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1．予算編成の基本方針

〇 第5次亀岡市総合計画の着実な推進

2

〇 新型コロナウイルス感染症対策の推進

〇 健全な行財政運営の推進



383億1,100万円

2．予算の規模

686億1,461万円
一般・特別
会計の合計

一般会計

特別会計

（前年度比 ＋5.1%）

（前年度比 +3.6%）

（前年度比 ＋4.4%）

3

303 億 3 6 1 万 円
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3．前年度予算比較

292億

5,617万円

383億

1,100万円

364億

6,800万円

4

単位：億円

303億

361万円



4．５つの重点事業

5
＋α コロナ対策の推進

4 だれもが安心し
て暮らせる防災・

減災、セーフコミュ
ニティ、多文化共

生のまちへ

2 スポーツ、
歴史・文化、

観光の魅力で産業
が輝くまちへ

1 子育てしたい
住み続けたい

まちへ

3 世界に誇れる
環境先進都市へ

5 次代をリード
する新産業を創出

するまちへ

● 「木」とともに豊かに育つ「こども木育ひろば」の整備

● ウッドスタート事業の実施

● 産婦健康診査や３歳児視力検査における屈折検査機器の導入

● 別院中学校ブロックの学校規模適正化事業を推進

● ＩＣＴ機器を活用した教育の推進

● 読書環境の充実を図るための学校司書の配置

● 特別支援学級への「学びの応援サポーター」の配置

● 安全で快適な学校施設整備の充実

● 図書館中央館のリニューアルを推進

１ 子育てしたい、住み続けたいまちへ

6



２ スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で
産業が輝くまちへ

● 京都サンガF.C.と育むシビックプライド醸成プロジェクトの実施

● 安全・安心で親しまれる亀岡運動公園改修事業

● 「かめおか霧の芸術祭」の実施

● ガレリアかめおか長寿命化対策の実施

● 「川の駅・亀岡水辺公園」の活用等観光受入れ体制の充実

● デジタルマップを活用した観光情報発信力の強化

● 文化財の保存活用を推進する地域計画策定
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● 「プラスチックごみゼロ宣言」や「脱炭素宣言」の実現に向けた
取組の推進

● 環境政策情報発信・交流拠点施設の整備

● 循環型社会形成に向けた
ゼロエミッション(ごみを出さない地域社会)の推進

● 「環境の大切さを思う心」を育むふるさと学習の実施

● 自然環境にもやさしいノーマイカーＤａｙの推進

● 人と環境に配慮した有機農業の推進

● 市立小学校・保育所・こども園での有機米等給食の推進

３ 世界に誇れる環境先進都市へ
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● 多種多様な人たちの人権と個性が尊重されるまちづくりの推進

● だれもが安心して暮らせる多文化共生のまちづくりの推進

● セーフコミュニティの推進による安全・安心なまちづくり

● 交通安全啓発事業の実施

● 消防団活動及び消防力の強化の推進

● 車中泊避難場所の整備

● 防災士養成事業やかめおか防災キャンプ２０２２（仮称）

の開催などによる地域防災力の強化

● 「福祉なんでも相談窓口の充実」によるひとに寄り添う支援の実施

● 安全・安心で快適な道路整備

● 河川改修による自然災害防止等の実施

４ だれもが安心して暮らせる防災・減災、
セーフコミュニティ、多文化共生のまちへ
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● 「オープンイノベーションセンター・亀岡」整備運営事業の実施

● サンガスタジアム・イノベーション・フィールド実証支援事業の実施

● 地域経済活性化と雇用創出を図る企業立地等奨励事業の実施

● ふるさと納税のさらなる増額（１８億円＋α）

５ 次代をリードする新産業を創出するまちへ
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コロナ対策の推進

● コロナワクチン追加接種の万全な体制の確保

● コロナ禍の出産、子育てを応援する臨時特別出産祝金の支給

● 主食用水稲生産維持緊急支援助成金

● 公共交通事業者への感染症防止対策等運行支援

● 緊急雇用の創出 など



5．施策の大綱８項目

項目毎に主な令和４年度当初予算（案）計上事業を掲載します

第５次総合計画施策の大綱８項目

新規事業・・・

充実事業・・・
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目指す都市像を実現するための分野別の基本方針

新規

充実

① 人権尊重・平和
人権と命を尊重する文化の息づくまちづくり経費【5,705千円】

亀岡市人権条例（仮称）制定推進事業【388千円】 P１

平和都市推進事業【1,419千円】

修学旅行における平和学習補助事業【1,600千円】 P１

東部児童館改修整備事業【120,456千円】 P２

② 男女共同参画

ジェンダー平等及び性の多様性の尊重を実現するまちづくり事業【8,457千円】 P２

③コミュニティ・市民協働・移住定住

移住定住促進事業【41,911千円】 P３

④ 国際交流・多文化共生

多文化共生推進事業 【4,652千円】 12

１） 互いを認め合う、ふれあいのまちづくり

充実



① セーフコミュニティ
安全で安心して暮らせるまちづくり推進事業【2,255千円】 P４

② 防災・消防・危機管理

消防団員処遇改善事業（消防団出動報酬）【10,630千円】 P４

消防団活動のための消防施設整備事業【11,900千円】 P５

避難所備蓄品の充実【 2,481千円】 P５

Car Shelter野水（仮称）整備事業（車中泊避難場所の整備）【33,425千円】 P６

防災士養成事業【2,706千円】 P６

かめおか防災キャンプ2022（仮称）の開催【1,002千円】 P７

自然災害からみんなを守る河川災害等防止対策事業【121,048千円】 P７

13

２） 安全で安心して暮らせるまちづくり

充実

充実

③ 交通安全・防犯

生命のメッセージ展inかめおか（仮称）の開催【599千円】 P８

高齢者運転免許返納支援事業【2,014千円】

防犯カメラ整備事業【1,591千円】

④ 市民生活

相続相談事業【403千円】 P８

おくやみ窓口事業【130千円】
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２） 安全で安心して暮らせるまちづくり

新規

新規



① 子育て支援
こども医療費助成事業【249,298千円】 P９

こども宅食事業【39,789千円】 P９

臨時特別出産祝金支給事業【56,920千円】 P１０

こども木育ひろば事業【112,728千円】 P１０

産婦健康診査などの導入【11,714千円】 P１１

子どもたちの豊かな心とからだを育む保育事業【81,353千円】 P１１

放課後児童健全育成事業（放課後児童会）【193,990千円】 P12

子育て世代包括支援センター経費【10,643千円】

待機児童解消に向けた保育の推進経費【1,708,618千円】

② 高齢者福祉

(仮称)いきがい健幸ポイント制度事業【10,000千円】 P１２

敬老乗車券事業【14,859千円】

老人生きがい対策経費【5,114千円】
15

３） 子育て・福祉・健康のまちづくり

充実

新規

新規

充実

新規

新規

充実

③ 障がい福祉
重度障がい者等就労支援特別事業【1,090千円】 P１3

福祉都市宣言４０周年記念事業【200千円】 P１３

④ 地域福祉
ずっと住みたいまちを目指す「重層的支援体制整備事業」への移行準備事業

【6,514千円】 P１4
生活困窮者への自立支援事業経費【72,717円】

⑤ 健康づくり・医療・感染症対策

市民の健康を守る予防接種事業【550,007千円】 P１４

がん検診等保健事業経費【64,716千円】
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３） 子育て・福祉・健康のまちづくり

充実

新規

充実

新規
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４） 豊かな学びと文化を育むまちづくり

① 就学前教育・学校教育

学校規模適正化事業（別院中学校ブロック）【20,304千円】 P１５

学校司書配置事業【5,035千円】 P１５

よりよい教育環境をめざす学校施設整備の推進【572,064千円】 P１６

魅力と特色ある学校づくり推進事業【3,000千円】

外国語教育をはじめとする教育環境充実事業【35,417千円】 P１６

学びの応援サポーター配置事業【4,033千円】 P１７

有機米給食提供事業【2,075千円】 P１７

人型ロボット（Pepper）活用事業【5,519千円】 P１８

ＩＣＴ機器を活用した教育の推進【94,648千円】

充実

充実

新規

充実

② 生涯学習・社会教育

図書館中央館リニューアル推進経費【8,000千円】 P１8

子ども読書推進事業【1,282千円】

ガレリアかめおか長寿命化対策事業【34,924千円】 P１９

二十歳式典経費【2,145千円】 P19

③ スポーツ

京都サンガF.C.と育むシビックプライド醸成プロジェクト【3,000千円】 P２０

亀岡運動公園競技場改修事業（三種公認対応）【265,113千円】 P２0

安全で快適な月読橋球技場トイレ整備事業【68,000千円】 P２１

地球環境子ども村事業【3,167千円】 P２1

④ 文化芸術・歴史文化

文化財保存活用地域計画作成事業【8,629千円】 P２２

麒麟がくる光秀レガシー事業【500千円】

「かめおか霧の芸術祭」関連事業【21,000千円】 P２2 18

４） 豊かな学びと文化を育むまちづくり

充実

新規

新規



① 地球環境・自然環境
世界に誇れる環境先進都市推進事業【120,365千円】 P２3

地球にやさしい環境先進都市かめおかの環境像を描く事業【18,612千円】 P２3

市の魚アユモドキを守るための事業【1,149千円】

清潔で快適なまちづくり推進事業【17,265千円】 P２4

有機農業推進事業【7,074千円】 P２4

保津川を通して学ぶ、環境に対する心を育むふるさと体験事業【10,840千円】 P２5

ウォーターサーバー全校設置事業【810千円】

② 資源循環・廃棄物処理
亀岡市ゼロエミッション計画推進事業【123,297千円】 P25

③ 公園・緑地

楽しく親しみやすい公園整備事業【405,771千円】 P２6

「亀岡まるごとガーデン・ミュージアム」プロジェクト【5,355千円】 P２6 19

５） 地球にやさしい環境先進都市づくり

充実

充実

充実

充実

充実

充実

① 商業
サンガスタジアム・イノベーション・フィールド実証支援事業【35,697千円】 P２7

② 工業
「オープンイノベーションセンター・亀岡」整備運営事業【220,000千円】 P２7

企業立地等奨励金経費【82,583千円】

③ 観光
「川の駅・亀岡水辺公園」運営推進事業【5,916千円】 P２8

デジタルマップ発信支援経費【2,000千円】 P２8
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６） 活力あるにぎわいのまちづくり

新規

新規



④ 農業
主食用水稲生産維持緊急支援事業【56,549千円】 P29

農産物直売所整備支援事業【30,493千円】 P29

地域担い手応援事業【10,000千円】 P３0

⑤ 林業
ウッドスタート事業【7,982千円】 P３0

森林活用推進事業【9,000千円】 P３1

⑥ 労働
オンラインスキルアップ支援事業【600千円】
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６） 活力あるにぎわいのまちづくり

充実

新規

新規

新規
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① 道路
安全・安心で快適な道づくり事業【427,087千円】 P32
魅力ある空間づくり事業【30,000千円】 P32

② 公共交通
バスの魅力再発見！ノーマイカーDay事業他【134,596千円】P33

③ 河川
気候変動を踏まえた 防災・減災のあり方検討事業【2,180千円】 P３3

④ 水道・下水道
おいしい水を安定的に供給する水道事業【3,212,400千円】（特別会計） P４2

水質保全と快適なくらしを築く下水道事業【5,214,100千円】 （特別会計） P43

７） 快適な生活を支えるまちづくり

充実

新規

新規



⑤ 都市計画・都市整備・住環境

緑の基本計画改訂事業【6,820千円】 P34

亀岡駅南周辺地区

”歴史的景観を活かした新たなまちの顔づくり”事業【276,075千円】 P34

動物愛護を推進する事業【2,907千円】

人と環境にやさしいまちづくりを支援する事業【233,900千円】 P35

安全なわが家の耐震化促進事業【12,060千円】 P３5

⑥ 火葬場
市営火葬場修繕経費【8,000千円】

⑦ 情報・通信
デジタルマーケティングを活用したシティプロモーション事業【12,000千円】 P３6

23

７） 快適な生活を支えるまちづくり

充実

充実

充実

① 行政運営
ＳＤＧｓ未来都市亀岡推進事業【2,300千円】 P３7

議会活動経費【24,446千円】 P37

DX推進事業【38,365千円】 P38

マイナンバーカード交付推進事業【20,689千円】 P38

② 財政運営
ふるさと納税推進事業【2,730,954千円】 P39
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８） 効率的で持続可能な行財政運営

新規

充実

充実

充実

充実



SDGs未来都市亀岡
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