
【市民環境部 行動指針】

令和4年度　組織目標設定

市民環境部

　『ＡＢＣＤＥ』と『３つのＴ』｣を意識し、楽しく努力･成長する環境づくりを大切に
します
         　～ 『信用と信頼！』を積み重ねていく 《 市民環境部 》  ～



　重点戦略プロジェクト１『若者が住みたいまちづくりプロジェクト』

　テーマ別戦略２『住みたい、住み続けたいまちづくり』

　テーマ別戦略３『安全･安心に生活でき、環境にやさしいまちづくり』

　テーマ別戦略４『健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり』

5
人と地球の環境を守り育てるまち
　～脱炭素社会の構築とごみの減量化･資源化の推進～

P３

宮津に住みたい、住み続けたいと思える環境の整備
　～男女共同参画・女性活躍の推進～

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・女性活躍の推進～　(再掲)

犯罪や交通事故がなく安全で快適に暮らせるまち
　～防犯・交通安全の推進～

安全な地域づくりにより、安心して暮らせるまち
　～市民生活の基盤となる社会インフラの着実な整備と維持～
　<不燃物処理場に係る使用期限の延長協議と適切な維持管理>
　<新たな火葬行政の実現に向けた取組>
　<旧宮津市清掃工場の廃止に向けた協議>
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№ 組　織　目　標 ページ
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6
誰もが健康で幸せに暮らせるまち
　～国保等被保険者の健康増進～
　･効果的な保健事業と医療費の適正化(健康福祉部と連携)

P４

№ 組　織　目　標 ページ



　テーマ別戦略５『ふるさとを大切に学びを深めるまちづくり』

　将来像の実現に向けた５つの視点『Society5.0』『SDGs』『健全な行財政運営』

　市民環境部　｢信用と信頼を得るために！｣

№

SDGsによる持続可能な地域づくり
　～宮津市版SDGsの推進～

P５9

組　織　目　標 ページ

7

12 P７｢ 笑顔で応対！｣　適切で効率的な窓口サービス

№ 組　織　目　標

人権感覚が豊かな地域社会を創出するまち
　～人権教育・啓発の推進～

P４

適切で効率的な窓口サービス
　～マイナンバーカードの普及･促進～

P５

P６

11
公平公正な税・料の徴収
　～法令遵守の徹底と適正な債権管理～

P７

ページ

8

10

安定した行財政基盤の構築
　～財源不足解消に向けた対策(増収対策)～
　･｢入湯税超過税率」の導入と観光戦略の推進(産業経済部と連携)
　･行財政運営有識者会議(企画財政部、産業経済部と連携)

№ 組　織　目　標 ページ



【達成すべき指標】

3

安全な地域づくりにより、安心して暮らせるまち
　～市民生活の基盤となる社会インフラの着実な整備と維持～
　<不燃物処理場に係る使用期限の延長協議と適切な維持管理>
　<新たな火葬行政の実現に向けた取組>
　<旧宮津市清掃工場の廃止に向けた協議>

　・地域女性の会が実施する人材バンクの設置を見据えた女性のキャリア
　　アップ研修の支援
　・女性登用拡大に向けての課題の研究

市民環境課
人権啓発係

市民環境課
環境衛生係

　＜総合計画数値目標＞
　　審議会等への女性登用率　R４末31％（R3末22.8％、R2末22.2％）
　※R７年度末35％

運営目標 ①

【達成すべき指標】

運　営　目　標

運営目標 ①

【施策】

　宮津市男女共同参画基本計画～ウインドプラン2017～に基づき、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図ります。

宮津に住みたい、住み続けたいと思える環境の整備
　～男女共同参画・女性活躍の推進～

　ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進宣言企業数：R4年度末45社（R3年度末：40社）
　＜総合計画数値目標＞
　　30歳代の女性の労働力率：R７年度80％（H27年度77％）
　　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
　　：Ｒ7年度30.0％（Ｈ28年度12.3％）

　・企業向けﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ講演会の開催：９月までに開催
　・広報誌への企業・団体の取組事例の紹介など啓発記事の掲載：10月までに
　　実施
　・男女共同参画・女性活躍推進の市民意識調査(計画中間調査)：6月までに
　　実施
　・市内事業所に対する意識調査(課題抽出調査)：８月までに実施

1
市民環境課
人権啓発係

2

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・女性活躍の推進～　(再掲)

　宮津市男女共同参画基本計画～ウインドプラン2017～に基づき、政策や方針決定過
程への女性の参画の拡大を図ります。

【指標を実現するための取組・手段等】

【施策】

1

【指標を実現するための取組・手段等】



・延長に係る条件協議（東部不燃物処理場対策委員会・対策協議会）：7月着手
・使用期間延長の協議内容
　　①地域振興事業
　　②自治振興交付金
　　③延長期間

運営目標

  令和５年度早々の使用期限延長の合意を目指し、令和４年度中に延長のための条件
を取りまとめます。

【施策】

2

運営目標 ①

【施策】

【指標を実現するための取組・手段等】

【施策】

①

犯罪や交通事故がなく安全で快適に暮らせるまち
　～防犯・交通安全の推進～ 市民環境課

人権啓発係

　第11次宮津市交通安全計画に基づき、宮津警察署等関係機関との連携により、交通
事故のない安全で安心な宮津市を目指します。

4

運営目標 ②

【施策】

　火葬場のあり方検討委員会の提言を踏まえ、新たな火葬行政の実現に向けて、引き
続き近隣市町と協議を進めます。

【達成すべき指標】

　近隣市町を含めた広域利用の課題を整理し、利用条件の調整を図るとともに、今後
の進め方をまとめます。

　施設の利用状況及び維持管理費(業務委託経費等)を調査し、広域利用の課題を整理
(10月まで)した上で近隣町と調整を図る。
　調整事項：広域連携及び運営体制（４体/日）ほか

運営目標 ③

　旧宮津市清掃工場の廃止に向けた地元との協議を進めます。また、施設廃止に向け
た区域(土地)の管理方法等の明確化を進めます。

【達成すべき指標】

　土壌汚染対策法に規定する「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」かの指定を
受けるため、地下水の水質調査報告書をまとめます。

　調査報告書の作成：地下水の水質調査(R4.8)→報告書作成→
　　　　　　　　　　→京都府(丹後保健所)に報告
　地元協議：協定書に基づく地元(宮津市清掃工場対策委員会)との協議

【達成すべき指標】

【指標を実現するための取組・手段等】

　東部不燃物処理場（最終処分場）を可能な限り持続的に使用できるよう適切に維持
管理していくとともに、地域と使用期限延長（令和６年４月１日）に向けた協議を進
めます。

【指標を実現するための取組・手段等】



①

【施策】

　環境基本計画に基づき、再生可能エネルギーの利用促進及び発電施設の整備促進な
ど、脱炭素社会の構築に向けた取組を進め、環境負荷の小さなまちを目指します。

【達成すべき指標】

　昨年に引き続き、国のエネルギー構造高度化・転換理解促進事業を活用し、太陽光
パネル設置などの再生可能エネルギー活用調査事業を行い、二酸化炭素排出量の削減
に向けた取組を進めます。
　＜環境基本計画目標数値＞
　二酸化炭素排出量（年間）：R12年72,900t-CO2（H25年135,000t-CO2）
　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
　：R12年80.0％（R1年16.0％）

5

人と地球の環境を守り育てるまち
　～脱炭素社会の構築とごみの減量化･資源化の推進～ 市民環境課

環境衛生係

　＜第11次宮津市交通安全計画＞
　・交通事故による死者数及び重傷者数を限りなくゼロに近づける。
　　（R2年：死者数0人、重傷者数5人）
　・R7年までに、年間の交通事故発生件数を10件以下にする。
　　（R2年：17件）

【指標を実現するための取組・手段等】

　・交通安全運動期間における重点的な啓発活動の実施（年４回）
　・宮津警察署や、京都府交通安全協会、宮津市交通安全協会と連携した
　　交通安全啓発活動の実施
　・高齢者運転免許証自主返納支援事業の見直しを検討（運転免許証自主返納
　　後の交通手段等を検討）…関係部と連携

【達成すべき指標】

・関係部と連携し、まちなか地域拠点施設への太陽光パネルの設置に向けた調査と詳
細設計など、４つのプロジェクトからなる再生可能エネルギーの普及・活用に向けた
調査・設計の実施
　①世屋地区での水源探査
　②移動ツール脱炭素化に向けた調査及び実証計画の策定
　③温泉水源探査及び温泉熱利活用の詳細検討
　④まちなか地域拠点施設への太陽光パネルの設置に向けた調査と詳細設計

3

【施策】

　環境基本計画に基づき、ごみの減量化・資源化の取組を進め、資源循環型社会への
転換を図ります。

【達成すべき指標】

　資源化等により、ごみ総量（特に、可燃ごみ（事業所系ごみ））の削減に取り組み
ます。
　＜環境基本計画目標数値＞
　１日１人当たりごみ排出量：R12年875ｇ（H30年972ｇ）
　ごみの資源化率：R12年27.0％（R1年19.4％）

運営目標

【指標を実現するための取組・手段等】

②運営目標



運営目標 ①

【施策】

　第２期データヘルス計画に基づき、国保加入者の健康増進を図るとともに、保健事
業（健康・介護課実施）や医療費適正化の取組により医療費総額の削減に取り組みま
す。

【達成すべき指標】

　１人当たり医療費　368,000円以下
　（R3：387,926円　R2：378,529円　R1：385,051円）

【指標を実現するための取組・手段等】

①人間ドック受診勧奨　受診者410人（R3：390人　R2：304人　R1：378人）
②ジェネリック医薬品使用への転換　使用率78％（R2：61.4％　R1：59.7％）
③特定健診の受診勧奨通知の実施
　　特定健診受診率　60％以上（R2：38.3％　R1：44.4％）
　　保健指導実施率　51％　　（R2：17.6％　R1：13.6％）
　　※特定健診及び保健指導は、健康・介護課が主体実施
④新規国保加入者への特定健診受診勧奨の実施
⑤医療費通知(年１回)
⑥ジェネリック医薬品差額通知(年４回、広報１回)
⑦重複・多剤投与者への通知の実施(年１回)

※健康福祉部と連携

税務・国保課
国保年金係6

誰もが健康で幸せに暮らせるまち
　～国保等被保険者の健康増進～
　･効果的な保健事業と医療費の適正化
　　　　　　　　　(健康福祉部と連携)

【施策】

　人権教育・啓発推進計画に基づき、人権という普遍的文化の構築を目指します。

【達成すべき指標】

4

7

人権感覚が豊かな地域社会を創出するまち
　～人権教育・啓発の推進～ 市民環境課

人権啓発係

【指標を実現するための取組・手段等】

　〇可燃ごみ（生ごみ）の現状調査及び資源化の研究
　　・事業所系生ごみ量の把握（聞き取り、サンプル調査、生ごみ量推計）
　　・他市町等先進事例の調査・研究
　　・必要経費等の算出及び事業化可能性のまとめ
　〇廃棄物減量等推進審議会の開催（部会による審議）
　　・資源循環型社会推進条例（仮称）の制定
　　・廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正
　　・し尿汲み取り手数料のあり方
　〇ITサービス活用によるリユース事業の研究

運営目標 ①



①

　　延べ1,000人への啓発
　＜総合計画目標数値＞
　差別や人権侵害を受けたことがある人の割合：R7年10.0％（R2年21.3％）

【指標を実現するための取組・手段等】

　教育委員会や関係機関と連携した研修会、街頭啓発等の実施：12回
　

運営目標

運営目標 ①

【施策】

　大多数の市民の方がマイナンバーカードを取得できるよう申請・交付に係る支援を
行います。

　R4年度マイナンバーカード交付枚数　3,000枚
　（R3年度末交付枚数(累計) 7,325枚　交付率 42.1％）

【指標を実現するための取組・手段等】

・自治会集会所、学校、スーパーなど積極的・定期的な出張申請受付の実施
・毎月２回、休日・夜間交付、随時窓口申請受付の実施
・カードを利用した行政手続きのメリット等広報の実施

【達成すべき指標】

8

適切で効率的な窓口サービス
　～マイナンバーカードの普及･促進～ 市民環境課

市民窓口係

【施策】

　行政・企業・団体等がSDGsを自分事として捉え、市民一人ひとりの取組と繋がり、
持続可能な地域づくりを目指します。

【達成すべき指標】

【指標を実現するための取組・手段等】

5

9

SDGsによる持続可能な地域づくり
　～宮津市版SDGsの推進～ 市民環境課

環境衛生係

　｢宮津市SDGs地域プラットホーム｣の活動目標を掲げます。
　｢宮津市SDGsＡＰ｣をまとめ、｢SDGs未来都市｣の選定を目指します。
　　(R4年度再応募)
　宮津市･企業･団体等の｢私たちのSDGs｣、市民一人ひとりの｢私にできるSDGs｣に関す
る取組を紹介します。

　＜R4年度取組紹介＞
　宮津市・企業・団体等の「私たちのSDGs」紹介：2団体等
　市民一人ひとりの「私にできるSDGs」目標別に紹介：6目標以上

①運営目標

※マイナンバーカード今後の利活用予定
令和4年度末 転出転入ワンストップ手続開始
令和5年度末 戸籍関係情報連携開始（広域交付開始）
令和6年度末 運転免許証との一体化

海外継続利用開始



【指標を実現するための取組・手段等】

【施策】

運営目標

①

　『宮津市観光戦略』の施策展開のための財源確保に取り組みます。

【達成すべき指標】

　入湯税超過税率導入に係る合意形成を図ります。（R4.12まで）

【指標を実現するための取組・手段等】

・入湯税超過税率活用による「魅力あるまちづくり」の勉強会の開催
・入湯税超過税率に関する意見交換会の実施及び制度の調整

※産業経済部と連携

税務・国保課
税務係

運営目標 ①

・｢宮津市SDGs地域プラットフォーム｣の持続可能な運営を見据え、自ら考え活動する
ための活動目標を掲げる。
・｢宮津市SDGsＡＰ｣をまとめ、Ｒ4年度の｢SDGs未来都市｣選定に応募
・広報みやづに連載記事掲載(｢私たちのSDGs｣｢私にできるSDGs｣を紹介)

運営目標 ②

【施策】

　「持続可能な行財政運営有識者会議」を設置し、「安定した行財政基盤の構築」に
資する具体の提案・助言、施策効果の検証方法をまとめます。

【達成すべき指標】

・「持続可能な歳入の確保」や「行政サービスのあり方」の検討事項の抽出
・検討事項の仕分け（短期的施策[概ね1～3年]、中長期的施策[概ね3～10年]）
・短期的施策の具体案のまとめ

　『行財政基盤安定化プロジェクトチーム』において「持続可能な歳入の確保」や
「行政サービスのあり方」などについて、各部局からの立案を踏まえ、有識者会議
（３回）を開催し、短期的施策の具体案をまとめます。
　■スケジュール及び会議内容
　　第１回(６月)　・宮津市の現状と課題
　　　　　　　　　・今後の進め方
　　第２回(８月)　・「持続可能な歳入の確保」や「行政サービスのあり方」
　　　　　　　　　　などの検討事項の抽出
　　　　　　　　　・検討事項の仕分け
　　第３回(10月)　・短期的施策に係る具体案の検討、意見交換、まとめ

※令和４年度は短期的施策を中心に議論(令和５年度も継続開催)

※企画財政部、産業経済部と連携

6

安定した行財政基盤の構築
　～財源不足解消に向けた対策(増収対策)～
　･｢入湯税超過税率」の導入と観光戦略の推進(産業経済部と連携)
　･行財政運営有識者会議(企画財政部、産業経済部と連携)10



【達成すべき指標】

12

｢ 笑顔で応対！｣　適切で効率的な窓口サービス

市民環境部

7

運営目標

①

【施策】

　信頼のある親しみやすい窓口運営に努めます。

　窓口手続きの待ち時間を最小限（30分以内）とし、苦情ゼロを目指します。

【指標を実現するための取組・手段等】

　・お客様対応は、笑顔で元気なあいさつから始めます。
　・定期的な内部ミーティングを実施します。
　・問題発生時には情報・課題を共有し、再発防止に努めます。

11

公平公正な税・料の徴収
～法令遵守の徹底と適正な債権管理～

市民環境部

運営目標

①

【施策】

　現年分未納額の発生を抑制するとともに、滞納繰越額の早期収納に取り組みます。

【達成すべき指標】

　収納率の向上
　　市　　税　　現年分99.2％以上　滞繰分30.0％以上
　　国 保 税　　現年分97.0％以上　滞繰分30.0％以上
　　後期高齢　　現年分99.8％以上　滞繰分70.0％以上
　　し尿収集　　現年分99.5％以上　滞繰分30.0％以上

【指標を実現するための取組・手段等】

・納税通知書、納入通知書の適正送達
・口座振替納付の勧奨広報：２回
・督促状の適正発行（納期限後20日以内）
・京都地方税機構への適正移管（市税、国保税）
・催告書の定期発行：２回（後期高齢、し尿くみ取り）
・滞納者の財産調査の実施：２回（後期高齢）
・滞納対策プロジェクトチームへの参画（市税、後期高齢、し尿くみ取り）
・滞納対策研修の受講（し尿汲み取り）


