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◆ 会計別予算額一覧会計別予算額一覧会計別予算額一覧会計別予算額一覧    
 

    

（単位：千円）

補正前の額
３月補正額
（追加分）

補正後の額

45,980,620 1,288,592 47,269,212

8,239,576 1,025 8,240,601

45,600 45,600

20,800 1,000 21,800

1,225,500 1,225,500

37,800 37,800

21,800 21,800

4,100 4,100

885,800 885,800

1,862,600 0 1,862,600

592,952 592,952

保険事業勘定 6,987,395 89,700 7,077,095

介護サービス事業勘定 34,318 34,318

69,800 69,800

172 172

1,803,829 1,803,829

501,660 501,660

22,333,702 91,725 22,425,427

2,267,955 2,267,955

2,322,600 2,322,600

4,557,601 4,557,601

市民病院事業 9,761,600 9,761,600

国民健康保険新大江病院事業 53,853 △ 3,957 49,896

18,963,609 △ 3,957 18,959,652

87,277,931 1,376,360 88,654,291

会　　　計　　　名

小　　　　計

一　　般　　会　　計

介護保険事業

公設地方卸売市場事業

農業集落排水施設事業

国民健康保険事業

国民健康保険診療所費

と畜場費

簡易水道事業

合　　　　　　　　　計

小　　　　計

ガス事業

水道事業

病院事業

下水道事業

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計

企
業
会
計

福知山都市計画事業石原土地区画整理事業

宅地造成事業

休日急患診療所費

福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事
業

地域情報通信ネットワーク事業

下夜久野地区財産区管理会

大江都市計画事業河守土地区画整理事業

後期高齢者医療事業
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◆◆◆◆    一般一般一般一般会計歳入予算額一覧会計歳入予算額一覧会計歳入予算額一覧会計歳入予算額一覧    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

款 補正前の額
３月補正額
（追加分）

補正後の額

01 市税 11,269,073 △ 135,742 11,133,331

02 地方譲与税 428,000 428,000

03 利子割交付金 35,000 35,000

04 配当割交付金 22,000 22,000

05 株式等譲渡所得割交付金 7,000 7,000

06 地方消費税交付金 900,000 900,000

07 ゴルフ場利用税交付金 10,000 10,000

08 自動車取得税交付金 178,000 178,000

09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 20,000 20,000

10 地方特例交付金 57,000 57,000

11 地方交付税 10,644,000 705,565 11,349,565

12 交通安全対策特別交付金 18,000 18,000

13 分担金及び負担金 714,400 7,093 721,493

14 使用料及び手数料 1,016,245 3,000 1,019,245

15 国庫支出金 4,865,053 14,394 4,879,447

16 府支出金 2,627,864 △ 14,087 2,613,777

17 財産収入 415,536 179,235 594,771

18 寄附金 114,055 152,475 266,530

19 繰入金 2,288,808 394,955 2,683,763

20 諸収入 398,870 △ 18,000 380,870

21 市債 9,512,200 △ 292,700 9,219,500

22 繰越金 439,516 292,404 731,920

一般会計合計 45,980,620 1,288,592 47,269,212
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◆◆◆◆    一般一般一般一般会計歳出予算額一覧会計歳出予算額一覧会計歳出予算額一覧会計歳出予算額一覧    
（単位：千円）

款 補正前の額
３月補正額
（追加分）

補正後の額

01 議会費 313,120 313,120

02 総務費 10,926,677 1,020,892 11,947,569

03 民生費 12,637,619 △ 117,198 12,520,421

04 衛生費 4,755,834 △ 2,191 4,753,643

05 労働費 200,530 200,530

06 農林業費 1,679,641 △ 22,002 1,657,639

07 商工費 650,900 △ 39,000 611,900

08 土木費 2,811,551 476,460 3,288,011

09 消防費 2,103,781 △ 18,000 2,085,781

10 教育費 4,557,968 9,631 4,567,599

11 公債費 5,277,999 △ 20,000 5,257,999

12 予備費 50,000 50,000

13 災害復旧費 15,000 15,000

一般会計合計 45,980,620 1,288,592 47,269,212
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◆◆◆◆    ３３３３月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算（（（（追加分追加分追加分追加分））））主要事項主要事項主要事項主要事項    
 

②②②②　　　　地方分権地方分権地方分権地方分権のののの推進推進推進推進にににに対応対応対応対応したしたしたした行財政効率行財政効率行財政効率行財政効率のののの高高高高いまちづくりいまちづくりいまちづくりいまちづくり

一般管理費(職員人件費)                                      91,114 拡充拡充拡充拡充 7

 第三セクター等改革推進債償還基金積立事業 69,349 拡充拡充拡充拡充 8

合併算定替逓減対策基金積立事業 692,641 新規新規新規新規 9

普通財産売却収入積立事業                                    39,669 拡充拡充拡充拡充 10

京都府税務共同化事業 1,634 継続 11

③③③③　　　　人人人人・・・・物物物物・・・・情報情報情報情報がががが行行行行きききき交交交交うううう交流交流交流交流・・・・連携連携連携連携のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

ＫＴＲ経営支援事業                                          75,767 継続 12

地方バス路線運行事業                                        59,518 継続 13

除雪関連事業                                                39,038 継続 14

緑ヶ丘地区等土地管理事業                                 117,489 拡充拡充拡充拡充 15

 鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業              10,378 拡充拡充拡充拡充 16

④④④④　　　　地域地域地域地域のののの個性個性個性個性とととと資源資源資源資源をををを生生生生かすかすかすかす産業創造産業創造産業創造産業創造のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

 府営基幹農道整備事業（大江南域地区）                        10,076 継続 17

 福知山千年の森ふるさと基金積立事業                          2,475 継続 18

⑤⑤⑤⑤　　　　地域地域地域地域でででで支支支支えるみんなにやさしいえるみんなにやさしいえるみんなにやさしいえるみんなにやさしい健康健康健康健康・・・・福祉福祉福祉福祉のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

障害福祉施設整備事業                                        5,323 継続 19

⑥⑥⑥⑥　　　　人人人人とととと自然自然自然自然がががが共生共生共生共生するするするする安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全・・・・快適環境快適環境快適環境快適環境のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

長谷墓園基金事業                                            1,000 継続 20

長田野墓園基金事業                                          2,000 継続 21

急傾斜地崩壊対策事業                                        22,055 継続 22

⑦⑦⑦⑦　　　　魅力魅力魅力魅力あるあるあるある人人人人とまちをとまちをとまちをとまちを創創創創りりりり出出出出すすすす教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

 佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金積立事業                150,000 拡充拡充拡充拡充 23

通
常
補
正

一
般
会
計

（単位：　千円）

補正額補正額補正額補正額 ページページページページ増減区分増減区分増減区分増減区分
施策名施策名施策名施策名

事業名事業名事業名事業名
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行政評価推進事業 △8,800 24

介護基盤緊急整備等特別対策事業 △959 24

生活保護扶助事業 △133,800 25

 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業                    △6,402 26

森林整備地域活動支援推進事業 △14,000 26

有害鳥獣防除事業                                            △6,651 27

小規模治山事業 △7,500 27

企業誘致促進特別対策事業　                                  △18,000 28

ふるさと融資貸付事業                                        △21,000 28

福知山駅周辺賑わい拠点創出事業                              △30,000 29

市営住宅改善事業 △21,722 29

南天田団地建替事業 △13,778 30

消防団員報償事業 △18,000 30

小学校耐震改修事業                                          △22,362 31

 中学校教師用教科書・指導書購入事業 △11,418 32

中学校耐震改修事業                                          △8,000 31

北陵中学校解体事業 △9,000 32

新学校給食センター建設事業                                  △17,032 33

 新学校給食センター建設事業（継続費）                        △72,557 33

地方債元利償還金 △20,000 34

国民健康保険事業特別会計繰出金 1,025 継続 11

介護保険事業特別会計繰出金 11,213 継続 37

国保新大江病院事業会計負担金 △3,959 継続 38

と畜場運営費                                                △1,232 継続 36

 石原土地区画整理事業特別会計繰出金 353,000 拡充拡充拡充拡充 35

　京都府税務共同化事業　【国民健康保険事業特別会計】 1,025 継続 11

　食肉センター運営一般経費　【と畜場費特別会計】 1,000 継続 36

　介護保険施設サービス費　【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】 89,700 継続 37

　国民健康保険新大江病院事業 △3,957 継続 38

減額

繰
出
金
等
補
正

特特特特
別別別別
会会会会
計計計計
・・・・
企企企企
業業業業
会会会会
計計計計

一
般
会
計

事業名事業名事業名事業名

減
額
補
正

事業名事業名事業名事業名

補正額補正額補正額補正額 増減区分増減区分増減区分増減区分 ページページページページ

（単位：　千円）

（単位：　千円）

補正額補正額補正額補正額 増減区分増減区分増減区分増減区分 ページページページページ
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施策名 地方分権の推進に対応した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） 拡充 

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 1,933,850 

補正後予算額91,114 
    91,114 

2,024,964 

 

１ 事業の背景・目的 

職員の退職者が見込みより増加したため、退職手当を補正します。 

 

２ 事業の内容 

退職手当の支給。 

 

３ 事業費の内訳 

  当初予算額   特別職  5人   46,942千円 

          一般職 30人  750,000千円 

           計      796,942千円 …① 

 

  決算見込額       40人  888,056千円 …② 

 

  補正額     ②－①＝ 91,114千円 

 

  

 

担当課 総務部職員課 電話 直通 24-7034 内線 3230 
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施策名 地方分権の推進に対応した行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 第三セクター等改革推進債償還基金積立事業 拡充 

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 47,314 

補正後予算額69,349 
   69,349  

116,663 

 

１ 事業の背景・目的 

公社継承等土地・建物から得られる収益をいったん基金にストックし、三セ

ク債の繰上げ償還に活用します。歳計現金に混在させるのではなく、基金を通

すことで収益の累積状況と使用目的を明確にし、三セク債の償還過程について

議会・市民と情報共有を図ります。 

 

２ 事業の内容 

債務保証を履行したことで土地開発公社等から継承した土地・建物にかかる

賃借料と売却収入を「第三セクター等改革推進債償還基金」に積立てます。 

９月補正予算として47,314千円を計上していましたが、当初の見込よりも公

社継承土地貸付収入・公社継承土地売払収入が増額となったため今回追加で補

正を行い、三セク債に積立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

基金積立金            69,349千円 

 

４ 主な特定財源 

公社継承土地貸付収入       3,489千円 

公社継承土地売払収入       65,860千円 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 
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施策名 地方分権の推進に対応した行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 合併算定替逓減対策基金積立事業 新規 

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 0 

補正後予算額692,641 
    692,641 

692,641 

 

１ 事業の背景・目的 

現在福知山市の普通交付税交付額は、合併算定替の特例によって平成24年度

ベースで約19億4000万円の加算措置を受けています。この加算措置が平成28年

度から平成33年度にかけて段階的に縮減されることが決定されており、市の財

政運営に大きな影響を与えることが予想されます。 

本事業は合併算定替が段階的に縮減されることを見越し、将来起こりうる財

源不足の際に取崩してこれを活用するため、現在の交付税加算措置額と行政改

革による効果額の一部を積立てるものです。 

 

２ 事業の内容 

第５次行政改革削減効果額31億4000万円と第三セクター等改革推進債償還額

のうち一般財源対応予定分9億2000万円との差額約22億円を目標として合併算

定替逓減対策基金に積み立てます（H24～H28）。 

 

３ 事業費の内訳 

基金積立金            692,641千円 

 

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 



10 

 

施策名 地方分権の推進に対応した行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 普通財産売却収入積立事業 拡充 

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 19,596 

補正後予算額39,669 
   39,669  

59,265 

 

１ 事業の目的 

財政健全化推進のため未利用財産を積極的に売却し財源の確保を図ります。 

 

２ 事業の内容 

普通財産及び法定外公共用財産の土地売却を行った収入を福知山市鉄道網整備事

業及び関連都市計画事業基金に積立てます。 

 

３ 事業費 

普通財産土地売却収入の増加額及び法定外公共用財産（里道・水路）売却収入を

福知山市鉄道網整備及び関連都市計画事業基金に積立てます。 

① 普通財産土地売払収入額          26,404 千円 

② 法定外公共用財産（里道・水路）売却収入額 13,265 千円 

 

４ 主な特定財源 

土地売払収入 
 

担当課 財務部資産活用課 電話 直通 24-7068 内線 4341 
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施策名 地方分権の推進に対応した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 

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 39,424 

補正後予算額

一

般

会

計 
1,634 

    1,634 
41,058 

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 18,858 

補正後予算額

国

保

特

会 
1,025 

   1,025  
19,883 

 

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、平成24年度からは法人

関係税の課税事務の共同化を開始しました。 

 京都地方税機構の運営経費として、京都地方税機構規約に基づき、構成団体負担

金を支出します。 

 

２ 事業の内容 

京都地方税機構は、府内の地方自治体が共同して徴収業務を行うことで、滞納者

に対しての一斉催告や差押など、より厳格で公正な業務執行が可能となり、収納率

や延滞金の徴収が向上しています。 

また、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。 

 

３ 事業費の内訳 

会   計 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額 

旅 費 221 0 221 

負担金 39,203 1,634 40,837 一般会計 

計 39,424 1,634 41,058 

国民健康保険

事業特別会計 
負担金 18,858 1,025 19,883 

旅 費 221 0 221 

負担金 58,061 2,659 60,720 合  計 

計 58,282 2,659 60,941 

  

 ４ 主な特定財源（国民健康保険事業特別会計） 

   一般会計繰入金 1,025千円 

担当課 
財務部税務課 

市民人権環境部保険課 電話 
直通 24-7024 内線 3352 

直通 24-7015 内線 2261 
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施策名 人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり (単位：千円) 

事業名 ＫＴＲ経営支援事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 

国 府 市債 その他 一般財源 

補正前予算額

   80,509 

75,767 
    75,767 

補正後予算額

  156,276 

 

１ 事業の背景・目的 

北近畿タンゴ鉄道株式会社（KTR）の経営状況は、利用者の減少や設備の老朽

化による維持費の増加などから厳しい状況が続いており、安全運行確保への影

響も懸念されます。 

こうしたことから、京都府をはじめ、沿線自治体と連携を図り、KTRの健全経

営や利用促進に向けた検討を行うとともに、安全運行に必要な設備投資や集客

事業を実施するために支援を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

KTR安全運行維持費補助金 

 KTRの安全で安心な鉄道事業を維持し、地域公共交通の確保を図るために、

線路や電路などの基盤部分に係る経費に対し、関係自治体が協調して補助を

行い、KTRの安全運行を支援します。 

 

 

３ 事業費の内訳  

KTR安全運行維持費補助金            75,767千円 

  全体額          757,117千円 

  [内訳] 京都府負担額   357,262千円 

      府内市町負担額  357,260千円（うち本市負担額75,767千円） 

      兵庫県負担額    42,595千円  

 

 
 

担当課 
市民人権環境部 
生活交通課 電話 直通 24-7020 内線 2231 

ＫＴＲＫＴＲＫＴＲＫＴＲ    タンゴディスカバリータンゴディスカバリータンゴディスカバリータンゴディスカバリー    
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施策名 人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり (単位：千円) 

事業名 地方バス路線運行事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 

国 府 市債 その他 一般財源 

補正前予算額 

      0 

59,518 
 7,864   51,654 

補正後予算額

   59,518 

 

１ 事業の背景・目的 

民間バス路線の維持と地域住民の生活路線を確保することを目的に、バス事

業者に対して補助金を交付します。 

 

２ 事業の内容 

市内で路線バスを運行する民間バス会社の運行維持経費に対する収支不足相

当額を補填します。 

市内で民間バス路線廃止代替により自主運行バスを運行する協議会の運行維

持経費に対する収支不足相当額を補填します。 

   

３ 事業費の内訳  

① 地方バス路線運行維持費補助金 

京都交通㈱    43,345,872円 

丹後海陸交通㈱   6,653,000円 

                計 49,998,872円 

 

② 市町村運行確保生活路線バス路線維持費補助金 

三岳バス      3,572,070円 

庵我バス      4,133,240円 

中六人部バス    1,813,186円 

                計 9,518,496円 

 

 ４ 主な特定財源 

   市町村運行確保生活路線維持費補助金  7,864千円 

 

   
 

担当課 
市民人権環境部 
生活交通課 

電話 直通 24-7020 内線 2231 

京都交通京都交通京都交通京都交通バスバスバスバス    中六人部中六人部中六人部中六人部バスバスバスバス    
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施策名 人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり (単位：千円) 

事業名 除雪関連事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳(千円) 

国 府 市債 その他 一般財源 

補正前予算額 

53,281 

39,038 
    39,038 

補正後予算額 

92,319 

 

１ 事業の背景・目的 

冬場の生活道路を雪から守るため、福知山市除雪計画に沿った迅速な除雪を行

い道路交通を確保し、市民の安心・安全な生活維持に寄与します。 

 

２ 事業の内容 

    市内の除雪路線343路線と協議路線72路線の計415路線の除雪業務と凍結防止

剤散布業務を計42業者に委託し行います。除雪路線は原則朝5時時点で市道積雪

深15cm以上の場合に作業を行います。協議路線は除雪路線の条件に加えて当該路

線の存する自治会長の依頼があった場合に作業を行います。 

 

３ 事業費の内訳  

補正予算額：39,038千円 

（補正の内訳）  

委 託 料   37,509千円 

        需 用 費   1,529千円 

          計    39,038千円 

 

   

 

   

担当課 土木建設部土木課 電話 直通 24－7054 内線 4212 
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施策名 人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり （単位：千円） 

事業名 緑ヶ丘地区等土地管理事業 拡充 

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 164,126 

補正後予算額117,489 
   117,489  

281,615 

 

１ 事業の目的 

財政健全化推進のため未利用財産を積極的に売却し財源の確保を図ります。 

 

２ 事業の内容 

① 広告宣伝を積極的に行い、販売促進を図ります。 

② 販売物件の市場価格に見合った価格の調整や、新たな物件の販売条件を整え

販売を行います。 

③ 販売物件の適正な維持管理を行います。 

 

３ 事業費 

緑ヶ丘等市有地売払収入と土地開発基金の廃止に伴う残金を福知山市鉄道網

整備及び関連都市計画事業基金に積立てます。 

① 緑ケ丘等市有地売払収入の積立額        59,839 千円 

② 土地開発基金の廃止に伴う残金の繰入額     57,650 千円 

 

４ 主な特定財源 

土地売払収入額及び残金繰入額 
 

担当課 財務部資産活用課 電話 直通 24-7068 内線 4341 
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施策名 人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり （単位：千円） 

事業名 鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業 拡充 

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 25,495 

補正後予算額10,378 
   10,378  

35,873 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山駅周辺及び駅南地区における土地建物貸付収入を基金に積み立て、充

実することにより、鉄道網整備事業及び鉄道網整備に関連する都市計画事業の

促進を図ります。 

 

２ 事業の内容 

新たな企業誘致に伴い、事業用定期借地収入等が増額することとなったため、

その増額分を基金に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳  

基金積立金 10,378千円 

 

４ 主な特定財源 

土地建物貸付収入（事業用定期借地収入等） 10,378千円 
 

担当課 
土木建設部 

福知山駅周辺整備課 
電話 直通 24-7055 内線 4323 
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施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 府営基幹農道整備事業（大江南域地区） 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 87,500 

補正後予算額 10,076 
  10,000  76 

97,576 

 

１ 事業の背景・目的 

大江地域では、地域ぐるみの営農体制づくりに取り組んでおり、担い手や集落 

営農組織の育成をさらに推進するためは生産コスト低減のための〝ほ場整備〟と 

合わせて農作物輸送コストの低減を図ることが課題となっています。 

こうした課題に対応するため、主要農産物の集出荷の省力化と運搬経路の効率 

化を図り、農業経営の近代化と生活環境改善を目的として大江地域全般を受益と 

する府営基幹農道の整備を行い、市場へのアクセス改善による農産物の輸送コス 

ト削減と洪水緊急時の迂回路としての活用を図ります。 

 

 

２ 事業の内容 

事業名  大江南域地区 農山漁村地域整備交付金 

     計画延長 Ｌ＝２，８７７ｍ（内道路工 ２，５６２ｍ、トンネル工 ３１５ｍ） 

    幅員 ５．５ｍ（７．０ｍ） ２．７５ｍ×２車線 

    受益面積 ３６１ｈａ    

総事業費 ２，４１３百万円 

 事業期間 平成７年度～平成２７年度 

 

３ 事業費の内訳 

平成２４年度から事業着手した「(仮称)大江南域基幹農道トンネル」に係る 

市負担金１０，０７６千円を支出します。 

 

４ 主な特定財源 

   過疎対策事業債 
 

担当課 
農林商工部 

農林管理課 
電話 直通 24-7041 内線 4112 
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施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 福知山千年の森ふるさと基金積立事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

国 府 市債 その他 一般財源 1,000 

補正後予算額 2,475 
   2,475  

3,475 

 

１ 事業の背景・目的 

本市の豊かな森林景観と歴史、伝統に恵まれた環境特性を活かしながら、次世代

に引き継ぐための自然環境の保全や資源の継承、発展を願う人々から寄附金を募

り、｢福知山千年の森づくり事業｣エリアを対象に千年先を見据え、栄え続ける｢オ

ンリーワンの森林公園｣を目指します。 

 

２ 事業の内容 

  福知山千年の森ふるさと寄附金を基金に積立てます。 

 

 

３ 事業費の内訳 

福知山千年の森ふるさと寄附金の寄附受領額が当初の見込みを上回ったた

め、増額します。 

 

４ 主な特定財源 

   林業費指定寄附金 福知山千年の森ふるさと基金寄附金 2,475千円 

 

担当課 
農林商工部 

農林管理課 
電話 直通 24-7041 内線 4114 
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施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり （単位：千円） 

事業名 障害福祉施設整備事業 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 25,043 

補正後予算額5,323 
    5,323 

30,366 

 

１ 事業の背景・目的 

障害者施設に対する地域のニーズに対応した総合的な障害のある人の更なる支

援の充実を図るために、施設の整備・充実が急務となっています。 

また、「第3期福知山市障害福祉計画」には障害のある人の地域生活への移行の

促進を図ることを掲げています。 

こうしたことから、市としても積極的な施設整備の支援が必要であるため補助

を行います。 

 

 

 

２ 事業の内容 

国庫補助金を受けて福知山市内において障害福祉施設整備を行う社会福祉法人

に対し、国庫補助基準額の8分の1を補助金として交付します。 

 

事 業 種 別：共同生活介護 2 棟 

場 所：福知山市字長田小字松山下 2071 番 1 

概 要：木造平屋建  敷地面積 919.00 ㎡  

床面積   451.31㎡  

 

 

３ 事業費の内訳  

補助金  5,323千円 

社会福祉法人福知山学園   国庫補助基準額42,590千円×1/8≒5,323千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2135 
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施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり (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 

国 府 市債 その他 一般財源 

補正前予算額

      0 

1,000 
   1,000  

補正後予算額 

1,000 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市長谷墓園使用料 200,000円×5件＝1,000,000円を基金に積み立てま

す。 

 

２ 事業の内容 

使用料を基金に積み立て、墓地の管理経費に充てます。 

墓園基金残高（平成24年3月31日）6,842,581円 

 

３ 事業費の内訳  

  積立金 1,000,000円 

 

 

４ 主な特定財源 

  保健衛生使用料 

・長谷墓園永代使用料 200,000円×5件＝1,000,000円   

担当課 
市民人権環境部 
生活交通課 電話 直通 24-7035 内線 2233 
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施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり (単位：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 

国 府 市債 その他 一般財源 

補正前予算額

      0 

2,000 
   2,000  

補正後予算額

   2,000 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市長田野墓園使用料 500,000円×4件＝2,000,000円を基金に積み立て

ます。 

 

２ 事業の内容 

使用料を基金に積み立て、墓地の管理経費に充てます。 

墓園基金残高（平成24年3月31日）9,673,615円 

 

３ 事業費の内訳  

  積立金 2,000,000円 

 

 

４ 主な特定財源 

  保健衛生使用料 

・長田野墓園永代使用料 500,000円×4件＝2,000,000円   

担当課 
市民人権環境部 
生活交通課 電話 直通 24-7035 内線 2233 
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施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり （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 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

補正後予算額22,055 
   8,218 13,837 

22,055 

 

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法に基づいて京都府が実施するもの

で、事業着手にあたっては現場の状況に応じ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。 

本市における平成24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。 

 

２ 事業の内容 

                                                          （単位：円） 

事業箇所 事 業 費 負担割合 負 担 金 

三 河 66,888,170  10％  6,688,000   

下天津 26,012,370  5％ 1,300,000   

下小田 108,987,630  5％ 5,449,000   

北 二 50,000,000  5％  2,500,000   

日 藤 30,592,000  20％  6,118,000   

計 22,055,000   

 

３ 事業費の内訳 

土砂災害防止法に基づく京都府施工の急傾斜地崩壊対策事業等５箇所にかか

る市町村負担金（5～20％）   

22,055千円 

 

４ 特定財源 

急傾斜地崩壊対策事業 地元負担金       8,218千円 

 
  

担当課 
土木建設部 

都市整備課 
電話 直通 24-7028 内線 4336 
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施策名 魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金積立事業 拡充 

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 100,000 

補正後予算額150,000 
   150,000  

250,000 

 

１ 事業の背景・目的 

寄附金について 

①寄附者  佐藤
さとう

八重子
や え こ

さん（東京都在住） 

②寄附金額 1億5千万円 

③寄付日  平成24年12月19日（150,000千円） 

   ④寄附の動機 前回までの１億円の寄附金に追加する意向で、今回のご寄

附をいただきました。 

⑤寄附の目的 新図書館の建設が進められている中で、ふるさと福知山の

発展のために、その将来を担う子どもたちの読書活動の振興に

役立ててほしい。 

 

２ 事業の内容 

① 今回の１億５千万円の寄附金についても「福知山市佐藤八重子記念子

ども読書活動振興基金」にその全額を一旦積み立て、今後、計画的に運

用していく。 

② 基金の目的・活用方法等 

      新図書館中央館のみならず三和・夜久野・大江分館において、児童図

書の購入、読書ボランティア等の人材育成・研修会など、子どもの読書

活動の振興に計画的に活用します。 

 

３ 事業費の内訳  

積立金／基金積立金／佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金積立金 

                          150,000千円 

４ 主な特定財源 

寄附金／教育費指定寄附金／佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金寄附金 

150,000千円 

 
 

 

担当課 
教育委員会 

図書館中央館 
電話 直通 22-3225 内線 5162 
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施策名 地方分権の推進に対応した行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 行政評価推進事業 減額 

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 9,400 

補正後予算額  △8,800 
△8,800     

600 
 
１ 事業の背景・目的 

行政評価システムにもとづく事務事業評価や施策評価を推進するため、財務会計

システムと連携するためのシステム導入費（9,022 千円）及び職員を対象とした行政

評価制度研修（378 千円）を計画していましたが、数年後に現行財務会計システムが

全面更新の予定であることから事業執行を見送るとともに、本予算の範囲内で新た

に「公開事業レビュー(模擬実施)」を執行することとしました。 
    
２ 減額事業費の内訳  

  委託料 △8,800千円 
 
３ 主な特定財源 

国庫補助 市町村合併推進体制整備費補助金 △8,800千円 

担当課 市長公室 電話 直通 24-7030 内線 3115 
    

施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり （単位：千円） 

事業名 介護基盤緊急整備等特別対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

国 府 市債 その他 一般財源 9,099 

補正後予算額△959 
 △959    

8,140 

 

１ 事業の背景・目的 

 社会福祉法人みつみ福祉会が新築する、あんしんサポートハウス「敬愛荘」

の内部の一室に、２４時間３６５日対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護」オペレーション室を整備ための補助金を予算化していました。しかし同工

事の入札により不用残額が発生したためこれを減額します。 
   
２ 減額事業費の内訳 

  確定補助金額 3,541千円 － 予算額 4,500千円 = △959千円 
 
４ 主な特定財源 

  介護基盤緊急整備等特別対策事業 △959千円 

 

担当課 
福祉保健部 
高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2148 
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施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちつくり （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 

国 府 市債 その他 一般財源 1,768,000 

補正後予算額△133,800 
△100,350    △33,450 

1,634,200 

 

１ 保護支給額が減額した背景・目的 

リ－マンショックを発端とする不況により、平成 21 年度をピ－クに生活保護受

給者が急増しましたが、24 年度においてはその増加率が緩やかとなり扶助費の減

少が見込まれるため減額補正します。 

 
保護率低下の主な要因 

(１)福知山公共職業安定所管内における雇用情勢の回復等に伴い生活保護申請者

数が減少傾向にあります。 

(２)就労支援体制の充実により自立世帯が増加しています。 

 

生活保護世帯数生活保護世帯数生活保護世帯数生活保護世帯数・・・・人員数及人員数及人員数及人員数及びびびび保護率保護率保護率保護率
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２ 減額事業費の内訳  

扶助費  △133,800千円 

    

減額する主な扶助 

    生活扶助  △48,261千円  介護扶助   △6,183千円 

    医療扶助  △75,378千円  その他扶助  △3,978千円 

 

３ 主な特定財源 

国庫負担金 △100,350千円 

 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2137 
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施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 減額 

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 26,422 

補正後予算額 △6,402 
    △6,402 

20,020 
 
１ 事業の背景・目的 

農山村部における農地荒廃対策として、農業用道路、用排水施設の整備など、生

産基盤を整備し、維持管理の軽減を図り農山漁村の活性化につなげる本事業につい

て、執行見込みが予算に比べて小さくなったため減額補正します。 
 
２ 減額事業費の内訳 

  地区 予算 決算 差額 理由 

三俣 3,652 3,652 0  

下六人部 7,590 4,587 3,003 最終年度の精算 

西中筋東部 8,580 5,181 3,399 内示額の減 

合計 19,822 13,420 6,402   

担当課 
農林商工部 
農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4116 

    
施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 森林整備地域活動支援推進事業 減額 

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 17,640 

補正後予算額△14,000 
 △10,500   △3,500 

3,640 
 
１ 事業の背景・目的 

歩道・作業道等の整備、境界の確定作業等の地域活動を支援することにより、

森林の多面的機能を十分発揮できる森林整備を進める必要があります。 

市との協定に基づき「森林情報の収集」や「施業実施区域の明確化」等の活動

を行う団体を支援する予算を減額補正します。 
 
２ 減額事業費の内訳 

地域活動の取組団体が当初の見込みを下回ったため交付金を減額します。 

  交付金   △2,800ha×5千円/ha＝△14,000千円 
 
３ 主な特定財源 

森林整備地域活動支援推進事業交付金 

 △14,000千円×75％＝△10,500千円 

担当課 
農林商工部 
林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4132 
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施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 有害鳥獣防除事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

国 府 市債 その他 一般財源 14,208 

補正後予算額△6,651 
 △4,437   △2,214 

7,557 
 
１ 事業の背景・目的 

有害鳥獣駆除の対策とあわせ、電気柵等の設置による防除対策を実施し、野生鳥

獣被害の軽減を図ります。補助率3／4（事業費の上限は１ｍ当たり1,600円） 
 
２ 減額事業費の内訳 

電気柵及び金網柵の設置に対する資材費の補助について、京都府補助事業を活

用する計画としていましたが、福知山市有害鳥獣対策協議会を主体とする国庫補

助事業として実施するため、減額します。 

 補助金   △6,651千円 
 
３ 主な特定財源 

  緑の公共事業（有害鳥獣防除施設設置事業）  △4,437千円 
  

担当課 
農林商工部 
林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4132 

    
施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり （単位：千円） 

事業名 小規模治山事業 減額 

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 7,500 

補正後予算額△7,500 
 △3,750  △1,125 △2,625 

0 
 
１ 事業の背景・目的 

国庫補助の対象とならない山崩れの復旧及び予防を府補助により実施し、住民

の安心・安全な生活を維持します。 
 
２ 減額事業費の内訳 

  現地再調査の結果、被害規模小により廃工とし減額します。 

測量・設計委託料  △1,000千円 

工事請負費     △6,500千円 
 
３ 主な特定財源 

地元分担金       △7,500千円×15％＝△1,125千円 

小規模治山事業府補助金 △7,500千円×50％＝△3,750千円 

担当課 
農林商工部 
林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4132 
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施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 企業誘致促進特別対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

国 府 市債 その他 一般財源 51,647 

補正後予算額 △18,000 
   △18,000  

33,647 
 
１ 事業の背景・目的 

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本事業予算に

ついて当初見込みより奨励金の支出が少なかったため減額補正します。 
 
２ 減額事業費の内訳 

項目 予算 支出額 差額 

企業誘致促進事業費 25,000 12,000 13,000 

操業支援事業費 26,000 21,000  5,000 

２項目の合計 51,000 33,000 18,000 
 
３ 主な特定財源 

企業誘致促進特別対策事業基金繰入 

担当課 
農林商工部 
産業立地課 電話 直通 24-7077 内線 4161 

    
施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 ふるさと融資貸付事業 減額 

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 221,000 

補正後予算額 △21,000 
  △21,000   

200,000 
 
１ 事業の背景・目的 

アネックス京都三和への企業誘致を促進するため、新規立地企業の設備投資に
対してふるさと融資を貸付けることにより企業の立地を支援する事業です。当初
見込みより貸付額の支出が少なかったため減額補正します。 

 
２ 減額事業費の内訳 

項目 予算 支出額 差額 

H23立地企業貸付額 121,000 

H24新規立地企業貸付額 100,000 
200,000 21,000 

合計 221,000 200,000 21,000 
 
３ 主な特定財源 

  地域総合整備資金貸付事業債  

担当課 
農林商工部 
産業立地課 電話 直通 24-7077 内線 4161 
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施策名 人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり （単位：千円） 

事業名 福知山駅周辺賑わい拠点創出事業 減額 

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 30,000 

補正後予算額△30,000 
    △30,000 

0 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市土地開発公社に先行取得を依頼していた駅北大規模街区商業施設用

地の買戻し予算を計上していましたが、債務保証の履行に伴い市が公社から土

地を継承（代物弁済）し予算が不要となったため減額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳  

公有財産購入費（駅北大規模街区商業施設用地） △30,000千円 

 

担当課 
土木建設部 
福知山駅周辺整備課 電話 直通 24-7055 内線 4323 

    
施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり （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 

国 府 市債 その他 一般財源 87,200 

補正後予算額△21,722 
△8,590  △14,700  1,568 

65,478 

 

１ 事業の背景・目的 

公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の高齢化社会への対応、居住環

境の改善を図ります。 

 

２ 減額事業費の内訳  

  ①水道管の改修工事に係り工法変更を行ったことによる減額 △10,910千円 

  ②入札による工事費の減額                △10,812千円 

 

 ３ 主な特定財源 

   社会資本整備総合交付金 △8,590千円／公営住宅建設事業債 △14,700 

 

担当課 土木建設部 建築課 電話 直通 24-7053 内線 4242 
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施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり （単位：千円） 

事業名 南天田団地建替事業 減額 

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 135,564 

補正後予算額△13,778 
△10,533  △18,300  15,055 

121,786 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市公営住宅等長寿命化計画に基づき、居住水準等の向上により安心・

安全・快適環境を提供します。 

 

２ 減額事業費の内訳  

  ①工事請負費の落札率が低かったことによる減額ほか    △11,159千円 

  ②1期棟移転対象者の減および電柱移転費の減ほか       △2,619千円 

 

 ３ 主な特定財源 

  社会資本整備総合交付金 △10,533千円／公営住宅建設事業債 △18,300千円 

 

担当課 土木建設部 建築課 電話 直通 24-7053 内線 4242 

    
施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり （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 

国 府 市債 その他 一般財源 126,079 

補正後予算額△18,000 
   △18,000  

108,079 
 
１ 事業の目的 

平成 24 年度中に福知山市消防団員を退団する消防団員に対して支給する消防団

員退職報償金の支給者数及び 1 人当たりの退職報償金が予想よりも少なくなった

ことから不用額を減額します。 
 
２ 減額事業費の内訳 

消防団員退職報償金の減額補正 

当初予算  77,600 千円（388 千円×200 人分） 

執行済額  57,946 千円（退職団員 158 人分）⇒ 予算残額  19,654 千円 
 
４ 主な特定財源 

雑入  消防団員退職報償金 △18,000千円 

担当課 消防本部 電話 直通 24-0119 内線 2420＋203 
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施策名 魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 
小学校耐震改修事業 

中学校耐震改修事業 
減額 

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 422,708 

補正後予算額△30,362 
△9,398  △20,600  △364 

392,346 

 

１ 事業の背景・目的 

   学校施設の耐震化を行い、児童・生徒等の安全と安心の確保を図ります。 

 

２ 事業の内容 

   ①小学校耐震改修事業 

       耐震診断：昭和小学校管理棟他４棟 

       実施設計：下六人部小学校教室棟他１４棟 

   ②中学校耐震改修事業 

       耐震診断：日新中学校体育館他３棟 

       実施設計：桃映中学校管理棟他４棟 

   入札結果による減額を行います。 

 

３ 減額事業費の内訳 

 ①小学校耐震改修事業     △22,362千円 

 ②中学校耐震改修事業      △8,000千円 

 

４ 主な特定財源 

住宅・建築物安全ストック形成事業 △9,398千円 

緊急防災・減災事業債       △21,500千円 

合併特例事業債                       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 
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施策名 魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 中学校教師用教科書・指導書購入事業 減額 

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 33,300 

補正後予算額△11,418 
    △11,418 

21,882 

 

１ 事業の背景・目的 

平成２４年度新課程用教科書への移行に伴い、教師用教科書・指導書・指導

資料を購入する事業です。当初は教科書と指導書が一体となったデジタル型の

ものを導入する予定としていましたが、教科によっては、これまでと同様の冊

子型の教科書・指導書を導入したことによる差額分の減額を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

国語・書写・地理・歴史・公民・地図・数学・理科・音楽・器楽・美術・保

健体育・技術家庭・英語 

各教科 中学１～３年用の教師用教科書・指導書購入   △11,418千円 

 

担当課 
教育委員会 
教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5113 

    
施策名 魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 北陵中学校解体事業 減額 

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 30,000 

補正後予算額△9,000 
    △9,000 

21,000 

 

１ 事業の背景・目的 

     経年劣化した危険な木造校舎を解体し、環境整備を図ります。 

 

２ 減額事業費の内訳 

     北陵中学校木造校舎解体工事について入札による減額があったことに伴い、

減額補正を行います。 

 

 北陵中学校木造校舎解体工事   △9,000千円 

担当課 
教育委員会 
教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 
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施策名 魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 新学校給食センター建設事業 減額 

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 93,014 

補正後予算額△17,032 
  △16,200    △832 

75,982 
 
１ 事業の背景・目的 

新学校給食センターに配備される給食配送車の購入にあたり、入札を実施した

ことにより、不用額が発生したものです。 
 
２ 減額事業費の内訳  

  【当初予算額】  89,000千円（公用車分） 

  【入札結果額】  71,968千円（  〃  ） 

  【今回補正額】 △17,032千円 
 
３ 主な特定財源 

新学校給食センター建設事業（合併特例事業債） △16,200千円 
   

担当課 
教育委員会 
学校給食センター 電話 直通 ２３－５７６６ 

    
施策名 魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 新学校給食センター建設事業（継続費） 減額 

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 1,260,000 

補正後予算額△72,557 
152,065  △222,900  △1,722 

1,187,443 
 
１ 事業の背景・目的 

  新学校給食センター建設工事にかかる入札を実施したことにより、不用額が発

生したものです。 
 
２ 減額事業費の内訳  

  【当初予算額】    1,260,000千円 

  【執行予定額】    1,187,443千円 

  【今回補正額】      △72,557千円 
 
３ 主な特定財源 

新学校給食センター建設事業（合併特例事業債） △222,900千円 

学校施設環境改善交付金 152,065千円 
     

担当課 
教育委員会 
学校給食センター 電話 直通 ２３－５７６６ 
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施策名 地方分権の推進に対応した行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 地方債元利償還金 減額 

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 5,118,473 

補正後予算額△20,000 
    △20,000 

5,098,473 
 
１ 事業の背景・目的 

  既発地方債の元利償還金について、当初の見込みに比べ執行見込みが小さくな

るため、減額補正します。 

  平成２３年度発行市債の金額及び利率確定に伴う利子の減額です。 

 

２ 減額事業費の内訳  

 項目 予算 決算見込 不用見込額 

地方債元利償還金 5,118,473 5,048,849   69,624 

地方債繰上償還   144,400   194,400 △50,000 

基金運用事業    10,126      4,401     5,725 

一時借入金利子     5,000        50     4,950 

   合計 5,277,999 5,247,700    30,299 

 ※公債費総額の不用見込額 30,299千円の一部20,000千円について減額補正する。 

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 
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施策名 人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり （単位：千円） 

事業名 石原土地区画整理事業特別会計繰出金 拡充 

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 100,000 

補正後予算額353,000 
   353,000  

453,000 
 
１ 事業の背景・目的 

平成20年度より算定が義務付けられた資金不足比率が早期健全化基準を超えな

いよう繰出しを行うことで特別会計の経営健全化を図ります。 

  

 

２ 事業の内容 

 平成 24 年 7 月 20 日に、一般保留地 111 筆の単価改定（値下げ）を行った石原

土地区画整理事業に対し、販売価格の改定により不足することとなった保留地処

分金に代えて一般会計から繰出しを行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

   繰出金    353,000千円 

 

 

 ４ 主な特定財源 

   鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金繰入金 353,000千円 

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 
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施策名 地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 食肉センター運営一般経費（と畜場費特別会計） 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 17,872 

補正後予算額 1,000 
   1,000  

18,872 

 

１ 事業の背景・目的 

京都府北部における農畜産振興、安心・安全な食肉供給施設並びに生産流通に 

おける重要な機能の維持確保を図ることを目的として実施します。 

  また、地産地消及び食育の推進に寄与するものです。 

 

２ 事業の内容 

    病畜頭数の増加による動物危険部位等の焼却が当初の見込みを上回った 

ことに伴い、焼却手数料を増額します。 

 

３ 事業費の内訳 

  役務費（手数料）の増額 １，０００千円 

 

４ 主な特定財源 

  雑入          1,000千円 

   （福知山市     △1,232千円、 

    舞鶴市         15千円、 

    綾部市       2,217千円） 

      

担当課 
農林商工部 

農業振興課 
電話 直通 24-7044 内線 4120 



37 

    
施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり （単位：千円） 

事業名 介護保険施設サービス費（介護保険事業特別会計） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

国 府 市債 その他 一般財源 2,270,026 

補正後予算額89,700 
△23,546 15,845  97,401  

2,359,726 

 

１ 事業の背景・目的 

    介護保険施設サービスについて、介護老人福祉施設入所者が増加したこと 

   により予算に不足が生じたため、増額補正を行います。 

 

  

２ 事業の内容 

    介護保険施設サービス費の予算増額を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

   決算見込み額 2,359,726千円 － 予算額 2,270,026千円 

                       = 89,700千円 

 

４ 主な特定財源 

国庫支出金 国庫負担金 △17,985千円 

  〃 調整交付金 △5,561千円 

支払基金交付金 支払基金交付金 20,847千円 

府支出金 府負担金 11,945千円 

  〃 財政安定化基金支出金 3,900千円 

繰入金 一般会計繰入金 11,213千円 

  〃 基金繰入金 65,341千円 

 

 

担当課 
福祉保健部 

高齢者福祉課 
電話 直通 24-7013 内線 2148 
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施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり （単位：千円） 

事業名 国民健康保険新大江病院事業 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 53,853 

補正後予算額△3,957 
   △3,957  

49,896 

 

１ 事業の背景・目的 

地域医療を確保し、住民のいのちと健康を守る病院を設置運営します。 

 

 

２ 事業の内容 

国民健康保険新大江病院事業に関する企業債の償還をします。 

国民健康保険新大江病院の耐震診断を行い、二次救急病院としての災害時の安定

した医療を確保します。 

 

３ 事業費の内訳 

企業債元金         25,915千円 

企業債利息          3,907千円 

損害保険料            43千円 

耐震診断委託料         1,858千円 

   減価償却費           18,173千円 

 

今年度は耐震診断を行うことにより、国民健康保険新大江病院の状況を把握しま

した。 

本補正では、資本的支出として予算計上していた耐震診断の費用（5,815千円）

と、次年度以降に想定していた耐震補強工事の費用を併せて、次年度以降に資産と

して計上する予定でしたが、耐震診断の結果、補強工事の必要がなく、耐震診断費

用（1,858千円）のみで資産として計上することが適当ではないため、H24年度の経

費として計上をするため減額補正します。 

 

４ 主な特定財源 

  一般会計負担金      △3,959千円 

  その他医業外収益        2千円 

 
  

担当課 市民人権環境部保険課 電話 
直通 ２４－７０１９ 

内線 ２２６５ 
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◆◆◆◆    条例関連議案条例関連議案条例関連議案条例関連議案    

    
■■■■    福知山市実費弁償条例福知山市実費弁償条例福知山市実費弁償条例福知山市実費弁償条例（（（（一部改正一部改正一部改正一部改正））））                                                【【【【職員課職員課職員課職員課】】】】    
 

１ 改正の理由 

地方自治法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

   地方自治法の一部改正により、条例で引用する条項の変更が生じたため、文言の整

理を行うこととした。                      （第１条関係） 

                             

３ 施行期日  

公布の日 

 

 

    ■■■■    福知山市災害対策本部条例福知山市災害対策本部条例福知山市災害対策本部条例福知山市災害対策本部条例（（（（一部改正一部改正一部改正一部改正））））                                【【【【危機管理室危機管理室危機管理室危機管理室】】】】    
 

１ 改正の理由 

災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

   災害対策基本法の一部改正により、条例で引用する条項の変更が生じたため、文言

の整理を行うこととした。                    （第１条関係） 

                          

３ 施行期日  

公布の日 

 

 

■■■■    福知山市土地開発基金条例福知山市土地開発基金条例福知山市土地開発基金条例福知山市土地開発基金条例（（（（廃止廃止廃止廃止））））                                        【【【【資産活用課資産活用課資産活用課資産活用課】】】】    
 

１ 廃止の理由 

平成２５年３月３１日をもって、福知山市土地開発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  

平成２５年４月１日 

 

 

■■■■    福知山市新型福知山市新型福知山市新型福知山市新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等対策本部条例等対策本部条例等対策本部条例等対策本部条例（（（（新規新規新規新規））））            【【【【健康推進室健康推進室健康推進室健康推進室】】】】    
 

１ 制定の理由 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、福知山市新型インフルエンザ

等対策本部を設置するため、条例を制定する必要がある。 

 

 



40 

 

２ 制定の内容 

（１）新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、福知山市新型インフル

エンザ等対策本部の設置に関して、必要な事項を定めることとした。（第１条関係） 

（２）新型インフルエンザ等対策本部の組織について規定することとした。 

                                （第２条関係） 

（３）本部長は、必要に応じて、新型インフルエンザ等対策本部の会議を招集するこ

ととした。                         （第３条関係） 

（４）本部長は、必要に応じて、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことがで

きることとした。                      （第４条関係） 

    

３ 施行期日  

新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日 

 

 

■■■■    福知山市福知山市福知山市福知山市へきへきへきへき地保育所条例地保育所条例地保育所条例地保育所条例（（（（廃止廃止廃止廃止））））                                                    【【【【子育子育子育子育てててて支援課支援課支援課支援課】】】】    
 

１ 廃止の理由 

平成２５年３月３１日をもって、福知山市へき地保育所を廃止するため、条例を廃

止する必要がある。 

      

２ 施行期日  

平成２５年４月１日 
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◆◆◆◆    そのそのそのその他他他他のののの議案議案議案議案    

    
■ 工事工事工事工事請負契約請負契約請負契約請負契約のののの締結締結締結締結についてについてについてについて                                                            【【【【建築建築建築建築課課課課】】】】    

工事名     市営住宅南天田団地第２期建替工事 

契約の方法 公募型指名競争入札による契約 

契約金額    ４２２,４１５,０００ 円  

契約の相手方    今井・アシダ共同企業体 

代表者 福知山市字天田小字西長戸１１８番地 

株式会社今井工務店 

代表取締役  今 井 吉 春 

構成員 福知山市厚中町２１９番地の１ 

株式会社アシダ組 

                   代表取締役  芦 田  勇 

 

 

■ 物品物品物品物品のののの取得取得取得取得についてについてについてについて                                                                            【【【【市長公室市長公室市長公室市長公室】】】】    
物品名    （仮称）市民交流プラザふくちやまに配置する自動書庫 

契約の方法 随 意 契 約 

取得価格    １８６，９００，０００円 

契約の相手方    大阪市中央区南船場２丁目５番１２号 

クリスタファイブ４階 

日本ファイリング株式会社大阪支店 

取締役支店長  高 原 敏 男 

    

    

■■■■    財産財産財産財産のののの無償譲渡無償譲渡無償譲渡無償譲渡についてについてについてについて                                                        【【【【子育子育子育子育てててて支援課支援課支援課支援課】】】】    
１ 無償譲渡をする財産  

  (1) 建 物 

   所在地 福知山市字大内小字新開１８６３番地 

   構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建  

   延床面積 ２８０．２８㎡ 

 

２ 無償譲渡の相手方 

   所在地 福知山市桔梗が丘１丁目６７番地 

   名称 社会福祉法人 コスモス福祉会 

   代表者 理事長 中嶋 守 

  

３ 無償譲渡の理由 

  当該財産は、福知山市がへき地保育所として保有し保育園運営を行ってきたが、交

通事情等からへき地保育所として適合しない状況となり、福知山市へき地保育所条例

を廃止することとなった。福知山市の保育を保障する観点から、中六人部保育園の事

業承継者である社会福祉法人コスモス福祉会に当該財産を無償譲渡する。    
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■■■■    町町町町のののの区域及区域及区域及区域及びびびび名称名称名称名称のののの変更変更変更変更についてについてについてについて                            【【【【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】】】】    
        福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業の施行に伴い、町の区域及び名称

の変更を行う。 

    

    

■■■■    市道市道市道市道のののの認定及認定及認定及認定及びびびび廃止廃止廃止廃止並並並並びにびにびにびに路線変更路線変更路線変更路線変更についてについてについてについて                                【【【【土木課土木課土木課土木課】】】】    
            認定 ７路線   廃止 ３路線   変更 １２路線    

    

    

■■■■    専決処分専決処分専決処分専決処分のののの承認承認承認承認についてについてについてについて                                        【【【【財政課財政課財政課財政課・・・・高齢者福祉課高齢者福祉課高齢者福祉課高齢者福祉課】】】】    
  平成２５年２月１８日付けで専決処分した平成２４年度福知山市一般会計補正予算

（第５号）および平成２４年度福知山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第１号）

について承認を求める。 

 

平成２５年２月１８日 専決第７号  平成２４年度一般会計補正予算（第５号） 

施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり （単位：千円） 

事業名 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 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 1,077,131 

補正後予算額3,476 
    3,476 

1,080,607 

 

１ 事業の背景・目的 

後期高齢者医療事業特別会計への繰出しを行う。 

 

２ 事業費の内訳 

   繰出金  3,476千円  

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3320 

 

平成２５年２月１８日 専決第８号  

平成２４年度福知山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第１号） 

施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり （単位：千円） 

事業名 後期高齢者医療保健事業（後期高齢者医療事業特別会計） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

国 府 市債 その他 一般財源 17,472 

補正後予算額5,129 
   5,129  

22,601 
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１ 事業の背景・目的 

後期高齢者医療保健事業は、京都府後期高齢者医療広域連合から委託を受け、

75歳以上の人を対象に5月から11月末までの期間で実施しています。 

個別健診は市内37医療機関に委託し、集団健診は市内12か所で(財)京都予防

医学センターに委託して実施しています。 

 

２ 事業の内容 

  健診受診の増加に伴い、委託料の補正をします。 

 

３ 事業費の内訳  

  委託料  

   決算見込額20,423,639円-予算現額15,294,795円＝5,128,844円 

  

 

４ 主な特定財源 

  健康診断事業補助金  1,653千円（雑入） 

  一般会計繰入金    3,476千円 

担当課 
福祉保健部 

高齢者福祉課 
電話 直通 24-7018 内線 2145 

 

 

■■■■    訴訴訴訴えのえのえのえの提起提起提起提起（（（（裁判上裁判上裁判上裁判上のののの和解和解和解和解をををを含含含含むむむむ））））についてについてについてについて（（（（専決処分専決処分専決処分専決処分のののの報告報告報告報告））））    

                                                                                                                （（（（教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課））））    
    

１ 事件の種類 惇明小学校駐車場内放置車両の撤去及び土地の明渡しの請求の訴え

の提起。 

２ 事件の内容 惇明小学校駐車場内に、平成８年頃から軽自動車が放置してあり、

不法に占用されている状態である。このため、本市は当該放置車両

の使用者である相手方に対し、放置車両の撤去及び土地の明け渡し

の請求の訴えを提起する。 

    


