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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 補正後の額

41,411,344 252,787 41,664,131

9,451,900 226,991 9,678,891

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 7,812,400 186,707 7,999,107

介護サービス事業勘定 30,700 2,720 33,420

26,500 26,500

172 172

1,897,700 1,897,700

756,200 756,200

23,224,472 416,418 23,640,890

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

88,072,396 669,205 88,741,601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

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 ９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 1,503 500,237

14 使用料及び手数料 1,142,300 1,142,300

15 国庫支出金 4,858,357 59,230 4,917,587

16 府支出金 3,445,363 17,751 3,463,114

17 財産収入 413,027 413,027

18 寄附金 96,801 96,801

19 繰入金 1,043,839 1,043,839

20 諸収入 582,401 582,401

21 市債 4,773,800 152,600 4,926,400

22 繰越金 7,275 21,703 28,978

一般会計合計 41,411,344 252,787 41,664,131
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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 補正後の額

01 議会費 329,310 329,310

02 総務費 5,966,835 76,500 6,043,335

03 民生費 13,958,943 81,027 14,039,970

04 衛生費 5,334,486 7,900 5,342,386

05 労働費 61,258 61,258

06 農林業費 2,212,641 19,276 2,231,917

07 商工費 466,493 466,493

08 土木費 2,585,389 52,884 2,638,273

09 消防費 1,427,732 1,427,732

10 教育費 3,189,929 15,200 3,205,129

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 41,411,344 252,787 41,664,131
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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 補正後の額

6,939,829 225 6,940,054

うち
議員人件費

166,817 166,817

うち
職員人件費

4,998,028 4,998,028

5,403,771 6,624 5,410,395

295,586 295,586

8,084,444 700 8,085,144

4,172,880 200 4,173,080

5,502,526 239,438 5,741,964

う ち 人 件 費 229,264 229,264

4,952,040 239,438 5,191,478

補助事業費 1,905,306 28,951 1,934,257

単独事業費 3,046,734 210,487 3,257,221

550,486 550,486

5,277,842 5,277,842

910,600 910,600

135,400 135,400

4,638,466 5,600 4,644,066

50,000 50,000

41,411,344 252,787 41,664,131一般会計合計

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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◆ ９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

夜久野地域賑わい創出事業                                    15,300 新規 8

三和町農業振興センター地域拠点整備事業                      6,000 新規 9

③　人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり

防衛施設周辺整備事業                                        2,884 継続 10

過疎対策事業                                                50,000 継続 11

④　地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり

飼料用米生産支援事業                                        7,000 新規 12

玄武岩公園活性化事業 3,200 拡充 13

農業基盤整備促進事業                                        12,276 継続 14

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

献血・骨髄バンク推進事業                                    700 拡充 15

公設民営診療所施設設備改修事業                              7,200 拡充 16

くりのみ園機能拡充事業                                      75,427 拡充 17

⑦　魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり

４年制大学設置準備事業                                      52,000 拡充 18-19

中学校施設設備改修事業                                      7,200 拡充 20

小学校耐震改修事業                                          8,000 継続 21

■ 地域消喚起・生活支援型

保育所委託事業
公立保育所運営事業
多子世帯保育料軽減事業（保育園分）
幼稚園一般管理事業
私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業

0 ― 22

一
般
会
計

（単位：　千円）

補正額 増減区分 ページ

通
常
補
正

「
交
付
金
活
用

」
事
業

施策名

事業名

※「交付金活用」事業・・・平成２６年度国の緊急経済対策 （地域住民生活等緊急支援のための交付金）

地域消費喚起・生活支援型 限度額 １３２，６３１千円 ①

既充当 ふくちやまプレミアム商品券発行事業 ８９，４１９千円 ②

今回充当額 ①－②＝４３，２１２千円

満１８歳未満の児童が３人以上いる世帯の第３子以降の保育料を無償とし経済的負担を軽減
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繰
出
金
等
補
正

国民健康保険事業特別会計繰出金 5,600 継続 23

【国民健康保険事業特別会計】   北部保健福祉センター地域拠点整備事業 5,600 新規 23

【国民健康保険事業特別会計】   療養給付費負担金等返還金等 221,391 継続 24

【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】　　介護給付費負担金等返還金等 186,707 継続 25

【介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）】介護サービス事業基金積立金 2,720 継続 26

【地域情報通信ネットワーク事業特別会計】   　　債務負担行為設定 0 新規 27

特
別
会
計

（単位：　千円）

事業名 補正額 増減区分 ページ

一
般
会
計
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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 夜久野地域賑わい創出事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

15,300 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

  15,300   
補正後予算額 

15,300 

 

１ 事業の背景・目的 

夜久野地域では、「夜久野地域の小さな拠点づくり構想」として、下夜久野

地域を行政・文化ゾーンとして位置づけ、賑わいを再生するまちづくりをめざ

しています。 

今回、旧夜久野町役場跡地に日常生活の買い物が手軽にできる生鮮食料品を

核とする小売業等商業施設を誘致するため、土地利用者を募集するにあたり必

要な敷地整地工事を行います。 

 

２ 事業の内容 

(1) 旧夜久野町役場跡地・整地工事  

    ・整地工（すきとり） 950ｍ3 

    ・舗装版取り壊し   14ｍ3 

    ・構造物取り壊し   16ｍ3 

(2) 水道管移設工事      一式  

(3) 子午線標柱撤去工事      一式 

(4) バス待合所撤去工事      一式 

(5) バス待合所新設工事      一式 

   工事期間 平成27年11月～平成28年2月（予定） 

 

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  

   工事請負費 15,300千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款)市債 (項)市債 (目)総務債 

夜久野町賑わい創出事業 （過疎対策債） 15,300千円 
     
 

担当課 地域振興部夜久野支所 電話 直通 37-1101 内線 74-9211 

土地利用を進める 旧夜久野町役場跡地全体図 
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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 三和町農業振興センター地域拠点整備事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

6,000 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

 3,000   3,000 
補正後予算額 

6,000 

 

１ 事業の背景・目的 

昭和60年度に建設した三和町農業振興センターについて、三和支所周辺の小

さな拠点づくりの一環として、公共施設の余剰スペースの利活用を進めます。

老朽化した三和町農業振興センターの設備等を整備し、三和地域協議会による

会議スペースの利用での活発化や福知山市地域包括支援センター等の入所で、

住民自治のまちづくりを進めます。 

 

２ 事業の内容 

建築後30年を経過し老朽化により故障した空調機を更新します。パーテーシ

ョンを設置し、会議室を分割し、会議室の機能、事務所の機能などを整備し、

有効活用していくものです。 

 

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  

備品購入費  6,000千円（空調機、パーテーション等の購入） 

 

４ 主な特定財源 

 (款)府支出金 (項)府補助金 (目)総務費府補助金 

地域創造拠点整備支援交付金   3,000千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         三和町農業振興センター 
 

担当課 地域振興部三和支所 電話 直通 58-3001 内線 73-9111 
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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 防衛施設周辺整備事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,884 

国 府 市債 その他 一般財源 16,303 

2,018    866 
補正後予算額 

19,187 

 

１ 事業の背景・目的 

自衛隊福知山駐屯地の訓練場に隣接する市道旭が丘小谷ヶ丘線は、住民の主要 

な生活道路であるが一部幅員が狭く、自衛隊大型車両と一般車両が安全に離合す 

ることができない状況です。 

このため、道路拡幅工事を行い、安全な車両経路を確保することにより、駐屯 

地周辺における市民の生活環境の整備を図ります。 

 

２ 事業の内容 

国からの補助事業の内示に基づき、当初予算額との差額分の補正を行います。 

市道旭が丘小谷ヶ丘線の改良工事を実施します。 

 全体延長 Ｌ＝280.0ｍ（舗装工、区画線工、ボックスカルバート工など） 

平成27年度～平成28年度 2ヶ年継続費設定 

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

27 17,303 27 20,187 27 2,884

28 76,131 28 88,823 28 12,692

補正前① 補正後② 差引補正額②－①

93,434 109,010 15,576
 

 

３ 事業費の内訳  

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費 

旅費            72千円（交付申請） 

使用料及び賃借料    137千円（複写機使用料） 

  工事請負費       2,554千円（舗装工、区画線工など） 

  補償、補填及び賠償金  121千円（物件移転補償） 

 

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 

補助対象 2,884千円×補助率70％≒2,018千円 
                   

 

 

 

 

       東側より             西側より 

担当課 土木建設部土木課 電話 直通 24-7059 内線 4215 
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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 過疎対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

50,000 

国 府 市債 その他 一般財源 33,000 

  50,000   
補正後予算額 

83,000 

 

１ 事業の背景・目的 

過疎地域における交通基盤を確保するため、過疎計画に基づき、市道の改良を 

  行い、良好な生活道路を確保することで過疎地域の活性化を図ります。 

 

２ 事業の内容 

二瀬川大江山線において、平成26年度施工中に地滑りが発生しました。 

このため、安全な施工と安定した構造物とするため、ブロック積から逆Ｔ擁

壁に工法の変更を行い、早期完成を目指します。 

全体延長 Ｌ＝244.0ｍ（舗装工、擁壁工、舗装工、水路工） 

 

３ 事業費の内訳  

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費 

工事請負費      50,000千円（舗装工、擁壁工など） 

 

４ 主な特定財源 

（款） 市債 (項) 市債 (目) 土木債  

過疎対策事業 （過疎対策債） 50,000千円 

 

  
            地滑り状況（二瀬川大江山線） 

     

担当課 土木建設部土木課 電話 直通 24-7059 内線 4215 
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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 飼料用米生産支援事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 7,000 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

 7,000    
補正後予算額 

7,000 

 

１ 事業の背景・目的 

主食用米の消費減による米価の下落が深刻化する中で、主食用米の生産調整

の一環として、水田における主食用米以外の作物の生産が推奨されています。

中でも、米を家畜の餌として生産する飼料用米は、水田での作付けに適した作

物であり、畜産農家の需要も大きく、全国的に主食用米から飼料用米への転換

が求められています。 

しかしながら、急速に増大する飼料用米の流通・保管に関する体制や施設が

整備されておらず、本市における飼料用米生産においても大きな課題となって

います。 

平成２７年度より京都府において創設された事業であり、飼料用米保管施設

の整備を支援することで、飼料用米の生産において課題となっている保管施設

の不足を解消し、生産者が安心して飼料用米を作付けできる体制を整えること

で、飼料用米生産の拡大と生産者の所得向上を図ります。 

 

２ 事業の内容 

   飼料用米保管庫の整備 

  （1）対象者 みのり受託組合（市内の飼料用米保管流通受託組織） 

  （2）事業量 飼料用米保管庫（20.36ｍ×9.27ｍ＝189㎡）  ２棟 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

   負担金補助及び交付金  補助金 7,000千円 

 

  ・飼料用米保管庫建設費 21,000千円 

  

      補助対象事業費  21,000千円 

      補助金       7,000千円(事業費の1/3) 

 

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 7,000千円 

                      

 
 

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 玄武岩公園活性化事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

3,200 

国 府 市債 その他 一般財源 6,918 

  3,200   
補正後予算額 

10,118 

 

１ 事業の背景・目的 

やくの玄武岩公園の北側東端の岩肌で落石があり、現在ガードフェンスで周り

を囲み立ち入り禁止としています。京都府指定文化財（天然記念物）に指定され、

京都府景観資産にも登録されていることから景観に配慮して公園内の一部を防

護柵で囲み安全対策等を行います。 

また、南側の展望台においても同様に、防護柵等を設置します。 

２ 事業の内容 

北側 防護柵工（延長41.0ｍ） 石積工（面積4.0㎡） 

南側 防護柵工（延長10.0ｍ） ステップ工【擬木】（1.0式） 

砕石路盤工（面積 40.0㎡） ベンチ工（1.0基） 伐採工（1.0式） 

 
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 

     工事請負費  3,200千円 

４ 主な特定財源 

  (款)市債 (項)市債 (目)総務債   

玄武岩公園活性化事業 （過疎対策債）  3,200千円 

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 農業基盤整備促進事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 12,276 

国 府 市債 その他 一般財源 49,850 

 7,401 3,000 1,503 372 
補正後予算額 

62,126 

 

１ 事業の背景・目的 

農業の体質強化のため、老朽化した施設の更新や農作業道の整備を各地区の計画

に基づいて順次実施しています。今回京都府より補助交付額の増額がありましたの

で、整備地区の検討を行い、増額補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

地区名   内容    補正前     補正後    補正額 

雲原地区 農道舗装      16,000千円     17,000千円    1,000千円 

今安地区 農道舗装       9,750千円      9,026千円    △724千円 

上六人部地区 農道舗装      16,000千円     25,500千円    9,500千円 

三和地区 農道舗装他     4,850千円      4,850千円        0千円 

    夜久野地区 水路改修他     2,400千円      4,900千円    2,500千円 

工事請負費計        49,000千円   61,276千円   12,276千円 

    委託料             500千円      500千円    0千円 

        事務費             350千円        350千円        0千円 

合 計          49,850千円     62,126千円  12,276千円 

 

３ 事業費の内訳 

（款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

工事請負費                     12,276千円 

 

４ 主な特定財源 

 （款）分担金及び負担金 （項）分担金    補正前   補正後  補正額 

  （目）農林業費分担金            5,504千円 7,007千円 1,503千円 

 （款）府支出金 （項）府補助金  

（目）農林業費府補助金          29,200千円 36,601千円 7,401千円 

（款）市債 （項）市債 （目）農林業債   13,300千円 16,300千円 3,000千円 

    農業基盤整備促進事業（公共事業等債）                

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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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 献血・骨髄バンク推進事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

700 

国 府 市債 その他 一般財源 200 

 350   350 
補正後予算額 

900 

 

１ 事業の背景・目的 

骨髄等の移植を必要とする患者を一人でも多く救うためには、ドナー登録者の

維持・増加とともに、実際に骨髄等の提供を応諾してくれるドナーの増加が必要

となります。こうした中で、ドナー登録者がドナー候補者として選ばれ、骨髄等

の提供に至るまでには、確認検査、最終同意面談、健康診断、採取など、骨髄等

提供者に時間的・身体的に大きな負担がかかります。助成金を交付することによ

り、ドナーの負担を軽減し、骨髄等移植の推進に資することを目的とします。 

 

２ 事業の内容 

 （１）事業主体 

     福知山市 

（２）助成対象者 

     骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った者 

（３）助成内容 

     骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る通院、入院又は面談に要した日数に2

万円を乗じた額を助成します。ただし、1回の提供につき14万円を限度

とし助成します。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)保健衛生総務費  

 負担金補助及び交付金  140,000円×5人＝700,000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  

骨髄ドナー助成事業補助金 

140,000円×5人×1/2＝350,000円 
  

担当課 福祉保健部健康推進室 電話 直通 23-2788 内線 6230 
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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 公設民営診療所施設設備改修事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

7,200 

国 府 市債 その他 一般財源 7,657 

    7,200 
補正後予算額 

14,857 

 

１ 事業の背景・目的 

7月の長雨により、公設民営診療所である川口診療所・あしだ歯科診療所の屋

根から雨漏りが発生しました。  

川口診療所は、あしだ歯科診療所と一体的な建物として昭和58年に建設され、 

築後32年を経過し老朽化が進んでいます。   

 雨漏りにより、診療所運営に支障を来たすおそれがあるため、川口診療所・

あしだ歯科診療所の屋根を改修します。 

 

２ 事業の内容 

川口診療所・あしだ歯科診療所の屋根の全面改修工事を実施します。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)診療所費 

・工事請負費 7,200千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       川口診療所・あしだ歯科診療所（下小田）    
 

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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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 くりのみ園機能拡充事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

75,427 

国 府 市債 その他 一般財源 258,057 

  71,700  3,727 
補正後予算額 

333,484 

 

１ 事業の背景・目的 

発達に課題のある子どもとその保護者を支援していく拠点施設として福知山

市障害児通園療育センター「くりのみ園」を開設しています。 

通園希望児童の増加に対応し、また「のびのび福知っ子就学前発達支援事業」

による事後支援を充実させるため、「くりのみ園」の機能拡充に向けた移転改

築工事を計画しています。実施設計を精査する中で、利用する保護者等からの

要望に、的確に対応するため、設計内容を見直す必要が生じました。そこで、

より専門的かつ安全安心な施設とするため増額補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

増額理由 

（１）機能変更（床材変更、階高変更） 

（２）施設仕様変更（区画数増加、感覚統合吊遊具の追加、空調システムの

変更等） 

（３）物価・労務単価の上昇 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉施設費 

  （節）工事請負費 75,427千円 

 

４ 主な特定財源 

 (款)市債 (項)市債 (目)民生債 

  くりのみ園機能拡充事業 （合併特例債） 71,700千円 

 

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 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 ４年制大学設置準備事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

52,000 

国 府 市債 その他 一般財源 13,100 

10,000    42,000 
補正後予算額 

65,100 

 

１ 事業の背景・目的 

「北近畿地域の学びの拠点」づくりを目指し、平成２８年４月の「福知山公立大学」

の開学に向け、大学を運営する公立大学法人の設立準備や新大学の学生募集活動、さ

らには開学前の市民向け講演会等を実施する。 

 

２ 事業の内容 

  公立大学評価委員会、ＷＥＢサイト作成、記念講演会など市が直接実施する

事業に加え、成美大学からの大学設置者変更手続きを踏まえ、現在大学を運営

する学校法人成美学園が行う開学準備費用に対し必要な負担を行う。 

 

（１）公立大学評価委員会  ２２５千円 

    公立大学法人の中期目標等を審議するため、有識者等による３回程度の

委員会を開催 

 

（２）福知山公立大学 学章・ロゴマーク公募経費  ２００千円 

    学章・ロゴマークの一般公募を実施 

 

（３）福知山公立大学 ＷＥＢサイト作成費    ３，０００千円 

    公立大学法人の専用サイトを開設 

 

（４）福知山公立大学 開学告知講演会開催経費  1，５００千円  

    大学の開学を市内外に広く 

ＰＲするため、著名な研究 

者等による講演会やシンポ 

ジウムなどを開催 

                                    

                                 

  

 

 

  

         

                         
平成 28年 4月開学「福知山公立大学」 
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（５）学校法人成美学園への大学開設経費負担金  ４５，１６０千円 

   ①学生募集活動負担金  １５，１６０千円 

   ②公立大学法人財務会計・人事給与システム導入費用 

  ２７，５００千円 

③福知山公立大学 看板等改修費用 

      ２，５００千円          

                                 

  （６）その他事務費等                            １，９１５千円 

    文部科学省・京都府等への調整旅費 ７６４千円 

    公立大学法人設立登記等委託費    ３００千円 

    大学封筒等事務用品、関連事務等   ８５１千円 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費 

 

                                  
   

担当課 市長公室公立大学検討事務局 電話 直通 24-7039 内線 3118 

 

 

 

 

 

 

 

・報 酬      225千円 

・報償費     200千円 

・旅 費     764千円 

・需用費      681千円 

・役務費       50千円 

・委託料     4,800千円 

・使用料及び賃借料50千円 

・備品購入費   70千円 

・負担金補助及び交付金 

     45,160千円 

 

   

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 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金     １０,０００千円 
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施策名 魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 中学校施設設備改修事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

7,200 

国 府 市債 その他 一般財源 14,000 

    6,400  800 
補正後予算額 

21,200 

 

１ 事業の背景・目的 

  平成28年度に体の不自由な生徒が入学を予定されている中学校において、生

徒が安心して学校生活を送れるようにバリアフリー改修を行い、教育環境の改

善を図ります 

 

 

２ 事業の内容 

生徒が安心して使用できる洋式便器の設置、スロープ、手摺等の整備を行い

います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）教育費 （項）中学校費 （目）学校管理費 

 

六人部中学校バリアフリー改修工事  7,200千円 

 

 

４ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）教育債 

 

中学校施設設備改修事業（地域活性化債） 6,400千円 

 

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 小学校耐震改修事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

8,000 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

4,000  3,000  1,000 
補正後予算額 

8,000 

 

１ 事業の背景・目的 

学校施設の耐震化を行い、生徒等の安全と安心の確保を図ります。 

耐震補強工事を実施するための実施設計を行います。 

 

 

２ 事業の内容 

惇明小学校管理棟は、一般的な耐震化工事を実施すれば国の登録有形文化財

の建物としての価値がなくなります。 

前年度に建物の詳細現状調査、詳細図面の作成、竣工時施行法規による構造

再計算等を行った結果を基に文化財としての価値を損なわない、耐震改修の実

施設計を行います。現在業務中の実施設計（その1）構造詳細設計業務と合わせ

た内外装の改修工事設計が必要であり、9月の交付決定を受けて実施設計（その

2）を行います。 

 

 

３ 事業費の内訳 

（款）教育費 （項）小学校費 （目）学校建設費 

惇明小学校管理棟耐震実施設計（その2）業務  8,000千円 

 

 

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 

登録有形文化財建造物修理事業           4,000千円 

 

（款）市債 （項）市債 （目）教育債 

小学校耐震改修事業（一般補助施設整備等事業債）  3,000千円 

 

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 
地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり 

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 

 

 

 

 

保育所委託事業、公立保育所運営事業、多子世帯保育料軽減事業（保

育園分）、幼稚園一般管理事業、私立幼稚園多子世帯保育料軽減事

業 ※（第３子以降保育料無償化） 

 

継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 0 

国 府 市債 その他 一般財源 0 

43,212    △43,212 
補正後予算額 

0 

 

１ 事業の背景・目的 

幼稚園・認可保育園等に第3子以降の子を通わせている保護者の経済的負担を

軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、満 

18歳未満の児童が3人以上いる世帯の第3子以降の保育料を無償とします。 

 

２ 事業の内容 

利用料無償化により歳入が減額となる内の一部については、一定の基準に基

づき京都府の補助金が適用されますが、残りの部分について地域活性化・地域

住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）の財源充当が可能で

あると確定したため補正を行います。 

 

３ 事業費の内訳 

  国庫負担金の充当先は以下のとおりです。 

(款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉総務費 

 ・多子世帯保育料軽減事業（保育園分） 716千円 

  (款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童措置費 

 ・保育所委託事業 31,166千円 

  (款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉施設費 

 ・公立保育所運営事業 10,113千円 

  (款)教育費 (項)幼稚園費 (目)幼稚園費 

 ・幼稚園一般管理事業 777千円 

 ・私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業 440千円 

 

４ 主な特定財源 

(款)国庫支出金 (項)国庫負担金 

     (目)民生費国庫負担金 41,995千円 

     (目)教育費国庫負担金 1,217千円  

担当課 
福祉保健部子育て支援課 

教育委員会教育総務課 
電話 直通 

24-7083 内線 2117 

24-7061 内線 5119 
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施策名 地域で支えるみんなにやさしい健康・福祉のまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【国民健康保険事業特別会計】 

北部保健福祉センター地域拠点整備事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,600 

国 府 市債 その他 一般財源   0 

   5,600  
補正後予算額 

5,600 

 

１ 事業の背景・目的 

北部保健福祉センターは、旧大江町で平成8年3月に建設され保健事業を行っ

てきましたが、合併による機能等の集約、台風による浸水等で常時使用が減少

し1階には空きスペースが生じています。 

公共施設マネジメントにより、大江支所と一体となった施設の有効活用を図

るため、平成28年4月以降、(仮称)大江地域協議会、福知山市地域包括支援セン

ター等の事務室として使用することとし、必要な施設の改修を行います。 

   

 

２ 事業の内容 

平成25年の台風18号により浸水したため、応急復旧工事を行いましたが、カ

ビ臭が発生しており、常時使用するには支障があるため壁面の改修を行います。 

 

３ 事業費の内訳 

  （款）保健事業費 （項）保健事業費 （目）保健衛生普及費 

工事請負費  一式    5,600千円 

 

４ 主な特定財源 

  （款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）その他繰入金 

北部保健福祉センター壁面等改修工事  5,600千円 
 
 

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

事業名 
【国民健康保険事業特別会計】 

療養給付費負担金等返還金／国民健康保険事業基金積立 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

221,391 

国 府 市債 その他 一般財源   9 

   221,391  
補正後予算額 

221,400 

 

１ 事業の背景・目的 

国民健康保険における一般被保険者、退職被保険者の保険給付(医療費)支出

に対し、法律の定めるところにより国負担分等を申請することで交付を受けて

いますが、年間保険給付費を見込んで申請を行い、申請額に基づき交付を受け

ているため、実績報告による交付確定額との差が生じます。よって、前年度で

超過交付となった場合、国負担金額等を翌年度に国等へ返還する必要がありま

す。 

また、国民健康保険の健全な運営及び保健事業の実施に必要な財源に充てる

ため、平成26年度国民健康保険事業特別会計決算における決算剰余金(繰越金)

から償還金を除いた残額を国民健康保険事業基金に積み立てます。 

   

２ 事業の内容 

平成26年度療養給付費等負担金(国庫負担金)等の交付額確定により超過交付

となったため、超過交付分を決算剰余金(繰越金)から国等へ返還するとともに、

残額については国民健康保険事業基金に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

（款）諸支出金 （項）償還金及び還付加算金 （目）償還金 

返還金            136,590千円 

（款）基金積立金 （項）基金積立金 （目）国民健康保険事業基金積立金 

国民健康保険事業基金積立金    84,801千円 

（繰越金221,391千円－返還金136,590千円） 

 

４ 主な特定財源 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 

平成26年度決算剰余金(平成27年度への繰越金) 

221,391千円  
  

 Ｈ26申請額 Ｈ26確定額 返還額 

療養給付費等負担金 

療養給付費等交付金 

1,435,195 

307,307 

 1,307,711 

298,201 

127,484 

9,106 

合  計   1,742,502 1,605,912   136,590 

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

事業名 
【介護保険事業特別会計（保険事業勘定）】 

介護給付費負担金等返還金／介護給付費準備基金積立金 

 

継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

80,352 

186,707 

国 府 市債 その他 一般財源 

   186,707  
補正後予算額 

267,059 

１ 事業の背景・目的 

介護保険事業（保険事業勘定）の財源である介護給付費国庫負担金、介護給

付費府負担金、支払基金交付金については、概算払いとなるため、翌年度にお

いて精算を行うこととなります。平成26年度についてはすべて超過交付となっ

たため、平成27年度において返還を行う必要があります。 

また、介護保険事業勘定の決算繰越金のうち、上記返還金を除いた分については、

介護保険事業の円滑な運営に資するために設置している介護給付費準備基金に積

み立てることとしています。  

 

２ 事業の内容 

平成26年度の介護保険事業（保険事業勘定）により生じた決算剰余金のうち、

平成26年度に超過交付となった、介護給付費国庫負担金、介護給付費府負担金、

支払基金交付金を返還し、その残額を介護給付費準備基金に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

  介護保険事業（保険事業勘定）決算剰余金  186,706,711円 …① 

  介護給付費国庫負担金返還金          44,029,615円 …② 

  介護給付費府負担金返還金          19,629,064円 …③ 

  支払基金交付金返還金            36,822,308円 …④ 

 

介護給付費負担金等返還金（②＋③＋④）     100,480,987円 

    ≪介護保険事業特別会計≫ 

    （款）諸支出金 （項）償還金及び還付加算金 （目）償還金 

     返還金 

介護給付費準備基金積立金（①－（②＋③＋④））  86,225,724円 

    ≪介護保険事業特別会計≫ 

    （款）基金積立金 （項）基金積立金 （目）介護給付費準備基金積立金

     介護給付費準備金積立金 

 

４ 主な特定財源 

 （款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 

   平成26年度決算剰余金（平成27年度への繰越金） 186,707,000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 
【介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）】 

介護サービス事業基金積立金 

 

継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,720 

国 府 市債 その他 一般財源 72 

   2,720  
補正後予算額 

2,792 

 

１ 事業の背景・目的 

介護サービス事業勘定の決算繰越金については、介護サービス事業の健全な財政 

運営に資するために設置している介護サービス事業基金に積み立てることとして

います。 

 

２ 事業の内容 

平成26年度の介護サービス事業勘定により生じた決算剰余金を介護サービス

事業基金に積み立てます。 

 

３ 事業費の内訳 

【基金積立額】 

介護保険事業（介護サービス事業勘定）決算剰余金 2,719,474円 

 

    ≪介護保険・介護サービス事業特別会計≫ 

   （款）基金積立金 （項）基金積立金 （目）介護サービス事業基金積立金 

   （節）積立金 

  

 

４ 主な特定財源 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 

平成26年度決算剰余金（平成27年度への繰越金） 2,720,000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 人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【地域情報通信ネットワーク事業特別会計】 

福知山市情報通信環境再整備事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

― 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

― ― ― ― ― 
補正後予算額 

― 

 

 債務負担行為の設定 「ｅ－ふくちやま」事業民営化に係る民間事業者への補助金 

 

事  項 期  間 限 度 額 
左の財源内訳 

市 債 その他 

「ｅ－ふくちや

ま」事業民営化に

係る民間事業者支

援 

平成 27年度 

～ 

平成 40年度 

千円 

 

2,148,000  

千円 

 

943,500  

千円 

 

1,204,500  

 

１ 事業の背景・目的 

「ｅ－ふくちやま」事業については、昨年度、民間による事業運営が今後の望まし

い事業運営であるとして、民間事業者に委ねる「ｅ－ふくちやま」事業再整理基本計

画を策定しました。 

同計画による将来的にも顧客ニーズにあった持続可能で安定したサービス提供を

図るため、今後決定することになる民間事業者への財政支援を通じて「ｅ－ふくちや

ま」事業の民営化を推進していきます。 

 

２ 事業の内容 

公募型プロポーザルにより民間事業者を審査･選定し、市と基本協定（仮称）を締

結することで民間事業者を決定します。 

この福知山市情報通信環境再整備事業により、民間事業者による再整備費用や維

持管理費用の一部を補助金として財政支援を行います。そのため、債務負担行為を

設定し、毎年度予算化を行い補助金として支出していきます。 

 

 ３ 今後のスケジュール（予定） 

時 期 内 容 

平成 27年 9月末 公募実施の公示 

平成 27年 10月末 提案書の審査、事業者選定 

平成 27年 11月末 事業者と基本協定の締結 

平成 28年 1月～ 事業者による整備着手、地元説明 

平成 30年 4月～ 事業者のサービスへの移行開始 

平成 31年 3月 事業者のサービスへの移行完了 
 

担当課 総務部情報推進課 電話 直通 24-7060 内線 3120 
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◆ 条例関連議案 
 

１ 福知山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（新規）【企画課】 
 

１ 制定の理由 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

伴い、条例を制定する必要がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）条例の趣旨について定めることとした。          （第１条関係） 

（２）条例で使用する用語の意義は、法の規定によることとした。 （第２条関係） 

（３）個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する市の責務について定めることと

した。                       （第３条及び第４条関係） 

（４）個人番号の利用範囲について定めることとした。      （第５条関係） 

（５）特定個人情報の提供について定めることとした。      （第６条関係） 

 

３ 施行期日 

 平成２７年１０月５日 

 

 

２ 公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例（新規） 

【公立大学検討事務局】 
 

１ 制定の理由 

  公立大学法人福知山公立大学評価委員会の設置に伴い、条例を制定する必要がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）条例の趣旨について定めることとした。            （第１条関係） 

（２）組織等について定めることとした。             （第２条関係） 

（３）特別委員について定めることとした。            （第３条関係） 

（４）委員長について定めることとした。             （第４条関係） 

（５）委員会の会議について定めることとした。          （第５条関係） 

（６）委任事項について定めることとした。            （第６条関係） 

（７）特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年福知

山市条例第３３号）別表において委員会の委員の報酬を次のように定めることとし

た。                    （附則第３項関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

公立大学法人評価委員

及び特別委員 

日額 １５，０００円 福知山市旅費支給条例に

定める旅費 

その他の委員 日額  ８，０００円 
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３ 施行期日 

   公布の日 

 

 

３ 福知山市個人情報保護条例（一部改正）         【秘書課】 
 

１ 改正の理由 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）用語の定義については、法の規定によることとした。   （第２条関係） 

（２）保有特定個人情報（行政機関が保有する個人番号を含む個人情報）の目的外利用

について制限することとした。    （第１１条第１項及び第１１条の２関係） 

（３）情報提供等記録の目的外利用について制限することとした。  

（第１１条の３関係） 

（４）保有特定個人情報の提供について制限することとした。 

（第１１条の４関係） 

（５）保有特定個人情報の開示請求は、法定代理人又は本人の委任による代理人ができ

ることとした。                   （第１５条第２項関係） 

（６）保有特定個人情報は、他の法令等の規定する開示の実施の調整を行わないことと

した。                       （第２６条第１項関係） 

（７）情報提供等記録の訂正を実施した場合は、情報の照会者又は提供者へ書面により

通知することとした。           （第３４条及び第３４条の２関係） 

（８）保有特定個人情報の利用停止請求権について定めることとした。 

（第３５条及び第３５条の２関係） 

 （９）条例で引用する条番号の整理を行うこととした。 

（第１２条及び第３６条第２項関係） 

 

３ 施行期日 

（（（１）中情報提供等記録以外の規定）及び（（９）中第１２条関係） 

   平成２７年１０月５日 

（２）、（４）、（５）、（６）、（８）及び（（９）中第３６条第２項関係） 

 平成２８年１月１日 

（（１）中情報提供等記録の規定）、（３）及び（７） 

 法附則第１条第５号に掲げる規定の日 

 

 

４ 福知山市ファームガーデンやくの条例（一部改正）  【夜久野支所】 
 

１ 改正の理由 

福知山市ファームガーデンやくの子ども等体験農園を指定管理施設から市の直営施

設にすること等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 
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（１）子ども等体験農園を指定管理者の管理する施設から削ることとした。 

（第４条第１項、第１３条第１項並びに別表第１及び第２関係） 

（２）指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更することができることとした。 

（第７条第３項関係） 

（３）指定管理者は、市長の承認を得て休館日を変更することができることとした。 

                         （第８条第３項関係） 

（４）指定管理施設における利用の許可について定めることとした。 

（第１５条の２関係） 

（５）指定管理施設における利用の制限について定めることとした。 

（第１５条の３関係） 

（６）指定管理施設における利用の取消し等について定めることとした。 

（第１５条の４関係） 

（７）文言の整理を行うこととした。 

（第４条第３項、第７条第２項、第８条第２項、第９条第１項、第１１条、第１２条、

第１６条第１項及び第１７条関係） 

 

３ 施行期日 

 平成２８年４月１日 

 

 

５ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（一部改正） 

【職員課】 
 

１ 改正の理由 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険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 改正の内容 

  条例で引用する法律が「地方公務員共済組合法」から「厚生年金保険法」に改正さ

れたため、次の条例中の引用する規定を改めることとした。 

（１）福知山市職員の再任用に関する条例 

（２）福知山市退職手当支給条例 

（第１条及び第２条関係） 

 

３ 施行期日 

   平成２７年１０月１日 

 

 

６ 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、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

２ 改正の内容 
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づい

て、福知山市税条例に個人番号等を規定するために規定の整理を行うこととした。 

（第２条、第９条第２項、第２７条の２第７項、第３４条の４第１項、第３４条の５

第１項及び第２項、第３８条の２第１項、第３８条の３第１項、第４９条の２第２

項、第９６条並びに附則第１０条の３第１項から第８項まで関係） 

 

３ 施行期日 

 平成２８年１月１日 

 

 

７ 福知山市手数料条例（一部改正）      【市民課・林業振興課】 
 

１ 改正の理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行等

に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）条例で規定する法律の名称が変更されたため、改めることとした。 

（別表関係） 

（２）通知カードの再交付手数料について定めることとした。 

（別表関係） 

（３）住民基本台帳カードの交付手数料について削ることとした。 

   （別表関係） 

（４）個人番号カードの再交付手数料について定めることとした。 

   （別表関係） 

 

３ 施行期日 

（１） 公布の日 

（２） 平成２７年１０月５日 

（３）及び（４） 平成２８年１月１日 

 

 

８ 福知山市大呂自然休養村センター条例（一部改正）   【農林管理課】 
 

１ 改正の理由 

 福知山市大呂自然休養村センターの宿泊管理棟の移転に伴い、所要の規定の整備を

行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）事務所の所在地を変更することとした。         （第１条関係） 

（２）施設の構成を定めることとした。          （第２条の２関係） 

（３）宿泊管理棟の利用料金を改めることとした。        （別表関係） 

 

３ 施行期日 

   規則で定める日 
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９ 福知山市営住宅条例（一部改正）           【建築課】 
 

１ 改正の理由 

 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の規定の整備

を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

 （１）市営住宅に入居する際の所得要件を緩和する特例規定が拡大され、特定帰還者

も対象とすることに伴い、条例で引用する法律の条項を改めることとした。                      

（第６条第１項関係） 

 （２）所得要件を緩和する特例規定を暴力団員については、認めないこととした。 

                           （第６条第 1項関係） 

 

３ 施行期日 

   公布の日 
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◆ その他の議案 

 

■公立大学法人福知山公立大学定款の制定について           

【公立大学検討事務局】 

 
公立大学法人福知山公立大学を設立するため、公立大学法人福知山公立大学定款を次

のように定める。 

    公立大学法人福知山公立大学定款 

   第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 役員等（第８条―第 16条） 

第３章 審議機関（第 17条―第 22条） 

第４章 業務の範囲及びその執行（第 23条・第 24条） 

第５章 資本金等（第 25条・第 26条） 

第６章 雑則（第 27条） 

  施行期日 この定款は、法人の成立の日から施行する。 

 

 

■ 負担付き寄附の採納について         【公立大学検討事務局】 

 
１ 寄附の目的  福知山公立大学の設置及び管理を行う公立大学法人を設置するため       

２ 寄附の内容 

区分 数量 登記面積・延床面積（㎡） 評価額（円） 

土  地 30筆 20,055.69㎡ 301,290,000円 

建 物  8棟 12,355.31㎡ 1,063,040,000円 

合計  32,411.00㎡ 1,364,330,000円 

 ３ 寄 附 者  京都府福知山市字堀３３７０番地 

          学校法人成美学園 理事長 小西 健司 

 ４ 寄附の条件  福知山市は、寄附財産を公立大学法人福知山公立大学の設立のため

に出資すること 

 ５ 寄附の期日  公立大学法人福知山公立大学設立の日 

 

 

■ 市有財産の出資について           【公立大学検討事務局】 

 
１ 出資の目的  福知山公立大学の設置及び管理を行う公立大学法人を設置するため    

２ 出資の内容 

区分 数量 登記面積・延床面積（㎡） 評価額（円） 

土  地 65筆 27,720.78㎡ 406,380,000円 

建 物  8棟 12,355.31㎡ 1,063,040,000円 

合計  40,076.09㎡ 1,469,420,000円 

 ３ 出資の期日  公立大学法人福知山公立大学設立の日 
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■ 工事請負契約の締結について              【教育総務課】 

 
１ 工 事 名  日新中学校特別教室棟改築工事 

  ２ 契 約 の 方 法    公募型指名競争入札による契約 
３  契 約 金 額        １９４,４００,０００円 

４ 契約の相手方  西田・今井共同企業体 

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 

 

 

■ 物品の取得について                  【消防本部】 

 
１ 物 品 名    災害対応特殊救急自動車 

 ２ 契 約 の 方 法    指名競争入札による契約 

 ３ 取 得 価 格     １８,９００,０００円 

 ４ 契約の相手方    福知山市字観音寺１７９番地の４ 

               大槻ポンプ工業株式会社福知山営業所 

              所長 西 口 和 孝 

              

 

■訴えの提起（裁判上の和解を含む。）について        【建築課】 
 

事件の種類 事件の内容 

市営住宅の明渡

し及び家賃並び

に損害賠償金の

支払の請求 

相手方は市営住宅の入居者であるが、平成２７年８月１９日現在

１１４か月分の家賃３,４５１,５００円を滞納している。 

このため本市は、相手方に対し文書による催促をはじめとして、

再三にわたり滞納家賃を支払うよう請求したが、現在もなお滞納家

賃を支払わない。 

そこで、市営住宅の明渡し及び家賃並びに損害賠償金の支払を求

める訴えの提起又は裁判上の和解を行おうとするものである。 

 

 

■ 損害賠償の額について                【子育て支援課】 
 
平成２７年６月４日、福知山市三和町岼地内の、くりのみ園（川合保育園）駐車場

において、除草作業中に小石が駐車中の自動車のガラスを破損したことによる相手方

の損害を賠償する。 

損害賠償額   １４６,５５６ 円 
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■ 平成２６年度福知山市歳入歳出・企業会計決算の認定等について 

 （９月１１日追加提案） 
一般会計 

特別会計  １５会計 

企業会計   ３会計 

 

 

◆報告議案 

 

■ 継続費精算書の報告について 
 

（一般会計）                            （単位 円） 

事業名 

【担当課】 
年度 全体計画① 実績② 比較③＝①-② 

 

南 天 田 団 地 

建 替 事 業 

【建築課】 

24 191,392,000 0 191,392,000 

25 421,108,000 173,900,000 247,208,000 

26 33,700,000 445,602,850 △411,902,850 

合計 646,200,000 619,502,850 26,697,150 

 
 

事業名 

【担当課】 
年度 全体計画① 実績② 比較③＝①-② 

桃映中学校北校舎 

改 築 事 業 

【教育総務課】 

25 170,700,000 151,079,880 19,620,120 

26 256,000,000 257,381,100 △1,381,100 

合計 426,700,000 408,460,980 18,239,020 

 
 
 （下水道事業会計）                         （単位 円） 

事業名 

【担当課】 
年度 全体計画① 実績② 比較③＝①-② 

堀高田貯留施設 

設 置 事 業 

【下水道課】 

25 126,000,000 0 126,000,000 

26 204,000,000 315,009,000 △111,009,000 

合計 330,000,000 315,009,000 14,991,000 

 
 
 （病院事業会計）                          （単位 円） 

事業名 

【担当課】 
年度 全体計画① 実績② 比較③＝①-② 

救 命 救 急 棟 

建 築 事 業 
【市民病院総務課】 

25 1,183,761,000 419,775,339 763,985,661 

26 423,781,000 1,179,003,459 △755,222,459 

合計 1,607,542,000 1,598,778,798 8,763,202 
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■ 損害賠償の額について     
 

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 

H27.7.21 

専決第１号 

平成２７年６月２５日、福知山市字天田地内の

南陵中学校校区内で、除草作業中に小石が付近

住民の自動車の窓ガラスを破損したことによる

相手方の損害を賠償する。 

94,835円 学校教育課 

 

 

専決 内 容 損害賠償額 担当課 

H27.8.18 

専決第２号 

平成２７年６月１１日、福知山市土師宮町地

内、救急要請があった居宅において、傷病者を

搬送する際に、居宅の壁面を破損したことによ

る相手方の損害を賠償する。 

19,440円 消防本部 

 

 

専決 内 容 損害賠償額 担当課 

H27.8.18 

専決第３号 

平成２７年４月２６日執行の福知山市議会議

員一般選挙の第１７投票所において、使用した

投票所の床板を破損したことによる相手方の損

害を賠償する。 

92,880円 
選挙管理委

員会 

 

 

 

■ 健全化判断比率等について  （９月１１日追加提案） 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定

により、健全化判断比率、資金不足比率を監査委員の意見を付けて報告する。 

 
 

 

 


