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◆ 会計別予算額一覧 

 

（単位：千円）

補正前の額
３月追加
補正分

補正後の額

42,815,847 △ 332,763 42,483,084

9,386,112 20,493 9,406,605

50,133 50,133

32,500 32,500

833,733 833,733

24,600 24,600

23,100 23,100

6,700 6,700

1,059,000 △ 15,004 1,043,996

700,600 700,600

64,400 49,858 114,258

保険事業勘定 8,305,727 8,305,727

介護サービス事業勘定 29,037 719 29,756

18,800 8,003 26,803

172 172

1,862,412 1,862,412

1,175,860 1,175,860

23,572,886 64,069 23,636,955

3,048,899 3,048,899

7,214,441 7,214,441

福知山市民病院 12,636,276 12,636,276

大江分院 851,400 851,400

計 13,487,676 13,487,676

23,751,016 23,751,016

90,139,749 △ 268,694 89,871,055合　　　　　　　　　計

大江都市計画事業河守土地区画整理事業

下夜久野地区財産区管理会

後期高齢者医療事業

地域情報通信ネットワーク事業

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計

介護保険事業

会　　　計　　　名

一　　般　　会　　計

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計

国民健康保険事業

国民健康保険診療所費

と畜場費

簡易水道事業

宅地造成事業

休日急患診療所費

公設地方卸売市場事業

農業集落排水施設事業

福知山都市計画事業石原土地区画整理事業

福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業
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◆ 一般会計歳入予算額一覧 

 

（単位：千円）

款 補正前の額
３月追加
補正分

補正後の額

01 市税 11,536,264 11,536,264

02 地方譲与税 392,000 392,000

03 利子割交付金 25,000 25,000

04 配当割交付金 91,000 91,000

05 株式等譲渡所得割交付金 60,000 60,000

06 地方消費税交付金 1,670,000 △ 130,000 1,540,000

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 88,000 88,000

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 50,000 50,000

11 地方交付税 10,948,000 10,948,000

12 交通安全対策特別交付金 15,000 15,000

13 分担金及び負担金 489,364 1,160 490,524

14 使用料及び手数料 1,190,245 1,100 1,191,345

15 国庫支出金 5,808,542 △ 182,581 5,625,961

16 府支出金 3,000,838 △ 96,343 2,904,495

17 財産収入 505,219 △ 46,208 459,011

18 寄附金 131,501 131,501

19 繰入金 1,205,553 122,438 1,327,991

20 諸収入 521,932 54,979 576,911

21 市債 4,734,900 △ 115,900 4,619,000

22 繰越金 324,489 58,592 383,081

一般会計合計 42,815,847 △ 332,763 42,483,084
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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月追加
補正分

補正後の額

01 議会費 300,960 300,960

02 総務費 5,839,503 70,402 5,909,905

03 民生費 14,024,427 30,386 14,054,813

04 衛生費 5,420,514 △ 47,058 5,373,456

05 労働費 21,314 21,314

06 農林業費 2,109,656 △ 203,134 1,906,522

07 商工費 455,830 △ 132,317 323,513

08 土木費 3,321,972 48,227 3,370,199

09 消防費 1,583,829 △ 28,400 1,555,429

10 教育費 4,049,572 △ 56,851 3,992,721

11 災害復旧費 191,400 △ 32,000 159,400

12 公債費 5,446,870 △ 41,357 5,405,513

13 予備費 50,000 50,000

14 諸支出 59,339 59,339

一般会計合計 42,815,847 △ 332,763 42,483,084
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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月追加
補正分

補正後の額

6,864,800 6,864,800

うち
議員給与費

169,572 169,572

うち
職員給与費

4,958,724 4,958,724

5,556,650 △ 99,229 5,457,421

419,443 419,443

8,560,385 55,617 8,616,002

4,565,614 23,892 4,589,506

5,506,372 △ 182,557 5,323,815

う ち 人 件 費 228,545 228,545

5,314,972 △ 182,557 5,132,415

補助事業費 2,436,589 △ 89,396 2,347,193

単独事業費 2,878,383 △ 93,161 2,785,222

191,400 191,400

5,443,724 △ 41,357 5,402,367

779,202 31,009 810,211

126,300 △ 115,954 10,346

4,943,357 △ 4,184 4,939,173

50,000 50,000

42,815,847 △ 332,763 42,483,084一般会計合計

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月追加補正予算 主要事項 

 
 

②　人と文化・スポーツを育むまちづくり（教育・文化・スポーツ）

小学校施設空調設備設置事業                                  5,700 継続 9

7,700 継続 10

中学校教室棟便所改修事業                                    4,300 継続 10

③　だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり（生活基盤）

つつじが丘・向野団地建替事業                                10,000 新規 11

52,705 継続 12

長田野墓園基金事業                                          500 継続 13

長谷墓園基金事業                                            600 継続 13

59,339 新規 14

73,227 継続 15

④　豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり（防災・環境）

6,400 継続 16

⑤　子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉・子育て）

55,617 継続 17

⑦　行財政効率の高いまちづくり

4,572 継続 18

16,992 継続 19

30,000 継続 20

19 継続 21

65,840 継続 22

地方バス路線運行事業                                        

保育所委託事業                                              

（単位：　千円）

補正額 増減区分 ページ

一
般
会
計

鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業              

小学校教室棟便所改修事業                                    

普通財産取得事業                                            

補助金等償還事業                                            

急傾斜地崩壊対策事業                                        

通
常
補
正

京都府税務共同化事業                                      

第三セクター等改革推進債償還基金積立事業                    

地方債繰上償還金                                            

庵我地区公益事業                                            

政策名

事業名

国民健康保険事業特別会計分 2,820
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夜久野地域協議会支援事業                                    △6,526 23

企業誘致促進特別対策事業　                                  △27,121 24

ふるさと融資貸付事業                                        △100,000 25

市有地販売事業                                              △63,200 26

地方債元利償還金                                            △71,357 27

地域医療・医療従事者養成確保事業                            △13,800 27

臨時福祉給付金事業                                          △14,700 28

総合福祉会館等施設管理事業                                  △3,990 29

介護人材確保対策事業                                        △4,661 30-31

第１期・第２期処分場埋立整備事業                            △7,000 32

環境パーク運転・維持管理事業                                △14,000 33

指定ごみ袋作製事業                                          △13,358 33

人権ふれあいセンター改修事業                                △4,700 34

農業基盤整備促進事業                                        △6,000 35

美しい農村再生支援事業                                      △5,000 35

「森の京都 福知山」北陵総合センター整備事業                 △7,000 36

大呂自然休養村整備事業                                      △32,500 36

大呂自然休養村管理事業                                      △6,330 37

公共施設除却事業（農業施設（共同作業所))                    △42,000 37

公共施設民間譲渡事業（農業施設（共同作業所))                △5,000 38

京野菜生産加速化事業                                        △3,000 38

京の水田農業確立支援事業                                    △12,000 39

新規就農総合支援事業                                        △15,800 39

農地中間管理事業                                            △37,000 40

ふくちの農場づくり事業                                      △4,000 41

災害に強い森づくり事業                                      △20,500 42

まちなみ環境整備事業                                        △5,196 43

大規模建築物耐震化緊急支援事業                              △23,000 44

住宅耐震改修事業                                            △2,400 44

三段池公園カルチャーパーク整備事業                          △18,000 45

公園施設長寿命化対策支援事業                                △6,400 45

地籍調査事業                                                △17,000 46

消防庁舎改修事業                                            △3,000 46

（単位：　千円）

補正額 増減区分

減
額
補
正

ページ

一
般
会
計

減額

政策名

事業名
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中学校施設空調設備設置事業                                  △13,000 47

中学校耐震改修事業                                          △25,100 47

放課後児童クラブ運営事業                                    △25,000 減額 48

持原古墳群発掘調査事業                                      △11,451 49

農地・農業用施設災害復旧事業                                △32,000 50

国民健康保険事業特別会計繰出金                              2,820 継続 18

農業集落排水施設事業特別会計繰出金                          △7,004 減額 52

20,493 継続
18
51

△15,004 減額 52

49,858 廃止 53

719 継続 54

8,003 廃止 55

― ― ―

特別会計・企業会計　合計 ６　事業　 64,069

△268,694

特
別
会
計
・
企
業
会
計

補正額 増減区分 ページ

（単位：　千円）

　【地域情報通信ネットワーク事業特別会計】　　（補正第2号）
　　　「ｅ－ふくちやま」保守管理事業　繰越明許費

増減区分 ページ

（単位：　千円）

補正額

一
般
会
計

減
額
補
正

全会計　合計　６２　事業

事業名

　【河守土地区画整理事業特別会計】（補正第１号）
　　河守土地区画整理事業特別会計閉鎖

事業名

　【農業集落排水施設事業特別会計】（補正第1号）
　　　農業集落排水施設統合事業　繰越明許費

　【福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計】（補正第１号）
　　　福知山 駅周辺土地区画整理事業特別会計閉鎖

　【国民健康保険事業特別会計】　　（補正第４号）
　　　高額医療費共同事業・保険財政共同安定化事業

繰
出
金

　【介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）】（補正第3号）
　　　介護予防サービス計画作成事業

◆繰越明許費補正について 

 （１）一般会計  

追加  新地方公会計制度導入事業ほか２９件 

変更  ３件 

 （２）特別会計 

    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 

    地域情報通信ネットワーク特別会計   「ｅ-ふくちやま」保守管理事業 



9 

 

政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 小学校施設空調設備設置事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,700 

国 府 市債 その他 一般財源 182,320 

2,803  2,700  197 
補正後予算額 

188,020 
 
 

１ 事業の背景・目的 

国の補正予算に伴い国庫の内示を受けた修斉小学校・上豊富小学校の空調設

備の設置工事について、建築工事積算基準の改定による諸経費の不足分を増額

補正します。 

 

 

２ 事業費の内訳  

（款）教育費（項）小学校費（目）学校建設費 

工事請負費  小学校費  5,700千円 

 

 

３ 主な特定財源 

（款）国庫支出金 （項）国庫支補助金 （目）教育費国庫補助金  

小学校大規模改造事業（環境改善交付金）    2,803千円 

（補正前12,769千円 補正後15,572千円 補正額2,803千円） 

 

  （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）  2,700千円 

 

   補正前（事業費81,000千円－国庫12,769千円）×充当率95％≒64,800千円 

   補正後（事業費86,700千円－国庫15,572千円）×充当率95％≒67,500千円 

   補正額（67,500千円-64,800千円）＝2,700千円 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 

 

 



10 

 

政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 
小学校教室棟便所改修事業 

中学校教室棟便所改修事業 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

12,000 

国 府 市債 その他 一般財源 216,700 

1,726  9,600  674 
補正後予算額 

228,700 

 

１ 事業の背景・目的 

国の補正予算に伴い国庫の内示を受けた惇明小学校、雀部小学校と桃映中学

校及び成和中学校の便所改修工事について、建築工事積算基準の改定による諸

経費の不足分を増額補正します。 

 

 

２ 事業費の内訳  

（款）教育費（項）小学校費（目）学校管理費   

（款）教育費（項）中学校費（目）学校管理費   

工事請負費  小学校費 7,700千円 中学校費 4,300千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）国庫支出金 （項）国庫支補助金 （目）教育費国庫補助金  

小学校大規模改造事業（環境改善交付金）    1,562千円 

（補正前21,632千円 補正後23,194千円 補正額1,562千円） 

中学校大規模改造事業（環境改善交付金）      164千円 

 （補正前17,842千円 補正後18,006千円 補正額164千円） 

（款）市債    （項）市債     （目）教育債  

小学校教室棟便所改修事業（旧合併特例債）    5,700千円 

   

  補正前（事業費80,200千円－国庫21,632千円）×充当率95％≒55,700千円 

  補正後（事業費87,900千円－国庫23,194千円）×充当率95％≒61,400千円 

  補正額（61,400千円－55,700千円）＝5,700千円 

 

中学校教室棟便所改修事業（旧合併特例債）    3,900千円 

 

補正前（事業費56,100千円－国庫17,842千円）×充当率95％≒36,300千円 

補正後（事業費60,400千円－国庫18,006千円）×充当率95％≒40,200千円 

補正額（40,200千円－36,300千円）＝3,900千円 

 

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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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 つつじが丘・向野団地建替事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

10,000 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

10,000     
補正後予算額 

10,000 

 

１ 事業の背景・目的 

「福知山市市営住宅整備計画」に基づき、耐用年数を超過し老朽化した市営 

  住宅団地の建替を行うことにより、市民の安心・安全と居住水準の向上を図り

  ます。 

 

２ 事業の内容 

◎つつじが丘団地の概要 

   つつじが丘団地は敷地2.25ha（市有地）に、昭和42年～44年度にかけて建

設された市営73戸、府営87戸の府市混在団地です。 

◎向野団地の概要 

   向野団地は敷地1.7ha（市有地）に、昭和36年～38年度に建設された市営 

76戸、府営4戸の府市混在団地です。 

◎2団地については、「福知山市市営住宅整備計画」において建替を予定して

いる団地であり、建替後は市営住宅として市が管理運営します。 

 

３ 事業費の内訳  

   (款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 住宅建設費 

委託料（民活導入可能性調査業務）    10,000千円 

    ・建替基本計画を踏まえた事業計画等の精査 

    ・精査した事業計画等に基づくＶＦＭ計算 

    ・各種リスクの抽出及び適切な官民負担の検討 

・民間企業（金融機関を含む）の意向調査 

 

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 

   つつじが丘・向野団地建替事業 

（民間資金等活用事業調査費補助金） 10,000千円 

 

 

   
 

担当課 土木建設部建築課 電話 直通 24-7058 内線 4246 

 



12 

政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤が整ったまちづくり （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 

52,705 

国 府 市債 その他 一般財源 7,500 

 6,927   45,778 
補正後予算額 

60,205 

 

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㈱       37,692,680円 

丹後海陸交通㈱      4,764,000円 

三岳バス         3,594,266円 

庵我バス         4,175,336円 

中六人部バス       2,478,210円 

             合計        52,704,492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  6,927千円 

    

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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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤が整ったまちづくり （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 

500 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   500  
補正後予算額 

500 

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28年3月31日） 13,674,014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   500千円 

 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×1件＝500千円 

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

 

政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤が整ったまちづくり （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 

600 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   600  
補正後予算額 

600 

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28年3月31日） 7,334,455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   600千円 

 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×3件＝600千円 

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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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 普通財産取得事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

59,339 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   59,339  
補正後予算額 

59,339 

 

１ 事業の背景・目的 

今年度で福知山駅周辺土地区画整理事業及び河守土地区画整理事業を完了す

るため、特別会計の清算に係る土地購入費の新規補正を行います。 

 

２ 事業の内容 

  福知山駅周辺土地区画整理事業及び河守土地区画整理事業を完了するため、

本事業によりそれぞれの残保留地を購入する。 

 

  福知山駅周辺土地区画整理残保留地 

   一般保留地 ２筆  39,887,952円 

河守土地区画整理残保留地 

   一般保留地 ２筆  14,645,750円 

   付保留地  ４筆   4,804,940円 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 諸支出金 (項) 普通財産取得費 (目) 土地取得費 

福知山駅周辺土地区画整理事業閉鎖に係る土地購入費 39,888千円 

   河守土地区画整理事業閉鎖に係る土地購入費     19,451千円 

   計                        59,339千円 

 

 

４ 主な特定財源 

 (款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金 

 鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金繰入金   59,339千円 

 

担当課 土木建設部都市整備課 電話 直通 24-7028 内線 4332 
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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

73,227 

国 府 市債 その他 一般財源 60,751 

   73,227  
補正後予算額 

133,978 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山駅周辺土地区画整理事業及び河守土地区画整理事業の閉鎖に伴う余剰

金を補正によって、鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金へ積み立てるこ

とにより基金を充実させ、鉄道網整備事業及び関連する都市計画事業の財源と

して充当し、各事業の進捗に寄与します。 

 

２ 事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 土地区画整理費  

福知山駅周辺土地区画整理事業閉鎖に伴う余剰金 60,558千円 

   河守土地区画整理事業閉鎖に伴う余剰金     12,669千円 

   

３ 主な特定財源 

  (款) 繰入金 (項) 他会計繰入金 (目) 他会計繰入金  

福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計繰入金  60,558千円 

河守土地区画整理事業特別会計繰入金      12,669千円  

 

担当課 土木建設部都市整備課 電話 直通 24-7028 内線 4332 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり  （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 

6,400 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   2,200 4,200 
補正後予算額 

6,400 

 

１ 事業の背景・目的 

急傾斜地崩壊対策事業は市民の安心・安全を守るため、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28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   60,000 ５％ 3,000 1,500 

三河Ⅱ 28,000 ５％ 1,400  700 

西岡 10,000 ２０％ 2,000 － 

計 98,000  － 6,400 2,200 

 
※地元負担金は、負担金額の２分の１ 

西岡は地元負担なし        

 

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 

6,400千円 

 

４ 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            2,200千円 

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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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （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 

55,617 

国 府 市債 その他 一般財源 1,972,572 

26,789 13,394   15,434 
補正後予算額 

2,028,189 

 

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。 

平成27年度は、平成27年人事院勧告に準じ保育士の待遇改善を目的に公定価

格単価が1.5％改定され、平成28年度も引き続き改定された価格が適用されまし

たが、改定が年度末であったため平成28年度の当初予算に反映させることがで

きず今回補正するものです。さらに平成28年度についても、平成28年人事院勧

告に準じ1.3％の単価改定が行われ、改定は平成28年4月1日に遡って適用される

ため、支払額についても遡って改定します。 

 

年度 改定率 

平成27年度 1.5％ 

平成28年度 1.5％＋1.3％ 

 

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 .................. 54,359千円 

  ・負担金補助及び交付金 ..... 1,258千円 

 

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 ············ 26,161千円 

  ・施設型給付費等 ············· 628千円 

 (款)府支出金 (項)府負担金 (目)民生費府負担金 

  ・保育所運営費 ············ 13,080千円 

  ・施設型給付費等 ············· 314千円 

 

担当課 福祉保健部子育て支援課 電話 直通 24-7083 内線 2147 
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政策名 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 

4,572 

国 府 市債 その他 一般財源 44,323 

    4,572 
補正後予算額 

48,895 

国
保
特
会 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

2,820 

国 府 市債 その他 一般財源 21,563 

   2,820  
補正後予算額 

24,383 
 

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、平成28年度からは軽自動車税の課税事務の一部を共同化しました。 

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 116 0 116 

委託料 890 0 890 

賃借料 3,856 0 3,856 

負担金 39,461 4,572 44,033 

計 44,323 4,572 48,895 

国民健康保険 

事業特別会計 
負担金 21,563 2,820 24,383 

負担金合 計 負担金 61,024 7,392 68,416 

 

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   2,820千円 

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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政策名 行財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 

16,992 

国 府 市債 その他 一般財源 189,875 

   16,992   
補正後予算額 

206,867 

 

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） 

  （款）総務費 （項）総務管理費 （目）財産管理費 

 補正後① 補正前② 補正額①-② 

土地貸付収入 107,875 107,875 0 

土地売払収入 98,992 82,000 16,992 

計 206,867 189,875 16,992 

 

 

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 16,992千円   

 

担当課 財務部財政課 電話 直通 24-7035 内線 3322 
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政策名 行財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 

公社継承土地売払収入の増額により、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） 
    H27度末残高 ＋ H28積立額 ＋ 利子（見込）－ 繰上償還 ＝ H28度末残高見込 

     26,011 ＋ 206,867 ＋  30  －230,000  ＝  2,908 

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 295,140,526 263,237,013 249,291,574 217,595,800 185,267,323 150,126,512 100,878,364 44,737,917 44,887,464 45,037,507 1,596,200,000

利　　息 9,925,573 7,799,917 6,531,541 4,957,150 3,589,353 2,398,677 1,270,343 412,447 262,899 112,849 37,260,749

計 305,066,099 271,036,930 255,823,115 222,552,950 188,856,676 152,525,189 102,148,707 45,150,364 45,150,363 45,150,356 1,633,460,749

繰上償還額 300,000,000 120,000,000 230,000,000 230,000,000 180,000,000 180,000,000 160,000,000 0 0 0 1,400,000,000

計画繰上償還累計額 300,000,000 420,000,000 650,000,000 880,000,000 1,060,000,000 1,240,000,000 1,400,000,000

年度末残高 2,401,059,474 2,017,822,461 1,538,530,887 1,090,935,087 725,667,764 395,541,252 134,662,888 89,924,971 45,037,507 0

H24

0

0

2,996,200,000

0

0

2,996,200,000

0

0

0

H24

0
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 庵我地区公益事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

19 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

   19  
補正後予算額 

19 

 

１ 事業の背景・目的 

福知山市庵我地区公益事業基金条例に基づき、庵我地区における公益事業の

資金に充てるため、基金を取崩し、交付金を交付します。 

 

２ 事業の内容 

   安井自治会から庵我地区公益事業基金の交付申請があったため、基金から庵

我地区公益事業（安井公民館外灯設置事業）に交付します。 

 

３ 事業費の内訳 

   (款)総務費 (項)総務管理費 (目) 財産管理費 

   負担金補助及び交付金 19千円 

 

 ４ 主な特定財源 

   （款）繰入金（項）基金繰入金（目）庵我地区公益事業基金繰入金 

     19千円 
 

担当課 財務部資産活用課 電話 直通 24-7068 内線 4341 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 補助金等償還事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

65,840 

国 府 市債 その他 一般財源 51,832 

   65,840  
補正後予算額 

117,672 

 

１ 事業の背景・目的 

国庫補助金や府補助金等のうち、償還する必要があると判断されたものについて 

償還を行います。 

 

２ 事業の内容 

  平成２５年に「平成２５年度複合施設による地域経済活性化事業」として国か 

ら交付を受けた地域経済循環創造事業交付金について、事業実施者の不適切な会 

計処理があったとして、会計検査院の平成２７年度決算検査報告において１１月 

７日に内閣へ報告されました。国への返還が求められているため該当事業者から 

の返還金を財源に、国へ返還します。 

 

３ 事業費の内訳 

  （款）総務費 （項）総務管理費 （目）諸費 

     複合施設による地域経済循環創造事業補助金返還金 65,840千円 

                       （補助金分 50,000千円） 

(加算金分 15,840千円) 

 

４ 主な特定財源 

  （款）諸収入 （項）雑入 （目）雑入 

     地域経済循環創造事業補助金返還金   65,840千円 

 

担当課 
財務部財政課 

農林商工部商工振興課 
電話 

直通 24-7035 内線 3322 

直通 24-7075 内線 4142 
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政策名 市民が主体のまちづくり （単位：千円） 

事業名 夜久野地域協議会支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,526 

国 府 市債 その他 一般財源 7,902 

△3,951    △2,575 
補正後予算額 

1,376 

 

１ 事業の背景・目的 

住民が主体となって地域の課題解決に取り組む「夜久野みらいまちづくり協

議会」の運営及び活動を支援する交付金について、継続性を持った多様性のあ

る組織運営体制を構築するための検討に時間を要したため、今年度予算の一部

を減額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

   （款）総務費 （項）総務管理費 （目）地域交流推進費 

     負担金補助及び交付金（交付金） △6,526千円 

 

３ 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 

     夜久野地域協議会支援事業（地方創生推進交付金） △3,951千円 

 

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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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （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 

△27,121 

国 府 市債 その他 一般財源 51,980 

   
△27,121 

 

補正後予算額 

24,859 

 

１ 事業の背景・目的 

アネックス京都三和等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 減額事業費の内容 

   総事業費51,980千円のうち、工場の新設及び雇用奨励金に係る27,121千円を

減額します。 

 

（款）商工費 （項）商工費 （目）商工業振興費 

項 目 予 算 支出見込額 不用額 

企業誘致促進事業費 25,000          0 25,000 

操業支援事業費 26,000      23,879      2,121 

負担金等   980         980           0 

合 計 51,980      24,859      27,121 

 

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 △27,121千円 

 

担当課 
地域振興部 

移住・企業立地推進課 
電話 直通 24-7077 内線 4161 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （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 

  地域振興に資する企業等の活動を支援するために企業等が行う設備投資等に

対して、本市が金融機関等と共同して無利子で貸付を行う事業について、今年

度において活用がなかったため減額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 

（款）商工費 （項）商工費 （目）商工業振興費 

項 目 予 算 支出額 不用額 

ふるさと融資貸付金 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 
地域振興部 

移住・企業立地推進課 
電話 直通 24-7077 内線 4161  
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 市有地販売事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△63,200 

国 府 市債 その他 一般財源 110,839 

   △63,200  
補正後予算額 

47,639 

 

１ 事業の背景・目的 

公共施設等総合管理基金の積立金額を減額します。 

 

２ 事業の内容 

公共施設等総合管理基金積立金について、売却予定地の建物解体工事や用地整

理に不測の日数を要し、入札実施が遅れ、年度内の歳入が困難となったため、積

立金額を減額します。 

 

 

３ 減額事業費の内訳 

  (款)総務費 (項)総務管理費 (目) 財産管理費 

   積立金  △63,200千円 

 

 

 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 

創出土地売払収入 △63,200千円 
 

担当課 財務部資産活用課 電話 直通 24-7068 内線 4341 
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政策名 行財政効率の高いまちづくり （単位：千円） 

事業名 地方債元利償還金 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△71,357 

国 府 市債 その他 一般財源 5,242,870 

      △71,357 
補正後予算額 

5,171,513 

 

１ 事業の背景・目的 

  平成27年度発行市債の金額及び利率確定に伴い減額補正します。 

 

２ 減額事業費の内訳  

（款）公債費 （項）公債費 （目）元利償還金 

項目 予算 決算見込 不用見込額 

地方債元利償還金    5,242,870    5,171,513    71,357 

  

担当課 財務部 財政課 電話 直通 24-7035 内線 3323 

 

政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （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 

37,828 

△13,800 

国 府 市債 その他 一般財源 

    △13,800 
補正後予算額 

24,028 

 

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 △13,800千円 

 

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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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （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 

△14,700 

国 府 市債 その他 一般財源 92,370 

△14,700     
補正後予算額 

77,670 

 

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、支給額及び執行事務費が減

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 

  賃金                  △ 1,652千円 

  委託料                 △ 1,948千円 

  負担金補助及び交付金（臨時福祉給付金） △11,100千円  

・ 支給者1人につき、3,000円  

（決算見込額）12,800人×3,000円＝38,400千円  

（当初予算額）14,500人×3,000円＝43,500千円  

（補正額） 38,400千円－43,500千円＝△5,100千円  

・ 支給者1人につき、30,000円  

（決算見込額）  800人×30,000円＝24,000千円  

（当初予算額）1,000人×30,000円＝30,000千円  

（補正額） 24,000千円－30,000千円＝△6,000千円  

 

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 △14,700千円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

担当課 福祉保健部地域福祉課  電話 直通 24-7087  内線 2109  
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 総合福祉会館等施設管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△3,990 

国 府 市債 その他 一般財源 5,244 

   △3,990  
補正後予算額 

1,254 

 

１ 事業の背景・目的 

   福知山市夜久野町ふれあいの里福祉センター等敷地について、登記測量業務を

実施しているところですが、当初委託を予定していた境界確定において立会人

（相続人）調査に時間を要することから委託内容の見直しを行ったため減額補正

を行ないます。 

 

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  

委託料△3,990千円 

 

   （決算見込額）  725千円 

（当初予算額） 4,715千円 

（補 正 額）△3,990千円 

 

 

３ 主な特定財源 

  (款)繰入金 (項)基金繰入金 (目)基金繰入金 

    総合福祉会館等施設管理事業（基金繰入） 3,990千円 
 

担当課 福祉保健部地域福祉課 電話 直通 24-7088 内線 2112 

 



30 

 

政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （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 

△4,661 

国 府 市債 その他 一般財源 15,610 

△3,375   △1,286  
補正後予算額 

10,949 

 

１ 事業の背景・目的 

介護人材確保対策事業のうち、各種助成等事業（ＵＩターン家賃助成、介護職

員初任者研修受講支援、介護福祉士実務者研修受講支援、介護福祉士育成修学資

金貸付）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。 

また、介護福祉士修学資金貸付の対象者が返還免除要件に該当しなくなった（市

外の介護事業所に勤務）ため貸付金の返還額を地域福祉基金に積み立てます。 

 

２ 事業の内容 

（１）各種助成等事業について、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、当初予算で財源として見込んでいた国庫補助金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 

△602 千円 
（決算見込み 4,074 千円―当初予算

4,676 千円） 

国庫補助金    △600 千円 

地域福祉基金   △2 千円 

介護職員初任者

研修受講支援 

△870 千円 
（決算見込み 630 千円―当初予算

1,500 千円） 

国庫補助金    △750千円 

地域福祉基金  △120千円 

介護福祉士実務

者研修受講支援 

△1,625 千円 
（決算見込み 3,625 千円―当初予算

5,250 千円） 

国庫補助金  △2,025千円 

地域福祉基金    400千円 

介護福祉士育成

修学資金貸付 

△2,154 千円 
（決算見込み 1,946 千円―当初予算

4,100 千円） 

地域福祉基金 △2,154 千円 

 

 

（２）介護福祉士育成修学資金貸付金の返還があったため、地域福祉基金に積み立

てます。 

 

３ 事業費の内訳 

 （款）民生費 （項）社会福祉費 （目）老人福祉費 

    負担金補助及び交付金 △3,097千円 

貸付金 △2,154千円 

    積立金 590千円 
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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 

  地方創生新型交付金 △3,375千円 

 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）基金繰入金 

  地域福祉基金    △1,876千円 

 

（款）諸収入 （項）貸付金元利収入 （目）貸付金元利収入 

  介護福祉育成資金    590千円 

 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2141 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 第１期・第２期処分場埋立整備事業 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 20,000 

△2,333    △4,667 
補正後予算額 

13,000 

 

１ 事業の背景・目的 

埋立処分計画の中で、今後更なる廃棄物の埋立て容量が必要となるため、第

１期・第２期埋立処分場において、嵩上げ整備を複数年計画で実施します。 

 

２ 事業の内容 

埋立処分場の嵩上げ整備に向けた生活環境影響調査業務において入札による

不用額が生じたため、委託料を減額補正します。 

 

３ 減額事業費の内訳 

  (款)衛生費 (項)清掃費 (目)じん芥処理費 

   委託料 △7,000千円 

 

４ 主な特定財源 

  (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)衛生費国庫補助金 

   循環型社会形成推進交付金・支援事業  

（補正前）20,000千円×１／３ ≒ 6,666千円  

（補正後）13,000千円×１／３ ≒ 4,333千円  

（補正額）                  ＝ △2,333千円 

担当課 市民人権環境部環境政策室 電話 直通 22-1827 内線 6110 
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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 環境パーク・運転・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 

△14,000 

国 府 市債 その他 一般財源 206,345 

    △14,000 
補正後予算額 

192,345 

１ 事業の背景・目的 

循環型社会形成に向け、市民生活から出る廃棄物を適正に処理し、衛生的な

生活環境を確保するため、福知山市環境パークでの安定かつ適正な運転・維持

管理を実施しています。 

２ 事業の内容 

環境パークで破砕した不燃物の埋立処分を運搬業務も含め三和町一般廃棄物

最終処分場において実施を計画していましたが、埋立開始に向けた周辺整備工

事の調査や内容調整に時間を要したことにより、適正な業務期間の確保が困難

となったため、委託料を減額補正します。 

３ 減額事業費の内訳 

(款)衛生費 (項)清掃費 (目)じん芥処理費 

委託料  △14,000千円 

担当課 市民人権環境部環境政策室 電話 直通 22-1827 内線 6120 

 

政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 指定ごみ袋作製事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△13,358 

国 府 市債 その他 一般財源 62,046 

    △13,358 
補正後予算額 

48,688 

１ 事業の背景・目的 

家庭ごみの排出抑制と再資源化の推進、ならびに排出量に応じた負担の公平

化や住民の意識改革を目的として、有料指定ごみ袋による分別収集を実施して

います。 

２ 事業の内容 

指定ごみ袋の作製については、入札により作製業者を決定し、実施していま

すが、入札による不用額が生じたため、消耗品費を減額補正します。 

３ 減額事業費の内訳 

  (款)衛生費 (項)清掃費 (目)じん芥処理費 

   消耗品費 △13,358千円 
 

担当課 市民人権環境部環境政策室 電話 直通 22-1827 内線 6110 
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政策名 市民が主体のまちづくり （単位：千円） 

事業名 人権ふれあいセンター改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△4,700 

国 府 市債 その他 一般財源 9,500 

  △4,200  △500 
補正後予算額 

4,800 

 

１ 事業の背景・目的 

人権ふれあいセンターのバリアフリー化及び安全対策を行い、利用者に安心

安全な施設環境を整えます。 

 

２ 事業の内容 

南佳屋野会館のトイレバリアフリー化に伴う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補正します。 

 

３ 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   △4,700千円 

 

４ 主な特定財源 

  (款)市債 (項)市債 (目）民生債 

   人権ふれあいセンター改修事業（地域活性化事業債） △4,200千円 

 

 

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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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 農業基盤整備促進事業 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 81,500 

 △3,300 △1,700 △720 △280 
補正後予算額 

75,500 

 

１ 事業の背景・目的 

今安地区に係る府補助額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 

工事請負費  △6,000千円 

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  △720千円 

 （款）府支出金 （項）府補助金 （目）農林業費府補助金   △3,300千円 

  （款）市債 （項）市債 （目）農林業債  

             農業基盤整備促進事業（公共事業等債）△1,700千円 
  

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4116 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 美しい農村再生支援事業 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 20,264 

△5,000     
補正後予算額 

15,264 

 

１ 事業の背景・目的 

美しい農村再生支援事業に係る国庫補助交付額が減額となったため、減額補正 

を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農地費 

     需用費（消耗品費） △5,000千円 

３ 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 

                    △5,000千円 

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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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 「森の京都 福知山」北陵総合センター整備事業 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 35,000 

  △7,000   
補正後予算額 

28,000 

１ 事業の背景・目的 

 「森の京都 福知山」北陵総合センター整備事業において、設計業務を直営に

より実施したこと及び入札により不用額が生じたため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）農林業費 （項）林業費 （目）林業振興費 

   委託料   △5,000千円 

   工事請負費 △2,000千円 

３ 主な特定財源 

 （款）市債 （項）市債 （目）農林業債   

   北陵総合センター整備事業（辺地対策事業債）△7,000千円 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4112 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 大呂自然休養村整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △32,500 

国 府 市債 その他 一般財源 60,000 

  △32,500   
補正後予算額 

27,500 

 

１ 事業の背景・目的 

大呂自然休養村センター指定管理者の指定取消に伴い、大呂自然休養村整備計画を

見直し、今年度のグラウンドゴルフ場拡張工事等を実施しないこととしたため、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 

   工事請負費  △32,500千円 

３ 主な特定財源 

（款）市債 （項）市債 （目）農林業債  

大呂自然休養村整備事業（辺地対策事業債） △32,500千円 

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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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 大呂自然休養村管理事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,330 

国 府 市債 その他 一般財源 8,949 

    △6,330 
補正後予算額 

2,619 

 

１ 事業の背景・目的 

大呂自然休養村センター指定管理者の指定取消に伴い、施設管理に係る指定管理

料が不用となったため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

  （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業総務費 

   委託料  △6,330千円 

担当課 農林商工部農林管理課 電話 直通 24-7041 内線 4112 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 公共施設除却事業（農業施設（共同作業所）） 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △42,000 

国 府 市債 その他 一般財源 51,700 

  △31,500 △10,500  
補正後予算額 

9,700 

１ 事業の背景・目的 

長田共同畜舎、菟原下二共同畜舎、大門製茶工場の解体工事にかかる地元協議

に時間を要し、次年度で実施する見込みとなったため、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 

      工事請負費 △42,000千円 

 

３ 主な特定財源 

（款）繰入金（項）基金繰入金（目）公共施設等総合管理基金繰入金△10,500千円 

 （款）市債 （項）市債 （目）農林業債   

公共施設除却事業（農業施設（共同作業所））（除却債）△31,500千円 

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 公共施設民間譲渡事業（農業施設（共同作業所）） 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 19,190 

   △5,000  
補正後予算額 

14,190 

１ 事業の背景・目的 

施設譲渡にかかる修繕工事を必要最小限で実施したため工事請負費に不用額

が生じました。また譲渡を実施した施設の譲渡事務費の発生が次年度に伸びる

見込みとなったため、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 

      工事請負費 △3,000千円 

      補助金   △2,000千円 

３ 主な特定財源 

（款）繰入金（項）基金繰入金（目）基金繰入金 

公共施設民間譲渡事業基金繰入金（農業施設（共同作業所））△5,000千円 

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （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 

 △3,000 

国 府 市債 その他 一般財源 10,500 

 △3,000    
補正後予算額 

7,500 

１ 事業の背景・目的 

京野菜生産加速化事業において、主に万願寺とうがらしのパイプハウス導入が

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 △3,000千円 

 

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 △3,000千円 

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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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （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 

 △12,000 

国 府 市債 その他 一般財源 20,000 

 △12,000    
補正後予算額 

8,000 

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 △12,000千円 

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 △12,000千円 

                      

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4121 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （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 

 △15,800 

国 府 市債 その他 一般財源 44,798 

 △13,900   △1,900 
補正後予算額 

28,998 

１ 事業の背景・目的 

担い手養成実践農場整備支援事業において研修の辞退があり、また、青年就

農給付金では当初見込みより新規就農者数が少なかったため、減額補正を行い

ます。 

 

２ 減額事業費の内容 

   （款）農林業費 （項）農業費 （目）農業振興費 

      補助金 △ 3,800千円  交付金 △12,000千円 

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  

     担い手養成実践農場整備支援事業 △ 1,900千円 

新規就農総合支援事業            △12,000千円 

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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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （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 

 △37,000 

国 府 市債 その他 一般財源 41,566 

 △37,000    
補正後予算額 

4,566 

 

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 △37,000千円 

 

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 △37,000千円 

 

担当課 農林商工部農業振興課 電話 直通 24-7044 内線 4123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （単位：千円） 

事業名 ふくちの農場づくり事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

 △4,000 

国 府 市債 その他 一般財源 11,700 

 △4,000    
補正後予算額 

7,700 

 

１ 事業の背景・目的 

ふくちの農場づくり事業のうち集落営農発展型農場づくり事業について、当初

計画していた事業が実施主体の都合により取り下げがありました。 

その結果、事業費及び補助金額が当初見込みより少なくなり、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 △4,000千円 

 

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  

集落営農発展型農場づくり事業 △4,000千円 

                      

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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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 災害に強い森づくり事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△20,500 

国 府 市債 その他 一般財源 34,000 

 △20,500    
補正後予算額 

13,500 

 

１ 事業の背景・目的 

京都府の事業計画の見直しに伴い、2地区から1地区に変更して治山事業を実

施します。 

 

２ 減額事業費の内訳 

   (款)農林業費 (項)林業費 (目)林業振興費 

山腹測量設計業務委託費 △4,800千円 

本数調整伐業務委託費    △700千円 

工事請負費       △14,800千円 

事務費          △200千円 

 

３ 主な特定財源 

 (款)府支出金 (項)府委託金 (目)農林業費府委託金 

  災害に強い森づくり事業府委託金   △20,500千円 

担当課 農林商工部林業振興課 電話 直通 24-7047 内線 4130 
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政策名 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり （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 

△5,196 

国 府 市債 その他 一般財源 6,000 

△2,598 △799   △1,799 
補正後予算額 

804 

 

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当初予算に比

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）商工業振興費 

まちなみ環境整備事業 

負担金補助及び交付金 

当初計画   3件   6,000千円 

見込み額   1件     804千円 

減額額       △5,196千円 

 

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） △2,598千円 

  （款）府支出金 （項）府補助金 （目）商工費府補助金 

     まちなみ環境整備事業（みらい戦略一括交付金）   △799千円 

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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政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 大規模建築物耐震化緊急支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△23,000 

国 府 市債 その他 一般財源 23,000 

△11,500 △5,750   △5,750 
補正後予算額 

0 

１ 事業の背景・目的 

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正による大規模建築物等の耐震診

断の義務化に伴い、民間建築物の耐震化の支援を行います。 

補助対象者が当補助金ではなく、他の補助（医療施設耐震化推進事業補助金）

を利用されたため減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 消防費 (項) 消防費 (目) 災害対策費 

    負担金補助及び交付金   △23,000千円 

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 △11,500千円 

 (款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 消防費府補助金     △5,750千円 

担当課 土木建設部建築課 電話 直通 24-7058 内線 4246 

 

政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 住宅耐震改修事業 減額 

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 5,700 

△600 △1,200   △600 
補正後予算額 

3,300 

１ 事業の背景・目的 

地震による倒壊の恐れのある民間木造住宅の耐震化に係わる本格改修及び簡

易改修の実施に係わる助成を行います。 

実績件数が少なかったため、減額補正を行います。 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 消防費 (項) 消防費 (目) 災害対策費 

    負担金補助及び交付金   △2,400千円 

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  △600千円 

 (款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 消防費府補助金    △1,200千円 

担当課 土木建設部建築課 電話 直通 24-7058 内線 4244 

 



45 

 

政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 三段池公園カルチャーパーク整備事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△18,000 

国 府 市債 その他 一般財源 234,343 

  △20,200  2,200 
補正後予算額 

216,343 

１ 事業の背景・目的 

総合体育館吊り天井対策工事の予定額が当初予算額を下回る見込みとなった

ため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園施設費 

    工事請負費   △18,000千円 

３ 主な特定財源 

 (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債  

三段池公園カルチャーパーク整備事業（緊急防災・減災事業債）△20,200千円 

担当課 土木建設部都市計画課 電話 直通 24-7052 内線 4313 

 

政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 公園施設長寿命化対策支援事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△6,400 

国 府 市債 その他 一般財源 30,000 

△4,500  △4,100  2,200 
補正後予算額 

23,600 

 

１ 事業の背景・目的 

社会資本整備総合交付金を活用して公園施設長寿命化を行っていますが、社

会資本整備総合交付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) 都市計画費 (目) 公園施設費 

    工事請負費   △6,400千円 

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 △4,500千円 

  (款) 市債 (項) 市債 (目) 土木債 

      公園施設長寿命化対策支援事業（公共事業等債）   △4,100千円 

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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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 地籍調査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△17,000 

国 府 市債 その他 一般財源 54,077 

 △12,750   △4,250 
補正後予算額 

37,077 

 

１ 事業の背景・目的 

本事業は、国土調査費補助金を活用して地籍調査事業を実施していますが、

本年度における同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) 土木管理費 (目) 土木総務費 

    委託料      △17,000千円 

 

３ 主な特定財源 

 (款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 土木費府補助金  

国土調査費補助金 （事業費△17,000千円×補助率3/4）＝△12,750千円 

 

担当課 土木建設部都市整備課 電話 直通 24-7079 内線 4322 

 

政策名 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 消防庁舎改修事業 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 7,200 

    △3,000 
補正後予算額 

4,200 

 

１ 事業の背景・目的 

消防署東分署屋上防水ほか改修工事について、2度の入札不調となり、予定し

ていた改修工事が出来なかったため、減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款)消防費 (項)消防費 (目)消防施設費 

工事請負費  △3,000千円 
 

担当課 消防本部警防課 電話 直通 24-0119 内線 2420+205 
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政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 中学校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 

△13,000 

国 府 市債 その他 一般財源 60,600 

  △12,300  △700 
補正後予算額 

47,600 

 

１ 事業の背景・目的 

普通教室に空調設備を設置しましたが、入札等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）中学校費（目）学校建設費 

工事請負費  中学校費                   △13,000千円 

３ 主な特定財源 

  （款）市債    （項）市債     （目）教育債 

中学校施設空調設備設置事業（旧合併特例債）  △12,300千円 

 

担当課 教育委員会教育総務課 電話 直通 24-7061 内線 5114 

 

政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 中学校耐震改修事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△25,100 

国 府 市債 その他 一般財源 137,200 

  △25,100   
補正後予算額 

112,100 

 

１ 事業の背景・目的 

学校施設の耐震化を行いましたが、入札等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）中学校費（目）学校建設費 

工事請負費  中学校費             △25,100千円   

３ 主な特定財源 

（款）市債    （項）市債    （目）教育債  

中学校耐震改修事業（緊急防災・減災事業債）△25,100千円 

 

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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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 放課後児童クラブ運営事業 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 200,477 

    △25,000 
補正後予算額 

175,477 

 

１ 事業の背景・目的 

平成28年度から、すべての放課後児童クラブにおいて、受入児童を４年生ま

でから６年生までに拡大することに伴い、利用児童数の増加を見込み、指導員

を増員するための予算を計上していました。 

しかし、利用児童数の増加が想定を下回り、指導員の増員が不要となったた

め賃金の減額補正を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 （款）教育費 （項）社会教育費 （目）社会教育総務費 

    賃金   △25,000千円 臨時職員賃金 

 

３ 賃金の執行状況 

 

指 導 員 賃 金 

当初予算額 (A)      146,538 千円  

4～ 1 2月 実 績 額      90,621 千円 

1～ 3月見込み 額       30,917 千円 

総見込み額 (B)       121,538 千円 

不 要 額 ( A - B )      25,000 千円 

 

 
 

担当課 教育委員会生涯学習課 電話 直通 24-7067 内線 2118 
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政策名 人と文化・スポーツを育むまちづくり （単位：千円） 

事業名 持原古墳群発掘調査事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△11,451 

国 府 市債 その他 一般財源 11,451 

   △11,451  
補正後予算額 

0 

 

１ 事業の背景・目的 

字正明寺地内で民間事業者が計画するソーラーパネル太陽光発電所設置工事

予定地内に持原古墳群(12基)が位置するため、発掘調査を実施し記録保存を行

う予定をしていましたが、事業主の計画変更により、実施困難のため減額補正

を行います。 

 

２ 減額事業費の内訳 

 (款)教育費 (項)社会教育費 (目)社会教育総務費 

   共済費    △3千円 臨時職員労災保険料 

   賃金       △966千円 臨時職員賃金 

   需用費  △1,011千円 消耗品、燃料費、印刷製本費 

   役務費   △120千円 郵送代、汲み取り料 

   委託費  △7,351千円 現地作業委託、空撮・実測委託 

   使用賃借 △2,000千円 レンタカー、トイレ、ユニットハウス 

     計  △11,451千円 

     

３ 主な特定財源 

 (款)諸収入 (項)受託事業収入 (目)教育費受託事業収入 

    持原古墳群発掘調査受託事業 △11,451千円(全額原因者負担) 
 

担当課 教育委員会生涯学習課 電話 直通 24-7065 内線 5151 
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政策名 災害復旧 （単位：千円） 

事業名 農地・農業用施設災害復旧事業 減額 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

△32,000 

国 府 市債 その他 一般財源 142,000 

 △31,360 △200 △320 △120 
補正後予算額 

110,000 

 

１ 事業の背景・目的 

平成26年8月豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧工事の入札により不用

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）災害復旧費 （項）農林施設等災害復旧費 （目）農林施設等災害復旧費 

工事請負費  △32,000千円 

 

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  △320千円 

 （款）府支出金 （項）府補助金 （目）災害復旧費府補助金  △31,360千円 

 （款）市債 （項）市債 （目）災害復旧債           △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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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【国民健康保険事業特別会計】 

高額医療費共同事業・保険財政共同安定化事業 

 

 

 

継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

17,673 

国 府 市債 その他 一般財源 9,386,112 

   17,673  
補正後予算額 

9,406,605 

 

１ 事業の背景・目的 

府内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るための共同（互

助）事業として、府内市町村が医療費等に応じた額を国民健康保険団体連合会

に拠出し、各市町村でレセプト1件80万円を超える高額な医療費が発生した場合

には高額医療費共同事業交付金を、80万円以下の医療費については保険財政共

同安定化事業交付金を受けています。 

 

２ 事業の内容 

(1) 高額医療費共同事業 

府内で対象となる高額医療費が増大したことにより、本市拠出金が当初の見

込みより増額となり予算額を上回るため、負担金を補正します。なお、本市の

交付対象高額医療費についても増大していることから、交付金収入も増額とな

り、同額を補正します。 

 (2) 保険財政共同安定化事業 

交付金の算定において、前期高齢者交付金の交付額による減額調整が当初の

見込みより多く、交付額の減少が見込まれるため減額補正し、不足する額は国

民健康保険事業基金を取り崩して補填します（財源更正）。 

 

３ 事業費の内訳 

(1) 高額医療費共同事業 

（款）共同事業拠出金（項）共同事業拠出金（目）高額医療費共同事業拠出金 

高額医療費共同事業拠出金 17,673千円 

  

４ 主な特定財源 

(1) 高額医療費共同事業 

（款）共同事業交付金（項）共同事業交付金（目）高額医療費共同事業交付金 

高額医療費共同事業交付金 17,673千円 

(2) 保険財政共同安定化事業 

（款）共同事業交付金（項）共同事業交付金（目）保険財政共同安定化事業交付金 

保険財政共同安定化事業交付金 △80,872千円 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）国民健康保険事業基金繰入金 

国民健康保険事業基金繰入金   80,872千円 
 

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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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （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 

△15,004 

国 府 市債 その他 一般財源 92,200 

 △5,400 △2,600 △7,004  
補正後予算額 

77,196 

 

１ 事業の背景・目的 

農業集落排水施設の統合事業について、農山漁村地域整備交付金が減額決定 

となったため、減額補正します。 

 

２ 事業の内容 

  農業集落排水施設統合工事の増減額 

大江町北有路地区    一部増額   (4,494千円） 

夜久野町井田額田地区  一部減額（△19,498千円） 

 

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        △3,485千円 

     工事請負費     △11,519千円 

 

 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 △5,400千円 

   （款）繰入金（項）繰入金（目）他会計繰入金     △7,004千円 

   （款）市債（項）市債（目）集落排水事業債      △2,600千円 

 

担当課 上下水道部下水道課 電話 直通 23-2085 内線 72-401 



53 

 

政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計】 

福知山駅周辺土地区画整理事業 

 

廃止 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

49,858 

国 府 市債 その他 一般財源 64,400 

   49,858  
補正後予算額 

114,258 

 

１ 事業の背景・目的 

今年度で福知山駅周辺土地区画整理事業を完了するため、特別会計の清算に

係る補正を行います。 

 

 

２ 事業費の内訳  

(款) 駅周辺土地区画整理事業費 (項) 事業費 (目) 事業費  

普通旅費     △57千円 

  需用費     △142千円 

  役務費    △4,136千円 

   委託料     △297千円 

   工事請負費  △4,282千円 

  繰出金     60,558千円 

計      51,644千円 

 

(款) 公債費 (項) 公債費 (目) 利子 

   一時借入金利子  △84千円 

   基金運用利子  △300千円 

       計     △384千円 

 

(款) 繰上充用金 (項) 繰上充用金 (目) 繰上充用金 

   前年度繰上充用金 △1,402千円 

 

 

３ 主な特定財源 

  (款) 土地売払収入 (項) 土地売払収入 (目) 土地売払収入  

保留地処分金           49,333千円 

  (款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

     保留地一時使用料          525千円 

 

担当課 土木建設部都市整備課 電話 直通 24-7028 内線 4332 
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政策名 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）】 

介護予防サービス計画作成事業 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

719 

国 府 市債 その他 一般財源 7,017 

   719  
補正後予算額 

7,736 

 

１ 事業の背景・目的 

介護保険の要介護認定者のうち、要支援1・2の介護予防サービス計画の作成

については、地域包括支援センターにて担当しています。 

要支援認定者の増加に伴い、市直営の地域包括支援センターで担当する作成

件数が増加し、総合相談等の地域包括支援センターの業務に支障をきたすこと

から、一部市内の居宅介護予防支援事業所に介護予防サービス計画作成を委託

しています。 

そのような中、委託件数が当初の見込よりも増加したため、委託金額の不足

分を補正します。 

 

２ 事業の内容 

市内の居宅介護予防支援事業所に一部委託している介護予防サービス計画作

成の件数増加に伴う委託料の補正をします。 

＜実績見込＞ 

  ○新規作成分         76件×7,300円=554,800円 

  ○継続作成分    1,670件×4,300円=7,181,000円 

 ＜補正額＞ 

   (当初予算額)－(実績見込額) 

           7,017,000円－7,735,800円=718,800円 

 

３ 事業費の内訳 

 (款)事業費 (項)居宅介護支援事業費 (目)居宅介護支援事業費  

   委託料  719千円 

 

 

４ 主な特定財源 

 (款)サービス収入 (項)予防給付費収入 (目)居宅支援サービス計画費収入 

      介護予防サービス計画作成料 719千円 
  

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7073 内線 2151 
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政策名 だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり （単位：千円） 

事業名 
【河守土地区画整理事業特別会計】 

  河守土地区画整理事業 

 

廃止 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

8,003 

国 府 市債 その他 一般財源 18,800 

   8,003  
補正後予算額 

26,803 

 

１ 事業の背景・目的 

今年度で河守土地区画整理事業を完了するため、特別会計の清算に係る補正

を行います。 

 

２ 事業費の内訳 

  (款) 河守土地区画整理事業費 (項) 事業費 (目) 事業費 

普通旅費     △15千円 

  需用費      △15千円 

  役務費     △354千円 

   委託料     △289千円 

   工事請負費  △1,800千円 

   公課費      △18千円 

  繰出金     12,669千円 

計      10,178千円 

 

(款) 公債費 (項) 公債費 (目) 利子 

    一時借入金利子  △48千円 

    基金運用利子  △150千円 

      計     △198千円 

 

(款) 繰上充用金 (項) 繰上充用金 (目) 繰上充用金 

    前年度繰上充用金 △1,977千円 

    

 

３ 主な特定財源 

(款) 土地売払収入 (項) 土地売払収入 (目) 土地売払収入  

    保留地処分金        7,997千円 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

    保留地内電柱占用料       6千円 

 

担当課 土木建設部都市整備課 電話 直通 24-7028 内線 4332 
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◆ 条例関連議案 

１ 福知山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（一部改正）             【高齢者福祉課】 
 

１ 改正の理由 

  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

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）地域密着型通所介護に係る章等を設けることとした。    （目次第３章の２関係） 

（２）指定地域密着型通所介護の基本方針を定めることとした。   （第５９条の２関係） 

（３）指定地域密着型通所介護事業所の従業者の員数について定めることとした。 

（第５９条の３関係） 

（４）指定地域密着型通所介護事業所の管理者について定めることとした。 

（第５９条の４関係） 

（５）指定地域密着型通所介護事業所の設備及び備品等について定めることとした。 

（第５９条の５関係） 

（６）指定地域密着型通所介護の利用者に係る心身の状況等の把握について定めることと

した。                              （第５９条の６関係） 

（７）指定地域密着型通所介護の利用者からの利用料等の受領について定めることとした。                       

（第５９条の７関係） 

（８）指定地域密着型通所介護の基本取扱方針を定めることとした。 

（第５９条の８関係） 

（９）指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針を定めることとした。 

（第５９条の９関係） 

（10）地域密着型通所介護計画の作成について定めることとした。 

（第５９条の１０関係） 

（11）指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務について定めることとした。 

（第５９条の１１関係） 

（12）指定地域密着型通所介護事業所の運営規程について定めることとした。 

（第５９条の１２関係） 

（13）指定地域密着型通所介護事業所の勤務体制の確保等について定めることとした。 

（第５９条の１３関係） 

（14）指定地域密着型通所介護の利用定員の遵守について定めることとした。 

（第５９条の１４関係） 

（15）指定地域密着型通所介護事業者が行う非常災害対策について定めることとした。 

（第５９条の１５関係） 

（16）指定地域密着型通所介護事業者が行う衛生管理等について定めることとした。 

（第５９条の１６関係） 

（17）指定地域密着型通所介護事業者が行う地域との連携等について定めることとした。                       

（第５９条の１７関係） 

（18）指定地域密着型通所介護事業者が行う事故発生時の対応について定めることとした。                       

（第５９条の１８関係） 

（19）指定地域密着型通所介護事業者が行う記録の整備について定めることとした。 

（第５９条の１９関係） 

（20）指定地域密着型通所介護の事業において準用する規定について定めることとした。                       
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（第５９条の２０関係） 

（21）指定療養通所介護の事業の基本方針等を第３章の２第５節で定めることとした。 

（第５９条の２１関係） 

（22）指定療養通所介護の基本方針を定めることとした。      （第５９条の２２関係） 

（23）指定療養通所介護事業所の従業者の員数について定めることとした。 

（第５９条の２３関係） 

（24）指定療養通所介護事業所の管理者について定めることとした。 

（第５９条の２４関係） 

（25）指定療養通所介護事業所の利用定員について定めることとした。 

（第５９条の２５関係） 

（26）指定療養通所介護事業所の設備及び備品等について定めることとした。 

（第５９条の２６関係） 

（27）指定療養通所介護の利用申込者等への内容及び手続の説明及び同意について定める

こととした。                          （第５９条の２７関係） 

（28）指定療養通所介護の利用者に係る心身の状況等の把握について定めることとした。                       

（第５９条の２８関係） 

（29）指定療養通所介護事業者が行う指定居宅介護支援事業者等との連携について定める

こととした。                          （第５９条の２９関係） 

（30）指定療養通所介護の具体的取扱方針を定めることとした。 

（第５９条の３０関係） 

（31）療養通所介護計画の作成について定めることとした。     （第５９条の３１関係） 

（32）指定療養通所介護事業者が行う緊急時等の対応について定めることとした。 

（第５９条の３２関係） 

（33）指定療養通所介護事業所の管理者の責務について定めることとした。 

（第５９条の３３関係） 

（34）指定療養通所介護事業所の運営規程について定めることとした。 

（第５９条の３４関係） 

（35）指定療養通所介護事業者が定める緊急時対応医療機関について定めることとした。                       

（第５９条の３５関係） 

（36）指定療養通所介護事業者が行う安全・サービス提供管理委員会の設置について定め

ることとした。                         （第５９条の３６関係） 

（37）指定療養通所介護事業者が行う記録の整備について定めることとした。 

（第５９条の３７関係） 

（38）指定療養通所介護の事業において準用する規定について定めることとした。 

（第５９条の３８関係） 

（39）文言の整理等を行うこととした。 

（第１４条、第６０条、第６７条から第６９条まで、

第７１条から第８０条まで、第１０７条第２項第８

号、第１０８条、第１２７条第２項第７号、第１２

８条、第１４８条第２項第８号、第１４９条、第１

７６条第２項第７号、第１７７条、第１８９条、第

２０１条第２項第１０号及び第２０２条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２９年３月３１日 
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２ 福知山市地域プール条例（一部改正）         【中央公民館】 
 

１ 改正の理由 

福知山市西中筋プールを廃止するため、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

地域プールの名称及び位置から福知山市西中筋プールを削ることとした。 

（第２条関係） 

 

３ 施行期日 

 平成２９年４月１日 

 

 

３ 福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計条例（廃止）

【都市整備課】 
 

１ 廃止の理由 

平成２９年３月３１日をもって、福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事 

業特別会計を閉鎖するため、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成２９年４月１日 

 

 

４ 大江都市計画事業河守土地区画整理事業特別会計条例（廃止）     

【都市整備課】 
 

１ 廃止の理由 

平成２９年３月３１日をもって、大江都市計画事業河守土地区画整理事業特別会計 

を閉鎖するため、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成２９年４月１日 

 

 

５ 福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業施行規程（廃止）  

【都市整備課】 
 

１ 廃止の理由 

平成２９年３月３１日をもって、福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事 

業が完了するため、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成２９年４月１日 
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６ 大江都市計画事業河守土地区画整理事業施行規程（廃止）【都市整備課】 
 

１ 廃止の理由 

平成２９年３月３１日をもって、大江都市計画事業河守土地区画整理事業が完了す 

るため、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成２９年４月１日 
 

 

◆ その他の議案 

■ 工事請負契約の変更について             【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 変更前契約金額  １８９，０３９，９６０円 

 ３ 変更後契約金額  １９８，９３６，０００円 

 ４ 変更理由     メインアリーナ及びサブアリーナにおけるダクト変更等に伴う

増工並びにメインアリーナにおける壁補強用鉄骨下地の追加に

より増工することによる。 

 ５ 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 
 

 

■ 財産の無償譲渡について               【農業振興課】 

 
１ 無償譲渡をする財産 

大門農機具保管庫の用に供している建物 

   所 在 地  福知山市字大門小字袋１９２２番地２ 

構造・延床面積   

（大門農機具保管庫）  鉄骨造スレート葺平屋建 ７８．００㎡ 

大門農機具保管庫の用に供している土地 

所 在 地 福知山市字大門小字袋１９２２番２ 

地   目 宅地 

地   籍 ３２０.６７㎡ 

 

所 在 地 福知山市字大門小字袋１９２１番３ 

地   目  雑種地 

地   積 １８.００㎡ 

大門茶生産組合資材保管庫及び大門茶生産組合堆肥舎の用に供している建物 

   所 在 地  福知山市字大門小字鎗ヶ崎４４番地３３ 

構造・延床面積   
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（大門茶生産組合資材保管庫） 鉄骨造スレート葺平屋建 ６１.６１㎡ 

（大門茶生産組合堆肥舎）   鉄骨造スレート葺平屋建 １８.７５㎡ 

 

２ 無償譲渡の相手方 

   所 在 地  福知山市字大門１９２２番地の１  

   名  称  株式会社大門ファーム 

   代 表 者  代表取締役 拝野 正美 

 

３ 無償譲渡の理由 

  福知山市公共施設マネジメント計画及び福知山市公共施設マネジメントガイ

ドラインに基づき、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 譲渡の時期 

平成２９年３月３０日 

 

■ 財産の無償譲渡について               【農業振興課】 
 

１ 無償譲渡をする財産 

畑共同作業所の用に供している建物 

   所 在 地  福知山市夜久野町今西中小字天野３６番地 

構  造  鉄骨造瓦葺平家建 

  延床面積  ４０１.１２㎡ 

 

２ 無償譲渡の相手方 

   所 在 地  福知山市夜久野町今西中３６番地 

   名  称  畑共同作業組合 

   代 表 者  理事長 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及び福知山市公共施設マネジメントガイ

ドラインに基づき、施設管理者である上記組合に無償で譲渡するものである。 

 

４ 無償譲渡の時期 

平成２９年３月３０日 

 

■ 財産の無償譲渡について               【農業振興課】 
 

１ 無償譲渡をする財産 

行積作業所及び行積農機具保管施設兼共同作業所の用に供している建物 

   所 在 地  福知山市字行積小字下田５４５番地４・５４６番地２ 

構造・延床面積   

（行積作業所） 鉄骨造スレート葺平屋建 １１７.００㎡ 

   （行積農機具保管施設兼共同作業所）鉄骨造スレート葺二階建  ４３.００㎡ 

 

行積作業所及び行積農機具保管施設兼共同作業所の用に供している土地 

所 在 地   福知山市字行積小字下田５４５番４ 
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地   目    宅地 

地   積  ３９２.５８㎡ 

 

所 在 地   福知山市字行積小字下田５４６番２ 

地   目    宅地 

地   積  ３３.３５㎡ 

 

２ 無償譲渡の相手方 

   所 在 地  福知山市字行積５０５番地 

   名   称  行積作業場管理組合 

   代 表 者  組合長 田中 俊雄 

 

３ 無償譲渡の理由 

  福知山市公共施設マネジメント計画及び福知山市公共施設マネジメントガイドライン

に基づき、施設管理者である上記組合に無償で譲渡するものである。 

 

４ 譲渡の時期 

  平成２９年３月３０日 

 

 

■ 損害賠償の額について                 【建築課】 
  

  平成２９年１月１６日、福知山市字正明寺地内、市営住宅向野団地において、倉庫が

積雪の重みで倒壊し、市道上に部材の一部がはみ出し、更に積雪が重なり、当該市道上

を通行した車両に損傷を与えたことによる相手方の損害を、次のとおり賠償する。 

   

               損害賠償額 １１４，９１２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       ９路線（篠尾２８号線ほか  ８路線） 
路線変更     ９路線（門前稲粒神社線ほか ８路線） 

 

 

■ 土地改良事業の施行について             【農林管理課】 

  対象箇所は次のとおり 

事 業 名 対象地区（用途） 施 行 内 容 

農村地域防災減災事業 袋池地区（農業用ため池） ため池改修工事 

   取水施設等の改修 
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◆報告議案 

■ 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 

H29.2.12 

専決第 10号 

平成２９年１月１９日、福知山市字前田地内の

府道上において、市公用車が帰庁する途中、交

差点で停止後、左側の安全確認を十分行わず車

を発進させたため、府道を直進してきた自転車

に車の左前部を接触し、これに損傷を与えたこ

とによる相手方の損害を、次のとおり賠償する。 

19,720 円 
農業委員会

事務局 

 

 

 


