
資料 １



 第４次総合計画 ～夢ビジョン～ の推進

かめおか・未来・チャレンジビジョンの推進

 「選ばれるまち」

―　市民力で未来を拓く　―

重点施策の推進

「住み続けたいまち」亀岡 を目指して

地方創生関連事業

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金充当事業

予算編成の基本方針

チャレンジ

ふるさと

地方創生
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○ 一般会計　

予算総額　３３６億２,５００万円

○ 特別会計

予算総額　３０８億２，２０９万円

◎ 一般･特別会計の合計

　　　　　６４４億４，７０９万円

　　　　　　　　　　　≪ （対前年度　９．２％増） ≫

　　　　　　　　　　　　≪ （対前年度　１．８％減） ≫

　　　　　　　≪ （対前年度 ３．６％増） ≫

当初予算規模
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賑わいのまちづくり

●京都スタジアム（仮称）関連事業

●ホストタウン事業

●森の京都ＤＭＯをはじめとする観光推進

●雲海テラスの整備

子どもの未来づくり

●多子世帯へのこども医療費助成拡大

●待機児童対策として民間保育園の施設整備補助

●公立保育所耐震化工事

●小学校エアコン整備

●中学校選択制デリバリー弁当導入

京都スタジアム（仮称）の技術提案

時のイメージであり、今後、変更さ

れることがあります。

重点事業

～かめおか・未来・
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新たな魅力づくり

●移住・定住の促進

●ふるさと納税の増額（１億円＋α）

●亀岡まるごとガーデン・ミュージアム

●森のステーションかめおか

チャレンジビジョン～
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　 　　　　   　 第４次総合計画施策の大綱８項目

  １）  互いを認め合う、ふれあいのまちづくり

①市民憲章の精神を尊重する、平和と人権の根づくまちづくり

　《新規》保津児童館大規模改修事業【49,229千円】P1

　笑顔と心の絆を結ぶ平和都市推進経費【1,281千円】

　　（《新規》”ヒロシマ”に学ぶ平和の旅経費【655千円】P2）

②イクボス宣言をはじめとする男女共同参画の推進

　男女共同参画推進経費【5,125千円】P3

③市民力によるまちづくりの推進

　市民力による魅力あるまちづくり推進経費【5,603千円】P4

　　（市民活動団体が取り組む地域課題解決を支援する経費【2,400千円】）

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

ふるさと

チャレンジ

チャレンジ ふるさと
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  ２）  安全で安心して暮らせるまちづくり

①セーフコミュニティ・インターナショナルセーフスクールの推進

　《充実》安全で安心して暮らせるまちづくり推進事業【8,281千円】P5

②大規模災害などにおける地域防災体制の強化

　《新規》実践的な総合防災訓練の実施【3,000千円】P6

　《新規》災害時の避難者の通信手段確保事業【240千円】P7

　農村地域防災力向上推進事業【41,000千円】P8

③安全で安心して暮らすことのできるまちづくり

　《充実》交通事故から高齢者の命を守る支援事業【960千円】P9

　《新規》ドライブレコーダー設置経費【1,170千円】P10

　通学路対策経費【14,630千円】

　学校安全管理経費【22,566千円】

　公衆街路灯ＬＥＤ化助成事業【7,200千円】

上記事業費は、７）快適な生活を支えるまちづくり　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　に含まれています。

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

チャレンジ

チャレンジ

ふるさと

チャレンジ

チャレンジ ふるさと

チャレンジ
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  ３）   健康で元気あふれるまちづくり

①予防検診・保健指導など、健康増進対策の推進

　予防接種のための経費【214,490千円】

　がん検診等保健事業経費【65,583千円】

②妊娠期から出産、子育て期までの切れ目ない支援の推進

　《充実》こども医療費助成経費【173,172千円】P11

　《充実》子育て世代包括支援センター事業及び乳幼児身体クリニック事業

【76,219千円】P12

　《充実》待機児童対策としての保育所施設整備を補助する経費

【147,121千円】P13

　《充実》公立保育所の施設等整備事業及び保育サービスを充実する経費

【98,566千円】P14

　《新規》保健センター事務室改修事業【25,000千円】P15

③婚活支援事業の推進

　《新規》婚活支援のための経費【700千円】

上記事業費は、７）快適な生活を支えるまちづくり　⑤空き家対策の推進に含まれています。

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

チャレンジ

ふるさと

チャレンジ

ふるさと

ふるさと
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④高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進

　《新規》敬老乗車券事業【10,000千円】P16

　老人生きがい対策経費【5,797千円】

⑤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

　《新規》ＪＲ亀岡駅バリアフリー整備事業【700千円】P17

　障害者福祉サービス事業経費【1,752,720千円】

⑥地域福祉の推進

　《充実》生活に困窮する人を支援し自立を促進する経費【13,387千円】P18

チャレンジ ふるさと

チャレンジ
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  ４）   豊かな心と文化を育むまちづくり

①豊かな心を育み、生涯を通じて学ぶ意欲の支援

　《充実》学校図書館支援・連携充実経費【7,299千円】P19

②空調機器をはじめとする学校施設整備の推進と教育環境の充実

　《新規》市立小学校空調設備設置事業【27,276千円】P20

　《新規》市立小学校非構造部材耐震化事業【6,586千円】P21

　《新規》選択制デリバリー弁当導入経費【6,643千円】P22

　《充実》放課後児童健全育成事業(放課後児童会)運営経費

【168,055千円】P23

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

　《新規》学校規模適正化経費【3,380千円】P24

　生きる力を育む教育推進経費【40,165千円】

　ふるさと学習推進経費【1,301千円】

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》東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化芸術の取組

『かめおか霧の芸術祭（仮称）』【1,000千円】P25

　《新規》東京オリンピック・パラリンピックに向けたホストタウン事業

【4,000千円】P26

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

チャレンジ ふるさと

チャレンジ

チャレンジ ふるさと

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ

ふるさと
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⑤生涯スポーツ社会の推進と充実

　《充実》亀岡運動公園競技場第３種公認取得事業【46,783千円】P27

　《新規》亀岡の未来を照らす希望のスタジアム建設推進等事業

【2,005,117千円】P28

⑥京都府の専用球技場「京都スタジアム（仮称）」の建設促進

ふるさと

チャレンジ
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  ５）  人と環境にやさしいまちづくり

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》アユモドキの保護・増殖推進経費【14,485千円】P29

②再生可能エネルギーと省エネルギーの推進

　《新規》再生可能エネルギー等の普及を促進する事業経費【4,650千円】P30

③ごみ減量・資源化の推進

　《新規》（仮称）亀岡市ゼロエミッション計画策定経費【4,023千円】P31

④土地区画整理事業の推進

　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)【156,949千円】P32

⑤ガーデンシティによる花と緑のまちづくり

　《新規》「亀岡まるごとガーデン・ミュージアム」プロジェクト事業

【30,810千円】P33
上記事業費の一部は、下記　緑花推進経費　に含まれています。

　緑花推進経費【74,872千円】

　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【287,800千円】P34

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

チャレンジ ふるさと

チャレンジ

チャレンジ

ふるさと

チャレンジ

チャレンジ 地方創生

ふるさとチャレンジ 地方創生

チャレンジ
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  ６）  活力あるにぎわいのまちづくり

①持続的発展をめざした農業施策の推進

　特産品等振興経費【5,180千円】

　畜産振興関係経費【1,335千円】

②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【2,865千円】

③農林作物被害を軽減する有害鳥獣対策の推進

　《充実》鳥獣対策事業経費【27,457千円】

　商店街等イベント事業補助経費【5,040千円】

　企業立地・雇用促進奨励金経費【38,500千円】

　《新規》雲海テラス整備事業【10,324千円】P35

　《新規》森の京都ＤＭＯ推進経費【20,000千円】P36

　《新規》森のステーションかめおか推進事業経費【23,300千円】P37

　雇用対策経費【1,210千円】

⑦雇用対策の促進と就労支援の充実

④地産地消の推進と魅力ある商店街づくりの支援

⑥三大観光をはじめとする亀岡の魅力発信と、森のステーション・

⑤企業誘致の促進、ものづくり産業の育成支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち雲海テラスライブカメラ映像配信委託経費）

　　雲海テラスなどの新たな魅力づくり

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

チャレンジ 地方創生

チャレンジ 地方創生

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ 地方創生

チャレンジ

地方創生

ふるさと
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  ７）  快適な生活を支えるまちづくり

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【595,928千円】P38

　橋梁長寿命化修繕事業【59,300千円】P39

②ＪＲ千代川駅バリアフリーの促進

　《充実》ＪＲ千代川駅周辺整備事業【15,230千円】P40

③高齢者をはじめとするバス交通の利便性向上と格差是正

　《新規》交通の安全と駅周辺における快適な環境づくり経費【1,052千円】P41

　市民の生活交通の維持確保と更なる利便性向上に向けた推進経費

【125,699千円】P42

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の推進

　人と環境にやさしい保津川かわまちづくり事業【81,900千円】P43

⑤空き家対策の推進

　《新規・充実》移住・定住促進経費【8,982千円】P44

⑥ゆとりある良好な住環境の整備

　安全なわが家の耐震化促進事業【16,113千円】P45

⑦シティプロモーションの推進

　　《新規》撮影用ドローン導入経費【230千円】P46

　《新規》オリジナルデザイン婚姻届等導入経費【339千円】P47

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

チャレンジ ふるさと

ふるさと

チャレンジ

チャレンジ ふるさと

チャレンジ ふるさと

チャレンジ
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  ８）  効率的で明るい都市経営

　　《新規》スマートデバイスに対応した議会映像配信システム整備経費【562千円】P48

・情報公開の推進

・開かれた市政の推進

　《充実》ふるさと納税推進経費【169,596千円】P49

　　《新規》庁舎利便性向上事業経費【3,200千円】P50

　《新規》亀岡会館及び中央公民館除却事業【19,163千円】P51

②情報公開による開かれた市政の推進

①行財政改革の堅実な推進

　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。

③ふるさと納税による収入の確保

④公有財産の有効活用

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

チャレンジ

チャレンジ ふるさと

チャレンジ
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