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テーマ別戦略１ 

地域経済力が高まるまちづくり 
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商工観光課

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

76万人

実 績

商工観光課

所管課

商工観光課

57億円

R7年度

112億円 119億円

10.0万人

商工観光課

89億円

0.0万人

123億円

56万人 70万人 73万人

5.4万人 0.6万人

(5.0万人) (6万人) 4.0万人 5.5万人

80.0万人

観光消費額

新たな観光戦略の下、農林水産事

業者や商工業者のほか、海の京都

DMOや各種関連団体等との連携

を深め、ICTを活用したコンテン

ツの導入等による新たな魅力づく

りを進めるとともに、足腰がしっ

かりとした稼ぐ観光地づくりを進

めます。

１⃣ 新たな観光戦略を策定し、計画的・効果

的な観光施策を講じるとともに、海の京都

DMOや天橋立観光協会、各種広域協議会、

関係府県・市町等と連携し、豊富な観光資源

を活かした効果的な観光プロモーションや誘

客施策を行います。

８ 天橋立観光協会ホームページをポータル

サイトとして観光情報を一元化し充実するこ

とにより情報発信を強化するとともに、観光

サイン等のデジタル観光案内の整備を推進し

ます。

９ 安定的な人材確保に向けて、正規雇用の

拡大や閑散期のインバウンド等の誘客強化に

より観光入込客を平準化する取組を支援しま

す。

３⃣ 宮津市の宝である天橋立をさらに磨き上

げ、観光地としての魅力を高めるとともに、

天橋立プラスワンとして新たな観光拠点づく

りを進め、市内観光の周遊性を高めます。

７ Wi-Fi等のIoTから取得した観光動態分析

データや顧客データ等を活用したリアルタイ

ムでの渋滞予測や誘導型観光を実現し、受入

環境の充実を図ります。

６ VR/AR(仮想現実/拡張現実)等最先端ICT

のコンテンツを活用した観光プロモーション

の強化や新たな観光体験を提供し、観光誘客

を図ります。

４ 市内商工業者や農林水産事業者と連携

し、市内農林水産物の地産地消やMade in 

MIYAZUのお土産の開発等により、域内調達

率の向上を推進します。

５ ICTを活用した観光案内システムの導入

を進めることにより、多言語対応などのサー

ビス充実と効率的な観光案内を行います。

【事業の概要】

◆海の京都ＤＭＯ天橋立地域

本部への支援

・観光振興交付金、観光案内

所開設等への支援

◆海の京都ＤＭＯに係る負担

金

  【予算額：35,291千円】

125億円

２ 効果的な観光誘客に向けて、海の京都

DMOや本市が入手したマーケティングデー

タを分析・活用します。

【事業の概要】

◆海の京都ＤＭＯ天橋立地域

本部への支援

・観光振興交付金、観光案内

所開設等への支援

◆海の京都ＤＭＯに係る負担

金

  【予算額：36,025千円】

予定

(150億円) (150億円)

  【決算額：42,751千円】

【実績・成果】

◆海の京都ＤＭＯ天橋立地域

本部への支援

・観光振興交付金、観光案内

所開設等への支援

◆海の京都ＤＭＯに係る負担

金

【課題・検証】

◆海の京都DMO天橋立地域本

部の体制強化

◆海の京都DMOが導入した

CRMシステムの効果的な活用

魅力ある観光地づくり支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要32

【R3決算説明資料】主要事業の概要53

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要47

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

商工観光課

実 績 321万人 214万人 169万人

335万人 340万人 345万人  350万人

実 績 64.9万人 39.3万人 30.4万人

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

目 標

外国人観光宿泊客数
6.5万人 8.1万人

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

実 績 109億円 76億円

５年間の対応方向 具体の方策

目 標

具体的な事業の概要と進捗状況

地域経済力が高まるまちづくり

地域と共生し地域に貢献する住む人も訪れる人も満足度の高い観光のまち【観光振興】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

観光交流人口
目 標 (300万人) (310万人) 321万人

観光宿泊客数
目 標
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所管課
R7年度

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体的な事業の概要と進捗状況

 

【事業の概要】

◆最先端技術を活用した歴史

文化資源による観光誘客の推

進

・VR映像等の制作・発信、ツ

アー造成等

◆文化財等の観光コンテンツ

化による賑わいづくり

・旧三上家住宅の観光コンテ

ンツ化の充実

  【予算額：7,700千円】

予定

【事業の概要】

◆最先端技術を活用した歴史

文化資源の発信

・VR映像等の制作・情報発信

等

◆文化財等の観光コンテンツ

化による賑わいづくり

・旧三上家住宅の活用と環境

整備

  【予算額：8,900千円】

【事業の概要】

◆最先端技術を活用した歴史

文化資源の発信

◆文化財等の観光コンテンツ

化による賑わいづくり

→観光振興基本計画・前年度

成果を踏まえ継続を判断

    継続実施予定

※観光振興基本計画・前年度

成果を踏まえ継続を判断

    継続実施予定

※観光振興基本計画・前年度

成果を踏まえ継続を判断

【事業の概要】

◆京都府「日本博府域展開

アート・プロジェクト」との

連携による夜のライトアップ

事業

  【予算額：2,000千円】 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆京都府「光の芸術祭（仮

称）」との連携による夜のラ

イトアップ事業

  【予算額：2,000千円】

実績

  【決算額：2,000千円】

【実績・成果】

◆京都府「日本博府域展開

アート・プロジェクト」との

連携による夜のライトアップ

事業

【課題・検証】

◆文珠・府中周辺エリアにお

ける夜間営業店舗の拡充、宿

泊増への誘導強化

予定

実績

商工観光課

社会教育課

商工観光課

継続実施予定

食、自然、歴史文化、イベントな

どの地域資源をより誘客力の高い

ものに磨き上げるとともに、観光

地としてのブランディングや魅力

的な滞在コンテンツの造成・商品

化を進めることで、高付加価値・

高単価の滞在型旅行を進めます。

10  本地域の豊かな“食”を観光資源として磨

き上げるとともに、地域内外への情報発信を

行い、付加価値の高い旅行商品の造成につな

げていきます。

⑭ 多様化する観光ニーズの下、地域資源を

活用し、ガストロノミーツーリズムやエコ

ツーリズム、スポーツ観光、教育旅行など、

新たなツーリズムを推進します。

  【決算額：8,907千円】

【実績・成果】

◆最先端技術を活用した歴史

文化資源の発信

・高画質映像等の制作・情報

発信等

◆文化財等の観光コンテンツ

化による賑わいづくり

・旧三上家住宅の活用と環境

整備

【課題・検証】

◆体験型コンテンツへの誘導

を図れるような動画制作

◆市民・観光客等が集う魅力

的・持続的なプログラム開発

歴史文化を活かした観光誘客推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要20

【R3決算説明資料】主要事業の概要22

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要22

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇13 京都府立丹後郷土資料館を文化観光拠点

として、旧三上家住宅等、本市の歴史文化施

設や観光関連事業者が有機的に連携しなが

ら、地域が一体となって文化観光を推進しま

す。

⑮ 地域資源を活かした体験プログラムを実

践するための技能習得を支援するとともに、

天橋立や宮津城下町、細川ガラシャなどの歴

史文化の知識を有する専門的なガイドの育成

など、人材の確保を行います。

⑫ 歴史文化資源や寺社仏閣、宮津おどりな

ど有形無形の文化財を活用した観光コンテン

ツの構築や旅行商品の造成を行います。

11 滞在時間の延長や宿泊客数の増加に向け

て、滞在時間の延長に効果的な観光イベント

やナイトプログラム、自然体験型のアクティ

ビティなど観光客が楽しめる商品造成を推進

します。

16 「日本遺産」に認定を受けた北前船寄港

地としての文化や世界で最も美しい湾クラブ

によるネットワークを活かした観光誘客を進

めるとともに、観光地としてのブランド価値

を高めます。

もうひとつの京都「光のアトリエ」支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要23

【R3決算説明資料】主要事業の概要23

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要23

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
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所管課
R7年度

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体的な事業の概要と進捗状況

実績

実績

予定 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆海水浴場における感染防止

対策

・連絡員（監視員）増員等

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：1,626千円】

◆天橋立、府中、丹後由良海

水浴場のライフセイバー設置

等に係る安全管理経費

【予算額(R4当初)：3,894千

円】

商工観光課

商工観光課

【事業の概要】

◆海水浴場における感染防止

対策

・連絡員（監視員）増員等

  【予算額：1,300千円】

◆天橋立、府中、丹後由良海

水浴場のライフセイバー設置

等

  【予算額：2,950千円】

商工観光課

【事業の概要】

◆郷土芸能の保存伝承支援

  【予算額：300千円】

【事業の概要】

◆郷土芸能の保存伝承支援

  【予算額：300千円】     継続実施予定

※今後の事業支援のあり方等

を企画課文化スポーツ担当、

教育委員会社会教育課と協議

【事業の概要】

◆宮津燈籠流し花火大会の開

催支援

  【予算額：6,000千円】

  【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆新型コロナウィルス感染症

のため中止

【課題・検証】

◆コロナ対策を踏まえたイベ

ントのあり方を検討、駐車場

確保等、交通安全対策の検討

  【決算額：300千円】

【実績・成果】

◆郷土芸能の保存伝承支援

【課題・検証】

◆保存活動の周知

郷土芸能保存伝承補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要34

【R3決算説明資料】主要事業の概要55

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要49

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

継続実施予定 継続実施予定

実績

  【決算額：4,250千円】

【実績・成果】

◆海水浴場における感染防止

対策

・連絡員（監視員）増員等

◆天橋立、府中、丹後由良海

水浴場のライフセイバー設置

等

【課題・検証】

◆コロナ対策の継続

予定

宮津燈籠流し花火大会補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要33

【R3決算説明資料】主要事業の概要54

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要48

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆宮津燈籠流し花火大会の開

催支援

  【予算額：6,000千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

海水浴場施設管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要31

          補正：３月補正主要事業の概要２

【R3決算説明資料】主要事業の概要52

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要46

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
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所管課
R7年度

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体的な事業の概要と進捗状況

観光に対する住民理解を深めると

ともに、地域と共生し、観光客・

住民双方の満足度が高い観光地づ

くりを進めます。

19 夏場の安全・安心な海面利用や繁忙期の

交通渋滞対策などの環境改善により、聖地

「天橋立」に相応しい観光地づくりを進めま

す。

予定

【事業の概要】

◆外部人材の活用によるポス

トコロナを見据えた観光戦略

策定等

  【予算額：6,100千円】

◆持続可能な観光地域づくり

に向けた取組

・観光戦略策定及び市内2地域

のエリア計画策定(府中、上宮

津)

・人材育成研修、観光コンテ

ンツ等の開発、農泊開業等に

向けたモニターツアーの企画

立案 等

◆天橋立周辺の渋滞対策や海

面利用の安全対策

◆地域おこし協力隊（２名）

の配置

  【予算額：24,620千円】

【事業の概要】

◆外部人材の活用によるポス

トコロナを見据えた観光戦略

の実践

◆持続可能な観光地域づくり

に向けた取

・エリア計画の実現に向けた

取組の推進(府中、上宮津、世

屋、由良)

・人材育成研修、観光コンテ

ンツ等の開発、農泊開業等に

向けたモニターツアーの企画

立案(世屋)

◆天橋立周辺の渋滞対策や海

面利用の安全対策

◆地域おこし協力隊(２名)の

新規雇用

【事業の概要】

◆持続可能な観光づくりに向

けた取組の支援

※交付金事業はR５で終了す

ることから、実施済みエリア

（左記）の財源、支援方法に

ついて要検討

◆天橋立周辺の渋滞対策や海

面利用の安全対策

継続実施予定

商工観光課

農林水産課

【事業の概要】

◆「宮津市観光戦略」に基づ

く観光地の再生・高付加価値

化の推進に向けた専門人材の

配置

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：6,100千円】

◆持続可能な観光地域づくり

に向けた取組み

・官民一体での「世界から選

ばれる観光地」に向けた意識

醸成研修等

・新しい観光コンテンツづく

り

・(新)半農半Ｘインターン

シップ（農業体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

◆地域おこし協力隊の配置(2

名)経費

◆天橋立周辺の渋滞対策や海

面利用の安全対策

【予算額(R4当初)：24,750千

円】

実績

  【決算額：29,200千円】

【実績・成果】

◆外部人材の活用によるポス

トコロナを見据えた観光戦略

策定等

◆持続可能な観光地域づくり

に向けた取組

・観光戦略策定及び市内2地域

のエリア計画策定

・人材育成研修、観光コンテ

ンツ等の開発、農泊開業等に

向けたモニターツアーの企画

立案 等

◆地域おこし協力隊（２名）

の配置

◆天橋立周辺の渋滞対策や海

面利用の安全対策

【課題・検証】

◆開発した観光コンテンツの

商品化、収益化の仕組みづく

り

商工観光課

21 観光施策の実施による経済波及効果、社

会的効果を見える化し、市民とともに観光地

域づくりを進めます。

18 高齢や障害等の有無にかかわらず、誰も

が安心して旅行を楽しむことができるよう観

光施設のバリアフリー化やユニバーサルツー

リズムなどを推進します。

20 ウィズ/ポストコロナ期における新しい

旅の在り方を推進するとともに、各施設・個

店における感染症予防対策の徹底や非接触型

の顧客サービスの導入など、観光客が安心し

て楽しむことができる受入環境整備の支援や

情報発信を強化します。

⑰ 地域社会と観光が共生するまちとして、

SDGsに基づいたサスティナブル・ツーリズ

ム(持続可能な観光)を推進します。

持続可能な観光地域づくり事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要24

          補正：３月補正主要事業の概要17

【R3決算説明資料】主要事業の概要24

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要21,24

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

副業・兼業プロ人材活用事業(一部再掲)

(観光戦略推進人材の活用)

【R3予算説明資料】補正：３月補正主要事業の概要17

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要21

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆「MIYAZU未来戦略マネー

ジャー」の受入による観光地

の再生・高付加価値化の取組

推進

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：3,643千円】

実績 ―
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所管課
R7年度

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体的な事業の概要と進捗状況

商工観光課

地域観光経済循環分析事業

(持続可能な観光地域づくりに向けて)

【R3予算説明資料】補正：５月補正主要事業の概要3

【R3決算説明資料】主要事業の概要25

予定

【事業の概要】

◆地域観光経済循環分析事業

 観光がもたらす経済波及効

果の見える化に向けた調査・

分析

  【予算額：2,000千円】

実績

  【決算額：1,999千円】

【実績・成果】

◆地域観光経済循環分析事業

・観光がもたらす経済波及効

果の見える化に向けた調査・

分析

【課題・検証】

◆定期的な分析による検証

― ―

【事業の概要】

◆地域観光経済循環分析事業

・観光がもたらす経済波及効

果の調査・分析

※3年毎の検証
―

ポストコロナを見据えるととも

に、国内外の人の移動が活発化す

る2021年の東京オリンピック・

パラリンピック、2022年のワー

ルドマスターズ2022関西、2025

年の大阪・関西万博の開催をイン

バウンドの需要回復の機会として

捉え、インバウンド市場の再開時

プロモーションや新たな商品造

成、外国人観光客の受入環境の整

備を図ります。

22 海の京都DMOと連携し、外国人観光客

に向けた訴求力の高いプロモーションを行い

ます。

23 新型コロナ収束後のインバウンドの回復

に向けて、外国人観光客に対応するための受

入環境の整備(外国語表記、キャッシュレス

化、多言語対応のガイド養成、体験メニュー

造成)を進めます。

インバウンド推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要30

【R3決算説明資料】主要事業の概要51

世界で最も美しい湾連携事業

（インバウンド推進事業から名称変更）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要45

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

市営駐車場管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要35

【R3決算説明資料】主要事業の概要56

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要50

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

商工観光課

実績

  【決算額：159千円】

【実績・成果】

◆世界で最も美しい湾クラブ

年会費

【課題・検証】

◆モンサンミシェル等欧米等

への

情報発信

◆市民の認知度の向上

予定

【事業の概要】

◆宮津駅前･天橋立駐車場の管

理

  【予算額：6,639千円】

【事業の概要】

◆宮津駅前･天橋立駐車場の管

理

  【予算額：6,650千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

商工観光課

実績

  【決算額：6,665千円】

【実績・成果】

◆宮津駅前･天橋立駐車場の管

理

予定

【事業の概要】

◆世界で最も美しい湾クラブ

活動に係る経費

◆京都宮津湾・伊根湾クラブ

の取組支援

  【予算額：600千円】

【事業の概要】

◆世界で最も美しい湾クラブ

活動に係る経費

◆京都宮津湾・伊根湾クラブ

の取組支援

  【予算額：600千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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商工観光課

　　【決算額：12,880千円】

【実績・成果】

◆未来の宝を育むチャレンジ

プロジェクト

・チャレンジおうえん補助金　

3件　5,000千円

・未来天橋塾の開催　2,000

千円

◆創業等支援事業補助金　7件　

5,880千円

【課題・検証】

◆引き続き関係機関とともに

創業等に取組む人材を支援す

る

魅力ある商いづくり事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要25

【R3決算説明資料】主要事業の概要26

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要25

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

【事業の概要】

◆（新）未来の宝を育むチャ

レンジプロジェクト

・チャレンジおうえん補助金

（新たなものづくり等への

チャレンジを支援）

・未来天橋塾（仮称）の開催

◆（新）創業等支援補助金

※従来の空き店舗改修補助を

ニューアル

　　【予算額：12,000千円】

【事業の概要】

◆宮津の宝を育むチャレンジ

プロジェクト

・未来天橋塾の開催、チャレ

ンジおうえん補助金(新たなも

のづくり等へのチャレンジを

支援)

◆創業等支援補助金(創業、第

二創業を支援)

　　【予算額：11,500千円】

継続実施予定

◆未来の宝を育むチャレンジ

プロジェクト終了(3年間）に

伴い、創業等支援制度全体像

の見直し

（方向）

・チャレンジおうえん補助金

と創業等支援補助金の融合

・財源としてクラウドファン

ディングの活用

継続実施予定

商工観光課

企業誘致推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要41

【R3決算説明資料】主要事業の概要63

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要56

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆企業誘致活動

　　【予算額：3,268千円】

　　【決算額：2,961千円】

【実績・成果】

◆企業誘致活動の実施

・企業誘致土地借上料2,701

千円　ほか誘致活動

【課題・検証】

◆関係機関と連携した誘致活

動の強化

【事業の概要】

◆企業誘致活動

　　【予算額：3,229千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

関係機関と連携した積極的な企業

誘致を行うとともに、創業や事業

承継などの取組を支援し、雇用機

会の拡大及び地域経済の活性化を

進めます。

１⃣　京都府等と連携した企業誘致活動を強化

します。

小売業販売額

製造品出荷額等

創業・第二創業件数
目　標

(10件)

(H27～R1)

(30件)

(H27～R2)

予定

実績

実　績
185.4億円

（H28)
－

実　績
95.5億円

（R1)
109.6億円

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

目　標

実　績

具体的な事業の概要と進捗状況

２　地域資源・資産情報の把握と活用(企業

誘致)に向けた情報発信を行います。

３⃣　創業や事業承継に係る支援制度の創設や

支援機関との連携により、支援体制を強化し

ます。

４⃣　新規事業に取り組む人材を育成するとと

もに、育成した人材による事業の立ち上げを

支援します。

目　標 186億円 ― ― ―

10件 10件 10件 10件 50件/5年

22件/年

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

190億円

（R8)
商工観光課

未確定

商工観光課

商工観光課

未確定

96億円 97億円 ―98億円 100億円(100億円) (105億円)

9件/年 11件/年

商工観光課

実　績
5件

（H27～R元)

6件

(H27～R2)
3件

企業立地件数
目　標

(5件)

(H27～R1)

(8件)

(H27～R2)
2件 2件 2件 2件

10件

（R３～R７）

地域経済力が高まるまちづくり

にぎわいと活力にあふれ全ての世代が誇りを持って働けるまち【商工業振興】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

予定

魅力ある商いづくり事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要25

　　　　　　　　　 補正：３月補正主要事業の概要17

【R3決算説明資料】主要事業の概要26

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要25

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

　　【決算額：3,125千円】

【実績・成果】

◆シルバー人材センターへの

運営支援

【課題・検証】

◆運営の安定化

商工会議所経営改善普及活動等支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要39

【R3決算説明資料】主要事業の概要61

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要54

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆中小企業者支援や経営指導

等を行う商工会議所経営改善

普及活動等への支援

　　【予算額：12,100千円】

【事業の概要】

◆中小企業者支援や経営指導

等を行う商工会議所経営改善

普及活動等への支援

　　【予算額：12,600千円】
継続実施予定

継続実施予定

商工観光課

市内の求人事業所と求職者のマッ

チングを進め雇用の確保を図ると

ともに、誰もが働きやすい労働環

境の実現を目指します。

宮津与謝広域シルバー人材センター運営補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要37

【R3決算説明資料】主要事業の概要59

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要52

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

市内事業者の新たな技術の導入や

事業継続を関係団体と連携し支援

することにより、将来にわたり活

躍する人材・企業の育成を図りま

す。

予定

【事業の概要】

◆シルバー人材センターの運

営支援

　　【予算額：3,143千円】

【事業の概要】

◆シルバー人材センターの運

営支援

　　【予算額：3,125千円】 継続実施予定 継続実施予定

５　ハローワーク等と連携し、企業説明会等

による求人事業所と求職者のマッチングを行

います。

６　宮津与謝広域シルバー人材センターの活

動を支援します。

７　ハローワーク、ジョブパーク等関係機関

と連携し、高齢者、障害者、外国人等を含め

たあらゆる人が働きやすい職場環境に向けた

働き方改革を進めるとともに、セミナー等に

より就職を支援します。

実績

９　商工会議所等各種団体と連携した事業者

の経営相談体制を充実します。

10　事業者の融資制度利用の円滑化(セーフ

ティネット認証・利子補給)を図ります。

⑪　農水商工観連携等の各産業・事業者間の

連携による宮津ならではの商品づくり、販路

拡大の取組や地産地消等を推進します。

12　地域商社の設立等「地産外商」を担う組

織づくりや京都府やジェトロ(日本貿易振興

機構)等と連携した市内事業者の輸出を支援

し、販路拡大を図ります。

13　Web技術を活用し、副業を希望する都

市部住民等の人材を活用したIT化の促進など

市内事業者の活性化を支援します。

８　市内事業所のDX等新たな技術導入や生

産性の向上のための設備投資の促進、非常事

態における企業のBCPの策定を支援するな

ど、事業継続に対する支援を充実します。

実績

実績

　　【決算額：12,100千円】

【実績・成果】

◆中小企業者支援や経営指導

等を行う商工会議所経営改善

普及活動等への支援

【課題・検証】

◆市内事業者の伴走支援

商工観光課

【事業の概要】

◆コロナ禍から脱却するため

の新たな取組み支援

・新たな販路開拓、キャッ

シュレス等デジタル化支援

・新分野展開、業態転換等へ

の支援

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：10,000千円】

◆農商ビジネス商談会、海の

京都オンライン商談会、副

業・兼業人材マッチング事業

に係る負担金

【予算額(R4当初)：206千

円】

【事業の概要】

◆事業者が取り組むキャッ

シュレス、wi-fi、感染防止対

策、トイレ洋式化等近代化対

応への支援

◆Food Collabo Labo 2021

開催に係る負担金

　　【予算額：6,150千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

継続実施予定 継続実施予定

　　【決算額：5,870千円】

【実績・成果】

◆事業者が取り組むキャッ

シュレス、wi-fi、感染防止対

策、トイレ洋式化等近代化対

応への支援

・59件　5,791千円

◆副業・兼業人材マッチング

事業(北部連携)に係る負担金

【課題・検証】

◆意欲ある事業者の成長を支

援する

商工観光課
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

商工観光課
　　【決算額：2,008千円】

【実績・成果】

◆放置竹林対策の実施

・伐採等　獅子崎・山中地区　

1.25ha

【課題・検証】

◆放置竹林の解消

【事業の概要】

◆放置竹林対策（伐採等）の

実施

　　【予算額：2,100千円】

放置竹林対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要38

【R3決算説明資料】主要事業の概要60

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要53

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

食の魅力づくり推進事業

【R3予算説明資料】補正：6月補正主要事業の概要5

 　　　　　　　　　補正：12月補正(第9号)

 　　　　　　　　　　　　　　　　主要事業の概要8

【R3決算説明資料】主要事業の概要57

予定

【事業の概要】

◆観光商業施設の食の魅力向

上の取組支援

・ととまーと(大型冷蔵庫導入

等)

　　【予算額：1,375千円】

◆観光商業施設の食の魅力向

上の取組支援

・道の駅「海の京都宮津」(屋

外喫食用のテーブル等整備)

　　【予算額：552千円】

継続実施予定 ― ― ―

商工観光課

実績

　　【決算額：1,927千円】

【実績・成果】

◆観光商業施設等の食の魅力

向上の取組支援

・ととまーと（大型冷凍庫導

入等）　1,375千円

・道の駅　海の京都宮津（屋

外喫食用のテーブル等整備）

552千円

【課題・検証】

◆食による誘客の推進

中小企業等制度融資事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要40

【R3決算説明資料】主要事業の概要62

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要55

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

予定

【事業の概要】

◆中小企業等の制度融資に係

る利子補給

　　【予算額：192千円】

【事業の概要】

◆中小企業等の制度融資に係

る利子補給

　　【予算額：109千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

商工観光課

実績

　　【決算額：138千円】

【実績・成果】

◆中小企業等の制度融資に係

る利子補給

・26件　137,786円

【課題・検証】

◆市内企業の経営の安定化

海の幸・山の幸など地域資源を活

かした商品づくりや店舗づくりを

進め、宮津ならではの食の魅力を

向上させます。

14　宮津の食材を活かした商品の開発及びブ

ランド化による販路開拓・販売促進を進めま

す。
⑮　観光客をターゲットとした飲食店等のブ

ラッシュアップを行います。
予定

【事業の概要】

◆放置竹林対策（伐採等）の

実施

　　【予算額：2,100千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

商工観光課

実績 ―

美食のまちづくり推進事業

【R4予算説明資料】補正：４月補正主要事業の概要２

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆美食のまちづくり推進事業

・観光戦略に基づく食の質向

上と高付加価値化に向けた取

組推進（大和学園との連携事

業）

　　【予算額：4,000千円】

【事業の概要】

◆大和学園連携事業

・商品開発アドバイザー事業

ほか

　　【予算額：840千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

商工観光課

実績

　　【決算額：417千円】

【実績・成果】

◆大和学園連携事業

・料理メニュー･特産品アドバ

イザー事業　5事業者に対し7

回指導を実施

・宮津産品の活用　5品種(計

826品)

【課題・検証】

◆大和学園との連携強化

魅力ある商いづくり事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要25

【R3決算説明資料】主要事業の概要26

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要25

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆大和学園連携事業

・商品開発アドバイザー事業

ほか

　　【予算額：700千円】

商工観光課

【事業の概要】

◆宮津まちなか地域振興拠点

施設（道の駅「海の京都　宮

津」ほか）の運営

・ハマカゼプロジェクト㈱へ

の指定管理料

◆立体駐車場の運営

◆駐車場内及びその周辺の安

全対策強化

　　【予算額：28,690千円】

実績

　　【決算額：30,609千円】

【実績・成果】

◆宮津まちなか地域振興拠点

施設（道の駅「海の京都　宮

津」ほか）の運営

・ハマカゼプロジェクト㈱へ

の指定管理料

◆立体駐車場の運営

◆駐車場内及びその周辺の安

全対策、観光客の受入体制強

化

【課題・検証】

◆中心市街地のにぎわい創

出、立体駐車場の老朽化

予定

まちなか地域振興拠点施設管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要36

【R3決算説明資料】主要事業の概要58

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要51

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆宮津まちなか地域振興拠点

施設（道の駅「海の京都　宮

津」ほか）の運営

・ハマカゼプロジェクト㈱へ

の指定管理

◆立体駐車場の運営

◆駐車場内及びその周辺の安

全対策強化

◆立体駐車場の長寿命化対策

　　【予算額：54,838千円】

【事業の概要】

◆宮津まちなか地域振興拠点

施設（道の駅「海の京都　宮

津」ほか）の運営

・ハマカゼプロジェクト㈱へ

の指定管理料

◆立体駐車場の運営

◆駐車場内及びその周辺の安

全対策強化

◆立体駐車場の長寿命化対策

【事業の概要】

◆宮津まちなか地域振興拠点

施設（道の駅「海の京都　宮

津」ほか）の運営

・ハマカゼプロジェクト㈱へ

の指定管理料

◆指定管理者更新に向けて施

設拡張等検討(まごころ市、お

さかなキッチン等）

◆立体駐車場の運営

◆駐車場内及びその周辺の安

全対策強化

◆立体駐車場の長寿命化対策

【事業の概要】

◆宮津まちなか地域振興拠点

施設（道の駅「海の京都　宮

津」ほか）の運営

※指定管理者更新

◆施設拡充整備(財源のあるタ

イミングで）

◆立体駐車場の運営

◆駐車場内及びその周辺の安

全対策強化

◆立体駐車場の長寿命化対策

拠点施設の活性化や空店舗の活用

等により中心市街地、商店街等を

活性化させ、まちのにぎわいを創

出します。

16　道の駅(地域振興拠点施設)及びととまー

と(漁師町観光商業センター)を活性化させる

とともに、その効果を中心市街地のにぎわい

創出へ波及させます。

17　市外事業者の参入も含めた空き店舗の活

用を図るとともに、地元住民も観光客も楽し

める魅力ある商業環境の創出による商店街等

のにぎわいづくりを推進します。
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　　【決算額：1,761千円】

【実績・成果】

◆集落支援員の配置　１名

◆人・農地プランの策定、実

施等

・新規５プラン、更新１プラ

ン

※R4.3末プラン策定状況　18

地域（34集落/75集落）

45.3%

【課題・検証】

◆人・農地プラン未策定地域

での作成を進めるとともに、

既策定地域での担い手の受入

など、取組の具体化を進める

必要がある。

農山漁村コミュニテイ活性化事業

（R3 人・農地プラン策定事業と農山村活性化事業を統合）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要17

【R3決算説明資料】主要事業の概要17

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要16

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
実績

農林水産課

農林水産課

実　績 246万円 304万円 239万円

4,300万円

農林水産課

実　績 2,400万円 2,469万円 2,360万円

目　標 (3,600万円) (3,600万円)

オリーブの販売出荷額
目　標 1,200万円 1,800万円 2,600万円 3,700万円 5,400万円

農林水産課

実　績 2人/年 1人/年 5人/年

新規就業者数（農業・漁業）
目　標 (6人/年) (4人/年) 3人/年 3人/年 3人/年 3人/年 3人/年

地域経済力が高まるまちづくり

「宮津の食」を支える農林水産業が魅力あるビジネスとして営み続けられるまち【農林水産業振興】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

耕作放棄地の面積
目　標 426ha 426ha 426ha 426ha 426ha

農林水産課

実　績 426ha 433ha 468ha

2,840万円 3,120万円

農林水産業プラスワンプロジェクトの経営体数
目　標 1事業者/1年間 2事業者/2年間 3事業者/3年間 4事業者/4年間

育成水産物等の出荷額
3,450万円 3,830万円

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

5事業者/5年間

農林水産課

実　績 ― ― 0事業者/1年間

R7年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

４　有害鳥獣による農作物等の被害防止に向

けて、防護柵等の設置を推進するとともに、

関係機関と連携しながら現地研修や普及啓発

を実施します。

３　耕作放棄地の発生防止と解消に向け、集

落において京力農場プランの策定を進め、農

地の利用集積や流動化を促進します。

２　農地農業用施設や林業施設の適切な管理

や整備を進めるとともに、漁港施設の保全や

長寿命化対策を計画的に進め、生産性の維

持・向上を図ります。

農林水産業を効率的に営むことが

できるよう、スマート技術の実装

による生産力の強化を図るととも

に、生産基盤となる施設の維持・

整備、農地の利用集積・流動化、

有害鳥獣対策などを進め、生産現

場の環境を整えます。

１　生産の省力化と品質向上に向けて、AIや

ICT等先端技術を取り入れた生産機器などの

導入支援によりスマート農業・漁業を推進し

ます。

５　漁獲可能量を定めた資源管理型漁業や水

産物の種苗放流を推進し、水産資源の維持・

増殖を図ります。

予定

【事業の概要】

◆（新）新たな担い手の受入

体制構築支援

◆集落支援員の配置

◆人・農地プランの策定、実

施等

　　【予算額：2,676千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆（新）集落支援員の配置

◆人・農地プランの策定、実

施等

　　【予算額：1,900千円】

【事業の概要】

◆農業委員会の運営

　　【予算額：5,621千円】

継続実施予定
農業委員会運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要42

　　　　　　　　　 補正：３月補正主要事業の概要19

【R3決算説明資料】主要事業の概要64

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要57

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

　　【決算額：5,332千円】

【実績・成果】

◆農業委員会運営に係る経費

【事業の概要】

◆農地情報GIS化の運用開始

に合わせ、農地の利用状況調

査等におけるタブレット端末

の導入

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：1,946千円】

◆農業委員会の運営

【予算額(R4当初)：6,110千

円】

農業委員会

継続実施予定 継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

実績

　　【決算額：12,549円】

【実績・成果】

◆農業用用排水路等生産基盤

の改修　ほか

【課題・検証】

◆老朽化した灌漑施設の改修

を行った。

継続実施予定 継続実施予定

多面的機能支払交付金等事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要47

【R3決算説明資料】主要事業の概要69

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要62

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

農地中間管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要49

【R3決算説明資料】主要事業の概要71

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要64

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

農林水産課

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆農道･水路等の維持･資源向

上活動への支援

◆環境保全型農業への支援　

ほか

　　【予算額：27,718千円】

農林水産課

　　【決算額：7,898千円】

【実績・成果】

◆農地中間管理事業による農

地集積の推進

【課題・検証】

◆新型コロナの影響により、

対象地域の調整が遅れたが、

話し合い等地域の合意形成を

図り、農地中間管理機構への

集積を進めていく。

継続実施予定

【事業の概要】

◆農道･水路等の維持･資源向

上活動への支援

◆環境保全型農業への支援　

ほか

　　【予算額：27,889千円】

農林水産課

　　【決算額：26,386千円】

【実績・成果】

◆農道･水路等の維持･資源向

上活動への支援

◆環境保全型農業への支援　

ほか

【課題・検証】

◆活動組織が農地の保全や施

設の長寿命化に継続的に取り

組むためにも、計画期間中、

引き続き支援が必要である。

実績

予定

【事業の概要】

◆農地中間管理事業による農

地集積の推進

　　【予算額：8,467千円】
継続実施予定

予定

【事業の概要】

◆農地利用状況調査（耕作放

棄地調査）ほか

　　【予算額：1,647千円】

【事業の概要】

◆農地中間管理事業による農

地集積の推進

　　【予算額：8,980千円】
継続実施予定

農業基盤整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要53

【R3決算説明資料】主要事業の概要75

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要68

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆農業用用排水路等生産基盤

の改修　ほか

　　【予算額：12,600千円】

実績

機構集積支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要43

【R3決算説明資料】主要事業の概要65

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要58

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

　　【決算額：1,665千円】

【実績・成果】

◆農地利用状況調査（耕作放

棄地調査）ほか

【事業の概要】

◆農地利用状況調査（耕作放

棄地調査）ほか

　　【予算額：2,463千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

農業委員会

【事業の概要】

◆農業用用排水路等生産基盤

の改修　ほか

　　【予算額：5,625千円】
継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

【事業の概要】

◆有害鳥獣の駆除委託経費

◆ニホンジカ捕獲強化奨励金

◆有害鳥獣処理施設等の運営

・（新）減容化処理の適正化

に向けた大型冷凍庫の増設

　　【予算額：39,441千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

農林水産課

実績

　　【決算額：26,567千円】

【実績・成果】

◆有害鳥獣の駆除委託

◆有害鳥獣処理施設の運営

◆ニホンジカ捕獲強化奨励金　

ほか

【課題・検証】

◆急増しているニホンジカの

被害及び駆除対策の強化

◆有害鳥獣の捕獲に従事する

担い手の確保、捕獲鳥獣のジ

ビエの活用

◆有害鳥獣処理施設の臭気対

策等による安定稼働

予定

【事業の概要】

◆有害鳥獣の駆除委託

◆有害鳥獣処理施設の運営

◆ニホンジカ捕獲強化奨励金　

ほか

　　【予算額：29,917千円】

有害鳥獣対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要55

【R3決算説明資料】主要事業の概要77

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要70

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

農林水産課

実績

　　【決算額：2,007千円】

【実績・成果】

◆林道杉山線の改修及び公有

財産取得

【課題・検証】

◆継続して路面整備を実施

し、通行の支障は改善されて

いるが、多く未舗装部分が存

在することから継続して実施

する必要がある。

◆丹後縦貫林道用地の一部の

整理が図れたが、全体に整理

が必要な個所が多く存在して

いる。

森林整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要92

【R3決算説明資料】主要事業の概要115

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要106

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆市有林における造林･保育施

業の実施

　　【予算額：8,105千円】
継続実施予定

　　【決算額：351千円】

【実績・成果】

◆市有林支障木伐採他（五万

騎　杉末）

【課題・検証】

◆隣接人家等へ影響が伐採す

ることにより改善が図れた

が、森林の支障木は多く存在

することから、計画的に対処

する必要がある。

林道等整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要91

【R3決算説明資料】主要事業の概要114

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要105

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆林道杉山線の改修

　　【予算額：1,800千円】

【事業の概要】

◆林道杉山線の改修

　　【予算額：1,800千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆市有林における造林･保育施

業の実施

　　【予算額：5,754千円】
継続実施予定

農林水産課

実績

継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

林道等維持管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要93

【R3決算説明資料】主要事業の概要116

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要107

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

漁港管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要94

【R3決算説明資料】主要事業の概要117

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要108

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆漁港維持のための修繕･改修

　　【予算額：2,000千円】

継続実施予定

予定

【事業の概要】

◆丹後縦貫林道等の維持管理

　　【予算額：2,100千円】

実績

　　【決算額：1,982千円】

【実績・成果】

◆漁港維持のための修繕･改修

【課題・検証】

◆老朽化した施設等の修繕や

産業廃棄物の処理を行い利用

改善が図れたが漂流物等は

年々増加傾向にある。

予定

【事業の概要】

◆漁港維持のための修繕･改修

　　【予算額：1,800千円】

農林水産課

継続実施予定

海岸保全施設整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要95

【R3決算説明資料】主要事業の概要118

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要109

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆海岸保全に係る整備

・栗田漁港海岸の離岸堤整備

(H30～Ｒ8予定)

　　【予算額：80,000千円】

【事業の概要】

◆海岸保全に係る整備

・栗田漁港海岸の離岸堤整備

(H30～Ｒ8予定)

　　【予算額：80,000千円】
継続実施予定 継続実施予定

実績

　　【決算額：80,001千円】

【実績・成果】

◆海岸保全に係る整備

・栗田漁港海岸の離岸堤整備

(H30～Ｒ8予定)

【課題・検証】

◆人家等への波浪等による影

響を軽減できたが、要望箇所

は数多くあることから整備を

継続する必要がある。

継続実施予定

農林水産課

継続実施予定

【事業の概要】

◆丹後縦貫林道等の維持管理

　　【予算額：2,100千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

農林水産課

実績

　　【決算額：2,079千円】

【実績・成果】

◆丹後縦貫林道等の維持管理

【課題・検証】

◆管理区間が長いことから現

予算では一部区間の維持管理

しかできない状況が課題
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

強い農業づくり支援事業

【R3予算説明資料】補正：6月補正主要事業の概要5

　　　　　　　　　 補正：９月補正主要事業の概要5

【R3決算説明資料】主要事業の概要66

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆AI・ICT等先端技術の実装

及び需要に対応した農産物生

産に係る農業用機械等の導入

支援

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

農林水産課

実績

　　【決算額：19,907千円】

【実績・成果】

◆実需者ニーズに対応した米

の生産機械導入支援　ほか

・スマート技術導入への支援　

３件　9,413千円

・実需者ニーズに対応した米

の生産支援　４件　4,140千

円

・地域特産物の生産支援　１

件　4,239千円

・京野菜の生産支援　１件　

163千円

・雪害に係るハウスの復旧支

援　３件　1,952千円　

【課題・検証】

◆農業経営の維持・発展に向

け、引き続き、担い手確保対

策と併せて生産設備の機能強

化が必要である。

予定

【事業の概要】

◆米の高品質化等のための農

業機械導入支援

・籾摺機、色彩選別機等の導

入

　【予算額：4,084千円】

◆米の高品質化等のための農

業機械導入等支援

・スマート技術導入支援（コ

ンバイン整備）

・米の生産支援（乾燥機整備

・地域特産物生産支援（トラ

クター等整備

・雪害に係るハウス復旧支援

　【予算額：16,527千円】
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

実績

農林水産課

農林水産業が次代へ引き継がれる

よう、経営の安定化や担い手の育

成を図るとともに、地域課題の解

決に取り組み、農山漁村の活性化

を進めます。

11　農山漁村地域の課題解決に向けて集落支

援員や地域おこし協力隊の地域への導入を進

めます。

中山間地域等直接支払交付金事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要46

【R3決算説明資料】主要事業の概要68

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要61

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

９　猟友会等と連携し、狩猟免許の取得への

支援や技術向上に係る研修会の開催など狩猟

後継者の育成に努め、有害鳥獣の個体数調整

を推進するとともに、ジビエ活用へ向けた加

工技術の習得などの取組を支援します。

10　京都府と連携しながら「海の民学舎」を

運営するとともに、漁船・漁具などのリース

に対する支援を行い、新規漁業就業者の育成

や若手漁業者等の経営力の向上を図ります。

６　農業次世代人材投資事業などの活用によ

り安定した経営の確立を支援し、新規就農者

等の確保と育成を図ります。

８　京都府や宮津地方森林組合と連携しなが

ら、研修会や養成講座の開催等を支援し、林

業労働者の確保と育成を図ります。

農山漁村コミュニテイ活性化事業(一部再掲)

（人・農地プラン策定事業と農山村活性化事業を統合）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要17

【R3決算説明資料】主要事業の概要17

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

７　認定農業者の育成及び農業経営体の法人

化や組織化(集落営農・作業請負組織)を促進

し、農業経営基盤の強化を図ります。

　　【決算額：2,018千円】

【実績・成果】

◆集落活性化に向けた取組へ

の支援（上宮津）

◆農村集落活性化を担う人材

(地域おこし協力隊)の配置及

び起業支援

【課題・検証】

◆R3年度に上宮津地区の地域

ビジョンを策定、今後取組む

なりわい事業への支援が必要

である。地域おこし協力隊員

は、任期満了後に定住・起業

を果たしたが、生業で得る収

入の安定が課題である。

【事業の概要】

◆（新）集落支援員の配置

◆集落活性化に向けた取組へ

の支援（上宮津）

◆農村集落活性化を担う人材

(地域おこし協力隊)の配置及

び起業支援

　　【予算額：2,100千円】

予定

【事業の概要】

◆中山間地域の農業生産活動

への支援

　　【予算額：37,828千円】

【事業の概要】

◆中山間地域の農業生産活動

への支援

　　【予算額：39,462千円】 継続実施予定 継続実施予定

農業経営安定化対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要45

【R3決算説明資料】主要事業の概要67

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要60

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆農業経営基盤強化資金に係

る利子補給

　　【予算額：34千円】

【事業の概要】

◆農業経営基盤強化資金に係

る利子補給

　　【予算額：31千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

　　【決算額：33千円】

【実績・成果】

◆農業経営基盤強化資金に係

る利子補給

【課題・検証】

◆農業経営の安定化のため、

償還計画の承認に基づく支援

が必要である。

農林水産課

継続実施予定

農林水産課

実績

　　【決算額：37,311千円】

【実績・成果】

◆中山間地域の農業生産活動

への支援

【課題・検証】

◆生産条件が不利な中山間地

域で農業生産活動が継続され

るよう、第５期（R2～R6）協

定期間中、引き続き支援が必

要である。

予定

【事業の概要】

◆集落支援員の配置

◆集落活性化に向けた取組へ

の支援

◆農村集落活性化を担う人材

（地域おこし協力隊）の配置

及び起業支援

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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農林水産課

実績

農林水産課

実績

　　【決算額：24千円】

【実績・成果】

◆地域特産品(コギク)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

【課題・検証】

◆生産者の高齢化等により、

対象品目の産地維持が困難と

なっている。

予定

【事業の概要】

◆地域特産品(コギク)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

　　【予算額：24千円】

【事業の概要】

◆地域特産品(小豆)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

　　【予算額：50千円】

継続実施予定

ふるさと産品等価格安定事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要50

【R3決算説明資料】主要事業の概要72

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要65

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

継続実施予定

経営所得安定対策推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要51

【R3決算説明資料】主要事業の概要73

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要66

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆農業者の経営所得安定対策

の推進

　　【予算額：2,582千円】

【事業の概要】

◆農業者の経営所得安定対策

の推進

　　【予算額：4,634千円】

持続可能な観光地域づくり事業(一部再掲)

(半農半Xインターンシップ)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要24

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

―

継続実施予定

継続実施予定

継続実施予定

農林水産課

実績

　　【決算額：2,896円】

【実績・成果】

◆農業者の経営所得安定対策

の推進

【課題・検証】

◆農林水産省共通申請サービ

ス（eMAFF)の導入等、事務の

効率化を進める必要がある。

継続実施予定

予定 ―

【事業の概要】

◆農業体験プログラムの実施

による新たな担い手候補の呼

び込み

　　【予算額：1,500千円】

新規就農者育成支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要48

【R3決算説明資料】主要事業の概要70

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要63

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆人･農地プラン策定地域等に

おける農業次世代人材投資資

金の支給

◆就農研修資金償還助成 

　　【予算額：14,800千円】

【事業の概要】

◆人･農地プラン策定地域等に

おける農業次世代人材投資資

金の支給

◆就農研修資金償還助成 

　　【予算額：18,678千円】

継続実施予定

【事業の概要】

◆人･農地プラン策定地域等に

おける農業次世代人材投資資

金の支給 継続実施予定

実績

　　【決算額：11,576千円】

【実績・成果】

◆人･農地プラン策定地域等に

おける農業次世代人材投資資

金の支給（新規就農者5名（う

ち夫婦1組）を確保。）

◆就農研修資金償還助成 

【課題・検証】

◆青年等就農計画の目標所得

の達成に向け、関係機関等の

サポート等により、農業経営

の確立を支援する必要があ

る。

農林水産課

－17－



所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

農林水産課

実績

　　【決算額：1,100千円】

【実績・成果】

◆とり貝育成筏や原木魚礁の

設置などに対する支援

【課題・検証】

◆育成水産物の出荷額の増加

に向け、原木魚礁や育成筏の

設置などの生産基盤の整備に

対する支援が必要である。

農林水産課

実績

　　【決算額：238千円】

【実績・成果】

◆新規就労者や林業労働者の

共済事業に対する助成

【課題・検証】

◆林業労働者の健康維持増進

や労働災害のない安全な職場

環境を維持するため、府と協

調して継続支援することが必

要である。

農林水産課

畜産業経営安定化対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要52

【R3決算説明資料】主要事業の概要74

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要67

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

緑の担い手等支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要54

【R3決算説明資料】主要事業の概要76

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要69

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

強い水産業づくり支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要56

【R3決算説明資料】主要事業の概要78

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要71

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

有害鳥獣対策事業

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要70

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

予定

【事業の概要】

◆新規就労者や林業労働者の

共済事業に対する助成

　　【予算額：323千円】

【事業の概要】

◆新規就労者や林業労働者の

共済事業に対する助成

　　【予算額：271千円】 継続実施予定 継続実施予定

予定

【事業の概要】

◆飼料作物生産への支援

　　【予算額：50千円】

【事業の概要】

◆飼料作物生産への支援

　　【予算額：18千円】
継続実施予定 継続実施予定

実績

　　【決算額：44千円】

【実績・成果】

◆飼料作物生産への支援

【課題・検証】

◆畜産経営の安定化を図るた

め、引き続き支援が必要であ

る。

継続実施予定

継続実施予定

農林水産課

実績 ―

予定

【事業の概要】

◆とり貝育成筏や原木魚礁の

設置などに対する支援

　　【予算額：1,100千円】

【事業の概要】

◆原木魚礁の設置などに対す

る支援

　　【予算額：1,100千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆猟銃購入・猟銃免許取得等

支援 ほか

◆（充）ジビエ利活用の推進

　　【予算額：1,569千円】
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

農林水産課

実績

　　【決算額：495千円】

【実績・成果】

◆新規漁業就業者の育成及び

若手･中堅漁業者の経営力向上

を図る実践型研修機関「海の

民学舎」の運営

【課題・検証】

◆R2～R3に海の民学舎修了生

の宮津市への就業がなかっ

た。新規就業者の受入体制や

漁船取得などの経営基盤の整

備を支援し、漁村への定着を

図る必要がある。

予定

【事業の概要】

◆漁業近代化資金に係る利子

補給

　　【予算額：375千円】

【事業の概要】

◆漁業近代化資金に係る利子

補給

　　【予算額：421千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

農林水産課

実績

　　【決算額：379千円】

【実績・成果】

◆漁業近代化資金に係る利子

補給

【課題・検証】

◆漁業経営の安定化のため、

償還計画の承認に基づく支援

が必要である。

【事業の概要】

◆新規漁業就業者の育成及び

若手･中堅漁業者の経営力向上

を図る実践型研修機関「海の

民学舎」の運営

◆新規担い手に対する漁船取

得支援

　　【予算額：1,430千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

水産業経営安定化対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要58

【R3決算説明資料】主要事業の概要80

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要73

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

新規就漁者育成支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要57

【R3決算説明資料】主要事業の概要79

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要72

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆新規漁業就業者の育成及び

若手･中堅漁業者の経営力向上

を図る実践型研修機関「海の

民学舎」の運営

　　【予算額：495千円】
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

農林水産課

14　「京都宮津オリーブ」の地域団体商標登

録をはじめ、栽培・加工技術及び品質の向上

や販路拡大によるブランドづくりを推進しま

す。

強い農業づくり支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要44

【R3決算説明資料】主要事業の概要66

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要59

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

京のブランド産品「やまのいも」

や「丹後とり貝」などの生産拡大

や品質向上を図るとともに、新た

にブランド化を進めるオリーブの

商標登録や販路拡大などに取り組

みます。
13　地域や府立海洋高等学校等と連携を図り

ながら、「丹後とり貝」をはじめとする既存

ブランド産品の品質確保の取組を推進すると

ともに、「宮津の食」を支える新たなブラン

ドづくりを進めます。

12　京のブランド産品・特産物等の生産拡大

と品質の向上を進めるとともに、収益性の高

い施設型農業を推進します。

観光地である強みを活かし、市内

の旅館・ホテルや飲食店への流通

など地産地消を推進するととも

に、６次産業化・農水商工観連携

による商品開発やグリーンツーリ

ズムなどの推進を図り、農林水産

事業者の稼ぐ力を高めます。

15　地元農産物について、市内の旅館・ホテ

ルや飲食店などへの流通や、小中学校の給食

等への使用など地産地消の取組を推進しま

す。

⑰　６次産業化や農水商工観連携の推進によ

り、加工品の開発を進めるとともに、ECサイ

トを活用した販売など新たな販路拡大を図

り、「地産外商」を推進します。

⑯　生産者におけるマーケットインの意識を

醸成するとともに、観光客も含め顧客ニーズ

を踏まえた農林水産物の生産、加工を推進し

ます。

19　都市部住民等の副業を活用したマーケ

ティングや情報発信などにより、農林水産業

の所得向上を図ります。

⑱　農泊・漁泊や体験農業・体験漁業の開業

支援を行い、農林水産業における生産以外の

所得向上と都市住民との交流を進めます。

農林水産課

農林水産業プラスワンプロジェクト

（持続可能な観光地域づくり事業の一部再掲）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要24(一部再掲)

【R3決算説明資料】主要事業の概要24(一部再掲)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

【事業の概要】

◆農業者の所得向上に向けた

農泊等モニターツアーのモデ

ル実施及びモニタリング調査

　　【予算額：1,458千円】

【事業の概要】

◆農林水産業プラスワンプロ

ジェクトの推進

・地域における体制整備(人材

受入等に係る合意形成、モニ

ターツアー等)

・開業支援

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

　　【決算額：688千円】

【実績・成果】

◆農業者の所得向上に向けた

農泊等モニターツアーのモデ

ル実施によるモニター調査を

行った。

【課題・検証】

◆ 農業体験を主軸としたツ

アーは可能であるが、より魅

力的な体験を提供するメ

ニュー開発が必要である。

【事業の概要】

◆オリーブ栽培に係る技術及

び品質の向上や、商標登録に

向けたブランド化等に対する

支援

◆（新）有機農業など環境に

やさしい農業の普及に向けた

取組（講演会、先進地視察

等）

　　【予算額：692千円】

【事業の概要】

◆オリーブ栽培に係る技術及

び品質の向上や、販売拡大な

どブランド化に向けた取組に

対する支援

　　【予算額：500千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定予定

実績

　　【決算額：306千円】

【実績・成果】

◆オリーブ栽培に係る技術及

び品質の向上や、販売拡大な

どブランド化に向けた取組に

対する支援

・「宮津オリーブ生産者の

会」が実施するオリーブの栽

培･加工技術及び品質の向上を

図る取組や広報活動を支援

【課題・検証】

◆オリーブは品質の維持・向

上、ブランド力を高めるた

め、生産者の連携をより密に

していくことが重要。また一

方で、オリーブ栽培の取組を

市民に浸透させ、市内外に特

産品として発信していくこと

が必要である。

－20－



所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

継続実施予定

農林水産課

実績

　　【決算額：1.094千円】

【実績・成果】

◆海洋つり場の管理

・小田宿野自治会への指定管

理料

【課題・検証】

◆新型コロナの緊急事態宣言

による休業等で利用料金収入

が伸びなかった。

水産業施設指定管理料

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要59

　　　　　　　　　 補正：３月補正主要事業の概要29

【R3決算説明資料】主要事業の概要81

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要74

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆海洋つり場の管理

・小田宿野自治会への指定管

理料

　　【予算額：500千円】

　　【予算額：599千円】

【事業の概要】

◆海洋つり場の管理

・小田宿野自治会への指定管

理料

　　【予算額：500千円】
継続実施予定

継続実施予定

※指定管理更新(R6～R8)

農林水産課

実績 ―

農産物等流通促進事業

【R3予算説明資料】補正：３月補正主要事業の概要18

【R3決算説明資料】―

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要26

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆地元農産物の販売力強化

◆地元農産物の域内流通促進

に向けた調査

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：3,000千円】
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財政課

　　【決算額：14,603千円】

【実績・成果】

◆田井宮津ヨットハーバー環

境整備

◆田井臨海エリアにぎわいづ

くり実行委員会立上げ（3回開

催）

◆Ｂ＆Ｇ艇庫の管理

【課題・検証】

◆新型コロナウイルスの影響

が深刻

◆withコロナ・アフターコロ

ナにおける事業者の強みを活

かしたにぎわいづくりの具現

化に向けた連携や情報発信の

仕組みづくりが課題

実績

宮津湾にぎわいづくり促進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要27

【R3決算説明資料】主要事業の概要28

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要28

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

企画課

商工観光課

財産管理事業

(島崎ウォーターフロントエリア等の再開発に向けて)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要26

【R3決算説明資料】主要事業の概要27

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要27

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

【事業の概要】

◆民間資本導入による島崎エ

リア等の再開発に向けたサウ

ンディング調査（R2調査のブ

ラッシュアップ）

　　【予算額：4,000千円】

【事業の概要】

◆構想計画委員会による検討

◆関係機関との調整

◆公募条件の整理

◆構想計画の策定

【事業の概要】

◆民間開発事業者の公募

◆事業者選定・契約

【事業の概要】

◆民間開発事業者による事業

着手

【事業の概要】

◆民間資本導入による島崎エ

リア等の再開発に向けた民間

ヒアリング調査及び構想計画

立案

　【予算額：6,000千円】

◆具体の事業プランの把握

◆構想計画委員会（仮称）の

設置・検討着手

◆市民、議会等への意見聴取

　　【決算額：50千円】

【実績・成果】

◆サウンディング調査(官民対

話)

◆文化ホール音響改善検討(シ

ステムデモンストレーション)

【課題・検証】

◆事業主体となりうる民間開

発事業者へのヒアリング調査

実施、具体の事業プランがあ

ることの把握

地域経済力が高まるまちづくり

宮津の海の資源を活かした魅力的な海のまち【海の活用】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

栗田半島を中心とした周辺臨海エリア入込客数
目　標 46.8万人 47.8万人 48.8万人 49.8万人 50.8万人

企画課

商工観光課
実　績 46.2万人 21.9万人 17.4万人

スーパーヨット、中型輸送船等の年間入港数
目　標 0隻/年 0隻/年 0隻/年 1隻/年

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

3隻/年
企画課

商工観光課
実　績 0隻/年 0隻/年 0隻/年

R7年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

田井宮津ヨットハーバーを海の拠

点とし、民間事業者と連携した商

品造成等や他地域との連携によ

り、宮津湾東側「田井臨海エリ

ア」を新たな集客エリアとするに

ぎわいを創出します。

５⃣　宿泊事業者などと連携した商品プランの

創設や地元産品の直売所機能など民間の活力

による新たな魅力づくりに取り組みます。

７　集客促進に向け、海を活用したアクティ

ビティなどを充実し、海上レクリエーション

が楽しめる空間を創出します。

民間事業者等と連携した周遊観光

の推進等多様なニーズに対応する

「海」を活かした観光まちづくり

に取り組みます。

１⃣　府内有数の観光地「天橋立」を中心とし

た宮津港の特色を活かした観光の玄関港を目

指し、大型客船の入航や超大型クルーザー

「スーパーヨット」の誘致などを進めます。

予定

【事業の概要】

◆（新）田井宮津ヨットハー

バー環境整備

◆（新）田井臨海エリア賑わ

いづくりに向けた実行委員会

立上げ

◆Ｂ＆Ｇ艇庫の管理

　　【予算額：15,000千円】

【事業の概要】

◆田井臨海エリアにぎわいづ

くり実行委員会への支援

・にぎわいイベント、情報発

信、新たな魅力づくり

◆田井宮津ヨットハーバー環

境整備

◆Ｂ＆Ｇ艇庫の管理

　　【予算額：8,600千円】

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆田井宮津ヨットハーバー修

繕整備（大規模改修投資）

◆田井臨海エリア賑わいづく

り促進事業

◆Ｂ＆Ｇ艇庫の管理

４⃣　島崎地域一帯にある市の公共・遊休施設

等について民間資本等の導入による一体的な

活用・活性化を進めることにより、ウォー

ターフロントエリアの再開発を目指します。

10　田井宮津ヨットハーバーの施設やサービ

スを整え、プレジャーボートやヨットなどの

預り船の利用環境の向上及び充実を図り、富

裕層の取り込みなど利用拡充に努めます。

３　自転車やランニング、シーカヤックなど

アクティビティを組み合わせたスポーツ観光

の拠点として、観光地の新たな魅力を創出し

ます。

２⃣　海の関係者による「宮津の海を活用した

にぎわいづくり戦略会議(仮称)」を設置し、

事業者との連携による宮津湾、栗田湾の海上

交通の観光資源化に取り組み、新たな周遊観

光を促進します。

６　地元地域や事業者などと連携し、新鮮な

食材を活用した「海鮮食堂」の開催など

「食」による魅力づくりに取り組みます。

８　田井宮津ヨットハーバーを遊覧船や漁船

タクシー等の海上交通の拠点とし、MaaSも

活用してバスや鉄道などの公共交通をつなぐ

ことにより、観光地などを結ぶ魅力ある新た

な交通ネットワークを形成します。

９　海を活かした青少年の活動やヨット大会

誘致などを推進します。
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

企画課

実績

【実績・成果】

◆関西電力（株）との協議・

調整

企画課

実績

企画課

実績 ―

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆宮津市Ｂ＆Ｇ海洋センター

の管理運営

・(公社)京都府青少年育成協

会への指定管理料

　　【予算額：7,600千円】

継続実施予定

関西電力㈱や京都府と連携し、宮

津エネルギー研究所の再稼働や再

開発を進め、京都府北部地域の拠

点となる魅力あるエリアの創出に

取り組みます。

13　関西電力㈱を中心とした民間投資による

宮津エネルギー研究所エリアの再開発など地

域振興を推進します。

京都舞鶴港と連携し、物流・人流

を促進する海上ネットワークの構

築や災害時等の対応を図るなど宮

津港の活用を進めます。

11　京都舞鶴港と連携し、入港する大型客船

からの輸送船等による海上輸送など新たな周

遊観光を推進します。

12　京都舞鶴港など周辺の港湾との広域連携

を含め、災害時等の人流・物流を確保する海

上交通の構築に取り組みます。

14　官民連携によるバース(港湾施設)の活用

を推進します。
（ゼロ予算）

宮津エネルギー研究所エリア振興事業

予定

【事業の概要】

◆関西電力（株）との協議・

調整

【事業の概要】

◆将来構想の立案

【事業の概要】

◆将来構想の具体化に向けた

活動

継続実施予定 継続実施予定

（新規）

宮津湾大型客船等誘致事業

予定 ―

【事業の概要】

◆大型客船等誘致事業

・京都舞鶴港との連携による

誘致活動等

・スーパーヨット誘致の調査

研究

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

　　【決算額：7,000千円】

【実績・成果】

◆宮津市Ｂ＆Ｇ海洋センター

の管理運営

・(公社)京都府青少年育成協

会への指定管理料

【課題・検証】

◆新型コロナウイルスの影響

が深刻

◆市内・住民利用の促進

◆周辺施設等と連携したにぎ

わいづくりによる事業推進

宮津市Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理料

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要60

【R3決算説明資料】主要事業の概要82

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要75

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆宮津市Ｂ＆Ｇ海洋センター

の管理運営

・(公社)京都府青少年育成協

会への指定管理料

　　【予算額：7,000千円】
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地域経済力が高まるまちづくり

天橋立周辺地域の良好な景観など地域特性を活かした魅力的なまち【都市景観・景観まちづくり】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

界隈景観まちづくり協定地区数
目 標 3地区

実 績 3地区 3地区 3地区

3地区 ３地区 3地区 4地区

都市住宅課

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

市街地や天橋立周辺地域の魅力あ

る景観まちづくりに取り組みま

す。

４ 宮津・天橋立景観計画の適正な運用を行

い、良好な景観形成を推進します。

【事業の概要】

◆都市計画審議会開催ほか

  【予算額：268千円】

【事業の概要】

◆都市計画審議会開催ほか

  【予算額：186千円】

◆低未利用地の有効活用の推

進

地域の用途や使用目的に合わせた

土地利用の誘導を図り、地域のポ

テンシャルの向上を図ります。

１ 持続可能で心豊かに暮らせるまちづくり

を実現するため、都市計画の在り方の研究を

進めます。

５ 界隈景観形成の推進に向けて、魚屋地区

等市街地での新たな地区協定認定支援(宮津

市まちなみ修景助成事業による支援)を行い

ます。

【事業の概要】

◆海の京都の重点整備地区で

ある文珠･府中地区の界隈景観

まちづくりの推進 ほか

  【予算額：6,601千円】

都市住宅課

２ 用途地域指定地区(宮津、上宮津、文

珠、府中、日置)の土地利用の動向を踏まえ

た用途地域の見直しを検討します。

３ 地域住民による地区計画の提案等を支援

します。

都市計画事務事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要62

【R3決算説明資料】主要事業の概要84

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要77

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

都市住宅課

実績

  【決算額：149千円】

【実績・成果】

◆都市計画審議会 １回

◆宮津都市計画下水道の変更

【課題・検証】

◆都市計画マスタープランに

基づくまちづくりの推進が必

要

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

景観まちづくり推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要61

【R3決算説明資料】主要事業の概要83

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要76

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆海の京都の重点整備地区で

ある文珠･府中地区の界隈景観

まちづくりの推進 ほか

  【予算額：6,801千円】

予定

継続実施予定 継続実施予定継続実施予定

実績

  【決算額：4,566千円】

【実績・成果】

◆海の京都の重点整備地区で

ある文珠･府中地区の界隈景観

まちづくり助成

・修景助成の実施：文珠地区

２件、府中地区１件

【課題・検証】

◆界隈景観まちづくり協定に

基づく修景への住民意識が希

薄化している。

◆宮津市街地の協定締結に向

け、文化的景観の動きと連動

して進めることが必要
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継続実施予定 継続実施予定

都市住宅課

実績

　　【決算額：1,837千円】

【実績・成果】

◆自然公園施設の管理

【課題・検証】

◆公園利用者が安全・安心・

快適に利用できるよう、適宜

維持管理に努めている。

自然公園施設管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要65

【R3決算説明資料】主要事業の概要87

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要80

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆自然公園施設の管理運営等

　　【予算額：1,788千円】

【事業の概要】

◆自然公園施設の管理運営等

　　【予算額：1,583千円】 継続実施予定

継続実施予定 継続実施予定

都市住宅課

　　【決算額：17,103千円】

【実績・成果】

◆都市公園等の管理運営

◆都市公園の民間活力活用に

向けた調査(サウンディング

（官民対話）)の実施

【課題・検証】

◆公園利用者が安全・安心・

快適に利用できるよう、日頃

から適切に維持管理に努めて

いる

◆都市公園の民間活力導入に

係る民間事業者の参入阻害要

因の分析とその改善

都市公園等管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要63

　　　　　　　　 　補正：12月補正(第９号)

　　　　　　　　　　　　　　　主要事業の概要13

【R3決算説明資料】主要事業の概要85

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要78

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇 実績

【事業の概要】

◆公園施設長寿命化計画策定

◆公園施設改修（宮津運動公

園高圧機器更新）

　　【予算額：18,800千円】

【事業の概要】

◆公園施設長寿命化計画に基

づく修繕・改築

都市公園等整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要64

【R3決算説明資料】主要事業の概要86

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要79

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆日置ふれあい公園マンホー

ルポンプ水位計更新

　　【予算額：1,600千円】

実績

　　【決算額：1,167千円】

【実績・成果】

◆日置ふれあい公園マンホー

ルポンプ水位計更新

◆宮津運動公園浄化槽ブロ

ワー改修工事

【課題・検証】

◆計画的な補修・更新を行う

ため公園施設長寿命化計画を

策定する必要がある。

【事業の概要】

◆都市公園等の管理運営等

　　【予算額：18,324千円】

◆都市公園管理の民間活力活

用に向けた調査研究

◆プール休止による減額

　　【予算額：△777千円】

【事業の概要】

◆都市公園等の管理運営等

　　【予算額：18,945千円】

◆都市公園の民間活力活用に

向けた調査研究及び民間事業

者ヒアリングの実施

継続実施予定

３　環境保全・防災・レクリエーション・景

観形成など様々な視点から都市公園等の活用

に取り組みます。

予定

市所有の遊休施設や社会基盤施設

を活かした新たな地域のにぎわい

を創出します。

１　市所有の遊休施設や社会基盤施設への新

たな価値の付加や用途の転換、民間活用を促

進し、市民サービスの向上と地域のにぎわい

の創出を進めます。

２　都市公園等のストック効果の一つである

「観光振興効果」を発揮できるよう地域のに

ぎわいを創出する都市公園等の有効活用の手

法として、Park-PFI(公募設置管理制度)等に

よる民間活力の導入に取り組みます。

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

１施設 １施設 1施設 5施設/５年間

財政課社会基盤施設(市遊休施設・市有地・都市公園等)の新規活用数
目　標 １施設

実　績 1施設 1施設 ３施設

地域経済力が高まるまちづくり

ストック効果を最大限に発揮できるまち【社会基盤施設活用】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

都市住宅課

継続実施予定 継続実施予定
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住みたい、住み続けたいまちづくり 
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社会福祉課

妊活支援事業

(不妊治療に対する支援の拡大)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要12

【R3決算説明資料】主要事業の概要12

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要12

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実 績

就学前69.1％

小学生61.2％

（H30）

─ ─

5件

住みたい、住み続けたいまちづくり

みんなで育み、みんなが育まれるまち【子育て支援】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

社会福祉課

実 績 0件 0件 ８件

目 標 5件 5件

待機児童数
目 標 0人 0人 0人 0人

市の子育て環境や支援に対する満足度（普通～満足度が高いと回答した割合）

目 標

実 績 0人 0人 0人

子育てサークル・子育て支援団体等の登録団体数
5件 5件

─ ─
就学前74.0％

小学生66.0％

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

継続実施予定

  【決算額：11,117千円】

【実績・成果】

※R3年出生数 71人

※R3年度母子手帳発行数 66

人

◆産婦健診 78人

◆妊婦健診 119人

◆乳幼児健診 477人

◆未熟児医療費支援 6人 等

【課題・検証】

◆産後の母子支援のあり方を

検討

0人

社会福祉課

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

４ 母子健康手帳交付時の面談や乳児訪問、

健康診査などを通じて支援が必要な母子を早

期に把握し、必要な支援を実施します。

５ 妊娠、出産、乳幼児期における子育てに

関する悩みに保健師が身近な相談者となり応

じることで保護者の不安解消を図ります。

予定

【事業の概要】

◆不妊治療に係る経済的負担

の軽減拡大（R3～）

・特定不妊治療に要する交通

費の助成

・一般不妊治療に要する費用

助成の拡大(初回治療から

30,000円まで全額助成)

  【予算額：700千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

３ 乳幼児健診や予防接種、各種教室等を実

施し、子どもの健やかな成長を支援します。

１⃣ 一般不妊治療に対する助成など妊娠を望

む夫婦を支援します。

【事業の概要】

◆不妊治療に係る経済的負担

の軽減

・（新）特定不妊治療に要す

る交通費の助成

・一般不妊治療に要する費用

助成の拡大(初回治療から

30,000円まで全額助成)

  【予算額：700千円】

２⃣ 「産婦健康診査」や「産後ケア事業」、

「産前・産後サポート事業」など、ニーズを

把握しながら、妊産婦に対する心身のケア、

育児支援を充実します。

【事業の概要】

◆産婦健診･産後ケア事業

・（新）デイサービス型産後

ケア事業の実施

◆妊婦健診

◆乳幼児健診

◆未熟児医療費支援等

  【予算額：10,666千円】

【事業の概要】

◆産婦健診･産後ケア事業

◆妊婦健診

◆乳幼児健診

・（新）新生児聴覚スクリー

ニング検査

・（新）3歳児健診での屈折検

査

  【予算額：12,395千円】

継続実施予定 継続実施予定

出産安心サポート事業

子育て保健事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要8

【R3決算説明資料】主要事業の概要8

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要７

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

妊娠から出産、子育てまでを切れ

目なく支援し、安心して出産でき

る環境づくりを進めます。

実績

健康・介護課

健康・介護課

実績

  【決算額：612千円】

【実績・成果】

◆不妊治療に係る経済的負担の

軽減

・特定不妊治療に要する交通費

の助成 6人（8件）

・一般不妊治療に要する費用助

成の拡大(初回治療から30,000

円まで全額助成) 8人（11件）

【課題・検証】

◆R4年度から特定不妊治療が保

険適用となる。
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

入院助産実施事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要66

【R3決算説明資料】主要事業の概要88

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要81

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆経済的な理由で病院等での

出産等が困難な妊婦に対する

出産経費の助成

  【予算額：450千円】

【事業の概要】

◆経済的な理由で病院等での

出産等が困難な妊婦に対する

出産経費の助成

  【予算額：450千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

  【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆経済的な理由で病院等での

出産等が困難な妊婦に対する

出産経費の助成

・入院助産制度 利用実績０

件

【課題・検証】

◆利用対象者への制度周知

12 働きながら安心して子育てができる環境

をつくるため、伊根町、与謝野町と共同で宮

津与謝病児保育所「りりふる」を運営するな

ど取組を進めます。

保育サービスの充実等、子どもを

安心して生み育てられる環境づく

りに取り組みます。

６ 幼児期の学校教育・保育サービスの充実

に向けて、保育所等における一時預かりや休

日保育、公立幼稚園における給食の導入など

を実施します。

７ 子育て世帯の経済的負担を軽減するた

め、多子世帯やひとり親世帯に係る保育所保

育料の継続した軽減などを実施します。
８ 子育て世代の就労を支援するため、希望

する全ての子どもが保育サービスを受けられ

るよう、待機児童ゼロを継続します。

10 出生数の増加に向けて、国制度等を活用

し、若い世代の結婚や移住・定住を促進しま

す。
11 通学路や施設外活動時の児童の安全を確

保するため、関係機関と連携し、キッズ・

ゾーンを設定するなど子どもを交通事故から

守る取組を推進します。

⑬ 就学前の保育・教育の質的向上を図るた

め、庁内に保育士(保育コーディネーター)を

配置し、民間保育施設での乳幼児教育や発達

支援に関するサポートを行います。

14  公民が連携し、保育所・幼稚園・認定こ

ども園等の保育者が一緒に学び合う研修の実

施等を行う幼児教育・保育サポート事業など

により保育職場の魅力向上と処遇改善に取り

組みます。

９ 父母ともに働きながらいきいきと子育て

を楽しめる環境の創出に向けて、男性の育

児・家事教室の開催や、祖父母の孫育て講座

などを開催するなど子育てや家事の負担が女

性に集中するワンオペ育児の解消に取り組み

ます。 子育ての輪づくり事業

（地域子育て支援事業）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要6

【R3決算説明資料】主要事業の概要6

にっこりあを核とする子育ての輪づくり

（地域子育て支援事業）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要６

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆子育て支援の核となる人材

育成

◆民間企業等における子育て

支援の機運醸成

・子育て親子向け講座等の実

施

・すくすく子育てLINEの運用

・子育て応援事業所の認証登

録、環境整備補助金の交付

・男性の家事・育児参加促進

に向けた講座等の実施

  【予算額：2,000千円】

実績

【事業の概要】

◆子育て支援の核となる人材

育成、地域や民間企業等にお

ける子育て支援の機運醸成

・（新）「親子で楽しむ遊び

と学びラボ」の開催

・SNS等を活用した情報発信

・企業や事業所ぐるみでの子

育て応援の推進

・男性の家事・育児参加促進

に向けた取組み

◆地域子育て支援拠点(にっこ

りあ)の運営

◆（新）子ども食堂運営支援 

ほか

  【予算額：18,113千円】

継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

継続実施予定

社会福祉課

  【決算額：1,183千円】

【実績・成果】

◆子育て支援の核となる人材

育成

◆民間企業等における子育て

支援の機運醸成

・子育て世代の交流促進、人

材育成

・SNS等を活用した情報発信

・企業や事業所ぐるみでの子

育て応援の推進

・男性の家事・育児参加促進

に向けた取組

【課題・検証】

◆コロナ禍における施設運

営、事業実施のあり方
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

【事業の概要】

◆（充）保育士等を対象にし

た研修の強化

◆（新）就学前施設長を対象

にした保育サービス拡充

・適正化に向けた研究会の開

催

◆幼児教育・保育の質的向上

や小学校への円滑な接続に向

けた保育コーディネーターの

配置 ほか

  【予算額：9,102千円】

継続実施予定 継続実施予定

実績

  【決算額：30,829千円】

【実績・成果】

◆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

予定

【事業の概要】

◆中学校卒業までの乳幼児･児

童･生徒の医療費を助成

  【予算額：35,211千円】

【事業の概要】

◆中学校卒業までの乳幼児･児

童･生徒の医療費を助成

  【予算額：31,761千円】 継続実施予定 継続実施予定

予定

社会福祉課

【事業の概要】

◆要保護児童や特定妊婦等へ

の支援を行う「子ども家

 庭総合支援拠点」の設置

  【予算額：4,569千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

  【決算額：13,196千円】

【実績・成果】

◆要保護児童や特定妊婦等へ

の支援を行う「子ども家庭総

合支援拠点」の設置

◆幼児教育・保育の質的向上

や小学校への円滑な接続に向

けた保育コーディネーターの

配置

【課題・検証】

◆「子ども家庭総合支援拠

点」の周知

子育て支援医療費助成事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要67

【R3決算説明資料】主要事業の概要89

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要82

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

―

子ども子育て支援推進事業

（子ども子育て支援推進事業、一般職員人件費）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要10

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

子ども家庭総合支援拠点の設置

保育コーディネーターの配置

（児童福祉事務事業、一般職職員人件費）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要9

【R3決算説明資料】主要事業の概要9

子ども家庭総合支援拠点運営事業

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要９

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆要保護児童や特定妊婦等へ

の支援を行う「子ども家庭総

合支援拠点」の設置

◆幼児教育・保育の質的向上

や小学校への円滑な接続に向

けた保育コーディネーターの

配置

  【予算額：11,970千円】

予定

継続実施予定

社会福祉課

実績 ―

社会福祉課

継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

社会福祉課

実績

  【決算額：77,889千円】

【実績・成果】

◆公立保育所の運営(日置、養

老)

【課題・検証】

◆園児数の減少

【事業の概要】

◆国基準に基づく保育士等の

処遇改善を実施した保育園へ

の支援

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：5,444千円】

◆民間保育園への保育の実施

委託、補助金の交付

◆（充）安心した保育サービ

スを提供するための保育体制

の強化

・重度障害児加配保育士の配

置基準見直し（市補助率の拡

充）

【予算額(R4当初)：259,330

千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

 【決算額：256,013千円】

【実績・成果】

◆民間保育園への保育の実施

委託

◆保育士等の処遇改善（3％程

度の引上げ）支援 ほか

【課題・検証】

◆保育士等の人材不足

社会福祉課

実績

 【決算額：183,810千円】

【実績・成果】

◆児童手当の支給

【事業の概要】

◆母子･父子家庭への児童扶養

手当の支給

  【予算額：69,714千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：70,069千円】

【実績・成果】

◆母子･父子家庭への児童扶養

手当の支給

民間保育園運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要72

          補正：３月補正主要事業の概要20

【R3決算説明資料】主要事業の概要94

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要87

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆民間保育園への保育の実施

委託、補助金の交付

 【予算額：257,500千円】

児童扶養手当支給事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要70

【R3決算説明資料】主要事業の概要92

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要85

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆母子･父子家庭への児童扶養

手当の支給

  【予算額：71,413千円】

保育所運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要71

【R3決算説明資料】主要事業の概要93

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要86

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆公立保育所の運営(日置、養

老)

  【予算額：81,989千円】

児童手当支給事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要69

【R3決算説明資料】主要事業の概要91

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要84

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆児童手当の支給

 【予算額：194,350千円】

【事業の概要】

◆児童手当の支給

 【予算額：190,025千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆公立保育所の運営(日置、養

老)

  【予算額：76,568千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

病児・病後児保育施設運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要75

【R3決算説明資料】主要事業の概要97

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要90

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆宮津市、伊根町、与謝野町

の共同実施による病児・病後

児保育施設「りりふる」の運

営

  【予算額：611千円】

【事業の概要】

◆宮津市、伊根町、与謝野町

の共同実施による病児・病後

児保育施設「りりふる」の運

営

  【予算額：606千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：521千円】

【実績・成果】

◆宮津市、伊根町、与謝野町

の共同実施による病児・病後

児保育施設「りりふる」の運

営営

【課題・検証】

◆利用者数を増やすための手

続き等の改善、広報の強化

社会福祉課

実績

 【決算額：202,186千円】

【実績・成果】

◆認定こども園に対する施設

型給付

◆医療的ケア児保育の実施に

対する支援

◆保育士等の処遇改善（3％程

度の引上げ）支援 ほか

【課題・検証】

◆保育教諭等の人材不足

【事業の概要】

◆認可外保育施設（キッズス

クール等）への利用給付

  【予算額：3,996千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：4,692千円】

【実績・成果】

◆認可外保育施設（キッズス

クール等）への利用給付

【課題・検証】

◆園児数の減少

認定こども園運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要73

          補正：３月補正主要事業の概要20

【R3決算説明資料】主要事業の概要95

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要88

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆認定こども園に対する施設

型給付、補助金の交付

◆医療的ケア児受入れにかか

る補助金の交付 

 【予算額：197,750千円】

子育てのための施設等利用給付事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要74

【R3決算説明資料】主要事業の概要96

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要89

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆認可外保育施設（キッズス

クール等）への利用給付

  【予算額：4,884千円】

【事業の概要】

◆国基準に基づく保育士等の

処遇改善を実施した認定こど

も園への支援 

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：4,430千円】

◆認定こども園に対する施設

型給付、補助金の交付 

◆（充）安心した保育サービ

スを提供するための保育体制

の強化

・重度障害児加配保育士の配

置基準見直し（市補助率の拡

充）

【予算額(R4当初)：188,108

千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

社会福祉課

実績

  【決算額：13,513千円】

【実績・成果】

◆ひとり親家庭の医療費助成

ひとり親家庭等支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要79

【R3決算説明資料】主要事業の概要101

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要93

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

社会福祉課

ひとり親家庭医療費支給事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要80

【R3決算説明資料】主要事業の概要102

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要94

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆ひとり親家庭の医療費助成

  【予算額：11,293千円】

【事業の概要】

◆ひとり親家庭の医療費助成

  【予算額：11,293千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆自立支援教育訓練給付金等

の支給

◆宮津市母子寡婦福祉会への

補助金の交付

  【予算額：1,473千円】

【事業の概要】

◆自立支援教育訓練給付金等

の支給

◆宮津市母子寡婦福祉会への

補助金の交付

  【予算額：1,473千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

  【決算額：1,232千円】

【実績・成果】

◆高等職業訓練促進給付金

（准看護学校通学）の支給 

１人

◆宮津市母子寡婦福祉会への

運営費補助

【課題・検証】

◆給付金制度の広報

児童遊園管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要78

【R3決算説明資料】主要事業の概要100

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要92

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆児童遊園の維持管理

  【予算額：1,132千円】

【事業の概要】

◆児童遊園の維持管理

  【予算額：1,331千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：993千円】

【実績・成果】

◆児童遊園の維持管理

【課題・検証】

◆公マネに基づき、児童遊園

の整理を進める

児童館運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要76

【R3決算説明資料】主要事業の概要98

予定

【事業の概要】

◆杉末児童館の管理運営

※R3年度で廃止予定

  【予算額：932千円】 ― ― ― ―

市民環境課

実績

  【決算額：822千円】

【実績・成果】

◆杉末児童館の管理運営

※R4.3.31で廃止
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

子ども家庭総合支援拠点の設置(再掲)

保育コーディネーターの配置(再掲)

（児童福祉事務事業、一般職職員人件費）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要9

【R3決算説明資料】主要事業の概要9

子ども家庭総合支援拠点運営事業(再掲)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要９

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆要保護児童や特定妊婦等へ

の支援を行う「子ども家庭総

合支援拠点」の設置

◆幼児教育・保育の質的向上

や小学校への円滑な接続に向

けた保育コーディネーターの

配置

  【予算額：11,970千円】

【事業の概要】

◆要保護児童や特定妊婦等へ

の支援を行う「子ども家

 庭総合支援拠点」の設置

  【予算額：4,569千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：13,196千円】

【実績・成果】

◆要保護児童や特定妊婦等へ

の支援を行う「子ども家庭総

合支援拠点」の設置

◆幼児教育・保育の質的向上

や小学校への円滑な接続に向

けた保育コーディネーターの

配置

【課題・検証】

◆「子ども家庭総合支援拠

点」の周知

子育てサークルの育成等親の子育

て力を高め、地域ぐるみで「子育

ち、子育てができるまちづくり」

を進めます。

⑮ SNS等を活用した総合的な子育て支援情

報の提供に取り組みます。

17 児童虐待や子どもの貧困を防止するた

め、福祉・教育プラザ内に「子ども家庭総合

支援拠点」を設置し、支援を必要とする家庭

に対して、より専門的な相談対応や訪問等に

よるアウトリーチ型の支援を行います。

⑯ 地域ぐるみでの子育て活動を進めるた

め、子育て支援センター「にっこりあ」と連

携し、子育てサークルの育成やNPOなどの担

い手支援などを実施します。

子育ての輪づくり事業(一部再掲)

（地域子育て支援事業）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要6、７

【R3決算説明資料】主要事業の概要6

にっこりあを核とする子育ての輪づくり(再掲)

（地域子育て支援事業）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要６

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆子育て支援の核となる人材

育成、地域や民間企業等にお

ける子育て支援の機運醸成

・子育て親子向け講座等の実

施

・すくすく子育てLINEの運用

・子育て応援事業所の認証登

録、環境整備補助金の交付

・男性の家事・育児参加促進

に向けた講座等の実施

  【予算額：2,000千円】

◆地域子育て支援拠点(にっこ

りあ)の運営、利用者支援事業

の実施

◆ファミリー･サポート･セン

ターの運営

  【予算額：16,676千円】

【事業の概要】

◆子育て支援の核となる人材

育成、地域や民間企業等にお

ける子育て支援の機運醸成

・（新）「親子で楽しむ遊び

と学びラボ」の開催

・SNS等を活用した情報発信

・企業や事業所ぐるみでの子

育て応援の推進

・男性の家事・育児参加促進

に向けた取組み

◆地域子育て支援拠点(にっこ

りあ)の運営

◆（新）子ども食堂運営支援 

ほか

  【予算額：18,113千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：17,316千円】

【実績・成果】

◆子育て支援の核となる人材

育成

◆民間企業等における子育て

支援の機運醸成

・子育て世代の交流促進、人

材育成

・SNS等を活用した情報発信

・企業や事業所ぐるみでの子

育て応援の推進

・男性の家事・育児参加促進

に向けた取組

◆地域子育て支援拠点(にっこ

りあ)の運営

◆ファミリー･サポート･セン

ターの運営 ほか

【課題・検証】

◆コロナ禍における施設運

営、事業実施のあり方
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

子ども・子育て会議運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要68

【R3決算説明資料】主要事業の概要90

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要83

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆子ども･子育て会議の開催

  【予算額：241千円】

【事業の概要】

◆子ども･子育て会議の開催

  【予算額：224千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：96千円】

【実績・成果】

◆子ども･子育て会議の開催 

１回

【課題・検証】

◆コロナ禍により会議１回は

書面審議とした

保幼小接続等の取組推進

（宮津の新たな学び創造事業）(一部再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要再掲

【R3決算説明資料】主要事業の概要13（一部再掲）

予定

【事業の概要】

◆保幼小中が連携して取り組

む認知能力と非認知能力を一

体的に育む実践的研究

   【予算額：200千円】

※府教育委員会受託事業「未

来を拓く学校づくり推進事

業」による実践的研究は令和3

年度で終了

※令和４年度以降は、宮津の

新たな学び創造事業のなかで

小中一貫教育の推進を図って

いく。

― ― ― ―

学校教育課

実績

  【決算額：200千円】

【実績・成果】

◆保幼小中が連携して取り組

む認知能力と非認知能力を一

体的に育む実践的研究

◆宮津学院：府教委「未来を

拓く学校づくり推進事業」(R

元～R3)の研究指定

【課題・検証】

◆認知能力と非認知能力を一

体的にはぐくむ教育の実践

保幼小の連携等により、子どもの

育ちを切れ目なくサポートし、次

代を担う子どもたちの豊かな感性

を育みます。

⑱ 就学に向けて子どもの発達や学びの連続

性をふまえ、保育所・幼稚園・小学校や京都

府幼児教育センターが積極的に連携し、質の

高い乳幼児教育を推進します。
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企画課

予定

【事業の概要】

◆ふるさと宮津応援寄付の推

進

　　【予算額：74,998千円】

企画課

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

実　績 ― ―

10億円

５箇所

10社

企画課

目　標

企画課地域や市内事業者等の課題解決に取り組む市外人材数(大学生、副業人材等)

目　標 60人 60人 60人 60人
５年間で

延べ300人

実　績
44人

（3大学44人）

51人

（3大学51人）

59人

（2大学44人+副業人材等）

住みたい、住み続けたいまちづくり

深い関わりで幸福の熱量を高めるまち【関係人口創出・拡大】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

4箇所

3社

5箇所

4社

実　績 8,500万円 1億6,084万円 1億5,771万円

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

ふるさと納税額
目　標 2億円 3億円 4億5,000万円 7億円

ワーケーション等拠点数・利用企業数

5箇所

6社

5箇所

8社

4箇所

11社

５　本市出身者等とのネットワークづくりを

進めるなど、地域外の人々との多様な関わり

を作り、地域のファンを増やすことで関係人

口の深化を進めます。

１　移動手段やコワーキングスペース、アク

ティビティなど地域外の人々が本市で活動す

る際に必要な情報を収集・提供します。

総合戦略に基づき、二地域居住、

副業人材など、地域と関わりを持

つ地域外の人々との関係を深め、

ファンづくりを進めることにより

関係人口づくりを推進します。

【決算額：71,841千円】

【実績・成果】

◆ふるさと宮津応援寄付の推

進

・寄附金額　1億5,771万円

【課題・検証】

◆返礼品数の増加と更なる魅

力向上が必要

ふるさと納税事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要82

【R3決算説明資料】主要事業の概要104

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要96

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

地域外の人を受け入れる拠点の整

備や受け入れしやすくする場づく

り、受入地域の意識醸成などを進

め、より深い関係人口づくりを進

めます。

11　地域の担い手を確保するため、マルチハ

ビテーション(多様な居住地を持つスタイル)

など地域外の人々と地域との関係を深め、地

域の活性化を進めます。

８⃣　コワーキングスペース、ワーケーション

等、都市部の企業等と地域が関わる拠点整備

を進めるとともに、都市部人材の誘致に取り

組みます。

９⃣　地域内外の人々が気軽に集い、対話でき

るほか、実践スキル・ノウハウ・人脈などが

得られる「場づくり」に取り組みます。

２　サブスクリプション型サービスを利用し

た空き家サービスにより、一時利用から中期

滞在、定住への流れをつくります。

４　ふるさと納税を推進することで、魅力あ

る特産品を通じて本市の魅力を市外へ発信し

ます。

３⃣　Web技術を活用し、都市部の副業・兼業

プロ人材の知見を活かした地域活性化や関係

人口づくりに取り組みます。

７　地域資源を活かしたアクティビティや農

家・漁家民宿などを整備し、地域体験を通じ

て来訪者との関係を深めます。

10　包括協定を締結している大学等を軸とし

て、本市・地域で展開されるフィールドワー

ク等のサテライトキャンパス等の誘致に向け

た取組を進めます。

６⃣　地域住民が地域外の人々との関わりを深

めるための中間支援組織の育成やマインド醸

成セミナー、オンラインイベントに取り組み

ます。

予定

【事業の概要】

◆地域とつながるきっかけ・

土台づくり事業

・ ワーケーション施設設備整

備支援

◆つながる・生み出す場づく

り事業

・オンラインでの関係人口創

出イベントコミュニティの

「場」づくり　等

　　【予算額：2,000千円】

◆市内まるごとワーケーショ

ン事業

・前尾記念テレワーク総合セ

ンター(仮称)整備

・都市部からの企業等の誘致

と進出支援

　【予算額：108,800千円】

　・民間サテライトオフィス

等開設支援

　・前尾記念テレワーク総合

センター(仮称)追加整備 

　【予算額：90,000千円】

関係人口創出・拡大事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要1

　　　　　　　　　 補正：５月補正主要事業の概要2

　　　　　　　　　 補正：９月補正主要事業の概要3

【R3決算説明資料】主要事業の概要1

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要１

　　　　　　　　　 補正：4月補正主要事業の概要1

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆ふるさと宮津応援寄付の推

進

・返礼品魅力アップキャン

ペーン等を実施

　　【予算額：99,563千円】

継続実施予定

【事業の概要】

◆（新）前尾記念クロスワーク

センターMIYAZUの運営

・ワーケーション等の「中核拠

点」の運営

・都市部人材と地域住民の交流

の場の創出等　

◆宿泊施設等が行うワーケー

ション施設整備の支援

　【予算額：15,000千円】

◆進出企業と地元事業等との連

携事業への支援

・動画情報発信による地域ネッ

トワークづくりへの支援

　【予算額：17,000千円】

【事業の概要】

◆テレワーク総合センター・関

係人口総合センターの管理・運

営

◆お試しワーケーションツ

アー・地域ラーニングワーケー

ションツアー・親子ワーケー

ションツアーの実施

◆地域側の関係案内人となる地

域コーディネーターの育成

◆地域や地域の人々と多様に関

わる「関係人口」の継続的な関

わりを図るための、「オンライ

ン×リアル」の実践型コミュニ

ティ形成・運営

◆市内まるごとワーケーション

を推進する関係者の連携体（協

議会）の運営

◆未来天橋塾との連携

【事業の概要】

◆テレワーク総合センター・関

係人口総合センターの管理・運

営

◆お試しワーケーションツ

アー・地域ラーニングワーケー

ションツアー・親子ワーケー

ションツアーの実施

◆地域側の関係案内人となる地

域コーディネーターの育成

◆地域や地域の人々と多様に関

わる「関係人口」の継続的な関

わりを図るための、「オンライ

ン×リアル」の実践型コミュニ

ティ形成・運営

◆市内まるごとワーケーション

を推進する関係者の連携体（協

議会）の運営

◆副業人材活用によるアクセラ

レータープログラムの実施

企画課

【事業の概要】

◆地域コーディネーターを中心

とした中間支援組織による「民

間主導」での移住・関係人口総

合センターの運営自立化に向け

た支援

◆地域や地域の人々と多様に関

わる「関係人口」の継続的な関

わりを図るための、「オンライ

ン×リアル」の実践型コミュニ

ティ形成・運営

◆市内まるごとワーケーション

を推進する関係者の連携体（協

議会）の運営
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

副業・兼業プロ人材活用事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要2

　　　　　　　　　 補正：５月補正主要事業の概要2

　　　　　　　　　　　　 ３月補正主要事業の概要14

【R3決算説明資料】主要事業の概要2

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要２

　　　　　　　　　 補正：４月補正主要事業の概要１

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

　　【決算額：3,980千円】

【実績・成果】

◆MIYAZU未来戦略マネー

ジャー7名の受入(R3.6～)

・関係人口（企画財政部）2名

・観光戦略（産業経済部）3名

・DX（総務部）2名

◆市内事業所3社に5名の副

業・兼業プロ人材のマッチン

グ

【課題・検証】

◆安定して副業・兼業プロ人

材のマッチングができる仕組

みが必要

関係人口創出・拡大事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要1

　　　　　　　　　 補正：５月補正主要事業の概要2

　　　　　　　　　 補正：９月補正主要事業の概要3

【R3決算説明資料】主要事業の概要1

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要１

　　　　　　　　　 補正：4月補正主要事業の概要1

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆都市部等からの副業・兼業

人材の受入等取組支援

　　【予算額：2,500千円】

◆市内まるごとワーケーショ

ン事業

・テレワーク活性化アドバイ

ザーの受入

　　【予算額：1,200千円】

実績

　【決算額：159,563千円】

【実績・成果】

◆「前尾記念クロスワークセ

ンターMIYAZU」の整備

・実施設計、整備工事等、備

品購入

◆都市部からの企業等の誘致

と進出支援

・誘致ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施（ﾌｫｰﾑ

ﾏｰｹ、新聞記事広告等）

・進出支援金（9法人）

◆民間サテライトオフィス等

の開設支援（1件）

◆ワーケーション受入環境整

備支援（1件）

【課題・検証】

◆ワーケーションでの長期滞

在者の滞在先（安価な宿泊施

設等）の確保が課題

企画課

【事業の概要】

◆都市部等からの副業・兼業

人材「MIYAZU未来戦略マ

ネージャー」の受入

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：8,500千円】

◆副業・兼業プロ人材の更な

る活用推進

・都市部企業・人材の受入拡

大に向けた「ビジネス・ラ

ボ」の設置支援

【予算額(R4補正)：9,000千

円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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５　北部７市町で構成する北部地域連携都市

圏による移住サイト「たんたんターン」など

地域ブランディング等の連携事業を推進しま

す。

予定

10　地域住民とともにつつじが丘団地の魅力

向上に取り組み、SNS等を通じた積極的な情

報発信をすることにより、団地への若者定住

を進めます。

４　移住・定住に係る関係団体で組織する

チーム丹後(移住・定住推進会議)による「丹

後移住サポート事業」を推進します。

住み続けたい人の割合
実　績 61% ー

【事業の概要】

◆（新）京都労働局との雇用

対策協定に基づく就職フェア

等の開催

◆都市部在住者等をターゲッ

トにした北部7市町連携による

合同企業説明会

　　【予算額：361千円】

地域ブランド力を高め、きめ細や

かな情報発信を行うとともに、魅

力ある空き家の確保や移住者の

ニーズに合った物件の確保に努め

るなど、都市部等から移住者等を

呼び込みます。

１⃣　みやづUIターンサポートセンターを移

住・関係人口総合センター(仮称)に拡充し、

空き家や子育て、コワーキングスペースなど

移住希望者の求める情報を収集・提供すると

ともに、働く場のマッチングは、ハローワー

ク及び京都ジョブパーク等と連携します。

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

９　空き家や若者定住促進住宅(城東タウン)

の活用により、若者世代の移住・定住を促進

します。

２　先輩移住者や地域等と連携し、移住前後

の相談・助言体制を整備します。

８⃣　移住促進特別地域など地域全体で移住に

取り組む地域を増やすことで、地域の実情に

あった地域ならではの特色(カラー)が見える

移住促進に取り組みます。

６⃣　菜園や農地付きの空き家、海の見える空

き家など居住可能な空き家を確保し、空き家

バンクへの登録を促進します。

７　地域自らが取り組むお試し住宅の設置な

ど、移住希望者の受け入れ活動を支援しま

す。

継続実施予定 継続実施予定継続実施予定

　　【決算額：428千円】

【実績・成果】

◆北部7市町連携による合同企

業説明会

・延べ164人参加

◆京都府労働局との雇用対策

協定に基づく事業

・就職フェアの開催 2回 実43

人､延べ64件参加　ほか

【課題・検証】

◆企業と求職者とのマッチン

グの推進

ふるさと就労支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要4

【R3決算説明資料】主要事業の概要4

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要４

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

【事業の概要】

◆都市部在住者等をターゲッ

トにした北部7市町連携による

合同企業説明会

◆ハローワーク等関係機関と

の連携

　　【予算額：332千円】

商工観光課

△24人/年 △12人/年 0人/年

企画課

実　績 △63人/年 △100人/年 △117人/年

ー

ー ー

企画課

80%目　標

住みたい、住み続けたいまちづくり

移住者と地域住民とのふれあいで地域に新たな活力を生むまち【移住・定住促進】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

転出超過数の減少
目　標 △48人/年

ー ー

△36人/年

３　都市部での移住希望者の拡大に向け、オ

ンラインの相談会や空き家見学などに取り組

みます。

魅力あるまち“みやづ”にＵＩＪターン推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要5

【R3決算説明資料】主要事業の概要5

移住・定住推進事業

（魅力あるまち”みやづ”にＵＩＪターン推進事業から名称変

更）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要５

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

企画課

予定

実績

【事業の概要】

◆空家改修補助金

・（新）府制度を活用した多

子世帯に対する住宅改修支援

・（新）家財撤去費への支援

◆総合的な空家空地対策の推

進

◆サポートセンターの運営と

広域連携事業の展開

　　【予算額：19,433千円】

【事業の概要】

◆（充）みやづＵＩターンサ

ポートセンターの運営強化

◆空家改修補助金

・（充）移住促進特区の全市域

への拡大に向けた取組み（京都

府の要件緩和に合わせて）

・（新）地域によるお試し住宅

の整備支援

◆空家空地対策協議会の運営等

　　【予算額：28,247千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

　　【決算額：10,095千円】

【実績・成果】

◆サポートセンターの運営と広

域連携事業の展開

◆定住支援空き家等改修補助金

等

・改修補助（6件）、家財撤去

補助（3件）、移住者受入促進

活動補助（1件）

◆総合的な空家空地対策の推進

【課題・検証】

◆空き家バンク登録の促進や移

住希望者の掘り起こし、関係人

口から移住・定住へつなげてい

く取組等をさらに強化する必要

がある。

◆宮津市内全域に移住特区を拡

大する必要がある。
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

実績

　　【決算額：31,678千円】

【実績・成果】

◆未来を担う人財応援奨学金

(大学等における修学に対する

奨学金)の貸与

・3名

◆未来を担う人財応援奨学金

基金への積立

・寄附金（1,184件、30,478

千円）を積立

【課題・検証】

◆基金造成が順調に進んでお

り、基金の更なる有効活用を

検討する必要がある。

12　子どもたちの保幼小中高の様々なステー

ジにおいて、地域社会等とつながりを持ち、

地域を調べ知ることで、ふるさとへの愛着意

識を醸成します。

⑬　次代を担う人材の育成・確保と定住促進

を図るため、Uターン者の返還免除規定を含

む奨学金制度を創設・運用します。

定住促進住宅整備事業

～地域福祉を支える福祉人材確保対策の強化～

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要97

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆みやづ城東タウンリノベー

ション

・老朽化した住戸のリノベー

ション及びエッセンシャル

ワーカー（福祉分野の就労

者）向けの優先入居枠の設定

　　【予算額：20,000千円】

実績 ―

継続実施予定

都市住宅課

継続実施予定 継続実施予定

　　　　継続実施予定

※基金の状況により、収入要

件の緩和や人数の拡大を検討

　　　　継続実施予定

※基金の状況により、収入要

件の緩和や人数の拡大を検討

　　　　継続実施予定

※基金の状況により、収入要

件の緩和や人数の拡大を検討

都市住宅課

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

企画課

未来を担う人財応援奨学金事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要3

【R3決算説明資料】主要事業の概要3

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要３

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆大学等における修学に対す

る奨学金

※卒業後、奨学金の支給を受

けた期間に相当する期間、本

市に居住した場合は返還免除

　　【予算額：4,800千円】

【事業の概要】

◆大学等における修学に対す

る奨学金

※卒業後、奨学金の支給を受

けた期間に相当する期間、本

市に居住した場合は返還免除

　　【予算額：2,400千円】

定住促進住宅管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要83

【R3決算説明資料】主要事業の概要105

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要98

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆定住促進住宅(城東タウン)

の維持管理

◆城東タウン定住促進計画の

立案

　　【予算額：5,591千円】

【事業の概要】

◆定住促進住宅(城東タウン)

の維持管理

◆城東タウンリノベーション

に伴う入居条件等の見直し

　　【予算額：5,590千円】

実績

　　【決算額：8,445千円】

【実績・成果】

◆定住促進住宅(みやづ城東タ

ウン)の維持管理

・入居者の公募（6月、2月実

施）8戸募集し申込０件

・定住促進に向けたリノベー

ションや入居要件緩和等の検

討

◆みやづ城東タウン住戸リノ

ベーション建築設計業務

【課題・検証】

◆入居者増に向けたハード・

ソフト対策の充実

高校や地域と連携し、ふるさとに

帰りたいと思う気持ちの醸成を進

め、Uターンの取組を強化しま

す。

11　定住人口の増加を図るため、地域の良さ

を知る活動や地域との関わりを増やす活動な

どにより、住民の地域を愛する心を醸成しま

す。
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

継続実施予定 継続実施予定

企画課

実績

　　【決算額：15千円】

【実績・成果】

◆市内高校と事業者等との連

携による課題解決型の人材育

成

・２高校

【課題・検証】

◆事業者等との関わりを充実

する必要がある。

次世代人材育成事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要81

【R3決算説明資料】主要事業の概要103

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要95

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆市内高校と事業者等との連

携による課題解決型の人材育

成

　　　【予算額：150千円】

【事業の概要】

◆市内高校と事業者等との連

携による課題解決型の人材育

成

　　　【予算額：150千円】
継続実施予定

－39－



空き家バンク新規登録件数

住みたい、住み続けたいまちづくり

空き家を大切な資源として捉え、予防と利活用を進めるにぎわいのある魅力的なまち【空き家対策】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

目 標 30件／年

実 績 29件/年 15件/年 16件/年

企画課

30件／年 30件／年 30件／年 150件/5年

目 標 20件/年 20件/年

空き家バンク登録物件活用件数(契約成立件数)

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

20件/年 20件/年 100件/5年

企画課

実 績 13件/年 14件/年 18件/年

５年間の対応方向

空き家の発生等の予防や、空き家

バンク登録など利活用できる空き

家を増やし、管理不全な空き家・

空き地の措置を行うとともに、空

き家を活用した店舗づくりや移

住・定住者の増加などまちの活性

化につなげます。

１ 相続についての啓発や住まいの終活、地

域からの困りごと相談を進めるとともに、地

域と一緒になった空き家の早期発見や発生予

防、早期対策に努めます。

５ 空き家を活用した店舗づくりや、移住・

定住者、子育て世帯等の住宅改修を支援し、

空き家の利活用を増やし、まちのにぎわいづ

くりにつなげます。

具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

４ 安全・安心な住環境の確保に向け、空き

家所有者に空き家の適切な管理を促し、管理

不全な空き家の解消に努めます。

３ ホームページや全国版空き家バンクでの

情報発信、不動産業者等との連携、事業者へ

の空き家情報提供などにより、空き家の流動

化を進めます。

２ 空き家の所有者調査やアンケートなどの

啓発や空き家活用ワークショップ、家財撤去

支援などを通じ、空き家バンクへの登録の増

加や利活用できる空き家を増やします。

【事業の概要】

◆（充）みやづＵＩターンサ

ポートセンターの運営強化

◆空家改修補助金

・（充）移住促進特区の全市

域への拡大に向けた取組み

（京都府の要件緩和に合わせ

て）

・（新）地域によるお試し住

宅の整備支援

◆空家空地対策協議会の運営

等

  【予算額：28,247千円】

予定

  【決算額：10,095千円】

【実績・成果】

◆サポートセンターの運営と

広域連携事業の展開

◆定住支援空き家等改修補助

金等

・改修補助（6件）、家財撤去

補助（3件）、移住者受入促進

活動補助（1件）

◆総合的な空家空地対策の推

進

【課題・検証】

◆空き家バンク登録の促進や

移住希望者の掘り起こし、関

係人口から移住・定住へつな

げていく取組等をさらに強化

する必要がある。

◆宮津市内全域に移住特区を

拡大する必要がある。

企画課

魅力あるまち“みやづ”にＵＩＪターン推進事業(再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要5

【R3決算説明資料】主要事業の概要5

移住・定住推進事業(再掲)

（魅力あるまち”みやづ”にＵＩＪターン推進事業から名称変

更）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要５

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

【事業の概要】

◆空家改修補助金

・（新）府制度を活用した多

子世帯に対する住宅改修支援

・（新）家財撤去費への支援

◆総合的な空家空地対策の推

進

◆サポートセンターの運営と

広域連携事業の展開

  【予算額：19,433千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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市民環境課

実績

　　【決算額：262千円】

【実績・成果】

◆SDGs男女共同参画講演会の

開催

◆女性団体活動支援

【課題・検証】

◆女性活躍に資する人材育成

　※市民意識調査を次年度に

実施

【事業の概要】

◆「宮津市男女共同参画基本

計画～ウインドプラン2017

～」の推進

・男女共同参画講演会　など

　　　【予算額：376千円】

◆基本計画中間年市民意識調

査)ゼロ予算)

【事業の概要】

◆「宮津市男女共同参画基本

計画～ウインドプラン2017

～」の推進

・男女共同参画等に係る市民

意識調査　ほか

　　　【予算額：852千円】

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆「宮津市男女共同参画基本

計画～ウインドプラン2017

～」の推進

・男女共同参画講演会　など

◆宮津市男女共同参画基本計

画策定に向けた市民意識調査

※計画策定はR8年度

住みたい、住み続けたいまちづくり

男女の人権が等しく尊重され、喜びも責任もともに分かち合う男女共同参画のまち【男女共同参画・女性活躍】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

市の審議会等委員に参画する女性の割合
目　標 30.00%

実　績 23.10% 22.20% 22.80%

31.00% 32.00% 33.00% 35.00%

市民環境課

― ― ―

30歳代の女性の労働力率 市民環境課

実　績
77％

(H27)
― ― ― ―

目　標 ― ―

―

実　績
12.3％

(H28)
― 11.10% ― ― ―

社会通念・慣習・しきたり等で男女平等と感じている人の割合
目　標 20.0% ― ― ―

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

30.0%

― ― 80%

市民環境課

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

行政における女性参画や女性登用

をはじめ、あらゆる分野で女性の

活躍が増えるよう取組を進めると

ともに、男性の家事・育児等への

参画促進や企業でのワーク・ライ

フ・バランスの向上、地域団体で

の女性参加の拡大など男女共同参

画しやすい風土づくりを進めま

す。

１　政策や方針決定過程への女性の参画の拡

大を図ります。

男女共同参画推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要84

【R3決算説明資料】主要事業の概要106

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要99

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

３⃣　企業・事業所におけるワーク・ライフ・

バランスの改善に向け、育児・介護休業制度

の充実や男性の育児休業取得促進、仕事と家

庭の両立がしやすい企業文化の普及などの啓

発を行います。

２　市の管理的地位にある女性職員及び係長

相当職の女性職員の割合向上に取り組みま

す。

４⃣　男女が社会の対等な構成員として自らの

意思であらゆる分野に参画できるよう、女性

のキャリアアップ研修や起業等の支援を行う

とともに、地域、団体への働きかけを行うな

ど、男女がともに活躍できる風土づくりに努

めます。

男女共同参画推進事業

(子育てしやすい環境づくりの推進)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要11

【R3決算説明資料】主要事業の概要11

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要11

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

市民環境課

【事業の概要】

◆子育てしやすい環境づくり

に向けた取組

・ワーク・ライフ・バランス

講演会

・先進企業や有識者による個

別相談会

　　【予算額：500千円】

予定

【事業の概要】

◆子育てしやすい環境づくり

に向けた取組

・ワーク・ライフ・バランス

講演会

・先進企業や有識者による個

別相談会

　　【予算額：500千円】

【事業の概要】

・ワーク・ライフ・バランス

講演会

・個別相談会及び企業へのア

ドバイザー派遣

【事業の概要】

・ワーク・ライフ・バランス

講演会

・個別相談会及び企業へのア

ドバイザー派遣

・啓発資料作成・配付

【事業の概要】

・ワーク・ライフ・バランス

講演会

・個別相談会及び企業へのア

ドバイザー派遣

　

　　【決算額：499千円】

【実績・成果】

◆子育てしやすい環境づくり

に向けた取組

・ワーク・ライフ・バランス

講演会の開催

・ワークライフバランス支援

制度パンフレットの作成及び

配布

【課題・検証】

◆事業所におけるワーク・ラ

イフ・バランスの向上
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市公式HP(シティプロモーション)年間ビュー数
2万ＰＶ ３万ＰＶ ４.５万ＰＶ ７万ＰＶ 10万PV

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

【事業の概要】

R2繰越

◆地域の魅力発信に向けたデ

ジタルコンテンツの追加制作

　【予算額：4,330千円】

◆プロモーションロゴ制作

◆動画制作ワークショップの

開催

◆動画コンテンツの制作・発

信、ＳＮＳの活用

　　【予算額：2,300千円】

シティプロモーション事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要85

　　　　　　　　 　補正：３月補正主要事業の概要15

【R3決算説明資料】主要事業の概要107

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要100

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆地域の魅力発信に向けたデ

ジタルコンテンツの制作等

【予算額(R3繰越・一体型)：

3,000千円】

◆「橋をつなごう」を合言葉

にしたプロモーション事業の

展開

【予算額(R4当初)：2,292千

円】

【事業の概要】

◆みやづ暮らしの発信

◆SNSプロモーション

◆動画コンテンツの制作・発

信

◆「橋をつなごう」を合言葉

にしたプロモーション事業の

展開

継続実施予定 継続実施予定

実績

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

企画課

― ー実　績

目　標

12万ＰＶ

継続実施予定 継続実施予定

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

企画課

【事業の概要】

◆広報誌の発行

◆ホームページの保守管理

　　【予算額：4,852千円】

住みたい、住み続けたいまちづくり

地域の宝(ヒト・モノ・コト)の誇りが育まれ、選ばれるまち【シティプロモーション】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

宮津に愛着・誇りをもっている割合
目　標 ー

企画課

実　績

ー ー ー 100%

73% ー ー ー ー ー

企画課

実績

　　【決算額：4,703千円】

【実績・成果】

◆広報誌発行(毎月20日)

◆ホームページの保守管理

・ホームページの安定した配

信

【課題・検証】

◆紙製品の価格高騰

３　ワークショップの開催や市民との動画づ

くりを通じて、地域資源の理解を深めること

により、郷土愛が醸成される取組を推進しま

す。

継続実施予定

　　【決算額：6,390千円】

【実績・成果】

◆デジタルコンテンツの制作

　62本を制作し、市HP・

noteで発信

◆映像・SNS等魅力発信業務

等

・11本の動画コンテンツを制

作し、Youtube、SNSで発信

・地元産品のPR動画を制作

し、Youtubeで広告配信

・インタビューボードの制作

【課題・検証】

◆市ホームページを通じた情

報発信力の強化には、デジタ

ルコンテンツの継続した制作

が必要

広報活動事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要86

【R3決算説明資料】主要事業の概要108

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要101

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆広報誌の発行

◆ホームページの保守管理

　　【予算額：5,220千円】

魅力ある地域の情報を分かりやす

く戦略的に広報発信することによ

り、市のイメージを定着させ、選

ばれるまちを目指します。

７　多くの恵まれた地域資源を活かした宮津

市ブランドを確立させ、まちの魅力を高めま

す。

インターネットを活用した情報発

信の強化や住民などと一緒になっ

てまちの魅力を発信する協働によ

る取組を進め、住民が地域を知り

理解を深めることにより、郷土愛

の醸成を進めます。

１　地域資源のデジタルコンテンツを制作す

るなど地域の理解を深めることができる情報

を充実し、情報発信を強化します。

９　観光、子育て、移住・定住等の施策と横

断的に連携した取組により、広報力を強化し

ます。

８　市外向け情報発信のターゲットを設定

し、SNSを活用した効果的な情報発信を推進

します。

６　シティプロモーション戦略を策定し、市

職員一人一人が広報の重要性を理解し、シ

ティプロモーションの意識を持った取組を全

庁的に進めます。

４　フォトコンテスト等の実施により、本市

のイメージを伝え届け、共有する取組を推進

します。

２　広報誌等の広報媒体において、地域資源

の情報掲載を充実します。

５　多くの人を巻き込み、口コミでまちの魅

力が伝播される取組を推進します。
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継続実施予定 継続実施予定

総務課

実績 ―

―

　　【決算額：1,761千円】

【実績・成果】

◆集落支援員の配置　１名

◆人・農地プランの策定、実

施等

・新規５プラン、更新１プラ

ン

※R4.3末プラン策定状況　18

地域（34集落/75集落）

45.3%

【課題・検証】

◆人・農地プラン未策定地域

での作成を進めるとともに、

既策定地域での担い手の受入

など、取組の具体化を進める

必要がある。

「橋をつなごう」総合計画等推進事業

(エリア連携構想の推進)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要102

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

住みたい、住み続けたいまちづくり

地域コミュニティが充実し、人が元気で輝けるまち【地域コミュニティ】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

自治会加入世帯割合
目　標 77.00%

農山漁村コミュニテイ活性化事業(再掲)

（R3 人・農地プラン策定事業と農山村活性化事業を統合）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要17

【R3決算説明資料】主要事業の概要17

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要16

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

農林水産課

ー ―

地域活動に参加した割合
ー ー 60%

総務課

実　績 77.23% 77.43% 76.98%

予定

【事業の概要】

◆エリア連携構想の推進に向

けた共創ミーティングの開催

　　【予算額：391千円】

【事業の概要】

◆（新）集落支援員の配置

◆集落活性化に向けた取組へ

の支援（上宮津）

◆農村集落活性化を担う人材

（地域おこし協力隊）の配置

及び起業支援

　　【予算額：2,100千円】

予定

【事業の概要】

◆（新）新たな担い手の受入

体制構築支援

◆集落支援員の配置

◆人・農地プランの策定、実

施等

　　【予算額：2,676千円】

継続実施予定

78.00% 79.00% 80.00% 80.00%

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

企画課

目　標 ー ー

実　績 42%

３⃣　ICTやAIを活用して地域間の連携を深め

ながら地域の振興・活性化を促し、コミュニ

ティ活動を推進します。

５⃣　地域課題の解決に向けて集落支援員や地

域力創造アドバイザー、地域おこし協力隊等

を地域へ導入します。

地域コミュニティの基礎である自

治会について、今後の在り方など

検討するとともに、課題解決を支

援します。

１　市と地域が対話を行い、自助、共助、公

助の役割分担を明確にするとともにその役割

に応じた行動を促します。

４　地域コミュニティの基盤強化に向けて、

(一財)自治総合センターの助成制度を活用

し、自治会等のコミュニティ活動を支援しま

す。

２　自治連、自治会活動の維持、推進に向け

て、自治会と行政の連携による自治会加入促

進を行います。
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

総務課

【事業の概要】

◆自治会活動への支援

◆自治会集会施設等整備への

補助

◆市自治連合協議会（事務

局：情報推進係）で取り組む

持続可能なコミュニティ形成

を推進

・課題解決の方策の展開

・成功事例の共有（横展開）

　　【決算額：16,349千円】

【実績・成果】

◆自治会活動への支援

・地区自治連協議会報償金

・単位自治会報償金

・市自治連協議会補助金

◆自治会集会施設等整備への

補助

・自治会集会施設整備費補助

金　５自治会

◆市自治連協議会に持続可能

地地域コミュニティ検討部会

を設置し、３回開催

◆現状把握・課題整理のため

のアンケートを実施

【課題・検証】

◆現状・課題を踏まえ、自治

会のあり方、また、行政との

関りについて整理が必要

継続実施予定 継続実施予定

自治会活動支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要87

【R3決算説明資料】主要事業の概要109

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要102,103

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

【事業の概要】

◆自治会活動への支援

◆自治会集会施設等整備への

補助【予算額：17,432千円】

◆市自治連合協議会（事務

局：情報推進係）で取り組む

持続可能なコミュニティのあ

り方検討を支援

・自治連内に検討部会設置

・各単位自治会、地区自治連

の現状把握、課題整理

【事業の概要】

◆宮津市自治連合協議会で取

り組む持続可能な地域コミュ

ニティのあり方検討、取りま

とめへの支援

　　【予算額：450千円】

◆自治会活動への支援

◆自治会集会施設等の整備へ

の補助

【予算額(R4当初)：18,944千

円】

【予算額(R3繰越)：430千

円】
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

国際交流推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要88

【R3決算説明資料】主要事業の概要110

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要104

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆（新）外国人技能実習生向

けの日本語教室運営支援

◆姉妹都市との交流

・高校生同士のオンライン交

流　ほか

　　　【予算額：254千円】

◆新型コロナ関連、防災等の

多言語情報を市公式HPで発信

◆在住外国人向けの防災教室

の開催

【事業の概要】

◆ネルソン市(ニュージーラン

ド)の学校間・学生同士のオン

ライン(Zoom)交流を学期ごと

に１回開催

◆新型コロナ関連、防災等の

多言語情報を市公式HPで発信

◆外国人技能実習生向けの日

本語教室運営支援

【事業の概要】

◆デルレイビーチ市(米国)高

校生訪問団受入

◆ネルソン市(ニュージーラン

ド)の学校間・学生同士のオン

ライン(Zoom)交流を学期ごと

に１回開催

◆新型コロナ関連、防災等の

多言語情報を市公式HPで発信

◆外国人技能実習生向けの日

本語教室運営支援

【事業の概要】

◆ネルソン市(ニュージーラン

ド)の学校間・学生同士のオン

ライン(Zoom)交流を学期ごと

に１回開催

◆新型コロナ関連、防災等の

多言語情報を市公式HPで発信

◆外国人技能実習生向けの日

本語教室運営支援

市民訪問団の積極的な受入れな

ど、姉妹友好都市間の交流を深

め、国際感覚豊かな人づくりを進

めます。

８　姉妹友好都市からの高校生・市民訪問団

を積極的に受入れ、市民の多文化に対する理

解を深めるとともに、多様な相互交流を図り

ます。

７　地域住民による日本語教室を開設すると

ともに、雇用、福祉、教育などの相談体制を

つくり外国人住民が暮らしやすい環境づくり

を進めます。

日本語教室の開催など外国人住民

が暮らしやすい環境づくりを進

め、地域で住民と一緒になり安心

して暮らせる共生社会を築きま

す。

６　多言語音声翻訳技術等ややさしい日本語

を用い、外国人にわかりやすい行政情報・生

活情報・防災情報をきめ細かに発信します。

予定

総務課

【事業の概要】

◆デルレイビーチ市(米国)高

校生訪問団受入(コロナ禍によ

りR2からR3に延期)

　　　【予算額：325千円】

◆ネルソン市(ニュージーラン

ド)姉妹都市提携45周年記念事

業の実施(市長同士のオンライ

ン会談、学校間・学生のオン

ライン交流)

◆在住外国人向けの日本語教

室の開催支援

◆新型コロナ関連、防災等の

多言語情報を市公式HPで発信

実績

　　【決算額：94千円】

【実績・成果】

◆ネルソン市姉妹都市提携45

周年事業

・両市長のオンライン会談、

市立図書館での記念展示等

◆デルレイビーチ市高校生訪

問団受

・コロナ禍により再度延期

◆外国人(在住外国人技能実習

生)向けの防災教室の開催 

◆新型コロナ関連、暮らしの

情報、防災情報を市公式HP・

Facebookで発信、周知

【課題・検証】

◆ネルソン市の学校間、学生

間のオンライン交流の実施に

向けた調整、日本語教室運営

者の人材確保が必要

－45－



予定

まちづくり応援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要18

 　　　　　　　　　補正：12月補正(第9号)

　　　　　　　　　　　　　　　　主要事業の概要7

【R3決算説明資料】主要事業の概要18

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要17

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

企画課

【事業の概要】

◆地域課題解決型地域おこし

協力隊の配置

◆地域会議の活動支援

◆まちづくり補助金

◆コミュニティ助成事業

　　【予算額：10,600千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆（新）地域課題解決型地域

おこし協力隊の配置

◆地域会議の活動支援

◆まちづくり補助金

◆コミュニティ助成事業

　　【予算額：11,800千円】

◆コミュニティ助成事業

・小寺自治会の集会所備品整

備支援

　　【予算額：2,300千円】

　　【決算額：8,584千円】

【実績・成果】

◆地域課題解決型地域おこし

協力隊の配置

・上宮津に1名

◆地域会議の活動支援

◆まちづくり補助金　3団体

◆コミュニティ助成事業　3団

体

【課題・検証】

◆地域会議の今後のあり方の

検討

継続実施予定 継続実施予定

企画課

実績

　　【決算額：898千円】

【実績・成果】

◆大学との連携による地域の

課題解決に向けた取組の推進

・2大学5プロジェクト

【課題・検証】

◆新たな地域課題の掘り起こ

し

大学等地域活動連携推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要19

【R3決算説明資料】主要事業の概要19

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要18

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆大学との連携による地域の

課題解決に向けた取組の推進

　　【予算額：1,000千円】

【事業の概要】

◆大学との連携による地域の

課題解決に向けた取組の推進

　　【予算額：1,000千円】 継続実施予定

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

住民の主体的なまちづくり活動を

支援するとともに、地域間交流や

大学等との連携、地域おこし協力

隊の導入などにより、地域と行政

等が一緒になって課題解決に取り

組む協働のまちづくりを進めま

す。

１⃣　地域自らが取り組む地域課題の解決やま

ちづくり活動等を協議、企画立案する地域会

議の取組を支援するとともに、地域間や若者

世代の取組を促進します。

４⃣　地域が自ら行う課題解決や将来あるべき

姿の実現に向け、大学等の持つリソースや外

部専門家等の活用などにより、地域課題解決

に取り組む地域を支援します。

２　まちづくり意識を高める講座や地域間の

情報共有を進める交流会を開催します。

３　地域の維持・発展に向け、地域が抱える

課題について、地域を越えた連携を推進しま

す。

５⃣　市民が主体的に運営する団体等が企画す

るタウンミーティングで提案されたまちづく

り活動等の実現を支援します。

６　地域の課題解決に向けた地域おこし協力

隊を配置することにより、課題解決に向けた

まちづくり活動を活発化します。

７地域・団体

（５大学）

（２地おこ）

所管課

７地域・団体

（５大学）

（２地おこ）

７地域・団体

（５大学）

（２地おこ）

８地域・団体

（５大学）

（３地おこ）
企画課

住みたい、住み続けたいまちづくり

様々な立場の人々が一緒になり、互いの理解・尊重・信頼で、みんなが活躍できるまち【市民協働】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

地域おこし協力隊(地おこ)や大学等と連携し課題解決に取り組む地域・団体数

目　標

５地域・団体

（４大学）

（１地おこ）

実　績

4地域・団体

（3大学）

(－)

５地域・団体

（４大学）

(－)

５地域・団体

（２大学）

（１地おこ）
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所管課

 企画課

総務課

実績

　　【決算額：2,235千円】

【実績・成果】

◆市民と行政の協働による事

業構想・実践を行うことがで

きるリーダーを育成するた

め、市職員を対象に、全10回

の人材養成講座を実施

・全10回。12名受講

【課題・検証】

◆引き続き、市民と行政の

パートナーシップによる実践

ができる職員を育成していく

必要がある。

【事業の概要】

◆地域力創造アドバイザーの

活用による地域創生実現に向

けたリーダー養成

　　【予算額：2,500千円】
継続実施予定 継続実施予定 ― ー

外部専門家等の知見も得て、地域

の次代を担い活躍する若手人材育

成により、地域の活性化を図りま

す。

７⃣　外部専門家の知見を得て、地域づくりに

チャレンジする次代を担う若手人材等を育成

し、地域による新たな事業化を支援します。

地域創生リーダー人財創発事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要16

【R3決算説明資料】主要事業の概要16

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定
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農林水産課

予定

【事業の概要】

◆防災重点ため池に係る劣化

状況調査（国分、田原）

　　【予算額：400千円】

実績

　　【決算額：462千円】

【実績・成果】

◆防災重点ため池に係る劣化

状況調査（国分、田原）

【課題・検証】

◆ため池施設の劣化状況把握

を行い現状が確認できた。今

後も継続的に点検を実施。

― ― ― ―

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

５　京都府の砂防、急傾斜地崩壊対策、地す

べり対策、治山事業等の実施に向けた取組を

進めます。

１　地域交通の分断の回避や浸水・内水被害

の軽減に向けて、滝馬川河川整備、一級河川

由良川の整備促進等、道路、河川、都市下水

路等の整備促進に取り組みます。

 

２　公共建築物及び住宅の耐震化率の向上に

取り組みます。

３　災害被害の低減に向けた農地農業用施設

及び林業施設の整備を進めます。

４　津波、高潮、海岸侵食等への対策として

の海岸保全施設の整備を進めます。

農業基盤整備事業

(「防災工事推進計画」策定に向けたため池劣化状況調査)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要89

【R3決算説明資料】主要事業の概要111

災害に強い森づくり事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要90

【R3決算説明資料】主要事業の概要113

実績

　　【決算額：38,501千円】

【実績・成果】

◆京都府からの受託事業によ

る治山ダム整備（国分地区）

【課題・検証】

◆施設整備により土砂流出防

止が図られた。

６　激甚化する災害(台風の大型化に伴う大

規模災害・土砂災害や暴風など)に備え、関

係機関と連携した事前の備えと社会基盤の早

期復旧に向けた取組を進めます。

７　ドローンを使った公共施設の安全管理や

Webカメラを利用した災害情報収集など、最

新技術を使った減災・防災事業に取り組みま

す。

国土強靭化地域計画等に基づき、

道路・河川の整備や住宅耐震化率

の向上など災害に強い社会基盤の

整備を進めます。

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

消防防災課

実　績 3計画 16計画 30計画

要配慮者利用施設の避難確保計画
目　標 22計画 28計画 34計画

消防団分団・部数

７分団

27部・支援隊

７分団

27部・支援隊

７分団

27部・支援隊
消防防災課

実　績
７分団

27部・支援隊

７分団

27部・支援隊

７分団

27部・支援隊

目　標
７分団

27部・支援隊

７分団

27部・支援隊

85.39%

土木管理課

実　績 77.52% 78.44% 78.65%

30自治会

消防防災課

実　績 10自治会 15自治会 17自治会

86.50% 88.00% 89.00% 90.00%

上下水道課

土木管理課

地区防災計画の作成自治会数
目　標 20自治会 25自治会 30自治会 30自治会

地籍調査進捗率
目　標 78.65% 78.65% 80.90% 83.15%

水道事業有収率

(作った水の量と収入になった水の量の比率)

目　標 85.00%

安心・安全に生活でき、環境にやさしいまちづくり

安全な地域づくりにより、安心して暮らせるまち【社会基盤・防災減災】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

橋梁長寿命化計画に基づく修繕の実施率
目　標 12.1% 17.2% 22.2% 27.3% 31%

実　績 3% 7.1% 8.1%

ー ー 1河川 1河川

土木管理課

実　績 0河川 ー ー

上下水道課

実　績 83.41% 83.48% 84.40%

86.50% 87.00% 87.50% 88.00%

実　績 83.50% 84.70% 85.50%

緊急性の高い河川の整備
目　標 ー

下水道事業水洗化率
目　標 86.00%

農林水産課

予定

【事業の概要】

◆京都府からの受託事業によ

る治山ダム整備（国分地区）

　　【予算額：38,500千円】
― ― ― ―
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

土木管理課

実績

　　【決算額：9,438円】

【実績・成果】

◆都市下水路の維持管理及び

修繕（東堀川下水路ほか）

◆市街地内水対策に係る調査

等

・都市計画決定図書等の作成

・都市計帷幄決定の変更

◆雨水タンク設置助成（４

件）

【課題・検証】

◆計画的に事業を執行できて

いる。

【事業の概要】

◆急傾斜地崩壊対策事業負担

金(小田宿野地区)

　【予算額：10,000千円】

【事業の概要】

◆急傾斜地崩壊対策事業負担

金(小田宿野地区)

　【予算額：10,000千円】 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆急傾斜地崩壊対策事業負担

金（新規地区）

【事業の概要】

◆都市下水路の維持管理及び

修繕

◆雨水タンクの設置助成

◆市街地の内水対策に係る調

査等（都市計画決定図書等の

作成）

　　【予算額：11,250千円】

【事業の概要】

◆都市下水路の維持管理及び

修繕

◆雨水タンクの設置助成

　　【予算額：9,650千円】

【事業の概要】

◆都市下水路の維持管理及び

修繕

◆雨水タンクの設置助成

◆雨水公共下水道計画策定 継続実施予定

【事業の概要】

◆都市下水路の維持管理及び

修繕

◆雨水タンクの設置助成

◆雨水公共下水道の実施設計

急傾斜地崩壊対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要102

【R3決算説明資料】主要事業の概要125

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要119

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆滝馬川河川整備工事

　【予算額：145,000千円】

【事業の概要】

◆滝馬川河川整備工事

【予算額(R4当初)：105,000

千円】

【予算額(R3繰越)：125,000

千円】

継続実施予定

【事業の概要】

◆滝馬川改修工事(完了予定)

◆新規河川整備設計(１河川)

【事業の概要】

◆新規河川整備

土木管理課

　　【決算額：5,449千円】

【実績・成果】

◆滝馬川河川整備工事（第２

工区）を発注

◆工事請負費等125,000千円

を翌年度に繰越

【課題・検証】

◆工事発注に遅れが生じてい

るため、適切な工程管理に努

め工事の進捗を図る必要があ

る。

土木管理課

実績

　　【決算額：8,000千円】

【実績・成果】

◆急傾斜地崩壊対策事業負担

金(小田宿野地区)

【課題・検証】

◆次年度の整備に向けて計画

どおり事業執行できた。

河川整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要100

【R3決算説明資料】主要事業の概要123

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要114

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

都市下水路管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要103

【R3決算説明資料】主要事業の概要127

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要115

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

都市住宅課

実績

　　【決算額：4,565千円】

【実績・成果】

◆木造住宅に係る耐震診断及

び耐震改修助成

・木造住宅に係る耐震診断10

件

・耐震の本格改修支援2件

・簡易改修支援2件

【課題・検証】

◆家主の耐震化に対する意識

が希薄化している

予定

【事業の概要】

◆浜町排水機場の維持管理

　　【予算額：7,182千円】

【事業の概要】

◆浜町排水機場の維持管理

　　【予算額：6,557千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

土木管理課

実績

　　【決算額：6,459千円】

【実績・成果】

◆浜町排水機場の維持管理

【課題・検証】

◆計画的に事業を執行できて

いる。

　　【決算額：19,660千円】

【実績・成果】

◆浜町排水機場の排水能力確

保に向けた改修

・発動発電機オーバーホール

ほか

【課題・検証】

◆次年度の整備に向けて計画

どおり事業執行できた。

【事業の概要】

◆木造住宅に係る耐震診断及

び耐震改修助成　ほか

　　【予算額：5,450千円】

【事業の概要】

◆木造住宅に係る耐震診断及

び耐震改修助成　ほか

◆耐震化啓発や助成制度のＰ

Ｒ強化（市広報・HP等）

　　【予算額：5,450千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆浜町排水機場の排水能力確

保に向けた改修（基幹施設の

オーバーホール） ― ―

土木管理課

排水機場整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要104

【R3決算説明資料】主要事業の概要128

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要116

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

予定

住宅耐震化促進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要108

【R3決算説明資料】主要事業の概要132

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要122

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

水道事業会計

(河川内の水道管移設)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要117

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

排水機場維持管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要105

【R3決算説明資料】主要事業の概要129

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要120

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

―

【事業の概要】

◆如願寺川（昭和橋下部）添

架の水道管移設（河川断面の

確保）

　　【予算額：54,000千円】

土木管理課

実績 ―

【事業の概要】

◆浜町排水機場の排水能力確

保に向けた改修（発動発電機

オーバーホールほか）

　　【予算額：20,000千円】

【事業の概要】

◆浜町排水機場の排水能力確

保に向けた改修(小口径ポンプ

改修ほか)

　　【予算額：11,000千円】
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

農林水産課

実績

　　【決算額：4,257千円】

【実績・成果】

◆豪雨により被災した農地農

業用施設の復旧

・R2発生畑地区農地災害復旧

工事

・R3発生災害の復旧に係る測

量設計業務（3箇所）

予定

【事業の概要】

◆令和3年8月発生災害の復旧

・補助災害：農地３箇所(測量

設計)

　　【予算額：2,700千円】

◆令和3年8月発生災害の復旧

・補助災害：農地3箇所(復旧

工事)

　　【予算額：6,200千円】

【事業の概要】

◆令和3年6月25日梅雨前線豪

雨災害の復旧

・河川2箇所

　　【予算額：9,000千円】

◆令和3年8月発生災害の復旧

・補助災害：河川1箇所(応急

仮工事、測量設計)

・単独災害：道路4箇所(復旧

工事)、河川3箇所(復旧工

事)、都市下水ほか2箇所(復旧

工事)

　　【予算額：6,000千円】

◆令和3年8月発生災害の復旧

・補助災害：河川1箇所(復旧

工事)

　　【予算額：6,700千円】

【事業の概要】

◆令和3年8月発生災害の復旧

・補助災害：河川1箇所(復旧

工事)

【予算額(R3繰越)：4,700千

円】

土木管理課

実績

　　【決算額：14,841千円】

【実績・成果】

◆令和3年6月25日梅雨前線豪

雨災害の復旧

◆令和3年8月発生災害の復旧

・単独災害（道路４箇所、河

川５箇所、都市下水ほか２箇

所）の復旧

・補助災害（河川１箇所）に

ついては、事業の一部（工事

請負費4,700千円）を翌年度

に繰越

【課題・検証】

◆繰越を行った工事につい

て、早期完了を図る必要があ

る。

公共土木施設災害復旧事業

【R3予算説明資料】 補正：９月補正主要事業の概要6

 　　　　　　　　　 補正：９月補正(追加)主要事業の概要2

 　　　　　　　　　 補正：12月補正(第7号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主要事業の概要1

【R3決算説明資料】主要事業の概要126

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

農地農業用施設災害復旧事業

【R3予算説明資料】補正：９月補正(追加)主要事業の概要3

 　　　　　　　　　補正：12月補正(第7号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要事業の概要2

【R3決算説明資料】主要事業の概要112

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

【事業の概要】

◆通学路の緊急安全対策

・役場西山線ほか路肩拡幅等

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：12,000千円】

◆安全で快適な生活環境づく

りのための道路の整備

・通学路安全対策

・橋梁長寿命化対策

・危険法面対策など

【予算額(R4当初)：96,919千

円】

【予算額(R3繰越)：47,685千

円】

道路新設改良事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要96

　　　　　　　　　 補正：３月補正主要事業の概要25

【R3決算説明資料】主要事業の概要119

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要110

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆国の補正予算を活用した通

学路等安全対策

・宮津中学校線ほか路肩拡幅

等

　　【予算額：24,799千円】

◆安全で快適な生活環境づく

りのための道路の整備

・通学路安全対策

・橋梁長寿命化対策

・危険法面対策など

　　【予算額：96,203千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

土木管理課

　　【決算額：58,433千円】

【実績・成果】

◆大久保線他通学路対策事業

完成

◆宮津中学校線他工事請負費

等47,685千円を翌年度に繰越

【課題・検証】

◆通学路等の危険箇所におい

て、早期に安全対策を講じる

必要がある。

　　【決算額：34,884千円】

【実績・成果】

◆道路パトロールの実施

◆道路等の維持修繕

【課題・検証】

◆計画的に事業を執行できて

いる。

土木管理課

【事業の概要】

◆道路パトロールの実施

◆道路等の維持修繕

　　【予算額：30,058千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

　　【決算額：3,043千円】

【実績・成果】

◆交通安全施設の整備実施

【課題・検証】

◆計画的に事業を執行できて

いる。

10　土地資産の保全に資する地籍調査の計画

的な実施(由良地区・宮津市街地等)に取り組

みます。

11　地域と一体となった法定外公共物(里

道、水路)の整備や除雪体制の構築に取り組

みます。

９　予防保全の観点から、道路橋梁等の施設

の点検を実施するとともに、橋梁の長寿命化

に取り組みます。

実績

道路橋梁等施設の長寿命化など市

民生活の基盤となる社会インフラ

の着実な整備を進めるとともに、

地籍調査の計画的な実施、上下水

道事業の安定的な事業運営を行い

ます。

16　宮津市公共施設再編方針書に基づき、公

共施設の適正な管理を進めます。

15　「下水道」サービスを持続的・安定的に

提供するため、下水道事業の経営戦略を策定

し、適切な施設の維持・管理を行います。

８　国道178号(日置～伊根町)の強靭化及び

都市計画道路本町宮津停車場線の拡幅整備に

向けた取り組みを進めます。

13　安全で安心な歩行空間の整備及び自転車

走行環境の向上に取り組みます。

12　市営住宅の適切な修繕など施設の長寿命

化や入居率の向上、老朽住宅の廃止、集約に

取り組みます。

14　「安全でおいしい水をいつまでも」お届

けするため、水道事業ビジョン(経営戦略)に

基づきIoTを活用した効率的な水道施設の維

持・整備・統廃合に取り組み、健全かつ安定

的な事業運営を行います。

道路維持修繕事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要98

【R3決算説明資料】主要事業の概要121

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要112

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆道路パトロールの実施

◆道路等の維持修繕

　　【予算額：36,186千円】

実績

交通安全施設整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要97

【R3決算説明資料】主要事業の概要120

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要111

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆交通安全施設の整備

　　【予算額：3,270千円】

【事業の概要】

◆交通安全施設の整備

　　【予算額：3,214千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

土木管理課
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地籍調査事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要106

【R3決算説明資料】主要事業の概要130

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要121

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆地籍調査結果の確認（閲

覧）

◆地籍調査成果の認証（未認

証地区含む）

　　【予算額：6,151千円】

【事業の概要】

◆地籍調査結果の確認（閲

覧）

◆地籍調査成果の認証（未認

証地区含む）

　　【予算額：5,445千円】

除雪事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要99

　　　　　　　　　 補正：12月専決

　　　　　　　　　 補正：２月専決

　　　　　　　　　 補正：３月追加

【R3決算説明資料】主要事業の概要122

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要113

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆市道の除雪

　　【予算額：55,968千円】

◆市道の除雪

　　【予算額：50,000千円】

◆市道の除雪

　　【予算額：20,000千円】

◆市道の除雪

　　【予算額：44,500千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

土木管理課

実績

　　【決算額：5,603 千円】

【実績・成果】

◆地籍調査の実施（由良Ⅲ

0.16k㎡）

【課題・検証】

◆未認証地区の早期整理に向

け、地権者同意等の事務を速

やかに進めていく必要があ

る。

河川管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要101

【R3決算説明資料】主要事業の概要124

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要118

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆河川施設の維持管理

　　【予算額：6,875千円】

【事業の概要】

◆河川施設の維持管理

　　【予算額：11,390千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

土木管理課

実績

　　【決算額：6,697千円】

【実績・成果】

◆河川施設の維持管理の実施

【課題・検証】

◆多くの地域要望がある中、

客観的な基準で対応していく

必要がある。

土木管理課

実績

　【決算額：171,048千円】

【実績・成果】

◆市道除雪の実施

【課題・検証】

◆除雪作業の担い手が減少す

る中、対応策を講じていく必

要がある。

【事業の概要】

◆市道の除雪

　　【予算額：59,032千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

市営住宅管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要109

【R3決算説明資料】主要事業の概要133

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要123

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆市営住宅の適切な維持管理

　　【予算額：8,698千円】

◆住宅の払下げ(売却)の検討

(ゼロ予算)

【事業の概要】

◆市営住宅の適切な維持管理

　　【予算額：8,869千円】

◆居住環境の向上に係る設備

の更新等

◆払下げ(売却)の実施

市営住宅環境整備事業

(市営住宅夕ヶ丘団地の建替関連事業)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要107

【R3決算説明資料】主要事業の概要131

予定

【事業の概要】

◆市営住宅夕ヶ丘団地の建替

関連事業

・集会所建設、旧集会所解

体、関連施設(道路)整備ほか

　【予算額：134,048千円】

◆旧夕ヶ丘団地跡地の活用計

画案作成(ゼロ予算)

【事業の概要】

◆跡地の一般競争入札の実施

◆旧市営住宅の除却

【予算額(R3繰越):30,000千

円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆水道事業の管理・運営

◆IOTを活用した水道施設の

整備（遠隔管理システム、水

道施設台帳等）

◆上宮津浄水場耐震化等

【予算額(R4当初)：

1,246,661千円】

【予算額(R3繰越)：233,801

千円】

【予算額(R3事故繰越)：

95,156千円】

【事業の概要】

◆水道事業の管理・運営

◆IOTを活用した水道施設の

整備（遠隔管理システム）

◆上宮津浄水場耐震化等

継続実施予定 継続実施予定

都市住宅課

実績

　　【決算額：10,601千円】

【実績・成果】

◆市営住宅の適切な維持管理

・新規入居者11名

◆払下げに向けた意向調査

【課題・検証】

◆公営住宅等長寿命化計画に

基づく着実な事業を行う必要

がある

継続実施予定

◆旧夕ヶ丘団地跡地の民間事

業所等への売却に向けた取組

み

継続実施予定 継続実施予定

都市住宅課

実績

　【決算額：80,133千円】

【実績・成果】

◆市営住宅夕ヶ丘団地建替関

連事業

・集会所建設、旧集会所解

体、関連施設（道路）整備

ほか

◆跡地活用に向けたサウン

ディング調査（応募者無し）

や跡地鑑定評価の実施

【課題・検証】

◆旧夕ヶ丘団地跡地の民間事

業所等への売却に向けた取組

みの強化

【事業の概要】

◆水道事業の管理・運営

◆国の推進するIOT(遠隔監視

及び制御など)の活用に向けた

検討

◆上宮津浄水場耐震化等

【予算額：1,241,767千円】

上下水道課

実績

【決算額：1,166,788千円】

【実績・成果】

◆水道事業の管理・運営

◆IOTを活用した水道施設の

整備方針決定

【課題・検証】

◆上宮津浄水場耐震化等につ

いては、部材、部品不足のた

め、事業実施に遅れが生じた

水道事業会計

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要　特8

【R3決算説明資料】主要事業の概要特8

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要　特8、特8-1

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

【事業の概要】

◆公共施設マネジメント推進

会議等の開催

◆市有財産処分に向けた測

量・鑑定評価

【予算額：5,133千円】

◆施設再編の着実な実行

◆計画的な長寿命化対策

◆遊休市有財産の活用・処分
財産管理事業

(公共施設マネジメントの推進)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要117

 　　　　　　　　　補正：３月補正(第9号)

　　　　　　　　　　　　　　　　主要事業の概要23

【R3決算説明資料】主要事業の概要141

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

継続実施予定

◆施設再編の着実な実行

◆計画的な長寿命化対策

◆遊休市有財産の活用・処分

継続実施予定

◆施設再編の着実な実行

◆計画的な長寿命化対策

◆遊休市有財産の活用・処分

【事業の概要】

◆再編方針の中間見直し

◆施設再編の着実な実行

◆計画的な長寿命化対策

◆遊休市有財産の活用・処分

総務課

財政課

【事業の概要】

◆「公共施設再編方針」(R2

策定)等を踏まえた公共施設等

総合管理計画改訂

◆市役所庁舎整備に向けた検

討

◆公共施設マネジメント推進

会議等の開催

◆市有財産処分に向けた測

量、鑑定評価

　　【予算額：7,174千円】

実績

　　【決算額：3,352千円】

【実績・成果】

◆R2策定の「公共施設再編方

針」等を踏まえた公共施設等

総合管理計画改訂

◆市役所庁舎整備に向けた検

討

◆公共施設マネジメント推進

会議等の開催

【課題・検証】

◆施設再編の着実な実行（R3

末：フェーズ１目標のうち、

22％達成）

予定

下水道事業会計

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要　特9

【R3決算説明資料】主要事業の概要特9

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要　特9

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆下水道事業の管理・運営

◆（新）ストックマネジメン

ト基本計画の策定

◆（新）下水道事業経営戦略

の策定

【予算額：1,863,834千円】

【事業の概要】

◆下水道事業の管理・運営

◆宮津市公共下水道使用料金

等審議会の開催

【予算額(R4当初)：

1,737,822千円】

【予算額(R3繰越)：47,400千

円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

上下水道課

実績

【決算額：1,759,885千円】

【実績・成果】

◆下水道事業の管理・運営

◆ストックマネジメント基本

計画の策定

◆下水道事業経営戦略の策定

【課題・検証】

◆収支不足の早期解消を図る

必要がある

　

予定 ―

【事業の概要】

◆庁舎整備に係る基本構想立

案に向けた検討会議の開催

　　　【予算額：500千円】

総務課

財政課

実績 ―
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

【事業の概要】

◆立体駐車場（まちなか地域

振興拠点施設）の劣化状況調

査及び長寿命化に向けた実施

設計

【予算額：26,000千円】

【事業の概要】

◆立体駐車場（まちなか地域

振興拠点施設）の長寿命化工

事

―

【事業の概要】

◆都市公園（14箇所）の長寿

命化計画策定

【予算額：18,000千円】

【事業の概要】

◆宮津ターミナルセンターの

劣化状況調査及び長寿命化に

向けた実施設計

【予算額：7,600千円】

まちなか地域振興拠点施設管理運営事業

(立体駐車場長寿命化対策)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要39

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

都市公園等整備事業(一部再掲)

(公園施設長寿命化計画の策定)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要39

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

地域ささえあいセンター整備事業

(地域ささえあいセンター長寿命化対策)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要39

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆地域ささえあいセンター長

寿命化工事（防水改修）

【予算額：3,450千円】

社会福祉課

実績 ―

都市住宅課

実績 ―

宮津市ターミナルセンター整備事業

(ターミナルセンター長寿命化対策)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要39

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆宮津ターミナルセンター長

寿命化に向けた改修

企画課

実績 ―

【事業の概要】

◆立体駐車場（まちなか地域

振興拠点施設）の長寿命化工

事

【事業の概要】

◆立体駐車場（まちなか地域

振興拠点施設）の長寿命化工

事

商工観光課

実績 ―
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

清掃事務事業

(公衆便所の除却)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要129

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆用途廃止した公衆便所の除

却（桜山公園、宝山）

【予算額：1,100千円】

公民館整備事業

(栗田地区公民館長寿命化対策)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要39

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

市民環境課

実績

　　      【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆由良中央公衆便所地元と調

整中

◆桜山公園・宝山公衆便所は

地元と調整が完了したためR4

年度で除却経費を予算化

【事業の概要】

◆栗田地区公民館長寿命化工

事（屋上防水）

【予算額：11,000千円】

社会教育課

実績 ―

防災施設整備事業

(養老地区公民館長寿命化対策)

【R3予算説明資料】補正：３月補正主要事業の概要21

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要129

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆放射線防護施設整備に合わ

せた長寿命化対策を含む実施

設計

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：14,520千円】

消防防災課

実績 ―
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

消防防災課

【事業の概要】

◆宮津与謝消防組合の分担金

　【予算額：341,452千円】

　【決算額：339,476千円】

【実績・成果】

◆宮津与謝消防組合の分担金

宮津与謝消防組合分担金

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要110

【R3決算説明資料】主要事業の概要134

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要124

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

【事業の概要】

◆宮津与謝消防組合の分担金

　【予算額：336,402千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

消防防災課

実績

　　【決算額：5,291千円】

【実績・成果】

◆消防団車両（吉津３部）の

更新

・小型動力ポンプ付き軽四積

載車

【課題・検証】

◆ポンプや車両の老朽化のた

め計画的に更新する必要。

消防施設管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要113

【R3決算説明資料】主要事業の概要137

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要127

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆消防施設(消防水利(941

基)、消防車両(30台)、消防車

庫・倉庫(34庫))の維持管理

　　【予算額：6,050千円】

【事業の概要】

◆消防水利(941基)、消防車

両(30台)、消防車庫・倉庫

(34庫)の維持管理

　　【予算額：6,138千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

消防防災課

実績

　　【決算額：8,080千円】

【実績・成果】

◆消防施設(消防水利(941

基)、消防車両(30台)、消防車

庫・倉庫(34庫))の維持管理

【課題・検証】

◆消防水利等の老朽化

【事業の概要】

◆消防団車両の更新

・小型動力ポンプ付き軽四積

載車（宮津２部または吉津２

部）

　　【予算額：5,500千円】

【事業の概要】

◆消防団車両の更新

・小型動力ポンプ付き軽四積

載車（宮津２部または吉津２

部）

　　【予算額：5,500千円】

継続実施予定

予定

　　【決算額：24,221千円】

【実績・成果】

◆消防団活動・運営経費

◆団員報酬等、出動手当、退

職報奨金

◆消防団員等公務災害補償等

共済基金掛金、災害補償費

◆消火技術向上訓練・研修

◆団員負担軽減策の検討

【課題・検証】

◆消防団維持のため、負担軽

減策等を実行していく。

実績

消防団運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要111

【R3決算説明資料】主要事業の概要135

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要125

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

地域住民主体の地区防災計画の作

成など市民や地域が自助・共助・

公助の役割分担の下に、的確な防

災・減災行動が行えるようにしま

す。

23　ドローンを使って指定避難所や孤立集落

等(自治会設置の一時避難所)に必要な物資を

配送できる体制づくりに取り組みます。

24　要配慮者利用施設による避難確保計画の

作成を推進します。

17　地域の災害リスク認識や正しい避難行動

の意識醸成に向けて、地域住民主体による地

区防災計画の作成を推進します。

18　地域住民の災害対応力の向上に向けて、

洪水等ハザードマップ配布など、必要な防災

情報の周知を進めます。

19　地域防災の要である消防団組織を維持す

るため、消防団員の確保に向けた事業所や地

域・各種団体等との連携した取組を進めま

す。

20　原発事故等に係る実効性のある避難対策

の確立に向けて、原発事故等に係る広域避難

を含めた実効性のある住民避難訓練等を実施

するとともに、複合災害への対応等も含めて

国・府・他関係自治体、地域との協議・調整

を進めます。

21　緊急情報の伝達推進のため、みやづ情報

メール等の既存のシステムに加え、公式

LINE、地上デジタル放送等様々な伝達手段の

活用を進めます。

22　指定避難所における感染症拡大防止対策

や停電時における電源確保対策を進めるとと

もに、激甚化する災害(台風の大型化に伴う

大規模災害・土砂災害や暴風など)に備えた

分散避難(安全な知人宅等、地域の一時避難

所、宿泊施設の利活用など)を推進し、市民

の自発的避難行動を促します。

消防防災課

【事業の概要】

◆団員報酬等、出動手当、退

職報奨金

・（充）団員報酬及び出動手

当の増額改定

◆消防団活動･運営に係る経費

◆消防団員等公務災害補償等

共済基金掛金、災害補償費

　　【予算額：50,441千円】

【事業の概要】

◆消防団員確保に向けた協力

要請

◆防火技術向上訓練

　　【予算額：36,566千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

消防施設整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要112

【R3決算説明資料】主要事業の概要136

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要126

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆消防団車両の更新

・小型動力ポンプ付き軽四積

載車(吉津３部)

　　【予算額：5,500千円】

【事業の概要】

◆消防団車両の更新

・小型動力ポンプ付き軽四積

載車（日置1部）

　　【予算額：5,500千円】
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

防災施設管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要116

【R3決算説明資料】主要事業の概要140

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要131

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆防災行政無線の維持管理

◆防災拠点施設の維持管理

　　【予算額：6,148千円】

【事業の概要】

◆防災行政無線の維持管理

◆防災拠点施設の維持管理

　　【予算額：6,799千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

消防防災課

実績

　　【決算額：6,264千円】

【実績・成果】

◆防災行政無線の維持管理

◆防災拠点施設の維持管理

【課題・検証】

◆防災行政無線の老朽化

防災活動事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要115

【R3決算説明資料】主要事業の概要139

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要130

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆地域防災計画の改定

◆受援計画の作成

◆原子力住民避難計画の見直し

検討

◆地区防災計画の作成支援

◆自主防災組織の避難訓練支援

◆洪水ハザードマップの配布

　　【予算額：3,949千円】

【事業の概要】

◆地域防災計画の改定

◆原子力住民避難計画の見直し

◆地区防災計画の作成支援

◆自主防災組織の避難訓練支援

◆地域防災力強化に向けた災害

情報伝達手段の研究

　　【予算額：4,054千円】

【事業の概要】

◆地域防災計画の改定

◆地区防災計画の作成支援

◆自主防災組織の避難訓練支援

継続実施予定 継続実施予定

消防防災課

実績

　　【決算額：3,160千円】

【実績・成果】

◆受援計画の作成

◆地区防災計画の作成支援

◆ハザードマップの配布完了

【課題・検証】

◆防災情報伝達の強化に向け

て研究する必要。

水防事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要114

【R3決算説明資料】主要事業の概要138

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要128

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆水防活動の実施

　　【予算額：600千円】

【事業の概要】

◆水防活動の実施

　　【予算額：600千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

消防防災課

実績

　　【決算額：600千円】

【実績・成果】

◆自治会等による水防活動へ

の支援

・土のう資材の配布

防災施設整備事業(再掲)

(原子力災害住民避難体制の構築)

【R3予算説明資料】補正：３月補正主要事業の概要21

【R3決算説明資料】―

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要129

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆養老地区公民館の放射線防

護施設整備に向けた実施設計

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：14,520千円】

【事業の概要】

R4繰越

◆養老地区公民館の放射線防

護施設整備工事

◆備蓄資機材の購入

消防防災課

実績 ―
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総務課

商工観光課

予定

実績

　　【決算額：3,186千円】

【実績・成果】

◆宮津与謝消費生活センター

の運営

【課題・検証】

◆市民への普及啓発

【事業の概要】

◆宮津与謝消費生活センター

の運営

　　【予算額：3,597千円】

【事業の概要】

◆宮津与謝消費生活センター

の運営

　　【予算額：3,519千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆市による防犯カメラ設置(駅

前広場５箇所)

※市内設置：R2以前分と合わ

せ合計10箇所

　　【予算額：2,250千円】

◆公用車による青色防犯パト

ロールの実施

◆ドライブレコーダーによる

まちの見守り協定協力事業所

の登録推進(34事業所・搭載車

368台)

◆みやづ情報メール、宮津市

公式LINEによる防犯情報の配

信

予定

【事業の概要】

◆市設置防犯カメラ(10箇所)

の維持

◆防犯カメラの市以外(地域

等)設置への支援

◆公用車による青色防犯パト

ロールの実施

◆ドライブレコーダーによる

まちの見守り協定協力事業所

の登録推進(36事業所・搭載車

380台)

◆みやづ情報メール、宮津市

公式LINEによる防犯情報の配

信

【事業の概要】

◆市設置防犯カメラ(10箇所)

の維持

◆防犯カメラの市以外(地域

等)設置への支援

◆公用車による青色防犯パト

ロールの実施

◆ドライブレコーダーによる

まちの見守り協定協力事業所

の登録推進(38事業所・搭載車

390台)

◆みやづ情報メール、宮津市

公式LINEによる防犯情報の配

信

【事業の概要】

◆市設置防犯カメラ(10箇所)

の維持

◆防犯カメラの市以外(地域

等)設置への支援

◆公用車による青色防犯パト

ロールの実施

◆ドライブレコーダーによる

まちの見守り協定協力事業所

の登録推進(40事業所・搭載車

400台)

◆みやづ情報メール、宮津市

公式LINEによる防犯情報の配

信

６　青色防犯パトロール、登下校の子ども見

守り等地域防犯を推進します。

消費者行政活性化事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要119

【R3決算説明資料】主要事業の概要143

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要132

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

７　地域の安心安全ステーションによる防犯

活動を推進します。

　　【決算額：1,909千円】

【実績・成果】

◆防犯カメラ新規設置

・駅前広場5台(合計10台)

◆公用車による青色パトロー

ルの実施　9回

◆ドライブレコーダーによる

まちの見守り協定協力事業所

の登録推進(47事業所・搭載車

487台)

◆みやづ情報メール、宮津市

公式LINEによる防犯情報の配

信　ドライブレコーダーによ

る情報提供依頼2回実施

【課題・検証】

◆犯罪認知件数の推移や犯罪

の内容を見ながら犯罪抑止

（防犯）効果について継続し

て検討が必要。

行政事務事業

(地域防犯の推進)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要118

【R3決算説明資料】主要事業の概要142

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

８　犯罪被害者等への支援を行います。

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

防犯カメラの活用などによる防犯

対策や地域住民と連携した取組等

により、犯罪のない安全・安心な

まちづくりを進めます。

１　警察と連携し防犯施策を推進します。

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

４　防犯意識の向上に向けて、みやづ情報

メール、府安心安全メールの登録を推進する

ほか、SNS等様々な情報ツールを活用した防

犯対策の啓発を進めます。

９　犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支

えるための活動を支援します。

２　SNS等を通じた犯罪被害に係る防犯対策

の啓発を進めます。

３　防犯カメラとドライブレコーダーの活用

を推進し、犯罪の抑止力を高めるとともに防

犯カメラの情報通信技術の活用を進めます。

５　消費者被害の未然防止に向け、宮津与謝

消費生活センターを運営し、関係機関との連

携により相談体制を充実するとともに、情報

提供等の啓発を進めます。

市民環境課

実　績 19件 17件 15件

目　標 15件 14件 12件

安心・安全に生活でき、環境にやさしいまちづくり

犯罪や交通事故がなく安全で快適に暮らせるまち【防犯・交通安全】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

11件 10件

宮津警察署管内刑法犯認知件数
目　標 125 120 115 110

交通事故発生件数（年間）

【事業の概要】

◆市設置防犯カメラ(10箇所)

の維持

◆防犯カメラの市以外(地域

等)設置への支援制度創設

◆公用車による青色防犯パト

ロールの実施

◆ドライブレコーダーによる

まちの見守り協定協力事業所

の登録推進(35事業所・搭載車

375台)

◆みやづ情報メール、宮津市

公式LINEによる防犯情報の配

信

総務課

実　績

100件

132件 112件 ※R３数値は、秋頃に公表

－61－



所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

【事業の概要】

◆交通安全に関する普及啓発

活動の実施

◆高齢者運転免許証自主返納

支援

　　【予算額：1,889千円】

◆第11次宮津市交通安全計画

策定(ゼロ予算)

実績

　　【決算額：2,325千円】

【実績・成果】

◆交通安全に関する普及啓発

活動を実施

◆高齢者運転免許証自主返納

支援を実施

◆第11次宮津市交通安全計画

の策定

【課題・検証】

◆運転を継続するための取組

及び運転免許返納後のスムー

ズな公共交通利用に向けた取

組が必要

交通安全対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要120

【R3決算説明資料】主要事業の概要144

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要133

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆交通安全に関する普及啓発

活動の実施

◆高齢者運転免許証自主返納

支援

・支援内容を拡大(有償運送利

用券を対象に追加)援

　　【予算額：1,868千円】

               継続実施予定

※高齢者運転免許証自主返納

支援は見直しを予定

継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

予定

【事業の概要】

◆法律相談などの市民相談

◆犯罪被害者等支援

・遺族見舞金及び傷害見舞金

の支給

◆社会を明るくする運動への

取組

　　【予算額：515千円】

【事業の概要】

◆法律相談などの市民相談

◆犯罪被害者等支援

・遺族見舞金及び傷害見舞金

の支給

　　【予算額：513千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆DV被害者一時保護の実施

など

　　【予算額：98千円】 継続実施 継続実施 継続実施

　　【決算額：434千円】

【実績・成果】

◆法律相談などの市民相談

◆犯罪被害者等支援

・実績なし

市民環境課

市民環境課

交通事故による死亡者数をゼロに

近づけ、年間の交通事故発生件数

を減少させるなど交通安全を推進

し、交通事故のないまちづくりを

進めます。

12　警察と連携し、心身の発達段階やライフ

ステージに応じた交通安全教育を推進すると

ともに、交通事故防止に係る啓発活動を実施

します。

11　 DV事例が発生した際には迅速に対応

し、警察や家庭支援総合センター等と連携

し、被害者の安全に万全を期します。

関係機関と連携し、DV防止の取

組を進め、家庭の安全安心を守り

ます。

14　高齢者の運転免許証自主返納を促進しま

す。

実績

13　道路管理者と警察、公安委員会が連携

し、「宮津市通学路交通安全プログラム」を

はじめ、ハード面から必要な安全対策を推進

します。

10　 DV未然防止に向け、意識啓発を進める

とともに、相談体制を強化します。

市民相談事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要206

【R3決算説明資料】主要事業の概要234

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要218

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

　　【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆被害者の一時保護実績なし

【課題・検証】

◆研修等を継続して受講し相

談対応者のスキルアップが必

要

男女共同参画推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要84

【R3決算説明資料】主要事業の概要106

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要99

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆DV被害者一時保護の実施

など

　　【予算額：98千円】
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

公共交通利用促進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要121

【R3決算説明資料】主要事業の概要145

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要134

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆高齢者片道200円レール事

業の実施　ほか

　　【予算額：6,529千円】

【事業の概要】

◆高齢者片道200円レール事

業の実施　ほか

　　【予算額：5,335千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

企画課

実績

　　【決算額：4,913千円】

【実績・成果】

◆高齢者片道200円レール事

業の実施　ほか

・宮津市内延べ利用者数

12,881人

【課題・検証】

◆コロナ禍により利用者は減

少したが、持続可能な公共交

通の維持のため、必要な利用

促進であり、鉄道とバス乗り

継ぎ利用など、200円レール

をきっかけに、他の公共交通

へ効果を波及させる取組が必

要。
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４　経済活動と環境保全を両立した経済社会

への転換に向け、市が率先してグリーン調達

を進めるとともに市内事業所の環境配慮型経

済活動への転換を促進します。

再生可能エネルギーの普及や電力

の地産地消を強力に推進するとと

もに、環境負荷の小さい楽しく豊

かな暮らしや経済活動の普及な

ど、脱炭素社会の構築に向けた取

組を進めます。

１　本市の地域特性を踏まえ、太陽光や風

力、バイオマス、小水力などの再生可能エネ

ルギーによる発電の導入、拡大を図ります。

３　電気自動車や省エネ家電、エコ住宅な

ど、環境負荷が小さく、楽しく豊かで快適な

暮らしの普及を促進します。

２　学校や公共施設などの省エネの推進や再

生可能エネルギー電力調達率の拡大を進める

とともに、京都府や関係機関と連携し、一般

家庭の再生可能エネルギー電力使用を促進し

ます。

５　自然災害や健康への影響など、様々な面

での気候変動への適応策を研究するととも

に、必要な啓発を行います。

16.0% 未確定

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所管課

市施設の公共調達における再生可能エネルギー電力の割合

ごみの再資源化率
23.0% 24.0% 25.0%

市民環境課

実　績

目　標 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

19.4% 20.1% 19.7%

市民環境課

財政課

市民環境課

実　績
135,000t-co2

(H25)

99,000t-co2

(H30)

96,000t-co2

(R1)

96,000t-co2 95,000t-co2

安心・安全に生活でき、環境にやさしいまちづくり

人と地球の環境を守り育てるまち【環境】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

二酸化炭素排出量（年間）

目　標 98,500t-co2 98,000t-co2 97,000t-co2

目　標 21.0% 22.0%

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

実　績 16.0%

実績

　　【決算額：19,516千円】

【実績・成果】

◆脱炭素社会の構築に向けた

再生可能エネルギーの普及・

活用に関する調査等

◆脱炭素社会の構築に向けた

環境啓発等

◆再生可能エネルギー(住宅用

太陽光発電システム及び蓄電

池)の導入支援（2件）

【課題・検証】

◆調査結果に基づく脱炭素社

会の構築に向けた詳細な調査

と、関係者の同意を得ていく

必要がある。

【事業の概要】

◆再生可能エネルギーの活用

及び電気自動車の導入と普

及・啓発

・シェア型電気自動車及び

ソーラーカーポート一体型充

電器の導入による電気自動車

の普及・啓発【予算額（R3繰

越・当初一体型）：10,000千

円】

◆脱炭素社会の構築に向けた

取組

・再生可能エネルギーの普

及・活用に向けた調査・設計

・住宅用太陽光発電システム

及び蓄電池の導入支援

【予算額(R4当初)：70,380千

円】

【予算額(R3繰越)：10,000千

円】

持続可能な環境づくり推進事業

（R3 新エネルギー普及促進事業を統合）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要122

　　　　　　　　　 補正：３月補正主要事業の概要22

【R3決算説明資料】主要事業の概要148

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要31

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆脱炭素社会の構築及び地域

活性化、企業誘致等に向けた

調査等

◆脱炭素社会の構築に向けた

環境啓発

◆住宅用太陽光発電システム

及び蓄電池の導入支援

　　【予算額：20,710千円】

【事業の概要】

◆公共施設への再生可能エネ

ルギーの導入

◆住宅用太陽光発電システム

及び蓄電池の導入支援

継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

企画課

財政課

商工観光課
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具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所管課５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度

市民環境課

実績

　　【決算額：462千円】

【実績・成果】

◆SDGs推進体制の構築

・SDGs推進本部（庁内組織）

を設置

・SDGs地域プラットフォーム

（地域組織）を設置、計３回

開催し、意見交換を行った。

・SDGs推進キックオフ講演

会、市職員研修会を実施

・SDGs未来都市に応募

【課題・検証】

◆地域課題解決と地域活性化

のため、SDGs地域プラット

フォームの機能の充実が必要

◆市民・事業者等へのSDGsの

理解及び意識の浸透

街路灯等ＬＥＤ化事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要127

【R3決算説明資料】主要事業の概要154

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要137

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

　　【決算額：9,827千円】

【実績・成果】

◆H25年度実施の市内全域Ｌ

ＥＤ化(リプレイス等:3,906

基)に係るリース料の支払い

◆新設要望への対応（４基分)

【課題・検証】

◆リース期間終了後の街路灯

の保守について検討が必要

市民環境課

【事業の概要】

◆H25年度実施の市内全域Ｌ

ＥＤ化(リプレイス等:3,906

基)に係るリース料の支払い

◆新設要望への対応（7基分)

　　【予算額：9,890千円】

【事業の概要】

◆H25年度実施の市内全域Ｌ

ＥＤ化(リプレイス等:3,906

基)に係るリース料の支払い

◆新設要望への対応（7基分)

　　【予算額：9,890千円】

継続実施予定

※リース期間終了

【事業の概要】

◆新設要望への対応（7基分)

◆故障箇所の修繕
継続実施予定

SDGs推進事業

(SDGsによる持続可能な地域づくりに向けて)

【R3予算説明資料】補正：6月補正主要事業の概要4

【R3決算説明資料】主要事業の概要147

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要35

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆SDGｓ推進体制の構築

・SDGsの推進に向けた「地域

プラットフォーム」の構築

・宮津市版SGDsアクションプ

ラン等の策定

　　　【予算額：500千円】

【事業の概要】

◆SDGｓ推進に向けた地域プ

ラットフォームの運営

　　　【予算額：500千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所管課５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度

【事業の概要】

◆美しく豊かな阿蘇海をつく

り未来につなぐ条例に基づく

取組の推進

　　【予算額：300千円】

９　廃プラスチックの削減、適正処理など、

海洋プラスチック問題に取り組みます。

10　生物多様性の保全に向けた意識啓発、環

境保全に努めます。

６　森林環境譲与税などを活用した森林の適

正管理を進めるとともに、豊かな森林を育て

る啓発活動等に努めます。

美しく豊かな阿蘇海推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要123

【R3決算説明資料】主要事業の概要149

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要32

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

予定

天橋立エコ・スポーツフェスティバル事業

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要34

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

11　丹後天橋立大江山国定公園の魅力ある地

域資源の利活用や自然環境保全を推進しま

す。

阿蘇海の環境改善や森林管理の適

正化など、豊かな自然環境を守り

次世代へ継承する取組を進めま

す。

８　水洗化による流入水質の改善、海底清掃

や海浜の景観保全、海岸漂着物への対応な

ど、海域の環境改善の推進に努めます。

７　「外海と同じくらいきれいで豊饒な阿蘇

海」を目指して、富栄養化の原因となる流入

水質の改善、清掃活動と市民意識の醸成など

阿蘇海を守り育てる取組を進めます。

実績

　　【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆新型コロナウィルス感染症

により事業未実施

継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

市民環境課

農林水産課

継続実施予定 継続実施予定

継続実施予定

【事業の概要】

◆美しく豊かな阿蘇海をつく

り未来につなぐ条例に基づく

取組の推進

　　【予算額：300千円】
継続実施予定

　　【決算額：1,014千円】

【実績・成果】

◆津市管理海岸等における海

岸漂着物の回収及び処理

海岸漂着物回収・処理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要134

【R3決算説明資料】主要事業の概要161

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要145

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆宮津市管理海岸等における

海岸漂着物の回収･処理

　　【予算額：1,610千円】

【事業の概要】

◆宮津市管理海岸等における

海岸漂着物の回収･処理

　　【予算額：1,639千円】

強い農業づくり支援事業(一部再掲)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要59

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

―

【事業の概要】

◆（新）有機農業など環境に

やさしい農業の普及に向けた

取組（講演会、先進地視察

等）

　　【予算額：192千円】

農林水産課

実績 ―

―

【事業の概要】

◆天橋立ビーチバレーボール

大会との同日開催による「ス

ポGOMI」大会、天橋立特別

名勝70年記念イベント

　　【予算額：550千円】

企画課

実績 ―
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具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所管課５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度

食品ロス削減推進事業

【R3予算説明資料】―

【R3決算説明資料】―

【R4予算説明資料】―

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

更なるごみの減量化と資源化を進

め、環境負荷の少ない、資源循環

を基調とした社会経済システムへ

の転換を進めます。

12　ごみの適切な分別の徹底、資源化、再利

用、食品ロス削減、不法投棄ゼロ等の啓発を

強化し、清掃ボランティアを支援するなど市

民、地域とともにごみの減量化、不法投棄撲

滅を図ります。

14　水洗化による適正処理を行うため、下水

道希釈投入施設の整備を進めます。

13　宮津与謝環境組合等と連携し、全てのプ

ラスチックごみの再資源化に向けた準備を進

めるとともに、引き続き安定したごみの適正

処理を進めます。

農林水産課

森林管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要135

【R3決算説明資料】主要事業の概要162

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要146

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆森林環境譲与税基金を活用

した適切な森林管理

・森林所有者への意向調査の

実施　ほか

　　【予算額：1,747千円】

【事業の概要】

◆森林環境譲与税基金を活用

した適切な森林管理

・森林所有者への意向調査の

実施　ほか

　　【予算額：2,100千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

　　【決算額：231千円】

【実績・成果】

◆森林環境譲与税基金を活用

した適切な森林管理

・事務に係る備品購入

【課題・検証】

◆モデル地区を選定し自治会

役員へ協力依頼。来年度も継

続的に進捗を図る

【事業の概要】

◆食品ロス削減に関する市民

講座(ゼロ予算)

※京都府事業を活用

【事業の概要】

◆食品ロス削減に関する市民

講座(ゼロ予算)

※京都府事業を活用 ―

【事業の概要】

◆食品ロス削減に関する市民

講座(ゼロ予算)

※京都府事業を活用 ―

市民環境課

実績

　　【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆事業未実施

ごみの減量・資源化促進事業

～資源循環型社会への転換～

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要33

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆ごみの減量・省資源化に向

けた取組み

・可燃ごみの現状調査及び資

源化の研究

・宮津市廃棄物減量等推進審

議会の設置

・ITサービスを活用したリ

ユース事業の研究

　　【予算額：3,738千円】
市民環境課

実績 ―
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具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所管課５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度

市民環境課

上下水道課

【事業の概要】

◆環境保全活動の実施

◆資源ごみ回収活動報奨金

◆環境美化事業補助金

　　【予算額：6,938千円】

【事業の概要】

◆環境保全活動の実施

◆資源ごみ回収活動報奨金

◆環境美化事業補助金

【事業の概要】

◆環境保全活動の実施

◆資源ごみ回収活動報奨金

◆環境美化事業補助金

【事業の概要】

◆環境保全活動の実施

◆資源ごみ回収活動報奨金

◆環境美化事業補助金

新し尿処理施設整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要124

【R3決算説明資料】主要事業の概要151

予定

【事業の概要】

◆新し尿処理施設整備に向け

た実施設計

　　【予算額：42,890千円】

【事業の概要】

◆建設同意に向けた地元協議

（ゼロ予算）

【事業の概要】

◆新し尿処理施設整備に向け

た実施設計

【事業の概要】

◆新し尿処理施設整備に向け

た工事
継続実施予定

実績

　　【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆更新計画見直しにより、令

和4年度以降に先送り

市民環境課

実績

　　【決算額：7,708千円】

【実績・成果】

◆環境保全活動の実施

◆資源ごみ回収活動報奨金

◆環境美化事業補助金

【課題・検証】

◆環境美化事業補助金につい

て、より多くの自治会要望に

対応することが必要。

騒音等対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要126

【R3決算説明資料】主要事業の概要153

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要136

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆騒音規制法に基づく自動車

騒音等測定（R176)

　　【予算額：500千円】

【事業の概要】

◆騒音規制法に基づく自動車

騒音等測定（綾部大江宮津

線）

　　【予算額：700千円】

【事業の概要】

◆騒音規制法に基づく自動車

騒音等測定（R178）
実施なし 実施なし

市民環境課

実績

　　【決算額：528千円】

【実績・成果】

◆騒音規制法に基づく自動車

騒音等測定

・国道176号線　評価区間５

区間。測定区間において環境

基準の超過は確認されなかっ

た。

環境保全推進事業

（R3 リサイクル等活動費助成事業を統合）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要125

【R3決算説明資料】主要事業の概要152

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要135

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆環境保全活動の実施

◆資源ごみ回収活動報奨金

◆環境美化事業補助金

　　【予算額：7,917千円】

浄化槽補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要128

【R3決算説明資料】主要事業の概要155

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要138

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆浄化槽の設置補助

◆高齢者世帯の排水設備補助

◆浄化槽の維持管理補助

　　【予算額：25,220千円】

【事業の概要】

◆浄化槽の設置補助

◆高齢者世帯の排水設備補助

◆浄化槽の維持管理補助

　　【予算額：24,728千円】

継続実地予定

※補助制度の見直し
継続実地予定 継続実地予定

市民環境課

実績

　　【決算額：25,393千円】

【実績・成果】

◆浄化槽の設置補助　27件

◆高齢者世帯の排水設備補助

　3件

◆浄化槽の維持管理補助

　382件

【課題・検証】

◆浄化槽の普及・促進
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具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所管課５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度

不燃物処理場管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要129

【R3決算説明資料】主要事業156

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要140

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆不燃物処理場の管理運営等

　　【予算額：46,195千円】

【事業の概要】

◆不燃物処理場の管理運営等

　　【予算額：51,189千円】

【事業の概要】

◆不燃物処理場の管理運営等
継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

実績

　　【決算額：40,633千円】

【実績・成果】

◆不燃物処理場の管理運営

【課題・検証】

◆老朽化した機器の更新など

ごみ等収集運搬処分事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要130

【R3決算説明資料】主要事業の概要157

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要141

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆ごみ等の収集運搬処分

　【予算額：158,288千円】

【事業の概要】

◆ごみ等の収集運搬処分

　【予算額：159,535千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

実績

　【決算額：158,490千円】

【実績・成果】

◆ごみ等(一般廃棄物)の収集

運搬等を実施

【課題・検証】

◆ごみの減量化・資源化

宮津与謝環境組合分担金等

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要131

【R3決算説明資料】主要事業の概要158

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要142

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆宮津与謝クリーンセンター

の運営を行う宮津与謝環境組

合への分担金(人口割)

◆焼却灰運搬　ほか

　【予算額：185,296千円】

【事業の概要】

◆宮津与謝クリーンセンター

の運営を行う宮津与謝環境組

合への分担金(ごみ量割）)

◆焼却灰運搬　ほか

　【予算額：225,158千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

実績

　【決算額：158,125千円】

【実績・成果】

◆宮津与謝クリーンセンター

の運営を行う宮津与謝環境組

合への分担金(人口割)

◆焼却灰運搬　ほか

【課題・検証】

◆負担割合の変更（人口割→

ごみ量割）への対応

し尿処理施設管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要132

【R3決算説明資料】主要事業の概要159

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要143

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆し尿処理施設の管理運営等

　　【予算額：75,381千円】

【事業の概要】

◆し尿処理施設の管理運営等

　　【予算額：69,116千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

実績

　　【決算額：70,473千円】

【実績・成果】

◆し尿処理施設の管理運営

【課題・検証】

◆施設の老朽化への対応

し尿収集運搬事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要133

【R3決算説明資料】主要事業の概要160

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要144

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆し尿の収集運搬

　　【予算額：72,961千円】

【事業の概要】

◆し尿の収集運搬

　　【予算額：71,488千円】
継続実施予定

※手数料の見直し
継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

実績

　　【決算額：72,888千円】

【実績・成果】

◆し尿の収集運搬

【課題・検証】

◆し尿汲み取り手数料のあり

方
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企画課

【事業の概要】

◆公共交通空白地有償運送(上

宮津有償運送運営協議会･橋北

移送サービス運営協議会・由

良有償運送運営協議会)への支

援

◆200円タクシー事業(栗田地

区)

　　【予算額：7,319千円】

【事業の概要】

◆公共交通空白地有償運送(上

宮津有償運送運営協議会･橋北

移送サービス運営協議会・由

良有償運送運営協議会)への支

援

◆200円タクシー事業(栗田地

区)

　　【予算額：7,959千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

公共交通空白地有償運送支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要136

【R3決算説明資料】主要事業の概要163

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要147

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

企画課

【事業の概要】

◆高齢者片道200円レール事

業の実施　ほか

　　【予算額：6,529千円】

【事業の概要】

◆高齢者片道200円レール事

業の実施　ほか

　　【予算額：5,335千円】

予定 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

　　【決算額：4,913千円】

【実績・成果】

◆高齢者片道200円レール事業

の実施　ほか

【課題・検証】

◆コロナ禍により利用者は減少

したが、持続可能な公共交通の

維持のため、必要な利用促進で

あり、鉄道とバス乗り継ぎ利用

など、200円レールをきっかけ

に、他の公共交通へ効果を波及

させる取組が必要

公共交通利用促進事業(再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要121

【R3決算説明資料】主要事業の概要145

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要134

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇 実績

５　更なる利用促進に向け、地域間交通と地

域内交通の乗り継ぎ券の配布、飲食店等と連

携した新たな利用促進策の展開などに取り組

みます。

６　JR、京都丹後鉄道及び丹海バスなどの交

通機関や海の京都DMOとの連携を強化し、

北近畿の周遊性を向上します。

７　広域移動の利便性向上に向け、京阪神等

との都市間交通を支援します。

地域公共交通計画を策定するとと

もに、利便性の向上や利用促進策

の実施、運行主体への支援によ

り、市全体の安定的で持続可能な

公共交通を確立します。

１　宮津市全体の公共交通の在り方を定めた

「地域公共交通計画」を策定し、持続可能な

公共交通を確立します。

３　公共交通空白地有償運送等地域主体の取

組を継続して支援するとともに、福祉施策と

の連携により高齢者等の移動手段を確保する

など、地域の移動手段を確保する新たなニー

ズに対応します。

４　バスやタクシー、公共交通空白地有償運

送の担い手確保・育成を支援します。

２　路線再編やダイヤ改正など運行の最適化

により利用者の利便性向上を図ります。

安心・安全に生活でき、環境にやさしいまちづくり

誰もが移動しやすいまち【公共交通】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

200円バス利用者数
目　標 (330千人) (350千人) 260千人/年 290千人/年 320千人/年 360千人/年 395千人/年

企画課

実　績 ー 1403人 2,011人

企画課

実　績 340千人 232千人 218千人

企画課

実　績
ー

(※R2 :4地域 )
4地域 5地域

目　標 5地域 5地域

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

1,700人/年 1,800人/年

所管課
R7年度

京都丹後鉄道利用者数
目　標 (2,000千人) (2,000千人) 1,258千人/年

具体的な事業の概要と進捗状況

1,900人/年

公共交通空白地有償運送利用人数

公共交通空白地有償運送実施地域

5地域 5地域 5地域

1,450千人/年 1,643千人/年 1,835千人/年

目　標 1,500人/年 1,600人/年

企画課

実　績 1,580千人 1,065千人 1,118千人

実績

　　【決算額：7,754千円】

【実績・成果】

◆公共交通空白地有償運送（上

宮津有償運送運営協議会･橋北

移送サービス運営協議会・由良

有償運送運営協議会）への支援

◆200円タクシー事業（栗田地

区)の実施

【課題・検証】

◆地域のニーズに合わせ、運行

内容を変更するなどにより、

徐々に地域に浸透している状

況。今後は区域外の来訪者等の

乗車や実施体制など、持続可能

な公共交通となるよう、実施団

体と協議の上、検討を進めてい

く必要がある。
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
所管課

R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

企画課

【事業の概要】

◆地域公共交通会議の運営

・「地域公共交通計画」策定

･（新）先進モビリティサービ

ス検討部会の設置

◆（新）北部７市町連携によ

る「多様なニーズに対応する

持続可能で便利な交通圏域」

実現に向けた計画策定

　　　【予算額：744千円】

実績

　　【決算額：505千円】

【実績・成果】

◆宮津市地域公共交通会議の

運営

・宮津市地域公共交通計画の

策定

・先進モビリティサービス導

入に向けた研究

◆京都府北部地域連携都市圏

公共交通活性化協議会負担金

・北部7市町連携による京都府

北部地域連携都市圏公共交通

計画の策定

【課題・検証】

◆今後は計画に定める将来像

実現のため、計画の着実な実

行が必要。

地方バス路線運行維持対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要137

【R3決算説明資料】主要事業の概要164

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要148

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆地方バス路線(幹線、枝線)

維持のための支援

※枝線

　Ｒ2.10～Ｒ3.3分　2路線

　Ｒ3.4以降　1路線

　　【予算額：51,534千円】

【事業の概要】

◆地方バス路線(幹線、枝線)

維持のための支援

※幹線４路線

　枝線１路線

　　【予算額：47,364千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

　　【決算額：50,818千円】

【実績・成果】

◆地方バス路線(幹線、枝線)

維持のための支援

※枝線

　Ｒ2.10～Ｒ3.3分　2路線

　Ｒ3.4以降　1路線

【課題・検証】

◆人口の自然減に加え、コロ

ナ禍により利用者が落ち込

み、回復が思わしくない状

況。福祉や子育てなど他分野

も巻き込んでモビリティマネ

ジメントなどの利用促進を行

う必要がある。

地域交通政策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要138

【R3決算説明資料】主要事業の概要165

～過度に自家用車に頼らないための公共交通の魅力創出～

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要150

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆地域公共交通会議の運営

◆過度な自家用車依存からシ

フトする利用機会の創出

　　　【予算額：540千円】

【事業の概要】

◆地域公共交通会議の運営

◆宮津市地域公共交通計画に

掲げる事業の実施

◆北部７市町連携による地域

公共交通計画に掲げる事業の

実施

◆先進モビリティサービスの

本格導入(非自動運転)

◆自動運転による先進モビリ

ティサービス導入に向けた準

備

【事業の概要】

◆地域公共交通会議の運営

◆宮津市地域公共交通計画に

掲げる事業の実施

◆北部７市町連携による地域

公共交通計画に掲げる事業の

実施

◆先進モビリティサービスの

本格導入(非自動運転)

◆先進モビリティサービスの

実証導入(自動運転)

【事業の概要】

◆地域公共交通会議の運営

◆宮津市地域公共交通計画に

掲げる事業の実施

◆北部７市町連携による地域

公共交通計画に掲げる事業の

実施

◆先進モビリティサービスの

本格導入(非自動運転)

◆先進モビリティサービスの

本格導入(自動運転)

企画課
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
所管課

R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

企画課

京都丹後鉄道の強靭化・長寿命化

など、災害に強い安全安心な公共

交通インフラの構築を支援・実施

します。

10　京都府北部の重要な基幹交通である京都

丹後鉄道の強靭化、長寿命化を京都府、兵庫

県、沿線市町とともに推進します。

11　災害時のリダンダンシー機能の確保を図

ります。

12　安全に路線バスが利用できるよう、危険

なバス停の移設に取り組みます。

【事業の概要】

◆地域公共交通会議の運営

・「地域公共交通計画」策定

･（新）先進モビリティサービ

ス検討部会の設置

◆（新）北部７市町連携によ

る「多様なニーズに対応する

持続可能で便利な交通圏域」

実現に向けた計画策定

　　　【予算額：744千円】

【事業の概要】

◆地域公共交通会議の運営

◆過度な自家用車依存からシ

フトする利用機会の創出

　　　【予算額：540千円】

継続実施予定

◆地域公共交通会議の運営

◆宮津市地域公共交通計画に

掲げる事業の実施

◆北部７市町連携による地域

公共交通計画に掲げる事業の

実施

◆先進モビリティサービスの

本格導入(非自動運転)

◆自動運転による先進モビリ

ティサービス導入に向けた準

備

継続実施予定

◆地域公共交通会議の運営

◆宮津市地域公共交通計画に

掲げる事業の実施

◆北部７市町連携による地域

公共交通計画に掲げる事業の

実施

◆先進モビリティサービスの

本格導入(非自動運転)

◆先進モビリティサービスの

実証導入(自動運転)

継続実施予定

◆地域公共交通会議の運営

◆宮津市地域公共交通計画に

掲げる事業の実施

◆北部７市町連携による地域

公共交通計画に掲げる事業の

実施

◆先進モビリティサービスの

本格導入(非自動運転)

◆先進モビリティサービスの

本格導入(自動運転)

実績

　　【決算額：505千円】

【実績・成果】

◆宮津市地域公共交通会議の

運営

・宮津市地域公共交通計画の

策定

・先進モビリティサービス導

入に向けた研究

◆京都府北部地域連携都市圏

公共交通活性化協議会負担金

・北部7市町連携による京都府

北部地域連携都市圏公共交通

計画の策定

【課題・検証】

◆今後は計画に定める将来像

実現のため、計画の着実な実

行が必要。

宮津市ターミナルセンター整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要139

【R3決算説明資料】主要事業の概要166

宮津市ターミナルセンター整備事業(再掲)

(ターミナルセンタ０長寿命化対策)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要39

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆宮津・天橋立ターミナルセ

ンター変圧器改修

◆天橋立ターミナルセンター

軒桶補修

　　【予算額：7,900千円】

【事業の概要】

◆宮津ターミナルセンターの

劣化状況調査及び長寿命化に

向けた実施設計

　　【予算額：7,600千円】

９　ラストワンマイルに対応したe-Bikeや小

型電気自動車の導入などを検討し、シームレ

スな市内交通を目指します。

自動運転バスやe-Bike、小型電動

自動車等の新たな移動手段の導入

を検討するなど、シームレスで誰

もが移動しやすい地域づくりを進

めます。

８　公共交通空白地有償運送等へのMaaSの

導入や、ローカル５Gなどの最新技術を活用

した自動運転バスの実証実験など、新たなモ

ビリティサービスによる持続可能な公共交通

を推進します。

地域交通政策事業(再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要138

【R3決算説明資料】主要事業の概要165

～過度に自家用車に頼らないための公共交通の魅力創出～

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要150

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆宮津ターミナルセンター長

寿命化に向けた改修

― ―

企画課

実績

　　【決算額：4,520千円】

【実績・成果】

◆宮津・天橋立ターミナルセン

ター変圧器改修

◆天橋立ターミナルセンター軒

桶補修

【課題・検証】

◆利用者満足度を向上させるこ

とにより、公共交通利用者の増

加を狙うため、駅の利便性の向

上等、機能強化に向けたターミ

ナルセンターの整備が必要。
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
所管課

R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

ＫＴＲ支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要141

【R3決算説明資料】主要事業の概要168

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要149

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆KTRが保有する鉄道施設等

の維持管理･整備を関係自治体

で支援

　【予算額：172,930千円】

宮津市ターミナルセンター管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要140

【R3決算説明資料】主要事業の概要167

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要151

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆ターミナルセンターの管理

運営

　　【予算額：16,487千円】

【事業の概要】

◆ターミナルセンターの管理

運営

　　【予算額：16,828千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

実績

　　【決算額：17,166千円】

【実績・成果】

◆ターミナルセンターの管理運

営

【課題・検証】

◆限られた予算の中でターミナ

ルセンターを維持管理すること

が求められており、効率的な

ターミナルセンターの維持管理

を検討する必要がある。

企画課

企画課

【事業の概要】

◆国補正予算を活用し、KTR

の実施する鉄道軌道安全設備

等整備を関係自治体で支援

　　【予算額：16,132千円】

◆KTRが保有する鉄道施設等

の維持管理･整備を関係自治体

で支援

　【予算額：144,272千円】

実績

　【決算額：156,641千円】

【実績・成果】

◆鉄道軌道安全設備等整備や

鉄道施設等の維持管理・整備

を沿線自治体で支援

【課題・検証】

◆鉄道は地域の重要な交通手

段であり、安全安心な運行の

ため、今後も継続して支援が

必要。

予定
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健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり 
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災害時要配慮者個別計画登録者の割合
目 標 54.20% 55.00% 55.80% 56.70% 57.70%

社会福祉課

実 績 51.20% 53.20% 47.84%

自殺死亡率

(人口10万人あたりの自殺者数)

目 標 － －

サロン活動・ボランティア活動団体数

健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり

住み慣れた地域で自分らしく生活できるまち【地域福祉】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

社会福祉課

実 績 11.1 18.1 ー

－ 0 0.0

社会福祉課

実 績 81団体 82団体 84団体

目 標 (80団体) 89団体86団体 87団体(80団体) 83団体 85団体

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

８ 障害のある人や認知症高齢者等の権利と

利益を守る成年後見制度の利用を促進すると

ともに、地域連携ネットワークの中心的役割

を担う中核機関を設置します。

３ 高齢者や障害のある人への見守り体制を

強化するほか、社会福祉協議会と連携した地

域福祉活動を促進し、地域全体で支え合い、

助け合う地域づくりを進めます。

４ 住民の主体的な防災・防犯活動を軸とし

ながら、安全で安心して生活できる地域づく

りの推進に向けて、福祉サービス事業所、関

係機関・団体とのネットワーク体制を強化し

ます。

７ 相談支援(地域の様々な相談を包括的に

受け止める場の確保・多機関の協働による包

括的支援)、参加支援、地域づくりに向けた

支援の３つの機能の一体的な整備を推進しま

す。

地域の住民が、それぞれ役割を持

ち、公的サービスと協働し、支え

合い活躍できる地域コミュニティ

を育成し、子ども・高齢者・障害

者など全ての人々が地域、暮ら

し、生きがいをともに創り、高め

合うことができる地域づくりを進

めます。

１ 人生100年時代を見据え、高齢者が年齢

に関わりなく地域社会の様々な分野に参加

し、その技術や能力を発揮できるよう関係機

関と連携した研修・活躍の場を構築します。

５ 住民をはじめ多様な主体の参画による地

域共生に資する活動を普及・促進し、地域に

おける重層的なセーフティネットを確保しま

す。

９ 障害のある人や高齢者等災害時における

要配慮者が災害時に逃げ遅れることのないよ

う、個別避難計画の策定を進めるとともに、

避難所においてコミュニケーションが十分に

図られるよう必要な支援機器等を整備しま

す。

２ 地域福祉活動を展開する関係機関・団体

と協働し、地域活動の担い手やボランティア

の育成、新たな人材の発掘を進めます。

６ 地域共生に資する活動の実現に向けて、

住民の自主性や創意工夫が最大限活かされる

よう、各主体に対し積極的な活動への参画を

促す方策など環境整備を推進します。

社会福祉課

民生委員推薦会運営事業

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要155

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆一斉改選に伴う推薦会開催

ほか

  【予算額：364千円】

社会福祉課

実績 ―

予定

【事業の概要】

◆ボランティアグループをは

じめとする各福祉活動団体の

活動の場所として、また、情

報交換や交流の場所として、

ささえあいセンターの管理運

営を行う。（自主事業として

のボランティア講座の実施）

※宮津市社会福祉協議会への

指定管理料

  【予算額：2,376千円】

【事業の概要】

◆ボランティアグループをは

じめとする各福祉活動団体の

活動の場所として、また、情

報交換や交流の場所として、

ささえあいセンターの管理運

営を行う。（自主事業として

のボランティア講座の実施）

※宮津市社会福祉協議会への

指定管理料

  【予算額：2,376千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

地域ささえあいセンター指定管理料

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要142

【R3決算説明資料】主要事業の概要169

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要154

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

  【決算額：2,376千円】

【実績・成果】

◆ボランティアグループをは

じめとする各福祉活動団体の

活動の場所として、また、情

報交換や交流の場所として、

地域ささえあいセンターの管

理運営を行った。

※宮津市社会福祉協議会への

指定管理料

【課題・検証】

◆コロナ禍での事業継続
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

社会福祉課

社会福祉協議会運営補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要144

【R3決算説明資料】主要事業の概要171

社会福祉協議会活動推進事業

（社会福祉協議会運営補助事業から名称変更）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要157

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

  【決算額：17,712千円】

【実績・成果】

◆社会福祉協議会が行う社会

福祉活動の支援

・サロン、ボランティア、地

域福祉活動

・居場所づくり事業、通所型

サービスA、認知症カフェなと

社会福祉課

【事業の概要】

◆社会福祉協議会が行う社会

福祉活動の支援

・サロン、ボランティア活動

・地域福祉活動

 居場所づくり事業、通所型

サービスA、認知症カフェなと

  【予算額：16,088千円】

継続実施予定

【事業の概要】

◆社会福祉協議会が行う社会

福祉活動の支援

・サロン、ボランティア活動

・地域福祉活動

 居場所づくり事業、通所型

サービスA、認知症カフェなと

  【予算額：17,713千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

民生児童委員協議会補助事業

児童委員活動費補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要143

【R3決算説明資料】主要事業の概要170

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要156

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

  【決算額：6.690千円】

【実績・成果】

◆民生児童委員による地域で

の助け合い活動の支援

・地域での見守り活動

 要配慮者への声かけ、登下

校時のパトロール、相談業務

など

・たすけあいネットワーク更

新等

【課題・検証】

◆コロナ禍での見守り活動

予定

【事業の概要】

◆民生児童委員による地域で

の助け合い活動の支援

・地域での見守り活動

 要配慮者への声かけ、登下

校時のパトロール、相談業務

など

・たすけあいネットワーク(災

害時要配慮者名簿)更新等

  【予算額：6,723千円】

【事業の概要】

◆民生児童委員による地域で

の助け合い活動の支援

・地域での見守り活動

 要配慮者への声かけ、登下

校時のパトロール、相談業務

など

・たすけあいネットワーク(災

害時要配慮者名簿)更新等

  【予算額：6,620千円】

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆災害見舞金の支給

  【予算額：100千円】

予定

社会福祉課

実績

  【決算額：200千円】

【実績・成果】

◆災害見舞金の支給

 ・火災全焼 2件

【事業の概要】

◆災害見舞金の支給

  【予算額：100千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

予定

災害救助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要149

【R3決算説明資料】主要事業の概要176

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要162

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

13 地域住民や関係団体との協力や地域のつ

ながりを活かし、自殺対策を推進します。

ひきこもりや生活困窮者等の地域

での自立の推進や、誰ひとり自殺

を考えない生き心地のよいまちづ

くりを進め、住み慣れた地域で自

立した生活を送ることができる地

域づくりを進めます。

10 生活困窮者の自立促進に向けて、ハロー

ワークや社会福祉協議会と連携し、相談体制

を充実するとともに、人材確保が困難となっ

ている中小企業等への紹介など生活困窮者へ

の支援を推進します。

11 家庭や地域での孤立化、ひきこもり防止

に向けて、京都府の脱ひきこもりセンターや

チーム絆、民生児童委員等の関係者と連携

し、地域支援ネットワークを構築します。

12 勤務問題、生活困窮、失業対策、高齢者

などを中心に、自殺を予防するための包括的

な支援を推進します。

生活困窮者自立支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要28、146

【R3決算説明資料】主要事業の概要31、173

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要159

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

福祉施設運営支援事業

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要153

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

社会福祉課

実績

  【決算額：2,971千円】

【実績・成果】

◆生活困窮者の自立に向けた

支援（自立相談支援事業)

・くらしの相談窓口を開設

し、R3新規65人、継続42

人、計107人に合計412回の

相談対応を行い、生活困窮か

らの自立に対し助言を行っ

た。

◆住居確保給付金

・休業等に伴う収入の減少に

より、住居を失うおそれが生

じている2世帯に対し204千円

を給付。

・支給要件緩和（休職等によ

る収入減の者も対象）

【事業の概要】

◆生活の不安定な世帯への生

活資金の貸付

  【予算額：2,500千円】
予定

【事業の概要】

◆生活の不安定な世帯への生

活資金の貸付

  【予算額：2,500千円】
継続実施予定

くらしの資金貸付事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要145

【R3決算説明資料】主要事業の概要172

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要158

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
実績

社会福祉課

社会福祉課

実績 ―

【事業の概要】

◆生活困窮者の自立に向けた

支援

・就労支援等

  【予算額：5,757千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆元水産事務所（京都府施

設）を活用した社会福祉法人

の事業展開に対する支援（土

地建物転貸）

  【予算額：1,469千円】

予定

【事業の概要】

◆生活困窮者の自立に向けた

支援

・就労支援等

  【予算額：3,594千円】

継続実施予定 継続実施予定

  【決算額：895千円】

【実績・成果】

◆生活の不安定な世帯への生

活資金の貸付

・生活必需品の買換え費用や

家屋修繕費用、病気治療費な

どへの資金不足に対し14件

895千円の貸付を行った

社会福祉課

健康・介護課

実績 ―

成年後見支援センター運営事業

地域生活支援事業

(成年後見制度の利用促進体制の構築)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要152

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆成年後見支援センターの運

営

・成年後見制度の利用促進、

制度周知等

  【予算額：298千円】
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

生活保護費給付事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要147

【R3決算説明資料】主要事業の概要174

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要160

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆生活困窮者の必要最低限の

生活保障

◆自立に向けたサポートの実

施

 【予算額：210,000千円】

【事業の概要】

◆生活困窮者の必要最低限の

生活保障

◆自立に向けたサポートの実

施

 【予算額：200,000千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

 【決算額：193,343千円】

【実績・成果】

◆生活困窮者の必要最低限の

生活保障

◆自立に向けたサポートの実

施

◆R3.4月1日被保護世帯・人

員 100世帯110人

 R4.3月末被保護世帯・人員

101世帯111人

社会福祉課

実績

  【決算額：57千円】

【実績・成果】

◆就労による自立を促進させ

るための給付金

・就労による自立が図れたこ

とにより生活保護を廃止した1

世帯に対し57千円を給付

就労自立給付金支給事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要148

【R3決算説明資料】主要事業の概要175

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要161

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆就労による自立を促進させ

るための給付金

  【予算額：100千円】

【事業の概要】

◆就労による自立を促進させ

るための給付金

  【予算額：100千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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障害支援区分認定事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要151

【R3決算説明資料】主要事業の概要178

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要163

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

社会福祉課

実績

　　【決算額：1,931千円】

【実績・成果】

◆障害支援区分認定審査会の

設置･運営(1市2町による共同

設置)

※宮津市事務局(R3～R4)

◆障害支援区分認定のための

調査等

◆コロナ禍により審査会の書

面審査実施及び利用者へのオ

ンラインによる聞取り調査の

実施

障害者福祉施設整備費補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要150

【R3決算説明資料】主要事業の概要177

予定

【事業の概要】

◆障害者福祉施設整備借入金

償還助成

・障害児通園施設整備借入償

還補助金

　【予算額：1,186千円】

※R3年度で償還終了

― ― ― ―

社会福祉課

【事業の概要】

◆障害支援区分認定審査会の

設置･運営(1市2町による共同

設置)

※宮津市事務局(R3～R4)

◆障害支援区分認定のための

調査等

　　【予算額：2,123千円】

　　【決算額：1,185千円】

【実績・成果】

◆障害者福祉施設整備借入金

償還助成

・宮津与謝障害児通園施設整

備借入償還補助金（福祉医療

機構分）

※R3年度で償還終了

実績

継続実施予定

◆障害支援区分認定審査会の

設置-運営

※宮津市事務局(R7～R8)

◆障害支援区分認定のための

調査等

継続実施予定

◆障害支援区分認定審査会の

設置-運営

※与謝野町事務局(R5～R6)

◆障害支援区分認定のための

調査等

継続実施予定
６　相談員の配置、研修等による質の向上に

より、相談支援体制を充実・強化します。

２　保健師や就学前施設との連携により、療

育が必要な子どもの早期の療育開始につなげ

るとともに、療育の場の確保、質の向上によ

り、障害児療育を充実します。

５　保健・医療・福祉分野等、在宅療養多職

種と連携し、障害のある人の在宅生活を支援

します。

３　関係機関との連携、継続した支援によ

り、障害のある人の就労・雇用を促進しま

す。

４　交流会、養成講座を行い、ボランティア

の育成・活動支援を進めます。

施設等のバリアフリー化を進め、

障害がある人もない人も、誰もが

安心して暮らせる地域づくりを進

めます。

９　障害の有無等にかかわらず、はじめから

できるだけ多くの人が利用可能なように、住

環境の整備・改善や道路、公共施設等のバリ

アフリー化を推進します。

７　障害者の就労の場、生活の場を提供する

事業所の施設整備について支援します。

就労支援事業所から一般就労への移行者数

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

障害への理解を深めるとともに、

障害者の就労・雇用の促進や在宅

生活の支援等により、障害のある

人の地域生活を社会全体で支える

地域づくりを進めます。

１　継続的な広報、啓発により、地域での障

害への理解を深めるとともに障害者差別の解

消を推進します。

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

８　障害者の虐待の未然防止に向け、関係機

関との連携・協力を強化します。

3人

目　標 0 1 0

健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり

障害のある人もない人もともにいきいきと暮らすまち【障害福祉】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

福祉施設入所者の地域生活への移行者数
目　標 0 1 0 1

５年間で

延べ２人

０人 0人 0人

社会福祉課

実　績

予定

【事業の概要】

◆障害支援区分認定審査会の

設置･運営(1市2町による共同

設置)

※宮津市事務局(R3～R4)

◆障害支援区分認定のための

調査等

　　【予算額：1,996千円】

1
５年間で

延べ２人
社会福祉課

実　績 ０人 0人
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

【事業の概要】

◆障害福祉サービス費等の支

給

・障害者の自立した日常生

活、社会生活を支えるために

必要な障害福祉サービスに係

る給付等

 【予算額：587,886千円】

 【予算額：16,200千円】

障害福祉サービス事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要152

          補正：３月補正主要事業の概要27

【R3決算説明資料】主要事業の概要179

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要164

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

  【決算額：594,754千

円】

【実績・成果】

◆障害福祉サービス費等の支

給

・障害者の自立した日常生

活、社会生活を支えるために

必要な障害福祉サービスに係

る給付等

予定

【事業の概要】

◆障害福祉サービス費等の支

給

・障害者の自立した日常生

活、社会生活を支えるために

必要な障害福祉サービスに係

る給付等

 【予算額：587,886千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

社会福祉課

実績

  【決算額：9,532千円】

【実績・成果】

◆障害者の日常生活を容易に

するための補装具・日常生活

用具の給付

自立支援医療給付事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要153

【R3決算説明資料】主要事業の概要180

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要165

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆身体の機能障害の除去･軽減

を行い、日常生活に適応する

ことを目的とした医療の提供

  【予算額：21,006千円】

【事業の概要】

◆身体の機能障害の除去･軽減

を行い、日常生活に適応する

ことを目的とした医療を指定

医療機関で受けた場合の医療

費の一部を助成

  【予算額：20,567千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：21,294千円】

【実績・成果】

◆身体の機能障害の除去･軽減

を行い、日常生活に適応する

ように改善する医療を指定医

療機関で受けた場合の医療費

の一部助成

補装具給付事業

日常生活用具給付事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要154

【R3決算説明資料】主要事業の概要181

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要166

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆障害者の日常生活を容易に

するための補装具・日常生活

用具の給付

  【予算額：12,275千円】

【事業の概要】

◆障害者の日常生活を容易に

するための補装具・日常生活

用具の給付

  【予算額：12,025千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

【事業の概要】

◆障害者の地域社会での自立

した生活のサポート(相談支

援、地域活動支援、移動支援

等)

◆コミュニケーション支援、

生活訓練等の実施

◆障害者に対する交通費の助

成等

◆成年後見制度の周知に係る

経費（再掲）

  【予算額：18,812千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

特別障害者手当等給付事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要156

【R3決算説明資料】主要事業の概要183

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要168

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆特別の介護を必要とする在

宅重度障害者等に対する手当

(特別障害者手当、障害児福祉

手当等)の支給

  【予算額：11,784千円】

【事業の概要】

◆特別の介護を必要とする在

宅重度障害者等に対する手当

(特別障害者手当、障害児福祉

手当等)の支給

  【予算額：10,792千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：10,241千円】

【実績・成果】

◆特別の介護を必要とする在

宅重度障害者等に対する手当

(特別障害者手当、障害児福祉

手当等)の支給

【検証】

◆対象者への手当の支給

【事業の概要】

◆障害者の地域社会での自立

した生活のサポート(相談支

援、地域活動支援、移動支援

等)

◆コミュニケーション支援、

生活訓練等の実施

◆外出困難な障害者に対する

交通費の助成等

  【予算額：18,312千円】

実績

  【決算額：18,487千円】

【実績・成果】

◆障害者の地域社会での自立

した生活のサポート(相談支

援、地域活動支援、移動支援

等)

◆コミュニケーション支援、

生活訓練等の実施

◆外出困難な障害者に対する

交通費の助成等

【課題・検証】

◆コロナ禍での実施方法

地域生活支援事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要155

【R3決算説明資料】主要事業の概要182

(一部再掲)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要167

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

障害者福祉施設運営補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要157

【R3決算説明資料】主要事業の概要184

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要169

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆北部障害者歯科診療所の運

営への支援

・京都歯科サービスセンター

北部診療所運営事業費補助金

の交付

  【予算額：90千円】

【事業の概要】

◆北部障害者歯科診療所の運

営への支援

・京都歯科サービスセンター

北部診療所運営事業費補助金

の交付

  【予算額：90千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：40千円】

【実績・成果】

◆北部障害者歯科診療所の運

営への支援

・京都歯科サービスセンター

北部診療所運営事業費補助金

の交付

【課題】

◆全体的な利用者数の減（コ

ロナ禍による受診控え）
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

重度心身障害児者医療費支給事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要158

【R3決算説明資料】主要事業の概要185

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要170

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆75歳未満の重度心身障害児

者医療費助成

  【予算額：32,520千円】

【事業の概要】

◆75歳未満の重度心身障害児

者医療費助成

  【予算額：31,278千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：30,486千円】

【実績・成果】

◆75歳未満の重度心身障害児

者医療費助成

重度心身障害老人健康管理費支給事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要159

【R3決算説明資料】主要事業の概要186

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要171

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆後期高齢者医療制度対象の

重度心身障害者医療費助成

  【予算額：26,695千円】

【事業の概要】

◆後期高齢者医療制度対象の

重度心身障害者医療費助成

  【予算額：26,695千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会福祉課

実績

  【決算額：27,601千円】

【実績・成果】

◆後期高齢者医療制度対象の

重度心身障害者医療費助成
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健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり

ささえあい安心して幸せに暮らせるまち【高齢者福祉】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

主観的幸福感

(10段階で7以上の割合)

目 標 ― 59.7% ― ― 62.0%

健康・介護課

実 績 57.40% ― ―

高齢者の自立支援や重度化防止

等、介護予防に向けた取組を進め

るとともに、住民主体の支え合い

の仕組みづくりとなる生活支援

サービス体制の充実や、認知症に

なっても自分らしく生活を続ける

ことができる地域づくりを住民と

連携し進めます。

１ 住民主体の通いの場や様々な担い手との

連携・協働によるサービスの提供体制の充実

により、高齢者の自立支援や要介護状態の軽

減・重度化防止に取り組みます。

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

５ 複数の専門職からなる認知症初期集中支

援チームにより、認知症の人及びその家族に

初期の支援を包括的集中的に行い、自立支援

をサポートします。

４ 認知症サポーター養成講座等の開催によ

り、認知症やその対応方法について理解を深

め、サポーターの見守りや支え合い活動への

参加を推進します。

２ 関係機関との連携・協力を強化し、高齢

者の虐待を未然に防止します。

３ 見守りや声かけなど地域一体となって支

え合う住民主体の支え合いの仕組みづくりを

行い、ゴミ出しなど生活上の困りごとを助け

る生活支援サービス体制を充実します。

予定

６ 本人ミーティングを開催し、認知症の人

とその家族を支援するとともに、認知症カ

フェなどにより、認知症の人が社会活動に参

加できる取組を進めます。

【事業の概要】

◆老人クラブの活動支援

・市老連、単位クラブへの補

助金の交付

  【予算額：1,965千円】
継続実施予定 継続実施予定

老人クラブ等助成事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要162

【R3決算説明資料】主要事業の概要189

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要175

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

継続実施予定

【事業の概要】

◆老人クラブの活動支援

・市老連、単位クラブへの補

助金の交付

  【予算額：1,990千円】

【事業の概要】

◆地域ぐるみでの敬老活動を

支援

・補助金の交付

◆100歳、88歳への祝品

  【予算額：2,632千円】

【事業の概要】

◆地域ぐるみでの敬老活動を

支援

・補助金の交付

◆100歳、88歳への祝品

  【予算額：2,703千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

  【決算額：2,420千円】

【実績・成果】

地域ぐるみでの敬老活動を支

援

・補助金の交付

◆100歳、88歳への祝品

・100歳：7名、88歳：205名

【課題・検証】

◆コロナ禍での敬老事業の取

組

敬老事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要161

【R3決算説明資料】主要事業の概要188

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要174

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

社会福祉課

介護保険事業の健全な運営ととも

に、地域包括支援センターの機能

強化など地域包括ケアシステム等

を一層深化・推進し、安心して住

み慣れた地域で介護を受けられる

地域づくりを進めます。

７ 地域包括支援センターの機能強化、多職

種協働による在宅医療・介護連携の強化、地

域ケア会議の充実など、地域包括ケアシステ

ムを推進します。

老人ホーム入所措置事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要160

【R3決算説明資料】主要事業の概要187

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要173

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

９ アンケート調査等により介護のニーズや

実態を把握、分析して必要な介護サービス量

を見込むとともに、適切な要介護認定やケア

プラン点検等により介護給付の適正化を図

り、適切な介護サービスを提供します。

８ 介護予防事業などにより要介護状態の重

度化を防止するとともに、居宅サービスや地

域密着型サービスなど在宅生活を支えるサー

ビスを充実します。

実績

  【決算額：1,845千円】

【実績・成果】

◆老人クラブの活動支援

・市老連、単位クラブへの補

助金の交付

【課題・検証】

◆コロナ禍での老人クラブ事

業の在り方

【事業の概要】

◆養護老人ホームへの入所措

置

  【予算額：62,074千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定予定

【事業の概要】

◆養護老人ホームへの入所措

置

  【予算額：57,573千円】

社会福祉課

社会福祉課

実績

  【決算額：60,282千円】

【実績・成果】

◆養護老人ホームへの入所措

置
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

介護保険低所得者対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要164

【R3決算説明資料】主要事業の概要191

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要177

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆社会福祉法人が行う生計が

困難な介護保険サービス利用

者に対する負担軽減(減免)へ

の支援

  【予算額：1,800千円】

【事業の概要】

◆社会福祉法人が行う生計が

困難な介護保険サービス利用

者に対する負担軽減(減免)へ

の支援

  【予算額：1,000千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

特別養護老人ホーム整備費等補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要163

【R3決算説明資料】主要事業の概要190

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要176

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆特養等福祉施設整備に係る

償還金への助成(∼R7)

◆雇用機会拡大補助金の交付

  【予算額：8,807千円】

【事業の概要】

◆特養等福祉施設整備に係る

償還金への助成(∼R7)

◆雇用機会拡大補助金の交付

  【予算額：8,694千円】
継続実施予定

健康・介護課

実績

  【決算額：943千円】

【実績・成果】

◆社会福祉法人が行う生計が

困難な介護保険サービス利用

者に対する負担軽減(減免)へ

の支援

・法人への支援額 942,801円

 （法人軽減額5,182,475

円）

・8法人26サービス事業所が

軽減を実施（対象者95人）

社会福祉課

継続実施予定 継続実施予定

実績

  【決算額：8,806千円】

【実績・成果】

◆特養等福祉施設整備に係る

償還金への助成

・天橋の郷

◆雇用機会拡大補助金の交付

・グループホーム天橋の家

介護予防安心住まい推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要165

【R3決算説明資料】主要事業の概要192

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要178

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆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

  【予算額：160千円】

【事業の概要】

◆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

  【予算額：160千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

健康・介護課

実績

 【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆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

・実施件数０件

【課題・検証】

◆要支援・要介護認定を受け

てから、介護保険サービスで

住宅改修を行うことがほとん

どのため、本事業の利用は、

ほぼない。
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

継続実施予定

健康・介護課

実績

【決算額：2,908,795千円】

【実績・成果】

◆介護保険事業の運営

◆地域支援事業の実施

・高齢者が安心して暮らせる

地域づくりを推進

【課題・検証】

◆コロナ禍で、健康づくりや

介護予防の推進、認知症の方

の集いの場の提供などが十分

にできなかった。

老人医療費支給事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要166

【R3決算説明資料】主要事業の概要193

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要179

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆老人医療費の助成(65歳以上

70歳未満)

  【予算額：9,291千円】

【事業の概要】

◆老人医療費の助成(65歳以上

70歳未満)

  【予算額：9,291千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

税務・国保課

実績

  【決算額：8.015千円】

【実績・成果】

◆老人医療費の助成(65歳以上

70歳未満)

・受給者年間平均 213人

・扶助費 7,703千円

税務・国保課

実績

国民年金事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要167

【R3決算説明資料】主要事業の概要194

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要180

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆国民年金制度窓口業務の実

施

  【予算額：1,809千円】

【事業の概要】

◆国民年金制度窓口業務の実

施

  【予算額：1,809千円】 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

  【決算額：1,568千円】

【実績・成果】

◆国民年金制度窓口業務の実

施

介護保険事業特別会計

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要特５

【R3決算説明資料】主要事業の概要特4

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要特４

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆介護保険事業の運営

◆地域支援事業の充実

・地域包括ケアシステムの推

進体制の充実

・支え合い安心して暮らせる

地域づくり

・認知症施策の推進

・権利擁護の推進

・健康づくりや自立支援・介

護予防の推進

【予算額：3,040,283千円】

【事業の概要】

◆介護保険事業の運営

◆地域支援事業の充実

・地域包括ケアシステムの推

進体制の充実

・支え合い安心して暮らせる

地域づくり

・認知症施策の推進

・権利擁護の推進

・健康づくりや自立支援・介

護予防の推進

【予算額：2,887,439千円】

継続実施予定 継続実施予定
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

―

【事業の概要】

R3繰越

◆医療車両を活用したオンラ

イン診療等導入に向けた実証

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：14,000千円】

◆健康寿命の延伸と新たな医

療提供体制のあり方について

の北部医療センター等との共

同研究

【予算額(R4当初)：3,000千

円】

健康・介護課

実績 ―

定住促進住宅整備事業(再掲)

(エッセンシャルワーカー（介護・医療職員等）の確保対策強

化に向けた住宅整備)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要97

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆みやづ城東タウンリノベー

ション

・老朽化した住戸のリノベー

ション及びエッセンシャル

ワーカー（福祉分野の就労

者）向けの優先入居枠の設定

  【予算額：20,000千円】

社会福祉課

健康・介護課都市

住宅課

実績 ―

地域医療推進事業

(持続可能な地域医療・健康づくり推進事業)

【R3予算説明資料】補正：３月補正主要事業の概要24

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要181

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

社会福祉課

介護従事者負担軽減支援事業

(介護従事者の負担軽減対策)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要番号なし

          補正：３月補正主要事業の概要４

【R3決算説明資料】主要事業の概要35

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要172

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆介護サービス事業所が行う

従事者の負担軽減対策(介護ロ

ボット、ICT導入)への支援

 【予算額：4,330千円】

【事業の概要】

◆介護サービス事業所が行う

従事者の負担軽減対策（介護

ロボット、ICT導入）を支援

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：4,800千円】

新型コロナウイルス感染拡大防止事業

(福祉施設の感染防止対策の強化)

【R3予算説明資料】補正：９月補正主要事業の概要１

          補正：３月補正主要事業の概要１

【R3決算説明資料】主要事業の概要30

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要172

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆福祉施設の感染防止対策の

強化

・介護施設におけるゾーニン

グ整備、家族面会室の整備経

費を支援

 【予算額：1,320千円】

【事業の概要】

◆福祉施設の感染防止対策の

強化

・介護施設における家族面会

室の整備経費を支援

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：5,300千円】

実績

  【決算額：1,315千円】

【実績・成果】

◆介護施設における感染者と

非感染者を分離するための

ゾーニング整備、2方向から出

入りできる家族面会室の整備

健康・介護課

実績

  【決算額：2,316千円】

【実績・成果】

◆介護サービス事業所が行う

従事者の負担軽減対策(介護ロ

ボット、ICT導入)への支援

・3法人7事業所に対して助成

し、従事者の負担軽減、業務

の効率化を支援

【課題・検証】

◆事業所における導入時期が

年度末となり、本格的な利活

用は令和4年度以降となった。
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継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

60.0%

健康・介護課

　　【決算額：32,206千円】

【実績・成果】

◆コロナ禍で体力低下が懸念

される高齢者等への健康相談

体制の充実

・骨密度測定器購入

◆健康診査･がん検診等の実施

・住民健診受診率はR2年度に

比べ向上の見込み

◆食生活改善推進員の活動支

援

・コロナ禍により食改善教室

の回数は減少したが、市HPに

レシピを公開

◆保健指導の実施

【課題・検証】

◆今後もアプローチを工夫し

ながら、健診受診率向上を図

る

健康づくり推進事業

（R3 いきいき健康長寿のまち“みやづ”推進事業から改称）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要168

【R3決算説明資料】主要事業の概要195

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要182

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

健康・介護課

17.6% 未確定

60.0%

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

11.0%

健康・介護課

R7年度

健康・介護課

50.0% 54.0% 57.0%

実　績 44.4% 38.3% 未確定

健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり

誰もが健康で幸せに暮らせるまち【健康・医療】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

特定健診受診率
目　標 45.0%

特定保健指導対象者の割合
目　標 14.0% 13.5% 13.0% 12.0%

特定保健指導の実施率
50.0% 55.0%目　標 25.0% 40.0%

実　績 13.6%

実　績 14.3% 12.3% 未確定

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

特定保健指導の充実や生活習慣病

予防の推進などにより、市民の健

康で元気に生活できる期間「健康

寿命」の延伸を図ります。

１　住民健診については、受診勧奨の工夫、

重要性を訴えることなどで、受診率の向上を

図り、「年に1度の体のチェック」として定

着させます。

【事業の概要】

◆コロナ禍で体力低下が懸念

される高齢者等への健康相談

体制の充実

・骨密度測定器購入

　　【予算額：1,300千円】

◆健康づくり運動の推進

◆健康診査･がん検診等の実施

◆食生活改善推進員の活動支

援

◆保健指導の実施

　　【予算額：31,920千円】

予定

【事業の概要】

◆健康診査･がん検診等の実施

◆食生活改善推進員の活動支

援

◆保健指導の実施

　　【予算額：29,643千円】
２　住民健診後の保健指導については、地区

ごとに担当保健師を配置し、特定保健指導

(40～74歳が対象)の実施率を向上させるほ

か、フレイル予防を中心に後期高齢者に対す

る個別指導にも取り組みます。

４　市民の健康寿命を延伸するため、住民の

主体的な取組を基本に、食、運動、口腔ケア

など多様な視点から、生活習慣病や筋力低

下、フレイルを予防するための取組を普及、

推進します。

５　サロンや老人クラブなどへの保健師の参

加や健康運動指導士等の専門家の派遣など、

住民主体の健康づくり活動の活性化を支援し

ます。

６　商工会議所と連携を図りながら、事業所

における従業員の健康を促進する「健康経

営」を普及させ、現役世代への健康づくりを

推進します。

７　ワクチン接種や予防対策の周知など、感

染症の予防・拡大防止を図ります。

３　与謝医師会と連携を図りながら、適切な

医療受診の勧奨、ハイリスク者への指導な

ど、高血糖からの糖尿病性腎症を予防する取

組を行います。
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

税務・国保課

予定 継続実施予定 継続実施予定

健康・介護課

実績

　　【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆新型コロナウィルス感染症

のため中止

※R2.R3と2年連続中止

【事業の概要】

◆天橋立ツーデーウオークの

開催支援

　　【予算額：1,600千円】 継続実施予定

天橋立健康ウォーク開催補助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要169

【R3決算説明資料】主要事業の概要196

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要183

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

　　【決算額：15,739千円】

【実績・成果】

◆人間ドック受診助成(個人負

担額の90％)

・国保 312件　12,643千円

・後期高齢者医療

　　　　78件　3,096千円

【課題・検証】

◆コロナによる受診控えのリ

バウンドにより件数が増加

骨髄ドナー助成事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要174

【R3決算説明資料】主要事業の概要201

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要188

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆日本骨髄バンクが実施する

骨髄等提供斡旋事業の骨髄等

提供者への支援

　　【予算額：140千円】

人間ドック助成事業

〈国民健康保険事業特別会計>

〈後期高齢者医療特別会計〉

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要170

【R3決算説明資料】主要事業の概要197

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要184

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆人間ドック受診助成(個人負

担額の90％)

　　【予算額：13,782千円】

【事業の概要】

◆人間ドック受診助成(個人負

担額の90％)

　　【予算額：15,410千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆日本骨髄バンクが実施する

骨髄等提供斡旋事業の骨髄等

提供者への支援

　　【予算額：140千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆天橋立ツーデーウオークの

開催支援

※運営体制の見直し(関係団体

の役割分担明確化等)

　　【予算額：1,600千円】

健康・介護課

実績

　　【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆日本骨髄バンクが実施する

骨髄等提供斡旋事業の骨髄等

提供者への支援

・実績 0件
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

人口減少などに対応した地域医療

の在り方を検討し、将来にわたる

地域医療を確保します。
９　人口減少や施設の老朽化等を踏まえて、

橋北地域の医療の在り方を検討します。

10　地域の中核医療機関である「京都府立医

科大学附属北部医療センター」の機能充実が

図られるよう、京都府等関係機関に働きかけ

ます。

11　過疎地域における遠隔医療の実施に向け

検討を進めます。

８　休日応急診療所及び在宅当番医制度によ

り、休日における医療機会を確保します。

地域医療推進事業(一部再生事業)

(持続可能な地域医療・健康づくり推進事業/医療確保・健康

づくりに向けた共同研究)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要181

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆健康寿命の延伸と新たな医

療提供体制のあり方について

の北部医療センター等との共

同研究

　【予算額：3,000千円】

健康・介護課

実績

　　【決算額：0円】

【実績・成果】

◆宮津市地域医療のあり方検

討委員会から提言

（提言内容を推進するための

新規事業を予算化）

予防接種事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要175

 　　　　　　　　　補正：12月補正(第9号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　主要事業の概要1

【R3決算説明資料】主要事業の概要29、202

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要189

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆予防接種の実施

・医療機関等への委託等

　　【予算額：50,776千円】

◆コロナワクチンの接種

　【予算額：120,983千円】

　【予算額：62,000千円】

継続実施予定 継続実施予定

健康・介護課

実績

予防接種

　【決算額：44,245千円】

コロナワクチン接種

　【決算額：148,234千円】

【実績・成果】

◆予防接種の実施

◆新型コロナウィルスワクチ

ン接種

・ワクチン接種の体制確保

・ワクチン接種の実施

・コロナワクチン初回接種率

90%

・追加接種はR4年4月に概ね

完了見込み

【事業の概要】

◆予防接種の実施

・医療機関等への委託等

【予算額(R4当初)：57,813千

円】

◆コロナワクチンの接種

【予算額(R3繰越)：37,211千

円】

【事業の概要】

◆予防接種の実施

・医療機関等への委託等

健康・介護課

【事業の概要】

◆医師確保・健康づくりに向

けた共同研究（再掲）

◆公共施設へのＡＥＤ(自動体

外除細動器)の配備

◆日曜･祝日･年末年始におけ

る外科救急診療体制の確保

◆♯7119（救急安心センター

事業）負担金

　　【予算額：12,272千円】
地域医療推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要171

【R3決算説明資料】主要事業の概要198

(一部再掲)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要185

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

　　【決算額：11,758千円】

【実績・成果】

◆公共施設へのＡＥＤ(自動体

外除細動器)の配備

・48台

◆日曜･祝日･年末年始におけ

る外科救急診療体制の確保

・開所日数71日、受診者数

1,068人

◆♯7119(救急安心センター

事業)負担金

【事業の概要】

◆公共施設へのＡＥＤ(自動体

外除細動器)の配備

◆日曜･祝日･年末年始におけ

る外科救急診療体制の確保

◆♯7119(救急安心センター

事業)負担金

　　【予算額：12,193千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

診療所管理事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要172

【R3決算説明資料】主要事業の概要199

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要186

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆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

　　【予算額：8,617千円】

【事業の概要】

◆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

　　【予算額：8,236千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

健康・介護課

実績

　　【決算額：7,845千円】

【実績・成果】

◆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

【課題・検証】

◆特に橋北地域の施設老朽化

が著しい。拠点となる施設の

整備検討が必要な状況

休日応急診療所の運営

＜休日応急診療所事業特別会計＞

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要173

【R3決算説明資料】主要事業の概要200

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要187

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆日曜･祝日･年末年始におけ

る内科･小児科救急診療体制の

確保

　　【予算額：21,585千円】

【事業の概要】

◆日曜･祝日･年末年始におけ

る内科･小児科救急診療体制の

確保

　　【予算額：21,885千円】
継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

健康・介護課

実績

　　【決算額：18,817千円】

【実績・成果】

◆日曜･祝日･年末年始におけ

る内科･小児科救急診療体制の

確保

・開所日数71日、受診者数

276人

【課題・検証】

◆コロナ禍による患者減（診

療収入減）に伴う市町負担金

の増加

地域医療推進事業(一部再掲)

(持続可能な地域医療・健康づくり推進事業/医療MaaS導入に

向けた実証事業)

【R3予算説明資料】補正：３月補正主要事業の概要24

【R3決算説明資料】―

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要181

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆医療車両を活用したオンラ

イン診療等導入に向けた実証

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：14,000千円】

健康・介護課

実績

　　【決算額：0円】

【実績・成果】

◆宮津市地域医療のあり方検

討委員会から提言

（提言内容を推進するための

新規事業を予算化）
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医師確保対策事業

看護師等確保対策事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要177

【R3決算説明資料】主要事業の概要204

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要191

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

予定

【事業の概要】

◆府立医大附属北部医療セン

ター等で医師として勤務しよ

うとする者への奨学金

◆府立医大附属北部医療セン

ター等で看護師等として勤務

しようとする者への奨学金

　　【予算額：13,800千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆府立医大附属北部医療セン

ター等で医師として勤務しよ

うとする者への奨学金

◆府立医大附属北部医療セン

ター等で看護師等として勤務

しようとする者への奨学金

　　【予算額：13,600千円】

　　【決算額：10,400千円】

【実績・成果】

◆府立医大附属北部医療セン

ター等で医師として勤務しよ

うとする者への奨学金

・実績なし

◆府立医大附属北部医療セン

ター等で看護師等として勤務

しようとする者への奨学金

・貸与者12人

【課題・検証】

◆コロナ禍による厳しい看護

師不足

健康・介護課

３　UターンやIターン等就職希望者や外国人

介護人材など社会福祉法人が新たに人材を雇

用するために必要な住居の確保のほか、介護

に必要な専門知識・技術等の修得に向けた取

組を支援します。

【事業の概要】

◆福祉職場に従事する人材の

育成

・介護福祉士奨学金制度

・民間が行う講座や介護福祉

士等受験対策講座受講者への

支援

　　【予算額：1,550千円】

実績

　　【決算額：2,249千円】

【実績・成果】

◆福祉職場に従事する人材の

育成

・介護福祉士奨学金　2名

・介護福祉士等資格取得等講

座受講費支援　8名

７　市内介護施設が連携して行う人材確保・

定着事業について、積極的に支援します。

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

５　介護リフトやロボットスーツ、ICT化な

ど介護従事者の負担を軽減する介護支援機器

等の導入により、働きやすい職場環境づくり

を支援します。

６　京都府の福祉人材確保推進事業と連携し

て次世代人材の育成に努めるとともに、市内

介護サービス事業所や北京都ジョブパーク等

との共催による雇用促進事業を推進します。

４　医師、看護師の修学資金貸付制度によ

り、地域医療を支える人材を育成、確保しま

す。

１　介護職場の専門職員の確保とスキルアッ

プにつなげるため、介護福祉士、介護支援専

門員等の資格取得受講費補助や修学資金の貸

付等を支援します。

福祉医療に関わる人材育成、ICT

を活用した職場環境の改善、UI

ターンや外国人の確保支援、奨学

金などにより、介護、福祉や地域

医療における人材確保を図り、地

域全体の福祉・介護・医療を守り

ます。

２　京都府北部福祉人材養成システムと連携

し、地域住民を福祉人材として安定的に養

成・確保・育成する取組を推進します。

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり

いつまでも安心して生きがいを持って生活できるまち【福祉医療人材育成】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

介護職従事者の人材不足者数
53人（R2) 53人

37人 32人 27人
社会福祉課

健康・介護課
実　績

目　標 47人 42人

20人（介護施設のみ）

社会福祉課

介護人材確保推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要176

【R3決算説明資料】主要事業の概要203

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要190

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆福祉職場に従事する人材の

育成

・介護福祉士奨学金制度

・民間が行う講座や介護福祉

士等受験対策講座受講者への

支援

　　【予算額：2,550千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定
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【事業の概要】

◆中学生の主張大会、成人式

◆すこやか大学

◆視覚聴覚障害者成人講座、

障害者青年学級

◆人権教育講座、企業人権教

育推進協議会への支援

◆社会教育委員会の開催 な

ど

  【予算額：7,545千円】

実績

  【決算額：5,327千円】

【実績・成果】

◆中学生の主張大会：来聴者

71名、成人式：参加者119名

（参加率79.3％）

◆すこやか大学講座の実施

◆視覚聴覚障害者成人講座：

コロナにより中止、障害者青

年学級の実施

◆人権教育講座、企業人権教

育推進協議会への支援

◆社会教育委員会の開催 な

ど

【課題・検証】

◆新型コロナウイルス感染症

拡大期における各講座の取り

組み方法の検討

◆成人式のありかた変更（成

人年齢引き下げのため）

社会教育課

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

３ 老朽化、未耐震の公民館施設の整備を図

ります。

予定

社会教育推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要178

【R3決算説明資料】主要事業の概要205

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要192

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆中学生の主張大会、成人式

（名称等変更予定）

◆すこやか大学

◆視覚聴覚障害者成人講座、

障害者青年学級

◆人権教育講座、企業人権教

育推進協議会への支援

◆社会教育委員会の開催 な

ど

  【予算額：8,089千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

１ 公民館活動等を通じ、住民ニーズや現代

的課題などに関する学習活動を推進します。

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

100回

社会教育課

実 績 ー ― 44回

R7年度

地域学校協働活動の実施数
目 標 40回 80回 90回 90回

市民一人当たりの図書の貸出冊数
10.5冊 11.0冊 12冊

社会教育課

実 績 9.4冊 7.2冊 7.9冊

目 標 9.4冊 10.0冊

社会教育課

実 績 4.3万人 1.9万人 1.9万人

公民館活動等による学習機会の提

供や図書館機能の向上により、ラ

イフステージに応じた学習や活動

の場を充実します。

２ 生涯学習の拠点施設(地域の知の拠点)と

しての図書館利用を促進するため、高校生や

勤労者を対象とした図書館講座を実施すると

ともに、移動図書館車、地区公民館(図書室)

の利便性向上に取り組みます。

ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり

心豊かで生きがいのある人生を創造する充実した学びができるまち【社会教育】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

公民館の利用者数
目 標 4.3万人 4.3万人 4.5万人 4.6万人 4.7万人
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会教育課

実績

  【決算額：24,620千円】

【実績・成果】

◆図書館の管理運営

・地域高校生連携事業の拡大

◆「はまなす文庫」(移動図書

館車)の運行

【課題・検証】

◆コロナで図書館講座実施を

中止とした。

予定

【事業の概要】

◆図書館の管理運営

◆「はまなす文庫」(移動図書

館車)の運行

  【予算額：24,144千円】

【事業の概要】

◆図書館の管理運営

◆「はまなす文庫」(移動図書

館車)の運行

  【予算額：23,307千円】

教育バス運行事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要182

【R3決算説明資料】主要事業の概要209

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆教育バスの運行

  【予算額：3,927千円】 事業廃止 事業廃止 事業廃止 事業廃止

公民館管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要180

【R3決算説明資料】主要事業の概要207

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要194

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆地区公民館の管理運営･活動

◆中央公民館事業

  【予算額：19,786千円】

【事業の概要】

◆地区公民館の管理運営･活動

◆中央公民館事業

  【予算額：19,644千円】

社会教育活用施設管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要179

【R3決算説明資料】主要事業の概要206

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要193

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆社会教育活用施設の管理運

営(由良地区、日ヶ谷地区、上

宮津地区、養老地区)

  【予算額：2,997千円】

【事業の概要】

◆社会教育活用施設の管理運

営(由良地区、日ヶ谷地区、上

宮津地区、養老地区)

  【予算額：3,079千円】

実績

  【決算額：2,656千円】

【実績・成果】

◆社会教育活用施設の管理運

営(由良地区、日ヶ谷地区、上

宮津地区、養老地区)

・社会教育活用施設利用許可

件数合計2,153件

【課題・検証】

◆施設老朽化

図書館管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要181

【R3決算説明資料】主要事業の概要208

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要195

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆地区公民館の管理運営･活動

◆中央公民館事業
継続実施予定

社会教育課

実績

  【決算額：19,210千円】

【実績・成果】

◆地区公民館の管理運営･活動

◆中央公民館事業

◆市民実践活動センターへの

中央公民館指定管理実施

【課題・検証】

◆コロナのおける活動方法の

検討

◆人口減少に伴う活動方法の

検討

◆施設老朽化

【事業の概要】

◆社会教育活用施設の管理運

営(由良地区、日ヶ谷地区、上

宮津地区、養老地区)

◆社会教育活用施設の長寿命

化計画の策定

【事業の概要】

◆社会教育活用施設の管理運

営(由良地区、日ヶ谷地区、上

宮津地区、養老地区) 継続実施予定

社会教育課

学校教育課

実績

  【決算額：1,323千円】

【実績・成果】

◆教育バスの運行

※車両の老朽化に伴い令和３

年度末をもって教育バスを廃

止

【事業の概要】

◆地区公民館の管理運営･活動

◆中央公民館事業

◆上宮津地区公民館改修工事
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

  【決算額：108千円】

【実績・成果】

◆地域学校協働本部を設置

し、コミュニティ・スクール

と連携・協働した地域学校協

働活動の実施

・宮津地区、栗田地区

◆北部４小学校での推進員選

出

【課題・検証】

◆新型コロナウイルス感染症

拡大期における活動の実施方

法

◆協力者の人材確保

実績

地域と学校の連携・協働推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要15

【R3決算説明資料】主要事業の概要15

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要15

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆地域学校協働本部を設置

し、コミュニティ・スクール

と連携・協働した地域学校協

働活動の実施

※宮津地区、栗田地区

  【予算額：350千円】

【事業の概要】

◆地域学校協働本部を設置

し、コミュニティ・スクール

と連携・協働した地域学校協

働活動を実施

・（充）Ｒ４～北部４小学校

でも実施

  【予算額：676千円】

継続実施予定

社会教育課

実績

  【決算額：517千円】

【実績・成果】

◆冷暖房用冷温水発生器バー

ナー交換実施

【課題・検証】

◆施設老朽化

社会教育課

社会教育課

実績

  【決算額：508千円】

【実績・成果】

◆テレビ共聴システム保守

【課題・検証】

◆施設・設備老朽化

みやづ歴史の館整備事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要203

【R3決算説明資料】主要事業の概要230

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要196

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆冷暖房用冷温水発生器バー

ナー交換

  【予算額：500千円】

【事業の概要】

◆非常用発電機燃料タンク更

新

  【予算額：190千円】 継続実施予定

【事業の概要】

◆建物の共用設備の修理・更

新

◆大規模改修実施設計

【事業の概要】

◆建物の共用設備の修理・更

新

◆大規模改修

みやづ歴史の館管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要204

【R3決算説明資料】主要事業の概要231

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要197

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆テレビ共聴システム保守

  【予算額：509千円】

【事業の概要】

◆テレビ共聴システム保守

  【予算額：510千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

PTA活動等を通じ、保護者に対す

る学習・交流の機会等を充実し、

家庭の教育力を高めるとともに、

地域学校協働活動等により地域の

人々の知識や技術、学びの成果を

地域に還元するなど地域の教育力

を高めます。

４ PTA活動や幼稚園・小中学校と連携した

家庭教育事業に取り組みます。

５ 子育て支援センタ－、図書館、公民館等

を活用し、保護者に対する学習活動に取り組

みます。

６ 地域学校協働本部を設置し、コミュニ

ティ・スクール(学校運営協議会制度)で地域

と学校が連携・協働し、自然や歴史、生活文

化等を題材とした宮津ならではの地域学校協

働活動を展開します。
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５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

社会教育課

実績

  【決算額：0円】

【実績・成果】

◆すこやか大学第5講座（歴史

講座）の実施：参加者41名

◆ふるさとみやづ学～高校生

立志編～の開催：参加者22名

（宮津天橋高等学校生徒11

名、海洋高等学校生徒10名）

【課題・検証】

◆新型コロナウイルス感染症

拡大期における活動の実施方

法

社会教育推進事業(一部再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要178

【R3決算説明資料】主要事業の概要205

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要192

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆すこやか大学でのふるさと

みやづ学講座実施(ゼロ予算)

◆ふるさとみやづ学～高校生

立志編～の開催(ゼロ予算)

【事業の概要】

◆すこやか大学でのふるさと

みやづ学講座実施(ゼロ予算)

◆公民館講座でのふるさとみ

やづ学実施(ゼロ予算)

◆ふるさとみやづ学～高校生

立志編～の開催(ゼロ予算)

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

宮津への理解と愛着を深めていく

ための「ふるさとみやづ学」を構

築します。

７ 「おとなのふるさとみやづ学」(仮称)を

展開します。
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１⃣ 認知能力(数値で示すことが可能とされ

る力)と非認知能力(数値で示すことが困難と

される力)を一体的に育んでいけるように、

就学前から10年間を見据えた小中一貫教育の

更なる推進や保幼小中高連携を進めます。

４ 様々な感染症や性に関する問題、飲酒・

喫煙・薬物乱用と健康との関わりなど、子ど

もたちが健康的な生活習慣を身に付けられる

よう、学校と家庭等が連携した取組を進めま

す。

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

50%以上

学校教育課

小６：69.0%

※全国平均37.2%

中３：41.5%

※全国平均21.0%
学校教育課

R7年度

子どもたちが質の高い学力を身に

つけ、心身ともに健やかでたくま

しく成長していけるよう、ICT活

用による個別最適化した教育の推

進など、教育の質を向上させ、教

育環境を充実します。
２⃣ 「質の高い学力の充実・向上」を目標に

した『学力向上プラン』に基づき、「基礎・

基本の徹底」「論理的思考力や表現力の育

成」「ICTを活用した学習意欲の喚起と個別

最適化された学びの実現」を軸に、一人一人

に個別最適化された学びや協働的な学びの実

現などに向けた学力向上対策を展開します。

３ 子どもたちの健やかな心身を育むため、

学校等で、体を動かす習慣を身に付け、運

動・スポーツの楽しさを味わい、体力や運動

能力を高める取組を進めます。

実 績

小６：69.0%

※全国平均37.2%

中３：41.5%

※全国平均21.0%

―

小６：61.3%

※全国平均26.7%

中３：45.2%

※全国平均16.3%

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

継続実施予定

◆タブレット端末の更新等
継続実施予定

５ 子どもたちがいきいきと学び、安全・安

心に学校生活を送れる環境を整えるため、学

校トイレの洋式化や校舎等の長寿命化などを

進めます。

今住んでいる地域の行事に参加している児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査)

目 標 全国平均以上を維持する。 全国平均以上を維持する。 全国平均以上を維持する。 全国平均以上を維持する。

将来の夢や目標を持っている生徒の割合
46% 48.00%

実 績
中３：39.4％

※全国平均44.9％
―

中３：52.7％

※全国平均40.5％

目 標 42.00% 44.00%

学校教育課

実 績

小６：62.0

※全国平均66.6

※京都府平均68.0

中３：62.0

※全国平均59.8

※京都府平均61.0

―

小６：70.0

※全国平均70.2

※京都府平均73.0

中３：55.0

※全国平均57.2

※京都府平均57.0

全国学力・学習状況調査における教科に関する調査(算数・数学)の平均正答率

目 標
常に全国平均と京都府平均を

上回る状況にする。

常に全国平均と京都府平均を

上回る状況にする。

常に全国平均と京都府平均を

上回る状況にする。

常に全国平均と京都府平均を

上回る状況にする。

常に全国平均と京都府平均を

上回る状況にする。

ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり

明日の宮津を創り上げる人間性豊かな子どもを育成するまち【学校教育】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

学校教育課

【事業の概要】

◆ICTを活用した学習意欲の

喚起と個別最適化された学び

の実現

・算数学び定着サポーター兼

ICT支援員の配置等

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：3,630千円】

◆非認知能力の育成や夢・

志・豊かな感性を持った人づ

くりにつなげる「保幼小中高

連携」の推進

◆質の高い学力の充実・向上

につなげる「学力向上対策」

の推進 

【予算額(R4当初)：2,995千

円】

継続実施予定

宮津の新たな学び創造事業

～明日の宮津を創り上げる人間性豊かな子どもの育成～

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要10

          補正：９月補正主要事業の概要4

             ３月補正主要事業の概要11

【R3決算説明資料】主要事業の概要13

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要13

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆ICTを活用した学習意欲の

喚起と個別最適化された学び

の実現

・ICT活用環境の構築、AIド

リルやプログラミング指導教

材の導入など

  【予算額：19,000千円】

◆非認知能力の育成や夢・

志、豊かな感性を持った人づ

くりにつなげる「保幼小中高

連携」の推進

◆質の高い学力の充実・向上

につなげる「学力向上対策」

の推進

  【予算額：2,982千円】

◆主体的・対話的で深い学び

の授業づくりの推進

・ICTを活用した学力向上に

向けた実践的研究

・小学校への課題解決型学習

の導入に向けた実践的研究

◆ICTを活用した家庭学習の

ための通信機器整備

・貸出用モバイルルーターの

整備（150台） 

  【予算額：1.862千円】

予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

学校教育課

【事業の概要】

◆学校給食の運営

・市立の幼稚園や小・中学校

における学校給食の実施、食

育の推進

 【予算額：209,695千円】

【事業の概要】

◆学校給食の運営

◆もぐもぐ号車検

※給食調理等業務委託更新

※給食費システム保守委託更

新

【事業の概要】

◆学校給食の運営

◆救給カレー購入

【事業の概要】

◆学校給食の運営

◆救給カレー購入

◆もぐもぐ号車検

【事業の概要】

◆学校給食の運営

・（新）４月から幼稚園給食

を開始

 【予算額：211,475千円】

 【決算額：208,625千円】

【実績・成果】

◆市立幼稚園での給食開始

◆小中学校の給食運営と食育

推進

【課題・検証】

◆食育・給食指導の充実

学校給食運営事業

(公立幼稚園における給食開始)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要10

【R3決算説明資料】主要事業の概要14

(幼稚園から中学校までの給食実施)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要14

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

７ 子どもたちが安全・安心に放課後等を過

ごせるように適切な遊びや生活を提供する場

所である、のびのび放課後児童クラブの受入

環境を充実します。

９ 勤務時間の上限遵守に向けた取組等を通

じ、教職員の心身の健康を保持するととも

に、専科教員の配置など教育効果の向上につ

ながる働き方改革を進めます。

６⃣ 公立幼稚園での給食を開始するととも

に、安全・安心な学校給食を維持・充実させ

ながら、更なる食育の推進を図ります。

８ 経済的に困難な状況に置かれている子ど

もをはじめ、全ての子どもたちが夢や希望を

持って成長していけるよう、就学援助制度の

適正な運用や、家庭での基本的な生活習慣の

確立と学習習慣の定着に係る取組などを進め

ます。

宮津の新たな学び創造事業

～明日の宮津を創り上げる人間性豊かな子どもの育成～

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要10

          補正：９月補正主要事業の概要4

             ３月補正主要事業の概要11

【R3決算説明資料】主要事業の概要13

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要13

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

  【決算額：23,051千円】

【実績・成果】

◆ICTを活用した学習意欲の

喚起と個別最適化された学び

の実現

・ICT活用環境の構築、AIド

リルやプログラミング指導教

材の導入、算数学び定着ｻﾎﾟｰ

ﾀｰの配置

◆質の高い学力の充実・向

上、主体的・対話的で深い学

びの授業づくりの推進 

・ICT活用や課題解決型学習

の導入に向けた実践的研究

・漢字検定・英語検定の受検

料補助

◆家庭学習のための通信機器

整備・貸出用モバイルルー

ターの整備（100台） 

【課題・検証】

◆コミュニティ・スクールの

取組推進、高校連携の推進

実績
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

【事業の概要】

◆国基準に基づく保育士等の

処遇改善を実施したのびのび

放課後児童クラブへの支援

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：1,452千円】

◆府中のびのび放課後児童ク

ラブの環境整備に向けたエア

コンの設置（３密防止のため

の小学校特別教室活用）

【予算額(R3繰越・当初一体

型)：950千円】

◆のびのび放課後児童クラブ

の運営

・（新）宮津のびのび放課後

児童クラブの法人委託化

・（新）ICT学習環境構築に

向けたWi-Fi環境整備 

【予算額(R4当初)：43,169千

円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

学校教育課

継続実施予定

学校教育課

継続実施予定

学校教育課

実績

  【決算額：52,783千円】

【実績・成果】

◆専用スクールバス等の運行

【課題・検証】

◆Ｒ４～上宮津地区の1路線を

公共交通空白地域有償運送の

利用に変更

スクールバス運行事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要185

【R3決算説明資料】主要事業の概要213

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要201

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆令和元年度からのバス路線

の見直し(縮小)に対応する専

用スクールバス等の運行

  【予算額：55,971千円】

【事業の概要】

◆専用スクールバスの運行

  【予算額：53,538千円】

継続実施予定

予定

【事業の概要】

◆教育委員会活動の実施

  【予算額：3,526千円】

のびのび放課後児童クラブ事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要77

          補正：３月補正主要事業の概要10,20

【R3決算説明資料】主要事業の概要99

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要91

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

  【決算額：36,813千円】

【実績・成果】

◆のびのび放課後児童クラブ

の運営

・民間委託3、直営1

・長期休業期間中のみ利用す

る場合の負担金区分を新設

・宮津のR4からの民間委託に

向けたプロポーザル実施

・支援員等の処遇改善の実施

【課題・検証】

◆3密防止に向けた環境整備、

指導員等の質の向上

教育委員会活動事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要183

【R3決算説明資料】主要事業の概要210

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要198

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇 実績

  【決算額：3,462千円】

【実績・成果】

◆教育委員会活動の実施

・教育委員会・総合教育会議

の開催、学校訪問等

予定

【事業の概要】

◆のびのび放課後児童クラブ

の運営

・全て学校敷地内に設置、開

設時間は午後７時まで

・長期休業期間中のみ利用者

への対応として、利用しやす

い新たな負担金区分を設定

  【予算額：37,016千円】

◆国基準に基づく保育士等の

処遇改善を実施したのびのび

放課後児童クラブへの支援

  【予算額：1,628千円】

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆教育委員会活動の実施

  【予算額：3,526千円】

継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

継続実施予定

学校教育課

実績

  【決算額：49,129千円】

【実績・成果】

◆与謝野町宮津市中学校組合

分担金

・トイレ洋式化実施、感染防

止対策の強化

【課題・検証】

◆与謝野町給食センター建替

に伴う負担金の増（Ｒ４以

降）

学校教育課

実績

  【決算額：9,508千円】

【実績・成果】

◆私立幼稚園に対する施設型

給付

予定

【事業の概要】

◆教育委員会事務局の運営

  【予算額：11,921千円】

【事業の概要】

◆教育委員会事務局の運営

◆(新)学校等教育施設のあり

方検討委員会の設置

【予算額(R4当初)：7,876千

円】

◆学校施設等長寿命化計画策

定

【予算額(R3繰越)：1,500千

円】

継続実施予定 継続実施予定

学校教育課

【事業の概要】

◆与謝野町宮津市中学校組合

分担金

・通常経費分

・（新）トイレ洋式化の実施

  【予算額：49,279千円】

私立幼稚園振興助成事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要188

【R3決算説明資料】主要事業の概要215

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要203

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆私立幼稚園に対する施設型

給付

  【予算額：13,160千円】

教育委員会事務局経費

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要189

【R3決算説明資料】主要事業の概要216

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要204

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

  【決算額：10,940千円】

【実績・成果】

◆教育委員会事務局の運営

◆コミュニティ・スクール推

進コーディネーターの配置

【課題・検証】

◆学校等教育施設の再編

◆再編を踏まえた学校施設等

長寿命化計画策定

【事業の概要】

◆私立幼稚園に対する施設型

給付

  【予算額：10,413千円】

継続実施予定

与謝野町宮津市中学校組合分担金

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要187

【R3決算説明資料】主要事業の概要214

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要205

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆与謝野町宮津市中学校組合

分担金

・通常経費分

  【予算額：26,153千円】
継続実施予定

継続実施予定

◆橋立中学校タブレット端末

の更新
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

就学児童援助事業

就学生徒援助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要193

【R3決算説明資料】主要事業の概要220

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要208

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

学校教育課

実績

  【決算額：46,555千円】

【実績・成果】

◆中学校の管理運営

◆中学校の保健管理

◆中学校の教育振興 

【課題・検証】

◆学校施設の老朽化に伴う建

物・設備等の維持・管理

学校教育課

実績

  【決算額：27,194千円】

【実績・成果】

◆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

【課題・検証】

◆認定基準の見直し

継続実施予定

【事業の概要】

◆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

  【予算額：34,304千円】

予定

学校教育課

継続実施予定 継続実施予定

学校教育課

実績

  【決算額：97,621千円】

【実績・成果】

◆小学校の管理運営

◆小学校の保健管理

◆小学校の教育振興

【課題・検証】

◆学校施設の老朽化に伴う建

物・設備等の維持・管理

小学校管理・教育振興事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要190

【R3決算説明資料】主要事業の概要217

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要205

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

  【決算額：26,119千円】

【実績・成果】

◆幼稚園の管理運営

◆幼稚園の保健管理

◆幼稚園教育の教育振興

・幼稚園教育に係る教材購入

【課題・検証】

◆学校施設の老朽化に伴う建

物・設備等の維持・管理

予定

予定

【事業の概要】

◆中学校の管理運営

◆中学校の教育振興 

  【予算額：48,401千円】

予定

【事業の概要】

◆幼稚園の管理運営

◆幼稚園教育に係る教材購入 

  【予算額：29,530千円】

【事業の概要】

◆小学校の管理運営

◆小学校の教育振興

 【予算額：104,068千円】

【事業の概要】

◆小学校の管理運営

◆小学校の教育振興

 【予算額：100,985千円】 継続実施予定

継続実施予定

中学校管理・教育振興事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要191

【R3決算説明資料】主要事業の概要218

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要206

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

幼稚園管理・教育振興事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要192

【R3決算説明資料】主要事業の概要219

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要207

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

継続実施予定

【事業の概要】

◆幼稚園の管理運営

◆幼稚園教育に係る教材購入 

  【予算額：28,587千円】
継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆中学校の管理運営

◆中学校の教育振興 

  【予算額：43,986千円】
継続実施予定

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆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

  【予算額：31,918千円】

継続実施予定
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

夢や志、豊かな感性にあふれ、ふ

るさと宮津に愛情を持った国際感

覚豊かな子どもを育みます。

 小中一貫教育の独自の教育課程｢ふるさ

とみやづ学｣を展開します。

11 観光地であること等本市の特色も踏ま

え、保幼小中高で系統的な英語教育を推進し

ます。

継続実施予定

12 自他を大切にし、人を思いやる心を育む

道徳教育を充実するとともに、いじめや暴力

を許さない学校づくりを進めます。

⑬ 学校と教育支援センターが連携し、不登

校児童生徒の状況に応じた教育相談や指導を

行います。

  【決算額：6,019千円】

【実績・成果】

◆いじめ問題への迅速な対応

と不登校児童生徒への支援

・教育相談室「こころのま

ど」の運営

・適応指導教室「こころのひ

ろば」の運営

【課題・検証】

◆施設の老朽化

こころのまど・ひろば運営事業

（教育支援センター事業を改称し、教育委員会事務局経費の

一部を統合※R3）

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要10

【R3決算説明資料】主要事業の概要10

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要８

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇 実績

学校教育課

実績

  【決算額：1,162千円】

【実績・成果】

◆遠距離通学児童･生徒通学費

に係る保護者の経済的負担の

軽減

・定期代等の補助

継続実施予定

学校教育課

市民環境課

学校教育課

【事業の概要】

◆宮津市いじめ問題対策連絡

会議の運営

◆宮津市いじめ防止対策推進

委員会の運営

◆宮津市いじめ調査委員会の

運営

  【予算額：306千円】

【事業の概要】

◆遠距離通学児童･生徒通学費

に係る保護者の経済的負担の

軽減

・定期代等の補助

  【予算額：1,181千円】

14 特別支援教育を充実し、一人一人に寄り

添う指導と支援を進めます。

【事業の概要】

◆遠距離通学児童･生徒通学費

に係る保護者の経済的負担の

軽減

・定期代等の補助

  【予算額：1,208千円】

継続実施予定
遠距離通学児童援助事業

遠距離通学生徒援助事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要194

【R3決算説明資料】主要事業の概要221

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要209

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

  【決算額：0千円】

【実績・成果】

◆宮津市いじめ問題対策連絡

会議の運営

・新型コロナ感染予防のため

書面開催

◆宮津市いじめ防止対策推進

委員会の運営

・実績0件、会議開催なし

◆宮津市いじめ調査委員会の

運営

・実績0件、会議開催なし

【課題・検証】

◆新型コロナ感染予防のため

連絡会議の開催なし

予定

継続実施予定

継続実施予定

予定

【事業の概要】

◆教育相談室「こころのま

ど」の運営

◆適応指導教室「こころのひ

ろば」の運営

  【予算額：6,259千円】

【事業の概要】

◆教育相談室「こころのま

ど」の運営

◆適応指導教室「こころのひ

ろば」の運営

  【予算額：6,482千円】

継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆宮津市いじめ問題対策連絡

会議の運営

◆宮津市いじめ防止対策推進

委員会の運営

◆宮津市いじめ調査委員会の

運営

  【予算額：297千円】

継続実施予定 継続実施予定

いじめ防止対策推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要184

【R3決算説明資料】主要事業の概要211

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要199

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
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所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

地域と一体となって、ふるさと宮

津を愛し、誇りに思う子どもたち

を育む学校づくりを進めます。

地域と学校の連携・協働推進事業(再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要15(再掲)

【R3決算説明資料】主要事業の概要15

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要15(再掲)

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆地域学校協働本部を設置

し、コミュニティ・スクール

と連携・協働した地域学校協

働活動の実施

※宮津地区、栗田地区

  【予算額：350千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会教育課

継続実施予定

学校教育課

実績

  【決算額：8,050千円】

【実績・成果】

◆英語教育の充実を図るた

め、小･中学校英語指導助手

(AET)を２名配置

【事業の概要】

◆地域学校協働本部を設置

し、コミュニティ・スクール

と連携・協働した地域学校協

働活動を実施

・（充）Ｒ４～北部４小学校

でも実施

  【予算額：676千円】

⑮ コミュニティ・スクール(学校運営協議

会制度)の導入を進め、学校と保護者や地域

が目標やビジョンを共有して「地域とともに

ある学校」を目指すとともに、自然や歴史、

生活文化等を題材とした宮津ならではの地域

学校協働活動の展開につなげます。

【事業の概要】

◆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

  【予算額：8,183千円】

【事業の概要】

◆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

  【予算額：8,343千円】
継続実施予定 継続実施予定

英語指導事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要185

【R3決算説明資料】主要事業の概要212

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要200

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

実績

  【決算額：108千円】

【実績・成果】

◆地域学校協働本部を設置

し、コミュニティ・スクール

と連携・協働した地域学校協

働活動の実施

・宮津地区、栗田地区

◆北部４小学校での推進員選

出

【課題・検証】

◆新型コロナウイルス感染症

拡大期における活動の実施方

法

◆協力者の人材確保
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具体の方策を実現するための具体的な事業 所管課

継続実地予定 継続実地予定 継続実地予定

企画課

実績

　　【決算額：83千円】

【実績・成果】

◆丹後文化芸術祭に係る負担

金

R6年度 R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

R5年度

予定

― 39.70%

R3年度 R4年度

33団体

33団体 33団体 33団体

3回

― 0回 2回

企画課

33団体 34団体 34団体 35団体
企画課

企画課

社会教育課

文化芸術活動活性化事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要197

【R3決算説明資料】主要事業の概要224

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要212

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆文化芸術活動等に対する支

援

◆小中学生を対象とする文化

芸術体験

◆歴史の館文化ホールの機能

強化

◆文化団体協議会に対する活

動支援(市民文化祭等)

　　【予算額：7,460千円】

【事業の概要】

◆文化芸術活動等に対する支

援

◆小中学生を対象とする文化

芸術体験

◆文化団体協議会に対する活

動支援(市民文化祭等)

◆丹後文化芸術祭に係る負担

金

　　【予算額：2,881千円】

文化振興推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要198

【R3決算説明資料】主要事業の概要225

(R4 文化芸術活動活性化事業に統合)

具体の方策の

達成度

成人の週1 回以上のスポーツ実施率

具体の方策

実　績

目　標

歴史的建造物等を活用した音楽・文化活動回数

文化団体協議会登録団体の数

　　【決算額：2,821千円】

【実績・成果】

◆文化芸術等活動に対する支

援

・まちかどコンサート等開催

支援　２団体

・宮津文化団体協議会活動支

援

◆小中学生文・芸術体験の実

施

・参加者：小学生６名、中学

生２名

◆歴史の館文化ホール環境整

備

・ワイヤレスマイクシステム

更新等

【課題・検証】

◆みやづ歴史の館の施設老朽

化

◆支援制度を広く周知し、市

民の文化芸術活動を拡大して

いくことが必要

１　文化団体協議会の活動支援や新たな文化

の担い手を育成するとともに、市民の文化活

動の活性化を図るため、活動、発表の機会を

充実するなど、市民の創作活動、文化芸術活

動を促進します。 予定

実績

５年間の対応方向

◇文化団体協議会の活動支援や文

化活動の活性化、小中学生への文

化に触れる機会づくりを通じ、市

民の創作活動、自主的・創造的な

文化芸術活動を促進します。

３　小中学生を対象に、本物の芸術、文化に

触れる体験活動を実施します。

２　歴史的建造物や公的空間等を活用し、音

楽会等の文化・芸術に触れる機会を創出しま

す。

実　績

R２年度R元年度(現況)

32.3%(H29)

（３）豊かな心と体が育まれる文化芸術・スポーツのまち＜文化・スポーツ振興＞

５ ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり

40.00% 50.0%

所管課

7回 9回

R5年度 R6年度 R7年度(目標)分野別数値目標

目　標

実　績

目　標

12回
企画課

R3年度 R4年度

5回

【事業の概要】

◆丹後文化芸術祭に係る負担

金

　　【予算額：83千円】 ― ― ― ―
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具体の方策を実現するための具体的な事業 所管課
R6年度 R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

R5年度

具体の方策の

達成度
具体の方策５年間の対応方向

R3年度 R4年度

企画課

実績 ―

　　【決算額：3,775千円】

【実績・成果】

◆第２期宮津市スポーツ推進

計画に基づく「スポーツを通

じた人とまちの元気づくり」

への取組

・市民スポーツDAY、SOMPO

ボールゲームフェスタ、全国

規模大会等開催に対する支援

ほか

【課題・検証】

◆コロナ禍においても健康増

進につながる機会づくりが必

要

ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業

～世界へと夢をつなぐ～

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要210

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆ジュニアスポーツ育成チャ

レンジ補助金

◆指導力や競技力の向上に向

けた研修会等

※企業版ふるさと納税活用事

業

　　【予算額：3,500千円】

天橋立エコ・スポーツフェスティバル事業(再掲)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要34

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定 ―

【事業の概要】

◆天橋立ビーチバレーボール

大会との同日開催による「ス

ポGOMI」大会、天橋立特別

名勝70年記念イベント

　　【予算額：550千円】

スポーツ振興事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要195

【R3決算説明資料】主要事業の概要222

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

予定

実績 ―

【事業の概要】

◆第２期宮津市スポーツ推進

計画に基づく「スポーツを通

じた人とまちの元気づくり」

への取組

・市民スポーツDAY、SOMPO

ボールゲームフェスタ、全国

規模大会等開催に対する支援

ほか

◆（新）第3期宮津市スポーツ

推進計画の策定

　　【予算額：5,832千円】

【事業の概要】

◆第２期宮津市スポーツ推進

計画に基づく「スポーツを通

じた人とまちの元気づくり」

への取組

　　【予算額：5.913千円】

７　スポ－ツ交流によるまちの元気づくりに

向け、全国的、広域的なスポ－ツ大会の誘致

及び開催の支援等を実施します。

◇ライフステージに応じたスポー

ツや競技スポーツの振興などス

ポーツを通じて市民の心身の健康

を高めるとともに、まちの活力を

生み出す「スポーツを通じた人と

まちの元気づくり」を進めます。

４　成人の週１回以上のスポ－ツ実施率50％

を目指し、宮津市スポーツ推進員によるス

ポーツ教室や実技指導の実施など、ライフス

テ－ジに応じたスポ－ツ活動を推進します。

５　多様なスポ－ツを支える環境を充実する

ため、既存スポ－ツ施設の整備・充実や活用

促進等を実施します。

６　まちに元気を与える競技スポ－ツを振興

するため、競技人口の増加と競技力向上、競

技団体組織の活性化及び指導者の育成等に取

り組みます。

企画課

企画課

【事業の概要】

◆第3期宮津市スポーツ推進計

画に基づく取組

・スポーツ合宿等の誘致など

継続実施予定 継続実施予定
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具体の方策を実現するための具体的な事業 所管課
R6年度 R7年度

具体的な事業の概要と進捗状況

R5年度

具体の方策の

達成度
具体の方策５年間の対応方向

R3年度 R4年度

市民体育館整備事業

予定 ― ― ―

【事業の概要】

◆第3期宮津市スポーツ推進計

画に基づく施設整備

ー

市民実践活動施設指定管理料

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要200

【R3決算説明資料】主要事業の概要227

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要213

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆市民実践活動施設(宮津市民

体育館等)の管理運営

・（公財）市民実践活動セン

ターへの指定管理料

　　【予算額：87,243千円】

企画課

実績 ―

総務課

実績

　　【決算額：88,802千円】

【実績・成果】

◆市民実践活動施設(宮津市民

体育館等)の管理運営

・（公財）市民実践活動セン

ターへの指定管理料

【課題・検証】

◆市民の健康増進につながる

効果的な運営が求められる。

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

【事業の概要】

◆市民実践活動施設(宮津市民

体育館等)の管理運営

・（公財）市民実践活動セン

ターへの指定管理料

　　【予算額：89,863千円】

予定

企画課

【事業の概要】

◆東京2020オリンピック聖火

リレー実施経費

◆東京2020パラリンピック採

火式実施経費

　　【予算額：2,131千円】

― ― ― ―

東京2020オリンピック聖火リレー事業

東京2020パラリンピック聖火リレー事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要196

【R3決算説明資料】主要事業の概要223

実績

　　【決算額：1,103千円】

【実績・成果】

◆東京2020オリンピック聖火

リレーの実施

◆東京2020パラリンピック採

火式の実施

※公道での聖火リレー中止

【課題・検証】

◆開催に向けた機運醸成に寄

与した。

予定
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実績

文化財保護・活用推進事業

(文化財保存活用地域計画の策定に向けて)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要21

【R3決算説明資料】主要事業の概要21

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要20

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆今後の文化財保存活用施策

を総合的に進めていくための

マスタープラン策定

※4ヵ年事業(Ｒ2～Ｒ5)

　　【予算額：2,000千円】

【事業の概要】

◆文化庁申請(12月)

◆協議会の開催

◆計画書刊行

◆認定記念イベントの実施

【事業の概要】

◆計画に基づく事業の実施

継続実施予定

【事業の概要】

◆今後の文化財保存活用施策

を総合的に進めていくための

マスタープラン策定

※4ヵ年事業(Ｒ2～Ｒ5)

　　【予算額：2,800千円】

２⃣　国の特別名勝「天橋立」の持つ「顕著な

普遍的価値」の調査研究を進めるとともに、

その価値や魅力を市内外に広く発信等して、

世界遺産登録に向けた活動を推進します。

５　市指定文化財をはじめ国・府等の文化財

指定登録制度を活用し、市内の歴史資源の価

値を明らかにし、その保全に努めます。

３　国選定「宮津天橋立の文化的景観」に宮

津地区の追加選定を目指すとともに、「重要

な構成要素」となる建造物等の修景事業を進

めます。

R7年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

６　社寺等が実施する文化財の修理事業等の

保全の取組を支援し、その活用の仕組みを構

築します。

７　無形の民俗文化資料の調査等を通じ、地

域の伝統文化・芸能の保全・継承を図りま

す。

４　市内の重要遺跡の確認調査を継続的に実

施し、調査成果の普及啓発活動を通じ、埋蔵

文化財の保全に努めます。

指定・未指定を問わず市内の有形

無形の歴史文化資源を悉皆的に調

査して総合的に把握することで、

その特質や価値を明らかにし、未

来に伝えていけるよう、文化財の

保全施策を進めていきます。

１⃣　文化財保存活用のマスタープランとなる

「文化財保存活用地域計画」を策定し、将来

的なビジョンや具体的な事業等の実施計画を

定め、計画的に事業を推進します。

　　【決算額：1,414千円】

【実績・成果】

◆天橋立を世界遺産にする会

の活動支援

・世界遺産講座等の普及啓発

活動

・文化庁陳情

◆OUV調査・研究(府と協働）

・庭園、考古資料の見地から

検討

◆天橋立名勝100年記念式典

の開催

【課題・検証】

◆OUVの調査・研究

◆保全のための仕組み構築

◆知名度向上と機運醸成

世界遺産登録推進事業

(天橋立の「国内暫定リスト」入りを目指して)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要20

【R3決算説明資料】主要事業の概要20

天橋立の「国内暫定リスト」入りを目指して

～天橋立名勝100年・特別名勝70年記念事業の実施～

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要19

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
実績

【事業の概要】

◆天橋立を世界遺産にする会

の活動支援

・気運醸成・普及啓発活動

◆OUVの調査・研究

・京都府と共同で実施

　　【予算額：1,414千円】

社会教育課

実　績 3,963人 2,350人 1,599人

国・府・市指定文化財等の件数
目　標 202件 205件 208件 211件

社会教育課

　　【決算額：1,618千円】

【実績・成果】

◆今後の文化財保存活用施策を

総合的に進めていくためのマス

タープラン策定

・文化財保存活用地域計画作成

検討協議会　３回

・市内文化財の所在地図の作成

・市内文化資源の各種データ

ベース作成

【課題・検証】

◆計画書案の作成

・他部局・関係者との協議調整

・市民の意見徴収　

旧三上家住宅観光客数
目　標 4,000人 4,500人 5,000人 5,500人

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

6,000人

社会教育課

実　績 199件 199件 198件

214件

ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり

豊かな歴史文化の継承・活用を通じ、誇りと愛着が持てるまち【文化財保存・活用】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

【事業の概要】

◆（新）天橋立名勝100年・

特別名勝70年記念事業

◆天橋立世界遺産登録に向け

た機運醸成・普及啓発活動(天

橋立を世界遺産にする会の活

動支援)

　　【予算額：2,914千円】

予定 継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

社会教育課
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R7年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

【事業の概要】

◆選定地区における整備事業

の実施

継続実施予定

文化財保護・活用推進事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要201

【R3決算説明資料】主要事業の概要228

(R4 歴史資料館管理運営事業を統合)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要215

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

市内遺跡発掘調査事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要199

【R3決算説明資料】主要事業の概要226

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要216

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆重要文化的景観保護推進

・重要構成要素の保護整備支

援　ほか

【予算額：10,700千円】

【事業の概要】

◆宮津地区の選定申出

◆溝尻舟屋整備事業

◆掬翠荘整備事業

社会教育課

実績

　　【決算額：1,940千円】

【実績・成果】

◆調査報告書概要版・宮津城

下町マップの作成(改訂増刷)

◆普及啓発活動の実施

・フォーラム・ウォークイベ

ント）

◆宮津地区の選定に向け、

・検討委員会の開催（2回）

・「重要な構成要素」候補の

資料作成

【課題・検証】

◆宮津地区の追加選定

・保存管理計画の策定

・地域の合意形成

◆「重要な構成要素」の計画

的整備支援

重要文化的景観保護推進事業

【R3予算説明資料】当初：なし

【R3決算説明資料】主要事業の概要233

重要文化的景観保護推進事業

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要214

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆宮津地区における保存計画

の検討

◆宮津地区における調査報告

書(概要版)の作成

【予算額：1,941千円（R2年

度の繰越分）】

社会教育課

予定

【事業の概要】

◆文化財保護審議会の開催

・市指定文化財の指定

◆文化財説明板の更新　ほか

　　【予算額：402千円】

【事業の概要】

◆文化財保護審議会の開催･市

指定文化財の指定

◆文化財説明板の更新

◆歴史資料館維持管理経費　

ほか

　　【予算額：412千円】

継続実施予定 継続実施予定 継続実施予定

予定

【事業の概要】

◆安国寺遺跡の発掘調査

　　【予算額：2,000千円】

【事業の概要】

◆安国寺遺跡の発掘調査

　　【予算額：2,000千円】

【事業の概要】

◆発掘調査報告書の刊行

【事業の概要】

◆丹後府中遺跡群の重要遺跡

の調査 継続実施予定

実績

　　【決算額：2,000千円】

【実績・成果】

◆安国寺遺跡の発掘調査の実

施

・現地調査・整理事業の実施

・現地説明会(一般）、現地見

学会（府中小学校）の開催

【課題・検証】

◆古代国府・中世安国寺の把

握

・課題設定に基づく現地調査

・識者の調査指導

社会教育課

実績

　　【決算額：388千円】

【実績・成果】

◆文化財保護審議会の開催　2

回

◆文化財説明板の新設　1件

◆両丹文化財保護連絡協議会

の開催

【課題・検証】

◆市指定文化財の指定数増加

◆市指定ほかの文化財の保全

活用の仕組構築
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R7年度
５年間の対応方向 具体の方策

具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

歴史資料館管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要205

【R3決算説明資料】主要事業の概要232

(R4 文化財保護・活用推進事業に統合)

予定

【事業の概要】

◆展示室、収蔵庫等設備の維

持管理(防虫剤等購入費)

　　【予算額：10千円】

　　　　継続実施予定

※サウンディング調査の結果

を踏まえ今後の展示・ガイダ

ンス施設の維持管理を検討

　　　　継続実施予定

※サウンディング調査の結果

を踏まえ今後の展示・ガイダ

ンス施設の維持管理を検討

　　　　継続実施予定

※サウンディング調査の結果

を踏まえ今後の展示・ガイダ

ンス施設の維持管理を検討

　　　　継続実施予定

※サウンディング調査の結果

を踏まえ今後の展示・ガイダ

ンス施設の維持管理を検討

社会教育課

実績

　　【決算額：43千円】

【実績・成果】

◆展示室、収蔵庫等設備等の

維持管理

・資料保存箱購入

◆特別開館（1件）

◆特別利用（3件）

【課題・検証】

◆サウンディング調査の結果

を踏まえ今後の展示・ガイダ

ンス施設の維持管理を検討

本市の豊かな歴史文化の特質や価

値について、普及啓発活動を通じ

広く市民への共有を図り、ふるさ

とを愛する心を醸成します。

８　本市の豊かな歴史や文化に触れて理解す

ることができるよう、展示ガイダンス機能の

充実を図るとともに、府立丹後郷土資料館と

連携した取組を推進します。

９　市民や来訪者が歴史文化に触れて親しむ

機会を創出するため、「重要文化財旧三上家

住宅」などのユニークベニュー活用を進めま

す。

10　「ふるさとみやづ学」の展開に資する歴

史文化コンテンツの構築を図るとともに、市

民の学習ニーズに応えるよう、歴史講座や地

域のまち歩き等の企画を充実します。
社会教育課

予定

重要文化財旧三上家住宅指定管理料

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要202

【R3決算説明資料】主要事業の概要229

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要217

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

【事業の概要】

◆重要文化財旧三上家住宅の

管理運営

※(特非)天橋作事組への指定

管理料

　　【予算額：4,000千円】

※別途「歴史文化を活かした

観光誘客推進事業」において

自主事業を実施

【事業の概要】

◆重要文化財旧三上家住宅の

管理運営

※(特非)天橋作事組への指定

管理料

　　【予算額：4,500千円】

【事業の概要】

◆重要文化財旧三上家住宅の

管理運営

※(特非)天橋作事組への指定

管理料

◆耐震診断補強設計

【事業の概要】

◆大規模修理の実施(R6～R7)

継続実施予定

実績

　　【決算額：4,500千円】

【実績・成果】

◆重要文化財旧三上家住宅の

管理運営

・指定管理者　NPO天橋作事

組

・指定管理料　4,500千円

【課題・検証】

◆観覧者数、収入の向上

・魅力的コンテンツの開発

◆建物の保存修理の検討
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継続実施予定 継続実施予定

市民環境課

実績

　　【決算額：8,026千円】

【実績・成果】

◆隣保館の管理運営

◆杉末会館の運営等充実に係

る協議・諸手続きを実施

【課題・検証】

◆次年度体制へ円滑な移行を

行う。

隣保館等管理運営事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要208

【R3決算説明資料】主要事業の概要236

杉末会館等管理運営事業

（R4 隣保館等管理運営事業から名称変更）

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆隣保館の管理運営

　　【予算額：8,005千円】

【事業の概要】

◆隣保館の管理運営

　　【予算額：6,137千円】

◆事業名称を「杉末会館等管

理運営事業」に変更

【事業の概要】

◆隣保館の管理運営

市民環境課

実績

　　【決算額：1,066千円】

【実績・成果】

◆人権に関する啓発

・人権市民のつどいの開催

【課題・検証】

◆あらゆる場を通じた人権教

育・啓発の推進と人権意識の

高揚

５　新型コロナウイルス感染症への正しい理

解の普及啓発を図ります。

４　性自認等により人権が侵害されることの

ないよう、啓発や必要な配慮を行います。

市民環境課
　　【決算額：434千円】

【実績・成果】

◆法律相談などの市民相談

◆犯罪被害者等支援

・実績なし

２　学校、幼稚園・保育所(園)・企業・公民

館・家庭等あらゆる場を通じた人権教育・啓

発を推進します。

３　人権に関係する職業従事者に対する研修

会の開催や指導者の養成、人権教育・啓発資

料等の充実に努めます。

市民相談事業(再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要206

【R3決算説明資料】主要事業の概要234

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要218

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

実績

【事業の概要】

◆法律相談などの市民相談

◆犯罪被害者等支援

・遺族見舞金及び傷害見舞金

の支給

　　【予算額：513千円】

継続実施予定 継続実施予定

人権教育・啓発の推進等により人

権を尊重する意識が日常生活のす

みずみまで浸透した人権感覚豊か

な人づくりを進めます。 継続実施予定

人権啓発事業

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要207

【R3決算説明資料】主要事業の概要235

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要219

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆人権に関する啓発

　　【予算額：1,384千円】

【事業の概要】

◆人権に関する啓発

　　【予算額：1,272千円】

◆杉末会館を人権啓発の拠点

施設に位置付け
継続実施予定

【事業の概要】

◆人権に関する啓発

◆人権に関する市民意識調査

　　

【事業の概要】

◆人権に関する啓発

◆第3次人権教育・啓発推進計

画策定

　　

１　人権三法に基づき、ヘイトスピーチ、障

害者差別、部落差別の解消に努めます。

予定

【事業の概要】

◆法律相談などの市民相談

◆犯罪被害者等支援

・遺族見舞金及び傷害見舞金

の支給

　　【予算額：515千円】

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度
具体の方策を実現するための具体的な事業

具体的な事業の概要と進捗状況

R7年度
所管課

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

― ― ― 10.00%
市民環境課

社会教育課
差別や人権侵害を受けたことがある人の割合

目　標 ―

実　績
21.3％

(R2)
21.3% ―

ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり

人権感覚豊かな地域社会を創出するまち【人権教育・啓発】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課
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― ー

商工観光課

企画課

【事業の概要】

◆福知山公立大学と連携した

リカレントプログラムの実施

◆生涯現役クリエイティブセ

ンターとの連携

【事業の概要】

◆福知山公立大学と連携した

リカレントプログラムの充実

◆生涯現役クリエイティブセ

ンターとの連携

【事業の概要】

◆福知山公立大学と連携した

リカレントプログラムの充実

◆生涯現役クリエイティブセ

ンターとの連携

◆リカレント人材の活用

魅力ある商いづくり事業(一部再掲)

(未来天橋塾（仮称）の開催)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要25(一部再掲)

【R3決算説明資料】主要事業の概要26

(未来天橋塾の開催)

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要25(一部再掲)

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇

予定

【事業の概要】

◆次代を担う若手経営者の育

成塾「未来天橋塾」の開催

　　【予算額：1,500千円】

　　　　継続実施予定

※3年間の成果検証の上、R6

年度以降の単独実施の有無を

判断

人財育成者数
目　標

【事業の概要】

◆地域力創造アドバイザーの

活用による地域創生実現に向

けたリーダー養成

　　【予算額：2,500千円】

【事業の概要】

◆地域力創造アドバイザーの

活用による地域創生実現に向

けたリーダー養成

　　【予算額：2,500千円】

予定

60

実　績 － ー 23

60

５年間の対応方向 具体の方策
具体の方策の

達成度

ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり

ふるさとに誇りと愛着を持ち、地域活動に意欲的に取り組む担い手が活躍するまち【人財づくり】

分野別数値目標 R元年度(現況) R２年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度(目標) 所管課

60 60
５年間で

延べ300人
企画課

所管課
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

具体の方策を実現するための具体的な事業
具体的な事業の概要と進捗状況

地方創生総合戦略に基づき、外部

専門家等や先進地視察等を通じ、

新たな地域づくりを進める地域の

リーダーや担い手を育成します。

１⃣　地域内の団体・組織等との連携や先進地

取組の視察などのセミナー等を実施するとと

もに、本市出身者や外部専門家派遣制度の活

用などにより、地域リーダーを育成します。

２⃣　専門家等と連携し、リスクを取ってでも

新たなことにチャレンジしていく人材を育成

し、企業や地域での新規事業を創出します。

継続実施予定 ― ー

地域創生リーダー人財創発事業(再掲)

【R3予算説明資料】当初：主要事業の概要16(再掲)

【R3決算説明資料】主要事業の概要16

【R4予算説明資料】当初：主要事業の概要

【R4決算説明資料】主要事業の概要〇〇〇
実績

総務課

企業や地域等の意識醸成や地域大

学等と連携したオンライン講座の

実施など気軽なリカレント教育の

機会作りを進め、社会人の学びな

おしの機会を作り、人財育成につ

なげます。

３　リカレント教育等による人材育成のた

め、企業、地域の意識醸成を進めます。

継続実施予定

４⃣　大学等と連携したオンライン講座やe

ラーニングなど受講しやすいリカレント教育

を実施します。 (新規)

シニア世代人材育成事業

実績 ー

予定 ー

【事業の概要】

◆次代を担う若手経営者の育

成塾「未来天橋塾（仮称）」

の開催

　　【予算額：2,000千円】

実績

　　【決算額：2,000千円】

【実績・成果】

◆次代を担う若手経営者の育

成塾「未来天橋塾」の開催

・全６回の塾を開催し、１１

人が塾修了

【課題・検証】

◆引き続き関係機関とともに

創業等に取組む人材を支援す

る。

　　【決算額：2,235千円】

【実績・成果】

◆市民と行政の協働による事

業構想・実践を行うことがで

きるリーダーを育成するた

め、市職員を対象に、全10回

の人材養成講座を実施

・全10回。12名受講

【課題・検証】

◆引き続き、市民と行政の

パートナーシップによる実践

ができる職員を育成していく

必要がある。
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