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会計別会計別会計別会計別補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額
                                                      （単位：千円） 

 補正前の額 補 正 額 補正後の額 

一 般 会 計 ３７，７７８，８７９ １，０３９，６７４ ３８，８１８，５５３ 

特別会計(17 会計) ２８，７６１，１３９ ４２７，０３２ ２９，１８８，１７１ 

 下水道事業 ４，６１５，６００ ４２７，０３２ ５，０４２，６３２ 

企業会計（３会計） １２，０１１，０５４ ― １２，０１１，０５４ 

合 計 ７８，５５１，０７２ １，４６６，７０６ ８０，０１７，７７８ 

  （単位：千円） 

主な財源内訳 補 正 額 

地域活性化・経済危機対策臨時交付金 ６９４，２３６ 

その他の国庫支出金 ４９５，８７０ 

府支出金 ４０，７０９ 

市債（補正予算債） ２３１，８００ 

 

 

 

 

    



予算編成の基本的な考え方

� 国の「経済危機対策」への迅速な対応

• 現下の厳しい経済・雇用状況をふまえ、雇用や
需要を生み出す事業を計上

� 未来への投資

• 将来の人材育成などに役立つ事業を計上

� 安全・安心確保など必要な施策を前倒し実施

• 安全・安心確保など早期に実施することが必要
な事業を計上



� ①がんばる人・生活を応援 146,311千円

• 離職者や地元企業、商店街などを支援します。

� ②未来の創造性あふれる福知山を実現
627,513千円

• 将来の福知山を担う人材の育成と環境整備を行います。

� ③安全・安心なまちづくりを推進
692,882千円

• 安全・安心な環境や生活インフラの整備を行います。

７月補正予算 ３つの柱 1,466,706千円

・雇用対策 ・商工業支援 ・農林業支援 ・生活支援

・未来の夢支援 ・学校教育支援 ・子育て支援 ・環境対策

・安全安心対策 ・生活インフラ対策



①がんばる人・生活を応援
146,311千円

� 解雇や雇い止めにより職を失った人に対し、再就職に必
要な技能を身につけるための支援や新たな雇用機会の
提供を行います。

� 地元中小企業者に対する融資利子補給制度の延長、商
店街のイベントに対する支援や有害鳥獣対策をはじめと
した農林業者への支援を行います。

� DV被害者への支援、新型インフルエンザにより影響を

受けた保護者への支援や市営住宅の住環境改善など
生活を支援します。



①がんばる人・生活を応援
[雇用対策] 37,588千円

〔再就職支援〕

�再就職おうえんスキルアップ助成金給付事業
10,047千円

昨年１０月１日以降に離職された人に対し、資格・技術取得に要する経費の２/３（上限5万円）を助

成し、再就職の後押しを行う。※平成２３年３月３１日までの受講終了分まで対応。（債務負担設定）

〔雇用創出〕

�緊急雇用特別対策事業 27,541千円

新たな雇用を創出するとともに、市役所の事務効率化と機能補完を兼ねる緊急雇用創出事業を実
施。(１４事業 新規雇用効果：66人)

① 夜久野町史資料デジタル化事業 ②やくの木と漆の館機能強化事業 ③市有財産整備・整理事業 ④財政資料
デジタルアーカイブ作成事業 ⑤放課後児童クラブ登録システム変更入力等事業 ⑥公立保育園等維持管理事業
⑦子育て家庭の保育ルーム事業 ⑧在宅高齢者支援体制構築モデル事業 ⑨児童館・教育集会所等点検・修繕事
業 ⑩女性相談サポート事業 ⑪再就職おうえんスキルアップ助成金給付業務支援事業 ⑫中心市街地 空き地・
空き店舗等調査事業 ⑬小中学校ＩＣＴ授業サポート業務 ⑭スクールアシスタント配置事業

主要事項説明書ページ [1]

[2]、[2-1]～［2-14］



①がんばる人・生活を応援
[商工業支援] 38,949千円

〔中小企業融資〕

�小規模企業融資制度事業「マル福」
11,550千円

京都府の融資制度「小規模企業おうえん融資」利用企業に対して実質金利がゼロになるよう金利
負担分を補給支援する。（平成22年３月３１まで延長） （債務負担設定）

[3]



①がんばる人・生活を応援
[商工業支援]
〔商店街活性化〕

�商店街等振興事業補助 1,150千円
商店街のイメージアップや活性化を図ろうとする商店街等が行うイベントに対して補助する。

�空き店舗活用チャレンジ事業 1,931千円
空き店舗を活用し事業展開を行う商店街に対し補助金を交付する。

�新町文化センタートイレ改修事業 10,000千円
新町文化センターのトイレを改修し、市内観光者・イベント参加者の利便性を向上する。

〔企業誘致〕

�企業誘致促進及び工場等操業支援基金事業
14,318千円

長田野工業団地アネックス京都三和等への企業誘致促進及び工場等の操業を支援するために要する
資金として積み立てる。

[4]

[5]

[6]

[7]



①がんばる人・生活を応援
[農林業支援] 38,064千円

〔農業振興〕

�農地有効利用支援整備事業 23,616千円

営農の継続性を図るため、用排水路施設、農道施設等の簡易的な整備を行う。

�計画捕獲推進事業 4,048千円

農作物被害を軽減させるため、有害鳥獣駆除に対して奨励金を支払う。

�米粉用米普及促進事業 1,000千円

米粉用米の生産・需要拡大を図るため、高速粉砕機を購入する。

�土づくり推進事業 400千円

堆肥の利用拡大による土づくりを推進するため、堆肥袋詰め機導入に対して補助する。

〔林業振興〕

�間伐対策事業 9,000千円

生産性の高い林業を育成するため、間伐施業に対して補助する。

[8]

[9]

[10]

[11]
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①がんばる人・生活を応援
[生活支援] 31,710千円

〔ＤＶ被害者支援〕

�ＤＶ被害者特別応援給付金支給事業
580千円

定額給付金や子育て応援特別手当を受け取ることができなかったＤＶ被害者に対し、相当額を支給
することにより、生活・子育て支援を行う。

〔新型インフルエンザ関連保護者支援〕

�修学旅行キャンセル料助成事業 1,130千円
保護者の負担を軽減するため、新型インフルエンザの発生による修学旅行の延期により生じたキャ
ンセル料相当額を助成する。

〔市営住宅改善〕

�市営住宅設備改善事業 30,000千円

市営住宅の給湯器、浴槽の取替え等を行い、住環境を改善する。

[13]

[14]

[15]



�未来の「夢」と「希望」を育みます。

�未来の福知山を担う子ども達のための教

育環境の整備を行います。

�未来を展望した低炭素社会に対応するた

めの整備を行います。

②未来の創造性あふれる福知山を実現
627,513千円



②未来の創造性あふれる福知山を実現
[未来の夢支援] 6,000千円

�ノーベル賞下村脩さん来福記念事業
3,000千円

本市出身のノーベル賞受賞者下村脩さんの来福に合わせて、子ども達や一般の方を招いて、名誉

市民顕彰記念式典とノーベル化学賞受賞記念講演などを開催する。

�ノーベル賞下村脩さんコーナー設置事業

3,000千円

本市出身のノーベル賞受賞者下村脩さんの名誉市民としての功績を永く讃えるため、三段池公園
児童科学館内に下村脩さんを紹介するコーナーを設置する。

[16]

[17]



②未来の創造性あふれる福知山を実現
[学校教育支援] 323,938千円

〔ＩＣＴ環境整備〕
国の「スクール・ニューディール構想」を受けて、必要な整備を行う。

�小学校ＩＣＴ環境整備事業 143,395千円

�中学校ＩＣＴ環境整備事業 103,720千円

�幼稚園ＩＣＴ環境整備事業 1,590千円

� 各小中学校にデジタルテレビを兼ね備えた電子黒板を各１台整備し、ICTを活用した新しい教育を

推進する。（幼稚園はデジタルテレビを配備する。）
� 各校でデジタルテレビに対応できるようアンテナ配線を改修及び新規敷設する。
� 各小中学校の普通教室でインターネットを活用した学習ができるよう校内LANを整備する。

� 各中学校のパソコン教室に１人１台のパソコンを整備する。
� 校務用パソコンを文部科学省設置目標の教員１人に１台配備するとともに、各学校と教育委員会を

結ぶ校務LANを構築する。
※ICT=情報通信技術 (Information and Communication Technology）

[18]
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②未来の創造性あふれる福知山を実現
[学校教育支援]

〔理科教育の充実〕

�小学校理科教育等設備整備事業 14,000千円

�中学校理科教育等設備整備事業 20,000千円
学習指導要領で充実強化が求められている理科教育において、理科教育の教材備品を整備する。

〔施設設備改修〕

�中学校施設設備改修事業 50,000千円

夜久野中学校体育館天井パネルを全面改修する。

�幼稚園施設改修事業 1,200千円

幼稚園職員室空調設備整備する。

〔学習支援〕

�生活保護扶助事業・生活保護管理的経費 4,351千円
児童生徒の健全育成を支援するため、教育扶助及び高等学校就学費を拡充する。

[21]
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②未来の創造性あふれる福知山を実現
[子育て支援] 254,575千円

〔特別手当給付〕

�子育て応援特別手当事業 91,331千円

平成15年４月２日～平成18年４月１日に生まれた子（第１子も対象）を対象として１人あたり36,000

円を支給する。

〔保育園整備〕

�上川口保育園建設事業 150,000千円

良好な保育環境を提供するため、上川口保育園を移転改築する。

�大江統合保育園通園バス整備事業 3,800千円

平成22年４月に開園予定の（仮称）大江統合保育園用の通園バスを購入する。

〔女性の健康〕

�女性特有のがん検診推進事業 9,444千円

一定の年齢に達した女性に対し、検診手帳を交付するとともに、子宮頸がん及び乳がんの検診料

の自己負担をクーポンにより免除する。
※子宮頸がん検診：20歳、25歳、30歳、35歳、40歳 乳がん検診：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳
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②未来の創造性あふれる福知山を実現
[環境対策] 43,000千円

〔地球温暖化対策〕

�低公害車導入事業 15,000千円

地球温暖化対策のため、老朽化した公用車をハイブリッド車、天然ガス車に更新する。

〔ごみ減量化〕

�環境パーク消火設備機能強化事業
28,000千円

環境パーク・リサイクルプラザ内の不燃ごみ等を減量化するための破砕施設について、消火設備

の増設と機能強化を図る。

[30]
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③安全・安心なまちづくりを推進
692,882千円

�もしもの時に万全の対策がとれるよう市庁舎・広

域避難所の耐震診断調査を実施するとともに消

防施設の充実を図ります。

�道路・通信・交通・下水関連施設のインフラを整

備し、安全の確保等に努めます。



③安全・安心なまちづくりを推進
[安全・安心対策] 111,000千円

〔防災〕

�市庁舎等耐震診断調査事業 15,000千円

災害時の拠点施設としての機能を確保するため、市役所本庁舎及び市民会館の耐震診断調査を
実施する。

�広域避難所耐震診断調査事業 5,000千円

広域避難所としての機能を確保するため、公民館及び体育施設の耐震診断調査を実施する。

（日新・川口・北陵地域公民館、有路下体育館）

�災害時資機材整備事業 7,000千円

避難時におけるプライバシーを確保するための間仕切りセットと、避難所の運営に活用する折りた
たみリヤカーを各広域避難所に配備する。

〔消防〕

�消防水利整備事業 32,000千円

震災に強い消防水利を確保するため、耐震性貯水槽を整備する。

�消防車両更新事業 52,000千円

救急活動と消防活動に必要な老朽化した車両を更新する。

[32]
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③安全・安心なまちづくりを推進
[生活インフラ対策] 581,882千円

〔道路関連〕

�道路舗装改良事業 120,000千円
市民生活の利便性や安全性を向上するため、幹線主要道路の舗装改良を行う。

�長田野工業団地維持管理事業 4,000千円
長田野工業団地内の街路樹剪定を行う。

〔通信関連〕

�携帯電話基地局等整備事業 25,850千円
携帯電話不感地域を解消するため、大江町橋谷地区に携帯電話基地局を整備する。

〔交通関連〕

�市バス購入事業 5,000千円
三和地域内を運行する老朽化した市バスを更新する。

[38]
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③安全・安心なまちづくりを推進
[生活インフラ対策]

〔下水関連〕

� 公共下水道浸水対策事業 200,000千円
ゲリラ豪雨等により浸水被害が発生している厚中地区に地下貯留施設を築造する。

� 公共下水道水質保全事業（改築更新） 100,200千円
終末処理場水処理施設の汚泥掻寄機が老朽化しているため更新する。

� 公共下水道地震対策事業（改築更新） 75,100千円
公共下水道施設のかしの木台ポンプ場自動除塵機やマンホールポンプの操作盤の改築更新を行
う。

� 公共下水道資源循環形成事業（改築更新） 51,950千円
終末処理場汚泥処理施設の老朽化した汚泥焼却炉設備改修及びしさ脱水機の更新を行う。

[43]
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