施策

所属名

事業名

政策[第１章] 市民が主体のまちづくり（協働・人権）
施策の大綱1 市民協働の推進
施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

農政課

農村研修集会施設修繕事業

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

農政課

農村研修集会施設等管理事業

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

農政課

里の駅みたけ管理事業

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

まちづくり推進課

コミュニティ助成事業

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

まちづくり推進課

元気出す地域活力支援事業

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

まちづくり推進課

公共施設民間譲渡事業（集会施設）（まちづくり推進課）

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

まちづくり推進課

集会所等維持管理関連事務事業

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

まちづくり推進課

集会施設等整備事業

施策1 地域コミュニティ活動を活性化する

まちづくり推進課

自治会長関係事業

施策2 市民主体のまちづくり活動を支援する

まちづくり推進課

みんなのまちづくり推進事業

施策2 市民主体のまちづくり活動を支援する

まちづくり推進課

未来の力祭典事業

施策2 市民主体のまちづくり活動を支援する

まちづくり推進課

次世代交流ワークショップ事業

施策2 市民主体のまちづくり活動を支援する

まちづくり推進課

市民憲章推進事業

施策2 市民主体のまちづくり活動を支援する

夜久野支所

地域づくり人材育成事業（夜久野支所）

施策3 新たな協働の仕組みにより地域力を再生・強化する

まちづくり推進課

住民自治検討事業

施策3 新たな協働の仕組みにより地域力を再生・強化する

まちづくり推進課

地域協議会支援事業

施策3 新たな協働の仕組みにより地域力を再生・強化する

大江支所

地域づくり人材育成事業（大江支所）

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会運営事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

選挙管理委員会事務局

選挙常時啓発事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

選挙管理委員会事務局

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

選挙管理委員会事務局

京都府知事選挙準備事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

選挙管理委員会事務局

府議会議員補欠選挙準備事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

総務課

一般管理費庶務事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

市民課

情報公開・個人情報保護事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

広報一般管理事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

広報ふくちやま発行事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

ホームページ運営事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

市政案内事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

ふるさと市民制度推進事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

福知山PR戦略総合推進事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

経営戦略課

統計調査事務事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

監査委員事務局

監査委員及び事務局一般事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

監査委員事務局

工事監査事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

経営戦略課

工業統計調査事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

経営戦略課

学校基本調査事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

経営戦略課

就業構造基本調査事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

経営戦略課

住宅・土地統計調査単位区設定事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

経営戦略課

経済センサス調査区管理事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

市民課

市民相談事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

市民課

総合案内窓口運営事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

自治功労者他表彰事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

まちづくりミーティング事業

施策4 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する

秘書広報課

市制施行80周年記念式典事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

共同利用施設維持管理事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

一戸建住宅維持管理事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

住宅新築資金等貸付事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

人権推進一般事務事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

部落解放運動団体補助事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

人にいちばん近いまちづくり実行委員会活動事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

人権ふれあいセンター管理事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

人権ふれあいセンター改修事業

施策1 人権施策を推進する

人権推進室

識字学級開設事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

学校教育課

人材育成支援事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

子ども政策室

児童館管理経費事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

子ども政策室

児童館改修事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

子ども政策室

出会いふれあい推進事業（児童館）

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

子ども政策室

ひとを大切にする人材育成事業（児童館）

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人権擁護委員活動事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

教育集会所改修事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人権施策推進計画事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人にいちばん近いまちづくり事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人権文化の集い事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人権ふれあいセンター等地域福祉事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

出会いふれあい推進事業（人権ふれあいセンター）

施策の大綱2 人権・平和の尊重
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施策

所属名

事業名

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

ひとを大切にする人材育成事業（人権ふれあいセンター）

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

差別を許さない人材育成事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

沖縄人権文化体験研修事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

公民館・企業巡回人権教育講座事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人権教育学習教材事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

共に幸せを生きるまちづくり人権講座事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人権教育・啓発推進補助事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

教育集会所管理事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

教育集会所学習活動事業

施策2 人権教育・人権啓発を推進する

人権推進室

人権の輪つながり広がり事業

施策3 平和事業を推進する

人権推進室

平和事業

施策1 性別にかかわらず、個性と能力を発揮できる環境を充実させる

人権推進室

男女共同参画推進事業

施策1 性別にかかわらず、個性と能力を発揮できる環境を充実させる

人権推進室

男女共同参画保護救済事業

施策2 男女共同参画の推進体制を充実させる

人権推進室

男女共同参画協働支援事業

施策1 ユニバーサルデザインを普及させる

社会福祉課

「絆」プロジェクト手話のできる人材育成推進事業

施策2 外国籍市民が住みやすく訪れやすい環境を整備する

まちづくり推進課

国際交流事業

施策の大綱3 男女共同参画の推進

施策の大綱4 ユニバーサル社会の形成

政策[第２章] 人と文化・スポーツを育むまちづくり（教育・文化・スポーツ）
施策の大綱1 生涯学習の推進
施策1 生涯学習を充実させる

中央公民館

施策1 生涯学習を充実させる

中央公民館

施策1 生涯学習を充実させる

中央公民館

公民館運営審議会事業
公民館活動研修事業
中央公民館及び地域公民館事業

施策1 生涯学習を充実させる

人権推進室

生涯学習研修事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

東堀地区社会教育関連施設整備事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

生涯学習推進啓発事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

和久市公園管理事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

社会教育委員会議運営事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

教育文化会館管理運営事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

地域で支える「地域未来塾」開講事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

婦人教育事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

生涯学習一般管理事業

施策1 生涯学習を充実させる

生涯学習課

地区公民館育成事業

施策2 図書館活動を充実させる

図書館

資料収集整理事業

施策2 図書館活動を充実させる

図書館

中央館運営事業

施策2 図書館活動を充実させる

図書館

三和分館運営事業

施策2 図書館活動を充実させる

図書館

夜久野分館運営事業

施策2 図書館活動を充実させる

図書館

大江分館運営事業

施策2 図書館活動を充実させる

図書館

佐藤八重子記念子ども読書活動支援事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

地域公民館等施設改修事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

市民交流プラザふくちやま管理運営事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

中央公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

川口地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

日新地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

北陵地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

六人部地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

成和地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

桃映地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

三和地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

夜久野地域公民館一般管理事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

大江町総合会館運営事業

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

中央公民館

施策3 生涯学習施設の整備と適切な維持管理をする

大江地域公民館一般管理事業

生涯学習課

夜久野町生涯学習センター事業

施策1 健全育成体制を充実させる

生涯学習課

少年補導センター運営事業

施策1 健全育成体制を充実させる

生涯学習課

平成こだま教育推進事業

施策1 健全育成体制を充実させる

生涯学習課

旧勤労青少年ホーム施設管理事業

施策1 健全育成体制を充実させる

生涯学習課

青少年健全育成事業

施策1 健全育成体制を充実させる

生涯学習課

成人式事業

施策1 健全育成体制を充実させる

生涯学習課

公誠子ども教室事業

施策1 健全育成体制を充実させる

生涯学習課

PTA連絡協議会共催事業

施策2 健全育成活動を促進する

生涯学習課

旧三岳山の家管理事業

施策2 健全育成活動を促進する

生涯学習課

子ども会育成事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

学校芸術祭事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

教育関係研究大会運営事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

指定校研究事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

事務局一般管理事業(学校教育課)

施策の大綱2 青少年の健全育成
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所属名

事業名

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

教育活動指導援助事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

ＡＥＴ配置活用事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

学校図書館機能充実事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

まなびのつながり強化推進事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

基礎学力定着事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

家庭教育支援事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業

施策1 確かな学力を育てる

学校教育課

中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校給食センター

学校給食管理運営事業（市給食センター）

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校給食センター

学校給食管理運営事業（大江給食センター）

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

社会人コーチ派遣事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

結核予防対策事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

健康管理事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

学校保健事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

労働安全衛生管理体制整備事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

AED管理事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

夜久野小学校水泳学習支援事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

小学校管理事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

小学校結核検診事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

小学校児童教職員健康管理事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

日本スポーツ振興センター災害共済負担金（小学校）

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

中学校管理事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

中学校生徒教職員健康管理事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

中学校結核検診事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

日本スポーツ振興センター災害共済負担金（中学校）

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

小学校遠距離通学費補助事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

体育・文化振興事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

人権教育総合推進地域事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

人権教育研修事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

子ども安全対策事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

心の安定基地つくり推進事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

スクールサポーター配置事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

いじめ根絶対策事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

学校教育課

中学校自転車通学助成事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

教育総務課

教育委員会点検評価事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

教育総務課

教育委員会個人番号制度対応環境整備事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

教育総務課

事務局一般管理事業（教育総務課）

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

子ども政策室

幼稚園児教職員結核検診事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

子ども政策室

幼稚園児教職員健康管理事業

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

子ども政策室

日本スポーツ振興センター災害共済負担金（幼稚園）

施策2 心身ともに健やかな子どもを育成する

子ども政策室

幼稚園入園支度金支給事業

施策3 一人ひとりを大切にした特別支援教育を推進する

学校教育課

就学指導事業

施策3 一人ひとりを大切にした特別支援教育を推進する

学校教育課

特別支援教育推進事業

施策5 就学前教育を充実させる

子ども政策室

幼稚園児交流事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

教育委員会運営事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

各種会議等負担金

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

学校情報機器保守管理事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校一般管理事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校施設改修・営繕事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校施設設備改修事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校施設用地整理事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校特別支援教育環境整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校学校図書整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校消防設備改修事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校ブラウン管テレビ廃棄事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校屋外遊具管理事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

遷喬小学校プ－ル備品整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校施設空調設備設置事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校一般管理事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校校舎等施設営繕事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校施設設備改修事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校特別支援教育環境整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校学校図書整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校消防設備改修事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校ブラウン管テレビ廃棄事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校施設空調設備設置事業
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施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

教育委員会ホームページ管理運営事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

（仮称）三和学園準備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

遷喬小学校教室棟増築事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

（仮称）三和学園整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校理科教育設備整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

私立高等学校補助事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校スクールバス管理運行事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校教材備品購入事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校教師用教科書・指導書購入事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

公共施設除却事業（小学校施設）

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

夏期休業中プール利用支援事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校複式学級対応事務職員配置事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校ＩＣＴ環境整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校教室棟便所改修事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

閉校施設跡地管理事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

上・中・下六人部小学校統合準備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

小学校校長会・教頭会会費等負担事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

遷喬小学校プ－ル整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校教室棟便所改修事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校教材備品購入事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校スクールバス管理運行事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校教師用教科書・指導書購入事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校ＩＣＴ環境整備事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校配膳員配置事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

中学校校長会・教頭会会費等負担事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

教育総務課

公立学校施設災害復旧事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

幼稚園一般管理事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

私立幼稚園就園奨励費補助事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

幼稚園施設等営繕事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

幼稚園施設改修事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

子ども・子育て新制度施設型給付費事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

幼稚園ＡＥＤ配置事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業

施策6 教育環境を整備・充実させる

子ども政策室

幼稚園屋外遊具管理事業

学校教育課

入学一時金支給事業

施策3 市民一人ひとりの自己実現と生涯学習を促進・支援する

大学政策課

「知の拠点」整備構想策定事業

施策3 市民一人ひとりの自己実現と生涯学習を促進・支援する

大学政策課

福知山公立大学運営費交付金事業

施策3 市民一人ひとりの自己実現と生涯学習を促進・支援する

大学政策課

福知山公立大学就学生支援事業

施策3 市民一人ひとりの自己実現と生涯学習を促進・支援する

大学政策課

福知山公立大学「学びの拠点」推進事業

施策3 市民一人ひとりの自己実現と生涯学習を促進・支援する

大学政策課

福知山公立大学「学びの拠点」推進事業（繰越明許費分）

施策3 市民一人ひとりの自己実現と生涯学習を促進・支援する

大学政策課

大学振興一般管理事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

夜久野支所

額田ダシまつり補助事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

文化財保護事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

文化財保全事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

夜久野町化石・郷土資料館運営事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

日本の鬼の交流博物館運営事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

文化財整理事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

文化財資料移転事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

小・中学校保管歴史資料悉皆調査事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

市内遺跡発掘調査事業（国庫補助事業）

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

持原古墳群発掘調査事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

文化財収蔵庫維持管理事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

日本の鬼の交流博物館設備改修事業

施策1 文化財を適切に保護・保存する

文化・スポーツ振興課

文化財啓発事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

丹波漆活用調査研究事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

厚生会館文化芸術振興自主事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

市展事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

佐藤太清賞公募美術展事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

中丹文化芸術祭事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

市民文化活動推進事業他文化振興関連事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

佐藤太清記念美術館特別展事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

福知山市ジュニア文化賞表彰事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

文化合宿補助事業

施策の大綱4 高等学校との連携
施策1 高等学校による人材育成を支援する
施策の大綱5 大学教育の充実

施策の大綱6 文化財の保護・保存

施策の大綱7 文化活動の推進
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施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

福知山市アーティスト・イン・レジデンス事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

佐藤太清記念美術館企画・展示品等充実事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

郷土資料館管理運営事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

郷土資料館整備事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

佐藤太清記念美術館管理運営事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

丹波生活衣館管理運営事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

治水記念館管理運営事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

芦田均記念館管理運営事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

厚生会館管理運営事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

新町文化センター管理運営事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

福知山市伝統文化後継者育成事業

施策1 文化活動を振興する

文化・スポーツ振興課

福知山市文化芸術振興基本方針策定事業

施策2 多様な文化交流を推進する

秘書広報課

姉妹都市交流促進事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

体育協会運営補助事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

スポーツ推進委員会事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

スポーツ少年団育成事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

生涯スポーツ推進事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

四都市体育大会事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

福知山マラソン大会支援事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

スポーツ振興事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

スポーツ賞表彰事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

スポーツ推進計画策定事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

ノルディック・ウォークinふくちやま事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ事業

施策1 スポーツを振興する

文化・スポーツ振興課

国際大会等誘致事業

施策2 スポーツ施設を整備する

文化・スポーツ振興課

体育施設維持管理事業

施策2 スポーツ施設を整備する

文化・スポーツ振興課

体育施設設備整備事業

施策の大綱8 スポーツ活動の推進

政策[第３章] だれもが快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり（生活基盤）
施策の大綱1 土地利用および市街地・集落整備
施策1 計画的な土地利用を推進する

都市計画課

土地利用の届出勧告事業

施策1 計画的な土地利用を推進する

都市計画課

地区計画策定事業

施策1 計画的な土地利用を推進する

都市計画課

開発関連一般事務事業

施策1 計画的な土地利用を推進する

都市計画課

都市計画費一般管理事業（都市計画課）

施策1 計画的な土地利用を推進する

都市計画課

都市計画事業用地管理事業

施策1 計画的な土地利用を推進する

道路河川課

土木一般管理事業

施策1 計画的な土地利用を推進する

農業委員会事務局

農業委員会運営事業

施策1 計画的な土地利用を推進する

農業委員会事務局

農家基本台帳等整備事業

施策2 良好な都市空間を形成する

財政課

施策2 良好な都市空間を形成する

都市計画課

景観形成推進事業

施策2 良好な都市空間を形成する

都市計画課

都市計画費一般管理事業（都市整備課）

施策2 良好な都市空間を形成する

用地課

治水対策プロモーション事業

施策3 中心市街地を活性化する

都市計画課

鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業

施策3 中心市街地を活性化する

道路河川課

中心市街地活性化関連道路整備事業

施策3 中心市街地を活性化する

産業観光課

中心市街地活性化基本計画推進事業

施策3 中心市街地を活性化する

産業観光課

まちなみ環境整備事業

施策3 中心市街地を活性化する

産業観光課

中心市街地空き家・空き店舗等対策支援事業

施策4 集落環境を保全・整備する

三和支所

三和支所きめ細かな安心安全事業

施策4 集落環境を保全・整備する

大江支所

大江支所きめ細かな安心安全事業

施策4 集落環境を保全・整備する

農林業振興課

農業振興地域整備促進事業

施策4 集落環境を保全・整備する

夜久野支所

夜久野支所きめ細かな安心安全事業

施策1 利用しやすい鉄道機能を確保する

生活交通課

ＪＲ福知山線複線化等促進事業

施策1 利用しやすい鉄道機能を確保する

生活交通課

丹鉄利用促進事業

施策1 利用しやすい鉄道機能を確保する

生活交通課

ＫＴＲ支援事業

施策1 利用しやすい鉄道機能を確保する

生活交通課

丹鉄関連施設管理事業

施策1 利用しやすい鉄道機能を確保する

都市計画課

駅周辺公共施設管理事業

施策1 利用しやすい鉄道機能を確保する

生活交通課

鉄道利用促進事業

施策1 利用しやすい鉄道機能を確保する

生活交通課

高校生定期乗車券補助事業

施策2 利用しやすいバス交通を確保する

生活交通課

市バス運行事業

施策2 利用しやすいバス交通を確保する

生活交通課

地方バス路線運行事業

施策2 利用しやすいバス交通を確保する

生活交通課

市内バス時刻表作成事業

施策2 利用しやすいバス交通を確保する

生活交通課

敬老乗車券事業

施策3 公共交通のネットワークを充実させる

生活交通課

交通空白地域移送サービス支援事業

施策3 公共交通のネットワークを充実させる

生活交通課

地域コミュニティ交通導入モデル事業

施策3 公共交通のネットワークを充実させる

生活交通課

地域公共交通会議開催事業

施策3 公共交通のネットワークを充実させる

生活交通課

有償運送運営協議会開催事業

石原土地区画整理事業特別会計繰出金

施策の大綱2 公共交通の最適化
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施策
施策3 公共交通のネットワークを充実させる

所属名

事業名

生活交通課

福祉有償運送実施団体活動補助事業

施策1 国・府道の整備を促進する

用地課

国府事業（各団体・同盟会活動関係経費）

施策1 国・府道の整備を促進する

用地課

用地一般管理事業

施策1 国・府道の整備を促進する

用地課

未登記用地測量事業

施策1 国・府道の整備を促進する

用地課

官民境界確定事業

施策1 国・府道の整備を促進する

用地課

地籍調査事業

施策1 国・府道の整備を促進する

用地課

法定外公共物管理事業

施策2 市道などの整備を推進する

都市計画課

街路事業（多保市正明寺線 高畑工区）

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

除雪機械購入助成事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

道路維持管理事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

交通安全対策整備事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

地域間交流促進ネットワーク事業（市道整備）

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

道路台帳整備事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

除雪関連事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

道路橋りょう一般管理事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

長田野工業団地維持管理事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

辺地対策事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

道路改良事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

過疎対策事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

「もうひとつの京都」道路整備事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

橋りょう長寿命化対策事業

施策2 市道などの整備を推進する

道路河川課

防衛施設周辺整備事業

施策3 道路のネットワークを充実させる

道路河川課

広域交通網整備促進事業

施策3 道路のネットワークを充実させる

道路河川課

社会資本整備総合交付金事業（道路整備）

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

都市計画課

石原土地区画整理事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

公共施設周辺環境整備事業（市営住宅）

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

一般管理事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

市営住宅保守管理事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

市営住宅修繕事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

市営住宅改善事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

市営住宅明渡し事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

市営住宅計画改修事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

空家対策事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

南天田団地建替事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

中村団地建替事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

つつじが丘・向野団地建替事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

住宅資金融資利子補給事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

地域再建被災者住宅等支援事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

まちづくり協議会支援事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

建築住宅課

公共施設除却事業（市営住宅）

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

三和支所

菟原下定住促進住宅用地販売促進事業

施策1 住宅・宅地の整備を推進する

都市計画課

土地区画整理清算事業

施策2 公園の整備と適切な維持管理をする

大江支所

蓼原ロードパーク・猿田彦公園管理事業

施策2 公園の整備と適切な維持管理をする

都市計画課

既設公園管理事業

施策2 公園の整備と適切な維持管理をする

都市計画課

既設公園改修事業

施策2 公園の整備と適切な維持管理をする

都市計画課

三段池公園カルチャーパーク整備事業

施策2 公園の整備と適切な維持管理をする

都市計画課

公園施設長寿命化対策支援事業

施策2 公園の整備と適切な維持管理をする

都市計画課

都市公園災害復旧事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課

長田野墓園基金事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課

長谷墓園基金事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課

市営墓園管理事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課

墓地埋葬法による死亡人埋葬事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課（斎場）

斎場火葬棟運営管理事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課（斎場）

斎場運営管理事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課（斎場）

斎場機械設備等修繕事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課（斎場）

斎場火葬炉設備改修事業

施策4 斎場・墓地を適切に維持管理する

生活交通課（斎場）

斎場施設改修事業

施策1 安心・安全な水を安定供給する

財政課

上水道事業会計負担金

施策2 下水道等を適切に維持管理する

お客様サービス課

水洗化促進補助事業

施策2 下水道等を適切に維持管理する

お客様サービス課

水洗化融資利子補給事業

施策2 下水道等を適切に維持管理する

財政課

下水道事業会計負担金

施策2 下水道等を適切に維持管理する

財政課

農業集落排水施設事業特別会計繰出金

施策2 下水道等を適切に維持管理する

生活交通課

公衆便所管理事業

施策2 下水道等を適切に維持管理する

生活交通課

し尿収集事業

施策の大綱3 道路網の整備

施策の大綱4 生活空間の整備

施策の大綱5 上下水道の整備
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施策

所属名

事業名

政策[第４章] 豊かな自然の中で共に安心して安全に暮らせるまちづくり（防災・環境）
施策の大綱1 防災対策の強化
施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

コミュニティＦＭ放送防災情報提供事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

防災マップ整備事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

災害対策関連事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

地域防災訓練事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

地域防災計画整備事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

自主防災組織育成補助事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

自主防災組織地域版防災マップ作成事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

災害時資機材整備事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

危機管理強化推進事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

防災行政無線整備事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

防災行政無線関連事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

共助による土砂等撤去事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

危機管理室

避難者災害救助事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

建築住宅課

住宅耐震改修事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

建築住宅課

住宅耐震診断事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

資産活用課

市有地法面災害復旧事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

社会福祉課

災害時要配慮者避難支援事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

生活交通課

環境衛生対策事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

道路河川課

弘法川等河川改修関連橋りょう整備事業

施策1 災害に対する危機対応力を強化する

農政課

農村地域防災減災事業

施策2 治山・治水対策を強化する

道路河川課

持原池管理事業

施策2 治山・治水対策を強化する

道路河川課

河川維持管理事業

施策2 治山・治水対策を強化する

道路河川課

排水機場・樋門管理事業

施策2 治山・治水対策を強化する

道路河川課

調節池整備事業

施策2 治山・治水対策を強化する

道路河川課

土木施設災害復旧事業

施策2 治山・治水対策を強化する

農林業振興課

林地保全事業

施策2 治山・治水対策を強化する

農林業振興課

災害に強い森づくり事業

施策2 治山・治水対策を強化する

農林業振興課

林道施設災害復旧事業

施策2 治山・治水対策を強化する

農林業振興課

治山流末整備事業

施策2 治山・治水対策を強化する

農林業振興課

市営林安心・安全の森づくり事業（弘法川流域等）

施策2 治山・治水対策を強化する

用地課

由良川改修事業等同盟会活動事業

施策2 治山・治水対策を強化する

用地課

由良川改修事業等事業調整事業

施策2 治山・治水対策を強化する

用地課

急傾斜地崩壊対策事業

施策2 治山・治水対策を強化する

用地課

由良川水系樋門等施設管理事業

施策3 市街地の浸水対策を推進する

産業観光課

災害対策再エネ・省エネ推進事業

施策3 市街地の浸水対策を推進する

農政課

ため池等農地災害危機管理対策事業

施策3 市街地の浸水対策を推進する

用地課

災害対策用機械緊急出動事業

施策3 市街地の浸水対策を推進する

用地課

由良川中下流部河川改修用地取得事業

施策3 市街地の浸水対策を推進する

用地課

排水ポンプ車購入事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防署警防課

めざせ！「救命の絆」世界一のまち事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防署警防課

救急活動事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防署予防課

自主防災組織育成事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防署予防課

防火安全対策推進事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防署予防課

防災センター運営事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

消防団施設整備事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

消防車両更新事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

公共施設除却事業（消防施設）

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

公共施設除却事業（消防水利施設）

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

水防活動事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

浸水救助資機材整備事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

消防水利整備事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

消防庁舎改修事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部消防課

水防センター整備事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防活動事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防施設管理事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防職員教育訓練事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

新採職員教育事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防職員高度教育訓練事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防防災センター管理事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防出初式開催事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防団員訓練事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防団員報償事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防団施設管理事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防施設災害復旧事業

災害対策一般管理事業

施策の大綱2 消防・救急体制の強化
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施策

所属名

事業名

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

消防本部総務課

消防団活動事業

施策1 消防・救急・救助の体制を充実させる

通信指令課

消防通信指令システム管理事業

施策1 防犯対策を推進する

生活交通課

防犯推進事業

施策2 消費生活の情報提供・相談体制を充実させる

生活交通課

消費生活相談事業

施策3 交通安全対策を推進する

生活交通課

交通遺児激励金交付事業

施策3 交通安全対策を推進する

生活交通課

交通指導員設置事業

施策3 交通安全対策を推進する

生活交通課

高齢者運転免許証返納推進事業

施策3 交通安全対策を推進する

生活交通課

交通安全対策事業

施策1 環境学習を推進する

生活環境課

環境基本計画推進事業

施策2 環境保全活動を推進する

まちづくり推進課

全国過疎地域自立促進連盟関連事業

施策2 環境保全活動を推進する

まちづくり推進課

過疎地域自立促進基金造成事業

施策2 環境保全活動を推進する

三和支所

新橋サンダル公園管理事業

施策2 環境保全活動を推進する

生活環境課

不法投棄防止パトロール事業

施策3 人と自然が共生する社会を推進する

生活交通課

狂犬病予防注射接種事業

施策1 環境を大切にした生活・事業活動を推進する

産業観光課

地球温暖化対策再エネ・省エネ推進事業

施策1 環境を大切にした生活・事業活動を推進する

生活環境課

環境審議会開催事業

施策2 公害対策を充実させる

産業観光課

福知山鉱山坑廃水処理場管理運営事業

施策2 公害対策を充実させる

生活環境課

環境保全一般事業

施策2 公害対策を充実させる

生活環境課

環境測定事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

施設管理・周辺対策一般事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

資源ごみ集団回収報奨事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

清掃管理一般事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

第１期・第２期処分場埋立整備事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

リサイクル啓発事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

環境パーク災害復旧事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

ごみ焼却施設修繕事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

水処理施設運転・維持管理事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

第４期処分場埋立整備事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

環境パーク運転・維持管理事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

リサイクルプラザ修繕事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

指定ごみ袋作製事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

ごみ収集運搬事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

廃棄物処理施設等運転管理委託事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

廃蛍光管・乾電池運搬処理事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

リサイクルプラザ不燃物分別事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

災害廃棄物処理事業

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

指定法人引取事業（プラスチック製容器包装類・空きビン）

施策3 リサイクルとごみ処理対策を推進する

生活環境課

リサイクル関連事業

施策の大綱3 防犯・交通安全対策の推進

施策の大綱4 自然環境の保全・共生の推進

施策の大綱5 低炭素・循環型社会の形成

政策[第５章] 子どもから高齢者までだれもが健やかに暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉・子育て）
施策の大綱1 保健・医療・福祉の包括的な推進
施策1 地域医療体制を充実させる

保険年金課

公設民営診療施設維持管理事業

施策1 地域医療体制を充実させる

保険年金課

診療所管理事業一般経費

施策1 地域医療体制を充実させる

保険年金課

診療所医業経費

施策1 地域医療体制を充実させる

保険年金課

雲原診療所患者送迎バス運行事業

施策1 地域医療体制を充実させる

財政課

施策1 地域医療体制を充実させる

財政課

施策1 地域医療体制を充実させる

健康医療課

地域医療・医療従事者養成確保事業

施策2 救急医療を充実させる

健康医療課

救急医療体制運営事業

施策2 救急医療を充実させる

財政課

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

献血・骨髄バンク推進事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

保健衛生一般経費事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

予防接種健康被害対策事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

保健福祉センター維持管理事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

健康危機管理対策事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

インフルエンザ予防接種事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

高齢者の肺炎球菌ワクチン接種事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

成人保健事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

前立腺がん検診事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

胃がん検診事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

大腸がん検診事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

肺がん・結核検診事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

成人健康診査事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

女性のためのがん検診推進事業

施策3 市民の健康を増進する

健康医療課

健康増進計画推進事業
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病院事業会計負担金
国民健康保険診療所費特別会計繰出金

休日急患診療所費特別会計繰出金

施策

所属名

事業名

施策3 市民の健康を増進する

財政課

国民健康保険事業特別会計繰出金

施策3 市民の健康を増進する

生活交通課

公衆浴場補助事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

災害見舞金事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

債権管理事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

臨時福祉給付金（経済対策分）事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

地域福祉推進事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

社会福祉推進事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

福祉バス運営事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

社会福祉協議会活動費等補助事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

総合福祉会館等施設管理事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

福祉施設改修事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

社会福祉指定寄附金事業

施策1 共に支えあう地域福祉を推進する

社会福祉課

総合福祉会館等指定管理事業

施策2 福祉関係団体との連携を強化する

社会福祉課

社会福祉法人指導業務事業

施策2 福祉関係団体との連携を強化する

社会福祉課

民生児童委員活動事業

施策2 福祉関係団体との連携を強化する

社会福祉課

社会福祉大会開催事業

施策2 福祉関係団体との連携を強化する

社会福祉課

民生委員制度創設１００周年記念事業

施策2 福祉関係団体との連携を強化する

社会福祉課

災害ボランティア支援事業

施策2 福祉関係団体との連携を強化する

社会福祉課

災害ボランティアセンター運営事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

のびのび福知っ子就学前発達支援事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

民間保育所運営事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

民間保育所施設整備事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

特別児童扶養手当等事務事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

保育所委託事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

公立保育所運営事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

公立保育所環境整備事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

市立保育園整備計画推進事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

児童公園維持管理事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

子どもの貧困対策プロジェクト事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

福祉医療費（ひとり親）支給事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

ひとり親家庭高等学校等通学支援事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

ひとり親世帯保護者支援事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

ひとり親家庭自立支援給付金事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

母子会・父子会補助事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

児童福祉システム改修事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

病児保育サービス事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

生涯学習課

放課後児童クラブ運営事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

生涯学習課

放課後児童クラブ整備事業

施策1 子どもの心豊かな育ちを支える環境をつくる

子ども政策室

児童手当事業

施策2 地域とのつながりで子どもを育むまちをつくる

子ども政策室

元気いっぱいのびのびサポート事業

施策2 地域とのつながりで子どもを育むまちをつくる

子ども政策室

子育て支援推進事業

施策2 地域とのつながりで子どもを育むまちをつくる

子ども政策室

産前・産後サポート事業

施策2 地域とのつながりで子どもを育むまちをつくる

子ども政策室

ファミリー・サポート・センター運営事業

施策2 地域とのつながりで子どもを育むまちをつくる

子ども政策室

子育て交流・相談・支援事業

施策3 多様なライフスタイルの選択と健康づくりを支援する

子ども政策室

不妊治療費助成事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

MR(麻しん・風しん)予防接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

二種混合予防接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

日本脳炎予防接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

食育事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

子宮頸がん予防ワクチン接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

ヒブワクチン接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

小児用肺炎球菌ワクチン接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

結核予防接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

B型肝炎予防接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

4種混合予防接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

水痘予防接種事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

風しん予防接種費助成事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

乳幼児健康診査事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

母子保健事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

要保護児童対策事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

児童扶養手当事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

助産委託事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

母子生活支援委託事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

児童福祉推進事業

施策の大綱2 地域福祉の充実

施策の大綱3 子育て支援の充実
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施策

所属名

事業名

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

子育て支援事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

子育て短期支援事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

こんにちは赤ちゃん事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

京都子育て支援医療費支給事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

未熟児養育医療給付事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

自立支援医療(育成医療)給付事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

ふくふく医療費支給事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

妊産婦健康診査事業

施策4 安心・安全な子育て環境をつくる

子ども政策室

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

福祉医療費（障害）給付事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

特別障害者手当等事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害者自立支援医療特別対策事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

自立支援医療費負担金

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害福祉計画策定事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害者福祉システム改修事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

人工透析患者通院助成事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害者自立支援医療（更生医療）給付事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害支援区分認定事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

身体障害者（児）補装具給付事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

社会福祉援護管理事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

療養介護医療費

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

自立支援給付（障害福祉サービス等）事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害児在宅サービス利用料特別軽減事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害児者歯科診療所運営助成事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

盲聾学校通学支援事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（地域活動支援センター事業）

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

難聴児補装具給付事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（相談支援事業）

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（意思疎通支援事業）

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（日常生活用具給付事業）

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（移動支援事業）

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（訪問入浴サービス事業）

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（日中一時支援事業）

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害者サービス事業所通所交通費助成事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害者安心おでかけサポート事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

すこやか住まい改修費助成事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害者相談員事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

心身障害者サービス利用支援事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害福祉施設整備事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

居宅介護サービス利用支援事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

視覚障害者情報支援事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

障害者一人暮らし応援事業

施策1 障害のある人の生活を支援する

障害者福祉課

地域生活支援事業（更生訓練費）

施策2 自立と社会参加を促進する

子ども政策室

くりのみ園運営事業

施策2 自立と社会参加を促進する

子ども政策室

学童期支援教室運営事業

施策2 自立と社会参加を促進する

障害者福祉課

社会福祉総務管理経費事業

施策2 自立と社会参加を促進する

障害者福祉課

地域生活支援事業（社会参加促進事業）

施策2 自立と社会参加を促進する

障害者福祉課

社会参加助成事業

施策2 自立と社会参加を促進する

生涯学習課

障害者講座事業

施策3 理解を深める啓発を充実させる

障害者福祉課

高次脳機能障害等啓発事業

施策3 理解を深める啓発を充実させる

障害者福祉課

情報コミュニケーション施策推進事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

福祉避難所運営事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

敬老会事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

老人クラブ活動費補助事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

老人クラブ連合会活動事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

屋根雪おろし等費用助成事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

在宅高齢者福祉関連事務事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

介護予防普及啓発事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

地域介護予防活動支援事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

介護相談員活動事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

高齢者福祉課

生活支援・介護予防サービス基盤整備事業

施策1 高齢者の生きがいを創出する

生活交通課

シルバー人材センター支援事業

施策2 高齢者の生活を支援する

健康医療課

医療・介護・福祉総合確保ビジョン検討事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

認知症地域支援体制構築事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

大江町老人福祉センター指定管理事業

施策の大綱4 障害のある人の福祉の充実

施策の大綱5 高齢者福祉の充実
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施策

所属名

事業名

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護予防安心住まい推進事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

外出支援助成事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護者支援事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

一人暮らし高齢者の集い補助事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

高齢者日常生活支援事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護人材確保対策事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

社会福祉法人施設整備補助事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

高齢者住宅改修助成事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

三和町老人デイサービスセンター維持管理事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

被災高齢者施設等利用料助成事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

既存高齢者施設等防犯対策強化事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

利用者負担額軽減措置事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

福知山市高齢者福祉センター指定管理事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

老人保護措置事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

高齢者保健福祉計画推進事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

三和町高齢者生活福祉センター指定管理事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

老人福祉施設維持管理事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

在日外国人高齢者福祉給付金支給事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

老人福祉施設改修事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

福祉電話設置事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

成年後見センター運営事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

夜久野町老人憩いの家管理事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護保険事業運営

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

賦課徴収業務

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

認定審査会運営（委員報酬）

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

認定審査会運営

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

主治医意見書作成

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

訪問調査委託

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

審査支払手数料経費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

居宅介護サービス費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

居宅介護福祉用具購入費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

居宅介護住宅改修費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

居宅介護支援費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護保険施設サービス費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

居宅介護予防サービス費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護予防福祉用具購入費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護予防住宅改修費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護予防支援費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

高額介護サービス費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護保険料コンビニ収納業務

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

地域密着型介護費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護予防・生活支援サービス事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

家族介護者支援事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

成年後見制度利用支援事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護用品支給事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

第１号被保険者保険料還付金

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

特定入所者介護サービス給付費

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

地域包括支援センター運営事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

地域ケア会議推進事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

在宅高齢者配食サービス事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

安心生活見守り事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

在宅医療介護連携推進事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

認知症施策推進事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

地域包括支援センター運営事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護予防サービス計画作成事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護支援専門員研修事業

施策2 高齢者の生活を支援する

高齢者福祉課

介護職員基礎研修事業

施策2 高齢者の生活を支援する

財政課

施策2 高齢者の生活を支援する

財政課

施策2 高齢者の生活を支援する

保険年金課

福祉医療給付事業（老）

施策2 高齢者の生活を支援する

保険年金課

重度心身健康管理事業

施策2 高齢者の生活を支援する

保険年金課

福祉医療給付（老）運営事業

施策3 高齢者の生活を支援する

保険年金課

後期高齢者医療事業 一般経費

施策4 高齢者の生活を支援する

保険年金課

後期高齢者医療事業 広域連合納付金

施策5 高齢者の生活を支援する

保険年金課

後期高齢者医療保険料徴収事業

施策6 高齢者の生活を支援する

保険年金課

後期高齢者医療保健事業

施策7 高齢者の生活を支援する

保険年金課

後期高齢者人間ドック事業
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介護保険事業特別会計繰出金
後期高齢者医療事業特別会計繰出金

施策

所属名

事業名

施策の大綱6 生活支援の充実
施策1 社会保障制度を適正に運用する

社会福祉課

くらしの資金等管理事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

社会福祉課

中国残留邦人等支援事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

社会福祉課

被保護者多重債務解決支援事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

社会福祉課

扶養義務調査充実事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

社会福祉課

生活保護管理事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

社会福祉課

生活保護扶助事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

社会福祉課

行旅死亡人取扱事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

生活交通課

戦没者追悼事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

生活交通課

戦傷病者戦没者遺族等援護事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

国民年金事務事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

国保運営事務事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

医療費適正化事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

国保賦課・徴収業務経費

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

療養給付費支給事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

療養費支給事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

高額療養費支給事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

出産育児一時金支給事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

葬祭費支給事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

介護納付金

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

共同事業拠出金

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

保健衛生普及及び健康増進事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

国保人間ドック事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

基金積立事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

国保健診事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

後期高齢者支援金

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

前期高齢者納付金

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

特定健康診査事業

施策1 社会保障制度を適正に運用する

保険年金課

京都府税務共同化事業

施策2 情報提供・相談体制を充実させる

社会福祉課

生活困窮者自立支援事業

施策2 情報提供・相談体制を充実させる

社会福祉課

自殺対策事業

施策2 情報提供・相談体制を充実させる

生活交通課

犯罪被害者支援事業

政策[第６章] 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり（産業・地域活力）
施策の大綱1 農林水産業の振興
施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農業委員会事務局

農業者年金受託事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農業委員会事務局

農政活動推進事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農業委員会事務局

遊休荒廃農地拡大防止事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農業委員会事務局

農地売買支援事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

農政事務管理事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

府営ため池整備事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

川北地区ほ場整備事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

水土里ネット京都活動支援事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

農業施設維持修繕事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

土地改良施設維持管理適正化事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

農地耕作条件改善事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

市単独農業基盤整備事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

稚児野台地跡地活用事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

農地事務管理事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

農地・農業用施設災害復旧事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

府営基幹農道整備事業（大江南域地区）

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

農業基盤整備促進事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農政課

府営綾部用水整備事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

農業生産施設緊急復旧対策事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

被災農地営農再開緊急支援事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

農林業者生産設備再建支援事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

野菜生産施設災害復旧事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

茶生産施設災害復旧事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

林道施設管理事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

作業道等整備事業 林道・作業道維持管理等事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

福知山千年の森づくり事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

農村計画対策事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

両丹茶品評会関連事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

中山間地域等直接支払交付事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

多面的機能支払交付事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

地域間交流促進ネットワーク事業（林道整備）

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

農林漁業施設維持管理事業

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

河川種苗放流事業
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施策

所属名

事業名

施策1 生産基盤・施設の整備により生産力を高める

農林業振興課

茶業振興対策事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

市営林保育事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

林業関係事務事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

森林整備地域活動支援推進事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

森林適正整備推進事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

森林組合間伐補助事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

京の水田農業確立支援事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

数量調整円滑化推進事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

畜産関連事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

畜産経営安定化支援事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

認定担い手農家育成助成事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

新規就農総合支援事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

制度資金利子補給事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

農地中間管理事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

農地活用支援事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

林業の担い手支援事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

福知山市農村女性活動支援事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

ふくちの農場づくり事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

地区推進協議会体制強化事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

農業振興推進事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

家畜市場運営事業

施策2 担い手の育成、経営の効率化等により生産力を高める

農林業振興課

緑のオーナー事業

施策3 有害鳥獣対策を強化する

農林業振興課

中丹地域有害鳥獣処理施設管理事業

施策3 有害鳥獣対策を強化する

農林業振興課

有害鳥獣捕獲事業

施策3 有害鳥獣対策を強化する

農林業振興課

有害鳥獣防除事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

三和支所

特産品活用による三和地域活性化事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

産業観光課

６次産業推進事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

農林業振興課

京野菜生産加速化事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

農林業振興課

農業生産組織等指導強化事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

農林業振興課

農産物価格安定対策事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

農林業振興課

農商工連携６次産業化実証事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

夜久野支所

丹波漆伝承サポート事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

農林業振興課

経営所得安定対策等推進事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

夜久野支所

みつまた活用調査研究事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

農林業振興課

集落営農ビジネス支援事業

施策4 農産物の生産・加工・流通・販売力を高め、１次産品のブランド化・6次産業化などを推進する

農林業振興課

スイーツフェスティバル事業

施策5 地産地消を推進する

農林業振興課

地場産農産物推進事業

施策6 公設市場等を活性化する

財政課

と畜場費特別会計繰出金

施策6 公設市場等を活性化する

財政課

と畜場運営費

施策6 公設市場等を活性化する

財政課

公設地方卸売市場事業特別会計繰出金

施策の大綱2 商工業の振興
施策1 商業を活性化する

産業観光課

商工振興一般管理事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

中心市街地誘客・回遊促進事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

福知山城憩いの広場（ゆらのガーデン）管理事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

福知山鉄道館ポッポランド運営事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

福知山パーキング管理事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

地域資源の活用と創業支援による交流人口倍増戦略事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

商店街等振興事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

災害復旧融資特別支援事業

施策1 商業を活性化する

産業観光課

まちづくり会社活動支援事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

福知山市産業支援事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

友好交流物産展開催事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

福知山産業フェア事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

長田野工業団地利活用増進計画策定事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

ふるさと融資貸付事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

商工会議所商工業振興対策支援事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

商工会商工業振興対策支援事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

販路開拓支援事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

小規模企業融資制度事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

中小企業者災害復旧緊急支援事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

企業交流促進事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

工業生産機械奨励事業

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

砂利・砕石採取に関する協議

施策2 既存産業を活性化する

産業観光課

計量器定期検査に関すること

施策3 企業誘致を推進する

産業観光課

企業向け従業員住宅一般管理事業

施策3 企業誘致を推進する

産業観光課

アネックス京都三和企業誘致対策事業

施策3 企業誘致を推進する

産業観光課

企業誘致対策一般管理事業
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施策

所属名

事業名

施策3 企業誘致を推進する

産業観光課

企業誘致促進特別対策事業

施策4 起業支援を推進する

産業観光課

起業おうえん事業

施策5 地域産業を担う人材を育成する

産業観光課

ふるさと就職おうえん事業

施策1 観光客の増加を促進する

まちづくり推進課

地域ＣＩ展開事業

施策1 観光客の増加を促進する

まちづくり推進課

「あしぎぬ大雲の里」かわまちづくり検討事業

施策1 観光客の増加を促進する

まちづくり推進課

くの一武道大会開催事業（お城で忍者事業）

施策1 観光客の増加を促進する

三和支所

三和ふれあいフェスティバル事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

観光振興一般管理事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

観光友好都市交流事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

観光地域づくりセンター（仮称）設置運営事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

「肉のまち福知山」事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

海の京都DMO事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

森の京都DMO事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

城下町福知山・まち歩き観光促進事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

日本鬼文化交流事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

観光おもてなし促進事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

福知山踊り振興事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

観光案内所管理運営事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

NHK大河ドラマ誘致推進事業

施策1 観光客の増加を促進する

産業観光課

福知山お城まつり支援事業

施策1 観光客の増加を促進する

大江支所

元伊勢八朔祭補助事業

施策1 観光客の増加を促進する

大江支所

「森の京都 福知山」 元伊勢内宮参道マルシェ事業

施策1 観光客の増加を促進する

夜久野支所

「森の京都 福知山」夜久野高原玄武岩コンサート事業

施策1 観光客の増加を促進する

夜久野支所

「森の京都 福知山」夜久野高原・道の駅支援事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

地域振興センター管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

三和支所

三和荘等施設管理運営事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

三和支所

三和荘基幹設備整備改修事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

「森の京都 福知山」エンジョイプログラム二瀬川散策コース整備事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

農政課

大呂自然休養村管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

農政課

こぶし荘管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

農政課

大呂自然休養村整備事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

夜久野支所

玄武岩公園管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

大雲記念館等管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

大江山鬼瓦工房等管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

和紙伝承館管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

夜久野支所

やくの木と漆の館事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

夜久野支所

農匠の郷やくの施設管理運営事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

大江地域施設改修事業（あしぎぬ大雲の里改修事業）

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

酒呑童子の里改修事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

元伊勢観光センター管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

夜久野支所

宝山公園等管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

大江支所

観光関連施設管理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

夜久野支所

「森の京都 福知山」夜久野高原花回廊整備事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

夜久野支所

玄武岩公園用地整理事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

都市計画課

三段池公園ユニバーサル化事業

施策2 観光施設・交流施設を充実させる

産業観光課

福知山城公園観光駐車場管理運営事業

施策3 スポーツ観光を推進する

文化・スポーツ振興課

スポーツ合宿補助事業

施策1 就業支援を充実させる

産業観光課

北京都ジョブパーク事業

施策2 働きやすい環境づくりを促進する

生活交通課

労働会館維持管理事業

施策2 働きやすい環境づくりを促進する

生活交通課

労働組合関連事業

施策2 働きやすい環境づくりを促進する

生活交通課

勤労者住宅融資制度利子補給事業

施策2 働きやすい環境づくりを促進する

産業観光課

試行雇用おうえん助成金交付事業

施策2 働きやすい環境づくりを促進する

産業観光課

循環型雇用促進特別奨励金給付事業

施策2 働きやすい環境づくりを促進する

産業観光課

中小企業勤労者福祉共済事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

まちづくり推進課

移住・定住促進事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

まちづくり推進課

ふくちの村来人定住活動支援事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

まちづくり推進課

内宮参道活性化事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

まちづくり推進課

農山村空き家バンク事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

経営戦略課

中丹式インターンシップ事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

大江支所

鬼の里Uターンプラザ1・2管理運営事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

大江支所

定住促進住宅管理運営事業

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

大江支所

お試し住宅管理事業（大江地域）

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

三和支所

お試し住宅管理事業（三和地域）

施策1 福知山市への移住・定住支援を強化する

まちづくり推進課

里山交流事業

施策の大綱3 観光業の振興

施策の大綱4 雇用の確保

施策の大綱5 移住・定住の促進
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施策

所属名

事業名

政策[第７章] 行財政効率の高いまちづくり
施策の大綱1 行政改革の推進
施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

会計室

公金収納データ作成委託事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

会計室

源泉徴収票出力機能改修事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

会計室

会計一般事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

会計室

基金運用利子積立

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

会計室

基金預金利子積立

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

経営戦略課

まち・ひと・しごと・あんしん創生総合戦略推進事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

経営戦略課

企画調整一般管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

財政課

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

三和支所

小さな拠点づくり事業（三和地域）

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

三和支所

三和支所一般管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

三和支所

三和支所施設管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

市議会事務局

議会運営一般事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

市議会事務局

政務活動費事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

市議会事務局

議会ICT化推進事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

市議会事務局

広報広聴活動事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

市議会事務局

議員費用弁償事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

市議会事務局

議会委員会活動等事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

市民課

戸籍等事務事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

資産活用課

岡地区公益事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

資産活用課

市民総合賠償補償保険事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

資産活用課

岡地区公益事業基金積立事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

職員課

福知山市公有財産解体事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

人権推進室

ハピネスふくちやま管理運営事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

人権推進室

ハピネスふくちやま施設整備事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

人権推進室

公共施設民間譲渡事業（集会施設）（人権推進室）

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

人権推進室

公共施設除却事業（児童館）（人権推進室）

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

人権推進室

公共施設除却事業（一戸建住宅）（人権推進室）

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

生活交通課

昭和新町駐車場管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

総務課

電話設備等管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

総務課

庁舎管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

総務課

車両管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

総務課

市役所駐車場運営事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

大江支所

大江支所一般管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

大江支所

大江支所施設管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

農政課

公共施設民間譲渡事業(集会施設)（農林管理課）

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

農林業振興課

公共施設除却事業（農業施設(共同作業所））

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

農林業振興課

公共施設民間譲渡事業（農業施設(共同作業所））

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

秘書広報課

秘書広報一般管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

夜久野支所

夜久野支所一般管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

夜久野支所

公共施設除却事業（庁舎）（夜久野支所）

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

夜久野支所

夜久野支所施設管理事業

施策1 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする

資産活用課

施設マネジメント事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

教育総務課

公共施設民間譲渡事業（その他施設）

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

経営戦略課

行財政経営マネジメント推進事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

財政運営一般事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

減債基金積立事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

第三セクター等改革推進債償還基金積立事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

補助金等償還事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

地方債元利償還金

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

地方債繰上償還金

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

基金運用事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

一時借入金利子

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

財政課

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

資産活用課

財産管理事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

資産活用課

市有地販売事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

京都府税務共同化事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

固定資産評価替え事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

法改正等に伴うシステム更新

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

固定資産評価審査委員会事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

税務関係団体補助事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

市・府民税賦課事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

固定資産税賦課事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

軽自動車税賦課事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

税等償還事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

市・府民税一般管理事業
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新地方公会計制度導入支援事業

予備費

施策

所属名

事業名

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

固定資産税一般管理事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

軽自動車税一般管理事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

証明一般管理事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

督促事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

税務課

収納事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

大江支所

公共施設除却事業（庁舎）（大江支所）

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

秘書広報課

ふるさと納税推進事業

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

文化・スポーツ振興課

公共施設除却事業（生涯学習課）

施策2 持続可能な財政基盤を構築する

保険年金課

公共施設除却事業（その他施設）

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

契約監理課

契約検査一般管理事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

契約監理課

入札制度一般管理事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

経営戦略課

広域連携推進事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

公平委員会事務局

公平委員会事務局経費

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

市民課

自衛官募集事務委託事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

資産活用課

公用車集中管理事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

職員課

人事管理事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

職員課

人事管理事業（臨時職員賃金）

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

職員課

職員一般研修事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

職員課

職員人権研修事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

職員課

職員安全衛生管理事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

職員課

遺族年金支給事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

総務課

市公報発行事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

総務課

顧問弁護士委託事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

総務課

行政不服審査事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

総務課

例規集データベース化事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

総務課

事務報告書作成事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

総務課

文書広報事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

総務課

訴訟業務事業

施策3 課題への対応力を強化する体制づくりを進める

秘書広報課

市長会等負担金

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

情報推進課

「ｅ－ふくちやま」整備事業

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

情報推進課

情報通信環境再整備事業

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

情報推進課

ｅ－ふくちやま保守管理事業

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

財政課

地域情報通信ネットワーク事業特別会計繰出金

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

情報推進課

電算システム等一般管理事業

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

市民課

社会保障・税番号制度実施に係る整備等事業

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

消防本部総務課

新たな自治体情報セキュリティの抜本的強化対策事業（消防本部）

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

情報推進課

新たな自治体情報セキュリティの抜本的強化対策事業

施策1 ICTの活用により利便性の高いサービスを提供する

情報推進課

マイナンバー制度運用に伴うシステム・ネットワーク整備事業

施策の大綱2 高度情報化の推進
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