
                               

資料 １ 

 
平成２４年度 

当初予算(案)の概要 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

『 安全・安心 笑顔と絆の しあわせ実感都市 』 

― 夢を育み 未来につなぐ にぎわい交流のまち ― 
 

亀岡市 

 



　　を目指して

 ★    第４次総合計画～夢ビジョン～の推進

 ★    セーフコミュニティの推進及び再認証取得

 ★    重点施策の推進

安全・安心 笑顔と絆の 
しあわせ実感都市

予算編成の基本方針



 ★    第４次総合計画～夢ビジョン～の推進

  ｢夢ビジョン｣シンボルプロジェクトの推進【5,000千円】Ｐ10

  地域医療連携の推進【1,850千円】Ｐ27

  ものづくり産業振興ビジョンの策定【4,400千円】Ｐ56

  ｢海ごみサミット2012亀岡保津川会議」【8,000千円】Ｐ44

 　シンボルプロジェクトとは、総合計画を象徴する事業として、市民と行政とが同じスタートラインに立って
協議し、具現化していくもので、前期基本計画において挑戦的に取り組んでいます。
　平成２３年度は、「自然・文化　次代継承」「住み心地向上」「にぎわい創出」の３つのプロジェクトを発足
し、市民・市職員４４名が活動しています。
　その取り組みの成果として、平成２４年度は、「祭り文化の継承」プロジェクトと「ネイチャーガイド」プロ
ジェクトの具体的な取り組みを開始します。

　市民が安心して地域で暮らし続けられるためには、地域医療の推進を軸に介護・福祉の切れ目のない
サービスの提供が必要であることから、市立病院内に「地域医療情報センター」を開設し、市民が普段か
ら地域にかかりつけ医を持てるように、医療・介護・福祉の体制整備を図っていきます。

　桂川改修事業によって生まれた、広大な高水敷を有効に活用していくため、平成２３年９月に「保津川か
わまちづくり推進協議会」を設立し、市民との協働により、川を活かした新たなまちづくりを進めています。
　その取り組みの一つとして、平成２４年度は、堤防法面を生かし、野橋立の復元に向けた松の植樹や桜
堤の整備に向けた取り組みを進める。

　農業・商業・工業・観光等の分野を、ものづくり産業と捉え、各産業の連携・交流による地域活性化やも
のづくり産業の振興を図るための総合的な計画を策定し、「活力あるにぎわいのまちづくり」の実現を目指
す。

　亀岡の観光キャラクター「明智かめまる」の魅力を有効に活用し、「明智光秀のまち亀岡」の知名度を高
めるため、「かめまる体操」の創作、「かめまるオリジナル原付ナンバープレート」の作成、亀岡光秀まつ
りでの「ゆるキャライベント開催」、明智かめまる観光キャンペーンなどを行います。

　海ごみは、内陸部から流されたごみが大きな要因といわれています。このため、内陸部自治体では、全
国で初めて、第10回の大きな節目を迎える「海ごみサミット」を亀岡市で開催します。
　このサミットを全国に発信することにより、うるおいのある快適な環境を保全する亀岡市の魅力と取り組み
を全国にアピールします。

  明智かめまるによる「明智光秀のまち亀岡」の
　　　　　　　　　知名度アップ作戦【7,000千円】Ｐ65、66、67

 松並木と桜堤の整備、保津川かわまちづくりの推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【10,800千円】Ｐ72



 ★    セーフコミュニティの推進及び再認証取得

  セーフコミュニティの重点的な取り組み

～７つの重点課題を特定し、優先的に取り組む～

  セーフコミュニティの再認証取得

～国内初の再認証取得を目指す～

  セーフコミュニティの具体的な活動

≪新規≫
　　○ 高齢者への転倒予防のための運動介入と効果の検証P17

　　○ 防犯カメラ設置による犯罪抑止P14

　　○ ゲートキーパーの育成P16

　　○ 「こころの体温計」の導入P16

平成２４年１０月２６日（金）～２７日（土）

【952,878千円】

～重点課題解決のための実践事業～

　　　　『乳幼児』　　『高齢者』　　『交通安全』　　『学校』

　　　　『余暇・スポーツ』　　『自殺対策』　　『防犯対策』

【審査予定日程】

○事前審査予定

平成２４年５月１４日（月）～１５日（火）

○現地審査予定



≪充実≫

　　○ 乳幼児の保護者向け事故予防講習開催

　　○ 小・中学校耐震補強・大規模改修事業

　　○ 自転車の安全利用教育等の交通事故予防活動

　　○ スポーツ少年団等指導者育成及び指導者向け安全教室実施

≪継続≫

　　○ 高齢者地域見守り支援事業による地域での活動支援

　　○ 命のカプセル配布

　　○ 地域子ども出迎えデー、学校安全教室実施

　　○ 亀岡市立病院での大腿骨骨折事例調査研究と再発防止

　　○ 公立保育所及び家庭での乳幼児のケガ調査と予防対策の強化

　　○ 多重債務解決支援及び精神保健福祉支援による自殺予防対策



★     重点施策の推進　(第4次総合計画施策体系8項目)

  １）  互いを認め合う、ふれあいのまちづくり
【４億７８百万円】

①「世界連邦・非核平和都市宣言」による平和のまちづくり

　奏でよう！絆を深める平和推進【1,075千円】P5

②市民憲章の精神を尊重し、平和・人権意識の根づくまちづくり

　男女共同参画の推進【5,262千円】

　人権啓発の推進【7,372千円】

　《充実》新天川文化センターの建設の促進【411,000千円】P6

③市民との協働によるまちづくりの推進

　《新規》企画提案型協働事業の推進【1,000千円】P7

　《充実》まちづくり協働の推進・強化【3,141千円】P8

　亀岡市支えあいまちづくり協働の支援【1,000千円】P9

④シンボルプロジェクトの推進

　《充実》第４次亀岡市総合計画 ～夢ビジョン～ シンボルプロジェクトの推進
【5,000千円】P10

⑤京都学園大学との連携強化

　《充実》京都学園大学との連携強化【5,000千円】P11



  ２）  安全で安心して暮らせるまちづくり【１２億７２百万円】

①セーフコミュニティの再認証に向けた活動の推進

　《充実》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【5,750千円】P12

　《充実》セーフコミュニティ国際ネットワークのメンバーシップ継続【3,660千円】P13

②安全で安心して暮らせるまちづくりの推進

　《新規》防犯カメラ設置による安全・安心なまちづくり【2,279千円】P14

　高齢者地域見守り支援の推進【1,800千円】P15

　《充実》自殺防止対策の充実【1,265千円】P16

　《充実》高齢者の外傷・事故予防研究プロジェクトの推進【3,592千円】P17

　《充実》安全なわが家の耐震化の促進【16,165千円】P18

　《充実》安全・安心のまちづくりのための消防施設等の整備充実
　【27,235千円】P19

　《充実》安心な暮らしをつなぐふれあいネットワークの充実【670千円】P20

③大規模災害などにおける地域防災体制の強化

　《新規》災害用仮設簡易トイレの配備【1,076千円】P21

　《新規》災害ボランティアセンターの開設の支援【200千円】P22



  ３）   健康で元気あふれるまちづくり　【４０億７０百万円】

①子育て支援対策の推進

　《充実》こども医療費助成の充実【143,000千円】P23

　《新規》民間保育園の施設整備の支援【117,861千円】P24

②予防検診と保健指導の充実

　がん・感染症・生活習慣病対策の推進【306,665千円】Ｐ25

　《新規》がん検診受診勧奨による受診率の向上【756千円】Ｐ26

③医療機関と連携した健康増進対策の推進

　《充実》市民が支え・つくる地域医療連携の推進【1,850千円】P27

④地区社協の設立促進と福祉コミュニティづくりの推進

　地域福祉計画の推進【6,059千円】

⑤高齢者が生きがいを持てる地域社会づくりの推進

　老人生きがい対策事業【7,161千円】

⑥住みなれた地域で安心して暮らせる障害福祉サービスの充実

　《充実》障害者福祉サービス事業の充実【1,274,000千円】P28

　《新規》生活介護事業所のサービス提供体制の支援【3,000千円】P29

　《新規》こども発達支援事業の実施【7,000千円】P30



  ４）   豊かな心と文化を育むまちづくり　【１６億９百万円】

①学校施設の耐震改修など安全な教育環境の整備

　《充実》安全・安心で快適な小学校の環境づくり【184,500千円】P32

　《充実》安全・安心で快適な中学校の環境づくり【772,300千円】P33

　《新規》『ミストシャワーで涼と潤い空間づくり』こどものえがお創造事業
【229千円】P34

②豊かな心を育み、生涯を通じて学ぶ意欲の支援

　《新規》絵本のあるふれあいの子育て推進事業【600千円】P35

③市立幼稚園の統合による新幼稚園の建設の推進

　《充実》新しい公立幼稚園の建設の推進【29,800千円】P36

④小中一貫・連携教育、ふるさと学習など特色ある教育の推進

　《新規》小中一貫校の建設の推進【57,484千円】P37

　《充実》こどもの情報活用能力向上のための環境づくり【10,500千円】P38

　ふるさとへの愛着と誇りを持ち、たくましく生きる子どもたちを育てる事業
【2,342千円】P39

⑤ふるさと文化・市民文化の振興と民俗芸能等の保存・継承

　《新規》ポスト国民文化祭事業【1,180千円】P40

　文化資料館展示経費【2,390千円】

⑥生涯スポーツの振興

　生涯スポーツ振興経費【7,384千円】



  ５）  人と環境にやさしいまちづくり　【４億９５百万円】

① アユモドキが生息する自然環境の保全対策の充実

　《充実》「亀岡生き物大学」の充実【1,000千円】P42

　アユモドキの保護・保全の推進【4,590千円】P43

②漂着ごみ対策など環境を守るまちづくりの推進

　《新規》全国の内陸部自治体初・海ごみサミットの開催【8,000千円】P44

③自然エネルギーの活用と省エネルギー方策の推進

　《新規》環境保全活動シンボルカー「アユモドキ号」（電気自動車）導入
　【3,210千円】P45

　《新規》川東浄化センター　ソーラー発電システムの導入　【8,000千円】P46

　住宅用太陽光発電システム設置の支援【8,400千円】P47



④ＣＯ２の削減をはじめとする地球温暖化対策の推進

　《充実》亀岡カーボンマイナスプロジェクトの推進【1,904千円】P48

⑤ごみ減量・資源化の推進

　《新規》ごみ分別拡大・資源化の調査研究【3,000千円】P49

⑥土地区画整理事業の推進

　職住一体を目指すまちづくりの支援(大井町南部地区)【96,750千円】P50

　亀岡駅北地区まちづくり構想の策定【2,200千円】P51

⑦周辺環境との調和による良好な景観形成

　《充実》都市計画図面デジタル化業務(1/2,500)【34,500千円】P52

⑧公園施設の長寿命化に向けた取り組みの推進

　《充実》亀岡運動公園の防災機能の向上とバリアフリー化、
施設の改築・更新事業【213,000千円】P53



  ６）  活力あるにぎわいのまちづくり　【２億６５百万円】

 《新規》大規模スポーツ施設の誘致～京都府の専用球技場～
【16,050千円】P55

①農業・商業・工業・観光の連携・交流による産業振興の促進

　«新規»ものづくり産業振興ビジョンの策定【4,400千円】Ｐ56

　«新規»「がんばる元気農業のまち」６次産業化モデルの創造【3,500千円】Ｐ57

②「かめおか元気農業」の推進

　«新規»「がんばる元気農業のまち」農業サポート隊の派遣【500千円】Ｐ58

　«充実»「がんばる元気農業のまち」京野菜園芸産地の育成強化
　　【15,000千円】P59

　«充実»「がんばる元気農業のまち」農業生産体制の支援【13,699千円】Ｐ60

　«充実»農と環境を守る地域協働活動の支援【38,893千円】Ｐ61

③桂川右岸地域における国営ほ場整備事業の推進

　《新規》国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」の促進【3,116千円】P62

④地域資源を活かした魅力ある商店街づくりの支援

　商店街等のイベント事業補助【5,416千円】Ｐ63



⑤企業誘致の促進、ものづくり産業の育成支援

　企業立地奨励金【62,260千円】Ｐ63

　《充実》ＮＨＫ大河ドラマ誘致の推進【1,000千円】Ｐ64

　《新規》「明智かめまる」にぎわい観光まちづくり【1,000千円】Ｐ65

　《新規》「明智かめまるナンバープレート」の作成【4,400千円】Ｐ66

　《充実》第40回亀岡光秀まつりの支援【3,000千円】Ｐ67

⑦就労支援の充実

　緊急雇用創出事業経費【61,663千円】

⑥保津川下り、湯の花温泉、トロッコ列車、亀岡祭など亀岡の魅力を
　 発信した観光の振興



  ７）  快適な生活を支えるまちづくり　【３１億９百万円】

①幹線道路・生活道路網の整備促進

　安全・安心で快適なまちづくりのための街路の整備【70,000千円】P69

　安全・安心で快適なまちづくりのための道路の整備【896,906千円】P70

②ＪＲ千代川駅東側広場整備の促進とバリアフリーの推進

　《新規》千代川駅周辺のバリアフリー構想の策定【6,960千円】P71

③バス交通の利便性の向上

　コミュニティバス運行事業経費【15,134千円】

　ふるさとバス運行事業経費【86,367千円】

④桂川堤防・護岸高水敷を活用した保津川かわまちづくり計画の推進

　《充実》保津川の水辺空間を活用する計画の策定【10,800千円】P72

⑤水道未普及地域解消事業の促進

　水道未普及地域（畑野町）の解消【838,817千円】P73

　《新規》水道未普及地域の安定した飲料水の確保対策【6,300千円】P74



  ８）  効率的で明るい都市経営

・情報公開の推進

・開かれた市政の推進

　行政の透明性の向上と市民・行政の情報の共有化に向け、情報公開を推
進する。

　審議会等への市民公募やパブリックコメントの実施など、まちづくりの方針
決定過程における市民意見の募集・反映を推進する。

　市有財産の利活用実態の検証を進め、他用途での活用が可能な未利用
財産については効果を優先した用途変更（処分も含む）を図っていく。

④納付環境の充実と支払日の拡大

コンビニ収納（軽自、市民税、固定資産税、国保）が可能となり、今後も納付
方法の充実を図る。

・

　財政指標は早期健全化率を全て下回っているものの厳しい財政状況が
続いており、限られた財源を効率的、効果的に活用し、必要性や有効性、
費用対効果及び事業の緊急性や優先度を考慮のうえ、「選択と集中」によ
る重点化。

・

①行財政改革プラン2010-2014による健全な行財政運営の確立

②情報公開による開かれた市政の推進

③公有財産の有効活用

市からの支払いについては、月３回（５日、１５日、２５日）としていたが、シス
テムを変更のうえ、毎週月曜日とし月４～５回に増やし、債権者へのサービ
ス向上と会計事務の改善を図る。



○ 一般会計　

予算総額３４８億６００万円

○ 特別会計

予算総額２７５億２，１６６万円

◎ 一般･特別会計の合計

　　　　６２３億２，７６６万円

　≪ 過去２番目の予算規模 （対前年度 7.6％増） ≫

≪（対前年度　0.2％減）≫

 ≪ 過去最大の予算規模 （対前年度 4.0％増）≫

当初予算規模

３期目 市民 約束の 思いを 胸に 夢ビジョン推進予算

３ ４ ， ８ ０ ６ 百万円


