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一般会計、2 特別会計及び 1 企業会計の補正予算を編成し、8 月 29 日議案提出 

                    （会期：10 月 3 日までの 36 日間の予定） 

 

■一般会計補正予算（第 3 号） 

  補正額   5 億 6,075 万円 （補正予算後 350 億 3,719 万円） 

 

◆今回の補正予算は、平成 30 年 7 月豪雨災害、基準不適合ブロック塀撤去等経費の

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、3 億 2,960 万円＞ 

  ・庁舎再配置事業   2 億 6,060 万円 

  ・社会資本整備総合交付金事業      6,900 万円 

◆複数年にわたり実施する 3 事業について「債務負担行為」を設定 

・電子入札システム更新業務     平成 30 年度～35 年度 2,738 万円 

・竹野川衛生センター地元対策交付金 平成 30 年度～40 年度 1,200 万円 

・新庄川改修関連道路橋梁架替工事負担金   平成 31 年      1,600 万円 

 

凡例：◎＝新規、●＝拡充 

《 》内は、主要事業説明資料ページ 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月豪雨による災害の発生により、被災した道路、河川、農地などの災害復旧事

業を追加し、被災された市内商工業者の早期復興を支援。 

 

【参考】 

平成 30 年 7 月豪雨災害補正額合計 7 億 995 万円 

※第 2 号補正（専決処分）の豪雨災害 3 億 9,902 万円を含んだ額 

 

 2 億 6,122 万円〈1〉災害復旧事業  

● 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 《説明資料 P.45》   7,711 万円 

  ・測量設計委託料（農業用施設 5 件）  1,000 万円 

  ・小規模災害復旧事業支援補助金    6,212 万円（補助限度額：40 万円/箇所） 

  ・職員人件費（時間外勤務手当）     400 万円 

  ・事務費                 99 万円 

 

● 現年発生林業用施設災害復旧事業 《説明資料 P.45》   6,840 万円 

  ・工事請負費（林道 6 件）    2,700 万円 

  ・小規模災害復旧事業支援補助金 3,940 万円（補助限度額：40 万円/箇所） 

  ・職員人件費（時間外勤務手当）  200 万円 

平成 30 年京丹後市議会 9 月定例会提出補正予算 

報 道 資 料 

平成 30 年 7 月豪雨による災害復旧関連経費 計 3 億 1,093 万円 



 2 

● 現年発生公共土木施設災害復旧事業 《説明資料 P.46》   1 億 1,350 万円 

  ・市道、河川維持修繕料（道路 221 件、河川 50 件）   8,880 万円 

  ・重機借上料                       120 万円 

  ・工事設計委託料（道路 1 件、河川 44 件）       1,350 万円 

  ・職員人件費（時間外勤務手当）            1,000 万円 

 

● その他公共施設災復旧事業 《説明資料 P.46》   221 万円 

   ・峰山最終処分場法面災害復旧工事  188 万円 

   ・網野最終処分場法面災害復旧工事    33 万円 

 

 284 万円〈2〉産業復興事業  

◎ 災害復旧融資特別支援事業補助金 《説明資料 P.32》   39 万円 

   平成 30 年 7 月豪雨により被災した中小企業者等の早期の事業再開を支援するため、京都府 

 の災害対策緊急融資等を活用した場合に支払う信用保証料及び利子の一部を助成。 

  ・信用保証料補助 補助率：1/2 

  ・利子補給    補助率等：対象となる融資の 12 回目までの支払利息の全額、13 回目

から 60 回目までの支払利息の 2 分の 1 以内の額を補助 

    〔参考〕 京都府の平成 30 年 7 月豪雨災害対策緊急融資制度 

          運転資金、設備資金 融資限度額：有担保 2 億円、無担保 8,000 万円 

          融資期間等：最長 10 年（据置 2 年以内） 融資利率：年 0.9％（固定金利） 

 

◎ 被災中小企業者等事業再開緊急支援補助金 《説明資料 P.32》   75 万円 

   平成 30 年 7 月豪雨により被災した設備等の更新等に要する経費を支援。 

   ・補助対象経費の 15％（補助金額 10 万円以上 100 万円以内） 

   ※京都府制度の併給可能 

    京都府制度との合算で、補助率 30％（昨年に引き続き被災した場合は 40％） 

補助金額：20 万以上 200 万円以内 

 

◎ 農業等再生緊急支援対策補助金 《説明資料 P.27》   170 万円 

   被災した市内の販売農家等を対象に、農業関係被害の生産回復等に係る経費の一部を支援。 

・農業者等生産設備等再建支援事業 補助率：3/10 

  農業用機械等の再取得等に要する経費に対する助成 

・野菜生産施設災害復旧事業 補助率：1/2  

  パイプハウスの再建等に要する経費に対する助成 

・野菜等生産確保緊急対策事業 補助率：1/2 

  追加施肥や追加防除に要した農薬、肥料費及び播き直しに要した種苗代等に係る購入

経費に対する助成 

・宇治茶生産確保緊急対策事業 補助率：1/2  

  追加施肥や追加防除に要した農薬費等に係る購入経費に対して助成 
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  4,687 万円〈3〉その他の災害関連経費  

◎ 消防団活動運営事業 《説明資料 P.39》   280 万円 

   平成 30 年 7 月豪雨の消防団員の出動手当を追加（7 月 5 日～7 日） 

   ・費用弁償（延べ 1,750 人） 280 万円 

 

◎ 京都丹後鉄道利用促進対策事業  《説明資料 P.16》   4,407 万円 

   平成 30 年 7 月豪雨により被災した鉄道施設の復旧を、京都府、兵庫県及び沿線自治体とと

もに支援 

   ・北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金 4,407 万円 

     ※宮津線京都府域沿線市町補助額：1 億 654 万円×41.36% 

（宮津線事業費総額：4 億 7,845 万円） 

 

 

 

 

 

   大阪府北部地震を受けて公共施設のブロック塀を点検した結果、基準不適合のブロック塀の

撤去等を実施。（16 か所） 

◎ 財産取得・管理事業  《説明資料 P.14》   108 万円 

   ・ブロック塀撤去工事 108 万円 

    ※大宮共同作業所、旧法務局網野出張所、網野町旧町民センター 

 

◎ 学校跡施設管理事業  《説明資料 P.40》   30 万円 

   ・学校跡施設ブロック塀付近侵入対策工事 30 万円 

     ※旧大宮第三小、旧海部小、旧佐濃小、旧田村小 

 

◎ 小学校施設改修事業  《説明資料 P.41》   240 万円 

   ・大宮南小学校プール外周壁等改修工事設計委託料 60 万円 

   ・久美浜小学校プール内壁等改修工事       60 万円 

   ・高龍小学校プール外周壁等改修工事       120 万円 

 

◎ 中学校施設改修事業  《説明資料 P.42》   794 万円 

   ・網野中学校外周ブロック塀等改修工事設計委託料  38 万円 

   ・網野中学校外周ブロック塀等改修工事       756 万円 

 

◎ 商工施設一般経費  《説明資料 P.34》   143 万円 

   ・御旅商店街駐車場ブロック塀撤去工事         112 万円 

   ・京都工芸繊維大学京丹後キャンパスブロック塀撤去工事  31 万円 

 

◎ 市営住宅維持管理事業  《説明資料 P.37》   479 万円 

   ・後ヶ浜団地ブロック塀撤去等工事         427 万円 

   ・堤団地ブロック塀撤去工事             52 万円 

基準不適合ブロック塀撤去等関連経費     計 1,919 万円 



 4 

◎ 指定管理施設運営事業  《説明資料 P.21》   125 万円 

   ・京丹後市網野社会参加交流ハウスブロック塀撤去等工事 125 万円 

  

【参考】峰山中学校、網野幼稚園、医師住宅など 18 か所のブロック塀については、既決予算又は

予備費で対応 

 
 

 

 

 

◎ 中山間地域所得向上支援事業  《説明資料 P.29》   3,000 万円 

   ・中山間地域所得向上支援事業補助金 3,000 万円 

     補助対象：野菜加工機械 事業費：6,000 万円 補助率：1/2 
 

● 「京の米」生産イノベーション事業  《説明資料 P.29》   689 万円 

   ・「京の米」生産イノベーション事業補助金 689 万円 

     補助対象：コンバイン 事業費：1,280 万円 補助率：1/2 

     補助対象：代かき機  事業費： 123 万円 補助率：2/5 
 

● 創業等支援補助金  《説明資料 P.32》   390 万円 

創業や、空き店舗・空き工場等を活用した新たな事業への取組を支援する創業支援等補助金

について申請件数の増加見込により所要額を追加 

・創業等支援補助金 390 万円 
     

● 大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金 《説明資料 P.35》   35 万円 

2020 年 NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」の放映に向け、PR 活動を強化するため、推進協

議会の負担金を追加 

・大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金 35 万円（420 万円÷12 自治体） 

 

 

【その他の主な項目】 

● ブロードバンドネットワーク整備事業  《説明資料 P.15》   3,196 万円 

   ブロードバンドネットワークへの新たな加入申込や、道路改修工事等に伴う幹線光ケーブル

移設等が当初見込みより増加したため。 

   ・引込光ケーブル架設工事 70 戸（補正後 470 戸） 

   ・光ケーブルサービス別接続工事 130 戸（補正後 460 戸） 

   ・道路拡幅工事等に伴う架設柱移設工事 3 か所（補正後 11 か所） 

 

● 「長寿・地域疫学講座」を継続実施  《説明資料 P.25》   600 万円 

   京都府立医科大学との共同研究講座を引き続き実施するため繰出金を追加。 

   ・病院事業会計繰出金 600 万円（共同研究経費の 2 分の 1） 

   ＜長寿・地域疫学講座＞ 

    期間：平成 30 年 12 月～平成 33 年 11 月（予定） 

    費用：平成 30 年度 1,200 万円追加（3 年間総額 1 億 800 万円） 

地域産業の支援 ～地域資源を活かしたまちづくりの推進～ 
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◎ 高齢者福祉施設整備を支援  《説明資料 P.21》   850 万円 

   介護予防拠点施設の整備経費を支援。 

   ・高齢者福祉施設整備事業費補助金 850 万円 

     実施法人：株式会社 tangononnononna 総事業費：940 万円 

     施設種別：介護予防拠点施設 

     事業実施内容：介護予防教室、介護相談窓口、介護人材育成等 

 

◎ 農村型小規模多機能自治推進事業  《説明資料 P.26》   330 万円 

   農山漁村コミュニティ組織等が、地域の課題やニーズに応じて活動する事業を支援。 

   ・農村型小規模多機能自治推進事業補助金 330 万円 

     丹後町宇川地区 ：地域ビジョン策定 事業費：60 万円 補助率：1/2 

     大宮町大宮南地区：ゲストハウス整備 事業費：450 万円 補助率：2/3 

 

◎ ツリーハウス仮設橋撤去等経費 《説明資料 P.27》   131 万円 

   平成 30 年 7 月豪雨により基礎部分が浸食・崩落し往来不能となったツリーハウスに通じる

仮設橋及び腐食の激しいツリーハウス階段の撤去等工事を行うもの。 

 

◎ 野村克也ベースボールギャラリー誘導サイン設置経費 《説明資料P.31》   48万円 

   誘客を図る誘導サイン設置を支援。（3 か所設置） 

   ・丹後地域地場産業振興センター運営費補助金 48 万円 

 

◎ 相続財産管理人制度活用経費 《説明資料 P.37》   100 万円 

   空家の利活用を促進するため、所有者不存在の空家に対する相続財産管理人制度を活用する

もの。 

   ・相続財産管理人予納金 100 万円 

 

● 観光インフラ整備等促進実行調整費基金  《説明資料 P.35》   5,258 万円 

   魅力ある観光地として必要な環境整備を推進するため、観光インフラ整備等促進実行調整費

基金条例に基づき、前年度入湯税決算相当額を積み立てるもの。 

   ・積立金 5,258 万円（平成 29 年度入湯税収入済額 52,583,250 円） 

 

● 再編交付金事業基金  《説明資料 P.17》   6,514 万円 

   米軍基地配置に伴う再編交付金（3 億 9,984 万円）の内、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積み立てるもの。 

 

【主な補正財源】 

  既存事業の執行見込等による減額（2,637 万円） 

普通交付税のほか、国府支出金、市債、諸収入、財政調整基金繰入金などで財源確保 

 

 

 

 

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･総務部長査定→市長査定 
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特別会計・企業会計の補正予算 

＜特別会計＞ 

■国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

  補正額 5,882 万円 （補正後予算額 65 億 2,382 万円） 

【主な内容】 過年度国庫支出金等返還金、法改正に伴うシステム機能改修委託料の増 

 

 

■介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

  補正額 4,274 万円 （補正後予算額 63 億 8,296 万円） 

【主な内容】 過年度国庫支出金等返還金の増 

 

＜企業会計＞ 

■病院事業会計補正予算（第１号） 

補正額 収益的収入 3,476 万円 （補正後予算額 75 億 2,376 万円） 

補正額 収益的支出 3,476 万円 （補正後予算額 77 億 3,906 万円） 

【主な内容】 長寿・地域疫学講座共同研究の増等 

 


