
 

決算特別委員会産業建設分科会 

Ｒ３．９．１４（火） 

午  時  分～       

                                                                    場所：全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

２ 事務事業評価選定事業の論点整理 

（１）林業担い手育成事業経費 

（２）観光推進経費（外国人観光客向け観光案内所窓口強化業務委託料） 

（３）観光推進経費（亀岡市観光協会運営費補助経費） 

（４）観光推進経費（亀岡市観光協会宣伝事業等補助経費） 

 

３ その他 

（１）審査日程 

  ・９月１５日（水）１０：３０～ 所管分審査（まちづくり推進部）、事務事業評価 

  ・９月１６日（木）１０：００～ 所管分審査（産業観光部）、事務事業評価 

  ・９月１７日（金）１０：００～ 所管分審査（上下水道部）、分科会討論・採決 

  ・９月２２日（水）全体会終了後 まちづくり推進部行政報告 

（亀岡市都市計画マスタープランの改定について） 



1 
 

◎事務事業評価 論点整理資料 
 
① 林業担い手育成事業経費 

選定理由・

勉強会での

意見 

（前回意見） 
○わずかな予算しかついていないが、本当にこれだけの予算で人材育成

や森林組合の育成ができるのか。 
〇亀岡の林業をどうするのかという視点に立つべきである。 
〇予算がどのように担い手の育成に使われているのか。 
〇今年度は予算が減額されているが、なぜ減額されたのか。 
〇もっと予算をつけて取組を活性化させるべきである。 
〇事業名（事業項目）に対して、事業内容が合っていない。保険の助成

ばかりで担い手に使われていない。目的が違う。 
〇そもそも、「林業担い手」とは何と考えているのか。森林組合の作業

員に補助することなのか。 
〇どれだけの事業効果があったのか。 
 

参考 

＜主要施策報告書 主な経費の推移＞         （単位：円） 
 Ｒ２決算 Ｒ１決算 H３０決算 

森林組合育成事業補助金 958,000 958,000 958,000 

林業労働者共済事業補助金 404,800 404,800 399,300 

緑の担い手育成事業補助金 220,875 244,140 269,461 

計 1,583,675 1,606,940 1,626,761 
 

論点 
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◎事務事業評価 論点整理資料 

② 観光推進経費（外国人観光客向け観光案内所窓口強化業務委託料）  

選定理由・

勉強会での

意見 

（前回意見） 
〇昨年はコロナ禍であったが、何人の外国人に案内したのか。 
〇パンフレットの英訳等について、詳細な実績・内容を聞きたい。 
〇トロッコ亀岡の案内所はコロナ禍でも常に開けているのか。外国人が

来ていないのに、窓口を開けているのが問題である。 
〇補助金は適正に支出されているのか。 
〇どれだけの事業効果があったのか。 
 

参考 

 
＜主要施策報告書 主な経費の推移＞         （単位：円） 

 Ｒ２決算 R１決算 H３０決算 

外国人観光客向け観光案内所

窓口強化業務委託料 
12,763,300 12,381,310 11,898,360 

 

 Ｒ２決算 Ｒ１決算 H30 決算 

観光協会補助経費（全体） 44,773,000 32,275,000 36,189,830 

 

＜Ｒ１決算 論点（宣伝・運営）＞ 

○今後どのように亀岡市をＰＲしていくのか。 

 

＜Ｈ３０決算 論点（観光推進経費）＞ 

○「地域商店街にぎわいづくり支援事業補助金」は消費に結びつく成果

が出ているのか。 

○各補助金・助成金について、成果指標はあるのか。 

○「企業立地等奨励金」を交付する企業のうち、市内に本社のある事業

所はどれだけあるのか。 

○本市のにぎわいづくりとは、どのように考えているのか。 

論点 
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◎事務事業評価 論点整理資料 

③ 観光推進経費（亀岡市観光協会運営費補助経費）  

選定理由・

勉強会での

意見 

（前回意見） 
〇もっと観光協会が自ら改革を行ってもらいたい。 
〇観光客を呼ぶ気が全くない。 
〇亀岡に温泉があることを知らない人が多い。ＪＲ亀岡駅でのＰＲがさ

れていない。 
〇市が予算を出すから、観光協会はありふれたことばかりをやっている

だけ。 
〇行政がやりにくい部分を観光協会にしてもらわなければならないの

に、行政と観光協会の連携がうまくいっていない。 
〇観光協会は行政に押し付けられていると感じている部分がある。 
〇支援の在り方を整理したほうがよい。 
〇職員４人で２千万円近い金額は妥当なのか。内訳は。 
〇人件費がこれだけかかっているのに、効果が上がっていない。 
〇補助金に対して、工夫がなされていない。 
〇儲けようという気があるのか。 
〇何十年も同じような状態が続いているので、予算を半分くらいにし

て、事業計画を出してもらい、成果が上がれば徐々に増やしていくべ

きである。あまりにもずさんである。お金を出している以上、どうな

っているか確認・点検をしていく必要がある。 
〇観光協会の役割・事業を明確にして、予算付けするべきである。 
〇仕事ぶりが見えない。もっと観光協会から積極的に提案をしてもら

い、このような事業をしたいから、予算を付けてほしいというように

持っていってもらいたい。 
〇補助金は適正に支出されているのか。 
〇どれだけの事業効果があったのか。 
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参考 

 
＜主要施策報告書 主な経費の推移＞         （単位：円） 

 Ｒ２決算 Ｒ１決算 H30 決算 

運営費補助金 19,733,000 16,822,000 19,067,830 

 

 Ｒ２決算 Ｒ１決算 H30 決算 

観光協会補助経費（全体） 44,773,000 32,275,000 36,189,830 

 

＜Ｒ１決算 論点（宣伝・運営）＞ 

○今後どのように亀岡市をＰＲしていくのか。 

 

＜Ｈ３０決算 論点（観光推進経費）＞ 

○「観光協会補助経費」の詳細な中身はどのようなものであり、事業成

果・効果を市としてどのように評価しているのか。 

○森の京都ＤＭＯの活動と事業効果をどのように評価しているのか。 

○「森のステーションかめおか推進事業補助金」の効果と自立の見通し

は。 

○新規事業の「亀岡の生活文化等について取りまとめた冊子作成業務」

「デジタルサイネージ配信用観光映像制作業務」「花の観光かめおか

推進事業補助金」の成果は。 

○各団体との事業連携は十分に図られているのか。 

論点 
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◎事務事業評価 論点整理資料 

④ 観光推進経費（亀岡市観光協会宣伝事業等補助経費）  

選定理由・

勉強会での

意見 

（前回意見） 
〇予算について、去年も付けているから、今年も付けているという感じ

になっている。一律にずっと同じ予算付けである。 
〇積極的に事業をやっていない。もっと攻めの姿勢で観光ＰＲをやって

もらいたい。 
〇補助金は適正に支出されているのか。 
〇どれだけの事業効果があったのか。 
 

参考 

＜主要施策報告書 主な経費の推移＞         （単位：円） 

 R２決算 Ｒ１決算 H30 決算 

宣伝事業等補助金 3,314,000 4,507,000 4,481,000 

 

 Ｒ２決算 Ｒ１決算 H30 決算 

観光協会補助経費（全体） 44,773,000 32,275,000 36,189,830 

 

＜Ｒ１決算 論点（宣伝・運営）＞ 

○今後どのように亀岡市をＰＲしていくのか。 

 

＜Ｈ３０決算 論点（観光推進経費）＞ 

○「観光協会補助経費」の詳細な中身はどのようなものであり、事業成

果・効果を市としてどのように評価しているのか。 

○森の京都ＤＭＯの活動と事業効果をどのように評価しているのか。 

○「森のステーションかめおか推進事業補助金」の効果と自立の見通し

は。 

○新規事業の「亀岡の生活文化等について取りまとめた冊子作成業務」

「デジタルサイネージ配信用観光映像制作業務」「花の観光かめおか

推進事業補助金」の成果は。 

○各団体との事業連携は十分に図られているのか。 

論点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



令和３年９月１５日（水）　日程

予定時間 議案番号 理事者 備考

10:00～ 全体会（決算状況説明）

決算状況説明

10:30～ 第11号 一般会計（まちづくり推進部所管分） まちづくり推進部

13:00～ 第11号 一般会計（まちづくり推進部所管分） 〃

14:00～ 第16号 土地取得事業特別会計 〃

（歳出歳入一括説明・質疑）

14:05～ （事務事業評価打合せ） ―

14:30～ 【事務事業評価】 産業観光部

・林業担い手育成事業経費

15:30～ 【事務事業評価】 〃

令和３年９月１６日（木）　日程

予定時間 議案番号 理事者 備考

10:00～ 第11号 一般会計（産業観光部所管分） 産業観光部

・１１款災害復旧費

（歳出歳入一括説明・質疑）

13:00～ 第11号 一般会計（産業観光部所管分） 〃

・５款労働費・７款商工費・８款土木費

（歳出歳入一括説明・質疑）

14:15～ 【事務事業評価】 〃

15:15～ 【事務事業評価】 〃

・観光推進経費（亀岡市観光協会宣伝事業等
補助経費）

会計名等

・２款総務費・６款農林水産業費

昼休憩

休憩

・観光推進経費（亀岡市観光協会運営費補助
経費）

休憩

・８款土木費（４項都市計画費２目土地区画整理費から）

・１１款災害復旧費

（歳出歳入、主要施策報告書に記載のない歳入一括説明・質疑）

休憩

休憩

・観光推進経費（外国人観光客向け観光案内
所窓口強化業務委託料）

令和３年９月議会　決算特別委員会産業建設分科会　審査日程

会計名等

・２款総務費

・８款土木費（４項都市計画費１目都市計画総務費まで）

（歳出歳入、主要施策報告書に記載のない歳入一括説明・質疑）

昼休憩



令和３年９月１７日（金）　日程　

予定時間 議案番号 理事者 備考

10:00～ 第18号 水道事業会計 上下水道部

（歳出歳入一括説明～質疑）

第55号 〃

（説明～質疑）

11:00～ 第19号 下水道事業会計 〃

（歳出歳入一括説明～質疑）

第56号 〃

（説明～質疑）

11：40～ 分科会討論・採決 ―

令和３年９月２１日（火）　分科会予備日

令和３年９月２２日（水）　日程（予定）

予定時間 理事者 備考

10:00～ 分科会（委員長報告確認）

上記終了後 全体会（分科会委員長報告、事務事業評価結果等）

上記終了後 会派会議

13:00～ 全体会（討論、採決）

上記終了後 常任委員会 まちづくり推進部

上記終了後 委員会議案審査 産業観光部

上記終了後 委員会議案審査 ―

行政報告（亀岡市都市計画マスタープランの
改定について）

第９号議案　川の駅・亀岡水辺公園条例の制
定について

委員会討論・第９号採決・議会だより決定

会計名等

水道事業会計未処分利益剰余金の処分

下水道事業会計未処分利益剰余金の処分

内容

休憩


