
『『『『 宮津再生宮津再生宮津再生宮津再生のののの力力力力((((ちからちからちからちから) ) ) ) 』』』』をををを育育育育むむむむ予算予算予算予算 ～～～～ 「「「「みやづみやづみやづみやづビジョンビジョンビジョンビジョン2011201120112011」」」」をををを本格化本格化本格化本格化 ～～～～

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 宮津市当初予算宮津市当初予算宮津市当初予算宮津市当初予算（（（（案案案案））））についてについてについてについて

＜＜＜＜当初予算規模当初予算規模当初予算規模当初予算規模＞＞＞＞

一般会計一般会計一般会計一般会計

１０４１０４１０４１０４億億億億５５５５,,,,５８０５８０５８０５８０万万万万１１１１千円千円千円千円
（前年度比△３.５％）

※※※※２４２４２４２４年度前倒年度前倒年度前倒年度前倒しししし分分分分（（（（約約約約７７７７....５５５５億円億円億円億円））））
をををを加加加加えるとえるとえるとえると約約約約１１２１１２１１２１１２億円億円億円億円でででで約約約約３３３３％％％％のののの増増増増

特別会計特別会計特別会計特別会計

７２７２７２７２億億億億４４４４,,,,３４７３４７３４７３４７万万万万４４４４千円千円千円千円
（前年度比△２.３％）

企業会計企業会計企業会計企業会計

６６６６億億億億１１１１,,,,６６１６６１６６１６６１万万万万３３３３千円千円千円千円
（前年度比△１.２％）

全会計全会計全会計全会計（（（（合合合合 計計計計））））

１８３１８３１８３１８３億億億億１１１１,,,,５８８５８８５８８５８８万万万万８８８８千円千円千円千円
（前年度比△２.９％）

平成２４年度3月補正予算での前倒し

も合わせて、一体的に予算を編成

＜＜＜＜第第第第１１１１ステージステージステージステージ＞＞＞＞平成平成平成平成１８１８１８１８～～～～２２２２２２２２年度年度年度年度

◆◆◆◆財政再建財政再建財政再建財政再建（（（（危機的危機的危機的危機的なななな財政状況財政状況財政状況財政状況からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却））））

◆◆◆◆元気元気元気元気づくりのづくりのづくりのづくりの種種種種まきまきまきまき

＜＜＜＜第第第第２２２２ステージステージステージステージ＞＞＞＞平成平成平成平成２３２３２３２３～～～～２７２７２７２７年度年度年度年度

◆◆◆◆財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化（（（（再建再建再建再建からからからから健全化健全化健全化健全化へへへへ））））

◆◆◆◆「「「「みやづみやづみやづみやづビジョンビジョンビジョンビジョン2011201120112011」」」」にににに基基基基づくづくづくづく宮津再生宮津再生宮津再生宮津再生
へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ

第第第第３３３３ステージステージステージステージ 「「「「宮津再生宮津再生宮津再生宮津再生」」」」のののの実現実現実現実現

＜＜＜＜地域経済地域経済地域経済地域経済・・・・生活緊急対策生活緊急対策生活緊急対策生活緊急対策をををを充実充実充実充実＞＞＞＞
■ 地域経済対策 ■ 切れ目のない雇用対策 ■ 市民生活支援対策

＜＜＜＜緊急防災緊急防災緊急防災緊急防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対策をををを強化強化強化強化＞＞＞＞

■ 事前防災・減災対策や災害等への対応体制強化をハード・ソフト両面で展開

＜＜＜＜「「「「みやづみやづみやづみやづビジョンビジョンビジョンビジョン2011201120112011」」」」をををを本格化本格化本格化本格化＞＞＞＞

■■■■ 観光革命観光革命観光革命観光革命

■■■■ 農商工観学官連携農商工観学官連携農商工観学官連携農商工観学官連携によるによるによるによる産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化

■■■■ エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー循環循環循環循環によるによるによるによる自立促進自立促進自立促進自立促進

地域経済力地域経済力地域経済力地域経済力をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための「「「「自立自立自立自立
循環型経済社会構造循環型経済社会構造循環型経済社会構造循環型経済社会構造へのへのへのへの転換戦略転換戦略転換戦略転換戦略」」」」

（（（（外貨獲得外貨獲得外貨獲得外貨獲得とととと域内経済循環域内経済循環域内経済循環域内経済循環））））

■■■■ ＵＩＵＩＵＩＵＩターンターンターンターンのののの促進促進促進促進とととと雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出

■■■■ 健康健康健康健康まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの推進推進推進推進

■■■■ 子育子育子育子育てててて・・・・教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実

人口減少人口減少人口減少人口減少にににに歯止歯止歯止歯止めをかけるためのめをかけるためのめをかけるためのめをかけるための
「「「「定住促進戦略定住促進戦略定住促進戦略定住促進戦略」」」」

〈〈〈〈基本施策基本施策基本施策基本施策〉〉〉〉
１１１１ 観光観光観光観光をををを基軸基軸基軸基軸としたとしたとしたとした産業振興産業振興産業振興産業振興
２２２２ 環境保全環境保全環境保全環境保全とととと生活環境生活環境生活環境生活環境のののの向上向上向上向上
３３３３ 教育教育教育教育のののの充実充実充実充実とととと人材育成人材育成人材育成人材育成
４４４４ 健康増進健康増進健康増進健康増進とととと福祉福祉福祉福祉のののの推進推進推進推進
５５５５ 暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの基盤基盤基盤基盤のののの整備整備整備整備

市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働

◆◆◆◆宮津宮津宮津宮津マルシェマルシェマルシェマルシェＡＡＡＡ
ＰＰＰＰ

◆◆◆◆水産物水産物水産物水産物ブランドブランドブランドブランド
化化化化
ＡＰＡＰＡＰＡＰ

◆◆◆◆竹資源活用型産竹資源活用型産竹資源活用型産竹資源活用型産
業業業業
創出創出創出創出ＡＰＡＰＡＰＡＰ

◆◆◆◆ＵＩＵＩＵＩＵＩターンターンターンターン推進推進推進推進
ＡＰＡＰＡＰＡＰ

◆◆◆◆福祉人材確保福祉人材確保福祉人材確保福祉人材確保ＡＡＡＡ
ＰＰＰＰ

＜＜＜＜『『『『海海海海のみやこののみやこののみやこののみやこの物語物語物語物語』』』』ををををスタートスタートスタートスタート＞＞＞＞
■ ３つのまちづくりプロジェクトを市民協働により始動

① 海の京都・天橋立ＰＪ ② 雪舟「天橋立図」ＰＪ ③ 北前船港町ＰＪ

ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢⅢ

ⅣⅣⅣⅣ

ⅤⅤⅤⅤ



 

 

    
 

    

    ■■■■    一般会計一般会計一般会計一般会計    １０１０１０１０４４４４億億億億５６５６５６５６百万円百万円百万円百万円（（（（対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比３３３３億億億億７７７７９９９９百万円百万円百万円百万円、、、、３３３３....５５５５％％％％のののの減減減減））））    

   ○ 平成 25 年度は、「財政健全化計画 2011」の下支えにより、宮津再生への第２ステージの取組みを本格化させる積極的な予算として 

いるが、平成 24 年度３月補正予算で前倒しを行っているため、当初予算ベースでの対前年度比は 3.5％（3億 79 百万円）の減 

    ■■■■    特別会計特別会計特別会計特別会計        ７２７２７２７２億億億億４４４４３３３３百万円百万円百万円百万円（（（（対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比１１１１億億億億７０７０７０７０百万円百万円百万円百万円、、、、２２２２....３３３３％％％％のののの減減減減））））    

   ○ 流域下水維持管理負担金の減による下水道事業特別会計の予算規模の縮小等に伴い、予算規模が縮小 

    ■■■■    企業会計企業会計企業会計企業会計            ６６６６億億億億１７１７１７１７百万円百万円百万円百万円（（（（対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比            ７７７７百万円百万円百万円百万円、、、、１１１１....２２２２％％％％のののの減減減減））））    
 

    

    

    ■■■■    歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出のののの特徴点特徴点特徴点特徴点            

 ＜歳入の特徴点＞    

○ 市税総額が 1.4％（36 百万円）減の 25億 50 百万円に 

     長引く景気低迷による企業業績の悪化に伴い、法人税割が 22.7％（15 百万円）の減となるなど、市税全体として減少傾向が続く。 

○ 臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税が１.6％(61 百万円)減の 38億 67 百万円に 

     地方公務員給与費の臨時特例に伴う需要額の減や、学校再編による需要額の減などによる減。 

 

 

 

 

   ○ 繰入金が 34.2％（60 百万円）減の１億 16 百万円に 

     公共施設管理基金の残高が大きく減少したことに伴う基金繰入額の減などによる減。 

    ○ 市債が 20.2％（１億 80 百万円）減の７億 12 百万円に 

  臨時財政対策債が 7.2％（29 百万円）増加する一方、建設地方債は、平成 24 年度３月補正予算で前倒しを行っているため、 

当初予算ベースでの対前年度比は 48.8％（212 百万円）の減。 

・地方交付税   35 億 20 百万円 → 34 億 30 百万円（▲90 百万円、▲2.6％） 

・臨時財政対策債 ４億 ８百万円  →  ４億 37 百万円（＋29 百万円、＋7.2％） 

    計    39 億 28 百万円 → 38 億 67 百万円（▲61 百万円、▲1.6％） 

市税市税市税市税とととと地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税がががが減少減少減少減少するするするする中中中中、、、、将来将来将来将来をををを見据見据見据見据えたえたえたえた投資投資投資投資ができるようができるようができるようができるよう、、、、    

義務的経費義務的経費義務的経費義務的経費をををを抑制抑制抑制抑制するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、24242424 年度年度年度年度でのでのでのでの前倒前倒前倒前倒しししし対応対応対応対応でででで財源財源財源財源をををを確保確保確保確保 

一般会計予算 

予算規模 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    宮津市当初予算宮津市当初予算宮津市当初予算宮津市当初予算（（（（案案案案））））のののの概要概要概要概要    



 

 

＜歳出の特徴点＞ 

○ 人件費が 0.8％（17 百万円）減の 20億 63 百万円に 

    「財政健全化計画 2011」による職員数削減の取組み、特別職・一般職員給料と行政委員会等非常勤特別職報酬の減額などによる減。 

  ○ 公債費は 7.1％（１億 16 百万円）減の 15 億 21 百万円 

    平成 24 年度の繰上償還実施（1億円）による減。これにより、平成 25 年度事業の財源を捻出。 

  ○ 投資的経費は 3.8％（25 百万円）増の６億 88百万円 

将来を見据えた事業の積極的な実施、国の補正予算（地域の元気臨時交付金）の活用などによる増。 

※平成 24 年度３月補正予算（追加提案）と合わせて一体的に実施することとしており、前倒し分も含めると、大幅増となる見込み。 

  ○ 補助費等が 4.0％（45 百万円）増の 11 億 70 百万円 

 新ごみ処理施設整備に向けた宮津与謝環境組合設立に伴う負担金、特養整備に伴う雇用機会拡大補助金などによる増。 

    

    

■■■■    市債市債市債市債のののの状況状況状況状況            

 

○ ９ヶ年連続の市債残高の減少。平成 25年度末の残高見込みは 135 億 10 百万円となり、ピーク時（平成 16年度末）の市債残高 

（197 億 63 百万円）から 62 億 53 百万円の縮減。 

  ○ 建設地方債の現在高は（平成 24 年度末で 100 億円を切るという目標を達成し）、平成 25年度末では 90億円を切る。 

 

 

■■■■    基金基金基金基金のののの状況状況状況状況            

   

○ 財政調整基金は既に枯渇（３百万円）するとともに、公共施設管理基金の残高が大きく減少する中、最大限有効・柔軟に活用する 

一方、できる限り基金取崩しを抑制し、将来への備えとしての基金残高を維持。 

  ○ 平成 25 年度末の基金残高見込みは、15 億 92 百万円。 

公債費管理公債費管理公債費管理公債費管理プログラムプログラムプログラムプログラムによるによるによるによる建設地方債発行管理建設地方債発行管理建設地方債発行管理建設地方債発行管理のののの徹底徹底徹底徹底によりによりによりにより、、、、    

市債残高市債残高市債残高市債残高はははは確実確実確実確実にににに減少減少減少減少    

最大限有効最大限有効最大限有効最大限有効・・・・柔軟柔軟柔軟柔軟にににに活用活用活用活用するするするする一方一方一方一方、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり取崩取崩取崩取崩しをしをしをしを抑制抑制抑制抑制しししし、、、、    

将来将来将来将来へのへのへのへの備備備備えとしてのえとしてのえとしてのえとしての基金残高基金残高基金残高基金残高をををを維持維持維持維持    
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平成２５年度宮津市当初予算（案）
主 要 事 業 の 概 要

   『 宮 津 再 生 の 力 ( ち か ら ) 』 を 育 む 予 算

＜『海のみやこの物語』をスタート＞

　　（■ＵＩターンの促進と雇用創出　■健康まちづくりの推進　■子育て・教育環境の充実）

＜「みやづビジョン2011」を本格化＞

　地域経済力を高めるための「自立循環型経済社会構造への転換戦略」

　　（■観光革命　■農商工観学官連携による産業活性化　■エネルギー循環による自立促進）

　人口減少に歯止めをかけるための「定住促進戦略」

　　３ 教育の充実と人材育成

＜地域経済・生活緊急対策を充実＞

　基本施策

　市民との協働

＜緊急防災・減災対策を強化＞

Ⅰ

　　１ 観光を基軸とした産業振興

　　２ 環境保全と生活環境の向上

　　４ 健康増進と福祉の推進

　　５ 暮らしの基盤の整備

Ⅱ



平成２５年度宮津市当初予算（案）　　主要事業の概要

（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

0

平成24年度
当初予算額 部　局　名

◆農商工観連携による６次産業化等の推進
　・【新】農商工観連携推進会議の設置等
　・【拡充】特産品開発等に対する支援
　・【新】大和学園との連携事業の展開

　■ 農商工観学官連携による産業活性化

説明
資料

充
実

魅力ある観光地づくり支援事業 15,194

予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

府 1,900 1,900

区
分

事　　　業　　　名

　■ 観光革命

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

Ｈ24

Ⅰ：＜「みやづビジョン２０１１」を本格化＞

　　　　地域経済力を高めるための「自立循環型経済社会構造への転換戦略」（外貨獲得と域内経済循環）

説明
資料

充
実

農商工観連携推進事業 3,800 産業振興室 Ⅰ－５Ｈ24 2,250

Ｈ24

繰入 15,194

500 産業振興室

◆海の京都に向けて魅力ある観光地づくり
　につながる事業を展開するため、天橋立
　観光協会への観光振興交付金を充実
　※交付割合を５０％から６０％に拡大

Ｈ24 12,530 産業振興室

0

◆細川忠興公・ガラシャ夫人生誕４５０年
　記念事業への支援
　※実行委員会全体事業費；11,950千円の
　　２/３以内で支援

繰入 7,800
充
実

細川忠興公・ガラシャ夫人生誕４５０
年記念事業
　（まちなか観光推進事業）

7,800

産業振興室 Ⅰ－１

Ⅰ－３

Ⅰ－２

充
実

観光革命推進事業 14,251 246
◆宮津市観光の全国ブランド化を目指した
　旅行商品の造成、販売促進、販路開拓等
◆外国人観光誘客に向けた受入体制の整備

Ｈ24 11,650

自立循環室 Ⅰ－４
新
規

宮津マルシェ推進事業 4,000 府 3,500 500

◆道の駅機能の具現化に向けたソフト部分
　の構築
◆浜町地区周辺の賑わいづくりに向けた
　ソフト戦略に係る検討

府 12,076

繰入 1,929

17,810 産業振興室 Ⅰ－６元気な海づくり支援事業 14,756 府 12,900 1,856

◆宮津水産物ブランド化の推進（育成イワ
　ガキ）や水産振興の推進（原木魚礁設置、
　アサリ種苗）に対する支援
◆水産業の担い手育成事業の展開

1



（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

Ⅰ－８Ｈ24 18,160

◆複数集落の地域連携組織による話し合い活
　動や実践活動等への支援（日置・養老)
◆営農活動を継続するために必要な水路等の
　生産基盤整備（日置地区）

区
分

事　　　業　　　名
説明
資料

Ｈ24 71,005

新
規

新エネルギー普及促進事業 6,000

元気な里づくり推進事業
元気な里づくり基盤整備事業

3,800

　■ エネルギー循環による自立促進

事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額

Ｈ24

区
分

1,170

―400 産業振興室

産業振興室

Ｈ24

◆担い手の育成・確保と農地集積の促進

平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

180

0

Ⅰ－７

◆人・農地プランの策定
◆【新】人・農地プラン策定地区（日置地
　　　　区）における農地の利用集積への
　　　　支援

Ⅰ－９

800 府 400

742 府 742

6,582 府 6,402

新
規 元気な営農推進事業

◆人・農地プラン策定地区（日置地区）に
　おける集落営農に係る設備投資への支援

◆「担い手養成実践農場」での研修支援
◆【新】人・農地プラン策定地区（日置地
　　　　区）における青年就農給付金支給
◆【新】新規就農育成事業の展開

Ｈ24 460 産業振興室

充
実 人・農地プラン策定等事業

充
実 新規就農者育成支援事業

Ⅰ－１０

自立循環室

―

部　局　名

自立循環室

充
実

地域農業の元気づくり 8,124 府 7,544 580

―

0 ◆住宅用太陽光発電システム設置への支援

961 産業振興室

501 産業振興室

2,230

分負 400

6,000

府

市債

予　算　額

府 25,000 0
◆竹資源活用型産業の創出
　・竹のカスケード利用によるビジネス
　　モデルの産業化を支援

新産業起こし推進事業 25,000

2



（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

教育委員会 Ⅱ－６
新
規

宝くじドリームベースボール事業 1,200

Ⅱ：＜「みやづビジョン２０１１」を本格化＞

1,200

◆元プロ野球選手との親善試合や指導者
　クリニックの開催
　（平成２５年９月２１日・２２日開催）
　※市制施行６０周年記念プレ事業

平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

　■ ＵＩターンの促進と雇用創出

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

充
実

　■ 健康まちづくりの推進

　　　　人口減少に歯止めをかけるための「定住促進戦略」

5,000
Ｈ24 6,500ＵＩターン推進事業 23,443

特別養護老人ホーム整備費等補助
事業

31,604 Ｈ24

Ｈ24 1,006

52,216

Ⅱ－１自立循環室

2,500

9,026

平成24年度
当初予算額

説明
資料

Ⅱ－３

Ⅱ－２

健康福祉室 Ⅱ－５

健康福祉室

部　局　名

Ⅱ－５

健康福祉室

健康福祉室

天橋立健康ウォーク開催補助事業 2,250 450
◆天橋立を舞台にした健康ウォーキング
　イベントを開催

Ｈ24

Ｈ24

2,500

758

◆インターバル速歩を軸に、ウォーキングを
　中心とした健康づくり運動の推進
　（地区別に「健康広場」の設置等）
　※健康都市づくり会議の開催

26,854
◆特養等福祉施設整備に係る償還金への助成
◆【新】雇用機会拡大補助金の交付
　　　　：9,500千円

1,500

◆ＵＩターンサポートセンターの運営
◆【変更】定住に向けた空き家等改修助成
◆【新】起業支援の充実
◆【新】ふるさと市民制度の創設

◆福祉職場に従事する人材の育成
　・介護員養成講座開催に係る補助や民間
　　が行う講座の受講者への補助
　・【新】介護福祉士等受験対策に係る支援

278
278

◆雇用促進奨励金の交付　など 自立循環室Ｈ24 20,948府 2,600

府 7,173

府 1,800

3,348企業誘致推進事業 5,948 Ⅱ－４

事　　業　　の　　概　　要

充
実

介護人材確保推進事業

区
分

事　　　業　　　名

健康づくり運動推進事業 7,931

予　算　額

4,750

府 16,943

3,056

府

繰入

諸

府

3



（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 6,295
府 12,783

分負 3,721

教育委員会 Ⅱ－１１

平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

新
規

宮津小学校校舎改築等検討事業 500 500
◆宮津小学校校舎改築等に向け、保護者・
　地域住民等が参画する検討委員会を設置

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

Ⅱ－７
諸 6,000

◆スポーツ活動の拠点である市民体育館の
　整備（バスケットゴールの更新）
　※プロバスケットボールリーグの誘致
　　（平成２６年３月開催）

Ｈ24 7,200 教育委員会
充
実

市民体育館整備事業 8,000
市債 2,000

0

部　局　名事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額
説明
資料

　■ 子育て・教育環境の充実

姉妹友好都市交流事業 2,700 2,366 Ⅱ－１０繰入 2,200 500
◆姉妹都市との交流事業の実施
　※平成２４年度から再開した青少年派遣
　　交流事業を継続して実施

Ｈ24 企画総務室

Ｈ24

Ｈ24

Ｈ24

8,675

健康福祉室

健康福祉室

健康福祉室

700
◆次期計画（平成２７年度）策定に向けた
　子ども・子育て支援会議の設置等

Ⅱ－９

27,606 健康福祉室 Ⅱ－８

健康福祉室 ―

◆地域子育て支援拠点（島崎、亀ヶ丘）運営

新
規

子ども・子育て支援事業計画策定準
備事業

700

5,630 府

充
実

子育て支援充実事業 32,078 9,279 ◆子育て支援事業の一層の充実 Ｈ24

5,630 0
◆地域で子育てをサポートする体制の整備
　※ペップキッズガーデンの拡充等

新
規

地域子育てサポート事業

地域子育て支援施設運営事業 8,836 国 5,295 3,541 ―

―
ファミリー・サポート・センター事
業

1,622 国 1,000 1,647

のびのび放課後クラブ事業 15,990 5,116

◆のびのび放課後クラブの実施（宮津、上宮
　津、吉津）
◆地域運営の放課後クラブへの支援（由良、
　府中、養老地区）

◆会員間で子どもを預かる相互援助組織の運
　営による、育児と仕事等の両立支援

622

―
府 7,153

分負 3,721
17,284 健康福祉室

4



（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

府 2,944 教育委員会 Ⅱ－１５0
◆学校と地域の連携協力に向けた状況把握
　と学習支援等の協働事業の仕組みづくり

新
規

学校・地域連携支援事業 2,944

教育委員会 Ⅱ－１３

教育委員会 Ⅱ－１４23,752

◆経済的理由により就学困難な児童・生徒や
　特別支援教育を受ける児童・生徒の保護者
　の経済的負担の軽減（学用品費、修学旅行
　費等の支給）

Ｈ24

Ｈ24 5,490

◆教育上特別な支援が必要な児童・生徒の
　学習支援等を行う「特別支援教育支援員」
　の配置及び教育活動費
◆【新】英語検定料の補助

就学児童援助事業
就学生徒援助事業

24,949
国 341

12,305
府 12,303

Ｈ24 41,762

教育委員会5,010
◆教育相談室「こころのまど」及び適応指導
　教室「こころのひろば」に係る相談員を配
　置

充
実

教育支援センター事業 5,730 府 720 Ⅱ－１２

小学校教育振興事業
中学校教育振興事業

29,370
国 660

24,107
4,603府

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

5



（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 1,897

市債 35,000

繰入 2,000

国 2,975
分負 645
使手 680

Ⅲ：＜緊急防災・減災対策を強化＞

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

充
実

漁港管理事業 4,300 0
◆漁港維持のための修繕・改修の実施
　・栗田（小田宿野）漁港での桟橋修繕
　・島陰漁港での落石防止柵設置　　など

Ｈ24 800 産業振興室

Ⅲ－２
新
規

橋梁長寿命化整備事業 20,000
市債 8,000

◆橋りょうの長寿命化に向けた整備 建   設   室
国 12,000

0

充
実

河川整備事業 51,000 2,000

◆地域住民の生命及び財産の保全を図るため
　の河川の整備
　※天橋地区の浸水対策のためのだんご川
　　の整備

国 40,000

市債 9,000

建   設   室

Ｈ24 17,000 建   設   室 Ⅲ－３

充
実

急傾斜地崩壊対策事業 12,000
市債 10,800

0 6,000
◆小田宿野地区及び里波見地区、日ケ谷地区
　における急傾斜地崩壊対策事業の実施

Ｈ24
諸 1,200

建   設   室
充
実

住宅耐震化促進事業 9,610

市債

府 3,270
3,255

◆木造住宅耐震診断への支援
◆木造住宅改修助成制度による耐震化及び
　リフォーム工事への支援

Ｈ24 510
国 3,085

充
実

宮津与謝消防組合分担金 366,205 企画総務室23,900 342,305
◆宮津与謝消防組合への分担金
　※１市２町共同での災害時備蓄物資の充実
　※救助工作車の更新　など

◆原子力災害に係る避難マニュアルの配布等
◆総合防災訓練・原子力災害避難訓練の実施
◆【新】情報伝達ツールの整備と活用充実
◆【新】防災行政無線のデジタル化への更新
◆地域の防災・減災ソフト活動への支援

充
実

防災体制強化事業
防災施設整備事業

40,794 1,897

Ｈ24 341,280

Ｈ24 3,582 企画総務室 Ⅲー１

6



（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 104,429

府 49,855

市債 258,800

その他 82,356

充
実

緊急雇用対策事業 125,044

◆震災の影響等による失業者等の雇用機会
　を創出
　（１４事業、新規雇用：２０人）

平成24年度
当初予算額

Ⅳ：＜地域経済・生活緊急対策を充実＞

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要 部　局　名
説明
資料

産業振興室57,909 府 57,909 0

Ｈ24 145,995 産業振興室 Ⅳ－３

◆住宅用太陽光発電システム設置への支援

687,533
地域経済活性化につながる
暮らしの基盤整備

25,000

新
規

新
規

起業支援型地域雇用創造事業

震災等緊急雇用対応事業

産業振興室 ―

―

継
続

重点分野雇用創出事業 42,135 府 42,135 0 Ｈ24 129,280
◆介護、農林水産等成長が期待される分野
　での新たな雇用機会を創出
　（９事業、新規雇用：１６人）

府 125,044 0
◆国の重点分野雇用創造事業等を活用した
　緊急雇用対策の実施

府 25,000 0
◆地域に根ざした事業の起業等を支援する
　とともに、新たな雇用機会を創出
　（１事業、新規雇用：５人）

産業振興室 ―

Ⅳ－２

◆木造住宅耐震診断への支援
◆木造住宅改修助成制度による耐震化及び
　リフォーム工事への支援府 3,270

510

新
規

公共下水道接続助成制度の創設
　（公共下水道施設整備事業
　　＜下水道事業特別会計＞）

充
実

建   設   室

市債 6,000 0

国 3,085
3,255 Ｈ24

新
規

浄化槽設置助成制度の充実
　（浄化槽補助事業）

1,000

新
規

住宅用太陽光発電システム設置
助成制度の創設
　（新エネルギー普及促進事業）

6,000

500
◆浄化槽の設置補助
　※【新】６５歳以上の世帯への上乗せ
　　　　　補助制度を創設

Ⅳ－１

上下水道室

9,610

2,400

192,093

0

◆２４年度３月補正予算での前倒しも合わ
　せて、地域経済活性化につながる暮らし
　の基盤整備を充実
　※２４年度３月補正予算（追加提案）で、
　　１０事業・約７.５億円程度を追加予定

◆公共下水道の接続促進
　※【新】６５歳以上の世帯への接続補助
　　　　　制度(供用開始３年以内)を創設使手 1,700

府 500

国 700

木造住宅耐震改修・リフォーム
助成制度の継続実施
　（住宅耐震化促進事業）

Ｈ24 662,188

自立循環室

上下水道室

7



（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 192,375
府 2
諸 3,400

◆福祉職場に従事する人材の育成
　・介護員養成講座開催に係る補助や民間
　　が行う講座の受講者への補助
　・【新】介護福祉士等受験対策に係る支援

Ｈ24

平成24年度
当初予算額

1,006

区
分

事　　　業　　　名 部　局　名
説明
資料

充
実

介護人材確保推進事業 3,056 健康福祉室
繰入 2,500

予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

府 278
278

企業誘致推進事業 5,948 府 2,600 3,348 ◆雇用促進奨励金の交付　など Ｈ24 20,948 自立循環室

くらしの資金貸付事業 3,000 健康福祉室諸 3,000 0
◆生活の不安定な世帯への生活資金の貸付
　※派遣切りや雇い止め等による離職者に
　　対する貸付限度額の拡大を継続

◆生活困窮者に対する必要最低限の生活の
　保障
◆自立に向けたサポートの実施

Ｈ24

Ｈ24 3,000

交通遺児激励金支給事業 52 繰入 52 0 ◆交通遺児に対する激励金の支給 52 市   民   室

270,000 健康福祉室

犯罪被害者等支援事業 100 企画総務室100
◆犯罪被害者等支援としての遺族見舞金及び
　傷害見舞金の支給

災害救助事業 566 健康福祉室諸 466 100
◆災害見舞金の支給
◆災害援護資金貸付金に対する利子補給

ひとり親家庭等支援事業 87

府 5,384

Ｈ24 87 健康福祉室国 38 49

市   民   室

就学児童援助事業
就学生徒援助事業

24,949
国 341

12,305

Ｈ24

教育委員会

5,916
◆母子家庭等の児童・生徒の医療費助成
　※平成２５年８月診療分から父子家庭に
　　ついても助成の対象となる

Ｈ24 589

Ｈ24 100

Ｈ24

府 12,303
Ｈ24

◆経済的理由により就学困難な児童・生徒や
　特別支援教育を受ける児童・生徒の保護者
　の経済的負担の軽減（学用品費、修学旅行
　費等の支給）

23,752

10,500ひとり親家庭医療費支給事業 11,300

◆自立支援教育訓練給付金の支給等

生活保護費給付事業 259,000 63,223

府 4,750 26,854
◆特養等福祉施設整備に係る償還金への助成
◆【新】雇用機会拡大補助金の交付
　　　　：9,500千円

特別養護老人ホーム整備費等補助
事業

31,604 Ｈ24 52,216 健康福祉室
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

新
規

北前船港町まちづくり
プロジェクト

◆北前船港町まちづくりプロジェクト
　の推進

300
府 4,257

繰入 10,100

府 750

14,657

Ｈ24 3,000市内遺跡発掘調査事業 3,000 750
◆市内遺跡発掘調査の実施
　（平成２１年度～平成２５年度）
　　・難波野遺跡　・成相寺旧境内

国 1,500

新
規

新
規

雪舟「天橋立図」まちづくり
プロジェクト

新
規

海の京都・天橋立まちづくり事業

充
実

魅力ある観光地づくり支援事業

- ―6,650 3,150
国 2,750

府 750

充
実

文化的景観保護推進事業 2,500 国 1,250 1,250
◆国の重要文化的景観の選定に向けた保存
　計画の策定等

◆雪舟「天橋立図」まちづくりプロジェクト
　の推進

海の京都・天橋立まちづくり
プロジェクト

16,194 繰入 15,194 1,000
◆海の京都・天橋立まちづくりプロジェクト
　の推進

- ―

◆海の京都に向けて魅力ある観光地づくり
　につながる事業を展開するため、天橋立
　観光協会への観光振興交付金を充実
　※交付割合を５０％から６０％に拡大

1,000 建   設   室1,000
◆天橋立駅周辺（文珠地区）の景観整備の
　推進

Ｈ24

平成24年度
当初予算額

Ⅴ：＜『海のみやこの物語』をスタート＞

部　局　名

産業振興室

―

教育委員会

企画総務室

Ⅴ－３

Ⅴ－４

Ⅴ－２

1,500

府 3,457

繰入

説明
資料

Ⅴ－１

企画総務室 Ⅴ－６

教育委員会 Ⅴ－５

充
実

まちなか観光推進事業

5,257
新
規

北前船港町まちづくり事業

9,400

事　　　業　　　名 予　算　額

15,194

300

-

Ｈ24 2,100

◆北前船に関する歴史・文化資料調査研究
　※京都府立大学との連携事業
◆北前船まちづくり委員会の設置と寄港地
　とのネットワークづくり

0

◆宮津まちなか観光推進協議会への「和火」
　の開催等に係る支援
◆細川忠興公・ガラシャ夫人生誕４５０年
　記念事業への支援

Ｈ24 2,000 教育委員会

1,150

◆丹後建国１３００年を契機に府中地区を
　中心に歴史を活かしたまちづくりを推進
　・記念講演会や歴史ウォークの実施
　・記念事業実行委員会への負担金

新
規

丹後建国１３００年記念事業 1,150

15,194 0

事　　業　　の　　概　　要

繰入

区
分

12,530 産業振興室

府 800

繰入 8,600
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平成２５年度宮津市当初予算（案）　　主要事業の概要

（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

Ｈ24 9,960 産業振興室府 900 900
◆複数集落の地域連携組織による話し合い
　活動や実践活動等への支援（日置・養老)

元気な里づくり推進事業 1,800

繰入 1,000
◆中山間地域に対する直接支払交付金 Ｈ24 45,477 産業振興室

産業振興室

中山間地域等直接支払交付金事業 45,496
府 34,193

10,303

6,851
◆農道・水路等の日常管理等への支援
◆農道・水路の維持に対する支援
◆環境保全型農業等への支援

Ｈ24 6,788

諸 100

農地・水・環境保全向上対策事業 7,395 府 544

4,207 産業振興室地産地消促進事業 4,117
府 2,008

2,009
◆宮津まごころ市の設置
◆宮津ええもん市の開催支援
◆地元農産物の給食利用促進支援

Ｈ24

Ｈ24 3,138 産業振興室2,981 ◆シルバー人材センターの運営助成
宮津与謝広域シルバー人材セン
ター運営補助事業

2,981

自立循環室
新
規

宮津マルシェ推進事業 4,000 府 3,500 500

◆道の駅機能の具現化に向けたソフト部分
　の構築
◆浜町地区周辺の賑わいづくりに向けた
　ソフト戦略に係る検討

Ｈ24 20,948 自立循環室府 2,600 3,348 ◆雇用促進奨励金の交付　など企業誘致推進事業 5,948

71,005 自立循環室新産業起こし推進事業 25,000 府 25,000 0
◆竹資源活用型産業の創出
　・竹のカスケード利用によるビジネス
　　モデルの産業化を支援

Ｈ24

　１ 観光を基軸とした産業振興

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

＜「みやづビジョン２０１１」を本格化＞

　　基本施策・市民との協働
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

Ｈ24 1,224 産業振興室1,224 ◆丹後縦貫林道等の維持管理林道等維持管理事業 1,224

10,374 産業振興室
充
実

有害鳥獣対策事業 11,409 府 7,715 3,694
◆有害鳥獣駆除に係る委託経費
◆電気柵等の設置に対する支援
◆埋設処分に対する交付金支援　　など

Ｈ24

Ｈ24 1,002 産業振興室緑の担い手等支援事業 1,100 府 632 468 ◆林業従事者に対する社会保険料等への助成

◆農林漁業資金償還補助 Ｈ24 82 産業振興室

分負 400

農業基盤整備支援事業 23 23

Ｈ24 8,200 産業振興室
府 1,330

270
◆営農活動を継続するために必要な水路等の
　生産基盤整備（日置地区）

元気な里づくり基盤整備事業 2,000

50 産業振興室畜産業経営安定化対策事業 50 府 7 43 ◆飼料作物生産への支援 Ｈ24

Ｈ24 2,600 産業振興室府 2,600 0 ◆経営所得安定対策の推進経営所得安定対策推進事業 2,600

501 産業振興室
充
実

人・農地プラン策定等事業 742 府 742 0

◆人・農地プランの策定
◆【新】人・農地プラン策定地区（日置地
　　　　区）における農地の利用集積への
　　　　支援

Ｈ24

Ｈ24 184 産業振興室277
◆地域特産品生産農家の経営安定と産地育成
　を図るための価格安定制度の運用

ふるさと産品等価格安定事業 277

460 産業振興室
充
実

新規就農者育成支援事業 6,582 府 6,402 180

◆「担い手養成実践農場」での研修支援
◆【新】人・農地プラン策定地区（日置地
　　　　区）における青年就農給付金支給
◆【新】新規就農育成事業の展開

Ｈ24

産業振興室府 400 400
◆人・農地プラン策定地区（日置地区）に
　おける集落営農に係る設備投資への支援

新
規

元気な営農推進事業 800

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 2,975
分負 645
使手 680

Ｈ24 520 産業振興室府 260 260
◆宮津市の特産品を活かした「ふるさと産
　品」開発事業所の運営

ふるさと産品開発事業所管理運営
事業

520

2,041 産業振興室中小企業等制度融資事業 979 979 ◆中小企業等の制度融資に対する利子補給 Ｈ24

Ｈ24 2,250 産業振興室府 1,900 1,900

◆農商工観連携による６次産業化等の推進
　・【新】農商工観連携推進会議の設置等
　・【拡充】特産品開発等に対する支援
　・【新】大和学園との連携事業の展開

充
実

農商工観連携推進事業 3,800

820 産業振興室魅力ある商いのまちづくり支援事業 450 450 ◆商店街等における空き店舗対策への支援 Ｈ24

Ｈ24 3,600 産業振興室3,100
◆商工会議所において中小企業者支援や経営
　指導等を行う経営指導員の配置への支援

商工会議所小規模指導助成事業 3,100

諸 253

◆宮津与謝消費生活センター（平成２３年４
　月１日設置）の運営 Ｈ24 6,591 産業振興室

産業振興室

消費者行政活性化事業 4,551
府 4,108

190

0
◆漁港維持のための修繕・改修の実施
　・栗田（小田宿野）漁港での桟橋修繕
　・島陰漁港での落石防止柵設置　　など

Ｈ24 800
充
実

漁港管理事業 4,300

935 産業振興室環境・生態系保全活動支援事業 935 府 300 635
◆藻場等の機能維持・回復につながる保全
　活動への支援

Ｈ24

Ｈ24 17,810 産業振興室府 12,900 1,856

◆宮津水産物ブランド化の推進（育成イワ
　ガキ）や水産振興の推進（原木魚礁設置、
　アサリ種苗）に対する支援
◆水産業の担い手育成事業の展開

元気な海づくり支援事業 14,756

839 産業振興室森林整備事業 839 府 419 420 ◆市有林における造林・保育施業の実施 Ｈ24

Ｈ24 13,000 産業振興室市債 13,000 0
◆府が実施する丹後縦貫林道の拡幅改良工事
　に係る一部負担金
　（角突山線他の局部改良）

丹後縦貫林道リフレッシュ事業 13,000

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

150 産業振興室郷土芸能保存伝承補助事業 150 150 ◆郷土芸能の保存伝承に対する支援 Ｈ24

Ｈ24 12,530 産業振興室
充
実

魅力ある観光地づくり支援事業 15,194 繰入 15,194 0

◆海の京都に向けて魅力ある観光地づくり
　につながる事業を展開するため、天橋立
　観光協会への観光振興交付金を充実
　※交付割合を５０％から６０％に拡大

◆丹後きものまつりin天橋立開催支援 Ｈ24 400 産業振興室

産業振興室

丹後きものまつりin天橋立開催補助
事業

400 繰入 400 0

0 ◆宮津燈籠流し花火大会開催支援 Ｈ24 7,000

繰入 8,600

宮津燈籠流し花火大会補助事業 7,000 繰入 7,000

2,100 産業振興室
充
実

まちなか観光推進事業 9,400
府 800

0

◆宮津まちなか観光推進協議会への「和火」
　の開催等に係る支援
◆細川忠興公・ガラシャ夫人生誕４５０年
　記念事業への支援

Ｈ24

Ｈ24 25,601 産業振興室財 1 25,323 ◆入湯税の一部について観光振興基金へ積立観光振興基金積立金 25,324

◆計画的に実施している大江山スキー場施設
　改修

Ｈ24 1,800 産業振興室

産業振興室

観光施設指定管理料 1,000 1,000

580 ◆丹後由良海水浴場等の安全対策の強化

繰入 1,929

新
規

海水浴場緊急安全対策事業 580

11,650 産業振興室
充
実

観光革命推進事業 14,251
府 12,076

246
◆宮津市観光の全国ブランド化を目指した
　旅行商品の造成、販売促進、販路開拓等
◆外国人観光誘客に向けた受入体制の整備

Ｈ24

Ｈ24 400 産業振興室府 140 140
◆京都市の堀川商店街で丹後２市２町で連携
　して展開する特産品販売等ショップ「ホッ
　と丹後」の運営への支援

丹後地域特産品販売開拓事業 280

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 6,950
府 9,509

市債 11,200
使手 24

市　民　室
産業振興室

新
規

海岸漂着物回収・処理事業 1,500 府 1,500 0
◆宮津市管理海岸における海岸漂着物の
　回収・処理

◆し尿の収集運搬に係る経費 Ｈ24 102,270 市   民   室

市   民   室 Ⅵ－４

し尿収集運搬事業 99,249 使手 98,228 1,021

54,514
◆新たなごみ処理施設の整備・運営を行う
　宮津与謝環境組合（平成２５年４月１日
　設立予定）への分担金

諸 2,182

新
規

宮津与謝環境組合分担金 54,514

4,364 市   民   室リサイクル等活動費助成事業 4,364
府 1,091

1,091
◆資源ごみリサイクル報奨金の交付
◆資源ごみ回収活動報奨金の交付
◆環境美化事業への支援

Ｈ24

Ｈ24 154,795 市   民   室ごみ等収集運搬処分事業 148,427 使手 44,700 103,727 ◆ごみ等の収集運搬処分に係る経費

充
実

浄化槽補助事業 40,289 12,606

◆浄化槽の設置補助
　※【新】６５歳以上の世帯への上乗せ
　　　　　補助制度を創設
◆浄化槽の維持管理補助

Ｈ24 35,964 上下水道室

Ｈ24 2,174 企画総務室 Ⅵ－３世界遺産登録推進事業 1,891 1,891
◆京都府・１市２町による天橋立世界遺産
　登録の推進
◆天橋立を世界遺産にする会への補助

◆住宅用太陽光発電システム設置への支援 自立循環室

繰入 600

新
規

新エネルギー普及促進事業 6,000 市債 6,000 0

自立循環室 Ⅵ－２
府 4,387

0

◆第２期宮津市地球温暖化防止計画「みやづ
　環の地域づくり行動計画」の推進
　・推進ネットワーク組織の立ち上げ
　・資源循環型社会創出プロジェクトの展開

新
規

地球温暖化防止計画推進事業 4,987

3,400 財　 務   室 Ⅵ－１
充
実

エコ庁舎の推進
（庁舎等整備事業）

21,000 国 6,999 14,001
◆市役所庁舎における地球温暖化対策等を
　推進するため、蛍光灯のＬＥＤ化や外壁
　の断熱化等の整備を実施

Ｈ24

　２ 環境保全と生活環境の向上

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 160,700
市債 197,300
その他 1,600

国 14,793
市債 132,500
その他 9,474

国 14,793
市債 48,300
その他 74

5,500 上下水道室 ―63,167 0
◆養老・日ヶ谷簡易水道の統合
　（平成２４年度～平成２８年度）

Ｈ24
養老・日ヶ谷簡易水道統合整備
事業

―
その他 9,400

◆滝馬浄水場の大規模改修
　（平成２３年度～平成２６年度）

Ｈ24 90,900 上下水道室93,600
市債 84,200

0浄水場大規模改修事業

199,447 上下水道室 Ⅵ－６

上下水道室

水道施設整備事業
＜簡易水道事業特別会計＞
＜水道事業会計＞

156,767 0 ◆水道施設整備 Ｈ24

公共下水道施設整備事業
＜下水道事業特別会計＞

359,600 0
◆公共下水道の整備促進
　※【新】６５歳以上の世帯への接続補助
　　　　　制度(供用開始３年以内)を創設

Ｈ24 409,000

◆国の重要文化的景観の選定に向けた保存
　計画の策定等

Ｈ24 2,000 教育委員会

市債 4,500

充
実

文化的景観保護推進事業 2,500 国 1,250 1,250

Ｈ24 5,601 建   設   室 Ⅵ－５
国 6,250

1,850
◆宮津市まち景観形成協議会を中心とした景
観まちづくりの推進、街なみ環境の整備

充
実

景観まちづくり推進事業 12,600

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

Ｈ24 9,750 教育委員会4,870
◆上宮津小学校の非常階段改修をはじめと
　した小学校の施設整備

小学校施設整備事業 4,870

540 教育委員会 Ⅵ－７
スクールガード・リーダーの配置
　（教育委員会事務局経費）

550 府 360 190

◆各地域の子ども・地域安全見守り隊の取組
　を支援するため、スクールガード・リーダ
　ー（警察官ＯＢ等の防犯の専門家）を２名
　配置

Ｈ24

Ｈ24 31,000 教育委員会府 3,498 34,952

◆スクールバス運行に係る経費
（【新】栗田小・由良小再編に係る経費、
　波見線、日ヶ谷線、田井線、島陰新宮線
　の一般混乗型の運行委託に係る経費）

充
実

スクールバス運行事業 38,450

6,824 教育委員会私立幼稚園振興助成事業 5,503 国 1,066 4,437
◆私立幼稚園の幼児の保護者の経済的負担の
　軽減（就園奨励費補助金による支援等）

Ｈ24

Ｈ24 5,490 教育委員会府 720 5,010
◆教育相談室「こころのまど」及び適応指導
　教室「こころのひろば」に係る相談員を配
　置

充
実

教育支援センター事業 5,730

8,175 教育委員会英語指導事業 8,365 繰入 8,000 365
◆英語教育の充実を図るため、小・中学校に
　英語指導助手（ＡＥＴ）を２名配置

Ｈ24

Ｈ24 432 市   民   室市民相談事業 432 432
◆法律相談をはじめとした市民からの相談
　業務に係る経費

◆姉妹都市との交流事業の実施
　※平成２４年度から再開した青少年派遣
　　交流事業を継続して実施

Ｈ24 2,366 企画総務室

繰入 100

姉妹友好都市交流事業 2,700 繰入 2,200 500

Ｈ24 188 市   民   室
府 80

7
◆宮津市連合婦人会等と協働で宮津女性ネッ
　トワーク会議や講演会の開催に係る経費

男女共同参画推進事業 187

3,202 企画総務室広報活動事業 3,202 諸 730 2,472
◆広報誌の発行
◆激励と祝福の懸垂幕の掲出　など

Ｈ24

　３ 教育の充実と人材育成

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

Ｈ24 1,106 教育委員会府 45 766
◆人権教育に係る講座の開設
◆企業人権教育推進協議会への支援　など

人権教育推進事業 811

194 教育委員会障害者教育推進事業 184 184 ◆障害者青年学級の開催　など Ｈ24

Ｈ24 309 教育委員会302 ◆老人大学の開催経費　など高齢者教育推進事業 302

316 教育委員会青少年教育推進事業 305 305
◆中学生の主張大会、成人式の開催経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

Ｈ24

教育委員会
新
規

学校・地域連携支援事業 2,944 府 2,944 0
◆学校と地域の連携協力に向けた状況把握
　と学習支援等の協働事業の仕組みづくり

◆遠距離通学する児童・生徒の通学費に係る
　保護者の経済的負担の軽減（定期代等の補
　助）

Ｈ24 1,380 教育委員会

府 12,303

遠距離通学児童援助事業
遠距離通学生徒援助事業

1,547 1,547

Ｈ24 23,752 教育委員会
国 341

12,305

◆経済的理由により就学困難な児童・生徒や
　特別支援教育を受ける児童・生徒の保護者
　の経済的負担の軽減（学用品費、修学旅行
　費等の支給）

就学児童援助事業
就学生徒援助事業

24,949

府 547

◆教育上特別な支援が必要な生徒の学習
　支援等を行う「特別支援教育支援員」
　の配置及び教育活動費
◆【新】英語検定料の補助

Ｈ24 21,353 教育委員会

教育委員会

中学校教育振興事業 9,132
国 290

8,295

1,530
◆宮津中学校の高圧受電設備改修をはじめ
　とした中学校の施設整備

Ｈ24 3,700

府 4,056

中学校施設整備事業 1,530

20,409 教育委員会小学校教育振興事業 20,238
国 370

15,812
◆教育上特別な支援が必要な児童の学習
　支援等を行う「特別支援教育支援員」
　の配置及び教育活動費

Ｈ24

教育委員会500
◆宮津小学校校舎改築等に向け、保護者・
　地域住民等が参画する検討委員会を設置

新
規

宮津小学校校舎改築等検討事業 500

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

教育委員会250
◆９年ぶりに丹後地域で開催される関西
　学生対校駅伝競走大会への支援
　（平成２５年１１月２４日開催）

新
規

関西学生対校駅伝競走大会事業 250

教育委員会
新
規

宝くじドリームベースボール事業 1,200 1,200

◆元プロ野球選手との親善試合や指導者
　クリニックの開催
　（平成２５年９月２１日・２２日開催）
　※市制施行６０周年記念プレ事業

Ｈ24 3,636 教育委員会3,793
◆京都府民総合体育大会等における競技力
　向上に係る支援
◆宮津市体育協会への支援　など

競技スポーツ推進事業 3,793

418 教育委員会子どもスポーツ推進事業 413 413

◆マーチングバンド・スポーツ少年団活動へ
　の支援
◆少年少女ヨット教室、小学生陸上競技大会
　等の開催

Ｈ24

Ｈ24 580 教育委員会生涯スポーツ推進事業 682 682
◆スポーツ推進委員の設置
◆巡回ニュースポーツ教室の開催
◆総合型地域スポーツクラブへの支援

◆文化財説明板の更新 Ｈ24 160 教育委員会

府 750

文化財活用事業 160 160

Ｈ24 3,000 教育委員会市内遺跡発掘調査事業 3,000
国 1,500

750
◆市内遺跡発掘調査の実施
　（平成２１年度～平成２５年度）
　　・難波野遺跡　・成相寺旧境内

◆保育所・幼稚園・小学校への訪問等を行っ
　ている「はまなす文庫」の運行に係る経費

Ｈ24 984 教育委員会

繰入 950

移動図書館管理運営事業 931 931

教育委員会 Ⅵ－８
市債 2,800

550
◆日ケ谷地区公民館のトイレ改修をはじめ
　とした公民館の施設整備

新
規

公民館整備事業 4,300

1,369 教育委員会公民館活動推進事業 1,351 1,351
◆地区公民館等活動や中央公民館事業に係る
　経費

Ｈ24

Ｈ24 296 教育委員会372 ◆地方（じかた）体験講座の実施　など文化振興推進事業 372

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

諸 6,000
Ｈ24 7,200 教育委員会

市債 2,000
0

◆スポーツ活動の拠点である市民体育館の
　整備（バスケットゴールの更新）
　※プロバスケットボールリーグの誘致
　　（平成２６年３月開催）

充
実

市民体育館整備事業 8,000

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

府 5,370

◆身体の機能障害の除去・軽減を行って、
　日常生活に適応することを目的とした
　医療の提供
　※【新】育成医療の支給認定等

Ｈ24 23,054 健康福祉室

府 130,952

自立支援医療給付事業 18,843
国 7,548

5,925

Ｈ24 487,991 健康福祉室 Ⅵ－９
国 259,796

133,752 ◆障害福祉サービス費等の支給
障害福祉サービス費支給事業
障害児給付費等支給事業

524,500

1,354 健康福祉室障害者福祉施設整備費補助事業 1,335 1,335
◆障害者福祉施設整備に伴う借入金の償還に
　対する支援

Ｈ24

Ｈ24 3,000 健康福祉室くらしの資金貸付事業 3,000 諸 3,000 0
◆生活の不安定な世帯への生活資金の貸付
　※派遣切りや雇い止め等による離職者に
　　対する貸付限度額の拡大を継続

◆離職者に生活の場を確保するための住宅
　手当の支給

Ｈ24 569 健康福祉室

繰入 2,500

住宅手当緊急特別措置事業 559 府 559 0

Ｈ24 1,006 健康福祉室
府 278

278

◆福祉職場に従事する人材の育成
　・介護員養成講座開催に係る補助や民間
　　が行う講座の受講者への補助
　・【新】介護福祉士等受験対策に係る支援

充
実

介護人材確保推進事業 3,056

10,740 健康福祉室社会福祉協議会運営補助事業 10,740 10,740
◆社会福祉協議会が行う社会福祉活動への
　支援

Ｈ24

Ｈ24 7,551 健康福祉室府 5,126 2,787
◆民生児童委員の地域での助け合い活動等
　への支援
　※任期満了に伴う推薦会の開催

民生児童委員活動促進事業 7,913

100 企画総務室犯罪被害者等支援事業 100 100
◆犯罪被害者等支援としての遺族見舞金及び
　傷害見舞金の支給

Ｈ24

Ｈ24 52 市   民   室繰入 52 0 ◆交通遺児に対する激励金の支給交通遺児激励金支給事業 52

平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

　４ 健康増進と福祉の推進
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 4,762
府 2,580
諸 84

Ｈ24 2,435 健康福祉室府 1,610 807
◆高齢者の生きがいづくりのための老人
　クラブ活動への支援

老人クラブ等助成事業 2,417

852 健康福祉室高齢者在宅生活支援事業 827 府 420 407
◆高齢者の在宅生活に必要な日常生活用具等
　の支給

Ｈ24

Ｈ24 2,675 健康福祉室2,830 ◆地域ぐるみでの敬老活動に対する支援敬老事業 2,830

27,086 健康福祉室老人ホーム入所措置事業 25,886 諸 4,537 21,349
◆居宅での生活が困難な老人に対する養護
　老人ホームへの入所措置

Ｈ24

Ｈ24 34,900 市   民   室府 18,545 18,555
◆後期高齢者医療制度対象の重度心身障害者
　の医療費の助成

重度心身障害老人健康管理費支給
事業

37,100

36,300 市   民   室重度心身障害児者医療費支給事業 37,900 府 18,284 19,616 ◆75歳未満の重度心身障害者の医療費の助成 Ｈ24

Ｈ24 19,320 健康福祉室特別障害者手当等給付事業 19,131 国 13,718 5,413
◆常時特別の介護を必要とする在宅の重度障
　害者に対する手当の支給等

◆外出困難な障害者に対する交通費の助成等 Ｈ24 945 健康福祉室

府 170

自立促進事業 938 938

Ｈ24 763 健康福祉室
国 339

255
◆障害者の社会参加を促進するためのコミ
　ュニケーション支援、生活訓練等の実施

社会参加促進事業 764

20,212 健康福祉室

府 3,265

地域生活支援事業 19,910 12,484
◆障害者の地域社会での自立した生活を
　サポート
　（相談、地域活動、移動支援等）

Ｈ24

Ｈ24 16,932 健康福祉室
国 6,493

4,268
◆障害者の日常生活を容易にするための
　用具等を給付

補装具給付事業
日常生活用具給付事業

14,026

平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 96
府 48

分負 86

Ｈ24 8,675 健康福祉室地域子育て支援施設運営事業 8,836 国 5,295 3,541 ◆地域子育て支援拠点（島崎、亀ヶ丘）運営

◆地域で子育てをサポートする体制の整備
　※ペップキッズガーデンの拡充等

健康福祉室

健康福祉室

新
規

地域子育てサポート事業 5,630 府 5,630 0

51
◆経済的な理由により病院等での出産等が
　困難な妊婦に対する出産経費の助成

Ｈ24 281入院助産実施事業 281

800 健康福祉室介護予防安心住まい推進事業 320 府 320 0
◆要介護状態になるおそれの高い高齢者に
　対する住宅改修費の助成

Ｈ24

Ｈ24 12,162 健康福祉室 Ⅵ－１０府 4,100 5,818
◆高齢者を対象とした宅配による買物支援
　サービスや健康見守りを実施

暮らしの安心サポート事業 9,918

3,593 健康福祉室福祉有償運送活動支援事業 3,562 府 1,781 1,781
◆社協やNPOが障害者や要介護者に対して実
　施する移送サービスへの支援

Ｈ24

Ｈ24 120 健康福祉室120
◆老齢基礎年金を受けることができない
　外国人に対する給付金の支給

在日外国人等高齢者給付金支給事
業

120

52,216 健康福祉室
特別養護老人ホーム整備費等補助
事業

31,604 府 4,750 26,854
◆特養等福祉施設整備に係る償還金への助成
◆【新】雇用機会拡大補助金の交付
　　　　：9,500千円

Ｈ24

健康福祉室76
◆京都府の介護保険返戻地域活性化事業と
　連携したプレミアム商品券発行への支援

新
規

介護保険健康維持奨励事業 76

3,600 健康福祉室介護保険低所得者対策事業 4,823 府 3,617 1,206
◆社会福祉法人による介護保険サービス利用
　者への負担軽減（減免）に対する支援

Ｈ24

Ｈ24 37,000 市   民   室府 27,676 14,224
◆６５歳以上7０歳未満の老人に対する
　医療費の助成

老人医療費支給事業 41,900

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

分負 11,418
使手 18
諸 1,128

国 102,668
府 67,206

市債 30,000
分負 91,892

Ｈ24 10,500 市   民   室ひとり親家庭医療費支給事業 11,300 府 5,384 5,916
◆母子家庭等の児童・生徒の医療費助成
　※平成２５年８月診療分から父子家庭に
　　ついても助成の対象となる

◆自立支援教育訓練給付金の支給等 Ｈ24 87 健康福祉室

分負 3,721

ひとり親家庭等支援事業 87 国 38 49

Ｈ24 17,284 健康福祉室のびのび放課後クラブ事業 15,990
府 7,153

5,116

◆のびのび放課後クラブの実施（宮津、上宮
　津、吉津）
◆地域運営の放課後クラブへの支援（由良、
　府中、養老地区）

◆杉末児童館における児童館活動に係る経費 Ｈ24 1,819 健康福祉室

健康福祉室 Ⅵ－１１

児童館運営事業 1,819 1,819

充
実

民間保育園運営事業
民間保育園整備事業

370,518 78,752
◆民間保育園への保育の実施委託
◆【新】府中保育園の駐車場整備

Ｈ24 340,563

保育所運営事業 103,351 90,787 ◆公立保育所の運営 Ｈ24 115,811 健康福祉室

Ｈ24 76,725 健康福祉室国 24,733 49,563 ◆母子・父子家庭への手当の支給児童扶養手当支給事業 74,296

府 40,177
◆児童手当の支給 Ｈ24 275,310 健康福祉室児童手当支給事業 259,565

国 179,189
40,199

健康福祉室700
◆次期計画（平成２７年度）策定に向けた
　子ども・子育て支援会議の設置等

新
規

子ども・子育て支援事業計画策定準
備事業

700

1,647 健康福祉室ファミリー・サポート・センター事業 1,622 国 1,000 622
◆会員間で子どもを預かる相互援助組織の運
　営による、育児と仕事等の両立支援

Ｈ24

Ｈ24 42,500 市   民   室府 8,452 35,248
◆中学校卒業までの乳幼児・児童・生徒の健
　康保持・増進を図るため、医療費を助成
　（２２年１０月から拡充しているもの）

子育て支援医療費助成事業 43,700

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 192,375
府 2
諸 3,400

国 311
府 155

分負 1

健康福祉室
新
規

診療所整備事業 12,000 府 6,000 6,000
◆府中診療所に水洗化改修をはじめとした
　機能向上整備の実施

◆公共施設に配備しているＡＥＤ（自動体外
　除細動器）に係る経費

Ｈ24 733 健康福祉室

健康福祉室

公共施設ＡＥＤ整備事業 733 府 366 367

1,200

◆府立医大付属北部医療センターや宮津市
　内の医療機関で医師として勤務しようと
　する者に対する研修・修学期間に要する
　資金の貸付

Ｈ24 1,200

使手 60

医師確保対策事業 1,200

5,755 健康福祉室診療所管理事業 6,537
府 3,238

3,239
◆養老診療所・養老歯科診療所、日置診療
　所、由良診療所に対する運営支援

Ｈ24

Ｈ24 5,525 健康福祉室諸 3,190 2,360
◆日曜・祝日・年末年始における外科救急患
　者に対する診療体制の確保

在宅当番医制運営事業 5,550

223 健康福祉室健康づくり推進事業 224 224
◆食生活改善推進員による地域活動に係る
　経費

Ｈ24

Ｈ24 300 健康福祉室

Ⅵ－１２

不妊治療費助成事業 224 府 112 112
◆不妊治療に係る経済的負担の軽減
　（治療の要する費用の一部助成）

新
規

未熟児養育支援事業 687 220
◆身体の発育が未熟な新生児への医療費
　支援等

健康福祉室

Ｈ24 13,290 健康福祉室母子保健事業 12,004 府 240 11,764

◆妊婦健診、新生児・乳幼児健診等の実施
　※妊婦健診については、積極的な受診を
　　図るため、平成２４年度から償還払い
　　を変更し、受診券を交付している

◆災害見舞金の支給
◆災害援護資金貸付金に対する利子補給

Ｈ24 589 健康福祉室

健康福祉室

災害救助事業 566 諸 466 100

63,223
◆生活困窮者に対する必要最低限の生活の
　保障
◆自立に向けたサポートの実施

Ｈ24 270,000生活保護費給付事業 259,000

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 1,324
府 400
諸 3,759

国 16,912
府 8,455

その他 21,561
Ⅵ－１３

充
実

介護保険地域支援事業
＜介護保険事業特別会計＞

46,928 0

◆高齢者が地域で自立した生活ができるよう
　に、相談や介護予防、生活サポートを実施
　※【新】平成25年10月から北部地域包括
　　　　　支援センターを設置：5,000千円

Ｈ24 38,322 健康福祉室

Ｈ24 694 市   民   室
人間ドック助成事業
＜後期高齢者医療特別会計＞

763 その他 763 0 ◆人間ドック受診に対する助成

健康診査等事業 18,288 12,805 ◆各種がん検診に係る検査委託経費　など Ｈ24 16,997 健康福祉室

Ｈ24 1,387 健康福祉室府 846 532
◆健康づくりと生活習慣病の予防を図るため
　の運動教室等の開催、訪問指導の実施等

健康指導事業 1,378

2,205 健康福祉室結核検診事業 2,478 府 1,239 1,239 ◆結核検診に係る検査委託経費 Ｈ24

Ｈ24 50,108 健康福祉室府 3,975 48,298
◆予防接種の実施に係る医療機関等への委託
　等経費

予防接種事業 52,273

2,500 健康福祉室天橋立健康ウォーク開催補助事業 2,250 府 1,800 450
◆天橋立を舞台にした健康ウォーキング
　イベントを開催

Ｈ24

Ｈ24 9,026 健康福祉室府 7,173 758

◆インターバル速歩を軸に、ウォーキングを
　中心とした健康づくり運動の推進
　（地区別に「健康広場」の設置等）
　※健康都市づくり会議の開催

健康づくり運動推進事業 7,931

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

市債 4,000
財 14,467
諸 700

自立循環室6,244 ◆光ファイバー通信サービスの提供 Ｈ24 27,426地域情報化施設管理事業 25,411

176,800 財　 務   室
土地開発公社支援事業
　（短期貸付金）

172,900 諸 172,900 0
◆丹後地区土地開発公社への経営支援のた
　めの短期貸付金

Ｈ24

Ｈ24 595,900 自立循環室諸 595,500 0
◆まちづくり推進機構への経営支援のため
　の短期貸付金

まちづくり推進機構支援事業
　（短期貸付金）

595,500

企画総務室 Ⅵ－１７
新
規

公共交通利用促進事業 5,500 市債 5,500 0

◆丹後地域での広域連携による利用促進事業
　・ＫＴＲ利用団体助成
　・高齢者運転免許自主返納支援
　・高齢者ＫＴＲ２００円レール支援　など

Ｈ24 30,821 企画総務室 Ⅵ－１６府 1,780 31,361
◆地方バス路線（１２路線）の運行維持のた
　めの支援

地方バス路線運行維持対策事業 33,141

12,177 企画総務室 Ⅵ－１５公共交通バリアフリー化支援事業 10,129 府 5,064 5,065
◆宮津駅、天橋立駅へのエレベーター設置
　等に係る償還金への助成

Ｈ24

Ｈ24 117,342 企画総務室 Ⅵ－１５
充
実

北近畿タンゴ鉄道経営支援事業 129,064 市債 30,700 98,364
◆ＫＴＲへの経営支援、施設・設備整備補助
　等の実施

◆北近畿タンゴ鉄道の利用促進を検討・実施
　する協議会への負担金
　（協議会会長：宮津市長）

Ｈ24 150 企画総務室

諸 5,000

北近畿タンゴ鉄道利用促進事業 150 150

Ｈ24 6,500 自立循環室
府 16,943

1,500

◆ＵＩターンサポートセンターの運営
◆【変更】定住に向けた空き家等改修助成
◆【新】起業支援の充実
◆【新】ふるさと市民制度の創設

充
実

ＵＩターン推進事業 23,443

26,172 企画総務室 Ⅵ－１４
充
実

電算機整備事業 28,599 28,599
◆電算システムの整備に係る経費
　※２４年度に基幹業務支援システムに変更
　※【新】事務用パソコンの更新

Ｈ24

　５ 暮らしの基盤の整備

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 2,000
府 47

使手 258

Ｈ24 5,413 建   設   室市営駐車場管理運営事業 5,441 使手 5,441 0

◆宮津駅前、天橋立駐車場の管理
　※宮津駅前駐車場は、平成２４年度より、
　　自動化で２０分以内が無料になるととも
　　に、終日入出場が可能となっている

◆浸水対策のための都市下水路の整備 Ｈ24 11,000 建   設   室

建   設   室 Ⅵ－１９

都市下水路整備事業 11,000 市債 8,200 2,800

6,457
◆宮津都市計画道路網検討委員会による
　都市計画道路の見直し検討の実施　など

Ｈ24 1,980
充
実

都市計画事務事業 8,762

建   設   室
諸 1,200

0
◆小田宿野地区及び里波見地区、日ケ谷地区
　における急傾斜地崩壊対策事業の実施

Ｈ24 6,000

市債 9,000

充
実

急傾斜地崩壊対策事業 12,000
市債 10,800

17,000 建   設   室
充
実

河川整備事業 51,000
国 40,000

2,000

◆地域住民の生命及び財産の保全を図るため
　の河川の整備
　※天橋地区の浸水対策のためのだんご川
　　の整備

Ｈ24

Ｈ24 4,900 建   設   室4,900
◆住民の安全確保のための交通安全施設の
　整備

交通安全施設整備事業 4,900

建   設   室
市債 3,300

1,200 ◆道路等の生活基盤の整備（日置地区） Ｈ24 30,000

市債 8,000

「命の里」生活環境整備事業 13,500
府 9,000

建   設   室
新
規

橋梁長寿命化整備事業 20,000
国 12,000

0 ◆橋りょうの長寿命化に向けた整備

Ｈ24 75,589 建   設   室市債 20,000 889
◆安心・安全で快適な生活環境づくりのため
　の道路の整備　など

道路新設改良事業 20,889

市   民   室 Ⅵ－１８
使手 1,590

9,087
◆火葬場の管理運営に係る経費
　※【新】火葬場の外壁等を改修

Ｈ24 9,848

使手 8,868

充
実

火葬場管理運営事業 19,177
国 8,500

10,267 市   民   室戸籍住民基本台帳管理運営事業 12,750
府 20

3,862 ◆住基・戸籍等の窓口サービスに係る経費 Ｈ24

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国 1,897

市債 35,000

繰入 2,000

その他 7,171
Ｈ24 11,253 建   設   室

つつじが丘団地宅地分譲事業
＜土地建物造成事業特別会計＞

11,221
国 4,050

0 ◆つつじが丘団地の分譲に係る経費

充
実

防災体制強化事業
防災施設整備事業

40,794 1,897

◆原子力災害に係る避難マニュアルの配布等
◆総合防災訓練・原子力災害避難訓練の実施
◆【新】情報伝達ツールの整備と活用充実
◆【新】防災行政無線のデジタル化への更新
◆地域の防災・減災ソフト活動への支援

Ｈ24 3,582 企画総務室

Ｈ24 1,487 企画総務室諸 100 1,380
◆自主防災組織（自衛消防隊）の活動支援
　（資機材の支給等）

自衛消防隊支援事業 1,480

5,062 企画総務室消防団運営事業 4,448 4,448 ◆消防団活動・運営に係る経費 Ｈ24

Ｈ24 341,280 企画総務室市債 23,900 342,305
◆宮津与謝消防組合への分担金
　※１市２町共同での災害時備蓄物資の充実
　※救助工作車の更新　など

充
実

宮津与謝消防組合分担金 366,205

府 3,270

◆木造住宅耐震診断への支援
◆木造住宅改修助成制度による耐震化及び
　リフォーム工事への支援

Ｈ24 510 建   設   室

市債 12,400

充
実

住宅耐震化促進事業 9,610
国 3,085

3,255

Ｈ24 26,300 建   設   室
国 10,170

30
◆市営住宅の環境整備
　（鳥が尾団地の水洗化整備工事）

市営住宅環境整備事業 22,600

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

Ｈ24 12,530 産業振興室繰入 15,194 0

◆海の京都に向けて魅力ある観光地づくり
　につながる事業を展開するため、天橋立
　観光協会への観光振興交付金を充実
　※交付割合を５０％から６０％に拡大

充
実

魅力ある観光地づくり支援事業 15,194

建   設   室
新
規

海の京都・天橋立まちづくり事業 1,000 1,000
◆天橋立駅周辺（文珠地区）の景観整備の
　推進

- ―繰入 15,194 1,000
◆海の京都・天橋立まちづくりプロジェクト
　の推進

新
規

海の京都・天橋立まちづくり
プロジェクト

16,194

113,239 企画総務室市民実践活動施設指定管理料 111,542 繰入 35,600 75,942

◆市民実践活動施設の管理運営
　※市民文化祭・市民卓球大会等を(公財)
　　宮津市民実践活動センターが中心とな
　　り、関係団体等と連携の上で実施

Ｈ24

Ｈ24 20,474 企画総務室府 3,180 18,362
◆自治会活動への支援
◆自治会集会所施設等の整備への補助　など

自治会活動支援事業 21,542

5,000 企画総務室 Ⅵ－２２協働のまちづくり事業 5,000 繰入 5,000 0
◆宮津市まちづくり補助金による、市民の
　まちづくり活動への積極的な支援

Ｈ24

Ｈ24 2,906 企画総務室 Ⅵ－２２繰入 2,600 350
◆地域会議、地域づくり計画策定への支援
◆ふるさと宮津応援寄附に係る経費

市民協働事業 2,950

1,237 企画総務室 Ⅵ－２１職員研修事業 1,430 諸 608 822

◆明るく元気な宮津市役所、市民と一緒に
　考えて行動する市役所職員等を目指した
　人材育成の展開
　※１室１品職員チャレンジ研究の継続実施

Ｈ24

Ｈ24 572 議会事務局 Ⅵ－２０600

◆議会基本条例を踏まえた議会改革の取組み
　の推進
　※インターネットによる動画(録画)配信、
　　一般質問通告一覧表の新聞折込　など

議会改革の取組み
（議会運営事業）

600

平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

　　市民との協働
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財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

- 財　 務   室 Ⅵ－２３

◆財政健全化の取組みの推進
◆「みやづビジョン2011」に向けた財源捻出
◆将来の備えとしての基金の積立てと効果的
　な基金活用
◆平成24年度３月補正予算（追加提案）での
　前倒しも合わせた一体的な事業展開

「財政健全化計画２０１１」の着実な
推進
　（｢みやづビジョン２０１１｣の実現に
　　向けた下支え）

－

＜財政健全化の推進＞

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料

繰入 8,600

◆宮津まちなか観光推進協議会への「和火」
　の開催等に係る支援
◆細川忠興公・ガラシャ夫人生誕４５０年
　記念事業への支援

Ｈ24 2,100 産業振興室

繰入 1,500

充
実

まちなか観光推進事業 9,400
府 800

0

企画総務室
府 3,457

300

◆北前船に関する歴史・文化資料調査研究
　※京都府立大学との連携事業
◆北前船まちづくり委員会の設置と寄港地
　とのネットワークづくり

新
規

北前船港町まちづくり事業 5,257

―
繰入 10,100

300
◆北前船港町まちづくりプロジェクト
　の推進

-

府 750

新
規

北前船港町まちづくり
プロジェクト

14,657
府 4,257

3,000 教育委員会市内遺跡発掘調査事業 3,000
国 1,500

750
◆市内遺跡発掘調査の実施
　（平成２１年度～平成２５年度）
　　・難波野遺跡　・成相寺旧境内

Ｈ24

教育委員会

企画総務室

新
規

丹後建国１３００年記念事業 1,150 1,150

◆丹後建国１３００年を契機に府中地区を
　中心に歴史を活かしたまちづくりを推進
　・記念講演会や歴史ウォークの実施
　・記念事業実行委員会への負担金

◆国の重要文化的景観の選定に向けた保存
　計画の策定等

Ｈ24 2,000 教育委員会

府 750

充
実

文化的景観保護推進事業 2,500 国 1,250 1,250

- ―
国 2,750

3,150
◆雪舟「天橋立図」まちづくりプロジェクト
　の推進

新
規

雪舟「天橋立図」まちづくり
プロジェクト

6,650

区
分

事　　　業　　　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要
平成24年度
当初予算額 部　局　名

説明
資料
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