備費 49,783 49,783

13 災害復旧費 90,840 90,840

一般会計　合計 47,025,763 225,608 491,602 47,742,973
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◆ 令和４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 第8号補正額 第9号補正額 補正後の額

7,428,593 329,545 7,758,138

うち
議員給与費

195,574 195,574

うち
職員給与費

5,932,509 329,647 6,262,156

6,043,285 13,861 37,108 6,094,254

228,354 228,354

8,731,728 △ 176,360 8,555,368

7,868,359 5,865 65,292 7,939,516

6,220,887 205,882 △ 101,693 6,325,076

う ち 人 件 費 315,441 315,441

6,130,047 205,882 △ 120,820 6,215,109

補助事業費 1,594,888 195,454 △ 27,159 1,763,183

単独事業費 4,535,159 10,428 △ 93,661 4,451,926

90,840 19,127 109,967

5,584,055 210,529 5,794,584

779,079 136,816 915,895

2,700 2,700

4,088,940 △ 9,635 4,079,305

49,783 49,783

47,025,763 225,608 491,602 47,742,973

維 持 補 修 費

区 分

人 件 費

物 件 費

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
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◆ ３月補正予算（追加提案分）主要事項 

 

 

 
 

体育施設維持管理事業 2,177 継続 10

総合福祉会館等施設管理事業 575 継続 10

老人福祉施設管理事業 2,523 継続 10

大呂自然休養村管理事業 680 継続 10

小計（4事業） 5,955

農業生産施設緊急復旧対策事業 19,127 継続 11

小計（1事業） 19,127

①市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち

公共交通維持改善事業 71,437 継続 12

ふくちやまサポーター拡大事業 76,976 継続 13

地域振興基金造成事業 54,770 継続 14

社会福祉推進事業 1,594 継続 14

③市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち

保育所委託事業 51,587 継続 15

⑤市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち

新文化ホール計画策定事業 1,255 継続 16

福知山マラソン大会支援事業 3,173 継続・減額 17

佐藤太清記念美術館管理運営事業 398 継続 18

自宅療養者等配食サービス事業 継続 19

⑧市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち

地場産農産物推進事業 4,485 継続 20

⑨持続可能な生活を支える基盤の整ったまち

除雪関連事業 83,600 継続 21

急傾斜地崩壊対策事業 18,109 継続 22

北岡斜面崩壊対策事業 3,400 継続 23

街路事業（福知山綾部線） 2,430 継続 24

長谷墓園基金事業 200 継続 25

長田野墓園基金事業 500 継続 25

住宅新築資金等貸付事業 23,769 継続 26

（単位：　千円）

区分/政策名

補正額 区分 ページ

通
　
常
　
補
　
正

事業名

原
油
価
格
・
物
価

高
騰
緊
急
対
策

指
定
管
理
施
設

光
熱
費
関
連

雪
害

関
連

財源更正
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○その他一般事業

地方債繰上償還金 210,529 継続 27

一般管理費（職員人件費) 331,347 継続 27

体育施設設備整備事業                                        △ 2,433 減額 28

庁舎管理事業 △ 12,900 減額 28

マイナンバーカード普及強化事業 △ 3,700 減額 29

電算システム等一般管理事業 △ 4,000 減額 29

地域防災訓練事業 △ 1,682 減額 30

避難のあり方検討会推進事業 △ 6,000 減額 30

保育士確保対策事業 △ 20,996 減額 31

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 △ 11,400 減額 31

子宮頸がん予防ワクチン接種事業 △ 27,071 減額 32

風しん抗体検査・予防接種事業 △ 7,663 減額 32

児童扶養手当事業 △ 25,000 減額 33

児童手当事業 △ 69,960 減額 33

妊産婦健康診査事業 △ 4,200 減額 34

生活保護扶助事業 △ 70,000 減額 34

社会福祉法人等施設整備補助事業 △ 6,651 減額 35

安心・安全の森づくり事業 △ 1,982 継続・減額 35

森林経営管理事業 △ 10,000 減額 36

有害鳥獣捕獲事業 △ 15,563 減額 36

京野菜生産加速化事業 △ 12,382 減額 37

「スイーツのまち福知山」事業 △ 3,500 減額 37

多面的機能支払交付事業 △ 13,677 減額 38

災害に強い森づくり事業 △ 8,000 減額 38

排水ポンプ車運転管理事業 △ 5,330 減額 39

道路改良事業 △ 19,774 減額 39

過疎対策事業 △ 8,407 減額 40

地域間交流促進ネットワーク事業（市道整備） △ 10,160 減額 40

橋りょう長寿命化対策事業 △ 16,999 減額 41

街路事業（篠尾線篠尾工区） △ 11,325 減額 41

地籍調査事業 △ 4,861 減額 42

ＫＴＲ支援事業 △ 13,513 減額 42

減
 
額
 
補
 
正
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地域公共交通燃料価格激変緩和対策事業 △ 4,976 継続・減額 43

既設公園管理事業 △ 3,000 減額 44

公園施設長寿命化対策事業 △ 4,100 減額 44

消防団施設整備事業 △ 5,000 減額 45

消防救急デジタル無線更新事業 △ 6,000 減額 45

小学校施設長寿命化事業 △ 11,199 減額 46

休日急患診療所費特別会計繰出金 △ 9,635 減額 46

491,602

個人市民税・法人市民税・固定資産税 311,925 増額 47

普通交付税 479,834 増額 48

合併算定替逓減対策基金繰入金 △200,000 減額 48

休日急患診療所費特別会計繰入金 12,664 増額 49

補正額 区分 ページ

77,946 継続 50

17,914 継続 51

95,860

特
別
会
計

特別会計　　2会計　　計

 【国民健康保険事業特別会計】（補正第２号）通
常
補
正

事業名

歳
入
予
算

 【休日急患診療所費特別会計】（補正第１号）

繰出金補正

一般会計（補正第９号）　　　　61事業　　計

◆ 繰越明許費について 

  （一般会計） 追加 北岡斜面崩壊対策事業 ほか１７事業 

        変更 交通安全対策整備事業（通学路緊急対策） ほか２事業 
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区 分 原油価格・物価高騰緊急対策 （単位：千円） 

事業名 燃料費高騰による指定管理施設光熱費関連 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,955 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

    5,955 
補正後予算額 

― 

（この頁は複数課の事業の該当部分を抜粋して作成しています） 
 

１ 事業の背景・目的 

 国際情勢の変化等に伴う原油等の価格上昇の影響による電気・ガス料金高騰の

影響により、各指定管理施設における光熱費相当額の予算不足が見込まれるた

め、光熱費等に係る高騰分を増額補正するとともに、指定管理料を変更します。 
 

２ 事業の内容 

 各施設の管理を行う指定管理者に対し、年度協定書における光熱費相当額と今

年度の光熱費等に係る見込額との差額（不足額）について指定管理料の増額を行

います。 
 

３ 事業費の内訳 

 事業名 

対象予算額 a+b 
担当課名（電話） 

特定財源 a 一般財源 b 

款/項/目/節 

説明[指定管理施設名称] 

体育施設維持管理事業 

2,177 
文化・スポーツ振興課（直通 24-7069 内線 5332） 

― 2,177 

(款) 教育費 (項) 保健体育費 (目) 体育施設費 (節)委託料 

公の施設の管理業務（指定管理） [三段池公園スポーツ施設] 

総合福祉会館等施設管理事業 

575 
社会福祉課 （直通 24-7088 内線 2111） 

― 575 

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 (節)委託

料 

公の施設の管理業務（指定管理） [総合福祉会館] 

老人福祉施設管理事業 

2,523 
高齢者福祉課（直通 24-7072 内線 2141） 

― 2,523 

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 老人福祉費 (節)委託料 

公の施設の管理業務（指定管理） 

[福知山市高齢者福祉センター・三和町高齢者生活福祉センター] 

大呂自然休養村管理事業 

680 
農政課（直通 24-7041 内線 4112） 

― 680 

(款) 農林業費 (項) 農業費 (目) 農業総務費 (節)委託料 

公の施設の管理業務（指定管理） [大呂自然休養村センター] 
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区 分 雪害関連 （単位：千円） 

事業名 農業生産施設緊急復旧対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

19,127 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

 7,674   11,453 
補正後予算額 

19,127 

 

１ 事業の背景・目的 

 令和5年1月24日からの強風及び降雪により被災したパイプハウスに対して緊

急に復旧支援を行うことで、早急に生産体制を再整備し、農業経営の安定を図

ります。 

 

２ 事業の内容 

〇パイプハウス復旧支援事業 

 野菜、果樹、花き栽培、水稲育苗用の被災したパイプハウスに対し、再建費

用の10分の6（園芸施設共済等の保険加入施設は共済金等と本事業の補助金額

の合計が再建費用を超えない範囲で10分の8）を上限として支援します。 

また、被災したパイプハウスのうち再建を前提とした撤去に対しては、1㎡あ

たり290円を補助対象経費の上限とし、撤去に係る費用の10分の8を支援しま

す。 

  

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 パイプハウス復旧支援事業 19,127千円 

 

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 

 農業生産施設緊急復旧対策事業 7,674千円 

 
 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 

被災の状況（下地） 被災の状況（三和町寺尾） 
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政策名 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち  （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 

71,437 

国 府 市債 その他 一般財源 12,531 

 7,396   64,041 
補正後予算額 

83,968 

 

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㈱       53,984,744円 

丹後海陸交通㈱     3,975,501円 

三岳バス        4,929,821円 

庵我バス        4,228,266円 

中六人部バス      4,318,314円 

             合計        71,436,646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 7,396千円 

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 

まちなか循環バス(南) 

（京都交通株式会社） 
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政策名 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち （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 

76,976 

国 府 市債 その他 一般財源 475,421 

   55,000 21,976 
補正後予算額 

552,397 
 

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、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。 

  （R4年度寄附金見込額＋基金に積み立てる企業版ふるさと納税） （当初予算額）  （差引額） 

      （361,000千円＋10,000千円）    －  316,000千円 ＝ 55,000千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 諸費 

 委託料 21,976千円（サイト運営経費、返礼品代金、返礼品配送料など） 

 積立金 55,000千円※（福知山市ふるさと納税基金積立金） 
※うち10,000千円は、日本ピラー工業(株)からの企業版ふるさと納税寄附金（教育費指定寄附金）  

 
４ 主な特定財源  

(款) 寄附金 (項) 寄附金 (目) 総務費指定寄附金・教育費指定寄附金  

 ふるさと納税寄附金     45,000千円 

 企業版ふるさと納税寄附金  10,000千円 

担当課 市長公室秘書広報課 電話 直通 24-7000 内線 3141 

H30 R1 R2 R3 R4見込み

寄附金額（円） 95,281,722173,215,000261,634,110317,056,504361,000,000

寄附件数（件） 5,802 7,356 17,010 17,768 20,500

0
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政策名 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち  （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 

54,770 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

    54,770 
補正後予算額 

54,770 
 

１ 事業の背景・目的 

 福知山市地域振興基金条例に基づき、積立てを行い、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4年度予算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 54,770千円（地域振興基金積立金） 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7225 内線 3139 
 

政策名 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち  （単位：千円） 

事業名 社会福祉推進事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,594 

国 府 市債 その他 一般財源 59,273 

   1,594  
補正後予算額 

60,867 
 

１ 事業の背景・目的 

福知山市地域福祉基金条例に基づき、今後実施する地域福祉の向上及び推進を

図るための施策の財源とします。 
 

２ 事業の内容 

福知山市民生援護資金貸付基金条例の廃止により生じる当該基金の残額を福知山

市地域福祉基金に積み立てます。 
 

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 

積立金 1,594千円(福知山市地域福祉基金積立金) 
 

４ 主な特定財源  

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 民生援護資金貸付基金繰入金 1,594千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7087 内線 2134 
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政策名 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち  （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 

51,587 

国 府 市債 その他 一般財源 2,495,325 

34,840 9,170   7,577 
補正後予算額 

2,546,912 

 

１ 事業の背景・目的 

 令和4年度人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定を受け、国の第2次補正予算

において、民間保育施設等への委託費及び施設型給付費の基礎となる公定価格の

見直しが行われました。それに伴い、令和4年4月に遡り引き上げの改定を行い、幼

稚園教諭・保育士等の待遇改善を図ります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、保育所等が臨時休園を

行った場合における保育料減免分について保育所等に対して運営費の支援を引

き続き行います。 

 

２ 事業の内容 

 国の公定価格の改定や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う保育所等の臨時

休園に係る保育料減免により、今後年度末までに必要な委託費及び施設型給付

費が不足する分について補正対応します。 

（１）公定価格の改定に係る不足額           45,555千円 

（２）保育所等臨時休園に係る保育料減免に係る不足額   6,032千円 
  

   ■補正額合計 （１）＋（２）＝51,587千円 
 

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         5,690千円（民間保育所への委託費） 

 負担金補助及び交付金  45,897千円（民間こども園等への施設型給付費） 

 

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 

 保育所運営費（私立）   5,613千円 

  施設型給付費等交付金  29,227千円 

(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）   1,494千円 

  施設型給付費等交付金   7,676千円 

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 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち  （単位：千円） 

事業名 新文化ホール計画策定事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,255 

国 府 市債 その他 一般財源 13,354 

   1,255  
補正後予算額 

   14,609 

 

１ 事業の背景・目的 

 市民が気軽に文化に接し、参加できる文化活動の核となる施設として、令和4

年度から、新たな文化ホールの整備のための検討委員会を設置し、基本構想・

基本計画の策定をおこなっています。 

 新文化ホール整備基本構想・基本計画策定において、当初7回の検討委員会実

施を想定していましたが、検討委員会での議論をより深める必要があり、検討

委員会の回数を3回増やして実施する見込みとなり、委託業者の契約額に変更が

必要となりました。 

 

【令和4年度実施内容】  

検討委員会開催7回開催（予定）、基本構想を策定 

文化関連団体ヒアリング55団体実施、大学生・高校生ヒアリング3回実施、 

市民ワークショップ5回開催、WEBアンケート118件、パブリックコメント152件 

 

２ 事業の内容 

 新文化ホール計画策定事業の基本構想・基本計画策定支援業務において、追

加実施する検討委員会運営に係る費用（不足額）を増額補正します。 

  

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 文化振興費 

 委託料 1,255千円（基本構想・基本計画策定支援業務） 

 

４ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 文化芸術会館建設基金繰入金 1,255千円 

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 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち  （単位：千円） 

事業名 福知山マラソン大会支援事業 継続・減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,173 

国 府 市債 その他 一般財源 24,000 

△9,564    12,737 
補正後予算額 

    27,173 

 

１ 事業の背景・目的 

 コロナ禍の影響などにより全国的にマラソン参加者が減少する中、3年ぶりに

開催した第30回福知山マラソンも同様に参加者見込みを大きく下回り、大会運

営に係る実行委員会経費が不足することとなりました。 

 

２ 事業の内容 

 福知山マラソン実行委員会に対し、当初の収支見込みと実績との差額（不足

額）を増額補正し、交付します。 

 

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  

 負担金補助及び交付金 3,173千円 

 

（事業費の積算） 

① 福知山マラソン実行委員会交付金分【増額】 
 <歳出見込額>76,929千円－<歳入見込額>64,192千円＝<不足額>12,737千円 

 

②第30回記念ふくちやま応援プレミアムポイント付与分【減額】 

マラソンの参加者減に伴い、プレミアムポイントの申請件数が当初見込

みを下回ったため、プレミアムポイント分の交付金を減額します。 
<決算見込額>436千円－<当初予算額>10,000千円＝△9,564千円 

 

補正予算額 ①＋②＝3,173千円 

 

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 

 地方創生臨時交付金 △9,564千円 

 

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 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち  （単位：千円） 

事業名 佐藤太清記念美術館管理運営事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

398 

国 府 市債 その他 一般財源 44,444 

    398  
補正後予算額 

   44,842 

 

１ 事業の背景・目的 

 「福知山市佐藤太清記念美術館整備基金条例」を「福知山市佐藤太清記念美

術館振興基金条例」に改めるとともに、「福知山市佐藤太清賞基金条例」を廃

止し、基金条例を一本化することで、佐藤太清記念美術館に関連した整備や事

業に対して基金を活用します。 

  

２ 事業の内容 

 佐藤太清賞基金を廃止し、基金残高を佐藤太清記念美術館整備基金に積み立

てます。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 文化振興費 

 積立金 398千円（佐藤太清記念美術館整備基金積立金） 

 

４ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 佐藤太清賞基金繰入金 398千円 

 

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 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち  （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 

― 

国 府 市債 その他 一般財源 52,501 

△18,823   18,823  
補正後予算額 

   52,501 

 

１ 財源更正の理由 

 令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を財源とし

て実施していましたが、令和5年度においても事業を実施する見込みであること

から、財源更正を行ったうえで繰越して事業を行います。 

 

２ 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 △18,823千円 

(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 18,823千円 

 

担当課 福祉保健部新型コロナウイルス感染症対策室 電話 直通24-7086 内線2297  

財源更正 
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政策名 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち  （単位：千円） 

事業名 地場産農産物推進事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

4,485 

国 府 市債 その他 一般財源 6,452 

    4,485 
補正後予算額 

10,937 

 

１ 事業の背景・目的 

 農薬・化学肥料を低減して作った福知山産の野菜など地場産農産物の学校給

食への導入を支援することで、子どもたちの地域の農業に対する理解を深める

とともに、農業者の安定的な所得確保と環境に配慮した農産物の生産拡大を図

ります。 

 

２ 事業の内容 

 エコファーマー認定品目となっている地場産野菜を給食センターに納入し

た場合には、当該納入価格の2分の1を助成しています。給食全体に占める地場

産野菜を使用した献立の割合が増加したことに伴い、地場産野菜の使用量が当

初見込みよりも増加したため、不足分を増額補正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、学校給食用米穀（京都府産ブレンド米）と福知山産コシヒカリの価格差

を負担することで学校給食米の全量を福知山産コシヒカリにしていますが、12月

の価格改定により価格差が23円/kgから30円/kgに増加したため、不足分を増額

補正します。 

 

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 4,485千円 
 

 学校給食地場野菜導入支援事業補助金 4,252千円 

    地場産米学校給食活用支援事業負担金   233千円 

 

 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （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 

83,600 

国 府 市債 その他 一般財源 112,264 

    83,600 
補正後予算額 

195,864 

 

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、

円滑な車輌交通等を確保し、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340路線と協議路線78路線の計418路線に対する除雪業務と23

路線に対する凍結防止剤散布業務を、計38業者に委託して実施しています。 

 除雪路線は、原則朝5時の時点で市道上の積雪深が約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から依頼を受けた場

合に、除雪作業を行います。 

 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。 

 本年度の降雪や気温等の気象状況により、実績見込み額が予算を上回るため、

除雪作業委託や倒木撤去に係る経費など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 83,600千円（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 

早朝の除雪作業 

裏谷線（大江町高津江地内） 

積雪による道路上の倒木 

大原立木線（三和町大原地内） 
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政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （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 

18,109 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

  13,100 2,500 2,509 
補正後予算額 

18,109 

 

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4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、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。 

 

２ 事業の内容 

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 65,547,780 20％ 13,109,000 0 

計 165,547,780 ― 18,109,000 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  18,109千円 

※京都府施工の急傾斜地崩壊対策事業2か所にかかる市町村負担金 

 

４ 主な特定財源 

(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（急傾斜地崩壊対策事業地元分担金） 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

緊急自然災害防止対策事業債 13,100千円 

市町村負担金（西岡） 13,109千円×100％≒13,100千円 

 

 

 

 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通 24-7054 内線 4212 

（円） 
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政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 北岡斜面崩壊対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,400 

国 府 市債 その他 一般財源 6,600 

  3,400   
補正後予算額 

10,000 

 

１ 事業の背景・目的 

 平成26年8月の豪雨で生じた北岡共同墓地法面の崩壊による人家への被災対

策として、京都府により急傾斜地崩壊対策事業が実施されています。 

 この事業に併せて行われている京都府有地及び福知山市有地での自然災害防

止対策（急傾斜）工事のうち、福知山市有地に係る工事費を負担します。 

 

２ 事業の内容 

 京都府から事業費増額の通知を受けたため負担金の補正を行います。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 財産管理費  

負担金補助及び交付金  3,400千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 総務債  

 防災対策事業債 3,400千円  

 市町村負担金 3,400千円×100％＝3,400千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 街路事業（福知山綾部線） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,430 

国 府 市債 その他 一般財源 30,962 

  2,200  230 
補正後予算額 

33,392 
 

１ 事業の背景・目的 

 昭和43年に都市計画決定された都市計画道路福知山綾部線は、第2次緊急輸送

道路にも指定されている防災上重要な都市計画道路であり、京都府の都市計画

区域マスタープランでは整備を図るものとされており、福知山市都市計画マス

タープランにおいては整備を推進すべき幹線道路として位置づけられている路

線です。 

 京都府施工区間である土工区においては、近隣の小中学校の通学路対策とし

て歩道を整備することで、通学路の安全確保を図るものです。 

福知山市施工区間である興工区においては、石原土地区画整理事業地内は整

備が完了しているものの、観音寺地内へ向けての区間が未整備であるため、早

期に整備を行い緊急輸送道路としての効果の発現と利便性の向上を図ります。 
 

２ 事業の内容 

 京都府施工区間である土工区において、令和4年度に国庫補助事業である社会

資本整備総合交付金事業（防災・安全）として実施され、道路詳細設計業務等

の事業費が増額となったことを受け、市町村負担金の補正を行います。 
 

３ 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 2,430千円 
 

４ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

 公共事業等債 2,200千円 
 

 

[補正後] 

 （43,000千円×13.5％）×90％≒5,200千円 
 

[補正前] 

 （25,000千円×13.5％）×90％≒3,000千円 
 

[補正後]    [補正前]     [補正額] 

 5,200千円 － 3,000千円 ＝ 2,200千円 
 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （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4年3月31日） 1,602,850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 

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4年3月31日） 12,042,746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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （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 

23,769 

国 府 市債 その他 一般財源 78 

   23,769  
補正後予算額 

23,847 

 

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

より設立された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。）に、関係市町の貸付金債権の回収及び整理、貸付資金として借入れた

地方債の償還事務を引継いで集約し、管理運営しています。 

 令和元年度以降、福知山市分の債権回収額と地方債の償還額を差引いた収支

残額を、管理組合から適時受入れるとともに、基金に積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)へ積立てするとともに、地方債の償還財源とします。 
 

       【令和元年度以降基金積立額】 
         （単位：千円） 

 減債基金積立額 

令和元年度 338,102 

令和2年度 46,935 

令和3年度 29,139 

令和4年度 23,769 

合計 437,945 

※令和元年度は平成11年度から平成30年度までの分を 

一括受入れして積立て。 

※令和2年度以降はいずれも前年度分を受入れして積立て。 

 

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 23,769千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

住宅新築資金組合収支残額受入金 23,769千円 

担当課 地域振興部人権推進室 電話 直通 24-7021 内線 2218 
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区 分 公債費補正 （単位：千円） 

事業名 地方債繰上償還金 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

210,529 

国 府 市債 その他 一般財源 399,876 

    210,529 
補正後予算額 

610,405 

 

１ 事業の内容 

 地方債残高の減少と後年度の公債費負担軽減を図るため、繰上償還を行うこ

とにより、財政健全化を図ります。 

 

２ 事業費の内訳 

 (款) 公債費 (項) 公債費 (目) 元利償還金  

償還金 210,114千円（地方債繰上償還金） 

利子及び割引料 415千円（地方債償還利子） 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

 

区 分 人件費補正 （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 

331,347 

国 府 市債 その他 一般財源 1,592,469 

    331,347 
補正後予算額 

1,923,816 

 

１ 増額補正の理由 

 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。 

 

２ 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  15人  307,800千円 …① 

 決算見込額  48人  639,147千円 …② 

 補正額   ②－①＝ 331,347千円 
 

担当課 市長公室職員課 電話 直通 24-7034 内線 3232 

（千円） 
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政策名 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち  （単位：千円） 

事業名 体育施設設備整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△2,433 

国 府 市債 その他 一般財源 38,733 

 △2,433    

補正後予算額 

    36,300 
 

１ 減額の理由 

 市民体育館照明LED化工事の繰越に伴い、令和4年度に本事業に関連して交付

見込であった府補助金を原資とする基金積立金を、令和5年度当初予算に計上し

直すとともに、令和4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) 体育施設費 

 基金積立金 △2,433千円 
 

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費補助金 △2,433千円 

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  

 

政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 庁舎管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△12,900 

国 府 市債 その他 一般財源 121,843 

  △9,600  △3,300 
補正後予算額 

   108,943 
 

１ 減額の理由 

 急速充電器設置工事について、設計に時間を要し年度内の工事発注が困難に

なったことから、当該事業に係る工事請負費を令和5年度予算に計上し直すとと

もに、令和4年度予算を減額します。 
 

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 

 工事請負費 △12,900千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 総務債 

 庁舎整備事業債 △9,600千円 

担当課 市民総務部総務課 電話 直通24-7036 内線3213  
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政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 マイナンバーカード普及強化事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,700 

国 府 市債 その他 一般財源 21,079 

△3,700     
補正後予算額 

    17,379 
 

１ 減額の理由 

 商業施設でのマイナンバーカード申請サポート業務委託が一部実施できなか

ったことに伴い、当該業務に係る委託料を減額します。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費 (目) 戸籍住民基本台帳費 

 委託料 △3,700千円（マイナンバーカード申請サポート業務） 
 

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 

 個人番号カード交付事業費補助金 △3,700千円 

担当課 市民総務部市民課 電話 直通48-9224 内線2251  

 

政策名 その他一般事業 （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 

△4,000 

国 府 市債 その他 一般財源 263,309 

    △4,000 
補正後予算額 

   259,309 
 

 

１ 減額の理由 

 電算システムの賃貸借、機器・運用保守等の維持管理経費において、入札等

による残額が生じたため、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      △1,500千円（消耗品費） 

 使用料及び賃借料 △2,500千円（電子計算機等賃借料） 

 

担当課 市民総務部情報推進課 電話 直通24-7060 内線3122  
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政策名 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生かし、次世代につないでいくまち  （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 

△1,682 

国 府 市債 その他 一般財源 1,682 

△684    △998 
補正後予算額 

― 
 

１ 減額の理由 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、予定していた訓練内容を変更し、

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  △ 284千円  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3511  

 

政策名 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生かし、次世代につないでいくまち  （単位：千円） 

事業名 避難のあり方検討会推進事業 減額 

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 20,583 

  △6,000   
補正後予算額 

14,583 
 

１ 減額の理由 

 「福知山市避難情報等発令支援システム構築業務」の契約額が確定し、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) 災害対策費 

 委託料 △6,000千円 
 

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 △6,000千円 

担当課 市民総務部危機管理室 電話 直通24-7503 内線3511  
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政策名 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち  （単位：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 

△20,996 

国 府 市債 その他 一般財源 59,841 

△14,252 △2,682   △4,062 
補正後予算額 

38,845 
 

１ 減額の理由 

 保育士確保対策事業において、支援制度を活用する保育所等や個人申請の件

数や実績額が当初見込みよりも少なかったため、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 △20,996千円 
 

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 

 保育対策総合支援事業 △14,252千円 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 民生費府補助金 

保育対策総合支援事業 △2,682千円 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通24-7082 内線6251  

 

政策名 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生かし、次世代につないでいくまち  （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 

△11,400 

国 府 市債 その他 一般財源 93,823 

△11,400     
補正後予算額 

82,423 
 

１ 減額の理由 

 給付金の給付人数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) 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 △11,400千円（当初1,843人 → 実績見込1,615人） 
 

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 △11,400千円 

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 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち  （単位：千円） 

事業名 子宮頸がん予防ワクチン接種事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△27,071 

国 府 市債 その他 一般財源 52,663 

    △27,071 
補正後予算額 

25,592 
 

１ 減額の理由 

 子宮頸がん予防ワクチン接種事業において、当初の見込みよりも予防接種を

希望する人が減少し、委託料に不用額が生じるため、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 

 委託料(子宮頸がん予防ワクチン接種業務) △27,071千円 

 定期接種 当初 2,019人 → 実績見込 808人 

 キャッチアップ接種（積極的勧奨差控えにより接種機会を逃した人への対応） 

当初 1,197人 → 実績見込 717人 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通24-7055 内線6272  

 

政策名 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち  （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 

△7,663 

国 府 市債 その他 一般財源 10,513 

△2,711    △4,952 
補正後予算額 

2,850 
 

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 

 委託料(風しん抗体検査業務) △5,422千円(当初1,000人 → 実績見込220人) 

(風しん予防接種業務) △2,241千円(当初270人 → 実績見込51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 △2,711千円 

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 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち  （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 

△25,000 

国 府 市債 その他 一般財源 328,037 

△8,333    △16,667 
補正後予算額 

303,037 

 

１ 減額の理由 

 児童扶養手当事業において、当初の見込みよりも給付世帯数が減少し、扶助

費に不用額が生じるため、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 △25,000千円(当初見込世帯数 620世帯 → 給付世帯数 591世帯) 
 

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 △8,333千円 

 

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 

△69,960 

国 府 市債 その他 一般財源 1,215,979 

△49,608 △10,176   △10,176 
補正後予算額 

1,146,019 

 

１ 減額の理由 

 児童手当事業において、当初の見込みよりも支給対象となる児童の延べ人数

が減少し、扶助費に不用額が生じるため、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 △69,960千円(当初 109,236人 → 給付延べ人数 102,516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 △49,608千円 

(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 △10,176千円 

 

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 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち  （単位：千円） 

事業名 妊産婦健康診査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,200 

国 府 市債 その他 一般財源 61,914 

    △4,200 
補正後予算額 

57,714 

 

１ 減額の理由 

 妊婦健康診査において、妊娠届出者が当初の見込みよりも減少し、妊婦健康

診査委託料に不用額が生じるため、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) 保健指導費 

 委託料（妊婦健康診査業務） △4,200千円 

妊婦健康診査延べ受診者数 当初 7,000人 → 実績見込 6,700人 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通24-7055 内線6272  

 

政策名 市民一人ひとりが、生活と仕事の調和の取れた、多様な働き方が生かされるまち （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 

△70,000 

国 府 市債 その他 一般財源 1,614,474 

△52,500    △17,500 
補正後予算額 

1,544,474 

 

１ 減額の理由 

 生活保護扶助事業において、扶助費の見込みよりも被保護世帯数等が減少し、

扶助費に不用額が生じるため、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 △70,000千円 
 

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 △52,500千円 

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 市民一人ひとりが、最後まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち  （単位：千円） 

事業名 社会福祉法人等施設整備補助事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,651 

国 府 市債 その他 一般財源 18,000 

 △6,651    
補正後予算額 

11,349 
 

１ 減額の理由 

 補助対象となる各社会福祉法人からの補助金交付申請額が当初見込み額を下

回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) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 老人福祉費 

 負担金補助及び交付金 △6,651千円  
 

３ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 民生費府補助金 

 京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金 △6,651千円 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通24-7013 内線2144 

 

政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 安心・安全の森づくり事業 継続・減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△1,982 

国 府 市債 その他 一般財源 13,789 

   △1,982  
補正後予算額 

11,807 
 

１ 減額の理由 

 令和4年度に実施予定であった治山流末整備工事が不要となったため、関連事

業費の減額補正を行います。 

また、豊かな森を育てる基金積立のため、積立金の増額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 農林業費 (項) 林業費 (目) 林業振興費 

工事請負費 △5,000千円    積立金 3,018千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

豊かな森を育てる基金繰入金 △1,982千円 

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 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生かし、次世代につないでいくまち （単位：千円） 

事業名 森林経営管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△10,000 

国 府 市債 その他 一般財源 113,322 

   △10,000  
補正後予算額 

103,322 
 

１ 減額の理由 

 森林の現況調査業務費実施にあたり、既存データの活用等による業務内容の

変更に伴い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) 林業費 (目) 林業振興費 

委託料 △10,000千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

森林環境譲与税基金繰入金 △10,000千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通24-7081 内線4131 

 

政策名 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち  （単位：千円） 

事業名 有害鳥獣捕獲事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△15,563 

国 府 市債 その他 一般財源 106,084 

 △9,800   △5,763 
補正後予算額 

90,521 
 

１ 減額の理由 

 有害鳥獣の捕獲頭数が当初見込みより減少したため、報償費の減額補正を行

います。また、近隣市で発生した猟銃の事故を受け、一斉捕獲業務を6月以降中

止したことにより事業費が減少したため、委託料の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 

 報償費 △9,900千円    委託料 △5,663千円 
 

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 

緑の公共事業（有害鳥獣駆除関係事業） △5,030千円 

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業    △4,770千円 

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 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち  （単位：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 

△12,382 

国 府 市債 その他 一般財源 32,667 

 △12,382    
補正後予算額 

20,285 
 

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 △12,382千円 
 

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 △12,382千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通24-7044 内線4121 

 

政策名 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち  （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 

△3,500 

国 府 市債 その他 一般財源 4,547 

   △3,500  
補正後予算額 

1,047 
 

１ 減額の理由 

 栗の新植・改植の実施面積が当初の見込みより減少したため、それに伴う事

業費の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 

負担金補助及び交付金 △3,500千円 

 

３ 主な特定財源 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 豊かな森を育てる基金繰入金 △3,500千円 

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 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち  （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 

△13,677 

国 府 市債 その他 一般財源 176,518 

 △12,648   △1,029 
補正後予算額 

162,841 
 

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たことに伴い事業費が

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 

 負担金補助及び交付金 △13,677千円 
 

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 △12,648千円 

担当課 産業政策部農林業振興課 電話 直通24-7044 内線4124 

 

政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：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 

△8,000 

国 府 市債 その他 一般財源 40,000 

 △8,000    
補正後予算額 

32,000 
 

１ 減額の理由 

 京都府委託金額が当初の見込みより少なかったため、それに伴う事業費の減

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 

工事請負費 △8,000千円 
 

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 △8,000千円 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （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 

△5,330 

国 府 市債 その他 一般財源 6,714 

    △5,330 
補正後予算額 

1,384 
 

 

１ 減額の理由 

 令和4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 △971千円（燃料費） 

委託料 △4,359千円（排水ポンプ車の操作に係る委託業務） 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通24-7028 内線4334 

 

政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 道路改良事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△19,774 

国 府 市債 その他 一般財源 65,000 

  △30,000  10,226 
補正後予算額 

45,226 
 

 

１ 減額の理由 

 荒河堤防線において道路を築造する際、河川管理者との協議により既設構造

物の耐力照査が必要となり、照査業務に時間を要することから道路工事の発注

が困難となったため、減額補正を行います。 
 

 (補正前)   (照査業務分)      (工事分)       (補正後) 

  65,000  +   10,226   －  30,000   ＝  45,226 
 

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 △19,774千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

 緊急自然災害防止対策事業債 △30,000千円 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：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 

△8,407 

国 府 市債 その他 一般財源 79,407 

  △8,400  △7 
補正後予算額 

71,000 
 

１ 減額の理由 

 本谷線において、用地の調査に時間を要したことから公共嘱託登記業務及び

用地買収の年度内実施が困難になったため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費 

委託料 △2,621千円   公有財産購入費 △3,036千円 

補償、補填及び賠償金 △2,750千円 
 

３ 主な特定財源 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債  過疎対策事業債 △8,400千円 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 地域間交流促進ネットワーク事業（市道整備） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△10,160 

国 府 市債 その他 一般財源 45,000 

△5,091  △4,600  △469 
補正後予算額 

34,840 
 

１ 減額の理由 

 地方創生道整備推進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) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費 

工事請負費 △10,160千円 
 

 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 

地方創生道整備推進交付金 △5,091千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債  公共事業等債 △4,600千円 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 橋りょう長寿命化対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△16,999 

国 府 市債 その他 一般財源 257,390 

△10,453  8,300 △14,846  
補正後予算額 

240,391 
 

 

１ 減額の理由 

 道路メンテナンス事業補助の交付決定額が、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) 道路橋りょう費 (目) 橋りょう維持費 

委託料 △16,999千円（橋りょう長寿命化修繕設計および点検業務） 
 

 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 

道路メンテナンス事業補助 △10,453千円 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 公共施設等総合管理基金繰入金 △14,846千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債   

公共事業等債 8,300千円 

担当課 建設交通部道路河川課 電話 直通24-7059 内線4218 

 

政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （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 

△11,325 

国 府 市債 その他 一般財源 86,602 

    △11,325 
補正後予算額 

75,277 
 

１ 減額の理由 

 事業用地の調査に時間を要したことから年度内の補償が困難になったため、

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 

補償、補填及び賠償金 △11,325千円 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 地籍調査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,861 

国 府 市債 その他 一般財源 32,702 

    △4,861 
補正後予算額 

27,841 
 

１ 減額の理由 

 法務局協議により地図訂正等の対応が見込みを下回ったことや、臨時職員が

減員となったことで、委託料及び人件費に不用額が生じたため、減額補正を行

います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 土木費 (項) 土木管理費 (目) 土木総務費 

 報酬 △1,600千円  共済費 △102千円 

 職員手当 △100千円  委託料 △3,059千円 

担当課 建設交通部用地課 電話 直通24-7079 内線4322 

 

政策名 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち  （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 

△13,513 

国 府 市債 その他 一般財源 120,946 

  △13,500 △13  
補正後予算額 

107,433 
 

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、事業の一部が国庫補助事業に

追加採択され市負担額に不用額が生じたため、減額補正を行います。 
 

２ 減額事業費の内訳 

(款) 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 △13,513千円 
 

 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 △13千円  

(款) 市債 (項) 市債 (目) 総務債 

過疎対策事業債 △7,800千円 地域鉄道対策事業債 △5,700千円 

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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政策名 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち  （単位：千円） 

事業名 地域公共交通燃料価格激変緩和対策事業 継続・減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,976 

国 府 市債 その他 一般財源 8,098 

△4,976     
補正後予算額 

3,122 
 

【京都丹後鉄道支援】 
 

１ 事業の背景・目的 

 依然、原油・天然ガス等の価格の高騰が続く中、京都丹後鉄道が安定した運行

を継続し、市民の生活移動手段が維持されることを目的として、運行会社WILLE

R TRAINS(株)に対し、京都府をはじめとする沿線市町等が協調し、燃料価格の

高騰に対する支援を行います。 
 

２ 事業の内容 

 京都丹後鉄道の運行会社であるWILLER TRAINS(株)に対し、国の燃料油価格抑

制制度が実施された令和4年1月時点の軽油小売価格を基準とし、令和4年4月か

ら12月の各月の平均小売価格との差額に、燃料使用量を乗じた額を激変緩和対

策補助金として交付します。 
 

３ 事業費の内訳 

 (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 交通対策費 

 負担金補助及び交付金 1,107千円 
 

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 1,107千円 

 

【減額補正】 
 

１ 減額の理由 

 タクシー（LPガス車）及び路線バスのうち、複数の市町村にまたがる幹線系統

路線については、それぞれ国及び府が直接事業者に支援を行ったため、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(地域公共交通燃料価格激変緩和対策補助金) 

 タクシー（LPガス車）  △5,859千円 

 路線バス（幹線系統路線） △224千円 
 

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 △6,083千円 

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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政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 既設公園管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,000 

国 府 市債 その他 一般財源 237,432 

    △3,000 
補正後予算額 

234,432 
 

 

１ 減額の理由 

 三段池体育館ほか建築物・設備等定期報告業務において、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) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園管理費 

委託料 △3,000千円（三段池体育館ほか建築物・設備等定期報告業務） 

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 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 公園施設長寿命化対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,100 

国 府 市債 その他 一般財源 108,000 

  △3,700 △400  
補正後予算額 

103,900 

 

１ 減額の理由 

 三段池公園テニスコート管理棟屋根ほか改修工事及び福知山市動物園受水槽

更新工事において、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) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園施設費 

工事請負費 △4,100千円 

 

 ３ 主な特定財源 

(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） △3,700千円 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 公共施設等総合管理基金繰入金 △400千円 

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 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生かし、次世代につないでいくまち  （単位：千円） 

事業名 消防団施設整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,000 

国 府 市債 その他 一般財源 123,816 

  △5,000   
補正後予算額 

118,816 
 

１ 減額の理由 

 上六分団統合車庫・詰所の新築工事において、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 

工事請負費 △5,000千円 
 

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 △5,000千円 

担当課 消防本部消防課 電話 直通24-0119 内線2420-202 

 

政策名 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生かし、次世代につないでいくまち  （単位：千円） 

事業名 消防救急デジタル無線更新事業 減額 

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 6,000 

  △6,000   
補正後予算額 

－ 
 

１ 減額の理由 

 国により検討が行われている「高機能消防指令システムとデジタル無線を接

続するための標準的なインタフェースについての規格」が示されたことを受け、

その規格に準拠した機器を指令台側に設置することになり、実施設計による詳

細調査が不要となったため、実施設計を取止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 △6,000千円 
 

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 △6,000千円 

担当課 消防本部通信指令課 電話 直通22-0119 内線2420-400 
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政策名 持続可能な生活を支える基盤の整ったまち （単位：千円） 

事業名 小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 

△11,199 

国 府 市債 その他 一般財源 76,500 

  △10,100 △1,099  
補正後予算額 

65,301 
 

１ 減額の理由 

 雀部小学校外壁改修工事における列車見張り員の員数変更による減額並びに

雀部小学校外壁改修工事及び惇明小学校北校舎高架水槽改修工事において、入

札減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) 小学校費 (目) 学校管理費 

 工事請負費 △11,199千円 

 

 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） △10,100千円 

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

公共施設等総合管理基金繰入金 △1,099千円 

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 繰出金補正 （単位：千円） 

事業名 休日急患診療所費特別会計繰出金 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,635 

国 府 市債 その他 一般財源 9,635 

    △9,635 
補正後予算額 

― 
 

１ 減額の理由 

 休日急患診療所費特別会計の収支が、黒字となる見込みであり、一般会計か

らの繰出が不要となるため、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) 休日急患診療所費 

 繰出金 △9,635千円 

担当課 財務部財政課 電話 直通24-7035 内線3322 
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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・固定資産税 増額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

311,925 

国 府 市債 その他 一般財源 10,345,657 

   
 

311,925 
補正後予算額 

10,657,582 

 

 

増額補正の理由 

個人市民税、法人市民税については、新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り、今後の景気動向が不透明であったことから、令和4年度当初予算は令和3年度

並みの予算計上を行いましたが、景気の緩やかな回復基調により、増額となるこ

とが見込まれるため、令和5年1月末収入額の実績をもとに補正を行います。 

また、固定資産税については、新築家屋の増加や設備投資による償却資産の増

加により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。 

 

 

 

 
当初予算額 

① 

補正後予算額 

② 

今回補正額 

②－① 

個人市民税 3,714,632 3,793,241 78,609 

法人市民税 1,087,503 1,201,986 114,483 

固定資産税 5,543,522 5,662,355 118,833 

合 計 10,345,657 10,657,582 311,925 
 

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 

（款) 市税（項) 固定資産税（目) 固定資産税 

 

 

 

（単位：千円） 



 48 

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 

479,834 

国 府 市債 その他 一般財源 9,810,490 

   
 

479,834 
補正後予算額 

10,290,324 

 

増額補正の理由 

令和4年度の国の補正予算に伴い、普通交付税において地方公共団体が経済対

策の事業や経済対策に合わせた独自の地域活性化策等を円滑に実施するために

必要な経費を算定するにあたり、基準財政需要額の臨時費目として【臨時経済対

策費】が創設され、本市にも追加配分されることとなったほか、その他費目の再

算定結果により交付額が当初見込みを上回るため、増額補正を行います。 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

 

区 分 歳入予算 （単位：千円） 

事業名 合併算定替逓減対策基金繰入金 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△200,000 

国 府 市債 その他 一般財源 200,000 

   △200,000 
 
補正後予算額 

― 

 

減額補正の理由 

他の一般財源の増額に伴い、合併算定替逓減対策基金の繰入金を減額します。 

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 

 

（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 休日急患診療所費特別会計繰入金 増額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

12,664 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   12,664 
 
補正後予算額 

12,664 

 

増額補正の理由 

休日急患診療所費特別会計において、診療収入等の増加に伴い令和4年度決算

が黒字となる見込みであるため、黒字分を一般会計に繰出します。 

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（款) 繰入金（項) 特別会計繰入金（目) 休日急患診療所費特別会計繰入金 
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政策名 市民一人ひとりが、その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち  （単位：千円） 

事業名 一般被保険者療養給付費（国民健康保険事業特別会計） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

77,946 

国 府 市債 その他 一般財源 4,545,543 

 77,946    
補正後予算額 

4,623,489 

 

１ 事業の背景・目的 

 職場の健康保険や後期高齢者医療保険など他の医療保険に加入していない市

民を対象に、法律に基づき国民健康保険事業を運営しています。 

 国民健康保険における一般被保険者の入院、外来、歯科等医療費の保険者負

担分を給付します。 

 保険医療機関等からのレセプトによる請求に対して、審査をしたうえ保険者

負担分の診療報酬を支払います。 

 

２ 事業の内容 

 国民健康保険における一般被保険者の入院、外来、歯科等医療費の保険者負

担分を給付します。 

 令和4年度は、令和3年度と比較して被保険者数が減少しており、診療件数も

減少していますが、入院・外来とも1件当たりの医療費が高額となっているため

一般被保険者療養給付費の支出見込額が当初予算額を超過する見込みです。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 保険給付費 (項) 療養諸費 (目) 一般被保険者療養給付費 

 一般被保険者療養給付費 77,946千円 

（支出見込額）   （当初予算額） 

4,623,489千円 － 4,545,543千円＝77,946千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 保険給付費等交付金  

 保険給付費等交付金（普通交付金） 77,946千円 

担当課 市民総務部保険年金課 電話 直通 24-7015 内線 2261 
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政策名 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち  （単位：千円） 

事業名 （休日急患診療所費特別会計） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

17,914 

国 府 市債 その他 一般財源 22,000 

 4,012  13,902  
補正後予算額 

39,914 

 

１ 事業の背景・目的 

 休日において緊急に医療を必要とする市民に対し、応急的な診療を提供する

ことにより市民が安心して生活できる環境を整備するため、昭和52年から一般

社団法人福知山医師会、福知山薬剤師会の協力を得て、福知山市休日急患診療

所を開設しています。 

 

２ 事業の内容 

 新型コロナウイルス感染症による診療患者の増加に伴い、増収が見込まれる

ため、一般会計からの繰入金を皆減します。また、医療従事者等の増員、薬剤の

補填など、診療患者増に対応するための体制を構築します。 

  

３ 事業費の内訳 

 (款) 休日急患診療所費 (項) 診療所費 (目) 総務管理費 

 報酬             438千円（臨時職員報酬） 

 職員手当等          23千円（臨時職員期末手当） 

 負担金補助及び交付金     202千円（光熱水費負担金） 

 他会計繰出金       12,664千円（一般会計繰出金） 

(款) 休日急患診療所費 (項) 診療所費 (目) 医業費 

 報酬            1,792千円（医療従事者報酬等） 

 需用費            2,795千円（医薬材料費） 

 計 17,914千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 診療収入 (項) 診療収入 (目) 診療収入 

 診療収入 23,537千円 

 (款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 休日急患診療所費府補助金 

   年末年始診療・検査体制協力補助金等 4,012千円 

 (款) 繰入金 (項) 繰入金 (目) 他会計繰入金 

  一般会計繰入金 △9,635千円 

計  17,914千円 

 

担当課 福祉保健部健康医療課 電話 直通 23-2788 内線 2297 
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◆ 条例関連議案 

 

１ 福知山市情報公開・個人情報保護審査会条例（一部改正） 
【市民課】 

 

 １ 改正の理由 

   市議会及び上夜久野財産区議会が個人情報保護に関する条例を定めることに伴い、

所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）情報公開・個人情報保護審査会の設置根拠に、福知山市議会の個人情報の保護に

関する条例及び福知山市上夜久野財産区議会の個人情報の保護に関する条例を加え

ることとした。 

（第１条関係） 

 （２）情報公開・個人情報保護審査会の所掌事務について、福知山市議会の個人情報の

保護に関する条例及び福知山市上夜久野財産区議会の個人情報の保護に関する条例

に係る事務を加えることとした。 

（第２条第１項、第２項関係） 

 （３）情報公開・個人情報保護審査会が提示を求めることができる機関及び対象につい

て、福知山市議会の個人情報の保護に関する条例及び福知山市上夜久野財産区議会

の個人情報の保護に関する条例に係る機関及び対象を加えることとした。 

（第５条第１項関係） 

 （４）答申について、福知山市議会の個人情報の保護に関する条例及び福知山市上夜久

野財産区議会の個人情報の保護に関する条例に係る規定を加えることとした。 

（第１０条第１項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 

 

 

２ 福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（一部改正） 
【消防本部総務課】 

 

１ 改正の理由 

  多様で幅広い人材が消防団に入団し、活躍することのできる環境をつくるため、所

要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）本市に居住する等の消防団員に任命する条件に該当しない場合でも、団長が特に

必要と認める者については、団員に任命できるように改めることとした。 

                     （第３条第２項関係） 
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 （２）文言の整理を行うこととした。 

（第４条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 

 

 

３ 福知山市民生援護資金貸付基金条例（廃止） 
【社会福祉課】 

 

 １ 廃止の理由 

   令和５年３月３１日をもって福知山市民生援護資金貸付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５年４月１日 

 

 

４ 福知山市教育施設整備事業及び都市計画事業基金条例（廃止） 
【都市・交通課】 

 

１ 廃止の理由 

   令和５年３月３１日をもって福知山市教育施設整備事業及び都市計画事業基金を廃

止するため、条例を廃止する必要がある。 

 

 ２ 施行期日 

   令和５年４月１日 
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◆ その他議案 
 

■ 財政調整基金の繰入れについて              【財政課】 
 

災害復旧関連及び原油価格・物価高騰対策関連の事業費の財源に充てるため、財政調

整基金を繰り入れます。 

 

繰入れ金 額  １７,４０８千円以内 

繰入れの事由  福知山市財政調整基金条例第４条第２号及び３号による 

 

 

○ 福知山市財政調整基金条例（昭和 33年 5月 31日条例第 27号） 

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

ることができる。 

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

額をうめるための財源に充てるとき。 

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

充てるとき。 

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

他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 

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

るとき。 

 

 

今回の繰入れにより、財政調整基金の令和４年度末残高見込額は 30 億 5,434万 4千

円となります。 

 
                                    （単位：千円） 

①  ② ③ ④ 
⑤ 

(① ＋②＋③－④) 

 

R03 年度末 

残高 

 

歳計 

剰余金 

 

R04年度 

利子見込 

 

コロナ 

感染症 

関連分 

 

原油価格・物価高騰 

緊急対策関連分 

 

災害復旧 

関連分 

 

R04年度末残高 

（見込） 

3,296,473 502,053 4,659 

748,841 

3,054,344 

6 月補正 9 月補正 12月補正 

5,051 303,923 

420,582 1,877 

422,459 

3月補正 

5,955 11,453 

17,408 
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■工事請負契約の変更について              【産業観光課】 
 

 １ 工 事 名  （仮称）福知山鉄道館ポッポランド新築工事 

 

 ２ 変更前契約金額  ２４５,４１０,０００ 円 

 

 ３ 変更後契約金額  ２４７,４６２,６００ 円 

 

 ４ 変 更 理 由  福知山市工事請負契約約款第２５条第５項の規定による請求 

            があったため。 

 

 ５ 契約の相手方  セイリョウ・いとう共同企業体 

            代表者  福知山市字堀２６００番地の８ 

                 セイリョウ建設株式会社 

                  代表取締役  秋 本 雅 史 

            構成員  福知山市字立原１０番地 

                 株式会社いとう 

                  代表取締役  伊 東 英 紀 

 

 

■物品の取得について               【学校給食センター】 

 
 １ 物 品 名  環境配慮型学校給食食器 １式 

 

 ２ 契 約 の 方 法  随意契約 

 

 ３ 取 得 価 格  ９１,２１２,０００ 円 

 

 ４ 契約の相手方  大阪府門真市松葉町２－７ 

            パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社 

             代表取締役社長  柳 本 努 

 

 

■財産の無償貸付について               【農林業振興課】 
 

１ 無償貸付をする財産   

    福知山市公設地方卸売市場の用に供している建物 

    所 在 地  福知山市問屋町６３番１外１筆の一部 

    構造・延床面積   

    （卸売棟）鉄骨造２階建         ２０７５．１３㎡ 

    （冷蔵庫及びバナナ加工棟） 

         鉄筋コンクリート造２階建    ３９９．５６㎡ 

    （関連店舗Ａ棟）鉄骨造平屋建       １８０．２９㎡ 

    （関連店舗Ｂ棟）鉄骨造平屋建        ７９．９７㎡ 

    （倉庫棟Ａ棟） 鉄骨造平屋建        ５２．１４㎡ 

    （倉庫棟Ｂ棟） 鉄骨造平屋建        ９２．３８㎡ 

延床面積合計 ２，８７９．４７㎡ 
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    福知山市公設地方卸売市場の用に供している土地 

    所 在 地    福知山市問屋町６３番１外２筆の一部 

    地 目    宅地外 

    地 積    ７，２３３．３０㎡ 

    

２ 無償貸付の相手方 

    所 在 地  福知山市問屋町６３番地の１ 

    名  称  福果福知山合同青果株式会社 

    代 表 者  代表取締役 守本 一彦 

 

３ 無償貸付の理由 

   上記の土地建物を無償貸付することで、地方卸売市場としての機能維持と長期に渡 

る施設の安定的な活用を図り、出荷者・消費者の取引活性化に資することを目的とす 

る。 

 

４ 貸付の期間 

   令和５年４月１日から５年間 

 

 

■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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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】 
 

 １ 変更の理由 

   公立大学法人福知山公立大学が大学院の開設に向けた施設整備を行うにあたり、福

知山市から出資を受けた２号館の３階部分を除却したことにより、同法人の定款の一

部を変更する必要がある。 

 

  

区分 路線名

認 定 三段池動物園線

長田４７号線

摘要（認定・変更等理由）

市営施設へのアクセス改善のため

開発行為に係る帰属によるもの

認 定 向野９号線

認 定

認 定 羽合９号線

認 定 向野８号線

路線変更 市寺１号線

路線変更 土川北線

開発行為に係る帰属によるもの

開発行為に係る帰属によるもの

開発行為に係る帰属によるもの

道路新設による終点変更

ほ場整備に伴う起終点変更
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２ 変更の内容 

   公立大学法人福知山公立大学定款「別表第２」中の「鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋

根３階建」を「鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根２階建」に、「１,１０９．２４」を「７

４５．８６（令和５年２月の３階部分除却以前は１,１０９．２４㎡）」に改めること

とした。 

 

 ３ 施行日 

   京都府知事の認可があった日 

 

 

 

 

 

◆ 報 告 

■損害賠償の額について                 【道路河川課】 
 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5年
1月20日

専決第6号

　令和４年８月１９日、福知山市字
雲原地内の市道佛谷与謝峠線におい
て、車両が市道脇の木の枝に接触
し、車体右側を損傷したことによる
相手方の損害を賠償する。

86,543円 道路河川課


