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平成平成平成平成２１２１２１２１年第年第年第年第７７７７回福知山市議会回福知山市議会回福知山市議会回福知山市議会定例定例定例定例会会会会提案提案提案提案議案議案議案議案のののの概要概要概要概要    

  

１ 議案数 １６議案（補正予算４、条例５、その他７）、報告３ 

４議案（追加議案） 人事４    

  

２ 平成２１年度予算 （９月補正予算）              （単位：千円） 

 補正前の額 補 正 額 補正後の額 

一 般 会 計 ３８，８８５，５５３ ３３４，２５４ ３９，２１９，８０７ 

特別会計(17 会計) ２９，１８８，１７１ ４１２，７３４ ２９，６００，９０５ 

国民健康保険事業 ７，８５３，４００ ３０３，２１０ ８，１５６，６１０ 

福知山都市計画事業

福知山駅周辺土地区

画整理事業  

２，２８３，０００ ５５，０００ ２，３３８，０００ 

介護保険事業 

保険事業勘定 
６，１１１，２９２ ４９，９９３ ６，１６１，２８５ 

 

介護保険事業介護 

サービス事業勘定 
２２，０００ ４，５３１ ２６，５３１ 

企業会計（３会計） １２，０１１，０５４ ― １２，０１１，０５４ 

総 額 ８０，０８４，７７８ ７４６，９８８ ８０，８３１，７６６ 

 

３ 平成２１年度補正予算の概要 

（１）平成２１年度福知山市一般会計補正予算（第６号）     334,254千円 

給食センター建設予定跡地利活用検討委員会                        150 千円 

  学校給食センター建設予定地の変更に伴う予定跡地の利活用方法を検討する。    

 

京都府税務共同化事業                                          8,528 千円 

  京都地方税機構の設立に伴う経費を負担する。                
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くらしの資金貸付金事業             

 緊急生活支援の実施に伴い受給者が増加しているため、不足額を増額補

正する。 

 

4,060 千円 

国民健康保険事業特別会計繰出金 

 国民健康保険事業特別会計に対して繰り出しを行う。 

 

673 千円 

障害者自立支援医療（更生医療）給付事業         

 生活保護受給者の増加に伴う医療費不足額を増額補正する。 

  

34,646 千円 

離職者向け住宅手当緊急支給事業             

 離職により住宅を喪失又は喪失の恐れのある人で、要件に該当する人に

住宅手当を支給する。 

 

1,193 千円 

認知症対応型通所介護施設整備補助金 

 認知症対応型通所介護施設の整備（２施設）に対して補助する。 

 

20,000 千円 

民間保育所整備事業 

 土師保育園の大規模改修経費の補助を行う。 

 

28,935 千円 

放課後児童クラブ施設整備事業 

 成仁放課後児童クラブ室を成仁小学校地内に建設する。 

 

15,592 千円 

僻地保育所改修事業 

 中六人部保育園の遊戯室等の改修を行う。 

 

500 千円 

公立保育所改修事業     

 砂防事業に伴う道路拡幅により中夜久野保育園の遊具の撤去及び新設を

行う。 

 

2,062 千円 

環境パークごみ焼却施設維持管理事業                  

 環境パークごみ焼却施設内の加圧ポンプ等の修繕を行う。 

 

6,700 千円 

緊急雇用特別対策事業 20,763 千円 
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雇用人数28人、延人数2,828人日を緊急対策として雇用する。 

 事業は次のとおり 

 市ホームページリニューアル・アシスタント事業 

 特性を活かした地域づくり推進事業(どぶろくづくり) 

 鬼の里ぶらり観光マップ作成事業 

 障害者の食用廃油回収支援事業 

 施設生産物の安定供給・販路拡大事業 

 障害者台帳等整備事業 

 地域包括支援センター事務等補助事業 

 林道及び市営林台帳整備事業 

 多様な保育推進事業 

 わかりやすい子育て支援情報提供事業 

 福知山市健康づくりに関するアンケート調査準備事業 

 

小規模農業基盤整備       

 用水路・排水路等の小規模農業基盤整備を行う。 

 

6,200 千円 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金           

 中地区の農道整備を行う。 

 

6,600 千円 

ため池等農地災害危機管理対策事業           

 老朽化した農業用ため池を改修するための調査設計を行う。 

 

4,800 千円 

共に育む「命の里」事業（雲原・金山地域） 

 むらづくり構想をもとに地域が望む将来像や必要な取り組みなどをまと

めた地域再生計画を策定する。 

 

1,000 千円 

福知山千年の森づくり（フォレストパーク）       

 もといせ観光センターに国定公園ビジターセンターの機能を持たせるた

めの整備を行うとともに、案内板・誘導標識の設置を行う。 

 

13,000 千円 

損害賠償・和解等    

 市道水内東堀２号線で発生した転落事故に対して賠償する。 

 

 

856 千円 

駅周辺土地区画整理事業公共施設管理者負担金     

 福知山駅周辺区画整理事業へ公共施設管理者として負担金を支払う。 

 

55,000 千円 
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街路事業（寺町岡篠尾線 惇明工区）           

 信号機の移設と交差点部分の舗装復旧を行う。 

 

5,000 千円 

三段池公園カルチャーパーク整備事業                

 三段池公園の池外周園路を舗装する。 

 

25,640 千円 

損害賠償・和解等 

 集中豪雨に伴う市営住宅旭が丘団地の雨漏り事故に対して賠償する。 

 

1,129 千円 

南天田団地建替事業      

 市営住宅南天田団地建替事業に伴い、仮住居を整備するとともに移転費

用を補償する。 

 

25,368 千円 

北陵中・公誠小学校メモリアル事業 

 北陵中・公誠小学校の閉校休校に伴い、記念誌の作成や記念式典などを

開催する。 

 

2,500 千円 

スクールバス購入事業 

 閉校休校する北陵中・公誠小学校の児童生徒が新たな指定校に通学する

ためのスクールバスを購入する。 

 

5,000 千円 

遷喬小学校改修事業 

 平成 22年度入学児童の増加により遷喬小学校の普通教室が不足するた

め、必要な改修等を行う。 

 

14,500 千円 

チャレンジ学習事業        

 講師を中学校に招へいし、中学校１年生を対象とした各種検定対策（漢

字・英語・数学）の学習に取り組む。 

 

1,251 千円 

幼稚園管理費一般経費          

 配慮を要する幼児の入園により臨時職員の増額を行う。 

 

6,738 千円 

スポーツ振興事業     

 インターナショナル・ソフトテニス・カーニバルの開催にあたって、ス

ポーツ振興事業補助金要綱により補助を行う。 

300 千円 
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道路災害復旧事業 

 舗装、路肩などの復旧を行う。（17箇所） 

 

8,800 千円 

公営住宅災害復旧事業 

 市営住宅猪崎団地の法面の復旧を行う。 

 

3,000 千円 

河川災害復旧事業 

 護岸、裏込などの復旧を行う。（12箇所） 

 

3,770 千円 

 

（２）平成２１年度福知山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

                                                              303,210千円 

出産育児一時金 

  緊急少子化対策として、平成21年 10月１日～平成23年３月３１日まで

の出産に対して支給額を４万円引き上げる。 

 

2,011 千円 

国民健康保険事業基金積立金 

国民健康保険事業の健全な運営及び保健事業の実施に伴う財源に充てる

ため、基金に積み立てる。 

 

300,000 千円 

高額療養費特別支給金 

 後期高齢者医療制度の移行に伴い、一定条件に合致する人に対して高額

療養費の一部を遡及して支給する。 

 

1,199 千円 

 

（３）平成２１年度福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）   

                                                          55,000千円 

福知山駅周辺土地区画整理事業 

 正明字荒河線道路築造工事及び街区整地工事並びに物件移転の補償を

行う。 

 

55,000 千円 
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（４）平成２１年度福知山市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

                                                         54,524千円 

(保険事業勘定) 

介護給付費準備基金積立金 

 平成 20年度決算黒字を介護給付費準備基金に積み立てる。 

 

49,993 千円 

(介護サービス勘定) 

介護サービス事業基金積立金 

 平成 20年度決算黒字を介護サービス事業基金に積み立てる。 

 

4,531 千円 

 

４ 条  例    ５ 件 

（１） 福知山市国民健康保険条例  （一部改正） 

（２） 福知山市教育集会所条例    （一部改正） 

（３） 福知山市自転車等駐車場条例（一部改正） 

（４） 福知山市駅前広場条例   （一部改正） 

（５） 福知山市立学校設置条例  （一部改正） 

 

５ そ の 他  

（１） 平成２０年度福知山市歳入歳出決算書の認定について 

（２） 平成２０年度福知山市企業会計決算の認定について 

（３） 工事請負契約の変更について 

   最終処分場整備事業浸出水処理施設（土木建築）建設工事 

（４） 和解について 

（５） 損害賠償の額について   ２件 
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（６） 専決処分の承認について 

   平成２１年度福知山市一般会計補正予算（第５号） 

    農林施設等災害復旧費 調査測量  ３７,０００千円 

     農地災害 50件、農業用施設災害 70件、林道 ４路線７箇所 

    土木施設災害復旧費  調査測量  ３０,０００千円 

     道路 7線、橋りょう ２橋、河川 ２２河川 

 

６ 報  告 

（１） 継続費精算書の報告について 

（２） 損害賠償の額について 

（３） 健全化判断比率等について 

 

７ 人  事（追加提案） 

（１） 公平委員       １名 

（２） 教育委員       １名 

（３） 人権擁護委員     ２名 
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平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年９９９９月市議会提出条例月市議会提出条例月市議会提出条例月市議会提出条例についてについてについてについて    

                         〔〔〔〔総務部総務課総務部総務課総務部総務課総務部総務課〕〕〕〕    

    

■ 福知山市国民健康保険条例福知山市国民健康保険条例福知山市国民健康保険条例福知山市国民健康保険条例（（（（一部改正一部改正一部改正一部改正）【）【）【）【保険課保険課保険課保険課】】】】    

    

１ 改正の理由 

緊急の少子化対策の措置として健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２１

年政令第１３９号）が施行されたことに伴い、出産育児一時金の金額を増額するため、

所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

  平成２１年１０月から平成２３年３月までの間、出産育児一時金の額を現行の３５万

円から３９万円とすることとした。（附則第９条関係） 

 
現行 改定後 差 

出産育児一時金 ３５万円 ３９万円 ４万円 

産科医療補償制度に伴う加算額 ３万円 ３万円 － 

合計支給額 ３８万円 ４２万円 ４万円 

 

３ 施行期日 

  平成２１年１０月１日 
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■ 福知山市教育集会所条例福知山市教育集会所条例福知山市教育集会所条例福知山市教育集会所条例（（（（一部改正一部改正一部改正一部改正）【）【）【）【人権推進室人権推進室人権推進室人権推進室】】】】    

 

１ 改正の理由 

東堀教育集会所を指定管理者による管理とするため、所要の規定の整備を行う必要が

ある。 

 

２ 改正の内容 

  東堀教育集会所を、指定管理者による管理とすることとした。（第３条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２２年４月１日 

 

 

■■■■    福知山市福知山市福知山市福知山市自転車等駐車場条例自転車等駐車場条例自転車等駐車場条例自転車等駐車場条例（（（（一部改正一部改正一部改正一部改正）【）【）【）【福知山駅周辺整備課福知山駅周辺整備課福知山駅周辺整備課福知山駅周辺整備課】】】】    

    

１ 改正の理由 

市営福知山東駐輪場及び市営福知山西駐輪場を指定管理者による管理とするため、所

要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１） 市営福知山東駐輪場及び市営福知山西駐輪場を指定管理者による管理とする 

こととした。（第３条の２、第３条の３、第３条の４関係） 

（２）供用時間を午前０時から午後１２時までとすることとした。（第４条関係） 

 （３）指定管理者が駐輪場の運営を休止する場合は、市長の承認を要することとした。

（第２０条関係） 

（４）文言の整理をすることとした。（第７条、第８条、第９条、第１０条、第１１条、
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第１６条、第１８条、第２０条、第２１条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２２年４月１日 

 

    

■■■■    福知山福知山福知山福知山市駅前広場条例市駅前広場条例市駅前広場条例市駅前広場条例（（（（一部改正一部改正一部改正一部改正）【）【）【）【福知山駅周辺整備課福知山駅周辺整備課福知山駅周辺整備課福知山駅周辺整備課】】】】    

    

１ 改正の理由 

福知山駅南口広場及び福知山駅北口広場を指定管理者による管理とするため、所要の

規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１） 福知山駅南口広場及び福知山駅北口広場を指定管理者による管理とすること 

とした。（第２条の２、第２条の３、第２条の４関係） 

（２）タクシー待機場等の使用許可に関しては指定管理者とし、工作物等の占用許可に

関しては市長とし、それぞれの許可に対して必要に応じ条件を付することができる

こととした。（第６条関係） 

 （３）許可の期間の更新については、使用許可に関しては指定管理者から、占用許可に

関しては市長から許可を受けることとした。（第７条関係） 

 （４）許可事項の変更について、使用許可に関しては指定管理者から、占用許可に関し

ては市長から許可を受けることとした。（第８条関係） 

 （５）使用料及び占用料の徴収については、使用料に関しては指定管理者が、占用料に

関しては市長が徴収することとした。（第９条関係） 
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 （６）使用許可の取消しに関しては指定管理者が、占用許可の取消しに関しては市長が

行うこととした。（第１４条関係） 

 （７）供用時間を午前０時から午後１２時までとすることとした。（第１５条関係） 

（８）指定管理者が駅前広場の運営を休止する場合は、市長の承認を要することとした。

（第２０条関係） 

 （９）文言の整理をすることとした。（第４条、第１２条、第１８条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２２年４月１日 

    

    

■■■■    福知山市福知山市福知山市福知山市立学校設置条例立学校設置条例立学校設置条例立学校設置条例（（（（一部改正一部改正一部改正一部改正）【）【）【）【教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課】】】】    

    

１ 改正の理由 

福知山市立北陵中学校を廃止するため、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

福知山市立北陵中学校を廃止することとした。（別表関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２２年４月１日 

 


