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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
(追加分）

補正後の額

42,314,910 △ 105,436 42,209,474

9,674,018 2,783 9,676,801

49,800 49,800

32,500 32,500

1,046,302 1,046,302

42,000 42,000

21,500 21,500

7,000 7,000

1,085,997 △ 92,000 993,997

894,400 894,400

114,000 114,000

保険事業勘定 7,988,274 7,988,274

介護サービス事業勘定 34,490 34,490

26,500 26,500

172 172

1,896,144 1,896,144

2,627,357 2,627,357

25,540,454 △ 89,217 25,451,237

3,277,300 3,277,300

6,946,289 6,946,289

福知山市民病院 11,928,801 11,928,801

大江分院 1,582,335 1,582,335

計 13,511,136 13,511,136

23,734,725 23,734,725

91,590,089 △ 194,653 91,395,436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
３月補正額
（追加分）

補正後の額

01 市税 11,264,447 274,000 11,538,447

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 500,237 2,800 503,037

14 使用料及び手数料 1,142,300 1,200 1,143,500

15 国庫支出金 5,442,464 △ 22,988 5,419,476

16 府支出金 3,499,908 △ 74,730 3,425,178

17 財産収入 413,027 20,660 433,687

18 寄附金 96,801 38,434 135,235

19 繰入金 1,043,839 △ 298,434 745,405

20 諸収入 582,401 12,955 595,356

21 市債 4,937,600 △ 381,600 4,556,000

22 繰越金 106,886 322,267 429,153

一般会計合計 42,314,910 △ 105,436 42,209,474
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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（追加分） 補正後の額

01 議会費 323,822 900 324,722

02 総務費 6,216,582 387,555 6,604,137

03 民生費 14,443,447 11,489 14,454,936

04 衛生費 5,344,991 △ 7,758 5,337,233

05 労働費 61,258 61,258

06 農林業費 2,256,239 △ 132,866 2,123,373

07 商工費 485,213 △ 153,538 331,675

08 土木費 2,612,207 △ 135,025 2,477,182

09 消防費 1,440,526 △ 3,583 1,436,943

10 教育費 3,251,196 △ 91,691 3,159,505

11 災害復旧費 551,587 △ 10,919 540,668

12 公債費 5,277,842 30,000 5,307,842

13 予備費 50,000 50,000

一般会計合計 42,314,910 △ 105,436 42,209,474
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◆ 一般会計歳出予算額一覧（性質別） 

 
 

 

 

補正前の額
３月補正額
（追加分）

補正後の額

6,889,979 70,388 6,960,367

うち
議員給与費

162,881 620 163,501

うち
職員給与費

4,990,722 65,796 5,056,518

5,496,100 21,255 5,517,355

296,286 296,286

8,537,148 26,680 8,563,828

4,322,595 △ 72,433 4,250,162

5,774,782 △ 405,040 5,369,742

う ち 人 件 費 229,264 81 229,345

5,224,296 △ 405,040 4,819,256

補助事業費 1,965,675 △ 149,577 1,816,098

単独事業費 3,258,621 △ 255,463 3,003,158

550,486 550,486

5,277,842 30,000 5,307,842

910,600 334,231 1,244,831

135,400 △ 113,300 22,100

4,624,178 2,783 4,626,961

50,000 50,000

42,314,910 △ 105,436 42,209,474

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

支弁人件費含む
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 ◆ ３月補正予算（追加分)主要事項 

 
   

②　地方分権の推進に対応した行財政効率の高いまちづくり

京都府税務共同化事業                                        4,256 継続 9

減債基金積立事業 311,371 拡充 10

第三セクター等改革推進債償還基金積立事業 20,660 継続 11

地方債繰上償還金                                            30,000 継続 12

人件費補正 71,203 継続 13-14

③　人・物・情報が行き交う交流・連携のまちづくり

地方バス路線運行事業                                        54,796 継続 15

④　地域の個性と資源を生かす産業創造のまちづくり

農業基盤整備促進事業                                        17,500 継続 16

有害鳥獣捕獲事業                                            35,308 継続 17

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

社会福祉指定寄附金事業                                      1,000 継続 18

保育所委託事業                                              28,669 継続 19

⑥　人と自然が共生する安心・安全・快適環境のまちづくり

長田野墓園基金事業                                          1,000 継続 20

長谷墓園基金事業                                            200 継続 20

急傾斜地崩壊対策事業                                        10,500 継続 21

地域再建被災者住宅等支援事業                                25,600 継続 22

一
般
会
計

（単位：　千円）

補正額 増減区分 ページ

通
常
補
正

施策名

事業名
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厚生会館改修事業                                            △12,500 23

菟原下定住促進住宅用地整備事業                              △20,634 23

税等償還事業                                                △20,000 24

臨時福祉給付金事業                                          △9,000 25

生活困窮者自立支援事業                                      △5,260 26

介護人材確保対策事業                                        △11,500 27

共同利用施設維持管理事業                                    △6,000 28

民間保育所施設整備事業                                      △20,007 29

地域医療・医療従事者養成確保事業                            △4,800 30

妊婦健康診査事業                                            △3,266 30

住宅用太陽光発電システム設置事業                            △3,000 31

農村研修集会施設修繕事業                                    △7,000 31

土地改良施設維持管理適正化事業                              △5,000 32

府営基幹農道整備事業（大江南域地区）                        △25,025 32

広域交通網整備促進事業（地域ふるさと農道）                                        △33,000 33

府営ため池整備事業                                          △12,550 33

府営綾部用水整備事業                                        △1,827 34

京野菜生産加速化事業                                        △6,000 34

京の水田農業確立支援事業                                    △14,000 35

新規就農総合支援事業                                        △12,750 35

農地中間管理事業                                            △39,000 36

中山間地域等直接支払交付事業                                △25,000 36

多面的機能支払交付事業                                      △6,000 37

まちなみ環境整備事業                                        △13,162 38

企業誘致促進特別対策事業　                                  △41,000 39

ふるさと融資貸付事業                                        △ 100,000 39

中心市街地活性化関連道路整備事業                            △21,101 40

社会資本整備総合交付金事業（道路整備）                      △46,500 41

街路事業（多保市正明寺線 高畑工区）                         △58,000 42

市営住宅改善事業                                            △8,307 43

公営住宅用途廃止事業                                        △14,642 43

一
般
会
計

減
額
補
正

減額

（単位：　千円）

事業名 補正額 増減区分 ページ
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消防団員報償事業                                            △2,835 44

内水ハザードマップ作成事業                                  △5,616 45

小学校施設空調設備設置事業                                  △70,000 46

中学校施設空調設備設置事業                                  △15,000 46

幼稚園施設空調設備設置事業                                  △10,000 46

土木施設災害復旧事業                                        △11,000 47

繰
出
金

国民健康保険事業特別会計繰出金                              2,783 継続 9

2,783 継続 9

△92,000 減額 48

（単位：　千円）

事業名 補正額 増減区分 ページ

一
般
会
計

特
別
会
計

　【国民健康保険事業特別会計】　　　 　　京都府税務共同化事業

減
額
補
正

（
つ
づ
き

）

事業名 補正額 増減区分 ページ

減額

　【農業集落排水施設事業特別会計】　　農業集落排水施設統合事業

（単位：　千円）
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施策名 地方分権の推進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 京都府税務共同化事業 （一般会計・国民健康保険事業特別会計）  継続 

一
般
会
計 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

4,256 

国 府 市債 その他 一般財源 42,822 

    4,256 
補正後予算額 

47,078 

国
保
特
会 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,783 

国 府 市債 その他 一般財源 21,238 

   2,783  
補正後予算額 

24,021 
 
１ 事業の背景・目的  

京都地方税機構は、公平公正で効率的な税務行政の確立のために平成21年8月5日に

設立され、平成22年度から本格的に共同徴収業務を開始し、平成24年度からは法人関

係税の課税事務を共同化しました。府内の地方自治体が共同して徴収業務を行うこと

で、滞納者に対しての一斉催告や差押など、より厳格で公正な業務執行が可能となり、

収納率や延滞金の徴収が向上しています。  

また、課税事務を統合的に行うことにより、納税者の利便性向上や業務の効率化が

図られています。 

  

２ 事業の内容  

京都地方税機構の運営経費は、京都地方税機構規約に基づき、構成団体が負担金を

支出していますが、京都地方税機構において人件費、事務費の予算補正が行われ、本

市の負担金の額が当初予算額を上回ることとなったため、負担金を補正します。 

  

３ 事業の内容 

会    計 補正前予算額 補 正 予 算 額 補正後予算額 

一 般 会 計 

旅 費 201 0 201 

委託料 890 0 890 

賃借料 3,856 0 3,856 

負担金 37,875 4,256 42,131 

計 42,822 4,256 47,078 

国民健康保険 

事業特別会計 
負担金 21,238 2,783 24,021 

負担金合 計 負担金 59,113 7,039 66,152 

 

４ 主な特定財源（国民健康保険事業特別会計） 

 一般会計繰入金   2,783千円 

担当課 
財務部税務課 

市民人権環境部保険課 
電話 

直通 24-7024 内線 3363 

直通 24-7019 内線 2265 
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施策名 地方分権の推進に対応した行政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 減債基金積立事業 拡充 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

311,371 

国 府 市債 その他 一般財源 104,303 

    311,371 
補正後予算額 

415,674 

 

１ 事業の背景・目的 

減債基金は地方債の元利償還及び地方債の適正な管理に必要な財源を確保し

て、将来に渡る財政の健全な運営に資するための重要な財源対策基金です。 

今後ｅ-ふくちやま事業の市債借換えに伴う元利償還金の増加や、過去に発行

した合併特例債等の元金返済を見越し、財源不足の際に活用するため積み立てる

ものです。 

 

２ 事業の内容 

平成27年度当初予算においては、病院事業会計からの返済金104,303千円を積

み立てする予算を計上しました。平成27年度末おいて、法人企業を中心に業績が

好調であることから、法人市民税などの増収及び前年度繰越金などを財源に積み

増しし、今後の財政運営に資することとします。 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)財産管理費 

                    減債基金積立事業 311,371千円  

                        （補正後 415,674千円） 

 
                

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

921,866
1,027,275

1,132,846

1,552,129
1,425,629

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

24年度 25年度 26年度 27年度見込 28年度見込

単位千円

年度末現在高

減債基金積立見込額

H27積立 415,674千円 

H28 積立 104,303千円 

   取崩 233,781千円 

発生利子を含んでいます。 

４ 参考 
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施策名 地方分権の推進に対応した行政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 第三セクター等改革推進債償還基金積立事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

20,660 

国 府 市債 その他 一般財源 189,942 

   20,660   
補正後予算額 

210,602 

 

１ 事業の背景・目的 

平成24年9月の土地開発公社解散に伴い、土地開発公社が借入れていた資金を

福知山市が各金融機関に対して、代位弁済4,996.2百万円を行いました。そのう

ち、2,996.2百万円については、第三セクター等改革推進債を発行し清算しまし

た。土地開発公社解散で福知山市が継承した土地の貸付収入や、売払収入を財

源に第三セクター等改革推進債償還基金に一旦積立を行い定期償還とは別に、

繰り上げ償還に対して基金を充当し償還を進めています。これにより繰上償還

に係る財源の明確化と将来負担の軽減を図っています。 

 

２ 事業の内容 

今年度は公社継承土地売払収入が、予算額を上回るため、増額補正を行いま

す。 

 

３ 事業費の内訳                    （単位：千円） 

 

 補正後① 補正前② 補正額①-② 

土地貸付収入 107,942 107,942 0 

土地売払収入 102,660 82,000 20,660 

計 210,602 189,942 20,660 

 

 

４ 主な特定財源 

  (款)財産収入 (項)財産売払収入 (目)不動産売払収入 

    公社継承土地売払収入 20,660千円   

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 
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施策名 地方分権の推進に対応した行政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 地方債繰上償還金 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

30,000 

国 府 市債 その他 一般財源 200,000 

   30,000   
補正後予算額 

230,000 

 

１ 事業の背景・目的 

平成24年9月の土地開発公社解散に伴い、発行した第三セクター等改革推進債

2996.2百万円のうち財政負担の軽減を図るため、繰上償還額を1,400百万円と定

め計画的に償還しています。 

 

２ 事業の内容 

今回で、第三セクター等改革推進債償還基金残高が増額するため、基金繰入

を増額補正し、当初繰上償還額200,000千円を230,000千円に変更し繰上償還を

行い、後年度の負担軽減を図ります。 

 
３ 事業費の内訳 

   (款)公債費 （項）公債費 （目）元利償還金 地方債繰上償還金 

   補正後繰上償還額 230,000千円‐補正前繰上償還額 200,000千円 

   ＝補正額 30,000千円 

４ 主な特定財源 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

            第三セクター等改革推進債償還基金繰入金 30,000千円 

  基金の状況（単位：千円） 
  H26度末残高＋出納整理期間内積立＋H27積立額＋利子（見込）－ 繰上償還 ＝ H27度末残高見込 

   17,986 ＋ 14,937  + 210,602 ＋ 23 – 230,000 ＝  13,548 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 

【当初償還計画】 （単位：円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 計

元　　金 295,140,526 274,200,382 250,408,005 222,958,888 190,648,338 151,552,169 102,308,787 36,206,474 36,327,502 36,448,929 1,596,200,000

利　　息 9,925,573 8,124,771 6,560,790 5,079,330 3,693,604 2,421,456 1,288,356 333,794 212,765 91,327 37,731,766

計 305,066,099 282,325,153 256,968,795 228,038,218 194,341,942 153,973,625 103,597,143 36,540,268 36,540,267 36,540,256 1,633,931,766

繰上償還額 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 0 1,400,000,000

計画繰上償還累計額 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 12,000,000,000 1,400,000,000

年度末残高 2,501,059,474 2,026,859,092 1,576,451,087 1,153,492,199 762,843,861 411,291,692 108,982,905 72,776,431 36,448,929 0

【修正後 償還計画】 （単位：円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 計

元　　金 295,140,526 263,237,013 249,291,574 217,595,800 185,267,323 146,153,165 96,891,736 47,382,392 47,540,779 47,699,692 1,596,200,000

利　　息 9,925,573 7,799,917 6,531,541 4,957,150 3,589,353 2,335,192 1,220,140 436,828 278,438 119,520 37,193,652

計 305,066,099 271,036,930 255,823,115 222,552,950 188,856,676 148,488,357 98,111,876 47,819,220 47,819,217 47,819,212 1,633,393,652

繰上償還額 300,000,000 120,000,000 230,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 150,000,000 0 0 0 1,400,000,000

計画繰上償還累計額 300,000,000 420,000,000 650,000,000 850,000,000 1,050,000,000 1,250,000,000 1,400,000,000

年度末残高 2,401,059,474 2,017,822,461 1,538,530,887 1,120,935,087 735,667,764 389,514,599 142,622,863 95,240,471 47,699,692 0

0

2,996,200,000

0

0

0

H24

H24

0

0

2,996,200,000

0

0
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うち一般会計影響分 

71,203 

施策名 地方分権の推進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 人件費補正（一般会計） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

71,203 
国 府 市債 その他 一般財源 7,267,006 

    71,203 
補正後予算額 

7,338,209 

 

 

１ 事業の背景・目的 

平成 27年 12月 10日に支給した期末・勤勉手当に対し、給与の増額改定による差

額について、人件費の不足を調整するため補正を行います。 

   また、職員の退職者が見込みより増加したため、退職手当の不足する額の補正を

行います。 

 

２ 事業の内容 

（１）一般職職員 

勤勉手当について、支給月数 0.1月分の引上げを行います。 

共済費についても改定に伴い必要となる額を補正します。 

また、退職手当について職員の退職者が見込みより増加したため、必要となる額を

補正します。 

 

（２）常勤特別職及び議員 

   期末手当について、支給月数 0.05月分の引上げを行います。 

共済費についても改定に伴い必要となる額を補正します。 

 

３ 事業費の内容 

  
   

（単位 千円） 

区     分 
一般会計 合   計 

12月補正後 3月補正後 （必要額） 

一般職職員 

給   料 2,720,856 2,720,856 0 

職員手当等 2,318,696 2,384,492 65,796 

共 済 費 906,658 911,286 4,628 

計 5,946,210 6,016,634 70,424 

非常勤嘱託 

報      酬 513,696 513,696 0 

共 済 費 120,936 120,936 0 

計 634,632 634,632 0 

市 長 等 

給    料 29,460 29,460 0 

職 員 手 当 9,077 9,219 142 

共 済 費 5,562 5,579 17 

計 44,099 44,258 159 
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（単位 千円） 

区     分 
一般会計 合   計 

12月補正後 3月補正後 （必要額） 

議   員 

報    酬 128,850 128,850 0 

職 員 手 当 34,031 34,651 620 

共 済 費 78,689 78,689 0 

計 241,570 242,190 620 

一般会計 合計 6,866,511 6,937,714 71,203 

一般職職員 職員手当等に選挙費及び統計調査費分 超過勤務手当等 27,218千円含む 

一般職職員 職員手当等に退職手当の補正必要額 41,490千円含む 
 

担当課 総務部職員課 電話 直通 24-7034 内線 3232 
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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 地方バス路線運行事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

54,796 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

 7,376   47,420 
補正後予算額 

54,796 

 

１ 事業の背景・目的 

民間バス路線を維持し、地域住民の生活路線を確保することを目的に、市内で

路線バスを運行する事業者に対して支援を行います。 

 

２ 事業の内容 

市内で路線バスを運行する民間バス事業者及び民間バス廃止代替路線として

自主運行バスを運行する協議会に対し、運行経費のうち収支欠損相当額を支援し

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 

地方バス路線運行維持費補助金           

（内訳） 京都交通㈱     38,786,348円 

丹後海陸交通㈱    4,866,000円 

三岳バス       3,729,227円 

庵我バス       4,500,460円 

中六人部バス     2,913,200円 

                         合計  54,795,235円 

 

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 

     市町村運行確保生活路線維持費補助金  7,376千円 

 

   
 

 

担当課 市民人権環境部生活交通課 電話 直通 24-7084 内線 2232 

 

京都交通バス 庵我バス 
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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 

 17,500 

国 府 市債 その他 一般財源 62,126 

 9,570 5,100 2,100 730 
補正後予算額 

79,626 

 

１ 事業の背景・目的 

農業基盤整備促進事業 今安地区に係る補助交付額が増加したため、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 

今安地区 農道舗装       9,026千円     26,526千円   17,500千円 

その他４地区 農道舗装他    52,250千円     52,250千円      0千円 

工事請負費計        61,276千円   78,776千円   17,500千円 

    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          62,126千円     79,626千円  17,500千円 

 

補正前    補正後    増事業量 

工事延長        729ｍ      2,188ｍ    1,459ｍ    

 

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（今安地区、農道舗装）           17,500千円 

 

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（12%）       7,007千円 9,107千円 2,100千円 

 （款）府支出金 （項）府補助金  

（目）農林業費府補助金（55%）      36,601千円 46,171千円 9,570千円 

 （款）市債 （項）市債 （目）農林業債 （公共事業等債）          

 16,300千円 21,400千円 5,100千円  

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 有害鳥獣捕獲事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

35,308 

国 府 市債 その他 一般財源 78,996 

 1,232  23,290 10,786 
補正後予算額 

114,304 

 

１ 事業の背景・目的 

有害鳥獣による農作物被害等を軽減させるため、計画的に駆除を福知山市有

害鳥獣駆除隊により行っていますが、シカ、イノシシの捕獲数の増加が見込ま

れます。 

こうした状況を受け買上金の増額を行い、捕獲活動を推進します。 

 

２ 事業の内容 

  福知山市有害鳥獣駆除隊員が捕獲した頭数に基づき買上金を支給し、捕獲活

動の推進を図ります。 

   ・有害動物等捕獲物買上金の増額分          12,018千円 

   ・緊急捕獲等対策事業の捕獲対象の増額分       23,290千円 

                      合計増額分  35,308千円 

※ 捕獲頭数見込 

         （当 初）   （実績見込み及び増減） 

シカ         4,000頭    4,394頭  （394頭） 

イノシシ        800頭        1,415頭  （615頭） 

小動物         550頭     250頭（△300頭） 

サル           10頭      0頭 （△10頭） 

鳥類           200羽      0羽（△200羽） 

  計               5,560頭羽   6,059頭羽（499頭羽） 

 増額  

 

３ 事業費の内訳 

 (款)農林業費 (項)林業費 (目)林業振興費 

   報償費 買上金    35,308千円  

      

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  1,232千円 

      ・緑の公共事業（有害鳥獣駆除関係事業） 

 (款)諸収入  (項)雑入   (目)雑入         23,290千円 

    ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業 
  

担当課 農林商工部林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4131 
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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 社会福祉指定寄附金事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,500 

1,000 

国 府 市債 その他 一般財源 

   1,000  
補正後予算額 

2,500 

 

１ 事業の背景・目的 

  社会福祉のためにと寄せられた、個人や団体等からの寄附金を地域福祉基金

に積み立てることにより、今後の社会福祉事業への計画的な運用を図っていま

す。 

 

２ 事業の内容 

  社会福祉指定寄附金の受領額が、当初寄附金見込額より多くなるため、基金

積立金を増額します。 

 

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 

  積立金（基金積立金）  1,000千円 

   2,500千円（決算見込額）－1,500千円（当初予算額）＝1,000千円（補正額） 

 

４ 主な特定財源 

（款）寄附金 （項）寄附金 （目）民生費指定寄附金 

  社会福祉指定寄附金 1,000千円 

 

担当課 福祉保健部地域福祉課 電話 直通 24-7088 内線 2112 
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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 保育所委託事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

28,669 

国 府 市債 その他 一般財源 1,982,736 

13,830 6,914   7,925 
補正後予算額 

2,011,405 

 

１ 事業の背景・目的 

保育の必要性が認定された子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図

るため、民間認可保育所に保育の実施を委託しています。 

民間認可保育所には国で定められた公定価格を支払うことにより保育所運営

にかかる費用を補助し、運営の安定化を図り、もって保護者の就労支援につな

げています。 

今回、平成27年人事院勧告に準じ、保育士の待遇改善を目的に、今年度の公

定価格単価が改定される見込みとなりました。改定は平成27年4月1日に遡って

適用されるため、委託料についても遡って改定します。 

 

 

２ 事業の内容 

子ども・子育て支援法に基づき、民間認可保育所20園に対し運営に要する経

費を支出します。 

 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）児童福祉費 （目）児童措置費 

  委託料   28,669千円 

 

 

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 

        保育所運営費   13,830千円 

 （款）府支出金  （項）府負担金  （目）民生費府負担金 

        保育所運営費    6,914千円 

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 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 長田野墓園基金事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,000 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   1,000  
補正後予算額 

1,000 

１ 事業の背景・目的 

福知山市長田野墓園の永代使用料を基金に積み立てます。 

２ 事業の内容 

永代使用料を基金に積み立て、墓地の維持管理経費に充当します。 

      墓園基金残高（平成27年3月31日） 12,746,199円 

３ 事業費の内訳 

 （款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）環境衛生費 

積立金   1,000千円 

４ 主な特定財源 

  （款）使用料及び手数料 （項）使用料 （目）衛生使用料 

      長田野墓園永代使用料 500千円×2件＝1,000千円 

担当課 市民人権環境部生活交通課 電話 直通 24-7020 内線 2234 

 

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 長谷墓園基金事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

200 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   200  
補正後予算額 

200 

１ 事業の背景・目的 

福知山市長谷墓園の永代使用料を基金に積み立てます。 

２ 事業の内容 

永代使用料を基金に積み立て、墓地の維持管理経費に充当します。 

      墓園基金残高（平成27年3月31日） 7,308,508円 

３ 事業費の内訳 

 （款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）環境衛生費 

積立金   200千円 

 ４ 主な特定財源 

  （款）使用料及び手数料 （項）使用料 （目）衛生使用料 

      長谷墓園永代使用料 200千円×1件＝200千円 

担当課 市民人権環境部生活交通課 電話 直通 24-7020 内線 2234 
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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 急傾斜地崩壊対策事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

10,500 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   5,250 5,250 
補正後予算額 

10,500 

 

１ 事業の背景・目的 

急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止対策として京都府が実施するもので、

事業実施にあたっては現場の状況に合わせた負担割合により市町村が受益者負

担金を納めています。 

本市における平成27年度の事業費に対する負担金を支出することで、市民の

生命・財産を守ります。 

本年度分の京都府施行事業費が確定したため、補正を行うものです。 

 

２ 事業の内容 

                              （単位：千円） 

事業箇所 事 業 費 負担割合 市負担金 うち地元分担金 

下小田   70,000 ５％ 3,500 1,750 

上荒河 50,000 １０％ 5,000 2,500 

三河Ⅱ 20,000 １０％ 2,000 1,000 

計 140,000   10,500 5,250 

 ※地元負担金は、負担金額の２分の１ 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 土木費 (項) 河川費 (目) 河川総務費 

土砂災害防止法に基づく京都府施工の急傾斜地崩壊対策事業３箇所にかかる 

市町村負担金 

10,500千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 分担金及び負担金 (項) 分担金 (目) 土木費分担金 

急傾斜地崩壊対策事業 地元分担金            5,250千円 
 

担当課 土木建設部都市整備課 電話 直通 24-7028 内線 4334 
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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 地域再建被災者住宅等支援事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

25,600 

国 府 市債 その他 一般財源 17,107 

 17,066  2,000 6,534 
補正後予算額 

42,707 

 

１ 事業の背景・目的 

平成25年9月の台風18号災害及び平成26年8月豪雨災害により生活基盤となる 

住宅に被害を受け、その再建を行う者に対し、補修費用の一部について地域再建 

被災者住宅等支援事業補助金を交付することにより、早期に安定した生活を再建 

し、地域のコミュニティの崩壊を防止すると共に、被災者の活力を取り戻すこと

を目的とする。 

 

２ 事業の内容 

平成25年18号台風、平成26年8月豪雨災害により被災し、損壊を受けた住宅の 

修理について、執行見込額に基づいて増額する。 

未完成の件数及び交付決定金額 

18号台風 12件   10,010千円 

8月豪雨  45件    30,590千円 

  合計       40,600千円 

追加補正額 

H28執行予定額 40,600千円 - H27既決予算額 15,000千円 ＝ 25,600千円 

 

３ 事業費の内訳  

  (款) 民生費 (項) 災害救助費 (目) 災害救助費 

負担金補助及び交付金       25,600千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 民生費府補助金 

   災害救助費補助金            17,066千円 

(款) 寄附金 (項) 寄附金 (目) 民生費指定寄附金 

災害救助費指定寄附金           2,000千円 

  

 ※中兵庫信用金庫様では、「丹波市・福知山市の平成26年8月豪雨災害」の復興支

援を目的に丹波市・福知山市復興支援定額預金を平成27年6月から平成28年8

月末まで募集されました。集まった預金の中から、福知山市に200万円の寄附

が本市に寄せられたものです。 

担当課 土木建設部建築課 電話 直通 24-7058 内線 4245 
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政策名 魅力ある人とまちを創りだす教育・文化のまちづくり （単位：千円） 

事業名 厚生会館改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 

 47,000 

△12,500 

国 府 市債 その他 一般財源 

   △12,500  
補正後予算額 

  34,500 

 １ 事業の背景・目的 

    厚生会館の改修に向けた基本設計・実施設計業務において、基本方針にかか

る設計内容を見直したことにより、当初予算に比して発注設計額が低く抑えら

れ、且つ入札により不用額が生じたため減額補正します。 

 ２ 減額事業費の内訳 

    （款）総務費 （項）総務管理費 （目）文化振興費 

     委託料 △12,500千円 

 ３ 主な特定財源 

    （款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

     文化芸術会館等建設基金繰入金  △12,500千円 

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 

 

政策名 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 菟原下定住促進住宅用地整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△20,634 

国 府 市債 その他 一般財源 20,734 

   △20,634  
補正後予算額 

100 

１ 事業の背景・目的 

   平成27年度は、旧大松機業の工場跡地を定住促進住宅用地として整備する

予定であったが、工場用地であった本土地の土壌調査を必要としたことから

時間を要し、開発協議にも必要な詳細設計業務が遅れ、年度内の工事発注が

不可能となったため、登記等委託料、整備工事費等を減額します。 

２ 減額事業費の内訳 

（款）総務費 （項）総務管理費 （目）地域交流推進費 

（１）登記等委託料     △900千円 

（２）住宅用地整備工事   △13,870千円 

（３）上下水道加入負担金、上水道工事負担金   △5,864千円 

３ 主な特定財源 

   （款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

菟原下定住促進住宅用地整備事業基金繰入金  △20,634千円 

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 地方分権の推進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 税等償還事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△20,000 

国 府 市債 その他 一般財源 64,000 

    △20,000 
補正後予算額 

44,000 

 

１ 事業の背景・目的 

過年度に納税義務者から納付納入された納入金が、減額の更正もしくは減額

の賦課決定又は賦課決定の取消し等によって超過納付納入となった場合、発生

した過誤納金を諸費から還付します。 

 

２ 減額事業費の内容 

今年度の歳出還付総額が当初予算額を下回る見込みとなったため、20,000千

円の減額補正をします。 

 

平成27年度歳出還付支出額見込              （単位：千円） 

税   目 当初予算① 年度末支出見込② 
年度末残高見込 

① －②＝③ 
 

市民税（法人） 50,200 21,877 28,323 

市民税（個人） 10,800 17,491 △6,691 

固 定 資 産 税  2,950 4,336 △1,386 

軽自動車税 50 231 △181 

合  計 64,000 43,935 20,065 

 

 

３ 減額事業費の内訳 

 (款)総務費(項)総務管理費(目)諸費  

償還金、利子及び割引料 償還金 市税還付金  △20,000千円 

担当課 財務部税務課 電話 直通 24-7024 内線 3363 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 
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 臨時福祉給付金事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△9,000 

国 府 市債 その他 一般財源 104,449 

△9,000     
補正後予算額 

95,449 

 

１ 事業の背景・目的  

臨時福祉給付金支給者が当初見込みより少なく、支給額が減となったため、 

  減額補正を行います。  

 

２ 減額事業費の内訳  

（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）社会福祉総務費  

負担金補助及び交付金（臨時福祉給付金） △9,000千円  

 

・ 支給者1人につき、6,000円  

（決算見込額）13,500人×6,000円＝81,000千円  

（当初予算額）15,000人×6,000円＝90,000千円  

（補正額） 90,000千円－81,000千円＝△9,000千円  

 

３ 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  

臨時福祉給付金事業 △9,000千円  

 

 

 

 

 
 

担当課 福祉保健部地域福祉課  電話 直通 24-7087 内線 2125  
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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 生活困窮者自立支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,260 

国 府 市債 その他 一般財源 10,788 

△3,671    △1,589 
補正後予算額 

5,258 

 

１ 事業の背景・目的  

      生活困窮者自立支援法に基づき、第2のセーフティネットを拡充し包括的な支援

対体制を創設し、生活困窮者に対して個々の状況に寄り添った支援により「経済

的・社会的自立」を促していきます。 

 

２ 減額事業費の内容 

利用人数が、当初見込み人数より大幅に減少し、委託料等の減少が見込まれるた

め減額補正します。 

(１) 委託料（就労準備支援事業（通所型・宿泊型・就労体験事業）） 

Ｈ26年度までは京都府の事業（日常生活等自立支援事業）として利用要件等が

なく利用していたが、Ｈ27年 4月より生活困窮者自立支援制度が施行されたこと

に伴い、世帯全体の資産・収入の要件を満たさなければ利用はできないこととな

ったため、当初見込み人数より減少となった。 

 55人（当初見込み人数） ⇒ 7 人（Ｈ28年 1月末現在（実人数）） 

（２）扶助費（住居確保給付金） 

  当初見込み人数より、支援対象者が減少したことによる。 

     5人（当初見込み人数）  ⇒ 3 人（Ｈ28年 1月末現在（実人数）） 

 

３ 減額事業費の内訳 

（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）社会福祉総務費  

     扶助費 △1,989千円 

（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）社会福祉総務費  

     委託料 △3,271千円 

 

３ 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 △1,491千円 

1,989千円×3/4≒1,491千円 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）民生費国庫補助金 △2,180千円 

3,271千円×2/3≒2,180千円 
 
 
 

担当課 福祉保健部社会福祉課  電話 直通 24-7094 内線 2171  
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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 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△11,500 

国 府 市債 その他 一般財源 20,444 

 △7,200  △4,300  
補正後予算額 

8,944 

 

１ 事業の背景・目的 

介護人材確保対策事業のうち、ＵＩターン家賃助成と介護福祉士育成修学資

金貸付金額の実績見込みが少ないことから、当初予算を減額し、適正な予算管

理を行います。 

 

２ 減額事業の内容 

ＵＩターン家賃助成、介護福祉士育成修学資金貸付について、対象者の実績見

込みが当初予算に比べて少なかったため、減額補正を行います。 

   なお、ＵＩターン家賃助成については、当初予算で府補助金の財源を見込んで 

  いましたが対象外となったため、財源を地域福祉基金に振り替えます。 

 

 歳出予算補正 歳入予算補正 

ＵＩターン家賃

助成 

△3,000 千円 
（決算見込み 4,200 千円―当初予算

7,200 千円） 

府補助金 △7,200 千円 

地域福祉基金 4,200 千円 

介護福祉士育成

修学資金貸付 

 

△8,500 千円 
（決算見込み 3,500 千円―当初予算

12,000 千円） 

地域福祉基金 △8,500 千円 

 

 
３ 減額事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）社会福祉費 （目）老人福祉費 

   負担金補助及び交付金 △3,000千円 

貸付金 △8,500千円 

 

４ 主な特定財源 

  地域包括ケア総合交付金 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

  社会福祉費補助金 △7,200千円 

  地域福祉基金 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

   地域福祉基金繰入金 △4,300千円 
  
 

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 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 共同利用施設維持管理事業 減額 

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 20,580 

   △3,000 △3,000 
補正後予算額 

14,580 

 

１ 事業の背景・目的 

  岡ノ三児童施設改修工事の内容精査及び入札によって不用額が生じたため減

額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

（款）民生費 （項）社会福祉費 （目）社会福祉施設費 

  工事請負費  △6,000千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）雑入 

建物総合損害共済災害共済金（岡ノ三児童施設） △3,000千円 
 

担当課 市民人権環境部人権推進室 電話 直通 24-7021 内線 2219 
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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 民間保育所施設整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△20,007 

国 府 市債 その他 一般財源 258,903 

 △13,338   △6,669 
補正後予算額 

238,896 
 

１ 事業の背景・目的 

子どもを良好な環境で保育し保護者の就労等を支援するため、民間認可保育

所が実施する改築工事や賃貸物件による保育所整備に対し、補助金を交付して

います。 

その中で、今年度定員増加に向けた施設整備に対し補助金による支援を予定

していた案件について、保育所側の計画見直しにより今年度の施設整備が見送

られることになり、補助金の支出見込みも無くなったため減額します。 

 

 

２ 減額事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）児童福祉費 （目）児童福祉総務費 

  民間保育所施設整備費補助金  △20,007千円 

 

 

３ 主な特定財源 

 （款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

  京都府こども未来基金     △13,338千円 
 

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 妊婦健康診査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

68,812 

△3,266 

国 府 市債 その他 一般財源 

    △3,266 
補正後予算額 

65,546 

１ 事業の背景・目的 

妊婦健康診査費用の一部を公費負担することで、経済的負担の軽減を図り、飛

び込み出産を回避するために定期的な健診受診を促し、安全な分娩を支援するこ

とを目的として実施しています。 

今年度は妊娠届出者数が平成26年度の届出者数を下回り受診者が少なくなる見

込みであり、その相当分を減額補正します。 

２ 減額事業費の内訳 

 （款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）保健指導費 

委託料 △3,266千円 

担当課 福祉保健部健康推進室 電話 直通 23-2788 内線 6220 

 
 

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 地域医療・医療従事者養成確保事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

39,178 

△4,800 

国 府 市債 その他 一般財源 

    △4,800 
補正後予算額 

34,378 

１ 事業の背景・目的 

京都府北部の医師不足が深刻化する現状から地域医療の充実に必要な医師の養

成及び確保に資することを目的に、市内公的医療機関における医師の業務に従事し

ようとする者に対し、研修又は就学に要する資金を貸与しています。 

今年度は申請者が当初見込みより少なく、産科小児科加算の該当者もなかったこ

とにより、その相当分を減額補正します。 

２ 減額事業費の内訳 

 （款）衛生費 （項）保健衛生費 （目）保健衛生総務費 

貸付金 △4,800千円 

担当課 福祉保健部健康推進室 電話 直通 23-2788 内線 6202 
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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 住宅用太陽光発電システム設置事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,000 

国 府 市債 その他 一般財源 8,000 

 △1,500   △1,500 
補正後予算額 

5,000 

１ 事業の背景・目的 

再生可能エネルギーの活用と地球温暖化防止を図るため平成22年度から行っ

ている事業で、例年180件以上の住宅用太陽光発電システム補助金申請がありま

したが、国庫補助制度の終了や買い取り価格の低下を背景に、今年度は補助申

請件数の減少が予想されるため、減額補正します。 

２ 減額事業費の内訳 

  (款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)環境保全費 補助金 △3,000千円 

   当初計画 10千円/ｋＷ×4.45ｋＷ/件×180件≒8,000千円 

   見込み額 10千円/ｋＷ×4.45ｋＷ/件×112件≒5,000千円 

３ 主な特定財源 

 (款)府支出金 (項)府補助金 (目)衛生費府補助金 

  みらい戦略一括交付金   

5,000千円×1/2（補正後）－ 8,000千円×1/2（補正前）＝△1,500千円  

担当課 市民人権環境部環境政策室 電話 直通 22-1827 内線 6110 

 

施策名 地域の個性と資源を活かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 農村研修集会施設修繕事業 減額 

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 7,917 

    △7,000 
補正後予算額 

917 

１ 事業の背景・目的 

福知山市公共施設マネジメントに係る地元協議に期間を要し、予定していた改修

工事ができなかったため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業総務費 

  委託料    △1,000千円 

  工事請負費  △6,000千円 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4112 
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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 土地改良施設維持管理適正化事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,000 

国 府 市債 その他 一般財源 7,664 

   △4,500 △500 
補正後予算額 

2,664 

 

１ 事業の背景・目的 

土地改良施設維持管理適正化事業で実施予定であった、下荒河揚水機更新工事 

の取り止めに伴い、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

（款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

工事請負費  △5,000千円 

３ 主な特定財源 

 （款）諸収入 （項）雑入 （目）雑入 △4,500千円 
  
 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4116 

 

施策名 地域の個性と資源を活かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 府営基幹農道整備事業（大江南域地区） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △25,025 

国 府 市債 その他 一般財源 35,000 

  △25,100  75 
補正後予算額 

9,975 

 

１ 事業の背景・目的 

平成27年度の府営事業費が確定したことにより、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

   負担金  △25,025千円 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）農林業債（公共事業等債）  △25,100千円 

 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4112 
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施策名 地域の個性と資源を活かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 広域交通網整備促進事業（地域ふるさと農道） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △33,000 

国 府 市債 その他 一般財源 120,000 

  △31,400  △1,600 
補正後予算額 

87,000 

 

１ 事業の背景・目的 

公安委員会との協議の中で、交差点部の信号機設置が不要となったことにより、

減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

   工事請負費  △33,000千円 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）農林業債（旧合併特例債） △31,400千円 

 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4114 

 

施策名 地域の個性と資源を活かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 府営ため池整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △12,550 

国 府 市債 その他 一般財源 13,650 

  △7,200 △4,550 △800 
補正後予算額 

1,100 

 

１ 事業の背景・目的 

平成27年度の府営事業費が確定したことにより、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

   負担金  △12,550千円 

３ 主な特定財源 

 （款）分担金及び負担金 （項）分担金 （目）農林業費分担金 △4,550千円 

 （款）市債 （項）市債 （目）農林業債（公共事業等債）   △7,200千円 

 
 

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 地域の個性と資源を活かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 府営綾部用水整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △1,827 

国 府 市債 その他 一般財源 2,320 

  △1,600  △227 
補正後予算額 

493 

 

１ 事業の背景・目的 

平成27年度の府営事業費が確定したことにより、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

   負担金  △1,827千円 

３ 主な特定財源 

 （款）市債 （項）市債 （目）農林業債（公共事業等債） △1,600千円 
 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4116 

 

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 京野菜生産加速化事業 減額 

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 12,795 

 △6,000    
補正後予算額 

6,795 

 

１ 事業の背景・目的 

京野菜生産加速化事業に係る補助金交付額が当初見込みより少なかったた

め、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内容 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

      補助金 △6,000千円 

３ 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  

京野菜生産加速化事業 △6,000千円 

                      

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 
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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 京の水田農業確立支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △14,000 

国 府 市債 その他 一般財源 20,600 

 △14,000    
補正後予算額 

6,600 

 

１ 事業の背景・目的 

京の水田農業確立支援事業に係る補助金交付額が当初見込みより少なかった

ため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内容 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

      補助金 △14,000千円 

３ 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  

京の水田農業確立支援事業 △14,000千円 

                      

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 

 

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 新規就農総合支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △12,750 

国 府 市債 その他 一般財源 26,250 

 △12,750    
補正後予算額 

13,500 

１ 事業の背景・目的 

青年就農給付金（経営開始型）について、国の経済対策（平成26年度補正予

算）により継続対象者への平成27年度上半期分の前倒し給付が実施されたこと

に伴い、平成27年度における支給額が少なくなったため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内容 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

      交付金 △12,750千円 

３ 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  

新規就農総合支援事業 △12,750千円 

 

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 
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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 農地中間管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △39,000 

国 府 市債 その他 一般財源 79,379 

 △39,000    
補正後予算額 

40,379 

１ 事業の背景・目的 

農地中間管理事業に係る交付金交付額が当初見込みより少なかったため、減

額補正を行います。 

２ 減額事業費の内容 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

      交付金 △39,000千円 

３ 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  

農地中間管理事業 △39,000千円 

                      

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 

 

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 中山間地域等直接支払交付事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △25,000 

国 府 市債 その他 一般財源 150,314 

 △18,700   △6,300 
補正後予算額 

125,314 

１ 事業の背景・目的 

中山間地域等直接支払交付事業に係る交付金交付額が当初見込みより少なか

ったため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内容 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

      交付金 △25,000千円 

３ 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  

中山間地域等直接支払交付事業 △18,700千円 

                      

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 
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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 多面的機能支払交付事業 減額 

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 181,425 

 △4,400   △1,600 
補正後予算額 

175,425 

１ 事業の背景・目的 

多面的機能支払交付事業に係る交付金交付額が当初見込みより少なかったた

め、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内容 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

      交付金 △6,000千円 

３ 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  

多面的機能支払交付事業 △4,400千円 

                      
  

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

施策名 地域の個性と資源を活かす産業創造のまちづくり （単位：千円） 

事業名 まちなみ環境整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△13,162 

国 府 市債 その他 一般財源 16,000 

△6,581    △6,581 
補正後予算額 

2,838 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山城から京街道、長町、下柳、菱屋、広小路界隈一帯にかけての、明治・

大正・昭和の佇まいを残す町並みや建造物を活用し、地元住民により定められ

た『福知山城下町東部地区街づくり協定』に基づく景観整備に対して支援を行

うことで、城下町福知山ならではの地域資源を生かした町並み形成を促進しま

す。 

今年度、福知山市街なみ環境整備事業補助金の交付見込み額が予算に比べて

少なくなったため減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳  

（款）商工費 （項）商工費 （目）商工振興費     

まちなみ環境整備事業 

負担金補助及び交付金 

当初計画   8件   16,000千円 

見込み額   2件    2,838千円 

補正額      △13,162千円 

 

３ 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 

   まちなみ環境整備事業（社会資本整備総合交付金） △6,581千円 
 

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 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 企業誘致促進特別対策事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△41,000 

国 府 市債 その他 一般財源 51,580 

   △41,000  
補正後予算額 

10,580 

１ 事業の背景・目的 

アネックス京都三和への企業誘致と既存企業の操業を支援する本事業予算に

ついて当初見込みより奨励金の支出が少なかったため減額補正します。 

 ２ 減額事業費の内訳 

項目 予算 支出額 差額 

企業誘致促進事業費 25,000        900 24,100 

操業支援事業費     26,000       9,100     16,900 

２項目の合計     51,000      10,000     41,000 

３ 主な特定財源 

（款）繰入金 （項）基金繰入金（目）基金繰入金 

企業誘致促進特別対策事業基金繰入 △41,000千円 

担当課 農林商工部産業立地課 電話 直通 24-7077 内線 4161 

 

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 ふるさと融資貸付事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△100,000 

国 府 市債 その他 一般財源 100,000 

  △100,000   
補正後予算額 

0 

１ 事業の背景・目的 

アネックス京都三和に新規に進出する企業が設備投資を行う際に市が無利子

で貸付を行う事業です。当地での活用はありませんでしたので減額します。 

２ 減額事業費の内訳 

項目 予算 支出額 差額 

新規立地企業 100,000           0 100,000 

合 計    100,000         0     100,000 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債（目）地域総合整備資金貸付事業債 △100,000千円 

担当課 農林商工部産業立地課 電話 直通 24-7077 内線 4161  
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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 中心市街地活性化関連道路整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△21,101 

国 府 市債 その他 一般財源 150,000 

△12,500  △11,300  2,699 
補正後予算額 

128,899 

 

１ 事業の背景・目的 

広小路商店街のリニューアル化に伴い、社会資本整備総合交付金事業により

広小路本町線の道路整備を進めていますが、社会資本整備総合交付金（国庫補

助金）の交付決定額が少なかったため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (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   △21,101千円 

 

３ 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 

社会資本整備総合交付金  △12,500千円 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 （公共事業等債）  △11,300千円 

 

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 社会資本整備総合交付金事業（道路整備） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△46,500 

国 府 市債 その他 一般財源 75,000 

△30,708  △22,100  6,308 
補正後予算額 

28,500 

 

１ 事業の背景・目的 

社会資本整備総合交付金を活用して道路整備を行っていますが、社会資本整

備総合交付金（国庫補助金）の交付決定額が少なかったため、減額補正を行い

ます。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費 

    委託料      △2,500千円 

    工事請負費   △41,000千円 

    公有財産購入費  △3,000千円 

 

３ 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  

社会資本整備総合交付金  △30,708千円 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債   （公共事業等債）  △21,300千円 

（旧合併特例債）     △800千円 

 

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 街路事業（多保市正明寺線 高畑工区） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△58,000 

国 府 市債 その他 一般財源 362,529 

△31,900  △23,400  △2,700 
補正後予算額 

304,529 

 

１ 事業の背景・目的 

本事業については、財源として防災・安全交付金を充てていますが、本年度

の交付決定金額が減額となったため工事請負費を減額します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 街路事業費 

    工事請負費   △58,000千円 

 

３ 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  

防災・安全交付金  △58,000千円×0.55＝△31,900千円 

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債  

   （公共事業等債）△58,000千円×0.45×0.9≒△23,400千円 

 

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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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 市営住宅改善事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△8,307 

国 府 市債 その他 一般財源 18,000 

△2,050  △6,300  43 
補正後予算額 

9,693 

１ 事業の背景・目的 

高齢者向改善工事として、南佳屋野団地B棟・C棟の2棟を予定していたが、国

費が低充当率であったため、減額補正します。 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 住宅管理費  

工事請負費  △8,307千円 

３ 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  

社会資本整備総合交付金  △2,050千円  

(款) 市債 (項) 市債 (目) 土木費   

（公営住宅建設事業債）  △6,300千円 

 

担当課 土木建設部建築課 電話 直通 24-7058 内線 4245 

 

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 公営住宅用途廃止事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△14,642 

国 府 市債 その他 一般財源 16,800 

  △12,600  △2,042 
補正後予算額 

2,158 

１ 事業の背景・目的 

市営住宅南天田団地の建替事業により、小規模団地の統廃合に伴い確保でき

る余剰地を転用、売却する予定であったが、地元との協議に時間を要し、解体

工事について、年度内発注及び完成が見込めないため減額します。 

２ 減額事業費の内訳  

(款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 住宅建設費  

工事請負費                △14,642千円 

３ 主な特定財源 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木費  

（除却債）         △12,600千円 

担当課 土木建設部建築課 電話 直通 24-7058 内線 4248 
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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 消防団員報償事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△2,835 

国 府 市債 その他 一般財源 65,991 

   △2,835  
補正後予算額 

63,156 

 

１ 事業の背景・目的 

  平成27年度の消防団員退職報償金支払額が当初の見込みより少なくなったこ

とから、不用額について減額補正（予算17,900千円→実績見込15,065千円）を

行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

(款)消防費 (項)消防費 (目)非常備消防費 

 報償費 △2,835千円 

 

３ 主な特定財源 

 (款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 

  消防団員退職報償金（消防団員等公務災害補償等共済基金） △2,835千円 
  

担当課 消防本部総務課 電話 直通 24-0119 内線 2420-204 
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政策名 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 内水ハザードマップ作成事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△5,616 

国 府 市債 その他 一般財源 5,616 

△2,808    △2,808 
補正後予算額 

0 

 

１ 事業の背景・目的 

平成26年8月豪雨時の家屋被害調査の結果等に基づく内水ハザードマップを危

機管理室と下水道課とで連携して作成するにあたり、当初はデータ作成に係る業

務を下水道課事業で、マップ印刷に係る業務を本事業で危機管理室が行うことと

していたが、取り組みを進めるなかで、下水道課事業で印刷まで一体的に行う方

が効率的であったため、下水道課事業として実施した。本事業では実施しなかっ

たため事業費全額を減額補正します。 

 

２ 事業費の内訳 

(款)消防費 （項）消防費 （項）災害対策費 

内水ハザードマップ作成事業 

印刷製本費 １式  △5,616円 

 

３ 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  

内水ハザードマップ作成事業（社会資本整備総合交付金） △2,808千円 
 

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 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 

小学校施設空調設備設置事業 

中学校施設空調設備設置事業 

幼稚園施設空調設備設置事業 

 

減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△95,000 

国 府 市債 その他 一般財源 351,000 

  △90,200    △4,800 
補正後予算額 

 256,000 

 

１ 事業の背景・目的 

 普通教室に空調設備の設置工事を行いましたが、設計時の工法見直し及び入

札による予算残額が生じたため減額補正を行います。 
 

  

２ 減額事業費の内訳  

（款）教育費（項）小学校費（目）学校建設費   △70,000千円 

（款）教育費（項）中学校費（目）学校建設費   △15,000千円 

（款）教育費（項）幼稚園費（目）幼稚園費    △10,000千円 

 

委  託  料 

小学校費  △ 1,000千円 

工事請負費 

小学校費 △69,000千円 中学校費 △15,000千円 幼稚園費 △10,000千円 

 

 

３ 主な特定財源 

（款）市債   （項）市債   （目）教育債  

小学校施設空調設備設置事業（旧合併特例債）  △66,500千円 

中学校施設空調設備設置事業（旧合併特例債）  △14,200千円 

幼稚園施設空調設備設置事業（旧合併特例債）  △ 9,500千円 

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 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 土木施設災害復旧事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△11,000 

国 府 市債 その他 一般財源 30,000 

△21,000  △8,100  18,100 
補正後予算額 

19,000 

 

１ 事業の背景・目的 

平成26年8月豪雨により被災した土木施設を復旧する予定でしたが、事業変更

により国庫負担金対象外となったため減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 災害復旧費 (項) 土木施設災害復旧費 (目) 土木施設災害復旧費 

    負担金補助及び交付金   △11,000千円 

 

３ 主な特定財源 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金 (目) 災害復旧費国庫負担金 

                    △21,000千円 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 災害復旧債   △8,100千円 

 

担当課 土木建設部土木課 電話 直通 24-7059 内線 4215 
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政策名 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 
【農業集落排水施設事業特別会計】 

農業集落排水施設統合事業 
減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△92,000 

国 府 市債 その他 一般財源 347,200 

 △42,500 △49,500   
補正後予算額 

255,200 

 

１ 事業の背景・目的 

農業集落排水施設の統合事業において北有路地区に三河地区を、額田地区に今

西中地区をそれぞれ統合する工事を実施する予定でしたが、農山漁村地域整備交

付金が減額決定されたため、減額補正します。 

 

２ 事業の内容 

農業集落排水施設統合に伴う実施設計業務及び統合工事の減額 

  大江町北有路地区     一部減額（△28,000千円） 

夜久野町額田地区     皆減  （△64,000千円） 

  

３ 事業費の内訳  

（款）事業費 （項）施設費 （目）築造費   

農業集落排水施設統合事業 

委託料          △5,000千円 

工事請負費       △87,000千円 

  

４ 主な特定財源 

（款）府支出金  （項）府補助金  （目）集落排水府補助金 △42,500千円 

（款）市債  （項）市債  （目）集落排水事業債      △49,500千円 

 

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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◆条例関連議案 
 

１ 福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（一部改正）【職員課】 
１ 改正の理由 

   地方公務員法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）引用する条項のずれを改めることとした。         （第１条関係） 

（２）条項を整理することとした。              （附則第４項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

２ 福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条

例（一部改正）                    【職員課】 
１ 改正の理由 

   福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の期末手当の率の改定に伴い、

所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）平成２７年１２月に支給する市長等の期末手当について、次のように引き上げる

こととした。                    （第９条第２項関係） 

 改正前 改正後 差 

期末手当（１２月支

給分） 
１.６２５月 １.６７５月 ０．０５月 

（２）平成２８年６月及び１２月に支給する市長等の期末手当について、次のように改

めることとした。                  （第９条第２項関係） 

 改正前 改正後 差 

期末手当（６月支給

分） 
１．４７５月 １．５０月  ０．０２５月 

期末手当（１２月支

給分） 
１．６７５月 １．６５月 △０．０２５月 

 

３ 施行期日 

２の（１）の改正 公布の日 

２の（２）の改正 平成２８年４月１日 

 

４ その他 

２の（１）の改正は、公布の日から施行しますが、平成２７年１２月１日に遡り適

用します。 
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３ 福知山市一般職職員の給与に関する条例（一部改正）  【職員課】 
１ 改正の理由 

   福知山市一般職職員の給与改定等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）平成２７年１２月に支給する一般職職員の勤勉手当の率等について、次のように

改めることとした。 

  ア 勤勉手当の率               （第１８条の４第２項関係） 

 改正前 改正後 差 

再任用職員以外の

職員 

０．７５月 ０．８５月 ０．１０月 

再任用職員 ０．３５月 ０．４０月 ０．０５月 

イ ５５歳に達した職員で職務の級が６級以上であるもの（以下「特定職員」とい

う。）について、勤勉手当の算定率を改めることとした。（附則第２０項関係） 

   改正前 改正後 

勤勉手当の算定率 １００分の１．１２５ １００分の１．２７５ 

（最低号級に達し

ない場合） 
１００分の７５ １００分の８５ 

（２）平成２８年４月１日以後に支給する一般職職員の勤勉手当の率について、次のよ

うに改めることとした。 

  ア 再任用職員以外の職員           （第１８条の４第２項関係） 

  改正前 改正後 差 

再任用職員以外の

職員 

０．８５月 ０．８０月 △０．０５月 

再任用職員 ０．４０月 ０．３７５月 △０．０２５月 

（３）地方公務員法の一部改正に伴い、級別職務分類表を等級別基準職務表に改めるこ

ととした。                 

（第３条第２項及び別表第１関係） 

                 等級別基準職務表 

職務の級 職務の名称 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

３級 主査、主任及び主査、主任と同等の知識又は経験を必要とする

業務を行う職務 

４級 係長の職務又は係長と同等の知識又は経験を必要とする業務を

行う職務若しくはこれに相当する規則で定める職務 

５級 課長補佐の職務又はこれに相当する規則で定める職務 

６級 部の次長、課長の職務又はこれに相当する規則で定める職務 

７級 部長の職務又はこれに相当する規則で定める職務 

（４）人事院勧告等に伴い、一般職職員の給料表を改めることとした。 

（別表第２関係） 

（５）勤勉手当の支給は、人事考課の結果を活用することを明記することとした。 

（第１８条の４第１項関係） 

（６）人事院勧告等に伴い、特定職員の給与を減額する規定を廃止することとした。 

（附則第１７項から第２０項まで関係） 
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（７）引用する法の条項を改めることとした。 （第１条及び第１８条の３第４項関係） 

（８）文言の整理を行うこととした。   （第１８条の３第４項、第１８条の４第１項 

及び第２項並びに附則第２１項関係） 

 

３ 施行期日 

２の（１）の改正        公布の日 

２の（２）から（８）までの改正 平成２８年４月１日 

 

４ その他 

２の（１）の改正は、公布の日から施行しますが、平成２７年１２月１日に遡り適

用します。 

 

 

４ 福知山市旅費支給条例（一部改正）           【職員課】 
１ 改正の理由 

   地方公務員法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

  等級別基準職務表の新設に伴い、級の位置づけを改めることとした。 

（別表関係） 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

５ 福知山市退職手当支給条例（一部改正）         【職員課】 
１ 改正の理由 

   国家公務員の退職手当の改正に準じて改正を行うこと等に伴い、所要の規定の整備

を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）退職手当の調整額を次のように改めることとした。 

                          （第６条の４第１項関係） 

  職員の区分 改正前 改正後 

第１号区分 ４１，７００円 ５４，１５０円 

第２号区分 ３３，３５０円 ４３，３５０円 

第３号区分 ２５，０００円 ３２，５００円 

第４号区分 ２０，８５０円 ２７，１００円 

第５号区分 １６，７００円 ２１，７００円 

（２）条項の整理を行うこととした。  

（第６条の４第４項及び第 8 条の２第 9 項関係） 

（３）文言の整理を行うこととした。（第３条第２項、第５条第 1 項、第 6 条の４第１

項、第 8 条の２第９項、第 8 条の２第１１項及 

び第１６項、第１０条第２項及び第１３条第４ 

項関係） 

 

３ 施行期日 
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平成２８年４月１日 

 

 

６ 福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（一部改正）

【消防本部 総務課】 
１ 改正の理由 

   地方公務員法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

等級別基準職務表の適用に伴い、引用する福知山市旅費支給条例の規定に合わせる

こととした。                          （別表第２関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

７ 福知山市病院事業管理者の給与に関する条例（一部改正） 【職員課】 
１ 改正の理由 

   福知山市病院事業管理者の給与改定に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

福知山市病院事業管理者の給料月額を改めることとした。     （別表関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

８ 福知山市病院事業の設置等に関する条例（一部改正）   【保険課】 

１ 改正の理由 

平成２８年３月３１日をもって国民健康保険新大江病院事業を廃止するため、所要

の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）新大江病院事業の会計を廃止することとした。       （第６条の２関係） 

（２）文言の整理を行うこととした。  （第１条第２項、第１条の２、第２条、第８条 

                    第１項及び第２項、第９条第１項及び第２項

並びに第１０条関係） 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 
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９ 福知山市学校給食センター設置条例（一部改正）【学校給食センター】 
１ 改正の理由 

平成２８年３月３１日をもって福知山市夜久野学校給食センターを廃止するため、所

要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

福知山市夜久野学校給食センターを別表から削ることとした。（別表関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

10 福知山市三和町郷土資料館条例（廃止）      【生涯学習課】 
１ 廃止の理由 

平成２８年３月３１日をもって福知山市三和町郷土資料館を廃止するため。 

 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日   

 

 

11 福知山市営住宅条例（一部改正）           【建築課】 
１ 改正の理由 

 平成２８年３月３１日をもって小谷ケ丘団地及び丸田ケ丘団地を廃止するため、所

要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

  小谷ケ丘団地及び丸田ケ丘団地を別表から削ることとした。 （別表関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

 

 

12 福知山市大江町小規模農家支援センター条例（廃止）【農業振興課】 
１ 廃止の理由 

平成２８年３月３１日をもって福知山市大江町小規模農家支援センターを廃止する

ため。 

 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 
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◆ その他の議案 

 

■ 工事請負契約の締結について             【都市計画課】 

 
 １ 工事名      三段池公園総合体育館つり天井耐震化工事 

 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     １８７，０３４，４００円 

 ４ 契約の相手方   大立・公正共同企業体 

             代表者 福知山市字立原４３番地の１ 

                 大立工業株式会社 

                  代表取締役 大槻 喬規 

             構成員 福知山市夜久野町額田６３３番地の１ 

                 公正産業株式会社 

                  代表取締役 衣川 浩二 

 

 

■ 工事請負契約の変更について             【都市計画課】 

 
１ 工事名      多保市正明寺線（高畑工区）橋梁上部工工事 

 ２ 変更前契約金額  ５６３，５９８，０００円 

 ３ 変更後契約金額  ６４３，２５１，２４０円 

 ４ 変更理由     大型クレーン作業等安全確保のための仮設工事の増工、平成２

９年度の供用開始に向けて進捗を図るための排水施設及び高欄

設置等橋梁付属施設の追加整備を行うことによる。 

 ５ 契約の相手方   大阪市西区北堀江１丁目２２番１９号 

             シルバービル 

             川田工業株式会社大阪支社 

              大阪支社長 星谷 光信 

              

 

■ 財産の無償譲渡について               【農業振興課】 

 
 １ 無償譲渡する財産  

福知山市大江町小規模農家支援センターの用に供している建物 

     所 在 地  福知山市大江町公庄小字宮ノ前６３０番地２ 

構造・延床面積  木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建    １７９.９０㎡ 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建     ４８.３５㎡ 

    木造瓦葺平家建           ７３.８２㎡ 

    軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建  ７６.８５㎡ 

    木造瓦葺平家建          １９７.３６㎡ 

 

福知山市大江町小規模農家支援センターの用に供している土地 

所  在  地   福知山市大江町公庄小字宮ノ前６３０番２ 

地     目    宅地 

地      積   １４４１.５７㎡ 
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所  在  地  福知山市大江町公庄小字宮ノ前６３０番３ 

地    目     宅地 

地   積   ３６.６６㎡ 

 

所  在  地  福知山市大江町公庄小字蛸田１８５９番１ 

地     目     宅地 

地      積   １５４.６７㎡ 

 

所  在  地  福知山市大江町公庄小字蛸田１８５９番５ 

地     目     宅地 

地      積   ７.３６㎡ 

 

２ 無償譲渡の相手方 

  所  在  地  福知山市夜久野町小倉１１０番地の１ 

名    称    有限会社やくの農業振興団 

  代  表  者      代表取締役 中島 俊則 

 

３ 無償譲渡の理由 

  福知山市公共施設マネジメント計画に基づき、施設管理者である上記法人に無

償で譲渡するものである。 

 

４ 無償譲渡の時期 

平成２８年４月１日 

 

 

■ 過疎地域自立促進市町村計画の変更について   【まちづくり推進課】 
 

福知山市過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

第９項に次の１号を加える。 

  （３）計画 

自立促進区分 

事業名 

（施設

名） 

事業内容 

事業主体 

備考 

事業名 内容 （計画区域） 

８ 集落の整備 その他 
夜久野地域賑わい創出事

業 

旧夜久野町役場跡地整地

等 
福知山市 夜久野 

   

【過疎地域自立促進特別事業（過疎対策事業債・ソフト事業分充当及び基金設置）に
より取り組む３地域共通の課題】の項第１号中「さらに、市有財産を有効活用し、地域
間交流を図るためにも、定住促進住宅用用地の整備促進を行う。」を「さらに、市有財産

を有効活用し、地域間交流を図るためにも、公共施設の跡地活用や定住促進住宅用用地
の整備促進を行う。」に改め、同項第３号の表に次のように加える。 

   

夜久野地域賑わい創出事業 旧夜久野町役場跡地整地等 

地域の賑わいの創出のため、旧夜

久野町役場跡地を整地し、商業施

設等の誘致を図る。 
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■ 公の施設に係る指定管理者の指定について 

 
 

施設名称（位置） 

 

 

指定管理者 
指定期間 

〔債務負担行為限度額〕 

【担当課】 

 

福知山市大呂自然休養村

センター 

（福知山市大呂 298番地の

5） 

 

 

名称 Tchp大呂 

・代表団体 

一般社団法人 環境緑化 

（代表理事 和田 美枝子） 

・構成団体 

株式会社 西本 

（代表取締役 西本 庄之助） 

 

H28.4.1～H33.3.31 

〔42,828千円〕 

【農林管理課】 

 

 

■ 損害賠償の額について                【夜久野支所】 
  

  平成２７年５月２日、福知山市ファームガーデンやくの内、総合交流ターミナル施設

（ほっこり館）の脱衣室において、椅子から立ち上がる際に手をかけたロッカーが倒れ

下敷きとなり、足を負傷した事故による相手方の損害を、次のとおり賠償する。 

   

               損害賠償額 １，０２１，８２４円 

 

 

■ 市道の認定及び廃止並びに路線変更について        【土木課】 

   
認定      １２路線（南羽合環状線ほか １１路線） 
廃止路線         ８路線（中村団地１１線ほか ７路線） 

路線変更    １３路線（中村団地２号線ほか １２路線） 

 
  

■ 専決処分の承認について                 

福知山市税条例（一部改正）                【税務課】 
＜平成２７年１２月２８日 専決第４号＞  

 

１ 改正内容 

地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整理を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の概要 

市税の減免に係る申請における個人番号の提供を、固定資産税及び軽自動車税に限

ることとしたもの。          （第９条第２項に１号を加える改正規定関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年１月１日 
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■ 損害賠償の額について （報告） 
  地方自治法第１８０条第１項の規程により行った専決処分について、同条第２項の規

程によりこれを報告する。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決 内容 損害賠償額 担当課 

H27.1.29 

専決第 5号 

平成２７年９月１４日、福知山市字池部地内、

市立庵我小学校の体育館において、「文化芸術

による子どもの育成事業邦楽コンサート」の

準備中、体育館舞台後幕を操作した際に、後

幕に立てかけられていた演奏用琴が倒れ、こ

れを損傷させたことによる相手方の損害を、

次のとおり賠償する。 

 

39,960 円 学校教育課 

専決 内容 損害賠償額 担当課 

H27.2.2 

専決第 6号 

平成２７年９月１１日、福知山市三和町千束

地内、福知山市役所三和支所の駐車場におい

て、市公用車が安全確認不良により、相手方

の運転する車両と接触した事故による相手方

の損害を、次のとおり賠償する。 

 

70,311 円 三和支所 


