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◆ 会計別予算額一覧 
 

 

 

（単位：千円）

補正前の額 6月補正額 補正後の額

40,610,000 372,347 40,982,347

7,949,600 7,949,600

57,000 57,000

28,800 28,800

1,005,000 1,005,000

38,600 38,600

21,200 21,200

7,000 7,000

939,100 939,100

995,900 995,900

158,200 158,200

保険事業勘定 7,335,800 7,335,800

介護サービス事業勘定 33,000 33,000

33,100 33,100

172 172

1,831,800 1,831,800

834,000 834,000

21,268,272 21,268,272

3,341,800 3,341,800

5,802,400 5,802,400

市民病院事業 11,488,900 11,488,900

国民健康保険新大江病院事業 341,650 240,000 581,650

20,974,750 240,000 21,214,750

82,853,022 612,347 83,465,369合　　　　　　　　　計

大江都市計画事業河守土地区画整理事業

下夜久野地区財産区管理会

後期高齢者医療事業

地域情報通信ネットワーク事業

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計

介護保険事業

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

簡易水道事業

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

福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業
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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 ６月補正額 補正後の額

01 市税 11,362,428 11,362,428

02 地方譲与税 400,000 400,000

03 利子割交付金 27,000 27,000

04 配当割交付金 47,000 47,000

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 1,011,000 1,011,000

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 80,000 80,000

09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 18,000 18,000

10 地方特例交付金 46,000 46,000

11 地方交付税 10,750,000 10,750,000

12 交通安全対策特別交付金 16,000 16,000

13 分担金及び負担金 782,602 782,602

14 使用料及び手数料 1,004,293 1,004,293

15 国庫支出金 4,864,727 △ 44,604 4,820,123

16 府支出金 2,765,093 5,469 2,770,562

17 財産収入 419,565 419,565

18 寄附金 4,401 4,401

19 繰入金 823,203 823,203

20 諸収入 547,088 20,500 567,588

21 市債 5,624,600 373,600 5,998,200

22 繰越金 － 17,382 17,382

一般会計合計 40,610,000 372,347 40,982,347
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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 ６月補正額 補正後の額

01 議会費 305,460 305,460

02 総務費 6,527,887 209,768 6,737,655

03 民生費 13,251,893 13,251,893

04 衛生費 5,346,857 131,829 5,478,686

05 労働費 72,149 72,149

06 農林業費 1,864,411 8,775 1,873,186

07 商工費 466,459 466,459

08 土木費 2,096,441 2,096,441

09 消防費 1,483,285 1,483,285

10 教育費 3,729,742 21,975 3,751,717

11 災害復旧費 111,000 111,000

12 公債費 5,304,416 5,304,416

13 予備費 50,000 50,000

一般会計合計 40,610,000 372,347 40,982,347
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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 ６月補正額 補正後の額

6,733,161 6,733,161

うち
議員人件費

159,544 159,544

うち
職員人件費

4,914,906 4,914,906

5,251,130 15,285 5,266,415

303,796 303,796

7,774,576 120 7,774,696

4,080,439 199 4,080,638

5,532,936 236,743 5,769,679

う ち 人 件 費 255,926 255,926

5,421,936 236,743 5,658,679

補助事業費 2,583,958 5,400 2,589,358

単独事業費 2,837,978 231,343 3,069,321

111,000 111,000

5,304,416 5,304,416

849,519 849,519

294,600 120,000 414,600

4,435,427 4,435,427

50,000 50,000

40,610,000 372,347 40,982,347

災 害 復 旧
事 業 費

人 件 費

物 件 費

区 分

普 通 建 設
事 業 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 的 経 費

一般会計合計

公 債 費

積 立 金

出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

予 備 費



6 

◆ ６月補正予算 主要事項 
 

 
   

①　みんなで進める人権尊重・住民自治のまちづくり

コミュニティ助成事業                                        19,400 新規 7

地域振興補助事業                                            △14,763 縮小 7

教育集会所改修事業                                          3,900 継続 8

④　地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり

穀物乾燥施設再建支援事業                                    8,775 拡充 9

市民会館・中央公民館改修事業                                150,000 継続 10

⑤　地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり

国保新大江病院事業会計負担金                                120,000 拡充 20

女性のためのがん検診推進事業                                10,724 拡充 11

風しん予防接種費助成事業                                    1,105 継続 12-13

⑥　人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり

市庁舎耐震化・長寿命化改修事業                              51,531 継続 14

庁舎改修事業                                                3,600 継続 15

⑦　魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり

日新中学校特別教室棟改築事業                                14,300 新規 16

ガンド遺跡発掘調査受託事業                                  1,100 新規 17

スーパー食育スクール事業                                    2,331 新規 18

指定校研究事業                                              344 継続 19

240,000 新規 20

企
業
会
計

（単位：　千円）

事業名 補正額 増減区分 ページ

【病院事業会計（国民健康保険新大江病院）】
　　　新大江病院医療機器整備事業

通
常
補
正

一
般
会
計

（単位：　千円）

補正額 増減区分 ページ

施策名

事業名
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施策名 みんなで進める人権尊重・住民自治のまちづくり （単位：千円） 

事業名 コミュニティ助成事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

19,400 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   19,400  
補正後予算額 

19,400 

 １ 事業の背景・目的 

    地域で利用する施設及びコミュニティ備品等を新設・修繕し地域コミュニテ

ィの活性化を促進します。 

    平成26年3月27日付けで財団法人自治総合センターから助成決定通知があっ

たもので、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とした自治会等が実施

する事業に対して、本市を経由（歳入）して補助金を交付します。 

 ２ 事業の内容 

  (款)総務費 (項)総務管理費 (目)地域交流推進費 

 （１）コミュニティ助成事業補助金（一般コミュニティ助成事業） 

   ・土師新町南自治会コンビネーション遊具設置事業補助金    2,400千円 

     城見台児童公園への遊具設置事業に対して補助金を支出します。 

   ・大江太鼓コミュニティ備品（太鼓）の修繕事業補助金      2,000千円 

     台風18号により破損した太鼓の修繕に対して補助金を支出します。 

 （２）コミュニティ助成事業補助金（コミュニティセンター助成事業） 

   ・口榎原自治会公民館改築事業補助金             15,000千円 

     口榎原自治会施行の公民館改築事業対して補助金を支出します。 

３ 主な特定財源 

 (款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 

  コミュニティ助成事業助成金               19,400千円 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7033 内線 3131 

 

事業名 地域振興補助事業 縮小 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△14,763 

国 府 市債 その他 一般財源 34,668 

    △14,763 
補正後予算額 

19,905 

 １ 事業の目的・背景 

    口榎原自治会公民館改築事業を上記事業により実施することとするため、当

初計上していた本事業から該当予算を減額します。 

 ２ 対象事業 

  (款)総務費 (項)総務管理費 (目) 地域交流推進費 

    口榎原自治会公民館改築事業  △14,763千円 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7033 内線 3131 
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施策名 みんなで進める人権尊重・住民自治のまちづくり （単位：千円） 

事業名 教育集会所改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,900 

国 府 市債 その他 一般財源 7,700 

    3,900 
補正後予算額 

11,600 

 

１ 事業の背景・目的 

金山教育集会所の老朽化により、外壁や非常階段の防水が効かなくなり、和

室や調理室に雨漏りが発生し施設の傷みが激しくなっています。 

早急に改修することで、施設の適正な維持、また施設の安全使用につなげる

ため、改修工事を実施します。 

 

 

２ 事業の内容 

金山教育集会所 雨漏り改修工事    3,900千円 

  外壁塗装改修 

  屋根板金改修工事 

  和室内装改修工事 

  屋外階段防水改修工事 

 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)教育費  (項)社会教育費  (目)社会教育総務費 

  工事請負費  3,900千円 

担当課 教育委員会生涯学習課 電話 直通 24-7065 内線 5145 
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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 穀物乾燥施設再建支援事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

8,775 

国 府 市債 その他 一般財源 46,200 

 2,250   6,525 
補正後予算額 

54,975 

 

１ 事業の背景・目的 

平成25年9月15日発生の台風18号により興地区の西中筋ライスセンターが水

害に見舞われ、施設が甚大な被害を受けたことから、センター再建に向けた支

援事業を実施します。 

今回、水害対策のための嵩上げ工事と既存被災施設の撤去費について、補助

金を追加計上し、地域農業を支える新たな乾燥調整施設建設を支援します。 

 

２ 事業の内容 

乾燥施設再建支援に対して府の追加支援を受けることとなったため、また嵩

上げ工事に対しても水害対策としての必要性から、市が追加支援します。 

なお国・府補助金は市を経由して交付されることになります。 

（１）実施主体  西中筋営農組合 

（２）助成対象  穀物乾燥調整施設 

（３）補 助 金    8,775千円増額(46,200→54,975千円) 

  

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   8,775千円（府費2,250＋市費6,525） 
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

強い農業づくり交付金事業費補助金   2,250千円 
 

     （単位：千円） 

 全体事業費 施行内容 
財源内訳 

国府 市 地元 

補正前 84,000 本体事業   46,200 

 

－ 

 

37,800 

補正後 88,500 

本体事業 

嵩上げ工事(H=2m) 

既存乾燥施設撤去 

60,000 

24,000 

4,500 

48,450 6,525 33,525 

差引 
補正額 

4,500   2,250 6,525 △4,275 

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4120 
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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 市民会館・中央公民館改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

150,000 

国 府 市債 その他 一般財源 550,000 

△47,200  187,300  9,900 
補正後予算額 

700,000 

 
１ 事業の背景・目的 

市民交流プラザふくちやま（愛称：ききょう）に図書館、中央公民館が移転する

ため、空き施設となる既存建物を改修し中心市街地の公共施設を集約します。 

新たな市民会館は耐震改修工事等を施し中央保健福祉センター、男女共同参画セ

ンター、障害者生活支援センターが同居する保健福祉拠点とし、４階ホールは小規

模多目的ホールとしてリニューアルし利便性の向上を図ります。 

当初予算で計上していた改修経費に不足が生じたため、所要額の増額及び財源更

正を行います。 
  

２ 事業の内容 

・建物概要： 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上5階・塔屋2階 

合計延床面積 3,294㎡ 

・工事内容： 耐震化、内外装改修、機械設備、電気設備工事等 

・工事期間： 平成26年10月～平成27年6月（予定） 

翌年度にわたる工期確保が必要なため、繰越明許費を設定します。 
 

３ 事業費の内訳  

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）地域交流拠点施設整備費 

・工事請負費 補正額 150,000千円（550,000→700,000千円） 
        主に労務・資材単価の高騰、内装・ホール改修費等による増額です。 
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 

暮らし・にぎわい再生事業   △47,200千円（220,000→172,800千円） 

  (款)市債 (項)市債 (目)総務債 

合併特例債               187,300千円（313,500→500,800千円） 
 
５ 計画図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当課 市長公室企画課 電話 直通 24-7030 内線 3112 

階

4

3

2

1

現市民会館・中央公民館市民交流プラザふくちやま

・中央保健福祉センター

・中央保健福祉センター

・障害者生活支援センター

男女共同参画センター
（事務室・活動室・研修室等）

小規模多目的ホール
（舞台・照明・椅子等の改修）

・福知山市図書館

・中央公民館

・市民会館

4階ホール

（仮称）市民会館・

中央公民館改修事業

京都ジョ ブパーク

一般図書

市民交流スペース

研修室

児童図書
ほっとはあと

コーナー

ﾏｻﾞｰｽﾞ
ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ

視聴視室

グループ
学習室

研修室展示室
ボラン
ティア室

ハートフ
ルスペー

ス

自動交付

機

創作室
和室
調理室 研修室



11 

 

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 女性のためのがん検診推進事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

10,724 

国 府 市債 その他 一般財源 36,759 

2,596    8,128 
補正後予算額 

47,483 

 

１ 事業の背景・目的 

若い世代から罹患率が高くなる女性のがん（子宮頸がん、乳がん）の検診受診促

進とがんの早期発見、正しい健康意識の普及啓発を行い、健康の保持・増進を図る

ために実施します。今回、国の「働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実

施要綱」が平成25年度末に変更されたため、それに準じ平成21～24年度に無料クー

ポン券・がん検診手帳を配布したものの未受診であった対象者へ、再度無料クーポ

ン券を送付し、検診受診促進を図るために、所要額を補正します。 
 
２ 事業の内容 

(１)検診内容：子宮頸がん検診（直接採取による膣細胞診、組織診） 

       乳がん検診（視触診とマンモグラフィ併用検診） 

※40歳代は2方向、50歳以上は1方向撮影 

             対象者に無料クーポン券・受診勧奨文を送付 

(２)対象者：過去（平成21～24年度）に無料クーポン送付対象者で当該年度に 

     未受診の人 

・子宮頸がん検診 5,432人 

(H26.4.1現在、22～25・27～30・32～35・37～40歳) 

・乳がん検診   5,704人 

              (H26.4.1現在、42～45・47～50・52～55・57～60歳) 

 (３)受診予定人数： 

子宮頸がん検診受診予定者数 706人 

（補正予算分513人、当初予算分193人  受診率13％) 

乳がん検診受診予定者数   684人 

  （補正予算分419人、当初予算分265人  受診率12％） 
 
３ 事業費の内訳 

（款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）保健指導費 

・需用費 1,504千円 ・役務費 2,061千円 

・委託料 7,138千円 ・扶助費   21千円 
 

４ 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  

疾病予防対策事業費等補助金   2,596千円 

担当課 福祉保健部健康推進室 電話 直通 23-2788 内線 6210 
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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 風しん予防接種費助成事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 － 

1,105 

国 府 市債 その他 一般財源 

 544   561 
補正後予算額 

1,105 

 

１ 事業の背景・目的 

妊娠初期に妊婦が風しんに罹患すると、風しんウイルスが胎児に感染し、出生

児に多様な先天異常（先天性風しん症候群：低出生体重、難聴、心疾患、眼の異

常）が起こることがあります。そのリスクから守るため、京都府において「風し

ん予防接種助成事業」が昨年度に引き続き実施されます。今回は抗体価が低い人

（妊娠を希望する女性。抗体価が低い妊婦の同居者）を対象に実施し、妊婦への

感染抑止と安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めることを目的に実施しま

す。 
 

２ 事業の内容 

(１)対象者: 

①妊娠を希望する女性で、かつ抗体検査等により抗体価の低い人 

     ②妊娠をしている女性の同居者で、抗体検査等により抗体価の低い人 

ただし、妊娠をしている女性の抗体価が低い場合とします。 

     ※風しん抗体価検査は、京都府が無料で実施しています（府保健所及

び医療機関で受けることができます）。 
 

(２)実施内容：麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチンまたは風しん（単抗原）ワ 

クチン予防接種費用を一部助成します。 

        原則、医療機関で接種した自己負担額の３分の２を限度額内で 

助成します。市民税非課税世帯、生活保護世帯は申請により限 

度額内で全額助成します。 
 

(３)接種助成見込み者数：160人 
 

(４)対象期間：平成26年4月1日～平成27年3月31日接種分 
 
３ 事業費の内訳 

（款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）予防費 

・需用費   2千円  ・役務費 14千円 

・扶助費 1,089千円 
 
 ４ 主な特定財源 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）衛生費府補助金 

     風しん予防接種助成事業補助金  544千円 

 

 



13 

 

 ≪参考≫ 

 平成25年度は「風しん予防接種緊急助成事業」として実施 

〔助成対象者〕 

福知山市民で19歳以上の妊娠を希望する女性、妊娠をしている女性の配偶者で次

のすべてに該当する人 

① 過去に風しんワクチン、麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン、麻しんおたふ

くかぜ風しん混合（ＭＭＲ）ワクチンの接種履歴がない又は１回の人 

② 風しんに罹患していない人 

③ 妊娠していない人 

〔対象期間〕平成25年6月1日～平成26年3月31日 

〔助成実績〕209人 

担当課 福祉保健部健康推進室 電話 直通 23-2788 内線 6220 
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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 市庁舎耐震化・長寿命化改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

51,531 

国 府 市債 その他 一般財源 559,294 

  48,900  2,631 
補正後予算額 

610,825 

 

１ 事業の背景・目的 

本年2月に改定された公共工事設計労務単価及び資材単価の急激な変動に対

応するため、庁舎耐震改修工事及び庁舎トイレ改修工事に係る事業費を補正し

ます。 
 
２ 事業の内容 

庁舎耐震改修工事は「公共工事標準請負契約約款」第25条第6項(インフレスラ

イド条項※)の適用対象工事です。この工事について受注者から請負代金額の増額

請求があった場合に対応するため、また今後発注する庁舎トイレ改修工事も同じ要

因で予算が不足するため継続事業のH26、H27年割額を増額補正します。 

 
 
※インフレスライドとは、インフレ等により工期内に急激な賃金・物価の変動が生じた

場合、発注者または受注者の請求を経て請負代金額を変更する手続きのことです。ただし

今回の適用は平成26年1月31日以前に契約済で、残工期が2ケ月以上あり、残工事の請負代

金額の単価変動による増額が残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えている

ことが条件とされています。 

 
３ 事業費の内訳 

（款）総務費（項）総務管理費（目）財産管理費 

 ・工事請負費 

庁舎耐震改修工事    38,021千円（継続費） 

庁舎トイレ改修工事   13,510千円（継続費） 

合 計         51,531千円 
 

４ 主な特定財源 

（款）市債（項）市債（目）総務債 

・合併特例債  48,900千円 

担当課 総務部総務課 電話 直通 24-7036 内線 3212 

（単位　千円）

総　額 年度 年割額 総　額 年度 年割額 総　額 年度 年割額

25 184,716 25 184,716 25 0

26 559,294 26 610,825 26 51,531

27 203,530 27 215,209 27 11,679

947,540 1,010,750

差引補正額　②－①

63,210

補正前　① 補正後　②
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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 庁舎改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,600 

国 府 市債 その他 一般財源 37,606 

  3,400  200 
補正後予算額 

41,206 

 

１ 事業の背景・目的 

市本庁舎に設置されている自動火災報知機は、昭和51年9月に導入後37年が経

過し、機器の老朽化が進んでいることから、火災発生時において来庁者等の安

心・安全を確保するため、機器更新を図ります。 

 

 

２ 事業の内容 

自動火災報知機の機器更新工事に係る実施設計業務を施工します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費（項）総務管理費（目）財産管理費 

 ・委託料 

自動火災報知機の機器更新に係る実施設計業務 3,600千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）市債（項）市債（目）総務債 

・合併特例債  3,400千円 

 
  

担当課 総務部総務課 電話 直通 24-7036 内線 3212 
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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 日新中学校特別教室棟改築事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

14,300 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

  14,000  300 
補正後予算額 

14,300 

 

１ 事業の背景・目的 

日新中学校管理棟は、平成23年度の耐震診断により、耐震性の低い建物であ

る事が判明しました。また平成25年度には耐力度調査を行い、耐震補強工事か

改築（建替）工事のいずれの工法を選択するか検討を進めてきました。事業費

と市の一般財源負担を比較検討した結果、管理棟の耐震改修工事を実施するこ

ととし、これに先行して特別教室棟の改築を進めます。 

 

２ 事業の内容 

特別教室棟改築に伴う設計業務を実施します。 

管理棟の耐震改修工事を実施すると、1階の理科室 2室それぞれの中央部に耐

震壁を設置する必要があり、理科室としての機能を失うことになります。この

ため理科室を管理棟から分離し、現在の技術棟を改築することで、技術室、理

科室を備えた特別教室棟として新たに整備します。 

 実施計画 

年度 技術室棟 特別教室棟 管理棟 

H26  設計業務  

H27 仮設棟建設 

既設棟解体 

建設工事  

H28 仮設棟解体 建設工事 耐震工事 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）教育費 （項）中学校費 （目）学校建設費  

   委託料  

日新中学校特別教室棟改築工事に伴う設計業務 14,000千円 

役務費 

上記に伴う確認申請手数料            300千円 

 

 ４ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）教育債    

      緊急防災・減災事業債 

     14,000千円×100％＝14,000千円        14,000千円 

 

   

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 ガンド遺跡発掘調査受託事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳(千円) 補正前予算額 

1,100 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   1,100  
補正後予算額 

1,100 

 

１ 事業の背景・目的 

本事業は、大江町高津江に所在するガンド遺跡地での土取計画に伴う、同遺跡の

発掘調査事業です。貴重な文化遺産の記録を保存して後世へと伝えることができる

ものであり、福知山の歴史・文化遺産として調査結果を市民へ還元することを目的

とします。 

 

２ 事業の内容 

埋蔵文化財の所在する位置において発掘調査現地調査を実施し、その記録を保存

します。 

受託事業として実施し、開発者である株式会社ビガー(綾部市)が発掘調査経費を

負担します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款)教育費 (項)社会教育費 (目)社会教育総務費 

賃金等              71千円 

委託料           

 現地作業委託等・測量作業   739千円 

その他事務経費         290千円 

 

４ 主な特定財源 

(款)諸収入 (項)受託事業収入 (目)教育費受託事業収入  

ガンド遺跡発掘調査受託事業  1,100千円 

  

 

担当課 教育委員会生涯学習課 電話 直通 24-7065 内線 5151 

ガンド遺跡全景 
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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 スーパー食育スクール事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,331 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

 2,331    
補正後予算額 

2,331 

 

１ 事業の背景・目的 

平成26年度文部科学省の「スーパー食育スクール」の指定を市立日新中学校

が受けたため、京都府からの委託により事業実施します。 

生徒の食生活の質を高めることが、生徒たちの進路実現にどのように関わっ

ているのかを、生徒の食への関心・体力テストを検証することにより明らかに

します。家庭とも連携をしながら生徒の食事の質を高め、食育のさらなる充実

推進を図ります。 

 

２ 事業の内容 

・毎月の「朝食アンケート」により、生徒の食生活改善意欲につなげる。 

・栄養教諭が「朝食アンケート」結果をデータ化し、活用する。 

・朝食レシピ集を作成・配布し、家庭での実践を支援。 

・講演会の開催。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)教育費 (項)教育総務費 (目)教育振興費  

賃金        207千円 

報償費       119千円 

使用料及び賃借料 1,213千円 

その他事務経費   792千円  

 

４ 主な特定財源 

 (款)府支出金 (項)府委託金 (目)教育費府委託金  2,331千円    

 
                           

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7063 内線 5128 
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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 指定校研究事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

344 

国 府 市債 その他 一般財源 250 

 344    
補正後予算額 

594 

 

１ 事業の背景・目的 

新たに京都府教育委員会の研究指定を受けた小中学校で、教育活動の充実を

図る研究実践の取組を行います。 

 

２ 事業の内容 

  ・学力向上システム開発校（26・27年度） 

六人部中学校 250千円 

  自校の学力向上にかかる課題を克服するため、教職員の指導力並びに児童

生徒の学力向上、並びに地域との連携協働を推進します。 

 

・土曜日を活用した教育の在り方実践研究指定校（26年度） 

 成仁小学校・成和中学校 94千円 

  土曜日を活用した多様で魅力的な教育活動を実践するため、地域とのより

積極的な連携推進など、新たな教育環境の変化に対応した効果的な教育活動

の実施に向けた実践的・専門的な研究活動を実施します。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)教育費 (項)教育総務費 (目)教育振興費 

報償費         80千円  

備品購入費       44千円 

その他事務経費    220千円  

       

 

４ 主な特定財源  

 (款)府支出金 (項)府委託金 (目)教育費府委託金 （節）教育総務費委託金 

 344千円 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7040 内線 5124 
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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 
【病院事業会計（国民健康保険新大江病院）】 

新大江病院医療機器整備事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

240,000 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

  120,000 120,000  
補正後予算額 

240,000 

 

１ 事業の背景・目的 

新大江病院が平成 27 年 4 月 1 日から市民病院の分院的運営に移行することに備

え、本年度中に市民病院の電子カルテ等のシステムを新大江病院に構築します。こ

のことにより市民病院と医療情報を連携させ、効率的な診療・治療サービスの展開

を実現し、病院の機能的運営を図ります。 

 

２ 事業の内容 

電子カルテなど医療を支える電子機器の導入を行います。 

 

３ 事業費の内訳 

電子カルテ等医療情報システムの整備          240,000千円 

専用回線等ネットワーク環境 14,000千円、電子カルテシステム 226,000千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 主な特定財源 

(款)資本的収入 (項)企業債 (目)企業債        120,000千円（病院事業債） 

(款)資本的収入 (項)他会計負担金 (目)一般会計出資金 120,000千円 

               （一般会計が合併特例債を120,000千円発行して出資） 

担当課 
市民人権環境部保険課 

（市民病院事務部総務課） 電話 
直通 24-7019 内線   2265 

(代表 22-2101 内線71-2219) 
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◆ 条例関連議案 
 

■ 福知山市火災予防条例（一部改正）           【消防本部】 
 

１ 改正の理由 

消防法施行令の改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の概要 

（１）文言の整理を行うこととした。               （第５０条第１項関係） 

（２）法人でない団体に罰則を適用する場合に、その代表者又は管理人が訴訟行為につ

き当該団体を代表するとともに、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に

関する法律の規定を準用することとした。      （第５０条第２項関係） 

 

３ 施行期日 
公布の日 

 

 

■ 福知山市都市公園条例（一部改正）          【都市計画課】 
 

１ 改正の理由 

三段池公園テニスコートのセンターコート新設等に伴い、所要の規定の整備を行う

必要がある。 

 

２ 改正の概要 

（１）文言の整理を行うこととした。               （第７条関係） 

（２）センターコートの利用料金を定めることとした。（別表第３第４項第７号関係） 

 

３ 施行期日 

（１）公布の日 

（２）規則で定める日 
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◆ その他の議案 
 

■ 工事請負契約の変更について                【建築課】 

 
工 事 名   市営住宅南天田団地第２期建替工事 

変更前契約金額  ４２２,４１５,０００ 円  

変更後契約金額  ４２６,５８５,９６０ 円 

変 更 理 由    福知山市工事請負契約約款第２５条第６項のインフレスラ 

イド条項の適用による。 

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 

 

 

■ 工事請負契約の変更について              【教育総務課】 

 
工 事 名   桃映中学校北校舎改築工事 

変更前契約金額  ３１９,８７８,３００ 円 

変更後契約金額  ３４５,１３８,４２０ 円 

変 更 理 由    機械設備工事の入札不調に伴う工事期間の延長に係る諸経 

費の増及び福知山市工事請負契約約款第２５条第６項のイ 

ンフレスライド条項の適用による。 

契約の相手方    高見・公正共同企業体 

代表者 福知山市字天田３１番地の１ 

株式会社高見組 

代表取締役  中 井 政 夫 

構成員 福知山市夜久野町額田６３３－１ 

公正産業株式会社 

                   代表取締役  衣 川 浩 二 
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■ 専決処分の承認について（２件） 
福知山市税条例ほか１条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき一

部改正の専決処分を行った。 

 

●福知山市税条例及び福知山市税条例の一部を改正する条例（一部改正） 

<H26.3.31 専決第６号>                  【税務課】 
１ 改正の理由 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号）の施行に伴い、所要

の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の概要 

（１）課税計算の細部については、地方税法に定められていることから、市税条例で

定める必要がないため削除することとした。 

（附則第６条、第６条の２、第６条の３関係） 

（２）復興所得税導入に係る寄附金税額控除における特例の率について、関連付ける

読み替え条文を追加することとした。         （附則第７条の４関係） 

（３）固定資産税等の課税標準額を特例により減額する場合を追加し、その割合を定

めることとした。 

（附則第１０条の２第１項、第２項、第３項、第５項及び第６項関係） 

（４）耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の

特例を追加することとした。         （附則第１０条の３第８項関係） 

（５）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例の適用期間を平成２６年度から平成２９年度まで延長すること

とした。                 （附則第１７条の２第１項関係） 

（６）文言の整理を行うこととした。        （附則第１７条の２第２項関係） 

（７）文言の整理を行うこととした。  （一部改正条例附則第１条及び第２条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２６年４月１日 

 

●福知山市都市計画税条例（一部改正）<H26.3.31 専決第７号>   

        【税務課】 
１ 改正の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号）の施行に伴い、所要の

規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の概要 

地方税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。                    （附則第１１項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２６年４月１日 
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■ 平成２５年度予算繰越計算書について（報告） 
 

（１） 継続費逓次繰越 

   （一般会計）   市庁舎耐震化・長寿命化改修事業ほか３件 

（２） 繰越明許費 

（一般会計）   （仮称）市民交流プラザふくちやま建設事業ほか４０件 

（簡易水道事業特別会計）  簡易水道施設災害復旧事業 

（地域情報通信ネットワーク事業特別会計）  

「ｅ－ふくちやま」保守管理事業 

（３） 事故繰越 

（一般会計）   （仮称）市民会館・中央公民館改修事業ほか１件 

（４） 地方公営企業法に定める建設改良費の繰越 

（水道事業会計）  第５次拡張事業堀浄水場緩速ろ過池更新に伴う導水管布 

設他工事ほか２件 

（下水道事業会計） 管渠施設改良事業ほか３件 

（５） 地方公営企業法に定める営業費用の事故繰越 

（水道事業会計）  公用車（加圧式給水車）購入に係る自賠責保険料 

（６） 地方公営企業法に定める逓次繰越 

（下水道事業会計） 土師新町貯留施設設置事業ほか１件 

（病院事業会計）  救命救急棟建築事業 

 

■ 損害賠償の額について（報告）               
 

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 

H26.3.10 

専決第５号 

平成２５年１２月１７日、福知山市役所東駐

車場において、市公用車がプレハブ事務所に接

触し、これを破損した事故による相手方の損害

を賠償する。 

28,350 円 土木課 

H26.4.18 

専決第１号 

平成２６年３月１６日、福知山市字天田（東

岡町）地内市道釜戸２号線において、車両が市

道側溝のグレーチングを跳ね上げ、燃料タンク

を破損した事故による相手方の損害を賠償す

る。 

52,444円 土木課 
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■ その他の債権の放棄について（報告３件） 
 

福知山市債権管理条例第１１条第１項の規定により、福知山市のその他の債権を別紙

のとおり放棄したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

（一般会計・特別会計） 

債権の名称 所管課 債権の額 債権の件数 

公立保育園 

通園バス利用料 
子育て支援課 6,000 円 1件 

老人ホーム等 

措置費負担金 
高齢者福祉課 651,260 円 1件 

市営住宅 

使用料 
建 築 課 2,125,700 円 9件 

簡易水道 

給水使用料 
お客様サービス課 551,918 円 20件 

計  3,334,878 円 31件 

 

（水道事業会計） 

債権の名称 所管課 債権の額 債権の件数 

水道料金 お客様サービス課  1,977,974 円   141件 

計  1,977,974 円 141件 

 

（病院事業会計） 

債権の名称 所管課 債権の額 債権の件数 

診療費 医事課  2,884,550 円   6件 

計 
 

2,884,550 円  6件 

 

（合 計） 

  債権の額 債権の件数 

   8,197,402 円   178件 

 


