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令和元年 11 月 26 日 

京 丹 後 市 役 所 

 

 

一般会計、5 特別会計及び 1 企業会計の補正予算を編成し、11 月 28 日議案提出 

（全 12 議案上程） 

                    （会期：12 月 20 日までの 23 日間の予定） 

 

■一般会計補正予算（第 4 号） 

  補正額   ２億４,６６４万円   （補正予算後 344 億 6,939 万円） 

 

◆今回の補正予算は、公立の保育所や認定こども園での完全給食実施に向けた準備経費、

峰山放課後児童クラブ園舎等の解体撤去に係る実施設計経費、病院事業会計への繰出

金追加などをはじめ、年度末を見据え、緊急的なもの、国府等の事業採択に伴うもの

などを計上 

 

◆令和元年度中に完了しない６事業について、翌年度への「繰越明許費」を設定 

 ＜新規：6 事業、2 億 3,143 万円＞ 《説明資料 P.6》 

 

◆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 

＜新規：3 事業、8,950 万円＞ 《説明資料 P.7》 

 

 

凡例：◎＝新規、●＝拡充 

《 》内は、主要事業説明資料ページ 

 

子育て環境の更なる充実へ向けて 

◎ 保育所・認定こども園での完全給食の実施準備 《説明資料 P.18～21》   261 万円 

公立の保育所及び認定こども園（計 10 施設）において、令和 2 年 4 月から主食提供を含

めた完全給食実施のための準備経費 

・ご飯茶碗・しゃもじ・ガス炊飯器等の購入、給食室ガス配管整備 

     ※対象保育所 ：島津、たちばな、宇川、久美浜（計 4 施設） 

     ※対象こども園：峰山、大宮、網野、丹後、弥栄、かぶと山（計 6 施設） 

    

＜議案第 186 号で関連条例の改正を同時提案＞  

 

◎ 峰山放課後児童クラブ園舎等の解体実施設計 《説明資料 P.17》       300 万円 

山陰近畿自動車道（仮称）京丹後峰山インターチェンジへのアクセス道路の整備に伴い、道

路計画区域にある峰山放課後児童クラブ園舎等を解体撤去するための実施設計経費 

   ※峰山放課後児童クラブは、緊急的に令和 2 年 8 月から旧丹波小学校舎に移転予定 

   ※令和 2 年度に建物等の解体撤去 

   ※送迎用車両（29 人乗り、1 台）を購入するための債務負担行為を本補正で追加 
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● 小・中学校及び図書館の備品購入 《説明資料 P.36、38～41》  150 万円 

ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って各学校の教育活動や施設の充実を図るた

め、備品購入経費を追加。 

 ・丹後小学校（保健器具、プロジェクターほか）       64 万円 

 ・宇川小学校（児童用図書）                 16 万円 

 ・丹後中学校（保健器具、生徒用図書、吊り下げ式スクリーン）40 万円 

 ・大宮図書室（図書）                   30 万円 

 

● 網野南小学校職員室等エアコン更新のための実施設計 《説明資料 P.37》 120 万円 

平成 12 年度に整備した網野南小学校職員室等のエアコンが故障したため、次年度の工事に

向けた設計経費 （対象：職員室、事務室、校長室） 

 

 

 

市立弥栄病院の経営支援 

● 市立弥栄病院への繰出金追加 《説明資料 P.23》 1 億 3,000 万円 

市立弥栄病院の分娩休止に伴い医業収益の減少が見込まれることから、周産期医療に要する

経費の一部を支援 

 

 

 

 安全・安心のまちづくりへ 

● 急傾斜地崩壊対策事業負担金の追加 《説明資料 P.33》                 600 万円 

京都府が実施する急傾斜地崩壊対策事業の事業費の変更等に伴い京都府への負担金を追加 

     継続箇所  丹後町平地区（△300 万円）、網野町小浜地区（600 万円） 

     新規箇所  大宮町谷内地区（300 万円 

 

◎ 要適正管理森林等災害予防事業費補助金を追加 《説明資料 P.29》        50 万円 

京都府補助金を活用して、要適正管理森林の指定予定地の災害を未然に防止するため、危険

木伐採経費を支援 

大宮町口大野地区（１か所）  総事業費：100 万円（補助率：1/2） 

       ※要適正管理森林：傾斜、地質、立木の状況などから、危険な箇所で下方に人家や

学校がある森林 

 

 

 農業生産組織等の設備導入を支援 

◎ スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金を創設 《説明資料 P.26》  573 万円 

   京都府補助金を活用して、集落営農組織等が導入する AI・ICT 等先端技術（スマート技術）

を有する機械整備を支援 

集落営農組織等：3 団体  田植機 3 台（直進アシスト付き） 

総事業費：1,145 万円（補助率：1/2） 



 3 

 

● 生産・流通改善条件整備事業費補助金を追加 《説明資料 P.24》        268 万円 

京都府補助金を活用して、集落営農組織等の省力・低コスト生産に必要な機械等導入を支援 

集落営農組織等：３団体  野菜移植機、遮光資材、枝豆脱莢機 

総事業費：596 万円（補助率：45%） 

 

 

 

 消費の活性化・雇用の推進 

◎ 自治体プレミアムポイント取扱事業者の募集等経費 《説明資料 P.30》  107 万円 

マイナンバーカード自治体プレミアムポイントに係る環境整備（令和 2 年 7 月実施予定） 

・自治体プレミアムポイント取扱事業者募集等業務委託料 83 万円 

  ※京丹後市商工会へ委託予定 

・事務経費                      24 万円 

 

● 企業立地助成金の追加 《説明資料 P.31》                           1,000 万円 

本年度の企業立地助成金が不足する見込みのため所要額を追加 

・企業立地助成金   1,000 万円（雇用者増加見込み 10 人） 

※雇用の創出・拡大、地域産業への経済波及効果を創出するため、一定規模以上の投

資を行い、市民正規雇用者数を 3 人（中小企業は 2 人）以上増加させた「指定事業

所」に対して、同雇用者数 1 人当たり 100 万円を限度として助成金を交付 

 

 

 

【その他の主な項目】 

● 国民健康保険特別会計繰出金の追加 《説明資料 P.14》             6,707 万円 

本年度の国民健康保険基盤安定負担金の決定により、一般会計繰出金を増額 

   ○保険基盤安定繰出金 6,707 万円 

    ・保険税軽減分 2,866 万円    ・保険者支援分 3,841 万円 

 

◎ 宇川温泉よし野の里ポンプ室移転経費 《説明資料 P.32》 1,659 万円 

京都府が実施する吉野川河川改修工事の実施に際し、宇川温泉よし野の里のポンプ室等を移

転する必要が生じたため、移転のための実施設計経費 

 ・ポンプ室移転等設計 1,630 万円  ポンプ室用地（Ａ：90.03 ㎡）  29 万円 

    ※令和 2 年度に移転工事予定 

 

【主な補正財源】 

国府支出金、諸収入、市債のほか、繰越金で一般財源を確保 

 

 

 

 

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 ６,７８８万円 （補正後予算額 65 億 9,788 万円） 

【主な内容】 退職被保険者等療養給付費、前立腺がん検診事業委託料の増 

 

 

■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 ３５０万円 （補正後予算額 2 億 6,350 万円） 

【主な内容】 間人診療所の送迎用福祉車両（1 台）購入 

 

 

■後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号） 

  補正額 △２,１１３万円 （補正後予算額 7 億 5,487 万円） 

【主な内容】 後期高齢者医療広域連合納付金の減 

 

 

■介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

  補正額 ５,１３８万円 （補正後予算額 66 億 146 万円） 

【主な内容】 施設介護サービス給付費、地域密着型介護予防サービス給付費などの増 

 

 

■公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

  補正額 ７,０００万円 （補正後予算額 33 億 6,010 万円） 

【主な内容】 公共下水道管渠布設工事費の増（特定環境下水道管渠布設費の組替含む） 

 

 

＜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 ０円 （補正後予算額 75 億 6,230 万円） 

【主な内容】 市立弥栄病院  医業収益    △1 億 3,000 万円 

一般会計繰入金  1 億 3,000 万円 


