
資料 １ 



　　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

　　◆  重点施策の推進

　　◆    市長マニフェストの推進

　安全・安心 笑顔と絆の 
しあわせ実感都市

日本一しあわせを実感できるまちを目指します

★

予算編成の基本方針
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★     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　【3億3,900万円】

①「世界連邦・非核平和都市宣言」による平和のまちづくり

　笑顔と心の絆を結ぶ平和都市推進経費【1,748千円】

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

　男女共同参画により『誰もが自分らしく生きられるまち・

亀岡』を推進する経費【5,548千円】P1

③市民との協働によるまちづくりの推進

　《新規・充実》市民の皆さんと共に祝う市制６０周年記念事業経費【13,072千円】P2

　《充実》市民活動団体が取り組む地域課題解決を支援する経費【4,000千円】P3

④シンボルプロジェクトによる市民との協働のまちづくり

　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経費【4,500千円】

⑤大学との連携強化

　京都学園大学との連携強化【4,100千円】

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 
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  ２）  安全で安心して暮らせるまちづくり　【6億1,800万円】

①セーフコミュニティの推進

　「安全・安心のまちづくりの実現」協働推進経費【4,200千円】P5

②インターナショナルセーフスクールの認証取得

　「安全・安心　いのち輝く学校・保育所づくり」協働推進経費

【11,076千円】P6

③安全で安心して暮らせるまちづくりの推進

　　 《充実》消防団員の活動を強化する経費【17,501千円】P7

　 　《充実》自主防災体制の充実【2,920千円】P8

　《新規》亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援経費【300千円】P9

　安全なわが家の耐震化促進事業【15,974千円】

　《充実》市営住宅整備事業【200,560千円】P10

④大規模災害などにおける地域防災体制の強化

　　　《充実》大規模災害に備えた対策・体制の強化【26,297千円】P11

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 

 

資料２  

- 3 -



  ３）   健康で元気あふれるまちづくり　【23億5,500万円】

①子育て支援対策の推進

　《充実》こども医療費助成経費【143,158千円】P14

　《充実》「子ども・子育て支援新制度」の円滑な移行に向けた子育て支援経費

【13,500千円】P15

②予防検診と保健指導の充実

　不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽減する経費【6,000千円】

　《充実》予防接種のための経費【216,028千円】P16

③医療機関と連携した健康増進対策の推進

　　市民が支え・つくる地域医療の連携を推進する経費【4,526千円】

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

　地域コミュニティ推進経費【5,520千円】

⑤高齢者が生きがいを持てる地域社会づくりの推進

　敬老事業経費【25,676千円】

⑥介護保険サービス供給体制の充実

　　高齢者生活支援経費【17,650千円】

⑦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

　障害者福祉サービス事業経費【1,399,857千円】

　《新規》難聴の子どもに対する補聴器購入費等助成経費【343千円】P17

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 

 

資料２  

- 4 -



  ４）   豊かな心と文化を育むまちづくり　【19億1,300万円】

①学校施設の耐震改修など安全な教育環境の整備

　教育機能や安全性を向上させる学校施設整備事業【806,689千円】P20

　《充実》亀岡市放課後児童健全育成事業（放課後児童会）の運営に関する経費
【126,365千円】P21

②豊かな心を育み、生涯を通じて学ぶ意欲の支援

　《新規》子ども読書手帳【246千円】P22

　児童生徒の基礎学力の充実・向上を推進する経費【1,600千円】

③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

　情報活動能力向上のための環境づくり【24,475千円】

④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》姉妹都市・友好交流都市招聘経費【5,100千円】P23

　《新規》京都亀岡ハーフマラソン大会振興経費【5,000千円】P24

　《充実》亀岡祭山鉾行事保存継承事業活動補助経費【2,400千円】P25

⑤京都府の専用球技場「京都スタジアム（仮称）」の建設促進

　亀岡の未来を照らす希望のスタジアム建設推進等事業
【519,963千円】P26　（特別会計分を含む　563,363千円)

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 
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  ５）  人と環境にやさしいまちづくり　【13億600万円】

① アユモドキが生息する自然環境の保全対策の充実

　アユモドキの保護・保全の推進【12,705千円】P30

②環境を守るまちづくりの推進

　漂着ごみ対策リーディングプロジェクト【3,000千円】

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》電気自動車等普及促進補助経費【1,000千円】P31

④ＣＯ２の削減をはじめとする地球温暖化対策の推進

　環境にやさしいまちづくりの推進【754千円】

⑤ごみ減量・資源化の推進

　《新規》使用済小型家電のリサイクル事業【802千円】P32

⑥土地区画整理事業の推進

　《充実》人と環境にやさしいまちづくりを支援する事業
　　　　　　　(大井町南部地区・亀岡駅北地区および周辺地区)【448,000千円】P33,34

⑦周辺環境との調和による良好な景観形成

　景観形成事業経費【2,174千円】

⑧公園施設の長寿命化に向けた取り組みの推進

　《新規》都市公園施設長寿命化対策事業【49,600千円】P35

⑨京都・亀岡保津川公園整備事業の推進

　にぎわいの創出と自然環境と共生する
京都・亀岡保津川公園の整備事業【344,200千円】

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 
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  ６）  活力あるにぎわいのまちづくり　【37億3,400万円】

①少子化・定住対策の推進

　母子保健事業経費【78,506千円】

　企業立地・雇用促進奨励金経費【46,000千円】

②農業・商業・工業・観光の連携・交流による産業振興の促進

　《充実》有害鳥獣による農林作物被害を軽減する経費【9,000千円】Ｐ38

③持続的発展をめざした農業施策の推進

　《新規》安心と信頼で農地集約化を推進する経費【94,674千円】Ｐ39

④国営緊急農地再編整備事業［亀岡中部地区］の促進

　未来につなぐ地域農業を目指した国営ほ場整備事業【2,949千円】P40

⑤地域資源を活かした魅力ある商店街づくりの支援

　商店街等イベント事業補助経費【6,300千円】

⑥企業誘致の促進、ものづくり産業の育成支援

　中小企業者の資金借り入れに対する保証料を助成する経費【6,564千円】

　《新規》観光地情報ＰＲ推進経費【11,380千円】Ｐ41

⑧雇用対策の促進と就労支援の充実

　緊急雇用創出事業経費【34,660千円】

⑦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
　 発信する観光の振興

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 
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  ７）  快適な生活を支えるまちづくり　【16億1,100万円】

①広域幹線道路（国道４２３号法貴峠バイパス等）・生活道路の整備促進

　安全・安心で快適な道づくり事業【776,300千円】P43

　《充実》わがまちの花づくり推進事業【1,650千円】P44

②橋梁の長寿命化の推進

　橋梁整備事業【61,114千円】

③ＪＲ千代川駅東側広場整備とバリアフリーの推進

　《充実》ＪＲ千代川駅周辺整備事業【66,864千円】P45

④バス交通の利便性の向上

　《充実》コミュニティバス運行事業経費【38,595千円】P46

　ふるさとバス運行事業等経費【104,553千円】P46

⑤桂川堤防・護岸高水敷を活用した保津川かわまちづくりの推進

　高水敷公園整備事業費【58,150千円】P33

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 
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  ８）  効率的で明るい都市経営　　　【4,600万円】

　第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画策定経費【12,700千円】P47

　《新規》公共施設等総合管理計画策定経費【9,518千円】Ｐ48

　　市議会インターネット中継等経費【4,246千円】

・情報公開の推進

・開かれた市政の推進

　　財産管理経費【16,820千円】

　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。

③公有財産の有効活用

　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。

①行財政改革の堅実な推進

　財政指標は早期健全化比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。

②情報公開による開かれた市政の推進

※【 】の金額を印した右横の表示は     のページを記載 
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○ 一般会計　

予算総額　３３９億７,０００万円

○ 特別会計

予算総額　２９６億２，８５０万円

◎ 一般･特別会計の合計

　　　　　６３５億９，８５０万円
　　　　　　　≪ （対前年度 １．５％減） ≫

　　　　　　　　　　　≪ （対前年度　０．４％減） ≫

　　　　　　　　　　　　≪ （対前年度　２．７％減） ≫

当初予算規模 
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（単位：千円）

1
市制６０周年記念事業実行
委員会事業

【第1部】
平成27年4月（予定）

【第2部】
平成27年12月5日（土）
　　　　　　　　　6日（日）

6,500 夢ビジョン推進課

2 市制施行６０周年記念式典 平成27年11月23日（祝） 4,250 秘書広報課

3 被爆ピアノコンサート 平成27年8月29日（土） 474 秘書広報課

4
市制６０周年記念事業市勢
要覧の作成

－ 2,322 秘書広報課

5
姉妹都市・友好都市交流4
市招聘事業（仮称）

平成27年11月21日（土）～
平成27年11月26日（木）

【予定】
5,100 市民協働課

6
第１回京都亀岡ハーフマラ
ソン大会

【選手受付・開会セレモニー】
平成27年12月5日（土）
【選手受付・大会】
平成27年12月6日（日）

5,000 スポーツ推進課

7 第１５回生涯学習賞
平成27年11月
受賞者発表 3,455 市民協働課

8 ヒューマンシネマ２０１５
平成27年８月23日（日）

【予定】 393 人権啓発課

9 ヒューマンフェスタ２０１５
平成27年11月15日（日）

【予定】 2,624 人権啓発課

10 ゆう・あいフォーラム２０１５
平成27年11月15日（日）

【予定】 1,211 人権啓発課

11
第６４回平和祭市民スポー
ツ大会

開会式：
平成27年7月4日（土）
競技大会：
平成27年7月～10月（予定）

200 スポーツ推進課

12 亀岡市環境フェスタ２０１５ 平成27年10月3日（土） 538 環境政策課

13
第６４回亀岡平和祭保津川
花火大会

平成27年8月7日（金） 3,500 ものづくり産業課

14 第４３回　亀岡光秀まつり 平成27年5月3日（日） 2,800 観光戦略課

15 第３３回下水道フェスティバル 平成27年9月12日（土） 517 下水道課

16
市制６０周年記念文化財普
及啓発冊子

－ 324 社会教育課

市制６０周年記念事業一覧

№ 事業名 事業概要 事業実施日
事業費
（経費）

担当課

市政にご功労いただいた方や市に対して篤志をいただいた方を表彰し、市
民と共に感謝の意を表するとともに、亀岡市の自治振興の契機として祝い、
また、併せて平成２７年は市制施行６０周年であるため、記念式典を開催す
る。

広島で被爆し、修復により奇跡的に音色を取り戻した被爆ピアノ。爆風でガ
ラス片が突き刺さった傷跡が多数残りながらも、美しい音色を奏でるこのピ
アノの演奏を「世界連邦・非核平和都市」宣言を行った亀岡市において、広
く市民に聞いていただき、核兵器の悲惨さや平和の尊さを改めて考える機
会とする。

・15回目となる平成27年度は「生涯学習大賞『石田梅岩賞』」、「生涯学習共
生賞」、「生涯学習奨励賞」の3賞を表彰。
・市制60周年に併せ、地域に根ざした生涯学習によるまちづくりを実践する
個人、あるいは団体・グループを表彰する「生涯学習奨励賞」を通常の1件
から、1件増やし2件の表彰を行う。

亀岡市は8月を「平和月間」、京都府は「人権強調月間」としている。すべて
の人が、お互いに認め合い、幸せを感じながら生きることができる平和な社
会は、みんなの願いである。命の尊さ、平和の大切さを改めて考える「平和
と人権」を学ぶ機会として市民が気軽に参加できる映画会を開催。

・ 「人権・平和意識の高いまちづくり」の実現に向け、生涯学習都市宣言に
うたわれている「人間の尊重」の精神を市民に広めることを目的に実施。
・市民イベントとして子どもから高齢者まで幅広い世代の市民が気軽に参加
して人権を学び、人権意識の向上に取り組むとともに、自主的に多くの市民
が参加する魅力的な事業を目指す。

市制６０周年の記念すべき年となるので、姉妹都市・友好都市の4市の方を
招聘し、共に祝い、4市の友好の絆を深める機会とする。
また、市民レベルでの交流を深めるために、小学校訪問や、亀岡市の文化
団体と交流、また亀岡国際交流協会主催の事業などを実施する予定。

豊かな自然と緑に恵まれた京の奥座敷「湯の花」をステージに、こころ交流
のまち亀岡の魅力を味わっていただくとともに、参加者相互の健康づくり・仲
間づくりを図り、スポーツの普及・振興と中距離ランナーの育成・普及を目的
に開催する。
【競技種目：ハーフマラソン（21.0975㎞）、10㎞ロードレース、5Kmロードレー
ス、3Kmロードレース、1.5㎞ファンラン】
・実行委員会への補助金（大会事業費は24,000千円）

○維持管理コーナー　　　　 ○年谷浄化センター見学会
○太陽光発電コーナー　　　○コンポストコーナー
○下水道体験学習　　　　　 ○お祭り広場  等

国、府、市の重要文化財を集め紹介する

性別にとらわれず、誰もが自分らしく生きられるまち・亀岡を目指し、男女共
同参画意識の浸透や参加者相互の交流、ネットワーク化を図るため市民と
協働で開催する。
・内容等は、企画運営委員会で協議し決定する。
(H26：講演会・ワークショップ・物販等)

本大会は、郷土の平和と繁栄を祈念する真夏の祭典「平和祭」協賛事業と
して、市民の健康増進、体力の向上、スポーツの推進を図るため、各競技
大会を開催する。

ごみの減量化や地球温暖化対策などの環境問題について、市民の関心を
高めてもらうために、「環境フェスタ」を開催する。

世界の恒久平和とふるさと亀岡の平和を願い開催する。

市制６０周年を迎えた記念すべき年を市民の皆さんと共に祝い、さらなる発
展を図るため、記念事業を実施する。
　　　○第1部　　記念植樹事業
　　　○第2部　　京都亀岡ハーフマラソンとのタイアップ事業

平成２６年度は武者行列及びかめまるフェスタを合わせ39,000人の来場が
あった「亀岡光秀まつり」を市制60周年記念事業として位置付け、行列の充
実等を図り、市内外の参加者拡充を図る。
・実行委員会への補助金

主要な施策や情勢をまとめた「市制６０周年記念市勢要覧」を作成し、市内
外への亀岡市のＰＲ、まちづくりへの理解や協働を呼び掛ける。
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（単位：千円）

№ 事業名 事業概要 事業実施日
事業費
（経費）

担当課

17
亀岡祭山鉾行事保存継承
事業

平成27年10月 2,400 社会教育課

18
開館３０周年記念　第５８回
企画展「ふるさと亀岡の道」

平成27年4月25日（土）～
5月31日（日）

19
開館３０周年記念　第５９回
企画展「戦争平和展2015」

平成27年7月25日（土）～
8月30日（日）

20
開館３０周年記念 第３１回
特別展　亀岡の古代寺院

平成27年10月24日（土）～
11月29日（日）

21
地域ふれあいサイエンスフェ
スタ２０１５

平成27年10月24日（土）
【予定】 1,000 教育研究所

合　　計 44,678

60周年記念事業として山鉾連合会への補助金を増額

亀岡には七街道の一つである山陰道が通っている。歩いて、見て、経験し
たことについては道中記や日記などにより後世まで伝わるが、道そのもの
歴史は意外と知られていないものである。時代や目にしてきた風景は違っ
ても、同じ場所にたち、人々の生活と密着してきた思いをのせた「道」を主役
として紹介する機会とする。

 児童生徒並びに市民の自然科学や環境に対する関心を引き出し、「感動
するこころ」「探求するこころ」を育てる機会を提供し、亀岡を知り、ふるさと
を愛するきっかけづくりとして地元企業、地元の小中学校、高校、大学の参
画を得て「地域ふれあいサイエンスフェスタ２０１５」を実施する。 ６０ブース
の開設予定（平成２６年度は４９ブース）。

2,070 文化資料館
戦後70年をむかえ、戦争の記憶が薄れつつある。日本が戦争だった頃、亀
岡もそうであったことを、地元に残る資料や聞き取りをもとに、当時の様子を
丁寧に紹介する。

亀岡市内には古代寺院が分布している。平成26年度の観音芝廃寺（篠町）
での発掘調査では、南門が明らかになった。古代寺院は、豪族たちが仏教
伝来にともなって古墳にかわり権力の象徴として寺院を建立した。今回の展
示では、亀岡の古代寺院を概観し、古代の亀岡を支配した豪族たちの動向
を考える機会とする。
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