
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年08月13日

計画の名称 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第２期）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 宮津市

計画の目標 本市が有する自然、歴史及び文化等の資源を活かしながら、快適で魅力的な歩行者空間の創出とネットワーク化による回遊性の向上等を図り、城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくりを目指すとともに、

海の京都観光圏としての整備を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 464  Ａ                 459  Ｂ                   0  Ｃ                   5  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.07 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H26) （H30末） （H32末）

   1 宮津市街地における観光入込客数を289,300人/年（H26年）から327,500人/年（H32年）に増加

宮津市街地における観光入込客数の調査 289300人/年 308400人/年 327500人/年

   2 文珠地区における観光入込客数を925,400人/年（H26年）から1,047,700人/年（H32年）に増加

文珠地区における観光入込客数の調査 925400人/年 986600人/年 1047700人/年

   3 府中地区における観光入込客数を862,100人/年（H26年）から976,000人/年（H32年）に増加

府中地区における観光入込客数の調査 862100人/年 919000人/年 976000人/年

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000235891



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業 A16-001 住宅 一般 宮津市 直接 宮津市 － － 街なみ環境整備事業（宮

津市街地地区）

測量・調査・設計、道路美装

化等

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■         110 －

A16-002 住宅 一般 宮津市 間接 民間等 － － 街なみ環境整備事業（宮

津市街地地区）

協議会等活動助成、街なみ修

景助成

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■          47 －

A16-003 住宅 一般 宮津市 直接 宮津市 － － 街なみ環境整備事業（文

珠地区）

測量・調査・設計、道路美装

化等

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A16-004 住宅 一般 宮津市 間接 民間等 － － 街なみ環境整備事業（文

珠地区）

協議会等活動助成、街なみ修

景助成、空家除去

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■          82 －

A16-005 住宅 一般 宮津市 直接 宮津市 － － 街なみ環境整備事業（府

中地区）

測量・調査・設計、道路美装

化等

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■          75 －

A16-006 住宅 一般 宮津市 間接 民間等 － － 街なみ環境整備事業（府

中地区）

協議会等活動助成、街なみ修

景助成

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■          95 －

 小計         459

1 案件番号： 0000235891



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計         459

2 案件番号： 0000235891



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業 C16-001 住宅 一般 宮津市 間接 民間 － － 伝統的建築物等活用事業 空家、空店舗となった町屋な

どの改修費用等を助成

宮津市  ■           1 －

街なみ環境整備事業の整備とあわせて、空店舗や伝統的な町屋を利活用することで、地域振興や観光振興が期待できる

C16-002 住宅 一般 宮津市 間接 民間 － － 美観電柱事業 電柱の統合、再配置、美観電

柱への変更

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■           2 －

街なみ環境整備事業の整備とあわせて、電柱の統合、再配置や街なみと調和した美観電柱への変更を行うことで、歴史的な街なみ修景が図れる

C16-003 住宅 一般 宮津市 間接 民間 － － 環境整備事業 案内板などの設置等費用を助

成

宮津市  ■  ■  ■  ■           1 －

街なみ環境整備事業の整備とあわせて、案内板等を設置することで、地域住民や観光客の利便性の向上が図れる

C16-004 住宅 一般 宮津市 間接 民間 － － 屋外広告物等助成事業 屋外広告物等の撤去、集約化

費用を助成

宮津市  ■  ■  ■  ■           1 －

街なみ環境整備事業の整備とあわせて、屋外広告物等の撤去、集約化を図ることで、歴史的な街なみ修景が図れる

 小計           5

合計           5

1 案件番号： 0000235891



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30 H31

配分額 (a)                      21                      23                      10                       2

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      21                      23                      10                       2

前年度からの繰越額 (d)                       0                       6                       0                      10

支払済額 (e)                      15                      29                       0                      12

翌年度繰越額 (f)                       6                       0                      10                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000235891



市町村位置図

（参考図面①）【位置図・区域図】

区域又は地区名 宮津市街地・文珠・府中地区

促進区域

天橋立公園

文珠地区　

面積Ａ≒62.3ha

宮津市街地地区

　面積A≒100.5ha

面積A≒6920ha

 

府中地区　面積Ａ≒216ha

面積A≒378.8ha

 

宮津駅

天橋立駅

宮津・天橋立景観計画区域

 



(参考図面②)地域住宅支援

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第２期）

計画の期間 平成28年度　～　令和２年度　（5年間） 宮津市

重要文化財

国登録文化財

府指定文化財

市指定文化財

その他歴史的建造物

交付対象

大久保城跡（桜山公園）

宮津市役所

滝上公園展望台

今林家

尾藤家

　三上家

黒田酒店

平野家

　矢野家如願寺

日吉神社

大頂寺

練製品組合

日吉会館

中村眼科医院

佐藤医院

西山家

田中医院

宮本会館

勘左衛門小路

如願寺川

旧大村家長屋門

茶六本館

清輝楼

四軒町

旧三上家住宅

浪花会館

小川湯

和貴宮神社
カトリック宮津教会

茶六別館

旧前尾邸

聖アンデレ教会

仏性寺

妙照寺

国清寺

見性寺悟真寺無縁寺

真照寺

智源寺

西方寺

栄照院経王寺

本妙寺

金屋谷水路

Ａ１6-001 A16-002

  街なみ環境整備事業

  （宮津市街地地区）

街なみ環境整備事業地区（100.5ha）

　　　　　　　Ａ16-001 街なみ整備事業（道路美装化等(その他大臣事業)）
　整備事業地区内において、当該地区の特質を踏まえた上で、新たな観光散策ルートの設定や、歩行者の安

全確保、地域住環境の整備改善のため、道路等の舗装美装化や側溝の整備、街路灯等の修景などの整備事

業を実施する。

              Ａ16-002 協議会活動助成

　整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及啓

発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業など、

地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。 　　 

　　・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

　　・ 勉強会　・コンサルタント派遣　・ 資料収集　  等

　　　　　　Ａ16-002 街なみ整備助成事業（修景施設整備）
　整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や賃借者等が、当該区域の住環

境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定め、

宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景事業を実施

する場合支援し、その経費の一部を助成する。　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　Ａ16-001 街なみ整備事業(測量・調査・設計（その他大臣事業））
　整備事業地区内の道路美装化等を計画している区間の、測量・調査・設計を行う。

　　　　　　　C16-001 伝統的建築物等活用事業
　整備事業地区内において、空家や空店舗となっている伝統的な町家等の調査、活用計画を

作成し、それに基づき地域の伝統芸能や祭り文化の展示機能及び地域住民の交流機能など

に活用する際の改築等に要する費用について助成を行う。

　　　　　　　C16-002 美観電柱事業
　整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電柱の整

理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

　　　　　　　Ｃ16-003 環境整備事業
　整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイント）

等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津市まち景観

形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体など、地域で景観ま

ちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

街なみ環境整備促進区域（100.5ha）

　　　　　　Ｃ16-004  屋外広告物等助成事業

　整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を

害する屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする者

に対し支援し、その経費の一部を助成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　

旧丹海本社



(参考図面③)地域住宅支援

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第２期）

計画の期間 平成28年度　～　令和２年度　（5年間） 宮津市交付対象

涙ヶ磯

どんぶち

桜山

天橋立桟橋

モーター艇桟橋

見樗鼻桟橋跡

対潮庵跡

保昌塚

三角五輪塔

智恵の輪燈籠

灯明台四軒茶屋 対橋楼

松露亭

千歳旅館

松影旅館

どんぶち舟屋

第２小天橋

Ａ16-003 A16-004

  街なみ環境整備事業

  （文珠地区）

街なみ環境整備促進区域（62.3ha）

重要文化財

府指定文化財

街なみ環境整備事業地区（62.3ha）

              Ａ16-004 協議会活動助成

　整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及啓

発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業など、

地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。 　　 

　　・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

　　・ 勉強会　・コンサルタント派遣　・ 資料収集　  等 　　　　　　Ａ16-004 街なみ整備助成事業（修景施設整備）
　整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や

賃借者等が、当該区域の住環境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまち

づくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定め、宮津市が認定した

「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景

事業を実施する場合支援し、その経費の一部を助成する。　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　Ａ16-003  街なみ整備事業（道路美装化等(その他大臣事業)）
　整備事業地区内において、当該地区の特質を踏まえた上で、新たな観光散策ルー

トの設定や、歩行者の安全確保、地域住環境の整備改善のため、道路等の舗装美

装化や側溝の整備、街路灯等の修景などの整備事業を実施する。

　　　　　　　Ａ16-003 街なみ整備事業(測量・調査・設計

                          （その他大臣事業））
　整備事業地区内の道路美装化等を計画している区間の、測量・調査・設計を行う。

　　　　　　Ａ16-004 街なみ整備事業（空家住宅等除却･整備）

　整備事業地区内における、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の協

定区域内において、不特定の者が利用できる緑地等の公共・公益性のある利用

を行うことを前提に、空家の撤去及び跡地の整備を行う者に対し支援し、その経

費の一部を助成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　C16-002 美観電柱事業
　整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電

柱の整理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

　　　　　　　Ｃ16-003 環境整備事業
　整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイ

ント）等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津

市まち景観形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体な

ど、地域で景観まちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

　　　　　　Ｃ16-004 屋外広告物等助成事業

　整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を

害する屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする者

に対し支援し、その経費の一部を助成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他歴史的建造物



(参考図面④)地域住宅支援

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第２期）

計画の期間 平成28年度　～　令和２年度　（5年間） 宮津市交付対象

旧永島家住宅

成相寺

飯役社

千体佛

江尻公会堂

傘松公園

傘松ケーブル

神風楼

中野郷倉

              Ａ16-006 協議会活動助成

　整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及啓

発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業など、

地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。 　　 

　　・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

　　・ 勉強会　・コンサルタント派遣　・ 資料収集　  等

Ａ16-005 A16-006

  街なみ環境整備事業

  （府中地区）

　　　　　　　C16-002 美観電柱事業
　整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電柱の整

理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

　　　　　　　Ｃ16-003 環境整備事業
　整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイント）

等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津市まち景観

形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体など、地域で景観ま

ちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

　　　　　　Ｃ16-004 屋外広告物等助成事業

　整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を害する

屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする者に対し支援し、

その経費の一部を助成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　Ａ16-005 街なみ整備事業（道路美装化等(その他大臣事業)）
　整備事業地区内において、当該地区の特質を踏まえた上で、新たな観光散策ルートの設定や、歩行者の安

全確保、地域住環境の整備改善のため、道路等の舗装美装化や側溝の整備、街路灯等の修景などの整備事

業を実施する。

　　　　　　Ａ16-006 街なみ整備助成事業（修景施設整備）
　整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や賃借者等が、当該区域の住環

境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定め、

宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景事業を実施

する場合支援し、その経費の一部を助成する。　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

街なみ環境整備促進区域(216ha)

府指定文化財

国登録文化財

街なみ環境整備事業地区（216ha）

その他歴史的建造物

　　　　　　　Ａ16-005 街なみ整備事業(測量・調査・設計（その他大臣事業））
　整備事業地区内の道路美装化等を計画している区間の、測量・調査・設計を行う。



事前評価チェックシート
 計画の名称： 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第２期）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
上位計画等との整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
景観形成を図るべき地域として位置づけられている又は位置づけられる予定である。（地域名称等：宮津・天橋立景観計画） 〇

I． 目標の妥当性
地域の住宅・建築ストックや住環境整備の状況等、現状分析が適切になされている。 〇

I． 目標の妥当性
地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。 〇

I． 目標の妥当性
緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。（良好な住環境の整備） 〇

II． 計画の効果・効率性
事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。 〇

III．計画の実現可能性
計画内容に関し、住民に対する説明等が行われている。 〇

III．計画の実現可能性
事業の実施に当たり、自治会、商店組合など地元組織との連携が図られている。 〇

1  案件番号：0000235891


