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＜補正事業の全体像（全会計）＞ （単位：千円）

経費 主な内容

242,000 民間保育所等整備助成，児童養護施設整備助成

30,000 中小企業等収益体質改善支援事業

0
排水機場集中監視システム整備，有栖川下流右岸流
域浸水対策

1,517,000 給与改定，市府会議員選挙，京都会館再整備　など

1,789,000 （内一般会計1,499,000，公営企業会計290,000）

項目

(3) 雨に強いまちづくり

合　　　　　計

(1) 子育て支援の更なる充実

(2) 急激な円安等による原材料及び燃料費の
　　高騰等に対する本市独自の緊急支援

(4) 給与改定その他

債務負担

 

平成 26 年度 11 月補正予算の概要 

                              京  都  市 

    

１１１１    補正予算補正予算補正予算補正予算のポイントのポイントのポイントのポイント    

   今回の補正予算は，26 年度当初に達成した待機児童ゼロを引き続き維持するため，保育所

整備助成や小規模保育整備助成による定員増を行うほか，児童養護施設の大規模改修を実施

することによる「子育て支援の更なる充実」，急激な円安等による原材料及び燃料費の高騰や

4 月からの消費税率引上げ後の需要減退等による影響を緩和するための「本市独自の緊急支

援」，昨年の台風 18 号被害を踏まえた排水機場集中監視システム整備，有栖川下流右岸流域

浸水対策の「雨に強いまちづくり」，給与改定や 27 年 4 月に予定されている市府会議員選挙

の準備事務に要する経費等の補正予算を編成する。 

 

２２２２    補正予算補正予算補正予算補正予算のののの内容内容内容内容    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑴⑴⑴⑴    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの更更更更なるなるなるなる充実充実充実充実    ２２２２４２４２４２４２，，，，００００００００００００千円千円千円千円＜＜＜＜一般会計一般会計一般会計一般会計＞＞＞＞    

（保健福祉局） 

民間保育所整備助成民間保育所整備助成民間保育所整備助成民間保育所整備助成    １４２１４２１４２１４２，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

                                        債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為（（（（２７２７２７２７年度年度年度年度２１９２１９２１９２１９，，，，１１１１００００００００千円千円千円千円））））    

   ２７年４月定員増  ３箇所 ＋１０５人 

・新設…桂月見ヶ丘保育園（仮称）（西京区） 定員＋６０人 

・増築…久世築山保育園（南区）      定員＋１５人（ ９０→１０５人） 

    ・分園整備…淀白鳥保育園（伏見区）    定員＋３０人 

 

   ２８年４月定員増  １箇所 ＋２０人 

     ・老朽改築及び定員増 

              …六満保育園（中京区）          定員＋２０人（１５０→１７０人） 
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  小規模保育整備小規模保育整備小規模保育整備小規模保育整備助成助成助成助成    ６６６６６６６６，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

     ２７年４月定員増 ４箇所 ＋４８人 

      ・中京区：＋１２人×３箇所  

       ・下京区: ＋１２人×１箇所 

    

和敬学園大規模改修整備助成和敬学園大規模改修整備助成和敬学園大規模改修整備助成和敬学園大規模改修整備助成    ３４３４３４３４，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

                                        債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為（（（（２７２７２７２７年度年度年度年度７８７８７８７８，，，，８００８００８００８００千円千円千円千円））））［［［［２２２２箇年整備箇年整備箇年整備箇年整備］］］］    

      耐震基準を満たさない児童養護施設「和敬学園」について，耐震改修及び小規模ユニ

 ット化改修に対する助成を行う。 

 

    ⑵⑵⑵⑵    急激急激急激急激なななな円安等円安等円安等円安等によるによるによるによる原材料及原材料及原材料及原材料及びびびび燃料費燃料費燃料費燃料費のののの高騰等高騰等高騰等高騰等にににに対対対対するするするする本市独自本市独自本市独自本市独自のののの緊急支援緊急支援緊急支援緊急支援    

                                                                                                ３０３０３０３０，，，，００００００００００００千円千円千円千円＜＜＜＜一般会計一般会計一般会計一般会計＞＞＞＞    

（産業観光局） 

        中小企業等収益体質改善支援事業中小企業等収益体質改善支援事業中小企業等収益体質改善支援事業中小企業等収益体質改善支援事業    ３０３０３０３０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

急激な円安等による原材料及び燃料費の高騰や 4 月からの消費税率引上げ後の需要

減退等による影響を緩和するため，業界団体等が自主的に取り組む収益体質の改善策に

対して，本市独自の支援を行う。 

     補助対象者 事業協同組合等の業界団体及び業界団体等で構成する団体 

    補 助 率 2/3（補助限度額 1,500 千円） 

    

⑶⑶⑶⑶    雨雨雨雨にににに強強強強いまちづくりいまちづくりいまちづくりいまちづくり    債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為＜＜＜＜一般会計一般会計一般会計一般会計＞＞＞＞ 

（建設局） 

        排水機場集中監視排水機場集中監視排水機場集中監視排水機場集中監視システムシステムシステムシステム整備整備整備整備        

                                                        債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為（（（（２７２７２７２７年度年度年度年度    ６３５６３５６３５６３５，，，，００００００００００００千円千円千円千円））））    

         平成 25 年台風 18 号により発生した小栗栖排水機場周辺への浸水被害を踏まえ，再

発防止のため，主要 10 施設において，ポンプ稼働状況や水位情報等を一元的に把握で

きるよう，集中監視システムを整備する。 

            供用開始予定：平成 28 年 4月 

 

  有栖川有栖川有栖川有栖川下流下流下流下流右岸流域浸水対策右岸流域浸水対策右岸流域浸水対策右岸流域浸水対策    債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為（（（（２７２７２７２７年度年度年度年度    １３６１３６１３６１３６，，，，００００００００００００千円千円千円千円））））    

         平成 25 年台風 18 号により浸水被害が発生した梅津都市下水路流域において，浸水

対策検討業務の調査結果を踏まえ，抜本的な浸水対策として，有栖川との合流地点に排

水ポンプ（1.0ｍ3/s）を設置する。 

   稼働開始予定：平成 27 年 9月 
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⑷⑷⑷⑷    給与改定給与改定給与改定給与改定そのそのそのその他他他他    １１１１，，，，５５５５１７１７１７１７，，，，００００００００００００千円千円千円千円 

            ＜＜＜＜一般会計一般会計一般会計一般会計    １１１１，，，，２２２２２７２７２７２７，，，，００００００００００００千千千千円円円円，，，，公営企業公営企業公営企業公営企業会計会計会計会計    ２９０２９０２９０２９０，，，，００００００００００００千円千円千円千円＞＞＞＞    

 

  （行財政局・消防局・教育委員会・上下水道局・交通局） 

    給与改定給与改定給与改定給与改定    １１１１，，，，３１１３１１３１１３１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

            ＜＜＜＜一般会計一般会計一般会計一般会計                    １１１１，，，，００００２１２１２１２１，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

                水道事業特別会計水道事業特別会計水道事業特別会計水道事業特別会計                ８６８６８６８６，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

                公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計    ６５６５６５６５，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

                自動車運送事業特別会計自動車運送事業特別会計自動車運送事業特別会計自動車運送事業特別会計    ８０８０８０８０，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

                高速鉄道事業特別会計高速鉄道事業特別会計高速鉄道事業特別会計高速鉄道事業特別会計        ５９５９５９５９，，，，００００００００００００千円千円千円千円＞＞＞＞    

 職員の給料及び地域手当，期末勤勉手当，通勤手当とその影響を受ける共済費の増

額を行う。また，市会議員及び市長等についても期末手当の引上げ等を行う。 

 

（改定内容） 

  職員：月例給＋0.24％，期末勤勉手当＋0.15 月分，交通用具使用者に係る通勤手 

     当の引上げなど 

  市会議員及び市長等：期末手当＋0.15 月分 

 

  なお，特別会計についても総額 35,222 千円の影響があるが，それぞれ既定の人件

  費予算で対応できるため，補正予算の計上を行わない。 

     

          （特別会計影響額） 

        国民健康保険 16,038 千円 

        介護保険   10,899 千円 

        地域水道      921 千円 

        京北地域水道  1,412 千円 

        特環下水道   1,127 千円 

        第一市場    2,325 千円 

        第二市場    1,352 千円 

        農業集落排水   35 千円 

        市公債     1,113 千円 

 

  （行財政局） 

     公共下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業特別会計繰出金    １８１８１８１８,,,,００００００００００００千円千円千円千円 

      給与改定に伴う雨水処理負担金等の増額を行う。 
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 （保健福祉局） 

            本市本市本市本市のののの給与改定給与改定給与改定給与改定にににに連動連動連動連動したしたしたした委託料委託料委託料委託料，，，，補助金補助金補助金補助金のののの増額増額増額増額    ５４５４５４５４，，，，００００００００００００千円千円千円千円    

    本市の人事委員会勧告を委託料，補助金の執行に反映させている事業について，今回の

職員給与増額改定に合わせて委託料，補助金を増額する。 

・児童館及び学童保育所運営   ４９，６００千円 

・社会福祉協議会助成等      ４，４００千円 

 

ただし，増額影響分を既定予算で対応できるもの（影響総額 20 百万円）については， 

    補正予算を計上しない。 

 

  ＜参考＞ 補正予算を計上しない主なもの 

                            （百万円） 

事業名 所管局 影響額 

障害者地域生活支援センター運営 保健福祉局 ５ 

長寿すこやかセンター運営 保健福祉局 １ 

老人福祉センター運営 保健福祉局 ２ 

京都市図書館運営 教育委員会 ６ 

 

（文化市民局） 

        京都会館京都会館京都会館京都会館再整備再整備再整備再整備    債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為（（（（２７２７２７２７年度年度年度年度１６２１６２１６２１６２，，，，００００００００００００千円千円千円千円））））    

                    25～27 年度の 3 箇年で整備を進めている京都会館再整備事業について，躯体老朽化

対応や建物価値継承等のための仕様変更を行うとともに，契約時点（24年 10 月）から

の労務単価及び資材単価の上昇に対応するため，請負業者から請求のあった 26 年 3 月

時点の残工事費について，適正に変更額の算定を行うことにより， 24 年 5 月に設定し

ている債務負担行為限度額について不足が生じるため，追加で債務負担行為を設定する。 

   

     ２５～２７年度債務負担行為限度額 11,010,000 千円 → 11,172,000 千円 

 

（建設局）    

        京都駅南口駅前広場整備事業京都駅南口駅前広場整備事業京都駅南口駅前広場整備事業京都駅南口駅前広場整備事業    債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為（（（（２８２８２８２８年度年度年度年度    １１１１，，，，１４９１４９１４９１４９，，，，２０４２０４２０４２０４千円千円千円千円））））    

            京都駅南口駅前広場整備事業について，関係機関等と議論を重ね，より一層の安心

安全対策を講じることとしたことや，更なる雨対策のためのデザイン見直しなどを行う

ことにより，整備完了が当初予定の 27 年度末から 28 年 12 月になるとともに，総事業

費を増額する必要が生じたことから， 26 年度当初予算で設定した債務負担行為につい

て，期間及び債務負担行為限度額を補正する。 

   ２７年度    １，５６２，４９６千円 

         ↓            （＋１，１４９，２０４千円）  

   ２７～２８年度 ２，７１１，７００千円 
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（単位：百万円）

25年度末 26年度末

残高 積立見込額 残高見込額

（A） （B） 当初予算 5月補正 9月補正 11月補正 (A＋B－C)

（※）

1,006

※　25年度決算における実質収支黒字（1,986百万円）の1/2相当の積立て993百万円，運用益13百万円

26　　年　　度　　中

取　崩　見　込　額（C）

2,092 － 92 677 1,193 1,136

（単位：百万円）

項　　目 補正額

特定財源 306 府支出金 270（うち国交付金203），市債 36

一般財源 1,193 財政調整基金

合　計 1,499

内　　　　　　　　　容

給与改定 1,021，市会議員選挙 67，給与改定に連動した委託料，補助金の増額 54

中小企業等収益体質改善支援事業 30，公共下水道事業特別会計繰出金 18，民間保育所等整備助成 2

児童養護施設整備助成 1

民間保育所等整備助成 181，児童養護施設整備助成 22

府会議員選挙 67 民間保育所等整備助成 25，児童養護施設整備助成 11

（単位：百万円）

会　　計　　名 補正前の規模 補　正　額 補正後の規模

一般会計 744,423 1,499 745,922

水道事業特別会計 62,246 86 62,332

公共下水道事業特別会計 94,765 65 94,830

自動車運送事業特別会計 28,129 80 28,209

高速鉄道事業特別会計 72,970 59 73,029

今回補正しない特別会計 643,162 - 643,162

合　　　　　計 1,645,695 1,789 1,647,484

  災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業    繰越明許費繰越明許費繰越明許費繰越明許費（（（（９０４９０４９０４９０４，，，，００００００００００００千円千円千円千円））））    

            災害復旧事業費（26 年度当初予算及び 26年度 9 月補正予算）について，繰越明許費

補正を行う。 

   土木施設災害復旧事業    ８３，０００千円 

   公共土木施設災害復旧事業 ８２１，０００千円 

 

（選挙管理委員会） 

市市市市府府府府会議員選挙会議員選挙会議員選挙会議員選挙    １３４１３４１３４１３４，，，，００００００００００００千円千円千円千円                        

27 年 4 月実施予定の市府会議員選挙の準備を行う。 

   ※ 投票所入場券の作成費やポスター掲示場費など，26 年度に必要となる経費を計上。

27 年度に必要となる経費（488,000 千円）については，別途 27年度当初予算で対応 

 

３３３３    補正予算補正予算補正予算補正予算のののの規模規模規模規模    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

４４４４    一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算のののの財源財源財源財源内訳内訳内訳内訳    

    

    

    

    

    

    

    

 ＜参考＞財政調整基金の状況 

 

 

 

 

 

 


