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主要事項説明書 

 

 

 

 
   福 知 山 市 



 
 

平成 25 年 9 月 15 日から 9 月 16 日にかけて広範囲にわたって猛威を振るった

台風18号は、本市においても長期間にわたり大雨をもたらし、全国で初めての特別

警報が発令されるなど、福知山市は甚大な被害を受けました。  

浸水被害を受けた家屋等は膨大な戸数を数え、被災された市民は、元の生活を

取り戻すため、今なお懸命に復旧に取り組まれています。 

平成 16 年の台風 23 号以来の甚大な被害、危機的な状況に対して、福知山市が

一丸となって取り組み、一日も早く復旧を果たすために、災害関連補正予算を緊急

追加提案します。 
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◆ 台風１８号の大雨等による被害状況等 
※平成 25 年 9 月 20 日午後 4 時現在 

台風の概要 
 
台風１８号（９月１５日から１６日） 

（１） 低気圧      ９６５ｈｐ 

（２）総雨量       ２１６ｍｍ（福知山雨量観測所） 

（３）時間 大雨量     ２９ｍｍ／ｈ（１５日午後７時） 

（４） 高水位      ８．３ｍ（１６日午前８時） 

※計画高水位７．７４ｍ 
 
主な経過 

平成 25 年 9 月 15 日（日） 

  

19：15 大雨警報 発表 災害警戒本部設置 

22：30 広域避難所（由良川流域）１４箇所 開設（自主避難） 

23：06 洪水警報 発表 

 

平成 25 年 9 月 16 日（月） 

  

0：00 広域避難所等 全５７箇所 開設 

0：40 由良川 氾濫注意水位 ４．０ｍ 超過 

1：10 避難準備情報発令 

1：30 土砂災害警戒情報（旧福知山市、旧三和町、旧大江町） 

1：50 由良川 避難判断水位 ５．０ｍ 超過 

2：20 避難勧告発令（由良川流域） 

3：10 由良川 氾濫危険水位 ５．９m 超過 

5：05 大雨特別警報 発表 

5：17 土砂災害警戒情報（夜久野地域） 

5：40 大雨特別警報の伝達、避難指示（福知山市全域）の発令 

16：40 由良川 氾濫危険水位 下回る 

19：00 由良川 避難判断水位 下回る 

19：39 洪水警報 解除 

19：40 避難指示 解除（遷喬・大江町以外） 

広域避難所 閉鎖（遷喬・大江町以外） 

21：30 由良川 氾濫注意水位 下回る 

23：06 大雨注意報 解除 

 

平成 25 年 9 月 17 日（火） 

  

3：20 由良川水防団待機水位 ２.０ｍ 下回る 

12：51 洪水注意報 解除 

14：40 避難指示 解除 

17：00 全広域避難所 閉鎖 

 

 2



その他経過 

平成 25 年 9 月 16 日（月） 

 
 
災害救助法の適用決定 

（ 適用要件：多数のものが生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じた場合）

平成 25 年 9 月 19 日（木） 

 
 
被災者生活再建支援法の適用決定 

（
 
適用要件：床上浸水２４０件以上） 

主な被害状況 
家屋被害 床上浸水 約６６０戸   床下浸水 約２４０戸 

土砂崩れ （民家の裏山など） ９件 

道路災害 ６８箇所 

河川災害 １９箇所 

公園施設被害 ８公園 

農地被害 田畑の冠水面積 約６５０ｈａ  

       農業施設被害額概算  ３７，３５０千円 

       農作物被害額概算  １４５，３５７千円 

       家畜被害額概算     １，０００千円 

上水道施設 大江町中央簡易水道金屋浄水場取水ポンプ１台の故障 

下水道施設 土中継ポンプ場の故障 大江町金屋中継ポンプ場の故障 

主な復旧等活動状況 
 ● 給水車の派遣（9/18～19） 

● 被災者相談窓口の設置（9/18～） 

● 罹災証明発行に係る家屋調査（9/18～） 

● 浸水家屋の防疫（9/18～） 

● 災害ごみの収集（9/18～） 

● 災害ボランティアセンターの設置（9/18～） 

● その他、道路、施設等の調査・復旧活動（被災後～） 

他市町からの支援 
今回の災害対応において、災害応援協定市（舞鶴市、綾部市、宮津市、島原市、小山町、

篠山市、丹波市、朝来市、養父市）をはじめ、多くの市町からの御支援を受けています。

平成 25 年 9 月 17 日（火）  
 給水：    舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町、朝来市、篠山市、 

丹波市、養父市 

平成 25 年 9 月 18 日（水） 
 給水：    丹波市 

 ガレキ撤去： 豊岡市 

平成 25 年 9 月 19 日（木） 
 ガレキ撤去： 豊岡市、養父市    

 家屋調査：  丹波市、朝来市 

平成 25 年 9 月 20 日（金） 
 ガレキ撤去： 豊岡市、養父市、朝来市      

 家屋調査：  丹波市、朝来市 

 図書館整理： 丹波市、朝来市 
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◆ 会計別予算額一覧 
 （単位：千円）

補正前の額
９月補正額
（災害関連）

補正後の額

40,358,662 811,356 41,170,018

8,343,253 14,532 8,357,785

54,338 54,338

27,300 27,300

883,000 41,200 924,200

30,000 2,100 32,100

22,800 22,800

7,500 7,500

894,400 43,200 937,600

1,341,300 1,341,300

530,800 530,800

保険事業勘定 7,325,608 7,325,608

介護サービス事業勘定 34,557 34,557

48,400 48,400

172 172

1,882,000 1,882,000

546,800 546,800

21,972,228 101,032 22,073,260

2,380,600 2,380,600

4,664,300 63,300 4,727,600

市民病院事業 10,984,700 10,984,700

国民健康保険新大江病院事業 42,844 6,371 49,215

18,072,444 69,671 18,142,115

80,403,334 982,059 81,385,393

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

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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◆ 一般会計歳入予算額一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

款 補正前の額
９月補正額
（災害関連）

補正後の額

01 市税 11,080,365 11,080,365

02 地方譲与税 408,000 408,000

03 利子割交付金 28,000 28,000

04 配当割交付金 27,000 27,000

05 株式等譲渡所得割交付金 4,000 4,000

06 地方消費税交付金 852,000 852,000

07 ゴルフ場利用税交付金 6,000 6,000

08 自動車取得税交付金 177,000 177,000

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 50,000 50,000

11 地方交付税 11,120,000 11,120,000

12 交通安全対策特別交付金 17,000 17,000

13 分担金及び負担金 743,507 600 744,107

14 使用料及び手数料 1,005,250 1,005,250

15 国庫支出金 4,990,261 57,843 5,048,104

16 府支出金 2,534,967 220,710 2,755,677

17 財産収入 454,504 454,504

18 寄附金 2,501 2,501

19 繰入金 816,168 430,000 1,246,168

20 諸収入 764,863 764,863

21 市債 5,065,900 98,600 5,164,500

22 繰越金 191,376 3,603 194,979

一般会計合計 40,358,662 811,356 41,170,018
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◆ 一般会計歳出予算額一覧（目的別） 
 （単位：千円）

款 補正前の額
９月補正額
（災害関連）

補正後の額

01 議会費 308,021 308,021

02 総務費 7,310,953 16,229 7,327,182

03 民生費 12,957,199 464,307 13,421,506

04 衛生費 5,178,682 6,471 5,185,153

05 労働費 136,076 136,076

06 農林業費 1,647,318 10,800 1,658,118

07 商工費 545,029 545,029

08 土木費 2,612,065 2,612,065

09 消防費 1,330,036 1,330,036

10 教育費 2,608,557 2,608,557

11 公債費 5,527,868 5,527,868

12 諸支出金 143,800 143,800

13 予備費 50,000 50,000

14 災害復旧費 3,058 313,549 316,607

一般会計合計 40,358,662 811,356 41,170,018
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◆ 一般会計歳出予算額一覧（性質別） 
 

（単位：千円）

補正前の額
９月補正額
（災害関連）

補正後の額

6,784,276 6,784,276

6,720,101 6,720,101

うち
議員人件費

159,544 159,544

うち
職員人件費

5,000,821 5,000,821

4,968,344 107,644 5,075,988

263,555 263,555

7,710,573 7,060 7,717,633

3,996,355 344,071 4,340,426

5,512,058 313,549 5,825,607

う ち 人 件 費 252,677 252,677

5,509,000 5,509,000

補助事業費 2,667,000 2,667,000

単独事業費 2,842,000 2,842,000

5,527,868 5,527,868

1,096,653 1,096,653

140,800 27,400 168,200

4,308,180 11,632 4,319,812

50,000 50,000

40,358,662 811,356 41,170,018

※地方議会議員年金制度見直しに係る給付費負担金を除いた人件費のことをさす。

人 件 費

物 件 費

区 分

一般会計合計

公 債 費

積 立 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

※ 議 員 年 金 を
除 い た 人 件 費

普 通 建 設
事 業 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 的 経 費
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◆ ９月補正予算（災害関連追加分） 主要事項 
 

①　被災された方々を支援し暮らしの再建を応援します

地域再建被災者住宅等支援事業                                330,210 建築課 10

災害援護資金貸付事業                                        25,000 社会福祉課 11

災害見舞金事業                                              6,600 社会福祉課 12

災害ごみ対策処理事業                                        89,386 環境政策室 13

被災児童生徒学用品支援事業                                  460 学校教育課 14

避難者災害救助事業                                          1,819 危機管理室 15

くらしの資金等管理事業                                      2,400 社会福祉課 16

②　農地・農業用施設の被害を調査・復旧し営農基盤の回復を図ります

農地・農業用施設災害復旧事業                                40,500 農林管理課 17

被災農地営農再開緊急支援事業                                10,800 農業振興課 18

③　公共用施設の復旧を進め、可及的速やかに市民の利用に供します

大江町総合会館災害復旧事業                                  71,430 中央公民館 19

図書館大江分館災害復旧事業                                  27,308 図書館中央館 20

北部保健福祉センター備品等災害復旧事業                      655 健康推進室 21

農林施設災害復旧事業（大江町小規模農家支援センター）  7,600 農業振興課 22

新町コミュニティ会館災害復旧事業                            4,500 生涯学習課 23

げん鬼保育園災害復旧事業                                    4,000 子育て支援課 24

林道施設災害復旧事業                                        2,800 林業振興課 25

土木施設災害復旧事業                                        15,100 土木課 26

道路橋りょう災害復旧事業                                    28,940 土木課 27

樋門等施設災害復旧事業                                      5,265 都市整備課 28

都市公園災害復旧事業                                        3,000 都市計画課 29

由良川猪崎河川敷運動広場災害復旧事業                        16,000 スポーツ振興課 30

農村研修集会施設災害復旧事業                                4,500 農林管理課 31

福知山城憩いの広場施設災害復旧事業                          1,500 商工振興課 32

消防団施設災害復旧事業                                      1,280 消防本部 33

消防水利災害復旧事業                                        720 消防本部 34

④　庁舎等公用施設を復旧し、行政機能の回復を急ぎます

大江支所災害復旧事業                                        72,000 大江支所 35

大江支所電算ネットワーク災害復旧事業                        1,951 情報推進課 36

文教施設災害復旧事業                                        4,500 教育総務課 37

災害対策事業（臨時職員賃金）                                16,229 職員課 38

（単位：　千円）

補正額

一
般
会
計

ページ担当課事業名

災
害
救
助

災
害
復
旧

 8



  

補正額 担当課 ページ

国民健康保険事業特別会計繰出金 8,432 39

国保新大江病院事業会計負担金 3,271 44

簡易水道事業特別会計繰出金 3,200 40

一般会計　計 811,356

⑥ 特別会計・企業会計の施設・財産を復旧し、事業の存続を確保します

【国民健康保険事業特別会計】
　北部保健福祉センター災害復旧事業
　診療施設勘定繰出金

14,532 保険課 39

【簡易水道事業特別会計】
　簡易水道施設災害復旧事業

41,200 水道課 40

【宅地造成事業特別会計】
　非農用地造成事業施設災害復旧事業

2,100 農林管理課 41

【農業集落排水施設事業特別会計】
　農業集落排水施設災害復旧事業

43,200 下水道課 42

【下水道事業会計】
　下水道施設災害復旧事業

63,300 下水道課 43

【病院事業会計】
　国民健康保険新大江病院施設災害復旧事業

6,371 保険課 44

特別・企業会計　計 170,703

合計 982,059

特
別
・
企
業
会
計

災
害
復
旧

財政課

（単位：　千円）

繰
出
金

補
正

事業名
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区分 災害救助 （単位：千円）

事業名 地域再建被災者住宅等支援事業 

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330,210 
 220,000 110,210 

330,210

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号の被害で、生活基盤となる住宅に被害を受けたことにより、早期に

被害住宅の再建を行う人に対し、被害程度に応じてその補修費用の一部につい

て地域再建被災者住宅等支援補助金を交付します。早期に安定した生活を再建

し、地域のコミュニティーの崩壊を防止すると共に、被災者の活力を取り戻す

ことを目的とします。 

 

２ 事業の内容 

〇 補助対象額  補助対象経費（補修費用）の３分の１。ただし補助対象経費 

        が50万円未満の場合、その全額を補助対象額とする（千円未 

満切り捨て） 

  〇 補助限度額 

災害区分 全 壊 大規模半壊 半 壊 
一部破損 

床上浸水 

地域再建被災者住

宅等支援補助 
１００万円 ６０万円 １５０万円 ５０万円 

（
参
考
）

※被災者生活

再建支援法適

用地域 

（支援金） 

３００万円 ２５０万円 対象外 対象外 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費  

  〇 印刷製本費  制度案内のリーフレット           210千円 

  〇 負担金補助及び交付金 

    （床上浸水一戸当たり補助限度額）500千円×被害住戸660戸 

＝330,000千円 

                                                 合計330,210千円 

４ 主な特定財源 

 （款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

                    330,000千円×2/3＝220,000千円 

担当課 土木建設部建築課 電話 直通 24-7053 内線 4242 
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区分 災害救助 （単位：千円）

事業名 災害援護資金貸付事業 

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25,000 
 25,000  

25,000

 
１ 事業の背景・目的 

災害救助法が適用された市町村において、対象災害により住宅や家財に損害

を受けた被災者に対し貸付を行うことにより、被災者の生活再建等の支援を行

います。 
 
２ 事業の内容 

今回の大雨洪水により負傷又は住居、家財に被害を受けられた方に貸付を行いま

す。 
 （貸付限度額） 

   
 
 （貸付条件） 

   所得制限があります。 

   利率は年3％ 

   据置期間3年（特別な場合は5年） 

   償還期間10年（据置期間を含む） 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費 

  貸付金 25,000千円（2,500,000円×10件） 

 

４ 主な特定財源 

 （款）市債 （項）市債 （目）民生債   25,000千円 

 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7072 内線 2190 
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区分 災害救助 （単位：千円）

事業名 災害見舞金事業  

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 954

補正後予算額6,600 
 6,600 

7,554

 

１ 事業の背景・目的 

自然災害や火災により被害を受けた市民に対し、見舞金を支給しまたは必要

な援助を講じ、被災者の福祉及び生活の安定に資するため見舞金を支給します。 

 

 

２ 事業の内容 

福知山市民で、今回の台風18号の大雨洪水により居住する家屋に災害被害を受け

られた方を対象に、被害の程度に応じた見舞金を支給します。 
 

被害の程度 金  額 

全壊、流出 100,000円 

半壊 60,000円 

床上浸水 10,000円 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費 

  扶助費 6,600千円（床上浸水10,000円×660家屋＝6,600,000円） 

 

  

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7072 内線 2190 
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区分 災害救助 （単位：千円）

事業名 災害ごみ対策処理事業  

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89,386 
41,543 47,843 

89,386

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号の大雨による浸水被害等から発生した大量の災害ごみを迅速・適正

に処理することにより市民生活の早期復旧を支援します。 

 

 

２ 事業の内容 

自治会で指定された臨時集積所に持ち込まれた災害ごみを収集運搬・処理し

ます。 

環境パークに直接搬入された災害ごみを処理します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費 

  災害ごみ処理に必要な燃料・電気・薬品代        6,300千円 

家電リサイクル品・災害廃棄物処理手数料    32,550千円（※） 

災害廃棄物収集運搬業務委託料         43,403千円（※） 

災害廃棄物処理業務委託料            4,021千円（※） 

施設管理運営業務委託料             3,112千円（※） 

  

 

 ４ 主な特定財源 

  （款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）民生費国庫補助金 

災害等廃棄物処理事業費国庫補助金       

３（※）の合計額 83,086千円 × 1/2 ＝ 41,543千円 

担当課 市民人権環境部環境政策室 電話 直通 22-18275 内線 6100 
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区分 災害救助 （単位：千円）

事業名 被災児童生徒学用品支援事業  

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460 
 460  

460

 

１ 事業の背景・目的 

今回の台風18号によって被災された児童・生徒に対して、学用品を支給し、

これまでと同様な生活・学習ができるように支援します。 

 

 

２ 事業の内容 

床上浸水や土砂が家屋に流れ込んだ被災児童・生徒に、文房具や通学用品な

どの支援物品を支給します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費  

   支援対象者 小学生80人 中学生30人 

    支援物品代 小学生   4,100円/人×80人 ＝ 328千円 

          中学生   4,400円/人×30人 ＝ 132千円 

          合計              460千円 

    支給物品  ノート・鉛筆・消しゴム・下敷き・定規・はさみ・通学用品 
 

 

４ 主な特定財源 

  （款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

                      460 千円 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7062 内線 5122 
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区分 災害救助 （単位：千円）

事業名 避難者災害救助事業  

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1,819 
 250 1,569 

1,819

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号の大雨等に際しては、9月15日午後10時30分から17日午後5時まで広

域避難所を 大で57箇所設置し、避難者を収容しました。 

広域避難所は多数の避難者を収容する施設として、備蓄品を常時保持するこ

とが必要です。 

 

２ 事業内容 

今回の台風により、被災された方に対して備蓄していた非常食を配布しまし

た。 

この配布分について、今後の災害にも備え備蓄します。 

また、毛布も配布したため、返却されたものについてはクリーニングし再利用

する事とし、再利用できないものまたは紛失分は購入します。 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）災害救助費 （目）災害救助費 

（１）非常食・毛布の補充（需用費）  1,228千円 

（２）毛布のクリーニング（役務費）    591千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

                       250 千円 
  

担当課 総務部危機管理室 電話 直通 24-7503 内線 3511 
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区分 災害救助 （単位：千円）

事業名 くらしの資金等管理事業  

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 10,208

補正後予算額2,400 
 2,400 

12,608

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号災害の被災により生活が不安定になった世帯に対し、くらしに必要

な資金を貸し付け、経済的自立と生活意欲の促進をはかります。 

 

 

２ 事業の内容 

今回の大雨洪水により居住する家屋に大規模な災害被害を受けられ、生活が不安

定になっている方で、貸付を受けることにより自立更正が可能な方を対象に、１２

万円を限度にくらしの資金を貸付けます。 
 

1世帯当り貸付

額（上限）円 

貸付予定

件数 
返済方法 貸付条件 

 

120,000 

 

20 

2年間 

4か月据置 

20回分割払い 

無利子 

無担保 

無保証人 

 

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 

貸付金 2,400千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7072 内線 2190 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 農地・農業用施設災害復旧事業  

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 3,058

補正後予算額40,500 
 600 39,900 

43,558

 

１ 事業の背景・目的 

平成25年9月15日～16日に発生した台風18号豪雨により被災した農地・農業用

施設を復旧するため、測量設計業務及び農道水路の土砂撤去を行い早期に農地

の機能回復を図り、遊休荒廃農地化を防止します。 

 

２ 事業の内容 

対象箇所：150箇所（見込）  前田地内他 

復旧内容：農地・農業用施設の測量設計業務及び農道・水路の土砂撤去 

実施工程：平成25年10月～平成26年2月 

 

 

３ 事業費の内訳  

  （款）災害復旧費 （項）農林施設等災害復旧費 （目）農林施設等災害復旧費 

・手数料  3,000千円    ・委託料    37,500千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）分担金及び負担金 （項）分担金 （目）農林業費分担金  

   600千円 （受益者分担金 3,000千円×20％） 

                    

 
     

  ポンプ操作盤被災（前田地内）   農地被災（夜久野町西垣地内） 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4116 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 被災農地営農再開緊急支援事業  

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10,800 
 10,800 

10,800

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号により由良川筋を中心に多くの水稲や小豆などの農作物が被害を受

けました。 

こうした水稲や野菜の栽培復旧に向けた土作り肥料や堆肥の購入費を一部支

援します。 

 

２ 事業の内容 

泥の流入等により被災し、収穫不能な水稲や野菜の被災した農地にかかる次

期作に向けた土作りを行う肥料や堆肥の購入費用に対して１／２を支援しま

す。 

被災した農作物の作付面積10ａあたり4,000円を上限とします。 

 

・助成対象者  農業法人、営農組織、農区(農業者) 

 
野菜・水稲の被災状況 

 
 

３ 事業費の内訳  

 （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

補助金  10,800千円 

  40,000円/ha×270ha＝10,800千円 
  

担当課 農林商工部課農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4120 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 大江町総合会館災害復旧事業  

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71,430 
 14,600 56,830 

71,430

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号により被災した大江町総合会館の災害復旧を行い、機能の回復を図

ります。市民の文化の向上及びコミュニティの推進を図るための拠点施設とし

て災害復旧工事や施設修繕等を実施します。 

 

２ 事業の内容 

①滅失した事務用品、施設用消耗品の購入 

②滅失した納入通知書、施設使用許可申請書等の作成 

③罹災物洗浄処理等に係る水道代 

④施設・備品・機械設備の修繕費 

⑤被災した各施設の復旧工事 

⑥水損した会館備品の購入費 

 

３ 事業費の内訳  

 (款)災害復旧費 （項）文教施設災害復旧費 （目）社会教育施設災害復旧費 

    需用費  消耗品費  事務用品購入費          100千円 

              施設用消耗品購入費     100千円 

        印刷製本費 施設使用許可申請書等作成  100千円 

        光熱水費  罹災物洗浄処理等水道     30千円 

        修繕料   施設修繕料            1,000千円  

              備品等修繕料          900千円 

              機械設備修繕料        53,600千円 

   工事請負費      総合会館災害復旧工事費   14,600千円   

  備品購入費      ＡＥＤほか施設備品     1,000千円 

 

４ 主な特定財源  

  （款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債 

     14,600千円（工事請負費）×100％＝14,600千円 

     一般単独災害復旧事業債 充当率100％（交付税算入率47.5～85.5％） 

担当課 教育委員会中央公民館 電話 直通 22－9551 内線 5170 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 図書館大江分館災害復旧事業  

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27,308 
 27,308 

27,308

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号により被災した図書館大江分館の資料整備やシステムの復旧等を行

い通常の図書館サービスの提供が図れるよう復旧に向けて整備を実施します。 

 

２ 事業の内容 

①被災分の図書購入費 23,648千円（約10,700冊） 

 ・図書資料、書誌データ、ICタグ経費含む 

②図書館情報システムの復旧  1,575千円 

 ・システム導入経費[パソコン等費用含む]  

③書架等の復旧費用 1,785千円 

 ・書架の解体・クリーニング・再設置、椅子座面の張替え、カウンター等の

書架の新規購入。 

④コピー機設置費用 100千円 

 ・コピー機の賃借費用5ヶ月分 

⑤消耗品費 200千円 

 ・修本用品、事務用品等の費用 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費 （項）文教施設災害復旧費 （目）社会教育施設災害復旧費 

需用費／消耗品費／修理本用品、事務用品費 200千円 

委託料／開発・改修業務／図書館システム復旧委託 1,575千円 

／製作・作成業務／書誌データ及びICタグ作成業務委託料 1,948千円 

／その他の業務委託／図書館家具復旧整備委託 1,050千円 

   使用料及び賃借料／複写機使用料／複写機賃借料 100千円 

   備品購入費／施設備品／図書館カウンター等 735千円 

        ／図書／閲覧用図書 21,700千円 

  

 

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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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 北部保健福祉センター備品等災害復旧事業  

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655 
 655 

655

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号による洪水の影響で、北部保健福祉センター内の備品等が破損した

ため、事務用備品や今後の保健事業実施に必要な物品を調達します。 

 

 

２ 事業の内容 

（購入予定備品） 

・ファイリングシステム用キャビネット 1台 

・レーザープリンター 2台 

・呼気中一酸化炭素濃度測定器・マイクロスモーカーライザー 1台 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費 （項）厚生労働施設災害復旧費（目）衛生施設災害復旧費 

   消耗品費        56千円 

   庁用備品      434千円 

   その他機械器具等  165千円 

 

担当課 福祉保健部健康推進室 電話 直通 23-2788 内線 6200 

 21



 
区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 農林施設復旧事業（大江町小規模農家支援センター）      

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7,600 
 7,600 

7,600

 

１ 事業の背景・目的 

農家の高齢化や経営環境の変化により農家数の減少傾向が続き、小規模な農

家ではその傾向が顕著です。 

福知山市小規模農家支援センター（河西加工場）では、小規模農家等の経営

支援や育成、６次産業化に取り組む農家への農産物の加工を通じて支援を行う

ことにより農業の生産基盤の強化につなげることを目的としています。 

今回、台風１８号の影響により同センターが冠水被害を受け、農産物加工機

械が稼働不能となっていますので、早急に復旧できるよう機械の修繕、更新を

行います。 

 

 

２ 事業の内容 

 《修繕、更新を行う主な機械等》 

・製粉機     １台 

・精米機     ３台 

・籾摺機     ２台 

・高速粉砕機   １台 

・計量選別機   ２台 

・デジタル重量秤 １台 

・事務機器    一式 
【水没した籾摺機】 

 

３ 事業費の内訳                  

  （款）災害復旧費 （項）農林施設等災害復旧費 （目）農林施設等災害復旧費 

・修繕料       970千円 

・機械購入費   6,630千円（運送据付費含む） 

 

 

 
  

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4122 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 新町コミュニティ会館災害復旧事業  

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4,500 
 4,500 

4,500

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号により新町コミュニティ会館が1メートル40センチ水没し、分電盤を

含む電気類並びに畳等建具、備品類が罹災したため災害復旧を行います。 

    

 

２ 事業の内容 

   罹災した分電盤一式、畳・ふすま取替等施設修繕並びにエアコン取替設置工

事、冷蔵庫や調理器具ほか備品を購入し、あらゆる人権問題の解決に向けて、

人権教育、啓発活動、文化活動、住民交流等を推進する拠点施設である教育

集会所の機能を回復させます。 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費（項）文教施設災害復旧費（目）社会教育施設災害復旧費

  

     需用費  消耗品費  障子紙購入費           30千円 

 

          修繕料   分電盤一式            525千円  

                畳取替修繕（55畳）      751千円 

                壁紙取替修繕一式       180千円 

                コンセント取替ほか      160千円  

 

    工事請負費       エアコン取替工事 3台   1,993千円   

 

       備品購入費       ガスコンロほか施設備品    861千円  
 

 

 

担当課 教育委員会生涯学習課 電話 直通 24-7064 内線 5145 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 げん鬼保育園災害復旧事業  

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4,000 
 4,000 

4,000

 

１ 事業の背景・目的 

台風 18 号による由良川の増水により大江町関のげん鬼保育園が床上浸水をしま

した。浸水によって損傷した保育用品や備品を新たに購入・修繕し保育環境を整え

ます。 
 

 
２ 事業の内容 

○浸水により損傷した保育用品(おもちゃ、画用紙、絵本等保育用品一式)、絵 

本棚等保育備品の購入 

○床板等施設及び電化製品等備品の修繕 

○消毒委託業務 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費 （項）厚生労働施設災害復旧費 （目）民生施設災害復旧費 

需用費      3,214千円 

委託料        158千円 

備品購入費    628千円 

担当課 福祉保健部子育て支援課 電話 直通 24-7083 内線 2117 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 林道施設災害復旧事業  

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2,800 
 2,800 

2,800

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号豪雨により被災した林道施設の災害復旧について、国の補助事業と

しての採択を受けることにより、受益者負担及び市負担の軽減を図るとともに

被災箇所の早期復旧による施設の機能回復と維持管理経費の軽減を図ります。 

 

 

２ 事業の内容 

下記の３路線について、災害復旧事業採択申請に向けた測量設計を実施しま

す。 

  ・藤巻線(三和町上川合地内) 被災箇所 ２箇所 

 ・小川線(三和町上川合地内) 被災箇所 ３箇所 

 ・馬船線(三和町高杉地内)  被災箇所 ２箇所 

 

 

３ 事業費の内訳  

 （款）災害復旧費 （項）農林施設等災害復旧費 （目）農林施設等災害復旧費 

   測量設計業務委託費 2,800千円 

 

 

 

 
  

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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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 土木施設災害復旧事業  

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15,100 
 15,100 

15,100

 

１ 事業の背景・目的 

集中豪雨により被害を受けた道路などを緊急的に復旧することにより、安

心・安全な市民生活を確保します。 

 

 

２ 事業の内容 

台風18号の集中豪雨により被害を受けた道路などを緊急的に復旧し、生活道

路などの安全を復旧します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費 （項）土木施設災害復旧費 （目）土木施設災害復旧費 

需用費 8,500千円（冠水による道路等修繕料） 

役務費 3,600千円（冠水による土砂撤去手数料） 

委託料 3,000千円（台風18号による道路・河川災害の測量費）       

 

 

 
  

担当課 土木建設部土木課 電話 直通 24-7059 内線 4218 

 26



 
区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 道路橋りょう災害復旧事業  

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28,940 
16,300 12,500 140 

28,940

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号の集中豪雨により被害を受けた道路を復旧することにより、市民の

安心・安全な道路交通を確保します。 

 

２ 事業の内容 

台風18号の集中豪雨により被害を受けた道路を復旧し、幹線道路の機能回復

を図り、生活道路の安全を復元します。 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費 （項）土木施設災害復旧費 （目）土木施設災害復旧費 

路線 
事業費 

（千円） 

補助・

単独 

被災 

延長 

予定 

工期 
備考 

上荒河観音寺線 24,590 補助 863m 12月末
工事請負費 

[災害応急本工事] 

戸田観音寺線 45m 

興観音寺線 48m 

石原戸田線 

4,350 単独 

28m 

10月 

中旬 

需用費(修繕料) 

[修繕本復旧] 

 

４ 主な特定財源 

 （款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）災害復旧費国庫負担金 

     道路災害復旧事業費補助金：24,590千円×2/3≒16,300千円 

  （款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債 

       ○補助対象分：（24,590千円－16,300千円）×100％≒8,200千円 

        補助・直轄災害復旧事業債 充当率100％ 

（交付税算入率95％） 

     ○単独分  ： 4,350千円×100％≒4,300千円 

      一般単独災害復旧事業債 充当率100％ 

（交付税算入率47.5～85.5％） 
  

担当課 土木建設部土木課 電話 直通 24-7059 内線 4218 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 樋門等施設災害復旧事業  

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5,265 
 5,265 

5,265

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号の増水により樋門施設水位計が故障したため、機能復旧を図ります。 

 

 

２ 事業の内容 

安井樋門・常津樋門・安井樋管・戸田樋門の水位計の修繕を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳  

 （款）災害復旧費 （項）土木施設災害復旧費 （目）土木施設災害復旧費 

安井樋門・常津樋門 

    電波式水位計取替    1,036,350円／台 

     内訳  材料費     714,000円 

         労務費     225,000円 

         諸経費      48,000円 

         消費税      49,350円 

       1,036,350円×2台＝2,072,700円 

安井樋管・戸田樋門 

    投込式水位計取替     798,000円／台 

     内訳  材料費     612,000円 

         労務費     120,000円 

         諸経費      28,000円 

         消費税      38,000円 

        798,000円×4台＝3,192,000円 

 

  計 2,072,700円+3,192,000円＝5,264,700円 

 
  

担当課 土木建設部都市整備課 電話 直通 24-7028 内線 4338 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 都市公園災害復旧事業  

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3,000 
 3,000 

3,000

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号により被災した都市公園の復旧を行い、機能回復を図る。 

 

 

２ 事業の内容 

対象公園：大江河東公園・まちづくり歴史公園・大江桜づつみ右岸緑地・宮川

橋公園・戸田１号公園・戸田２号公園・工業団地緩衝緑地 

 

復旧内容：堆積土砂撤去、がれき撤去、法面復旧、フェンス復旧ほか 

 

 

３ 事業費の内訳  

（款）災害復旧費 （項）土木施設災害復旧費 （目）土木施設災害復旧費 

 

 工事請負費  3,000千円 

 

 

 

   
 

被災状況（大江河東公園）     被災状況（戸田２号公園） 
       がれき・土砂流入           フェンス倒壊・土砂流入 

  

担当課 土木建設部都市計画課 電話 直通 24-7052 内線 4313 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 由良川猪崎河川敷運動広場災害復旧事業  

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16,000 
 16,000 

16,000

 

１ 事業の背景・目的 

本施設は、平成5年度より国土交通省の占用許可を受け、由良川猪崎河川敷運

動広場として整備し年間30,000人以上の利用者があります。被害を受けたこの

施設の本復旧を図り再び市民のスポーツの場として速やかに利用環境を回復さ

せる必要があります。 

 

２ 事業の内容 

台風18号の大雨で由良川が増水し、グラウンド及び周辺表土等が流失したた

め本復旧を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳  

 （款）災害復旧費 （項）文教施設災害復旧費  

（目）保健体育施設災害復旧費 

16,000千円 

【内訳】 

    工事請負費 

     由良川猪崎河川敷運動広場災害本復旧工事費 12,500千円 

                 Ａ面13,848㎡、Ｂ面8,892㎡ 

    備品購入費 施設備品   3,500千円 

     折りたたみ椅子  １５脚 

     長椅子      １６脚 

     ゴールポスト    ２台 

     ライン引き     ２個 

     テント       ３張 

     物置        １式 

     仮設簡易水洗トイレ ８基（ペダル式軽水洗便槽付） 

    
 

担当課 地域振興部スポーツ振興課 電話 直通 24-7069 内線 5148 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 農村研修集会施設災害復旧事業  

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4,500 
 4,500 

4,500

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号豪雨により浸水した集会施設の復旧を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

対象施設：河西上生活改善センター 

復旧内容：畳交換、床張替え等 

実施工程：平成25年10月～平成26年2月 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費 （項）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

 （目）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

 

・工事請負費    3,600千円 

・備品購入費     900千円 

・合計       4,500千円 

 

 

 

   
    ＜浸水高さ＞           ＜室内浸水高さ＞ 

 

 

 

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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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 福知山城憩いの広場施設災害復旧事業  

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1,500 
 1,500 

1,500

 

１ 事業の背景・目的 

台風１８号の豪雨により、福知山城憩いの広場「ゆらのガーデン」の一部が

浸水により被災し、施設破損及び施設備品損壊が生じたため復旧を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

 ○修繕等 

 園路内照明設備４基、スポットライト３基、自転車置き場看板１基、 

コンシェルジュゲート前舗装４０㎡ 

 

○機器取替え 

デジタルディスプレイ及びコントローラー等 一式 

 

 

３ 事業費の内訳  

 （款）災害復旧費 （項）その他公共施設・公用施設災害復旧費  

（目）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

総事業費   1,500千円 

 

（内訳） 

        需用費  消耗品費    13,000円（自転車置き場表示看板） 

施設修繕料 1,040,000円（コンシェルジュゲート前舗装） 

備品購入費        447,000円（ディスプレイ等取替） 

 

 

 

担当課 農林商工部商工振興課 電話 直通 24-7075 内線 4142 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 消防団施設災害復旧事業  

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1,280 
 1,280 

1,280

 

１ 事業の背景・目的 

台風 18 号により、床上浸水の被害を受けた消防団車庫詰所の改修及び水害を受

けた消防団資機材の整備を行い、消防団施設の災害復旧を行います。 

 

２ 事業内容 

（１）消防団車庫詰所の修繕 

庵我分団第２部（池部）消防詰所修繕 

河東分団第２部（尾藤口)消防詰所修繕 

有路上分団自動車部（北有路）消防車庫詰所修繕 

有路下分団第３部（二箇下）消防詰所修繕 

（２）消防団資機材の補充 

水害を受けた資機材整備（発電投光機等） 

 
３ 事業費の内訳 

  （款）災害復旧費 （項）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

 （目）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

（１）消防団車庫詰所の修繕   830 千円 

（２）消防団資機材の補充    450 千円 

 

        
 

               

担当課 消防本部 電話 直通 24-0119 内線 2420＋203 

有路上分団詰所 

 シャッターが流出・破損（上左） 

 詰め所内部建具も流出（上右） 

河東分団の発電投光器は水没・故障（左） 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 消防水利災害復旧事業  

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720 
 720 

720

 

１ 事業の背景・目的 

台風１８号により、由良川流域に設置する無蓋防火水槽のフェンスが破損したた

め改修し安全対策を図ります。 

 

２ 事業内容 

防火水槽フェンス改修工事    大江町二箇下地内 １基 

大江町二箇上地内 １基 

 

３ 事業費の内訳 

  （款）災害復旧費 （項）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

 （目）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

 

防火水槽フェンス改修  720 千円 

 
  大江町二箇下 被害を受けた水槽フェンス（1面が破損） 

   
                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        大江町二箇上  

被害を受けたフェンス 

（2面が破損） 

担当課 消防本部 電話 直通 24-0119 内線 2420＋203 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 大江支所災害復旧事業  

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72,000 
 46,500 25,500 

72,000

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号により住民サービスの拠点である大江支所等が被災し、窓口業務ほ

か支所機能全般に支障をきたしています。一刻も早い復旧を実施し、業務が遂

行できる体制を取り戻します。 

 

２ 事業の内容・事業費の内訳 

（款）災害復旧費 （項）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

 （目）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

内容 事業費 

（1）大江支所１階事務所災害復旧工事（建具、塗装、内装、

家具、解体） 

20,000千円 

（2）大江支所電気設備復旧工事 13,500千円 

（3）大江地域ゴミ集積場復旧工事（不陸整正、購入土敷き

均し、残土処分） 

8,500千円 

（4）地域振興センターエアコン設備工事（撤去・設置、コ

ンセント・ブレーカー取替） 

4,500千円 

（5）除雪機修繕 500千円 

（6）大江支所路面清掃（駐車場路面吐土清掃） 800千円 

（7）大江支所ＬＰガス修繕（ガス庫） 700千円 

（8）大江支所基幹システム用端末機器等（住基・税・福祉

系システム一式） 

674千円 

（9）車載用無線機親機・子機更新 1,890千円 

（10）大江地区防災行政無線修繕（屋外スピーカー4、公民館

受信機10） 

17,900千円 

（11）事務備品購入他（契印機・記載台・ＡＥＤ・キャビネ

ット・スタンド・書類ケース等庁用備品費、ファンヒー

ター等施設備品費、消耗品費、公用車燃料費、光熱水費、

クリーニング代） 

3,036千円 

 

 ３ 主な特定財源 

  （款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債 

     46,500〔上記（1）～（4）〕×100％＝46,500千円 

     一般単独災害復旧事業債充当率100％（交付税算入率47.5～85.5％） 

担当課 地域振興部大江支所 電話 直通 56-1101 内線75-9311 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 大江支所電算ネットワーク災害復旧事業  

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1,951 
 1,951 

1,951

 

１ 事業の背景・目的 

台風 18 号により水没被害を受けた、大江支所１階の業務用電算システムを本復

旧します。 
 

 

２ 事業の内容 

 元のとおり業務が行えるよう電算ネットワークの調査及び中継機器の設定・設

置を行い、ＬＡＮケーブルを敷設します。 
 

 

３ 事業費の内訳  

 （款）災害復旧費 （項）その他公共施設・公用施設災害復旧費 

 （目）その他公共施設・公用施設災害復旧 

委託料   1,628千円 ネットワークの調査及び設定 

 備品購入費  323千円 中継機器 

    

   

担当課 総務部情報推進課 電話 直通 24-7060 内線 3124 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 文教施設緊急復旧事業  

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4,500 
 4,500 

4,500

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号による由良川氾濫のため、大江町公庄にあるスクールバス車庫、事

務所等が水没しました。 

事務室の内外壁、床、電気、電話、ガス、上下水道等各施設、エアコン等備

品の復旧を行います。 

 

２ 事業の内容 

  大江スクールバス車庫緊急復旧工事   

 

３ 事業費の内訳  

 (款)災害復旧費 （項）文教施設災害復旧費 （目）公立学校施設災害復旧費

  

大江スクールバス車庫緊急復旧工事          4,500千円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          水没した大江スクールバス車庫事務室 

 

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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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 災害対策事業（臨時職員賃金）  

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16,229 
 16,229 

16,229

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号の影響により、本市に甚大な被害が発生しました。 

被災市民からの要望や相談、被災市民への支援、被災地域のインフラ復旧や

経済活動の支援等の業務が多く見込まれます。 

災害対応においては、本市職員一丸となって取り組みを始めたところですが、

災害による業務量の増によりマンパワー不足が深刻です。 

こうした被災市民の生活支援や住環境の改善、被災地域の復旧を一日も早く

実現するため、臨時職員を雇用し、マンパワー不足を補います。 

 

 

２ 事業の内容 

○台風18号特別対策チームへ派遣された職員の代替臨時職員賃金 

臨時職員２０人を２ヶ月間雇用・・・賃金5,796千円 

 

○台風18号の災害対応業務増による臨時職員賃金 

 大江支所・税務課・社会福祉課・高齢者福祉課・環境政策室・農林管理課 

商工振興課・土木課・建築課・公民館・図書館への配置 

・・・賃金10,433千円 

 

 

３ 事業費の内訳  

 （款）総務費 （項）総務管理費 （目）一般管理費 

       賃金 16,229千円 

 

 

 

 

 
  

担当課 総務部職員課 電話 直通 24-7034 内線 3232 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 

【国民健康保険事業特別会計】 

北部保健福祉センター災害復旧事業 

診療施設勘定繰出金 
 

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 3,000

補正後予算額14,532 
6,100 8,432  

17,532

 

１ 事業の背景・目的 

北部保健福祉センターにおいて、被保険者の健康の保持増進のため、損壊した施

設の早期復旧を図るとともに、被災した国保新大江病院附属有路診療所の施設復旧

に充てるため、国庫補助金を受入れこれを繰出します。 

 

２ 事業の内容 

台風18号によって浸水被害を受けた北部保健福祉センターの施設設備等を修繕し、

故障した備品の更新等を行います。 

また、被害を受けた診療施設（国民健康保険新大江病院附属有路診療所）分の特

別調整交付金を受入れ、診療施設勘定へ繰出します。 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）総務費 （項）総務管理費 （目）一般管理費 

事務室等復旧工事             5,775千円 

施設設備修繕料             3,723千円 

（エレベーター、火災検知器警報機、空調設備、地下タンク他） 

損壊した各種備品の購入         1,179千円 

施設復旧に要する燃料・光熱水費等     664千円 

損壊した各種消耗品類の補充        91千円 
 
  （款）諸支出金 （項）繰出金 （目）診療施設勘定繰出金 

診療施設勘定繰出金           3,100千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）財政調整交付金 

特別調整交付金（その他特別事情分） 

北部保健福祉センター分          3,000千円 

国民健康保険新大江病院附属有路診療所分  3,100千円 

（款）繰入金（項）他会計繰入金（目）一般会計繰入金 

       北部保健福祉センター分          8,432千円 

 

担当課 市民人権環境部保険課 電話 
直通 24－7015 

内線 2261 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 
【簡易水道事業特別会計】 

簡易水道施設災害復旧事業  

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41,200 
18,900 19,100 3,200  

41,200

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号豪雨により簡易水道施設の一部が被災し、安心・安全な給水ができ

ない状況にあります。早急に復旧し、安定した給水を図ります。 
 

２ 事業の内容 

大江町中央簡易水道 

 金屋取水場 取水ポンプ2台 操作盤1基 フェンス1式（単独事業費） 

細見簡易水道 

 芦渕取水場 取水流量計1基 

加用飲料水供給施設 

 加用浄水場 フェンス1式（単独事業費） 
  

３ 事業費の内訳  

 （款）事業費 （項）施設費 （目）簡易水道施設災害復旧費 

需用費      3,400千円 

 消耗品費     250千円 

 修繕料     3,150千円 

  大江町中央簡易水道 金屋取水場 

フェンス1式        1,200千円×1.05＝ 1,260千円 

加用飲料水供給施設 加用浄水場  

フェンス1式        1,800千円×1.05＝ 1,890千円 

委託料       630千円 

 大江町中央簡易水道  

  金屋取水場復旧に伴う実施設計業務 600千円×1.05＝ 630千円 

工事請負費    37,170千円 

 大江町中央簡易水道 金屋取水場施設復旧工事 

 取水ポンプ2台、操作盤1基   31,800千円×1.05＝ 33,390千円 

細見簡易水道 芦渕取水場復旧工事 

 取水流量計1基         3,600千円×1.05＝ 3,780千円 
 

 ４ 主な特定財源 

  （款）繰入金 （項）他会計繰入金 （目）他会計繰入金  3,200千円 

  （款）市債 （項）市債 （目）簡易水道事業債      19,100千円 

  （款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）簡易水道施設費国庫補助金 

                              18,900千円 

担当課 上下水道部水道課 電話 直通 22-6502 内線 72-300 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 
【宅地造成事業特別会計】 

非農用地造成事業施設災害復旧事業   

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2,100 
 2,100  

2,100

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号豪雨により被災した戸田地区の防災施設等の修繕を行います。 

 

２ 事業の内容 

止水板仮復旧：木製止水板（７箇所） 

調整池フェンス復旧 

植栽帯復旧 

実施工程：平成25年10月～平成26年2月 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）災害復旧費 （項）宅地造成事業施設災害復旧費 

 （目）宅地造成事業施設災害復旧費 

・消耗品費       500千円 

・修繕料      1,600千円 

・合計        2,100千円 

 

４ 主な特定財源 

 （款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 

2,100千円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      戸田地区 調整池フェンスの被災状況          

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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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 
【農業集落排水施設事業特別会計】 

農業集落排水施設災害復旧事業  

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43,200 
21,600 21,600  

43,200

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号に伴う河川氾濫等による浸水で、大江地域を中心に多くの農業集落

排水施設が被災しました。 

主な被災状況としては、水没によるマンホールポンプ制御盤の故障で、汚水

排水に支障が出ており、市民の生活環境を守るために緊急に復旧する必要があ

りますので、災害復旧を実施します。 

 

２ 事業の内容 

マンホールポンプ制御盤災害復旧工事 

  佐賀地区     1箇所 

大江河東地区   3箇所 

大江三河地区   4箇所 

大江北有路地区  8箇所 

大江有路地区   11箇所   計27箇所 

  

３ 事業費の内訳 

 （款）事業費 （項）施設費 （目）農業集落排水施設災害復旧費 

工事請負費  27箇所×1,600千円 ＝ 43,200千円 

  

４ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）集落排水事業債  21,600千円 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）集落排水国庫補助金21,600千円 

 

  

担当課 上下水道部下水道課 電話 直通 23-2085 内線 72-420 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 
【下水道事業会計】 

下水道施設災害復旧事業  

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63,300 
27,168 29,500 6,632  

63,300

 

１ 事業の背景・目的 

台風18号に伴う河川氾濫等による浸水で、大江地域を中心に多くの下水道施

設が被災しました。 

主な被災状況としては、水没によるマンホールポンプ制御盤の故障で、汚水

排水に支障が出ており、市民の生活環境を守るために緊急に復旧する必要があ

りますので、災害復旧を実施します。 

 

２ 事業の内容 

マンホールポンプ制御盤災害復旧工事 

  庵我地区     6箇所 

雀部地区     7箇所 

遷喬地区     1箇所 

大江地区     17箇所   計31箇所 

   土汚水中継ポンプ場気中開閉器保護計器災害復旧工事 一式 

   金屋中継ポンプ場災害復旧工事 一式 

 

３ 事業費の内訳 

（収益的支出） 

管渠費 手数料 

    吸引車使用手数料 6,930千円 

消費税及び地方消費税  

    課税仕入税額の増加に伴う消費税及び地方消費税納付額の減 △330千円 

  （資本的支出） 

汚水管渠災害復旧事業費 

マンホールポンプ制御盤災害復旧工事 

    31箇所×1,600千円×1.05＝52,080千円 

汚水中継ポンプ場災害復旧事業費 

  土汚水中継ポンプ場気中開閉器保護計器災害復旧工事 210千円 

  金屋中継ポンプ場災害復旧工事 4,410千円 

４ 主な特定財源 

  （資本的収入） 

災害復旧事業国庫補助金  27,168千円 

災害復旧事業債      29,500千円 
 

担当課 上下水道部下水道課 電話 直通 23-2085 内線 72-420 
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区分 災害復旧 （単位：千円）

事業名 
【病院事業会計】 

国民健康保険新大江病院施設災害復旧事業  

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 21,073

補正後予算額6,371 
 6,371  

27,444

 

１ 事業の背景・目的 

台風１８号接近に伴う大雨により浸水被害を受けた国民健康保険新大江病院附属

有路診療所の早期復旧を行い、地域医療の確保を図ります。 

 

２ 事業の内容 

有路診療所の施設設備及び医療機器の修繕、購入を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

  医療機器の購入(心電計・分包機・超音波診断装置)  5,000千円 

    施設の復旧(床の張替、畳・襖の更新)         931千円 

    施設備品の購入(机・椅子・機械戸棚)         440千円 

  

 

４ 主な特定財源 

（款）資本的収入 （項）他会計負担金 （目）他会計負担金 

一般会計繰入金                  3,271千円 

国民健康保険事業特別会計繰入金（特別調整交付金） 3,100千円 
 

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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◆ その他の議案 
 

■ 財政調整基金の繰入れについて              【財政課】 

災害救助、災害復旧関連経費の財源に充てるため、財政調整基金を繰入れます。 

 

繰入れ金額   ４３０,０００千円以内 

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、財政調整基金の年度末残高見込額は 25 億 4,856 万円となります

（ただし、今年度中に発生する利子を含めず推計しています）。 

H24 末残高 

 

① 

H25 実施 

H24決算剰余金積立

② 

H25 繰入れ 

今回災害対応分 

③ 

H25 年度末残高 

 

①＋②－③ 

2,647,711 千円 330,845 千円 430,000 千円 2,548,556 千円 
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