
 

決算特別委員会産業建設分科会 

Ｒ２．９．１５（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）農業担い手づくり育成事業経費 

（２）商工業振興対策経費 

（かめおか元気企業支援事業補助経費、かめおか元気商店街等支援事業経費） 

（３）観光推進経費 

（亀岡市観光協会運営費補助経費、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１６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１７日（木）１０：００～ 所管分審査（産業観光部）、事務事業評価 

  ・９月１８日（金）１０：００～ 所管分審査（上下水道部）、分科会討論・採決 
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◎事務事業評価 論点整理資料 
 
① 農業担い手づくり育成事業経費 

選定理由 

（前回意見） 
○これからの農業をどうしていくのか。 
〇このお金でどれだけの育成ができたのか。効果は。 
〇安定した収入を得るためには組織的な営農が重要である。 
〇地域営農の新たな担い手を育成するためには、個別営農から集落営農

へと安定した農家をつくる必要がある。 
〇農業を将来、どのようにつなげていくのか。 

参考 

＜主要施策報告書 主な経費の推移＞         （単位：円） 
 Ｒ１決算 Ｈ３０決算 H２９決算 

担い手確保・育成支援事業 

補助金 
250,000 500,000 500,000 

集落営農育成強化助成事業 

補助金 
4,201,100 4,336,200 4,738,900 

農業経営基盤強化資金利子補

給費補助金 
90,830 25,110 30,411 

担い手養成実践農場整備支援

事業（関連経費含む） 
398,000 1,444,456 2,219,430 

農業次世代人材投資資金（経営

開始型）補助金 （事務費含む）  
43,250,000 39,767,055 33,133,783 

農業サポート隊補助金 24,960 109,456 349,000 

農の担い手新規就農支援事業

補助金 
750,000 885,000 1,491,000 

就農研修資金償還金助成事業

補助金    
960,000 － － 

計 49,924,890 47,067,277 42,462,524 
 

論点 

○ 

 

○ 
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◎事務事業評価 論点整理資料 

② 商工業振興対策経費 

（かめおか元気企業支援事業補助経費、かめおか元気商店街等支援事業経費）  

選定理由 
（前回意見） 
○補助金が少なすぎる。 
〇亀岡商工会議所は多忙すぎて、回っていない。 

参考 

 
＜主要施策報告書 主な経費の推移＞         （単位：円） 

 Ｒ１決算 H30 決算 H29 決算 

亀岡商工会議所事業補助金（か

めおか元気企業支援事業補助

経費、かめおか元気商店街等支

援事業経費） 

14,500,000 14,534,360 

8,005,000 

※元気企業

のみ 

商店街等イベント事業補助金 － － 4,374,000 

計 14,500,000 14,534,360 12,379,000 

 

＜Ｈ３０決算 論点＞ 

○「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。 

 

＜Ｈ２９決算 論点＞ 

〇 補助金等は適正に支出されているか。 

〇 事業の成果、事業の効果は。 

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、亀岡市観光協会宣伝事業等補助経費）  

選定理由 
（前回意見） 
○今後どのように亀岡市をＰＲしていくのか。 

参考 

＜主要施策報告書 主な経費の推移＞         （単位：円） 

 Ｒ１決算 H30 決算 H29 決算 

運営費補助金 16,822,000 19,067,830 19,905,000 

宣伝事業等補助金 4,507,000 4,481,000 6,708,000 

計 21,329,000 23,548,830 26,613,000 

 

 Ｒ１決算 H30 決算 H29 決算 

観光協会補助経費（全体） 32,275,000 36,189,830 44,814,000 

 

＜Ｈ３０決算 論点＞ 

○「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。 

 

＜Ｈ２９決算 論点＞ 

〇「観光協会補助経費」の詳細と事業効果は。 

〇「観光おもてなし事業」の詳細と事業効果は。 

〇「外国人観光客向け観光案内所窓口強化事業」の詳細と事業効果は。 

〇「森のステーションかめおか推進事業」の詳細と事業効果は。 

論点 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 
 



令和２年９月１６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6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6号 一般会計（まちづくり推進部所管分） 〃

14:00～ 第11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

・農業担い手づくり育成事業経費

令和２年９月１７日（木）　日程
予定時間 議案番号 理事者 備考
10:00～ 第6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6号 一般会計（産業観光部所管分） 〃

・５款労働費・７款商工費

（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】 〃

令和２年９月１８日（金）　日程　
予定時間 議案番号 理事者 備考

10:00～ 第13号 水道事業会計 上下水道部

（歳出歳入一括説明～質疑）

第48号 〃

（説明～質疑）

11:00～ 第14号 下水道事業会計 〃

（歳出歳入一括説明～質疑）

第49号 〃

（説明～質疑）

13:00～ 分科会討論・採決 ―

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

昼休憩

昼休憩

休憩

・商工業振興対策経費（かめおか元気企業支援事業補助経
費、かめおか元気商店街等支援事業経費）

休憩

・観光推進経費（亀岡市観光協会運営費補助経費、亀岡市観
光協会宣伝事業等補助経費）

会計名等

・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

会計名等

・５款労働費・６款農林水産業費

令和２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２年９月２３日（水）　分科会予備日

令和２年９月２４日（木）　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）

内容


