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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

41,279,000 132,344 41,411,344

9,451,900 9,451,900

49,800 49,800

32,500 32,500

999,200 999,200

42,000 42,000

21,500 21,500

7,000 7,000

1,088,500 1,088,500

894,400 894,400

114,000 114,000

保険事業勘定 7,812,400 7,812,400

介護サービス事業勘定 30,700 30,700

26,500 26,500

172 172

1,897,700 1,897,700

756,200 756,200

23,224,472 23,224,472

3,277,300 3,277,300

6,932,400 6,932,400

福知山市民病院 11,644,545 11,644,545

大江分院 1,582,335 1,582,335

計 13,226,880 13,226,880

23,436,580 23,436,580

87,940,052 132,344 88,072,396

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

市民病院事業

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 ６月補正額 補正後の額

01 市税 11,264,447 11,264,447

02 地方譲与税 391,000 391,000

03 利子割交付金 22,000 22,000

04 配当割交付金 47,000 47,000

05 株式等譲渡所得割交付金 23,000 23,000

06 地方消費税交付金 1,470,000 1,470,000

07 ゴルフ場利用税交付金 9,000 9,000

08 自動車取得税交付金 92,000 92,000

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 47,000 47,000

11 地方交付税 11,150,000 11,150,000

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 498,734 498,734

14 使用料及び手数料 1,142,300 1,142,300

15 国庫支出金 4,849,357 9,000 4,858,357

16 府支出金 3,440,326 5,037 3,445,363

17 財産収入 413,027 413,027

18 寄附金 6,801 90,000 96,801

19 繰入金 1,043,839 1,043,839

20 諸収入 579,469 2,932 582,401

21 市債 4,755,700 18,100 4,773,800

22 繰越金 － 7,275 7,275

一般会計合計 41,279,000 132,344 41,411,344
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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 329,310 329,310

02 総務費 5,874,435 92,400 5,966,835

03 民生費 13,928,263 30,680 13,958,943

04 衛生費 5,334,486 5,334,486

05 労働費 61,258 61,258

06 農林業費 2,203,377 9,264 2,212,641

07 商工費 466,493 466,493

08 土木費 2,585,389 2,585,389

09 消防費 1,427,732 1,427,732

10 教育費 3,189,929 3,189,929

11 災害復旧費 550,486 550,486

12 公債費 5,277,842 5,277,842

13 予備費 50,000 50,000

一般会計合計 41,279,000 132,344 41,411,344
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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

6,939,829 6,939,829

うち
議員人件費

166,817 166,817

うち
職員人件費

4,998,028 4,998,028

5,385,972 17,799 5,403,771

295,586 295,586

8,084,444 0 8,084,444

4,172,800 80 4,172,880

5,478,061 24,465 5,502,526

う ち 人 件 費 229,264 229,264

4,927,575 24,465 4,952,040

補助事業費 1,905,306 1,905,306

単独事業費 3,022,269 24,465 3,046,734

550,486 550,486

5,277,842 5,277,842

820,600 90,000 910,600

135,400 135,400

4,638,466 4,638,466

50,000 50,000

41,279,000 132,344 41,411,344一般会計合計

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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◆ 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                                        2,400 継続 7

④　地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり

ふるさと創生事業基金造成事業                                90,000 継続 8

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

病児保育サービス事業                                        4,660 新規 9

地域子育て支援拠点移転整備事業                              20,200 新規 10

京都子育て支援医療費支給事業                                10,802 拡充 11

ふくふく医療費支給事業                                      △6,847 縮小 12

障害福祉施設整備事業                                        1,865 継続 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

美しい農村再生支援事業 9,264 新規 14

計 132,344

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 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,400 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

   2,400  
補正後予算額 

2,400 

 

 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の新設・修繕により地域コミュ

ニティの活性化を図ることを目的とします。 

 

 ２ 事業の内容 

    平成27年3月25日付けで一般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、自治会が実施し地域コミュニティの活性化を図る事業に対し

て、本市を経由（歳入）して交付します。 

 

 ３ 事業費の内訳 

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)地域交流推進費 

   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） 

   ・土師町自治会健康遊具等設置事業補助金    2,400千円 

「土師町良い子の公園」（土師町地内）への健康遊具等設置事業を実施する

土師町自治会に対して補助金を支出します。 

 

４ 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     2,400千円 

（一般コミュニティ助成事業） 

 

 

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 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 ふるさと創生事業基金造成事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

90,000 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

   90,000  
補正後予算額 

90,000 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市の将来を担う人材育成のための資金として寄せられた、個人や団体

等からの寄附金をふるさと創生事業基金に積み立て、計画的な運用を図ります。 

 

２ 事業の内容 

ふくちやまふるさと創生寄附金への指定寄附があったため、ふるさと創生事

業基金に積み立てます。これからの福知山市のふるさと創生事業および人材育

成に活用する予定です。 

・寄附者 佐藤八重子さん（東京都在住） 

・寄附金額 90,000千円 

・寄附受入日 平成27年4月2日、4月7日 

今回の寄附で佐藤さんから本事業への寄附金額は累計で1億5000万円になり

ました。 

 

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 

  積立金（基金積立金） 90,000千円 

 

４ 主な特定財源 

(款)寄附金 (項)寄附金 (目)総務費指定寄附金 

ふくちやまふるさと創生寄附金 90,000千円 

 

 ５ 福知山市ふるさと創生事業基金の残高見込（単位：千円） 

H25末残高 
H26末残高 

見込額 

H27年度中増減見込 H27末残高 

見込額 積立 取崩し 

 ① ② ③ ①+②-③ 

147,008 203,534 90,912 
うち今回補正額 

90,000 

5,179 289,267 

 

 

 

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 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 病児保育サービス事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

4,660 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

 2,298  532 1,830 
補正後予算額 

4,660 

 

１ 事業の背景・目的 

現在、市立福知山市民病院内において、病気の回復期にある乳幼児を対象に

した「病後児保育」を実施していますが、利用実績は少ない状況です。本当に

要望が多いのは、仕事などの都合で病気中の児童の保育が出来ない場合に利用

できる「病児保育」です。 

子どもの病気が原因で、やむを得ず仕事を休まなければならないという状況

を解消するため、新規に「病児保育」を開始します。 

 

２ 事業の内容 

・実施場所  市立福知山市民病院（厚中町） 

・開始時期  平成27年9月予定 

・対象者  仕事などの都合で家庭での保育が受けられない病気中 

などの小学校3年生までの児童 

・開設日   月曜日から金曜日まで 

・定員      5人（1日あたり） 

・利用料単価  2,500円／人・日、ただし減免制度あり 

 

３ 事業費の内訳 

  (款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉総務費 

    （節）賃金    3,980千円（臨時職員：看護師1名、保育士2名） 

    （節）需用費    130千円（消耗品費） 

    （節）備品購入費  550千円（施設備品、図書等） 

 

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 

    ・保育対策等促進事業費補助金（病時保育） 2,298千円 

 

  （款）諸収入  （項）雑入   （目）雑入 

    ・病児保育利用料  532千円 
 

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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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 地域子育て支援拠点移転整備事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

20,200 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

  18,100  2,100 
補正後予算額 

20,200 

 

１ 事業の背景・目的 

市の委託事業「地域子育て支援ひろば」の利用者が増えています。現在の施

設（アオイ通りの民間施設）では、プレイルームの面積（45㎡）、駐車場台数

（7台程度）が限られおり、講座の申込の約半数をお断りしている状況です。 

また、平成26年豪雨災害により被災した岡ノ三地区の公共施設マネジメント

の一環として、被災施設の今後の活用と復旧について検討を重ねてきました。 

 

２ 事業の内容 

(ア) 「地域子育て支援ひろば事業」の実施場所を岡ノ三老人施設「おかの

里」に移転します。「おかの里」で地域子育て支援拠点として必要な

面積を確保するため、プレイルームを増築します。 

増築により、最大126㎡の面積が確保できる予定です。 

(イ) なお、被災により休館中の岡ノ三教育集会所を「おかの里」に移転す

る計画であり、今回そこへ新たに「地域子育て支援拠点」を付加し、

機能を集約した複合施設として活用していく予定です。 

 

３ 事業費の内訳 

  (款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉総務費  

(節)委託料     1,200千円（設計委託料） 

(節)工事請負費  19,000千円（増築工事） 

        

    

４ 主な特定財源 

  （款）市債 （項）市債 （目）民生債 

・地域子育て支援拠点移転整備事業（公共施設最適化事業債） 

 20,200千円×90% ≒ 18,100千円 

 ＜交付税算入率 50％＞ 

 
  

担当課 福祉保健部子育て支援課 電話 直通 24-7082 内線 2111 
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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 京都子育て支援医療費支給事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

10,802 

国 府 市債 その他 一般財源 116,389 

 2,739   8,063 
補正後予算額 

127,191 

１ 事業の背景・目的 

乳幼児及び児童の健康保持と増進を図り、子育て家庭の経済的負担を軽減す

るため、医療機関にかかった場合の医療費について、京都子育て支援医療制度

が平成27年9月診療分から拡大されるため、それに対応する補正を行います。 

２ 事業の内容 

医療費について、次のとおり制度が拡大されます。 
現状 3歳未満 3歳～小学 6年 中学 1～3年 

入院 
【京都子育て医療】（府） 

200円／月 

【ふくふく医療】（市） 

200円／月 

入院外 

【京都子育て医療】 

（府） 

200円／月 

 

【ふくふく医療】（市） １日 500円まで 

 

【京都子育て医療】（府） 

1 か月各医療機関での支払合計額が 

3,000 円を超えたとき超過分を償還払い 

 

  

改正後 3歳未満 3歳～小学 6年 中学 1～3年 

入院 
【京都子育て医療】（府） 

200円／月 

入院外 
【京都子育て医療】 

（府） 

200円／月 

 

【ふくふく医療】（市） １日 500円まで 

 

【京都子育て医療】（府） 

1 か月各医療機関での支払合計額が 

3,000 円を超えたとき超過分を償還払い 

 

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  

（節）需用費   594千円（受給者証、受給者証送付用封筒印刷費） 

（節）役務費  1,298千円（受給者証送付郵送料、医療費審査手数料） 

（節）委託料  2,160千円（電算システム改修費） 

（節）扶助費  6,750千円（医療費） 

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 

・京都子育て支援医療費助成事業 2,739千円 

担当課 福祉保健部子育て支援課 電話 直通 24-7011 内線 2115 
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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 ふくふく医療費支給事業 縮小 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,847 

国 府 市債 その他 一般財源 87,255 

    △6,847 
補正後予算額 

80,408 

 

１ 事業の背景・目的 

中学修了前までの乳幼児及び児童の医療費について、京都府の制度「京都子

育て支援医療制度」と市の制度「ふくふく医療費支給事業」により公費で一部

負担しています。 

平成27年9月診療分から「京都子育て支援医療制度」の対象年齢などが拡大さ

れることに伴い、当初予算で予定していました「ふくふく医療費支給事業」を

減額します。 

 

２ 事業の内容 

平成27年9月診療分から「京都子育て支援医療制度」が適用されますが、その

うち中学生の入院医療費と、中学生の1か月3,000円を超えた入院以外の医療費

について、減額します。 

 

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  

（節）役務費    △97千円（医療費審査手数料） 

（節）扶助費  △6,750千円（医療費） 

 

 
  

担当課 福祉保健部子育て支援課 電話 直通 24-7011 内線 2115 
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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 

1,865 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

    1,865 
補正後予算額 

1,865 

 

１ 事業の背景・目的 

社会福祉法人竹毛の希望の家が運営している生活介護、就労継続支援Ｂ型施

設「障害福祉サービス事業所ちくもう（昭和新町100番地）」が平成26年8月豪

雨により、床上40cmまで浸水し、1階各室の床・壁・建具・家具をはじめ、エレ

ベーター・エアコンなどの機械・電気設備に甚大な被害を受けました。 

このため、本法人は国庫補助金（社会福祉施設等災害復旧費補助金）を受け

て、災害復旧工事を行いました。 

 

２ 事業の内容 

法人が行った災害復旧工事に対して、福知山市社会福祉施設整備事業補助金

交付要綱に基づき、国庫補助基準額の10分の1を補助金として交付します。 

18,659千円（国庫補助基準額）×1/10＝1,865千円（千円未満切捨） 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)民生費 (項)社会福祉費 (目)社会福祉援護費 

（節）負担金補助及び交付金 1,865千円 

担当課 福祉保健部社会福祉課 電話 直通 24-7017 内線 2124 
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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 美しい農村再生支援事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

9,264 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

9,000    264 
補正後予算額 

9,264 

１ 事業の背景・目的 

     大江町毛原地区に受け継がれてきた美しい棚田は、伝統文化、経験に裏打ちさ

れた持続可能な資源管理の方法等を現在に伝えるとともに、農村の価値の向上

に寄与していますが、地区の過疎化・高齢化の進行により、棚田の維持が困難

となりつつあります。そのため、美しく伝統ある農村を次世代へ継承していく

ため、棚田を保全・継承し、集落の担い手を確保する取組を支援します。 
 
２ 事業の内容 

農林水産省「美しい農村再生支援事業補助金」を活用し、農村資源の保全・

継承に向けた活動計画の策定、棚田を活かした農産物の地域ブランド化・販路

開拓、新規移住者による集落の担い手の確保等の体制づくりを構築します。 

また、景観保全を継承するため、損傷した農業施設等の整備をします。 

（１）農村の歴史・伝統技術等の調査解析 

（２）環境保全計画策定         

（３）農地・農業施設保全整備      

 

３ 事業費の内訳 

 （款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

    消耗品費（建設資材）               1,734千円 

    調査解析業務委託費                 5,000千円 

活動計画策定業務委託費             1,000千円 

建設機械経費（重機リース料、運転手含む）  1,266千円 

事務費                        264千円 

 

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 

     美しい農村再生支援事業補助金    9,000千円 

 

 

 

 

 

 

 
大江町毛原地内 

担当課 農林商工部 農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4114 
 



15 

◆ 条例関連議案 
 

■ 福知山市税条例（一部改正）               【税務課】 
 
１ 改正の理由 

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要があ

る。 

 

２ 改正の概要 

（１）法人の市民税における恒久的施設に係る用語の定義については、これまで法人税

法を引用していたが、法改正により地方税法に規定することとなったため、条番

号等の整理を行うこととした。            （第１８条第２項関係） 

（２）所得税における国外転出時課税の創設に伴い、個人の市民税所得割の課税標準の

計算において、当該譲渡所得については、所得税法の計算の例によらないものと

することとした。                  （第２５条第２項関係） 

（３）個人の市民税における住宅ローン減税の対象期間を平成３１年６月３０日まで

１年半延長することとした。       （附則第７条の３の２第１項関係） 

（４）旧３級品の製造たばこに係る特例税率を段階的に廃止することとし、平成２８年

４月１日から平成３１年４月１日までに、４段階で税率引上げを実施することと

した。                     （附則第１６条の２関係） 

（５）所得税法の改正に伴う項番号の整理を行うこととした。 

（第２７条の３の３第４項関係） 

（６）法人税法の改正に伴う条番号の整理を行うこととした。 

（附則第５条の２第１項関係） 

３ 施行期日 
（２）、（３）及び（５） 平成２８年１月１日 
（１）、（４）及び（６） 平成２８年４月１日 

 

 

■ 福知山市少年補導センター条例（一部改正）      【生涯学習課】 
 
１ 改正の理由 

福知山市少年補導センターの移転に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の概要 

福知山市少年補導センターの位置を改めることとした。     （第２条関係） 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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◆ その他の議案 
 

■ 工事請負契約の変更について                【総務課】 

 
工 事 名   福知山市庁舎耐震改修工事 

変更前契約金額  ８４４,６５２,０４０ 円 

変更後契約金額  ８５０,１８９,２００ 円 

変 更 理 由    地中部分や、施工上で支障となり撤去や改修が必要となる 

箇所について、工法や復旧方法等を変更することによる。 

契約の相手方  西田・大栄共同企業体 

代表者 福知山市字天田小字犬丸１３１番地の１ 

西田工業株式会社 

代表取締役社長  西 田 泰 晤 

構成員 福知山市字天田８４８－３ 

大栄工業株式会社 

代表取締役  角 井 俊 一 

 

■ 平成２６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２件 

（２） 繰越明許費 

（一般会計）   市民会館・中央公民館改修事業ほか９７件 

（国民健康保険事業特別会計） 

  国保運営事業一般管理費ほか１件 

（国民健康保険診療所費特別会計）  

 雲原診療所バリアフリー化事業 

（簡易水道事業特別会計） 

  水道未普及地域解消事業ほか１件 

（介護保険事業特別会計）  

 介護保険事業運営 

（後期高齢者医療事業特別会計） 

  後期高齢者医療事業一般経費 

（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）   有害鳥獣処理施設整備事業 
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（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）  市道末広区画８号線他 上水道配水支管布設替工事ほか 

９件 

（下水道事業会計） 管渠施設拡張事業ほか７事業 

（病院事業会計） 新大江病院施設整備事業ほか１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） 市道末広区画８号線他 上水道配水支管布設替工事ほか 

５件 

（下水道事業会計） 排水ポンプ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 

（水道事業会計） 第５次拡張事業 堀浄水場緩速ろ過池更新工事 

 

 

■ 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 金額 人数 件数 

工事請負契約 

解除違約金 
契約監理課 48,901円 1人 1件 

工事請負契約 

過払前払金 

返還遅延利息 

契約監理課 104,620円 1人 1件 

くらしの資金貸付金 社会福祉課 452,600円 7人 7件 

一戸建住宅使用料 人権推進室 38,000円 1人 5件 

生活応急資金貸付金 人権推進室 113,214円 1人 1件 

京都府森と緑の公社 

出資金 
林業振興課 340,000円 1人 1件 
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市営住宅使用料 建 築 課 3,403,970円 12人 208件 

合計  4,501,305円 24人 224件 

 

 

（水道事業会計） 

債権の名称 所管課 金額 人数 件数 

水道料金 お客様サービス課 670,620円 13人 88件 

 

合計 

 

 

 

 

670,620円 13人 88件 

 

 

（病院事業会計） 

債権の名称 所管課 金額 人数 件数 

診療費 医事課 1,459,011円 3人 16件 

 

合計 

 

 

 

 

1,459,011円 3人 16件 

 

（合 計） 

債権の名称 所管課 金額 人数 件数 

  

 6,630,936円 40人 328件 

 


