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一般会計及び２特別会計の補正予算を編成し、６月４日議案提出 

                    （会期：６月２９日までの２６日間の予定） 

 

■一般会計補正予算（第１号） 

  補正額   ３億７，９９３万円 （補正予算後 ３４０億４，９９３万円） 

 

◆今回の補正予算は、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場整備費用のほか、国府補助事業等の

採択等に伴う事務事業、その他緊急的なものなどを補正計上 

◆平成３０年度中に完了しない事業について、翌年度への「繰越明許費」を設定 

 ＜新規：２事業、６,４６０万円＞ 

 

 

凡例：◎＝新規、●＝拡充 

 

 

 

 

 

 

◎ 峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業 （説明資料 P.30）   ２，２６０万円 

スポーツを通じた交流人口の拡大による地域活性化を図るため、峰山途中ヶ丘公園陸上競技

場を、京都府北部初の日本陸上競技連盟第３種公認陸上競技場として整備を実施。 

※峰山途中ヶ丘公園陸上競技場については、平成 29年6月までは第４種公認陸上競技場。

第３種公認陸上競技場として整備し、小中高校等の公認陸上競技大会等の誘致等を図る。 

 

・陸上競技場改修基本設計・実施設計等委託料     1,860 万円 

・陸上競技場測量等委託料               400 万円 

施設名称：峰山途中ヶ丘公園（峰山町長岡） 

整備概要：トラックの全天候舗装、インフィールドの天然芝生化 

総事業費見込：6 億円 

完成予定：平成 32 年度 

 

  

平成３０年京丹後市議会６月定例会提出補正予算 

報 道 資 料 

～ スポーツを活かしたまちづくり ～ 第 3種陸上競技場整備 



 2 

 

 

 

 

 〈1〉移住・定住の推進 

● 移住促進・空家改修支援事業補助金等の追加 （説明資料 P.15）   １，７９０万円 

     移住促進・空家改修支援事業補助金及び移住奨励金について、移住希望者からの要望が多

く、増加する見込みのため所要額を追加。 

 

  ○移住促進・空家改修支援事業補助金（補助率：10/10）  

・移住促進住宅整備事業（空家改修補助） 

〔府補助分〕180 万円×6 件（補正後 9 件）＝1,080 万円（補正後予算額：1,620 万円） 

〔市単独分〕 90 万円×6 件（補正後 12 件）＝540 万円（補正後予算額：1,080 万円） 

     ・空家流動化促進事業（所有者家財撤去費補助） 

〔府補助分〕 10 万円×6 件（補正後 9 件）＝60 万円（補正後予算額：90 万円） 

〔市単独分〕 5 万円×6 件（補正後 12 件）＝30 万円（補正後予算額：60 万円） 

○移住奨励金（補助率：1/2） 

・移住者の引越経費を支援       

 10 万円×8 件（補正後 18 件）＝80 万円（補正後予算額：180 万円） 

 

 〈2〉地域の活力向上を支援

◎ 久美浜図書室・久美浜地域公民館移転経費 （説明資料 P.14） ４，６２０万円 

久美浜図書室及び久美浜地域公民館を久美浜庁舎内（１階）へ移転するための改修 

※公民館は平成 31 年６月、図書室は平成 31 年 7 月オープン予定 

（平成 31 年度への繰越明許費を設定） 

   ・工事設計委託料等     620 万円 

   ・工事請負費       4,000 万円 

 

● 地域おこし協力隊活動事業 （説明資料 P.14）                      ５８２万円 

  新たに 2 人を配置することにより、全町域に一人ずつ配置し、地域の再生・活性化に向け

た活動に従事し、地域力の維持・強化を図る。 

 

   ・地域おこし協力隊配置経費     582 万円（補正後予算額 1,865 万円） 

配 置 先：網野町・丹後町（当初予算計上分とあわせ全町域に１人ずつ配置） 

採用予定：８月 

 

◎ 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業補助金（説明資料 P.16）  １５０万円 

一般財団法人地域活性化センターの「地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業」を活用

し、持続可能な自治組織の調査・研究等を支援。 

 

   ・地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業補助金  150 万円 

実施主体：久美浜まるごと実践会議 

事業内容：持続可能な自治組織の調査・研究、「食の京丹後」食体験コンテンツの開発等 

 

～ 人口減少対策に向けて ～ 第 2次総合計画・総合戦略の推進 
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◎ 自治宝くじコミュニティ助成事業 （説明資料 P.15）             500 万円 

       一般財団自治総合センターの一般コミュニティ助成事業を活用し地区コミュニティ備品

購入に助成金を交付。 

 

・弥栄町等楽寺区 （除雪機ほか）          250 万円 

・峰山町久次区  （テーブル、テントほか）     250 万円 

 

 

 

 

 

 

 

● 地籍調査事業 （説明資料 P.28）                               ５，６５０万円 

  山陰近畿自動車道の早期整備を求める要望に応じて重点配分された補助金を活用し、（仮称）

網野 IC までの地籍調査を前倒し実施。 

 

   ・地籍調査業務委託料     5,650 万円（補正後予算額 1 億 7,815 万円） 

調査場所：峰山町荒山、内記、矢田、石丸地区 

網野町生野内、公庄、郷地区 

 

◎ 道路情報通報システム導入経費 （説明資料 P.29）                   ８０万円 

  市道の損傷など市民から道路情報を得るためのシステムを導入。 

   

  ・道路情報通報システム導入委託料  58 万円   

  ・道路情報通報システム使用料    22 万円 

※平成 30 年 11 月導入予定 

 

◎ 主要地方道網野岩滝線改修期成同盟会負担金 （説明資料 P.29）         ３万円 

府道網野岩滝線の道路改修を促進するため、沿線の与謝野町とともに期成会を設立。 

構成員：京丹後市及び与謝野町の首長、議会議長、議会議員、関係区長 

※平成 30 年 7 月設立予定 

 

  

～ 社会基盤づくり ～ 高速道路網と安全な生活道路網の推進 
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再編交付金を活用した事業等の追加 

 

米軍基地配置に伴う再編交付金（3 億 9,984 万円）の配分額が示されたことにより、4 事業を

新たに追加し、1 事業を変更するとともに、次年度以降の事業への活用を図るため、再編交付金事

業基金に必要額を積立。 

 

 ○再編交付金事業予算額 

 当初予算額 補正予算計上額 補正後予算額 

予 算 額 3 億 3,801 万円 6,302 万円 4 億 103 万円 

財
源 

再編交付金  2 億 9,880 万円 6,200 万円 3 億 6,080 万円 

その他の財源 511 万円 0 万円 511 万円 

一 般 財 源  3,410 万円 102 万円 3,512 万円 

 

◎再編交付金事業基金の積立〈説明資料 P.20〉   ４，６００万円 

Ｈ31年度以降活用予定事業に向けた基金積立を実施。 
〔基金事業〕袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金ほか 

 
 

●再編交付金活用事業〈説明資料 P.17〉 １，７０２万円 

    

【主な事業】 

・新規 袖志区コミュニティ広場整備事業≪P.18≫       1,017 万円 
袖志区が実施するコミュニティ広場整備を支援 
 

・新規 袖志区排水路整備事業≪P.18≫             500万円 
地域住民の安心・安全の確保を図るため、排水路の改修工事を実施。 
排水路整備 L=50ｍ 
 

・追加 市道改修整備事業≪P.17≫      185万円 
地域住民の安心・安全の確保を図るため、損傷の著しい里道の改修工事を実施。 
尾和区内道路 L=10ｍ 

 
●再編交付金活用事業（基金事業）〈説明資料 P.17〉 ７６７万円 

 

【主な事業】 

・新規 袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金≪P.19≫  647 万円 
袖志区が実施するコミュニティ倉庫整備を支援。今回の補正では、既存倉庫の解体撤去

工事及び設計委託料を計上。 
＜経過及び予定＞ 

H30：倉庫解体工事、解体工事設計・工事監理 
H31：コミュニティ倉庫建築工事、実施設計・工事監理 
 

・新規 袖志漁港漁船保全施設等改修事業補助金≪P.19≫  120 万円 
袖志区が実施する袖志漁港漁船保全施設等改修整備を支援。今回の補正では、改修に伴

う実施設計委託料を計上。 
＜経過及び予定＞ 

H30：実施設計 
H31：施設改修工事・工事監理 

 

≪≫主要事業説明資料ページ 
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【その他の主な項目】 

 

 ● 保育所整備事業 （説明資料 P.23）                        ４，１３７万円 

    平成 31 年度開設予定の網野こども園移行のため、網野みなみ保育所の環境整備経費の一

部に計上漏れがあり、また、旧田村保育所についても、建物に基礎杭があることが分かった。

そのための所要額を追加し、工事を行うもの。 

 

    ・網野みなみ保育所環境整備             2,500 万円 

      ホールのエアコン設置（追加） 

    ・旧田村保育所施設解体撤去            1,637 万円 

      工事設計委託料等          337 万円 

      工事請負費（解体、敷地整備）   1,300 万円 

       ※建物基礎杭（長さ 13ｍ、44 本）の引き抜き及び処分費等の追加 

       ※平成 31 年度への繰越明許費を設定（完了予定：平成 31 年 5 月） 

 

 ◎ 民間保育所施設の施設整備を支援 （説明資料 P.23）         ７８２万円 

民間保育所施設の施設整備を支援 

・私立保育所施設整備事業補助金     782 万円 

対象施設：ゆうかり子ども園（峰山町杉谷） 

整備内容：遊戯室空調整備、トイレ改修 

 

 ◎ 消防本部庁舎改修等事業 （説明資料 P.31）                 １，１３３万円 

1 階事務室兼会議室を、女性が利用する当直用設備を備えた仮眠室に改修工事を実施。 

 

・消防本部庁舎改修工事     920 万円 

・工事設計監理委託料      183 万円 

・ロッカー、仮眠ベット等     30 万円 

 

◎ 消防団員退職報償金 （説明資料 P.32）                     ５，２３５万円 

平成 30 年 3 月末で 5 年以上在職して退職した消防団員 133 人に対し、退職報償金を

支給。 

 

◎ 消防団活動運営事業 （説明資料 P.32）                       １０６万円 

一般財団法人自治総合センターのコミュニティ事業を活用し、消防団員が AED を用い  

た応急手当を行うための訓練を実施するため訓練用 AED 等を整備。 

 

・訓練用 AED、心肺蘇生人形上半身用（各 6 台）     106 万円 
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■ ４月の人事異動等に伴う職員人件費の調整 △４，４４１万円 

 

【主な補正財源】 

国府支出金のほか、市債、繰越金、諸収入などで財源確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別会計の補正予算 

 

■国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算（第１号） 

  補正額 １，８５０万円 （補正後予算額 3 億 3,050 万円） 

【主な内容】 新任医師人件費、家屋借上料等の追加 

 

 

■介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  補正額 ２２万円 （補正後予算額 63 億 4,022 万円） 

【主な内容】 在宅療養・介護サービスの普及啓発のための講演会実施に係る経費を追加 

       ４月人事異動に伴う人件費の減等 

京丹後市ホームページで補正予算編成の経過を公表しています。 

各部局要求額→財政課･財務部長査定→市長査定 


