
　《充実》安全で安心して暮らせるまちづくり推進経費【12,889千円】

亀岡盆地を包む雲海と朝陽

市の石『桜石』 ・市の魚『アユモドキ』

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

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金充当事業

地方創生関連事業

新規事業…《新規》、充実事業…《充実》

 「選ばれるまち」
「住み続けたいまち」亀岡 を目指して

―　市民力で未来を拓く　―

予算編成の基本方針

地方創生

チャレンジ

ふるさと

重 点 施 策
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○ 一般会計　

予算総額　３０９億４,１００万円

○ 特別会計

予算総額　２７８億３，８２２万円

◎ 一般･特別会計の合計

　　　　　５８７億７，９２２万円

　　　　　　　　　　　≪ （対前年度　８．０％減） ≫

　　　　　　　　　　　　≪ （対前年度　９．７％減） ≫

　　　　　　　≪ （対前年度 ８．８％減） ≫

当初予算規模
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　《充実》安全で安心して暮らせるまちづくり推進経費【12,889千円】P4

子育て、教育で憧れのまちに

●子ども家庭総合支援拠点の設置

●公立保育所及び民間保育園の利用者支援の充実

●放課後児童会を全校・全学年で実施（時間延長）

●小学校へ外国語教育支援員の配置

●家庭・学校・地域で教育力向上事業

（地域未来塾の実施）

重点事業

まちの新たな魅力を発信

●シンボルプロジェクト始動

（市民協働で創造する京都スタジアム関連事業）

●明智光秀像の建立を推進

●亀岡まるごとガーデン・ミュージアムの推進

●移住促進施設オープン

●森の京都ＤＭＯをはじめとする観光推進

●森のステーションかめおかグランドオープン

●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・文化芸術の振興

●既存集落まちづくり区域指定制度の創設

夢をかたちに かたちを京都スタジアム（仮称）のイメージであり、

今後、変更されることがあります。
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健全で効率的な行財政運営

●ふるさと納税の増額（２億＋α）

●電力の地産地消へチャレンジ

（ふるさとエナジー設立による経費削減）

●庁舎照明のＬＥＤ化

●通年議会の導入による議会活動の充実

現実に かめおか新時代へ！！

市民の安全・安心に向けて

●セーフコミュニティ・セーフスクール活動の推進

●Ｊアラート及び新たな防災行政無線の整備

●ＪＲ千代川駅バリアフリー整備

●安全な公共施設管理

（亀岡会館及び中央公民館の解体工事）

●避難所である市民体育館の空調整備

●手話言語及び障害者コミュニケーション条例の制定
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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

　人権と命を尊重する文化の息づくまちづくり経費【5,292千円】P1

　笑顔と心の絆を結ぶ平和都市推進経費【2,482千円】

　（《充実》”ヒロシマ”に学ぶ平和の旅・世界連邦日本大会経費【1,950千円】P2）

②イクボス宣言の実践などによる男女共同参画の推進

　男女共同参画推進経費【4,753千円】P3

③市民力による支えあいまちづくりの推進

　市民力による魅力あるまちづくり推進経費【6,041千円】

※【 】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経費【12,889千円】P4

②大規模災害などにおける地域防災体制の強化

　《新規》避難情報等収集伝達機能強化事業【14,900千円】P5

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【1,325千円】P6

　公用車の適正管理と安全運転管理経費【955千円】Ｐ7

　通学路対策経費【8,080千円】

　学校安全管理経費【22,464千円】

　公衆街路灯ＬＥＤ化助成事業【7,200千円】

　農村地域防災力向上推進事業【35,000千円】

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
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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【215,066千円】

　がん検診等保健事業経費【65,361千円】

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》子ども家庭総合支援拠点の設置・運営【12,103千円】P8

　こども医療費助成経費【166,190千円】

　《充実》子育て世代包括支援センター経費【8,696千円】P9

③保育環境・保育サービスの更なる充実

　《充実》待機児童解消に向けた取組の推進経費

【1,668,027千円】P10

　《新規》医療的ケア児保育支援事業【5,196千円】P

　《新規》公立保育所の施設等整備事業【3,748千円】P

④婚活支援事業の推進

婚活支援のための経費【600千円】

上記事業費は、７）快適な生活を支えるまちづくり　⑤移住・定住の促進など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

ふるさと

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ ふるさと

チャレンジ
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⑤高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進

　敬老乗車券事業【10,000千円】

　老人生きがい対策経費【5,991千円】

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

　《新規》「亀岡市手話言語及び障害者コミュニケーション条例」制定記念経費

【524千円】P11

　障害者福祉サービス事業経費【1,831,136千円】

ふるさと

チャレンジ

※【 】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
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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

　《新規》生涯学習都市宣言３０周年記念経費【1,373千円】P12

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》教職員の校務用パソコン更新事業【20,068千円】P13

　《充実》若木の家管理事業【9,330千円】P14

　《新規》《充実》家庭・学校・地域の教育力向上事業経費【2,501千円】P15

　《充実》放課後児童健全育成事業(放課後児童会)運営経費

【170,625千円】P16

　第４回かめおかっこ　夢・未来　子ども読書フェスティバル開催経費

【593千円】P17

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【2,212千円】P18

　《新規》外国語教育充実事業経費【6,678千円】P19

　生きる力を育む教育推進経費、キャリア教育推進事業経費【37,808千円】

　ふるさと学習推進経費【3,314千円】

※【 】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

チャレンジ

チャレンジ

チャレンジ ふるさと

ふるさと
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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》明智光秀像建立事業【20,000千円】P20

　《新規》「亀岡の行事と行事食（英語版）」作成経費【750千円】P21

　《充実》『かめおか霧の芸術祭』関連経費【3,000千円】P22

　《充実》文庫資料の調査研究・保存活用推進経費【800千円】P23

　《充実》ホストタウン関連事業経費【4,580千円】P24

　　《充実》第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画

　　　　　　　　　　　　　　　　シンボルプロジェクト推進経費【2,320千円】P25

　亀岡の未来を照らす希望のスタジアム建設推進等事業

【2,500千円】P26

⑤ホストタウンに向けた取組をはじめとする生涯スポーツ社会の
　　推進と充実

⑥「京都スタジアム（仮称）」をランドマークにした、
　　魅力あるまちづくりの推進

ふるさと

チャレンジ

ふるさと

資料２※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載

チャレンジ

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

アユモドキの保護・増殖推進経費【14,435千円】P27

②再生可能エネルギーと省エネルギーの推進

自立型再生可能エネルギーの普及を促進する経費【1,850千円】P28

③ごみ減量・資源化の推進

ゴミを出さない地域社会づくり推進経費【51,108千円】P29

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)【144,597千円】P30

⑤まるごとガーデンミュージアム構想による花と緑のまちづくり

　「亀岡まるごとガーデン・ミュージアム」プロジェクト

【16,350千円】P31
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【68,088千円】

　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【172,673千円】P32

　《新規》《充実》亀岡運動公園整備事業【45,450千円】Ｐ33

※【 】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

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

ふるさと

ふるさと
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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

　農業担い手育成事業経費【71,219千円】

　《新規》《充実》亀岡牛ブランド力・安定供給強化推進事業経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【6,678千円】P34

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【2,669千円】

③農林作物被害を軽減する有害鳥獣対策の推進

　鳥獣対策事業経費【19,807千円】

　都市・農村交流事業経費【5,058千円】

　企業立地・雇用促進奨励金経費【53,443千円】

　森のステーションかめおか推進事業経費【17,259千円】P35

　森の京都ＤＭＯ推進経費【18,252千円】P36

　《充実》亀岡平和祭保津川市民花火大会実施経費【4,000千円】P37

　雇用対策経費【1,229千円】

⑥三大観光や森のステーションなどの亀岡の魅力発信

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

⑤企業誘致の促進、ものづくり産業の育成支援

※【 】の金額を印した右横の表示は のページを記載資料２

地方創生

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

地方創生

チャレンジ 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【365,360千円】P38

　橋梁長寿命化修繕事業【30,000千円】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【56,578千円】P40

③バス交通の利便性向上と地域間の格差是正

　交通の安全と駅周辺における快適な環境づくり経費【2,773千円】P41

　《充実》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

【118,277千円】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

　桂川高水敷土地利用経費【2,840千円】

⑤移住・定住の促進など空き家対策の推進

　《充実》移住・定住促進施設開設運営経費【39,481千円】P43

　《充実》移住・定住促進経費【11,197千円】P44

　安全なわが家の耐震化促進事業【15,213千円】P45

※【 】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

ふるさとチャレンジ

ふるさと
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  ８）  効率的で明るい都市経営

①財政最適化に向けた取組などによる行財政改革の推進

　　《新規》ふるさとエナジー(株)設立による経費削減【△7,424千円】

　　《新規》市庁舎本館照明設備ＬＥＤ化事業【1,680千円】P46

②情報公開による開かれた市政の推進

　　《新規》通年議会実施経費【226千円】P47

　　《新規》議長公用車更新経費【3,750千円】P48

③ふるさと納税による収入の確保

　《充実》ふるさと納税推進経費【310,034千円】P49

④公有財産の有効活用

　《充実》亀岡会館及び中央公民館除却事業【227,700千円】P50

※【 】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
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