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◆ 前倒し補正の経緯・目的 
 

 本市において国が進める地方創生の地方版総合戦略を策定するため平成２７年１月１３

日（火）に「福知山市まち・ひと・しごと・あんしん創生推進本部」を発足しました。 

 福知山市の取組が全国のモデルケースとなるようスピード感を持ち、日本が抱える課題

を北近畿地方から解決できるような施策を打ち出すことを目指しています。 

 平成 27年度から 31年度までの 5年間を対象期間とし、策定や進捗管理は外部有識者

に参画いただきます。また、福知山市創生の実現に向け、基本目標や各施策における数値

目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、ＰＤＣＡサイクルを確立させ、着実に実施

することとします。 

 

○地域経済対策関連 

 国の緊急経済対策（地域住民生活等緊急支援のための交付金）を積極的に活用し、市内

での消費喚起や市民の生活支援を進めるとともに、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」に基づき「地方版総合戦略」を策定し、これを先行的に実施します。 

 

■市内での消費喚起や市民の生活支援を実施（地域消費喚起・生活支援型） 

【一般会計】 

ふくちやま復興プレミアム商品券発行事業     118,748千円（1件） 

■まちひとしごと創生総合戦略の先行実施（地方創生先行型） 

【一般会計】 

地方版総合戦略及び地方人口ビジョン策定事業      5,000千円（1件） 

Ⅰ 福知山市にしごとをつくり、安心して働けるようにする  25,017千円（11件） 

Ⅱ 福知山市への新しいひとの流れをつくる         26,326千円（10件） 

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる     3,180千円（2件） 

Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

                    45,019千円（8件） 

 

★地域住民生活等緊急支援のための交付金の概要 

 

 

 

物価動向や消費に関する地域の実情

に配慮しつつ、地域の消費喚起など景

気の脆弱部分に、スピード感を持って

的を絞った対応 

しごとづくりなど地方が直面する構

造的な課題への実効ある取り組みを通

じて地方の活性化を促す 

 

 

  

経済対策に関する内閣総理大臣指示 

○目的：地方公共団体が実施する、地

域における消費喚起策やこれ

に直接効果を有する生活支援

策に対し、国が支援 

○対象事業：地方公共団体が策定する

実施計画に定めた上記の事業 

例）プレミアム付き商品券等 

○目的：地方公共団体による地方版総合

戦略の早期かつ有効な策定とこ

れに関する優良施策等の実施に

対し、国が支援 

○対象事業：①地方版総合戦略の策定 

    ②地方版総合戦略における「し

ごとづくりなど」の事業 
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◆ 会計別予算額一覧 
 

（単位：千円）

補正前の額
３月補正額
（前倒し分）

補正後の額

46,195,107 254,790 46,449,897

7,998,900 7,998,900

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

947,100 947,100

995,900 995,900

158,200 158,200

保険事業勘定 7,477,214 7,477,214

介護サービス事業勘定 36,880 36,880

33,100 33,100

172 172

1,834,100 1,834,100

834,000 834,000

21,473,166 21,473,166

3,372,688 3,372,688

10,247,240 73,000 10,320,240

市民病院事業 11,691,643 11,691,643

国民健康保険新大江病院事業 581,650 581,650

25,893,221 73,000 25,966,221

93,561,494 327,790 93,889,284

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

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
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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
３月補正額
（前倒し分）

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 10,850,000 40,096 10,890,096

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 809,571 809,571

14 使用料及び手数料 1,004,293 1,004,293

15 国庫支出金 5,814,020 180,043 5,994,063

16 府支出金 4,435,097 29,329 4,464,426

17 財産収入 419,565 419,565

18 寄附金 5,401 5,401

19 繰入金 1,823,203 1,823,203

20 諸収入 567,912 567,912

21 市債 6,965,200 3,800 6,969,000

22 繰越金 476,417 1,522 477,939

一般会計合計 46,195,107 254,790 46,449,897
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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
３月補正額
（前倒し分）

補正後の額

01 議会費 308,103 308,103

02 総務費 6,919,328 55,784 6,975,112

03 民生費 14,627,222 6,096 14,633,318

04 衛生費 5,635,135 25,000 5,660,135

05 労働費 72,149 72,149

06 農林業費 2,035,075 3,089 2,038,164

07 商工費 542,049 144,748 686,797

08 土木費 2,138,822 1,500 2,140,322

09 消防費 1,515,241 15,451 1,530,692

10 教育費 3,848,081 3,122 3,851,203

11 災害復旧費 3,199,486 3,199,486

12 公債費 5,304,416 5,304,416

13 予備費 50,000 50,000

一般会計合計 46,195,107 254,790 46,449,897
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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
３月補正額
（前倒し分）

補正後の額

6,949,302 6,949,302

うち
議員人件費

161,332 161,332

うち
職員人件費

5,129,147 5,129,147

5,509,727 142,747 5,652,474

325,796 325,796

7,869,737 461 7,870,198

4,275,846 105,082 4,380,928

10,162,911 6,500 10,169,411

う ち 人 件 費 288,610 288,610

6,963,425 6,500 6,969,925

補助事業費 3,686,415 6,500 3,692,915

単独事業費 3,277,010 3,277,010

3,199,486 3,199,486

5,304,416 5,304,416

850,519 850,519

443,200 443,200

4,453,653 4,453,653

50,000 50,000

46,195,107 254,790 46,449,897一般会計合計

公 債 費

積 立 金

出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

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
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◆ ３月補正予算 主要事項(前倒し補正等) 
  

   
　※ 「地域住民生活等緊急支援のための交付金」（以下、「交付金」）活用　33事業ほか

■ 地域消費喚起・生活支援型

ふくちやま復興プレミアム商品券発行事業 118,748     89,419       商工振興課 9

■ 地方創生先行型

地方版総合戦略及び地方人口ビジョン策定事業    5,000         4,030         企画課 10

Ⅰ　福知山市にしごとをつくり、安心して働けるようにする

起業おうえん事業                          3,587         2,891         商工振興課 11

販路開拓支援事業                          1,950         1,572         商工振興課 12

６次産業推進事業                          3,089         2,490         農業振興課 13

タウン情報掲載事業                        2,031         1,637         観光振興課 14

海の京都博（仮称）開催事業                3,000         2,418         観光振興課 15

海の京都推進事業                          4,214         3,396         観光振興課 16

福知山城公園整備基本構想策定事業          1,500         1,209         都市計画課 17

商店街等振興事業                          1,860         1,499         商工振興課 18

介護職員初任者研修受講支援事業            1,200         967           高齢者福祉課 19

北京都ジョブパーク事業                    396           319           商工振興課 20

ふるさと就職おうえん事業                  2,190         1,765         商工振興課 21

Ⅱ　福知山市への新しいひとの流れをつくる

「いなか暮らし大作戦」福知山 Ｉ ターン事業  6,000         4,836         企画課 22

夜久野高原工芸村整備事業                        2,000         1,612         夜久野支所 23

スイーツフェスティバル事業                1,200         967           観光振興課 24

佐藤太清記念美術館特別展事業              3,649         2,941         まちづくり推進課 25

城下町福知山・まち歩き観光促進モデル事業  5,572         4,491         商工振興課 26

スポーツ合宿補助事業                      2,000         1,612         スポーツ振興課 27

大江山ウォーク推進事業                    382           308           スポーツ振興課 28

SEA TO SUMMIT 事業 740           596           スポーツ振興課 29

中丹式インターンシップ事業 433           349           企画課 30

介護人材確保対策事業                      4,350         3,506         高齢者福祉課 31

Ⅲ　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

ひとり親世帯保護者支援事業            546           440           子育て支援課 32

楽しい子育て！数珠つなぎ一万人インタビュー事業 2,634         2,123         企画課 33

Ⅳ　時代に合った地域つくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する

三和地域協議会支援事業 12,310       9,922         三和支所 34

元気出す地域活力支援事業 3,400         2,740         まちづくり推進課 35

「
交
付
金

」
活
用
事
業

一
般
会
計

（単位：　千円）

補正額 担当課 ページうち
「交付金」
充当額

体系

事業名
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ＫＴＲ経営支援事業 18,931       18,931       生活交通課 36

自主防災組織育成補助事業 3,200         2,579         危機管理室 37

自主防災組織地域防災マップ作成事業        3,972         3,201         危機管理室 38

めざせ！「救急の絆」世界一のまち事業 1,779         1,434         消防本部 39

シティプロモーション事業 427           344           企画課 40

地域提案交付金事業 1,000         806           企画課 41

小計 223,290     177,350     

消防水利整備事業（国の補正予算第１号分） 6,500         -              消防本部 42

下水道事業会計負担金 25,000       -              財政課 43

一般会計　計 254,790     177,350     

企
業
会
計

73,000       -              下水道課 43

 全会計　合計 327,790     177,350     

多保市正明寺線（高畑工区)橋梁下部工（P1、P3橋脚）工事（追加分） 債務負担 -              都市計画課 44

（単位：　千円）

補正額 うち
「交付金」
充当額

担当課 ページ

「
交
付
金

」
活
用
事
業

【下水道事業会計】
　　市民と共につくる災害に強いまちづくり事業

そ
の
他
国
補
正
関
連

一
般
会
計

事業名

体系
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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 ふくちやま復興プレミアム商品券発行事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

118,748 

国 府 市債 その他 一般財源  

89,419 29,329    
 

 

１ 事業の背景・目的 
    本事業は連年にわたり被災を受けた市民や事業所等の速やかな復興を推し

進めるため、国の地域住民等緊急支援のための交付金（地域消費喚起型・生
活支援型）を活用し、『ふくちやま復興プレミアム商品券』を発行すること
で地域における消費の喚起や住民生活の支援を行うとともに、地域経済の復
興とさらなる活性化を促します。 

 
２ 事業の内容 

   実 施 主 体： 福知山市 
   受 託 者： 福知山商工会議所、福知山市商工会、福知山観光協会、 
  （予  定）   福知山まちづくり㈱、㈱京都銀行、京都北都信用金庫 

 商 品 券 名 称： ふくちやま復興プレミアム商品券 
 販 売 総 数： 52,000セット「1セット1,000円券・12枚」520,000千円 
 流 通 総 額： 624,000千円 
 プレミアム率： 20％ 
 加 盟 店 募 集： 平成27年3月18日（水）より開始予定 

   登 録 料 等： 市内事業所 １店舗当たり 2,000円 
 ただし被災事業所は１店舗当たり 1,000円 
いずれの事業所も換金手数料はなし。 

※被災事業所とは、平成 25年の台風 18号災害又は平成 26年 8月 16日、 
17日の豪雨により被災された事業所です。いずれかの、り災（被災 
者）証明等が必要。 

 発 売 予 定 日： 平成27年4月16日（木）（利用期限：平成27年8月31日） 
   販 売 限 度 額： １人当たり5セット（5万円） ※代理の購入可 

 
３ 事業費の内訳  

○委託料（118,748千円） 
 プレミアム分： 2,000円×52,000セット＝104,000千円 
 商品券発行に必要な関係事務経費：14,748千円 
 （内訳）商品券印刷等 2,192千円  広 告 宣 伝 費 1,300千円 
     販 売 手 数 料 1,924千円  臨 時 職 員 等 5,420千円 

振 込 手 数 料 1,080千円  その他事務経費 2,832千円 
 

４ 主な特定財源 
（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）商工費国庫補助金  89,419千円 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）商工費府補助金   29,329千円 

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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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 地方版総合戦略及び地方人口ビジョン策定事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

5,000 

国 府 市債 その他 一般財源  

4,030    970 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

まち・ひと・しごと創生法の制定に伴い平成 26 年 12 月 27 日に閣議決定を受け

た「国の長期ビジョン」及び「国の総合戦略」の策定を受け、それらを勘案した地

方公共団体における人口の現状と将来の展望を提示する「地方人口ビジョン」と、

地域の実情に応じた今後 5 か年の方向を提示する「地方版総合戦略」の策定を行い

ます。 

 

 

２ 事業の内容 

「地方版総合戦略」の策定にあたっては、住民代表に加え、産業界、大学、金

融機関、労働団体等が連携した組織を立ち上げ、策定と成果の検証を行います。 

「地方人口ビジョン」については、業者委託により基礎調査等の実施と分析を

行い、将来の推計をふまえ策定します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費 

   ・報償費  250千円 

   ・旅 費  160千円 

  ・需用費   210千円 

  ・役 務   60千円 

  ・委託料 4,320千円 

 

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 

・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）4,030千円 

 

担当課 市長公室企画課 電話 直通 24-7030 内線 3114 
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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 起業おうえん事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

3,587 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,891    696 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

事業所の廃業率が開業率を上回る状況が続く中、市内で新たに起業する者を

支援し、地域の特色を生かした起業を推進するとともに雇用を創出することで

産業の活性化を図り、地域経済の発展に寄与することを目的とします。 

 

２ 事業の内容 

・起業支援事業補助金〔拡充〕 

  市内で新たに起業する者に対し、広告宣伝費やホームページ作成費等の経

費の２分の１以内を補助します。 

・起業相談会〔拡充〕 

  専門家による起業の個別相談会を実施します。 

・起業セミナー 

  専門家等による起業セミナーを実施します。 

・起業おうえん助成金 

  創業関連融資利用者に対し、半年分の利子を全額補給します。 

 

３ 事業費の内訳 

・起業支援事業補助金〔拡充〕 

   [補助率] 補助対象経費×1/2 上限500千円 

  負担金補助及び交付金 500千円×5件＝2,500千円 

・起業相談会〔拡充〕 

  報償費 16千円×3回＝48千円 

・起業セミナー 

  委託料 30千円×5回＋50千円（事務費他）＝200千円 

  需用費 200千円（消耗品費 10千円、印刷製本費 190千円） 

  役務費 44千円×5回＋29千円＝249千円 

・起業おうえん助成金 

  負担金補助及び交付金 

90千円（京都府）＋200千円（公庫）＋100千円（民間）＝390千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）商工費国庫補助金 

2,891千円（地方創生先行型） 

担当課 農林商工部商工振興課 電話 直通 24-7075 内線 4143 

 



12 

 

 

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 販路開拓支援事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

1,950 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,572    378 
 

 

１ 事業の背景・目的 
市内の中小企業者等の特色ある自社商品やサービスを市外へ販路開拓する

ための必要経費の一部を助成することで企業活動の活性化を促します。 
また平成27年度に限り、新たに平成25年台風18号および平成26年8月豪雨で

被災された事業所については、上限・補助率を引き上げ、再建する事業所の経
営安定化と雇用の確保を図ります。 

２ 事業の内容 
市内の中小企業者等が自社の技術や製品・サービス販売拡大のために市外で開

催される展示会・見本市、さらに新たにバイヤー等と直接交渉する為の商談会に
ついて、対象経費の1/2以内（被災事業所は3/4以内〔拡充〕）を助成します。 

  ○展示会補助対象経費（助成限度額 通常分：100千円 被災分：150千円〔拡充〕） 
経費区分 補助対象経費 

会場借上費 出展小間料、会場使用料 

小間内装飾費 会場等の装飾に係る設営又は撤去に要する経費、光熱水費及びその使
用に係る設備工事に要する経費 

広告宣伝費 パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状及び販促品等の作
成に要する経費、展示会等の主催者が発行する発行物への広告掲載に
要する経費 

委託費 展示物等製作業務の外部委託に要する経費 

梱包運搬費 製品、資材等の梱包又は運搬に要する経費 

旅費 公共交通機関利用運賃、有料道路通行料、レンタカー代 

人件費 説明員・販売員設置費(展示会等への出展に伴い、臨時に雇入れをする
場合の経費) 

謝礼 専門的知識を有する専門家に依頼し、指導または相談等を受けた場合
に謝礼として支払われる経費 

通訳・翻訳料 展示会での通訳に支払われる経費、資料等の翻訳に支払われる経費 

委託費 販路開拓に関する調査を委託するために要する経費 

○商談会補助対象経費 
  参加費 （助成限度額 通常分：10千円 被災分〔拡充〕：15千円） 

交通費 （助成限度額 通常分：20千円 被災分〔拡充〕：30千円） 
３ 事業費の内訳  

○負担金補助及び交付金 

・展示会等出展補助金 1,530千円 通常分： 

被災分〔拡充〕 

68千円×15件＝1,020千円 

102千円× 5件＝  510千円 

・商談会補助金 420千円 通常分： 

被災分〔拡充〕 

30千円× 8件＝  240千円 

45千円× 4件＝  180千円 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）商工費国庫補助金 

1,572千円（地方創生先行型） 

担当課 農林商工部商工振興課 電話 直通 24-7075 内線 4149 
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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 ６次産業推進事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

3,089 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,490    599 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

米価をはじめとする農産物価格の低迷により、農業者自らが所得向上を目指

すため、新たに東京でのアンテナショップの取組を進め、福知山産農産物のＰ

Ｒを図るとともに農産物に付加価値を付ける６次産業化の取組や販路拡大を図

ることに対して支援し、農家所得の向上を目指します。 

 

２ 事業の内容 

１）福知山農産物ＰＲ事業 

新たに東京板橋区でアンテナショップを開設するとともに、「どっこいせ丹

波福知山フェア」を実施し、本市の農産物や加工品のＰＲを行い「丹波福知山」

の知名度の向上を図ります。 

  ２）農産加工施設等支援事業 

 農産加工施設支援と販売促進支援により市内の６次産業化の取組みを推進

し、新たな商品開発を支援します。 

 

３ 事業費の内訳 

 １）福知山農産物ＰＲ事業  1,089千円 

 （１）アンテナショップ出店経費    752千円 

  （２）店舗借上げによる宣伝販売経費  337千円 

 ２）農産加工施設等支援事業  2,000千円 

（１）農産加工施設支援(ハード) 

・補助率 補助率30%、上限300千円 

     ・補助金 1,200千円(冷蔵庫、オーブン等の施設) 

（２）販売促進支援（ソフト） 

・補助率 補助率50%、上限200千円 

・補助金  800千円（パッケージ、イベント等宣伝販売経費） 

 

４ 主な特定財源 

 （款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）農林業費国庫補助金 

                    2,490千円（地方創生先行型） 
  

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 タウン情報掲載事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

2,031 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,637    394 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

本市は、京都市、神戸市から約60ｋｍ、大阪市からは約70ｋｍに位置し、3市

からは日帰り観光地の範囲内にあります。 

そこで、京阪神の近郊で、気軽に立ち寄れる本市の情報を都市圏及び全国へ

発信するため、全国版の情報雑誌に掲載し、誘客を促進します。 

 

２ 事業の内容 

(1)概要    

  全国版の情報雑誌に福知山の情報を掲載します。 

  実施にあたっては、複数ページによる効果的なＰＲとするため、近隣市

  町にも掲載を呼びかけます。 

(2)方法等 

  「お城とスイーツ」「街あるきマップの素材」など福知山の魅力を掲載し

ます。（2ページ/年） 

 

３ 事業費の内訳 

  広告料     2,031千円  

 

４ 主な特定財源 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)商工費国庫補助金 

  タウン情報掲載事業（地方創生先行型）   1,637千円 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当課 地域振興部観光振興課 電話 直通 24-7076 内線 4153 
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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 海の京都博（仮称）開催事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

3,000 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,418    582 
 

 

１ 事業の背景・目的 

当地域は、平成27年の京都縦貫自動車道全線開通による利便性の向上などに

より、人・モノの流れが大きく変化することが予想されます。 

これを契機として、「海の京都博（仮称）実行委員会」（京都府及び本市を

含む北部7市町の行政等で構成）では、「海の京都」の魅力を全国に発信する「海

の京都博（仮称）」を7～10月（予定）に開催し、誘客促進を図るとともに、地

域の誇りを醸成し、自立的・継続的な地域づくりにつなげます。 

当事業の開催にあたって本市は、「丹波福知山スイーツフェスティバル」の

内容の充実や「駅からハイキング」「大江山エンジョイプログラム」「海の京

都博（仮称）」の期間中に開催されるイベントの支援等により交流人口の拡大、

地域の活性化につなげます。 

 

２ 事業の内容 

「海の京都博」開催に係る負担金 

  (1)７市町拠点の催し 

ア 体験プログラムの実施 

イ 広域周遊ツアーの実施 

ウ スポーツ観光 

エ 祭事・関連イベント 

オ 特別展示・特別公開 

(2)地域周遊システムの構築（交通） 

   ア 公共交通周遊パス 

(3)情報提供・発信 

   ア 海の京都博ガイドブック 

イ 地域コンシェルジュの育成 

 

３ 事業費の内訳 

  負担金補助及び交付金   3,000千円  

 

４ 主な特定財源 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)商工費国庫補助金 

  海の京都博（仮称）開催事業（地方創生先行型）   2,418千円 

担当課 地域振興部観光振興課 電話 直通 24-7076 内線 4153 
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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 海の京都推進事業（地方創生先行型） 継続 

補正予算額 左の財源内訳  

4,214 

国 府 市債 その他 一般財源  

3,396    818 
 

 

１ 事業の背景・目的 

京都府と府北部7市町は、観光団体や民間事業者等と連携し、当地域を全国有

数の競争力をもつ観光圏にするための「海の京都事業」に取り組んでおり、平

成26年7月には、「海の京都観光圏」として国から認定されました。 

その中で本市は、福知山市マスタープランを策定し、「お城とスイーツを巡

るまちなか観光エリア」を戦略拠点として、本市のPRによる誘客を促進してい

ます。 

また、地域住民が主体的にワークショップを開催し、滞在プログラム（コン

セプトツアー）の造成に取り組むなど、住民自らがふるさとを愛し、その良さ

を訪問者に伝える観光地域づくりに取り組んでいただいています。 

今後も地域住民による活動を支援するとともに、北部地域の連携による観光

地域づくり事業や効果的なプロモーションにより、集客力の強化及び交流人口

の拡大を目指します。 

 

２ 事業の内容 

「海の京都観光推進協議会」の負担金 

(1)観光地域づくり事業 

ア 地域滞在プログラム構築支援、広域滞在プログラム構築・運営支援 

 イ インバウンド誘客体制の整備 

 ウ 滞在プログラムの実施に係る人材育成（ガイド等） 

 エ 満足度調査の実施 

(2)誘客・プロモーション事業 

 ア 全国発信プロモーション 

 イ 首都圏商談会 

 ウ 海外プロモーション 

 エ パンフレット、ポスター、マップ等の作成、ホームページの運営等 

３ 事業費の内訳 

  負担金補助及び交付金   4,214千円  

 

４ 主な特定財源 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)商工費国庫補助金 

  海の京都推進事業（地方創生先行型）  3,396千円 

担当課 地域振興部観光振興課 電話 直通 24-7076 内線 4153 
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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 福知山城公園整備基本構想策定事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

1,500 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,209    291 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

   福知山城を福知山市の歴史的シンボルとして未来へ継承するとともに、観光拠

点としてさらなる魅力創出を図るため、周辺への商業施設等の誘致による賑わい

創出等の計画を盛り込んだ福知山城周辺公園整備基本構想を策定します。 

 

 

２ 事業の内容 

福知山城公園及び周辺の整備に係る基本構想の策定業務を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳  

(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園施設費 

委託料   1,500千円（福知山城公園整備構想策定業務）  

  

   

４ 主な特定財源 

  (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 土木費国庫補助金 

福知山城公園整備基本構想策定事業（地方創生先行型）  

1,500千円×充当率80.6％＝1,209千円 

 

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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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 商店街等振興事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

1,860 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,499    361 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

高齢化や店舗数の減少により、商店街等が地域を支える力が弱まっています。 

  従来の商店街等イベント事業補助金に加え、新たに、地域の賑わい、絆づくりに女

性の活躍は不可欠であり、地域を牽引する商工グループがタッグを組んで、地元で頑

張られる女性の進出・活動を応援することで、地域全体の活性化と魅力アップに結び

つけます。 
 

 

２ 事業の内容 

商店街等のイメージアップを図り、その活性化を促進するため、商店街等が行

うイベント事業に対して補助金を交付します。加えて平成27年度から平成29年度

までの3か年限定として、地域の女性グループ等が企画・立案し、商工団体が連

携して実施する活性化事業に対して、補助金を交付します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

  ○負担金補助及び交付金 

   ・商店街等イベント事業補助金 

   [補助率] 補助対象経費×1/2 上限200千円 

 

120千円×13事業＝1,560千円 

 

・頑張る女性等応援事業補助金（H27からH29までの3ヵ年）〔拡充〕 

   [補助率] 補助対象経費×6/10 上限100千円 

         

100千円×3件＝300千円 

 

 

 ４ 主な特定財源 

 （款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）商工費国庫補助金 

 1,499千円（地方創生先行型） 

担当課 農林商工部商工振興課 電話 直通 24-7075 内線 4149 
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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 介護職員初任者研修受講支援事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

1,200 

国 府 市債 その他 一般財源  

967    233 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

市内の介護保険・障害福祉サービス事業所等における介護職員・支援員の不

足は深刻な状況にあります。 

本市では従来から介護職員としての基礎的な知識や技術を学ぶ「介護職員初

任者研修」受講者に対して受講料の支援を行っていますが、さらに新たにこの

研修を修了して、当該事業所等に就職した場合、より手厚い支援を行います。 

このことにより、当該事業所等の人材不足の解消に努めるとともに、市内で

働く介護職員の増加につなげていくことをめざします。 

 

２ 事業の内容 

介護職員初任者研修を受講する市民を対象に、受講料の2分の1（上限3万円）

を助成します。 

研修修了後、3か月以内に市内の介護保険・障害福祉サービス事業所等に就職

し、6か月間以上継続して勤務した人には、さらに残り2分の1（3万円）を追加

し、受講料満額（上限6万円）を助成します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款)民生費 (項)社会福祉費 (目)老人福祉費 

・受講料2分の1助成〔継続分〕  30,000円×20人＝600,000円 

・受講料満額助成 〔新規拡充分〕 60,000円×10人＝600,000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 

・介護職員初任者研修受講支援事業 967千円 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2144 
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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 北京都ジョブパーク事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

396 

国 府 市債 その他 一般財源  

319    77 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

  京都府北部地域に在住する求職者の就業支援活動の拠点である北京都ジョブ

パークと協調しながら、新たに市内で地域展開型就業支援セミナーを実施する

ことで就業者の増加を図ります。 

 

２ 事業の内容 

ハローワークや北京都ジョブパークを利用されていない求職者に対し、新規

となる地域展開型のパソコン講座を実施し、就職に有利となるパソコンの知

識・技術の習得と北京都ジョブパークとの連携による総合的な就業支援を行い

ます。 

会場としては、地域に根ざした行きやすい３隣保館で実施し、周辺に在住す

る求職者がパソコン講座をきっかけに、北京都ジョブパーク等の寄り添った就

業支援を受けることで、就職者数の増加を図ります。 

 

 

３ 事業費の内訳 

○委託料   396千円〔拡充〕 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）商工費国庫補助金 

319千円（地方創生先行型） 

 

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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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 ふるさと就職おうえん事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

2,190 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,765    425 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

  雇用促進及び雇用の安定化に向けて企業ガイドの発行や就職面接会の開催、

公正採用選考の推進に向けた啓発等を行うほか、就職希望者の地元企業への理

解度・愛着度を高めるため、高校生等を対象に地元企業見学会の開催、さらに

新たな取組としてワークショップ等を実施するなど、魅力ある就業の機会等を

創出します。 

 

２ 事業の内容 

福知山市の産業の振興並びに市民の生活の安定を図るため、雇用促進等に係

る就業支援事業を実施します。 

また、人として大切にされ公平性を保たれるよう地元企業へ公正採用選考の

推進に向けた啓発の強化を図ります。 

新たな拡充事業として就職希望高校生を対象としたワークショップの開催を

します。 

 

３ 事業費の内訳 

○負担金   2,190千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）商工費国庫補助金 

1,765千円（地方創生先行型） 

 

担当課 農林商工部商工振興課 電話 直通 24-7075 内線 4142 

 



22 

 

 

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 
「いなか暮らし大作戦」福知山Ｉターン事業（地方創生
先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

6,000 

国 府 市債 その他 一般財源  

4,836    1,164 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

  本市へのＩターンによる定住・就労希望者をサポートするため、コーディネ

ート機能の構築を図るとともに、定住にかかる経費を補助します。 

 

２ 事業の内容 

（１）Ｉターンサポート（コーディネート）業務委託 

  住宅の確保および就職・就農支援等のコーディネートを委託します。 

   ○委 託 料：1,000千円 

   ○事務手数料：50千円×10件＝500千円 
 
（２）Ｉターン住宅支援金（平成27年9月分から） 

  対象者が居住する住居提供者に対して支援金を支払います。 

 ○20千円×7ヶ月×10件＝1,400千円 

   ・支援金額：20千円/月 

   ・支援期間：3年間（予定） 
   
（３）Ｉターン雇用支援金（平成27年9月分から） 

  対象者が就労する事業所等に対して雇用支援金を支払います。 

○40千円×7ヶ月×10件＝2,800千円 

     ・支援金額：40千円/月 

    ・支援期間：1年間（予定） 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費（項）総務管理費（目）企画費 

   (1)需用費  300千円 

   (2)役務費  500千円 

   (3)委託料 1,000千円 

   (4)補助金 4,200千円 

 

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 

・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 4,836千円 

 

担当課 市長公室企画課 電話 直通 24-7030 内線 3114 
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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 夜久野高原工芸村整備事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

2,000 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,612    388 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

   夜久野地域で1300年の歴史を誇る丹波漆を再生、地域産業化を促進するため

に、漆を活かした工芸品を制作し漆関係者や工芸作家の交流拠点となる工芸村

の創設が必要です。 

漆関係者や工芸作家の夜久野地域への移住定住化を促進することにより、安

定した漆や工芸品の生産体制を確立し、丹波漆のブランド化を図ります。 

    

２ 事業の内容 

 漆関係者、工芸作家が夜久野地域の古民家を改修して移住できるよう支援を

行います。 

・古民家の改修 

・工房部屋の創設 

 

３ 事業費の内訳 

  (款)総務費 (項)総務管理費 (目)地域交流推進費  

 

負担金補助及び交付金  補助金 2,000千円 

限度額 2,000千円 

補助率 3分の2 

 

 

 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 

   夜久野高原工芸村整備事業（地方創生先行型）  1,612千円 

担当課 地域振興部夜久野支所 電話 直通 37-1103 内線 74-9220 
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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 スイーツフェスティバル事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

1,200 

国 府 市債 その他 一般財源  

967    233 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

  本市は、スイーツ店が多いという特長を活かして「スイーツのまち」として

発信しており、京都府北部地域で誘客を促進する「海の京都」事業においても

「お城とスイーツを巡るまちなか観光エリア」を戦略拠点として魅力ある観光

まちづくりを推進しています。 

平成27年度を当地域の人・モノの流れが大きく変わる節目ととらえ、平成 

25年から開催している「丹波福知山スイーツフェスティバル」の内容の充実を

図ります。新たな取組として「高校生カフェ」や「千人お茶会」といったメニ

ューを加えて、より広く「スイーツのまち福知山」を発信します。 

  また、バイヤーへのお知らせやメディアへの売り込み強化により、全国から

注目を浴びるイベントとし、ビジネスチャンスを創出します。 

 

２ 事業の内容 

「スイーツフェスティバル実行委員会」が行う事業に対して交付金を交付し 

ます。  

【丹波福知山スイーツフェスティバル】 

  実 施 日：平成27年6月（予定） 

  実施場所：福知山市厚生会館及びその周辺 

    事業内容：市内外のスイーツ店によるスイーツの祭典（防災協定市、姉 

       妹都市、観光友好都市等、他市町の出店を広く呼びかけます。) 

また、市内高校生の運営による「高校生カフェ」や市民提案事 

業「千人お茶会」でお茶とスイーツを楽しむ機会を提供します。 

 

３ 事業費の内訳 

  負担金補助及び交付金   1,200千円  

 

４ 主な特定財源 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)商工費国庫補助金 

 スイーツフェスティバル事業（地方創生先行型）  967千円 
  
 
 
 
 

担当課 地域振興部観光振興課 電話 直通 24-7076 内線 4153 
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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 佐藤太清記念美術館特別展事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

3,649 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,941    708 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

平成25年から26年にかけて全国6回場を巡回展示した｢生誕100年佐藤太清展｣

は、大きな反響とともに佐藤太清画伯の作品群の新たな魅力を引き出し、全国

規模で、そして福知山市民に鑑賞する機会を広げることができました。この成

果を今後に活かし、本市の文化・芸術振興を図るため、魅力ある特別展等を行

い、市民に親しまれる美術館を目指します。 

また、佐藤太清画伯の顕彰、後世への継承ならびに福知山市のＰＲに努めま

す。 

 

２ 事業の内容 

①〔拡充分〕「大切なあなたへおくる創作絵本コンテスト」―戦後70周年を記念し

て人・絆・平和をテーマにした公募絵本コンテストを実施します。 

②｢企画展 荒井良二絵本原画展｣ 著名な絵本作家の原画展を行い、図書館事業と

のコラボ企画を実施します。  

③｢市展招待作家展｣ 市展招待作家の展覧会を実施します。 

④｢市内作家展｣ 市内作家の展覧会を実施します。  

⑤｢ポエムの時間｣ 対話型絵画鑑賞教室(絵画鑑賞による作詩教室)を実施します。  

 

３ 事業費の内訳 

 (1) 賃金        207千円 

 (2) 報償費       460千円 

 (3) 旅費         184千円 

 (4) 需用費     1,276千円 

(5) 役務費       353千円 

(6) 委託料     1,169千円 

 

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 

  佐藤太清記念美術館特別展事業(地方創生先行型) 2,941千円 

 

担当課 地域振興部まちづくり推進課 電話 直通 24-7033 内線 3133 
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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 城下町福知山・まち歩き観光促進モデル事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

5,572 

国 府 市債 その他 一般財源  

4,491    1,081 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

  ＪＲ福知山駅や福知山城には、その隣接地に来街者のための無料駐車場が

ありますが、まちなか観光ルートの拠点でもある広小路界隈周辺には無料の

駐車場がなく、ゆっくりまち歩き観光や買い物等を楽しむことができません。 

 既存の御霊公園福知山パーキングの駐車料金１時間を無料化することで、

まちなかへの来街の動機付けと滞在時間の延長を促し、まちなかの回遊性の

強化と賑わいの創出を図ります。 

 

 

２ 事業の内容 

福知山まちづくり株式会社が運営する御霊公園福知山パーキングの駐車料金の

１時間分を無料化 

 

 

３ 事業費の内訳  

○城下町福知山・まち歩き観光促進事業補助金  5,572千円 

 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）商工費国庫補助金 

4,491千円（地方創生先行型） 

 

担当課 農林商工部商工振興課 電話 直通 24-7075 内線 4149 
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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 スポーツ合宿補助事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

2,000 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,612    338 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

本市のスポーツ資源を有効に活用し、スポーツ合宿を通して人の交流促進を

図り地域の活性化につなげ、「スポーツ振興」に努めるため、さらなる合宿誘

致に取り組みます。 

ただし、7月・8月本市の合宿繁忙期を除く期間（10か月限定）とし、平日の

空き施設を有効活用することで合宿を促進します。 

 

成果指標 年間 950人泊 

 

 

２ 事業の内容 

合宿で本市に来られる団体に対して補助金交付要綱に則り補助金を交付し、

合宿費用の一部を補完します。 

（補助金の交付額） 

1回の延べ宿泊数が20人泊以上の団体（監督、顧問、コーチなどの指導者含む）

を対象とし、1団体あたり20万円を限度として、大会宿泊を除いた月曜日から金

曜日までの宿泊日数に2,000円を乗じた額を交付します。 

このほか海外からの合宿補助についても視野に入れ、追加支援等の取り組み

も検討します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

補助金 スポーツ合宿補助金       @2,000円×950人泊＝1,900,000円 

    国外からのスポーツ合宿団体補助金 @100,000円×1団体＝100,000円 

 

４ 主な特定財源 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)教育費国庫補助金 

  スポーツ合宿補助事業（地方創生先行型）   1,612千円 

担当課 地域振興部スポーツ振興課 電話 直通 24－7069 内線5332 
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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 大江山ウォーク推進事業（地方創生先行型） 継続 

補正予算額 左の財源内訳  

382 

国 府 市債 その他 一般財源  

308    74 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

「スポーツから健康サポート」をテーマに、大江山の自然・歴史に触れる機

会を設けます。特に近年、市民の健康志向が高まる中で、ウォーキングや登山

をはじめスポーツ体験や体力・健康の保持に努める方々が増えていることを踏

まえて、大江山を中心に様々なスポーツシーンを展開することで、スポーツ観

光として、子どもから高齢者まで市民だけでなく、市外からの来福者の観光誘

致にもつなげます。 

コース：大江山周辺～市内 

参加者：延べ100人 

 

 

２ 事業の内容 

生活習慣病予防やリハビリテーション・介護予防など、年齢を問わず子ども

から高齢者から競技者のトレーニングに至るまで幅広い方々が実施できるノル

ディックウォークを大江山周辺と結びつけ、ノルディックウォーク連盟などと

連携し大江山への誘客事業を展開します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

報償費 （公認指導員等謝礼）      82,400円 

旅費                  50,940円 

需用費 （印刷製本費）         110,000円 

役務費 （その他手数料）         38,000円 

委託料                100,000円  

     計             381,340円 

 

４ 主な特定財源 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)教育費国庫補助金 

  大江山ウォーク推進事業（地方創生先行型）   308千円 

担当課 地域振興部スポーツ振興課 電話 直通 24－7069 内線5332 
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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 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ 事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

740 

国 府 市債 その他 一般財源  

596    144 
 

 

 

 

１ 事業の背景・目的 

京都府からの提案事業で、中丹管内の自然を活用した競技大会｢ＳＥＡ ＴＯ 

ＳＵＭＭＩＴ（カヌー･自転車･ハイク）｣を中丹地域内の周遊観光を促進する

ため民間主導の運営で開催します。 

 

 

２ 事業の内容 

｢ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ（カヌー･自転車･ハイク）｣の開催経費の一部を、

京都府とともに福知山市、舞鶴市、綾部市の3市が負担金として拠出します。 

開催日：    10月3日、4日 

開催予定コース：由良川～大江山 

 

３ 事業費の内訳 

負担金補助及び交付金（負担金）       740千円 

                

 

４ 主な特定財源 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)教育費国庫補助金 

  ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ事業（地方創生先行型） 596千円 

 

 

担当課 地域振興部スポーツ振興課 電話 直通 24－7069 内線5332 
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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 中丹式インターンシップ事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

433 

国 府 市債 その他 一般財源  

349    84 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

中丹地域に就職を考えている大学生と人材確保を希望するインターンシップ受入

可能地元企業に対し、京都府と福知山市・舞鶴市・綾部市と協調して新しいインタ

ーンシップメニューを実施します。 

 

 

２ 事業の内容 

中丹地域にＵＩＪターン就職を希望する大学生に対し、職業体験に加え、宿泊、

生活体験を組み合わせた中丹圏域における総合的なコーディネートによる新たな

インターンシップ制度を京都府および中丹地域３市の協調により実施します。各市

においては大学生の宿泊費相当分を負担します。 

 

 

３ 事業費の内訳 
(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費 

   ・施設使用料   433千円（5人×13日を想定） 

 

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 

・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）349千円 

担当課 市長公室企画課 電話 直通 24-7030 内線 3114 
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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 介護人材確保対策事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

4,350 

国 府 市債 その他 一般財源  

3,506    844 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

市内の介護保険・障害福祉サービス事業所等における介護職員・支援員の不

足は深刻な状況にあり、その原因は、若者等が当該事業所等への就職を希望し

ないこともありますが、就職してもすぐに辞めてしまうという実態も多く見ら

れます。 

このため、当該事業所等に就職した人のうち、資格をもたない人やさらに高

いレベルの資格の取得をめざす人のキャリアアップのための研修受講料を支援

することで、当該事業所等の人材を確保するとともに、若者等が市内の介護職

場でキャリアアップをしながら働き続けることができる環境整備を行ないま

す。 

 

２ 事業の内容 

(1) 介護職員キャリアアップ助成〔継続分〕 

市内の介護保険・障害福祉サービス事業所等の職員で、資格を持たない人が

介護職員初任者研修を受講する際、受講料の2分の1（上限3万円）を助成しま

す。 

(2) 介護職員実務者研修受講料助成〔新規拡充分〕 

新たに一般社団法人福知山民間社会福祉施設連絡協議会が実施する「介護職

員実務者研修」を受講する際、受講料の2分の1を助成します。 
【実務者研修受講料助成要件について】 

受講料助成は、市内の事業所等に勤務する人で、引き続き1年以上勤務する場合、

また研修終了後3か月以内に市内の事業所等に勤務する人で、引き続き1年以上勤務す

ることを条件とします。 

 

３ 事業費の内訳 

(款)民生費 (項)社会福祉費 (目)老人福祉費  

  (1) 介護職員キャリアアップ助成〔継続分〕 30,000円×10人＝300,000円 

  (2) 介護職員実務者研修受講料助成〔新規拡充分〕 

   ・初任者研修修了者 (120,000円×1/2)×30人＝1,800,000円 

   ・それ以外の人  （150,000円×1/2)×30人＝2,250,000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  

・介護人材確保対策事業 3,506千円 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2144 
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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 ひとり親世帯保護者支援事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

546 

国 府 市債 その他 一般財源  

440    106 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

ひとり親世帯の子に対する親が帰宅するまでの支援、また、その親の就労時

間の確保のために、地域の子育てファミリーサポートセンター制度の利用を推

進し、利用料金の一部を負担します。 

  

２ 事業の内容 

ひとり親の子の心の安定と防犯、その親の就労時間の確保のために、子育てファ

ミリーサポートセンター制度の利用を推進します。 

制度の利用料金の一部を償還払いにより負担します。 

利用料金   10分当り100円 1時間当り600円 

   一部負担額  ・1時間当り100円を除いた額  

           （児童扶養手当全部支給相当の所得の者） 

          ・1時間当り200円を除いた額 

           （児童扶養手当一部支給相当の所得の者） 

          ・児童扶養手当全部停止相当の所得の者は対象外 

 

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 

  ・需用費    3千円 

・役務費   82千円 

・扶助費  461千円 

   

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 

・ひとり親世帯保護者支援事業（地方創生先行型） 440千円 

担当課 福祉保健部子育て支援課 電話 直通 24-7011 内線 2114 
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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 楽しい子育て！数珠つなぎ一万人インタビュー事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

2,634 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,123    511 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

  福知山市の子育ての悩み等の事例の共有化を図ることで、子育てに対する不

安を軽減し、市民満足度を向上させます。 

ラジオ放送を活用し、市の子育て施策やその認知度を測定することに加え、

市の事業に対する関心を持ってもらうことを目的とします。 

 

２ 事業の内容 

   ㈱FM丹波が子育て中の親に対し、インタビューを実施します。子育てエピソ

ードの紹介や要望、感想などラジオ放送を通して子育ての楽しさを広げていき

ます。次の出演者についても知り合いを紹介（数珠つなぎ）してもらうことで

放送の認知度を高め、市民に関心をもってもらいます。（1万人を目標）。 

   また、意見に対しての市職員による回答や、「市長のまちかど懇話会」など、

市民と市が意見交換する場の様子、市民の声などを連続番組として放送します。

 加えて、成美大学教授等にコメンテーターとしての参加も予定しています。 

 

３ 事業費の内訳 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費 

 ・旅 費   14千円 

 ・需用費   24千円 

 ・役務費   46千円 

 ・委託料 2,550千円 

 

 

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 

・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）2,123千円 

担当課 市長公室企画課 電話 直通 24-7030 内線 3114 
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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 三和地域協議会支援事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

12,310 

国 府 市債 その他 一般財源  

9,922    2,388 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

 少子高齢・過疎化に対応するため、地域コミュニティ再編の必要性から、平

成21年度より市において6年間にわたり市民協働型の地域のあり方の具現化に

ついて検討してきたその内容を、三和地域で実施します。 

 新たな地域を支える仕組みとしての「地域協議会」を立ち上げ、限界集落、

公共交通、福祉など地域の諸問題の解決に向け住民自らが地域の主体となり、

「住み続けられるみわ」を実現するための取り組みを支援するとともに、市に

おける地域自治のモデルとなりうる取り組みをめざします。 

 

２ 事業の内容 

     中学校区単位の計画策定に基づき、地域住民のニーズに沿ったきめ細やかな

 事業展開をめざすため実施してきた三和地域でのモデル事業について、地域住

 民が主体性、透明性、地域代表性をもつ地域協議会として運営していくための

 交付金交付事業を行います。 

 

  ３ 事業費の内訳  

     地域協議会への交付金      12,310千円 

     地域協議会の活動分野 

     【地域を元気にする】 

      ・地域活性化イベントの事務局 

      ・三和荘を活用した振興事業 

      ・定住、移住の支援、促進 

      ・情報発信、広報活動 

     【地域や市民の活動を支援する】 

      ・振興活動団体やグループの活動支援 

      ・地域における諸活動のネットワーク化 

     【地域の未来を考え提言する】 

      ・遊休施設の活用方法の検討 

      ・地域交通のあり方の検討 

        ・三和地域の将来計画の策定 

 

４ 主な特定財源 

       三和地域協議会支援事業（地方創生先行型）    9,922千円 
 

担当課 地域振興部三和支所 電話 直通 58-3003 内線 73-9117 
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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 元気出す地域活力支援事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

3,400 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,740    660 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

  地域住民の主体的な活動を支援し、住民相互の連帯強化と個性ある地域振興

を図ることを目的とします。 

   

２ 事業の内容 

地域住民が主体的に参画する団体が行う地域活力の向上や課題解決に向けた

事業に対し、福知山市元気出す地域活力支援事業補助金交付要綱に基づき予算

の範囲内において補助金を交付します。 

新たに、子育てグループ支援枠と女性団体等起業準備支援枠を拡充し、地域

で子育てをする団体やそれを支援する団体また、女性を中心に起業を目指す団

体等を支援し、地域活動への参画や地域づくりを促進します。 

（１）一般枠・起業準備支援枠 

    補助率   3分の2以内  補助上限額100千円 

（２）若者創造枠 

補助率  10分の10以内  補助上限額200千円 

 ※団体の構成員の平均年齢が30歳未満の団体を対象とします。 

（３）子育てグループ支援枠・女性団体等起業準備支援枠〔拡充〕 

    補助率  10分の10以内  補助上限額200千円 

 

３ 事業費の内訳 負担金補助及び交付金（補助金）   3,400千円 

  ○一般枠          100千円×20件＝2,000千円 

  ○起業準備支援枠      100千円× 2件＝ 200千円 

  ○若者創造枠        200千円× 3件＝ 600千円 

  ○子育てグループ支援枠   200千円× 2件＝ 400千円 

  ○女性団体等起業準備支援枠 200千円× 1件＝ 200千円 

   

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 

   元気出す地域活力支援事業（地方創生先行型）  2,740千円 

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 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（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

18,931 

国 府 市債 その他 一般財源  

18,931     
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

北近畿タンゴ鉄道〔平成27年4月から京都丹後鉄道（通称。略称は「丹鉄」）

となる予定〕は沿線地域の人々の貴重な移動手段として、なくてはならない公

共交通であり、京都府北部地域の振興と、地域の交通ネットワークの中心であ

る本市の都市機能に欠かせない交通基盤です。この交通基盤を維持し、地域の

活力向上につなげるため、平成27年4月から上下分離による鉄道再構築を行い、

基盤保有会社〔北近畿タンゴ鉄道㈱（KTR）〕と運行会社（WILLER TRAINS㈱）〕

による事業展開を図ることとしています。 

京都府をはじめ、沿線自治体と連携して、安全運行に必要な基盤の維持と、

沿線地域の活性化、交流の拡大を促進するためKTRに支援を行います。 

 

２ 事業の内容 

特急車両（ディスカバリー）は導入から約20年が経過し老朽化しているため、

必要な改修と、デザイン車両に改修する経費を、京都府をはじめ沿線自治体と

協調し支援します。 

(1)老朽化改修分  9,980千円 

約20年前の導入時の状態に戻し、安全・快適に運行するための改修を行

います。 

(2)デザイン車両への改修分  8,951千円〔拡充〕 

観光誘客を図るためデザイン車両に改修を行います。 

 

３ 事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）交通対策費  

・ＫＴＲ再生支援事業補助金(地方創生先行型)  18,931千円 

（特急車両（ディスカバリー）2編成4両改修 総事業費184,000千円） 

 

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 

ＫＴＲ経営支援事業(地方創生先行型) 

      18,931千円 

 

特急車両（ディスカバリー） 

担当課 市民人権環境部生活交通課 電話 直通 24-7020 内線 2231 
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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 自主防災組織育成補助事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

3,200 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,579    621 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

災害対応においては、地域での「自助・共助」による活動が被害を最小限度に

くいとめるため欠かせないものとなります。 

自主防災組織の組織率は現在70.3％であり、昨今の大規模災害の頻発を踏ま

えて、喫緊の課題として未設置自治会への設置促進と、設置済み自主防災組織

については活動強化に取り組み、「市民とともにつくる災害に強いまちづくり」

を推進します。 

 

 

２ 事業の内容 

自主防災組織の育成の推進及び活動の充実を図るための、補助制度に基づく組

織結成の促進、活動の活性化を図ります。 

〈設置補助（設置時1回のみ）〉基準額10万円、補助率1/2、補助金上限5万円 

〈運営補助（毎年利用可能）〉 基準額6万円、補助率1/3、補助金上限2万円 

設置補助金   2,000千円 

運営補助金   1,200千円 

 

 

３ 事業費の内訳 

負担金補助及び交付金 補助金   3,200千円 

 

 

  ４ 主な特定財源 

    （款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）消防費国庫補助金 

自主防災組織育成補助事業（地方創生先行型） 2,579千円 

担当課 総務部危機管理室 電話 直通 24-7503 内線 3511 
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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 自主防災組織地域防災マップ作成事業（地方創生先行型） 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

3,972 

国 府 市債 その他 一般財源  

3,201    771 
 

 

 

 １ 事業の背景・目的 

現在、市で作成・全戸配布を行っている洪水ハザードマップや地震ハザードマッ

プに加えて、自主防災組織が地域ごとの災害リスク等を反映した地域版防災マップ

（マイマップ）の作成を行い、安心・安全なまちづくりを推進します。 

また、本市初めての取組みになることから、平成26～27年度は、モデル実施とし

て20組織程度の自主防災組織を対象として取組み、専門的な見地から、助言や支援

を得るため経験のある業者に委託を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

マイマップ作成・印刷 20組織 3,000部     972千円 

自主防災組織地域防災マップ作成支援業務委託 3,000千円 

 

３ 事業費の内訳 

需用費 印刷製本費                    972千円 

委託料 自主防災組織地域防災マップ作成支援業務委託 3,000千円                

 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）消防費国庫補助金 

自主防災組織地域防災マップ作成事業（地方創生先行型） 3,201千円 
 

担当課 総務部危機管理室 電話 直通 24-7503 内線 3511 
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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 めざせ！「救命の絆」世界一のまち事業（地方創生先行型） 拡充 

補正予算額 左の財源内訳  

1,779 

国 府 市債 その他 一般財源  

1,434    345 
 

 

 １ 事業の背景・目的 

市内のどこで倒れても「誰かが必ず救命の手を差し伸べてくれる」安心・安全なま

ちづくりを目指し、1 世帯に 1 名、計 35,000 人の市民救命士を育成するための取組を

継続するとともに、新たにインターネットを活用した学習環境の整備や「救急まちか

ど安心ステーション」の開設を実施します。 
 

２ 事業の内容 

(1) 市民からの公募による「市民救急救命指導員（応急手当普及員）」の養成 

(2) 年間、3,000人の市民救命士の育成を目標とします。 

(3) 小中学校の教育の中で、全員が卒業時には市民救命士の資格を取得できる体制

を構築します。救急講習にあたっては、インターネットを活用した学習環境で

ある「ｅ-ラーニング」を整備して、効率的な教育体制を構築します。 

(4) ｢救急まちかど安心ステーション｣の開設 

市内でＡＥＤを設置している事業所や救命講習を 

受講した従業者のいる事業所などを、 

「救急まちかど安心ステーション」として認定し、 

救急車が到着するまでの間、市民救命士による 

速やかな応急手当が実施できる体制を強化します。 
 

 

３ 事業費の内訳 

（款）消防費 （項）消防費 （目）常備消防費 

応急手当講習テキストほか、講習会消耗品   1,046 千円 

指導員傷害保険料                30 千円 

救急講習ｅ-ラーニングサーバー使用料       150 千円 

ＡＥＤトレーナー                 92 千円 

修了証発行カードプリンター          416 千円 

｢救急まちかど安心ステーション｣標章       25千円 

   備品修繕料                   20 千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）消防費国庫補助金 

めざせ！｢救命の絆｣世界一のまち事業（地方創生先行型） 1,434 千円 
   

担当課 消防署警防課 電話 直通 23－4119 内線 2420＋102 

｢救急まちかど安心ステーション｣標章 



40 

 

 

施策名 地方分権社会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 シティプロモーション事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

427 

国 府 市債 その他 一般財源  

344    83 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市の魅力を、全国に向けて発信することで、ＵＩＪターン人口の増加に結

び付け、定住促進させることを目的とします。 

 

 

２ 事業の内容 

社会人や学生から福知山市をアピールする CM（映像）を公募し、コンテストを行

います。市のホームページなどで受賞作品を活用し、全国に向け福知山市の良さを

発信します。 

さらには、You Tube や QR コードを利用し、全国発信をも行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費 

・報償費   25千円（審査員） 

      250千円（最優秀賞100千円・優秀賞100千円・佳作50千円） 

・需用費  100千円 

・役務費   52千円 

 

 

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 

・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）427千円 

担当課 市長公室企画課 電話 直通 24-7030 内線 3114 
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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 地域提案交付金事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳  

1,000 

国 府 市債 その他 一般財源  

806    194 
 

 

 

１ 事業の背景・目的 

地域住民の提案と実施による、地域課題の解決や地域活性化の仕組みづくりを支

援することを目的とします。 

 

 

２ 事業の内容 

中学校区程度の一定のまとまりのある地域において、地域活性化・定住促進等を

目的に策定した地域ビジョン（地域計画等）に基づき活動を行う団体に対し、補助

金を交付します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費 

・補助金  1,000千円 

※１年１団体１回（上限1,000,000円） 

 

 

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 

・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 806千円 

担当課 市長公室企画課 電話 直通 24-7030 内線 3114 
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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 消防水利整備事業(国の補正予算第１号分) 継続 

補正予算額 左の財源内訳  

6,500 

国 府 市債 その他 一般財源  

2,693  3,800  7 
 

 

 １ 事業の背景・目的 

市道法林寺長田野工業団地線拡幅工事に伴い、無蓋防火水槽の移設が必要となった

ため、国の緊急経済対策による財源を確保し、耐震性貯水槽への速やかな更新整備を

行うことにより、市民の生命、財産を守り安心・安全なまちづくりを推進します。 

 

 

２ 事業の内容 

(1) 耐震性防火水槽新設           1基（長田段） 

(2) 防火水槽撤去工事            1基（長田段） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）消防費 （項）消防費 （目）消防施設費 

(1) 耐震性防火水槽新設       1基    6,000千円 

(2) 防火水槽撤去工事        1基     500千円 

 

４ 主な特定財源 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）消防費国庫補助金 

消防防災施設等整備費補助金  2,693千円 

（款）市債 （項）市債 （目）消防債 

補正予算債  3,800千円 
 

担当課 消防本部 電話 直通 24－0119 内線 2420＋203 

  工事場所（長田段地内） 撤去する防火水槽 

至 長田郵便局 

   ↑ 
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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 下水道事業（下水道事業会計） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

73,000 

国 府 企業債 その他 一般財源 5,901,400 

36,500  11,500 25,000  
補正後予算額 

5,974,400 

 

１ 事業の背景・目的 

「平成26年8月豪雨」による災害を受けて内水対策への取組みが求められてい

ます。国の緊急経済対策により財源を確保し、早期着手が可能な事業を前倒し

で施行するため補正するものです。 

 

２ 事業の内容 

   ・和久市第3ポンプ場耐水化工事  一式 

・排水ポンプ車                  1台 

 

３ 事業費の内訳 

   ポンプ場施設改良事業費 

 雨水排水ポンプ場改築更新事業費 

     ・和久市第3ポンプ場耐水化工事            23,000千円 

   固定資産購入費 

 車輌購入費 

     ・排水ポンプ車購入費                      50,000千円 

 

 ４ 主な特定財源 

    ・企業債         11,500千円 

    ・国庫補助金       36,500千円 

    ・一般会計補助金     25,000千円 

担当課 上下水道部下水道課 電話 直通 23-2085 内線 72-401 
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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 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（P1、P3橋脚）工事（追加分） 

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 － 

－ － － － － 
補正後予算額 

－ 

 

 

    債務負担行為の設定   
 
多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（P1、P3 橋脚）工事（追加分） 

 

 

１ 事業の背景・目的 

現高畑橋は昭和 35 年に架設されてから 50 年以上経過し、橋面・高欄の損傷等、老朽

化が著しく進んでいます。また、幅員 4.5ｍと狭小で歩道がなく、交通渋滞や歩行者の安

全な通行に支障を生じ、地元自治会及び利用者から早期整備が望まれています。 

 

２ 事業の内容 

橋脚 2 基の築造、橋梁の架設及び取合い道路の築造を行います。 

今回、土留仮締切工事に係る鋼矢板圧入について、当初ボーリング調査による土質

データをもとに、圧入を行っていましたが、そのデータ以上の値を有する岩盤であったた

め、積算上の作業効率の見直しが必要になりました。掘削においても岩掘削に変更する

必要があり、工事費が増額となる見込のため債務負担行為の限度額を追加で設定しま

す。 

 

３ 事業費の内訳 

(1) 期間   平成26年度～平成27年度 

(2) 限度額  37,000千円 

(3) 支出予定額（年度割、千円） 

H26 H27 

－ 37,000 

(4) 支出予定科目 

（款）土木費 （項）都市計画費 （目）街路事業費 

（事業名）街路事業（多保市正明寺線 高畑工区） （節）工事請負費 
 

 
 

担当課 土木建設部都市計画課 電話 直通 24－7050 内線 4317 
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◆ その他の議案 
 

■ 工事請負契約の変更について              【林業振興課】 

 
工 事 名   中丹地域有害鳥獣処理施設整備工事 

変更前契約金額  ３２８,３２０,０００ 円  

変更後契約金額  ３７１,８１５,９２０ 円 

変 更 理 由    焼却炉棟及び関連設備の詳細設計に伴う工事費、設備費 

の増による。 

契約の相手方    宮本工業所・河守工業共同企業体 

代表者 富山県富山市奥田新町１２番３号 

    株式会社宮本工業所 

代表取締役  宮 本 芳 樹   

構成員 福知山市大江町河守３５０番地 

    河守工業株式会社 

代表取締役  河 田 克 巳 
 


