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一般会計及び５特別会計の補正予算を編成し、11 月 28 日議案提出（全 25 議案上程） 

                    （会期：12 月 21 日までの 24 日間の予定） 

 

 

■一般会計補正予算（第 6 号） 

  補正額   ８，９７７万円 （補正後予算額 ３５２億２，０６５万円） 

 

   ◆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 

＜６事業、1 億９，３７５万円＞ 〈説明資料 P.5〉 

 

      ◆次年度にわたり実施する事業について「債務負担行為」を設定 

＜２事業、２億２２０万円＞   〈説明資料 P.6〉 

            ・旧エコエネルギーセンター発酵槽等解体撤去事業 2 億 170 万円 

            ・京丹後チャレンジデー実行委員会補助金        50 万円 

 

◆今回の補正予算は、国府等の事業採択に伴うもの、その他緊急的なものなどを計上 

 

 

凡例：◎＝新規、●＝拡充 

 

 

 

 

 

◎ 避難所施設環境充実事業 〈説明資料 P.30〉               ２３０万円 

災害関連のふるさと応援寄附金を活用し、災害時の避難所環境向上のための備品整備 

  対象：体育館 37 館 

災害緊急避難用マット 260 枚、業務用扇風機 37 台、コードリール 37 台 

 

◎ 民間施設ブロック塀等緊急安全対策補助金 〈説明資料 P.30〉       ３０万円 

公道に面している倒壊の危険性のある民間ブロック塀の除却を促進するために制度創設 

民間施設ブロック塀等緊急安全対策補助金 ２件分（補助上限：15 万円） 

       ※京都府の民間ブロック塀等緊急安全」対策支援事業を活用 

 

● 小学校施設改修事業 〈説明資料 P.31〉                             ４４０ 万円 

・大宮南小学校プール外周壁等改修 （基準不適合のブッロク塀対策） 

 

 

 

 

平成３０年京丹後市議会 12 月定例会提出補正予算 

報 道 資 料 

～安心・安全なまちづくり～ 
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◎ 子育て支援センター事業 〈説明資料 P.21〉                     １３０万円 

平成 31 年 4 月から「網野地域子育て支援センター」を現在の網野みなみ保育所から浅茂

川保育所の建物へ移転するための準備経費を追加 

・エアコン設置（２台）、タイルカーペット等 

 

◎ 教育支援事業 〈説明資料 P.31、32、33〉                             １,1３０万円 

ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って教育活動の充実を図る 

  児童用図書購入（高龍小学校） 100 万円 

  図書購入（大宮図書室）     30 万円 

  奨学基金への積立金      1,000 万円 

 

◎ 保育支援事業 〈説明資料 P.22、23〉                             ３０万円 

ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って保育活動の充実を図る 

巧技台２台（宇川保育所）      10 万円 

木製ドミノたおし等（峰山こども園） 10 万円 

三輪車等（丹後こども園）      10 万円 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 農業水路等長寿命化・防災減災事業  〈説明資料 P.27〉            １，００５万円 

平成 30 年 6 月に決壊した網野町浅茂川地区の牛町池を早期復旧するための実施設計経費 
  

● 農業競争力強化基盤整備事業  〈説明資料 P.26〉                 １，７５０万円 

ほ場の大区画化と用排水路等の改修を、京都府とともに支援 

 ・府営農業競争力強化基盤整備事業負担金  1,750 万円（2 地区） 

   事業内容：揚水機場整備工事（女布地区）、 実施設計（上宇川地区） 

  

● 土地利用調整推進事業  〈説明資料 P.24〉                        １，３２８万円 

京力農場プランに基づき農地整理を進めるため、農地中間管理機構に農地を貸し付けた地区

に貸付割合に応じて交付する協力金の追加 

  申請地区数   13 地区 （増加申請地区数    ７地区） 

集積面積   190.6ha （増加集積面積  123.9ha） 

 

● 集落営農法人経営能力強化事業  〈説明資料 P.25〉                   ５７6 万円 

中山間地域の農地を集積する集落営農法人を支援するための助成金を追加 

 法人数  ：  ５法人  取組面積：6,400a  交付単価：9,000 円／10a  

～保育・教育環境の充実 ～ 

 

～農業基盤の整備、就農支援～ 
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● 丹後農業経営実践型学舎推進事業  〈説明資料 P.24〉                ３７０万円 

京都府と共同で取り組む学舎用地（国営開発農地）の入植農地等の再整備を支援 

  ・学舎用地整備事業負担金  370 万円 

整備事業内容：補完工（用排水施設） 1 か所 

 

 

  【その他の主な項目】 

 

● 工業用地造成事業特別会計への繰出金 〈説明資料 P.29〉    △１億４，１２７万円 

        森本工業団地を譲渡等したことにより、一般会計繰出金を減額（全額減） 

 

◎ 改元に係るシステム改修 〈説明資料 P.13、29〉                 １４７万円 

平成 31 年 5 月 1 日の改元に対応するためのシステム改修経費 

備品管理システム  22 万円   公営住宅管理システム 125 万円 

 

◎ 市営バス佐濃南線のスクールバス混乗準備経費 〈説明資料 P.32〉     ７０万円 

簡易料金箱、降車合図装置等の取付け   

※29 人乗り車両（現在と乗車可能人員は同一） 

 

● 国民健康保険事業特別会計への繰出金 〈説明資料 P.20〉        ３，４５９万円 

保険基盤安定負担金の決定により一般会計からの繰出金を増額 

保険税軽減分   706 万円（Ｈ30 決定額 1 億 9,518 万円） 

保険者支援分   2,753 万円（   〃  1 億 1,232 万円） 

 

● 企業立地推進事業 〈説明資料 P.28〉                      ９００万円 

        雇用の創出・拡大のため一定規模以上の投資を行い、市民正規雇用者を増加させた事業所

に交付する企業立地助成金の追加 

    対象事業所数：２社  限度額：雇用者数 1 人あたり 100 万円 

 

● 再編交付金事業積立金の追加 〈説明資料 P.14〉             5，219 万円 

平成 30 年度再編交付金活用事業の事業執行見込みにより、次年度以降の事業への活用を図

るため基金に組み換え、再編交付金事業基金に積み立てるもの。 

 

【主な補正財源】 

国府支出金のほか、分担金、寄附金、市債などで財源確保 

 

 

 

 

 

 

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 2 号） 

  補正額 １億５，１２８万円 （補正後予算額 66 億 7,510 万円） 

 

【主な内容】一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費、精神・結核医療付加金の増等 

 

 

■後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

  補正額 ２５４万円 （補正後予算額 7 億 4,354 万円） 

 

  【主な内容】制度改正システム改修負担金の増、保険基盤安定納付金の減等 

 

 

■簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  補正額 ２，２３３万円 （補正後予算額 14 億 5,233 万円） 

 

【主な内容】老朽化等によるポンプ等施設修繕の増等 

 

 

■公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  補正額 0 万円 （補正後予算額 31 億 4,700 万円） 

 

【主な内容】２事業について翌年度への繰越明許費を設定 

 

 

 

■工業用造成事業特別会計補正予算（第２号） 

  補正額 ９，７１５万円 （補正後予算額 2 億 4,444 万円） 

 

【主な内容】繰上償還元金、一般会計への繰出金の増等、 

災害復旧事業費の繰越明許費設定 

 

 

 


