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第１ 木津川市の行政評価 

１ 行政評価 

  行政評価とは政策・施策・事務事業から構成される政策体系について、その成果や実積などを有効

性や効率性などの観点から評価するものであり、行政の現場に「計画（Plan）」⇒「実施（Do）」⇒

「評価（Check）」⇒「改善（Action）」⇒再び「計画（Plan）」という PDCA サイクルを導入し、成

果の達成に向けた事業の実施を可能にしようとする手法です。

  木津川市では、行財政改革の取組みの一環として、事務事業評価を導入し、毎年度、個々

の事務事業の評価（検証）を行い、その結果を予算編成や事務事業の見直しに反映させてい

ます。

２ 事務事業評価を導入する目的 

木津川市では、次の４点を目的として、事務事業評価を導入しています。 

(1) 成果重視の行政運営システムへの変革

これからの行政運営では、「どれだけの行政サービスを提供したか」ではなく、「行政

サービスの提供によってどんな成果があったか」を重視することが求められていることか

ら、行政サービスの成果などを評価する仕組みを作り、行政運営の基本システム（総合計

画、予算など）に連携させることにより、成果重視の行政運営システムへの変革を図りま

す。 

(2) 限られた財源等の有効活用

限られた財源等を有効に活用するためには、コスト削減とスクラップ・アンド・ビルド

の徹底が求められていることから、行政サービスの成果などの評価結果により、改善や事

業の取捨選択を次年度へ適切につなげていくことができるマネジメントサイクルの確立

を図ります。 

(3) 市民への説明責任の質的向上

市民との協働によるまちづくりを進めるためには、行政活動の情報を市民の皆様と行政が共有し

ていることが重要であり、常に行政の透明性を確保する必要があることから、行政サービス

の成果などの評価結果に指標を付して公表し、市民への説明責任（アカウンタビリティ）

の質的向上を図ります。 

(4) 職員の意識改革

成果重視の行政運営を行うためには、職員個々の意識も改革していかなければなりませ

ん。事務事業評価の取組みを通じて、職員が個々の事務事業の目的やコストを常に意識して

事務を執行することにより、政策形成能力や事務執行能力の向上を図ります。 

第２ 平成 23年度事務事業評価の実施概要 

１ 評価の年度 

平成 23 年度事務事業評価では、前年度（平成 22 年度）に執行した事務事業についての評価を行っ

ています。

２ 評価の対象 

事務事業評価の対象は、一般会計、特別会計に属する全ての事務事業としています。

ただし、市の裁量の及ばない国等の法律に基づく法定受託事務、施設等の維持管理事務や内部管理

事務等の義務的事業、人件費を含めた総コストが 1,000 千円未満の事業を公表の対象外としています

ので、平成 23 年度に公表する事務事業数は 290 事業です。 

３ 評価の主体 

  それぞれの事務事業の所管課長が、統一した考え方のもとで、自ら評価を行っています。

また、評価結果の一部を公募により選出された市民や識見を有する方などで構成される「木津川市

行財政改革推進委員会」において、事業仕分け等により、改善すべき意見や助言を伺っています。

４ 評価の手法（総コスト表示） 

  それぞれの事務事業の執行にあたり、１年間でどれだけの費用を要したかを明示するため、事業費

（決算額）に人件費を加えた総コストを用いて評価しています。

なお、人件費については、平成 22 年度の平均人件費（職員一人当たり 8,126 千円【人件費 6,843
千円＋共済費等 1,283 千円】、嘱託職員を含む臨時等職員一人当たり 2,200 千円【人件費 2,000 千円

＋社会保険料等 200 千円】）に当該事務事業へ投入した職員数を乗じて算出しています。 

５ 評価の手法（職員数の数え方） 

できる限り正確な人件費を算出するために、職員や臨時等職員（嘱託職員と臨時職員）が、    １
年間でどれだけ、その事務事業に従事していたかを、おおよその年間作業時間を割り出して算出した

数値を用いて評価しています。

例えば、職員１名が概ね６ヶ月間、専属で従事していた事務事業であれば 0.5 名となります。 

６ 評価の目安 

  評価は、実施事業評価部門の３項目（達成度、効率性、成果）と継続性評価部門の２項目（目的・

対象・手段の妥当性、緊急性・必要性）の５項目について、次の３段階で行っています。

評価

３ 高い（良くなった）

２ 普通（変わらない）

１ 低い（好ましくない）

第３ 平成 23年度事務事業評価結果一覧表 

平成 23 年度事務事業評価結果は、次の一覧表のとおりです。表の見方は、１ページの「事務事業

評価結果一覧表の記載例」を参照してください。

なお、一覧表は、木津川市総合計画（基本計画）の基本方針・施策の主要目標の順序で作成してい

ます。
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達成度 効率性 成果 目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性 区分 内容

4
豊かな心を育む
教育・文化の創
造

(1)

子どもを安心し
て産み健やかに
育てられる環境
づくり

131 つどいのひろば事業

乳幼児期の子育て親子が気軽につ
どい、打ち解けた雰囲気の中で語り
合い、交流し、育児相談などを行え
る場として「つどいの広場」を設置・
運営する。

9,152 0.10 0.0 設置箇所数 2箇所
延べ利用者数
（延べ親子数）

15,095組 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
開設日（火・木曜日）においても、事
業委託団体独自運営による市民交
流の場の開設など、ひろばの有効利
用を図りながら、気軽に立ち寄れる憩
いの場を提供できるよう事業を進め
ていく。

子育て支援
課

従   事
職員数

臨時等
職員数 活動指標 成果指標

今後の方向性

【事務事業評価結果一覧表の記載例】

総合計画（基本計画） 評価

基本方針 主要目標

事業名№ 事業内容等 担当課総コスト
（単位；千円）

木津川市総合計画（基本計画）における施策の

体系を記載しています。

◎総合計画（基本計画）の施策の体系
『将来像』 水・緑・歴史が薫る文化創造都市

↓↓
『基本方針』 ○○○○○

↓↓
『施策の主要目標』 □□□□□

事務事業の名称を記載しています。

概ね、予算事業ごととなっています。

事務事業の

具体的な内

容等を記載

しています。

事務事業に係る総コストを記載しています。

総コストの算出方法は『第２ 平成23年度事務

事業評価の実施概要 ４ 評価の手法（総コス

ト表示）』を参照ください。

事務事業に係る従事職員数を

記載しています。従事職員数の

算出方法は『第２ 平成23年度

事務事業評価の実施概要 ５

評価の手法（職員数の数え方）』

を参照ください。

事務事業に係る臨時等職員数を

記載しています。臨時等職員数

の算出方法は『第２ 平成23年度

事務事業評価の実施概要 ５ 評

価の手法（職員数の数え方）』を

参照ください。

事務事業の活動指標の内容と

数値を記載しています。

事務事業の成果指標の内容と

数値を記載しています。

事務事業の評価結果を記載しています。評価の詳細は、『第２ 平成23年

度事務事業評価の実施概要 ６ 評価の目安』を参照ください。

事務事業の今後の方向性を区分と

内容に分けて記載しています。

事務事業の担当課を記載し

ています。
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達成度 効率性 成果 目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性 区分 内容

1 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (1) 歴史・文化の保全・活用 木津城址公園建設事業

木津中央地区の整備に伴い、地区内に歴史的、文化
的遺産として価値のある木津城址の保全と地域住民
のスポーツレクリエーション機能を有する公園を整備
し、良好な生活環境を創造する。（ＵＲへ事業委託）

341,313 0.10 0.0 ＵＲとの協議回数 10回 事業進捗率 15.3％ 3 3 3 2 2 継続 引き続き、完成に向けた事業を継続する。 都市計画課

2 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (1) 歴史・文化の保全・活用

史跡等（恭仁宮跡）買上事
業

史跡の保存を目的に、地権者に対して一定の行為の
制限を行っている。これに対して、その補償措置として
制限を加えた土地の買収を行う。（第1種保存地区
184,377.94㎡の計画的な買上げ）

121,548 0.50 0.0
当該年度史跡等買
上面積 1,754.79㎡

公有化率（公有化
済面積/史跡等面
積）

40.41％ 2 2 2 2 2
縮小等によ
る見直し

公有地がかなりまとまったものとなってきた。断片的で
あった土地の連続性も確保される状態となってきたこと
から整備計画へと進んでいくことになるが、事業の進捗
等を判断しながら、事業の縮小等の見直しを行う。

文化財保護室

3 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (1) 歴史・文化の保全・活用 高麗寺跡史跡整備事業

木津川市民としてのアイデンティティーの確保と郷土愛
の醸成を目的とし、歴史学習・体験活動の拠点とする
とともに、史跡の保全と文化・観光資源としての活用を
図るために史跡公園整備を行う。

6,765 0.20 0.0 史跡整備面積 1,650㎡
整備率（整備済面
積/整備予定面積） 25％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
既公有地と史跡周辺への史跡指定地の追加拡大（平成
22年2月22日追加指定）、史跡整備に必要な史跡公有
地の拡大、史跡を分断する市道高麗寺線の廃道化、地
元住民を中心とした史跡公園の維持管理団体を設立す
る。

文化財保護室

4 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (1) 歴史・文化の保全・活用

奈良山遺跡群史跡買上事
業（鹿背山瓦窯跡）

木津中央特定区画整理事業の事業収束（平成25年度
末）を目途に、概ね3ヵ年をかけて、鹿背山瓦窯跡用地
（約8,861.97㎡）の公有化を行う。

92,318 0.20 0.0
当該年度史跡等買
上面積 3,158㎡

公有化率（公有化
済面積/史跡等面
積）

36％ 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
平成25年度末までに公有化を完了する。

文化財保護室

5 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (1) 歴史・文化の保全・活用

文化財整理保管センター及
び発掘調査事務所維持管
理事業

文化財整理保管センター、同分室及び発掘事務所の
適正な管理運営を行う。施設内には埋蔵文化財のほ
か、収集資料の保存管理を行いつつ、一般の方々へ
の閲覧や展示等の啓発活動も行う。

2,979 0.10 0.0 開館日数 259日
文化財整理保管セ
ンター及び同分室
利用者数

2,293人 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 文化財保護室

6 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (1) 歴史・文化の保全・活用 文化財公開管理事業

史跡地等(恭仁宮跡・高麗寺跡・大塚山古墳・石のカラ
ト古墳など)の除草・剪定作業等を実施し、公有地の環
境整備を行う。

13,349 0.50 0.0 史跡公有化面積 2132.81㎡
環境維持率（環境
維持対象面積/公
有化対象面積）

27.17％ 3 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
公有地がかなりまとまったものとなってきた。断片的で
あった土地の連続性も確保される状態となってきたこと
から、史跡全体を踏まえた整備計画を立案し、進めてい
く段階に入った。

文化財保護室

7 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (1) 歴史・文化の保全・活用

指定等文化財修理等補助
事業

国･府･市指定文化財及び未指定でも文化財価値の高
いものを保全･保護していくもので、所有者の保全事業
に対して、指導助言を行うとともに事業費の一部の補
助を行う。

15,233 0.50 0.0 補助金交付件数 50件 補助金交付決定率 100％ 2 2 3 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。合併前の文化財の修理状
況が３町まちまちだったことから、建造物及び美術工芸
品等で状態の著しく悪いものがみられた。また、環境悪
化が影響して桧皮屋根等伝統的な素材を用いたもの
で、素材の状況が劣化し、環境整備を急がなくてはなら
ないところも目立っている。

文化財保護室

8 1
個性を活かした魅力
ある地域文化の創造 (2)

歴史・文化・伝統を背景
とした地域文化創造活動
の促進

平城遷都1300年・国民文
化祭事業

平城遷都1300年祭は開催県である奈良県への協力と
市の催しを実施する。第26回国民文化祭は平成22年
度が開催前年であり、プレイベントを実施し、平成23年
度の京都大会では実行委員会を中心として行政・市民
が一体となったイベントを実施する。

47,123 1.00 2.0
協議会・企画委員
会実施回数 12回

実行委員・企画委
員数 74人 3 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成23年度に国民文化祭で実施したイベントが、次年
度に繋げられるイベントになるような計画を立てる。

観光商工課

9 2
地域力を活かした産
業・事業の創造

(1)

(3)

関西文化学術研究都市
を活用した新たな地域産
業の創造
雇用対策の充実

企業立地促進事業

学研都市の一翼を担う市内の産業用地へ、優良な研
究所やものづくり拠点の立地促進を図り、地域経済の
活性化及び雇用の創出を図る。（立地企業に対する企
業立地促進助成金の支払い、アンケート、就職フェア
開催など）

22,548 1.70 0.0

市長のトップセール
スを含む企業訪問
数及び各種フェア開
催時における企業
ブース訪問数

202回

新規企業立地率
（新規企業立地面
積/産業用地面積
【重点地区】）

42.2％ 2 2 2 3 2 充実

現行の企業立地促進助成金制度は、条例の失効時（平
成24年度）以降も継続させる。また、木津川市の知名度
を上げるため、木津川市グッズを作成するなど、平成24
年度からは、レベルの高い戦略を開始することにより、
事業の充実を図っていく。

企業立地推進室

10 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

地域まつり事業

旧３町の商工会が中心となり、各町の商工業の活性
化、市内各種団体の活動PR、文化の育成や観光振興
を図ることを目的として開催される３地域のまつりに対
し、事業費の一部の補助を行う。

3,813 0.10 0.0 事業実施回数 3回 延べ参加者数 34,000人 1 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
現在のところ、同じ形態のまつりを３町地域で実施して
いるが、今後、１つにまとめることが望ましい。

観光商工課

11 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

観光振興事業
来訪者へのサービス、観光トイレの管理、観光関係協
議会等の団体への補助及び各種観光関連団体負担
金等を支出することにより、観光の振興を図る。

39,459 0.80 2.0
会議・打ち合わせ回
数 12回

木津川市観光入込
客数

1,004,651人 2 2 2 2 2
効率化等に
よる見直し

社団法人木津川市観光協会自らが収益を上げ、観光事
業を推進できる団体へと育成するため、観光事業を観
光協会に委託し、ソフト面・ハード面において推進するこ
とにより、木津川市の魅力の発信や観光客の誘致、観
光産業の活性化を図る。

観光商工課

12 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

中小企業特別融資制度信
用保証料及び利子補給事
業

京都府中小企業融資制度の内、「小規模企業おうえん
融資」に係る保証料相当額と利子の一部を補助するこ
とにより、市内中小企業の経営安定と商業振興を図
る。

14,682 0.80 0.0
保証料補助・利子
補助件数 181件 補助決定率 100％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
利子補給金の要綱が平成22年３月に失効することと
なっていたが、昨今の経済情勢を勘案し、３年間の延長
を行った。

観光商工課

13 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

商工業振興事業

小規模事業者の経営の改善等に対する指導等の事業
を実施する商工会の運営を支援することにより、地域
商業の活性化を図るため、市内３商工会の事業に対し
て支援を行う。

28,350 0.20 0.0 商工会数 3商工会 商工会会員数 1,084人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
平成26年度に３商工会が合併できるように誘導を行う。

観光商工課

14 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

七夕まつり事業
七夕まつり実行委員会が主催となって開催される七夕
まつりにおいて、模擬店や舞台等のさまざまな催しを
行い、地域振興を図る。

2,147 0.10 0.0 事業実施日数 1日 事業参加者数 4,500人 2 2 3 2 2
効率化等に
よる見直し

今後も市民・地域が主体となった七夕まつりが実施され
れば、補助金を交付していく方向で考えているが、他の
イベント等との関係で、十分に検討していく必要がある。

観光商工課

活動指標
臨時職
員数等

成果指標
評価 今後の方向性

従事職員
数事業内容等 総コスト

（単位；千円）
担当課№

総合計画（基本計画）

基本方針 主要目標
事業名

1
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15 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

木津川市納涼大会事業
木津川市夏祭り実行委員会が主催となって開催される
納涼大会において、木津川沿いの花火大会を中心とし
たさまざまな催しの事業費の一部の補助を行う。

8,038 0.30 0.0 事業実施日数 1日 事業参加者数 40,000人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
市民や市民団体が中心となった手作りのイベントを開催
し、地域住民の憩い、ふれあいの場を提供するととも
に、地元商工業の振興を促進させる。

観光商工課

16 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

北綺田ほ場整備事業

当地区は水稲を中心とする営農が盛んな地域である
が、10a未満の農地が多く、農道及び用排水路が未整
備であることから農作業の効率化の上で障害となって
いるため、本工事を実施する。

15,157 0.70 0.0
当該年度整備済面
積

0ha
（平成22年度
は換地業務

他）

整備率（整備済面
積/総整備面積） 100％ 2 2 2 3 3 終了 平成23年度内に事業完了（換地処分）を目指す。 農政課

17 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

木津かんがい排水事業

木津川の用水を６ｹ所のため池及び直接掛へ供給す
ることにより、現在使用されている農業用水の希釈水
質改善を行い、併せて水質管理システムを導入するこ
とで農業の省力化と合理化を図る。

56,221 0.50 0.0
当該年度整備済工
事延長 1,100m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 35％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
平成23年度内に用地買収業務を完了し、市坂地内にお
ける管路埋設工の早期完了に向けて事業を推進する。

農政課

18 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

府営基幹農道整備事業

基幹的な農道の整備により、集出荷作業の省力化及
び運搬経路の効率改善を図り、生産コスト・輸送コスト
の低減による農業所得の向上を図る。（府営事業に対
する負担金【事業費17.5％、事務費25％】の支払い）

19,696 0.70 0.0
当該年度整備済工
事延長 290m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 89％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
１期地区が平成20年度に完了。２期地区は、平成20年
度採択時の計画に基づき、平成25年度の事業完了を目
途に推進する。

農政課

19 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

農地・水・環境保全向上対
策事業

農村の集落機能を改善し、農村環境の保全と向上を
図るため、地域における農地や農業用施設等を守る
共同活動と環境保全営農活動を行う地区に対して支
援を行う。

6,520 0.40 0.0 補助団体数 4団体 実施活動率 61％ 3 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
体制整備構想を作成し、自立的に地域に定着していくこ
とを誘導する。

農政課

20 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

土地改良事業（小釜川改修
工事）

排水能力向上による農地への冠水を防止するため、
水路の改修を実施する。 12,926 0.30 0.0

当該年度整備済工
事延長 168m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 47.0％ 3 3 3 3 3 継続

引き続き事業を継続する。
平成21年度からの６ヶ年事業であるが、早期完了できる
よう一括の予算確保を目指す。

農政課

21 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

土地改良事業（北綺田神ノ
木地内水路改修工事）

排水能力向上による農地及び住宅への冠水を防止す
るため、水路の改修を実施する。 11,191 0.20 0.0

当該年度整備済工
事延長 181m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 73.0％ 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
平成21年度からの６ヶ年の継続事業計画であるが、早
期完了を目指す。また、本事業の効果を発揮するため、
下流域の水路改修を図る必要がある。

農政課

22 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

有害鳥獣捕獲事業
農林作物を食い荒らす野生鳥獣を捕獲して、被害を軽
減することにより、農林作物の生産安定化を図るた
め、銃器及びわなで有害鳥獣を駆除する。

5,256 0.20 0.0 駆除出動回数 800回 有害鳥獣駆除数 471匹 2 2 2 2 2 継続
有害鳥獣による被害防止において、一定の成果があら
われていることから、引き続き、事業を継続する。

農政課

23 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

有害鳥獣防護柵設置事業
有害鳥獣による農作物の被害防止を図るため、防護
柵を設置する農業者に対して補助金を交付する。 6,012 0.30 0.0 防護柵設置延長 8,700m 被害報告件数 80件 2 2 2 2 3 継続

有害鳥獣による被害防止において、一定の成果があら
われていることから、引き続き、事業を継続する。

農政課

24 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

農業経営基盤強化資金利
子助成事業

認定農業者の農業経営基盤の強化を図るための借入
金に伴う利子助成を実施する。 1,300 0.10 0.0 利子助成件数 5件 助成決定率 100％ 3 3 3 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 農政課

25 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

農業振興単費事業
農業振興の活性化を図るために各種補助金交付事業
などを行う。 4,529 0.30 0.0 実行組合数 60組合 農家戸数 2,300戸 2 2 2 2 2 継続

木津川市の農業振興を図るため、引き続き、事業を継
続する。

農政課

26 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

数量調整円滑化推進事業
水田農業推進協議会の運営を行い、米の生産調整に
かかる事務を行う。 6,226 0.70 0.0 生産調整実施面積 5.2k㎡ 生産調整達成率 95％ 2 2 2 2 2 継続

国の施策であり、米の生産調整の円滑化を図る必要が
あるため、引き続き、事業を継続する。

農政課

27 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

担い手育成総合支援事業
地域農業担い手の生産施設及び機械等の充実を図る
ため、各種補助事業を活用して補助金を交付する。 1,766 0.20 0.0

担い手育成総合支
援協議会開催回数 １回 認定農業者数 31人 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
補助金枠の拡大を検討する。

農政課

28 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

共同茶園借上事業
茶業振興のため、加茂笠置組合管理地等の茶園を借
上げ、小谷茶生産組合に貸付を行う。 1,149 0.10 0.0 茶園用地借上面積 119,712㎡ 茶生産量 575t 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 農政課

2
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29 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

茶園振興対策事業
茶業振興のため、各種の補助事業を実施する。（出品
茶補助、茶研修補助及び機械導入補助など） 5,193 0.20 0.0 補助団体数 1団体 出品茶点数 5点 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 農政課

30 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

林業振興事業
山城町森林公園施設を良好な状態に保つために、施
設内のバンガロー、ログハウス及び休養施設の改修を
行う。

3,230 0.30 0.0 修繕実施箇所数 4箇所 修繕実施率 100％ 3 2 3 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 農政課

31 2
地域力を活かした産
業・事業の創造 (2)

地域資源を活用した新し
い地域産業創出システ
ムの構築

農業振興地域整備計画策
定事業

合併前の旧町単位であった農業振興地域整備計画を
全面的に見直し、木津川市農業振興地域整備計画に
一本化する。

7,052 0.20 0.0 農振農用地面積 10.52k㎡ 計画策定率 100％ 2 2 2 2 2 終了 平成22年度に事業を完了した。 農政課

32 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

加茂駅前駐車場運営事業 加茂駅前駐車場を良好な施設として運営管理を行う。 17,084 0.70 0.0 駐車場開設日数 365日
延べ駐車場利用台
数 149,488台 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 総務課

33 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

交通安全施設整備事業
交通事故を減少させるため、交通安全施設を整備す
る。（カーブミラー・ガードレール等の新設及び修繕） 14,997 1.00 0.0

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ他施設の
設置・修繕件数 77件 市内交通事故件数 220件 3 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
平成21年度に作成した交通安全施設台帳を活用しなが
ら、市内の道路において、安全な通行を助長するため、
交通安全施設の整備を図っていく。

総務課

34 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

交通安全対策協議会及び
対策事業（交通安全啓発事
業）

木津川市交通安全対策協議会を中心に木津警察署
や各種団体の協力を得て、啓発活動や広報活動を実
施するとともに啓発看板を設置する。

3,000 0.30 0.0
交通安全対策協議
会及び啓発活動日
数

14日 市内交通事故件数 220件 2 2 3 2 2 継続
引き続き、啓発事業を継続する。
市民に注意喚起し、交通安全に対する高い意識を浸透
させ、交通事故を減少させていく。

総務課

35 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木造耐震診断事業
地震に強いまちづくりを推進するため、昭和56年５月
31日までに建築された木造住宅の所有者または居住
者が実施する耐震診断事業に対して助成を行う。

2,550 0.30 0.0 募集件数 5件 応募実績件数 4件 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
対象となる木造住宅は約4,000戸存在しているが、すべ
ての対象住宅の耐震診断を行うには、長期間の制度の
存続が必要である。

危機管理室

36 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木造住宅耐震改修事業
地震に強いまちづくりを推進するため、木造耐震診断
事業を実施した所有者または居住者が診断結果に基
づき、住宅を改修する際に補助を行う。

2,438 0.30 0.0 募集件数 3件 応募実績件数 0件 1 2 1 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
市民に対して、住宅耐震診断への意識を向上させるだ
けでなく、改修に対する意識の向上を図ることとPR方法
の検討を行う必要がある。

危機管理室

37 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

消防団運営事業
地域住民の安全確保、安心のまちづくり及び市民財産
の確保のために設置している消防団の運営等を行う。 65,616 0.60 0.0

消防団出動回数
（会議・訓練・火災
等）

9,977回 消防団員数 755人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
①平成21年度より加茂方面隊を16部から8部に試験的
に縮小して見直しを図っているが、3年目を迎え、今後の
消防団活動を見据えた上での協議を継続する。②各方
面隊の資機材整備及び消防団意識の高揚に努める。➂
消防団協力事業所制度の導入を検討する。

危機管理室

38 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

災害対策運営事業（地域防
災計画策定事業）

災害対策基本法第42条の規定に基づき、木津川市に
おける防災対策の大綱の策定する。 1,625 0.20 0.0 防災会議開催回数 0回 資料配布部数 350団体 1 2 1 3 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成24年度の地域防災計画の見直し及び修正版の発
行に向け法改正、上位計画の変更に基づき変更修正等
を実施する。

危機管理室

39 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

災害対策運営事業（防災備
品等整備事業）

防災備品等を防災施設や避難所等に配備し、災害発
生時における減災を目指す。 12,748 0.50 0.0 購入物品・備品数 2台 防災備品等充足率 92％ 3 3 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
災害発生時の対処から重要な事業として位置づけてい
る。

危機管理室

40 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

消防施設管理事業
迅速な消火活動及び消防団員の安全を確保するた
め、消防施設を整備するとともに消防関係資機材等を
配備する。

33,361 0.30 0.0 小型ポンプ配置数 37台
小型ポンプ充足率
（消防団の部設置
数/台数）

100％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
①老朽化した消防団詰所、消防水利、消防関係資機材
等を順次修繕及び購入し、安全かつ迅速な消防団活動
が実施できるよう努める。②消防団詰所及び水利台帳
における所有者等の整備を行う。

危機管理室

41 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

災害対策運営事業（自主防
災組織活動）

組織率を上げ、地域に密着した組織の活動を目指し、
自主防災組織等に活動費を助成する。 4,886 0.40 0.0

自主防災組織活動
回数 64回

自主防災組織加入
世帯率 70％ 3 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
自主防災組織の育成に努める。

危機管理室

42 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

道路照明灯整備事業（電気
料）

夜間の街を明るくすることにより、犯罪を防止し、安全
な市民生活に資することを目的とした防犯灯等の電気
料金を支払う。

44,735 0.30 0.0
電気料金を支払っ
ている防犯灯総数 7,719本 電気料金負担率 100％ 3 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
都市化への進展、市民生活24時間化等に伴い、犯罪の
増加が懸念されることから、地域住民の安全確保に対
する要望は増大することが予想されるが、要望箇所にお
ける現場確認作業を行い、防犯灯設置要綱に基づき、
適切な設置及び維持管理を行う。

危機管理室
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43 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

道路照明灯整備事業（設
置・修繕）

夜間の街を明るくすることにより、犯罪を防止し、安全
な市民生活に資することを目的とした防犯灯の新設及
び修繕等の維持管理を行う。

7,070 0.30 0.0 申請件数 323件
要望実施率（新設
及び修繕の基数／
要望箇所数）

88％ 3 3 3 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
都市化への進展、市民生活24時間化等に伴い、犯罪の
増加が懸念されることから、地域住民の安全確保に対
する要望は増大することが予想されるが、要望箇所にお
ける現場確認作業を行い、防犯灯設置要綱に基づき、
適切な設置及び修繕を行う。

危機管理室

44 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

防犯事業
地域社会における安全思想の普及啓発活動、地域安
全活動の推進、表彰及び激励を行う。（防犯協会への
負担金支払い）

1,176 0.10 0.0
防犯協会会議実施
回数及び街頭啓発
事業実施回数

14回 市内犯罪発生件数 786件 3 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
防犯意識の向上や犯罪抑止に大きく貢献する事業であ
り、継続することで成果の向上が期待できる。

危機管理室

45 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

相楽地域における消費生
活相談窓口設置等事業

複雑・多様化する消費者問題から地域住民を守るセー
フティーネットの構築を図る観点から、平成22年3月か
ら相楽地域における消費生活センターを相楽郡広域
事務組合に共同で設置し、啓発活動も含めて広域的
に事業を実施する。

8,613 1.00 0.0
消費生活センター
開設日数 250日 相談件数 506件 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
消費者安全法の基準に基づく消費者生活センターを相
楽地域が共同設置したことにより、複雑・多様化する消
費者問題に対応することが可能になっている。今後は、
効率的な運営を図るとともに同センターの周知を図り、
消費問題の啓発を図る。

観光商工課

46 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

河川関係負担金事業
安全・安心な地域づくりが行われるよう、木津川治水
会や京都府砂防・治水・防災協会を通じて、要望・研修
活動を実施する。

4,332 0.50 0.0
要望団体（加盟団
体）数 2団体 要望実施回数 5回 2 2 2 2 2 継続

引き続き、国や府等への要望活動等の取組みを行う。
必要に応じて、提言等により地元の実情を伝え、必要な
施策の提言を行う。

指導検査課

47 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

準用河川改修事業
河川流域内住民の安全と財産の保全を確保するため
河川改修事業を行い、流下能力を高め、浸水被害を
軽減する。

51,320 0.20 0.0
当該年度整備済延
長 81m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 68％ 2 2 2 2 2 継続

年次計画に基づき、河川改修工事を実施し、平成24年
度内に事業を完了する。

建設課

48 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

市営住宅維持管理事業
低所得者等に住居を賃貸し、市民の住環境を充実さ
せる。 35,486 2.00 0.0 管理戸数 279戸

入居率（入居戸数/
管理戸数） 96％ 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続し、市営住宅入居者のニーズに応
えていく。

建設課

49 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

橋梁長寿命化修繕計画策
定事業

今後、老朽化する橋梁数の増大に対応するため、従
来の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕及び計
画的な架替えへの転換を図るとともに、橋梁の長寿命
化並びに橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減を
図る。

7,395 0.50 0.0 橋梁数 350橋梁
計画策定進捗率
（策定済橋梁数/全
橋梁数）

20％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成22年度に15m以上の橋梁の長寿命化修繕計画の
策定を行い、平成23年度から平成25年度までに2m以上
15m未満の橋梁の点検及び長寿命化修繕計画の策定
を目指す。

建設課

50 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木津駅東地区整備事業

JR木津駅舎改築事業や木津中央地区などの開発事
業にあわせて、駅周辺に地域住民が利用する自転車
駐輪場及びアクセス道路の整備を行うことにより、駅を
利用する住民の利便性の向上を図る。

307,339 0.30 0.0
当該年度整備済面
積 1,500㎡

整備率（整備済面
積/総整備面積） 20％ 2 2 2 2 2 継続

駐輪場整備、水路改修及び道路整備を行い、平成24年
度内に事業を完了する。

建設課

51 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地崩壊危険箇所（鹿背山地区、大野地区、辻
地区、神童子地区）において、土砂災害から住民の生
命並びに財産を守るための対策事業（事業主体：京都
府）に対して、負担金を支払う。

9,463 0.10 0.0
急傾斜地崩壊対策
事業実施箇所数 3箇所

整備率（整備済箇
所/総整備箇所） 60％ 2 2 2 2 2 継続

平成22年度で辻区終了。他２地区は引き続き、事業を
継続する。
京都府が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対する負
担金を負担割合に応じて支払う。

まちづくり事業推
進室

52 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木津川市都市計画マスター
プラン策定事業

木津川市総合計画に基づき、中長期のまちづくりビ
ジョンを描き、新しい都市づくりの短期的な緊急課題に
対応するための具体的戦略を示す「木津川市都市計
画マスタープラン」を策定する。

6,350 0.50 0.0

打合せ、庁内ﾜｰｷﾝ
ｸﾞ、関係機関調整、
パブリックコメント等
の回数

35回 策定進捗率 100％ 3 2 3 3 3 終了
平成22年度に都市計画マスタープランの策定事業を完
了した。
今後は都市計画マスタープラン冊子の発行を行う。

都市計画課

53 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

建築指導事業（狭隘道路整
備事業）

市街化区域の市道幅員が４mを確保できるように、狭
隘道路整備基準に基づき、市道用地の確保に努め
る。

11,096 1.00 0.0 事業申請数 6件
実施決定率（事業
実施件数/事業申
請件数）

100％ 3 2 3 3 2 継続

引き続き、事業を継続する。
狭隘道路整備基準に基づく市道用地確保が定着してき
ている。また、当事業を活用することにより開発行為を
誘導するように取り組んでいく。

都市計画課

54 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

小川水路改修事業
木津中央地区の造成工事に伴い、現小川支線で雨水
流下能力が不足している箇所の改修を行う。（流下能
力不足箇所2箇所及び越水箇所1箇所の改修）

1,774 0.10 0.0
当該年度改修済水
路延長 39m

改修進捗率（改修
済延長/総改修延
長）

100％ 3 3 3 3 3 終了

平成22年度に事業を完了した。
木津中央地区の造成工事が本格的に始まる前に、既存
の水路で流下不足箇所を改修し、応急措置を行う必要
がある。

都市計画課

55 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

中央配水池築造工事事業 中央配水池を新築する。 577,621 0.00 0.0
工事に関する協議
回数 0回 工事進捗率 100％ 2 2 3 3 3 終了

平成22年度に事業を完了した。
今後は、維持管理を適正に進めていく。

水道工務課

56 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

移設・更新事業（下水・その
他・単独関連）

耐用年数や老朽管路、下水関連を含めて計画的に配
給水管を整備する。 299,150 3.00 3.0

当該年度移設・更
新延長 5,490m

当該年度事業実施
進捗率 100％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
老朽管路については、年間5,000mを更新していく。

水道工務課
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57 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

水道事業計画策定事業 水道事業計画を策定する。 8,126 1.00 0.0 協議回数 9回 計画策定進捗率 80％ 2 2 2 2 2 終了
平成23年度内に水道事業計画の策定を完了し、計画に
基づいて、水道施設の改良及び更新を行う。

水道工務課

58 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

水道ビジョン策定事業
水道事業計画に基づき、木津川市地域水道ビジョンを
策定する。 24,378 3.00 0.0 協議回数 9回 計画策定進捗率 80％ 2 2 2 2 2 終了 平成23年度内に水道ビジョンの策定を完了する。 水道工務課

59 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

給水事業
簡易水道施設の維持管理（電気料金支払及び修繕
等）を行う。 14,292 0.20 0.0 簡易水道給水人口 1,818人

有収率（有収水量/
給水量） 62％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
施設の老朽化に伴い、電気料金及び修繕費等の経常
経費は増加傾向であるが、可能な限り節減に努め、維
持管理費全体の削減を図る。

水道工務課

60 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

基幹改良事業
簡易水道施設の老朽化対策として、施設更新(基幹改
良事業)を行う。（主要送配水管及び水道施設の改良） 129,115 2.00 0.0

工事施工延長(φ
75mm以上) 2,513m

事業進捗率(実施済
事業費/全体事業
費)

48.6％ 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
当初の予定どおり、基幹改良による老朽配水管の更新
や施設整備を進める。

水道工務課

61 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木津中央地区配給水管布
設事業

木津中央地区の開発に伴い、配給水管を布設する。 253,519 3.00 0.0
当該年度工事施工
延長 7,066m 事業進捗率 27％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
都市再生機構の開発計画に沿って、今後も事業を進め
ていく。

水道工務課

62 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

宮ノ裏浄水場大規模更新
事業

宮ノ裏浄水場を全面改修（浄水池・送水ポンプ・電気
計装・配管他更新）を行う。 100,128 2.00 0.0

工事施工に関する
協議回数 24回 工事進捗率 9％ 2 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
新設改良工事を効率的に発注し、経費節減に努める。

水道工務課

63 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

公共下水道事業特別会計
繰出事業

公共下水道事業を円滑に推進するため、公共下水道
特別会計に繰出金を支出し、生活環境の改善と公共
用水域の水質保全を図る。

829,948 0.00 0.0 繰出回数 6回
繰出基準率（実繰
出金額/繰出基準に
よる繰出金）

132.8％ 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
基準内繰出金は一般会計から負担すべき経費であるこ
とから、今後も必要である。また、基準外繰出金は下水
道事業が先行投資を伴う事業であることや下水道整備
促進や普及に必要な経費であることから、今後も継続す
るが繰出額の圧縮に努めていく。

下水道課

64 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

水洗化促進事業
下水道の早期普及促進を図るため、下水道供用開始
後３年以内に排水設備を改造し、下水道に接続する者
に助成金または、融資あっせん及び利子補給を行う。

7,404 0.20 0.0 助成金申請件数 400件 交付決定率 100％ 2 2 2 3 3 継続 引き続き、事業を継続する。 下水道課

65 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木津川上流域関連公共下
水道事業

下水道整備を促進し、健全な生活環境の確保と木津
川等の公共水域の水質保全を図るため、下水道を整
備する。（整備面積　汚水1,432.7ha、雨水1,482.0ha）

192,224 2.50 0.0
当該年度整備済面
積 15ha

整備率（整備済面
積/総整備面積） 84.7％ 3 3 3 3 3

効率化等に
よる見直し

市街化区域の公共下水道整備を重点的に進める一方、
平行して、他の効率的な整備方法を検討していく。

下水道課

66 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木津川流域関連公共下水
道事業

下水道整備を促進し、健全な生活環境の確保と木津
川等の公共水域の水質保全を図るため、下水道を整
備する。山城処理分区（整備面積　汚水255.5ha）

143,589 2.50 0.0
当該年度整備済面
積 6ha

整備率（整備済面
積/総整備面積） 60.0％ 2 2 3 3 3

効率化等に
よる見直し

市街化区域の公共下水道整備を重点的に進める一方、
平行して、他の効率的な整備方法を検討していく。

下水道課

67 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

木津中央地区管渠布設事
業

下水道整備を促進し、健全な生活環境の確保と木津
川等の公共水域の水質保全を図るため、下水道を整
備する。（整備区域　245.7ha）

279,606 0.60 0.0
当該年度整備済面
積 17.9ha

整備率（整備済面
積/総整備面積） 14.1％ 3 3 3 3 3 継続 引き続き、事業を継続し、平成25年度までに完了する。 下水道課

68 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (1)

安心・安全、快適なまち
づくり

山城地域災害対策事業
各世帯の個別受信機の設置及び各所に設置してある
屋外受信局により、災害時等に情報伝達を行う。平常
時は有効利用として行政放送を行う。

6,732 0.30 0.0
戸別受信機設置工
事等件数 11件

戸別受信機設置達
成率（設置台数/設
置予定数）

100％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
運用については継続していく事が最良である。ただし、
旧山城町地域限定のものであるため、今後は市全域の
防災計画と合わせて考えていく必要がある。

山城支所地域総
務課

69 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

くらしの資金貸付事業
木津川市社会福祉協議会に委託して、くらしの資金貸
付事業を行う。（貸付金額１世帯100,000円上限） 1,244 0.03 0.0 貸付申請件数 12件

貸付決定率（貸付
決定件数/貸付申
請件数）

75％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成21年度に合併前からの滞納分について、１件毎に
状況等の一定の整理を行った。今後も、転出者、死亡者
等について市として情報提供を行う等の連携を図り、徴
収率の向上に努める。また、滞納整理について検討す
る必要がある。

社会福祉課

70 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者補装具費支給事業
障害者自立支援法第76条に基づき、障害者等の身体
機能を補完または代替する福祉用具である補装具の
購入または修理に要する費用を助成する。

11,857 0.04 0.0 支給申請件数 177件 助成件数 177件 2 2 2 3 3 継続 引き続き、事業を継続する。 社会福祉課
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71 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

木津川市障害福祉手当支
給事業

本市に居住する重度障害者に対し、障害福祉手当を
支給し、障害者福祉の向上を図る。 21,332 0.08 0.0 支給対象者数 1,261人

受給率（支給対象
者/受給対象者） 100％ 3 2 2 3 2 継続 当面は障害福祉手当の支給事業を継続する。 社会福祉課

72 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

自立支援法認定調査等事
業

障害者自立支援法第20条に基づき、介護給付費の支
給申請をされた障害者の障害程度区分を決定するた
めの主治医意見書の作成に係る手数料支払いや訪問
調査の委託を行う。

5,199 0.55 0.0 認定調査件数 40件 審査件数 40件 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 社会福祉課

73 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害児通園（デイサービス）
事業

精神に障害のある幼児に対し、通園の場を設け、日常
生活における基本的な動作の指導、集団生活への適
応訓練、相談及び検診を行い、その育成を支援する。
（木津川市及び相楽郡4町村による「相楽療育教室」を
設置）

24,263 0.70 0.0
相楽療育教室開園
日数 244日

相楽療育教室通所
幼児数 45人 2 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
指定管理者制度の導入を検討する。
入所希望者の増加が見込まれており、3町1村と定員変
更等の調整を行う。

社会福祉課

74 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者地域生活支援事業
（障害者移動支援）

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう、屋外での移動が困難な障害者につい
て、外出の支援を行うことにより、地域における自立生
活及び社会参加を促すことを目的とする。

18,970 0.18 0.3 利用者数 96人 延べ利用時間数 7,930時間 2 2 2 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
障害者のニーズに応えるべく更なるサービスの向上が
必要である。

社会福祉課

75 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者地域生活支援事業
（障害者一時支援）

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう、障害者の日中における活動の場を確
保し、障害者家族の就労支援及び日常的に介護して
いる家族の一時的な休息を目的とする。

14,988 0.18 0.3 利用者数 97人 延べ利用回数 4,609回 2 2 2 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
障害者のニーズに応えるべく更なるサービスの向上が
必要である。

社会福祉課

76 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者地域生活支援事業
（相楽聴こえのコミュニケー
ション支援）

相楽地域に手話等によるコミュニケーション基盤を整
備して、聴覚障害者が安心して暮らすことができるまち
を目指す。（コミュニケーション保障のために手話通訳
者等の派遣及び手話奉仕員の養成等）

5,131 0.10 0.0
相楽聴覚言語障害
センター開所日数 242日

相談・通訳等実施
件数 426件 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
手話通訳者の設置、手話通訳者・要約筆記者の派遣及
び手話奉仕員の養成を行う。

社会福祉課

77 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

福祉センター管理事業
地域福祉の充実、住民の交流の場として活用できる山
城福祉センターの管理運営経費。（指定管理者制度採
用）

4,818 0.02 0.0 開館日数 240日 延べ利用者数 8,782人 2 2 2 2 2
効率化等に
よる見直し

山城支所建替えに伴い、隣接する山城福祉センターの
あり方について検討を行っている。山城福祉センターの
機能を残す場合は、引き続いて管理委託業務を行う。

社会福祉課

78 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

民生児童委員活動事業
行政と地域住民とのパイプ役であり、地域福祉の担い
手としての民生児童委員活動を支援する。 15,553 0.40 0.1 民生児童委員数 135人 相談及び指導件数 16,000件 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
住民に定着しつつある民生委員としての活動を継続して
いく。

社会福祉課

79 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

民生委員推薦会事業
民生児童委員候補者を厚生労働大臣へ内申するため
に、民生委員推薦会及び同推薦準備会を開催する。 3,998 0.40 0.1

推薦会等の会議開
催回数 5回 推薦者決定数 135人 2 2 2 3 3 継続 引き続き、事業を継続する。 社会福祉課

80 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

あんしんSOSカード事業

急病や災害で自宅に救急隊員が駆けつけた際、本
人、家族との意思疎通が困難な場合でも、必要な連絡
や処置ができるように「あんしんSOSカード」を家庭の
冷蔵庫等に保管できるようにする。

1,203 0.00 0.1 世帯数 25,685世帯 配布世帯数 25,538世帯 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
広報３月号に「あんしんSOSカード」に使用する用紙を掲
載し、１年ごとに最新情報に更新されるように周知を進
めていく。

社会福祉課

81 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

社会福祉協議会補助事業
社会福祉協議会の専任職員やボランティアコーディ
ネーター等、活動に不可欠な人件費をはじめとする諸
事業に対して補助金を交付する。

67,700 0.14 0.0
社会福祉協議会会
員数 9,732人

ボランティア登録者
数 1,446人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
地域に根ざした福祉活動を実施する。

社会福祉課

82 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

戦没者追悼事業
平和を祈念し、祖国のために犠牲となられた戦没者の
遺族を招き、市主催で追悼式を実施する。 3,861 0.37 0.1

追悼式典案内通知
数 815人 追悼式典参加率 28％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
終戦60数年経過し、追悼式のあり方を検討する必要が
ある。

社会福祉課

83 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

社会福祉各種団体助成事
業

社会福祉団体（市保護司会、相楽地区保護司会、更
生保護女性会、遺族会６団体）が実施する社会福祉事
業に対して助成を行う。

1,521 0.07 0.0 補助金交付団体数 9団体 補助団体会員数 888人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
補助団体に対しては、補助金の意味や事業内容の精
査・検討及び会の運営に対して助言や指導を行う。

社会福祉課

84 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者地域生活支援事業
（障害者地域活動支援セン
ター事業）

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう、日中の活動の場及び障害の特性に応
じた専門的な支援を提供することで、精神障害者の福
祉の向上を図る。

9,493 0.10 0.0 開所日数 248日 延べ利用件数 3,036件 2 2 2 3 3 継続 引き続き、地域活動支援センター事業を継続する。 社会福祉課
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85 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者地域生活支援事業
（障害者相談支援事業）

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう３障害に対応した相談事業を実施するこ
とで、障害者の福祉の向上を図る。

13,380 0.40 0.0 利用可能日数 284日 延べ相談件数 1,157件 2 2 2 3 3 継続 引き続き、３障害に対応した相談支援事業を継続する。 社会福祉課

86 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者地域生活支援事業
（障害者訪問入浴支援）

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう、障害者地域生活支援事業（障害者訪
問入浴支援）を行う。

5,964 0.04 0.0 申請者数 3人 延べ利用回数 456回 2 2 2 3 3 継続 引き続き、障害者訪問入浴支援事業を継続する。 社会福祉課

87 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者地域生活支援事業
（障害者日常生活用具）

障害者が自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう、日常生活の利便性を向上させるため
の福祉用具（日常生活用具）を提供する。

14,079 0.20 0.0 申請者数 214人 助成件数 204件 2 2 2 3 3 継続 引き続き、障害者日常生活用具事業を継続する。 社会福祉課

88 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

ゆめこうば支援事業

障害者の職業能力を開発し、福祉的就労から一般就
労への移行による障害者雇用の促進を図るため、新
たに仕事を開拓する取組みを行う事業を支援する。
（事業所の清掃、庭園管理及び洗濯業務など）

2,406 0.15 0.0 補助事業所数 1事業所 利用者数 2人 2 2 3 2 2 終了
京都府の事業が平成24年3月31日をもって廃止される
為、それに準じて本事業を終了する。

社会福祉課

89 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者共同作業所入所訓
練事業

障害者が共同作業所に通所し、生活指導及び作業指
導等必要な指導訓練を受けることにより、障害者の自
立支援と福祉の向上を図るため、障害者が通所してい
る施設に対して、補助金を交付する。

25,603 0.15 0.0 対象者数 32人 訓練参加者数 32人 2 2 3 3 3 終了
京都府の事業が平成24年3月31日をもって廃止される
為、それに準じて本事業を終了する。

社会福祉課

90 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害福祉事務事業
社会福祉の向上のため、社会福祉団体が実施する適
正な事業に対して、適正な補助金の交付する。 3,869 0.04 0.0 補助金交付団体数 2団体

補助金交付団体会
員数 124人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
補助団体に対して、補助金の意味や事業内容の精査・
検討及び会の運営に対しての助言や指導を行う。
社会福祉団体の再編に伴い補助団体を整理する。

社会福祉課

91 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者福祉タクシー利用券
交付事業

外出が困難な障害者に対し、タクシー利用券を交付す
ることにより、生活行動範囲の拡大及び社会参加の促
進を図る。

4,366 0.04 0.3 交付申請者数 533人
申請率（交付申請
者／対象者） 66.2％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
現在、申請率が1/2強であるため、さらに広報での周知
の徹底を図るよう努める。

社会福祉課

92 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者自立支援対策臨時
特例交付金事業

障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、法施行
に伴う激変緩和等を目的とする障害者自立支援対策
臨時特例交付金に基づく各種事業を実施する。

18,014 0.10 0.0 交付事業所数 6事業所 利用者数 11人 2 2 2 3 3 終了
根拠となる国事業の終了に伴い、本市の障害者自立支
援対策臨時特例交付金事業も終了する。

社会福祉課

93 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

障害者スポーツ大会事業
障害児・者との親睦と交流をスポーツ大会を通じて深
めていくことを目的とし、年１回、市内で障害者スポー
ツ大会を開催する。

1,038 0.12 0.0
スポーツ大会開催
日数 1日

スポーツ大会参加
者数 91名 2 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
経費等が過大にならないように調整しながら進めていく
ことが必要である。

社会福祉課

94 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

重度障害児（者）在宅生活
支援事業

重度障害児（者）が安心して施設に通所できるよう看
護師等による医療的ケアの体制を整備して配置するた
めに、その経費を補助する。

1,045 0.05 0.0
対象重度障害児
（者）数 2人 補助対象施設数 2施設 2 2 2 3 3 終了 平成22年度に事業を終了した。 社会福祉課

95 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

一般被保険者療養費支給
事業

治療用装具・柔道整復・針灸等々医療費の保険者負
担額分を申請者に支払う。（負担割合：未就学児8割、
一般7割、前高9・7割）

54,348 0.18 0.0
一般被保険者療養
費支給件数 7,875件

被保険者１人当たり
費用額（療養費/被
保険者数）

3,303円 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
療養費の適正化を推し進めるなかでレセプトとの突合等
が図れる体制づくりが必要となる。

国保医療課

96 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

退職被保険者等療養費支
給事業

治療用装具・柔道整復・針灸等々医療費の保険者負
担額分を申請者に支払う。（負担割合：未就学児8割、
一般7割、前高9・7割）

5,815 0.15 0.0
退職被保険者等療
養費支給件数 815件

被保険者一人当た
り費用額（療養費/
被保険者数）

3,248円 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
療養費の適正化を推し進めるなかでレセプトとの突合等
が図れる体制づくりが必要となる。

国保医療課

97 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

一般被保険者療養給付事
業

一般被保険者の疾病・負傷に関し、診療・治療・手術
等の現物給付を行い、医療費の保険者負担額を医療
機関に支払う。（負担割合：未就学児8割、一般7割、前
高9・7割）

3,203,191 0.15 0.0
一般被保険者療養
給付件数 199,298件

被保険者一人当た
り費用額（療養給付
費/被保険者数）

200,010円 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成21年4月から実施された特定保険指導等の成果を
上げることにより医療対象者の削減につなげる。また、
医療費の適正化を図るためレセプト点検受託業者との
調整を密に行う。

国保医療課

98 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

退職被保険者等療養給付
事業

退職被保険者の疾病・負傷に関し、診療・治療・手術
等の現物給付を行い、医療費の保険者負担額を医療
機関に支払う。（負担割合：未就学児８割、一般７割、
前高９・７割）

338,014 0.15 0.0
退職被保険者等療
養給付件数 21,470件

被保険者一人当た
り費用額（療養給付
費/被保険者数）

238,017円 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成21年4月から実施された特定保険指導等の成果を
上げることにより医療対象者の削減につなげる。また、
医療費の適正化を図るためレセプト点検受託業者との
調整を密に行う。

国保医療課
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99 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

運営協議会運営事業
木津川市国民健康保険条例に基づき、運営協議会の
設置・運営を行う。 1,122 0.10 0.0 会議開催回数 2回 委員の会議出席率 72.22％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
市長の諮問機関として、年間平均２～３回実施予定。

国保医療課

100 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

葬祭費支給事業
被保険者が亡くなったとき、申請により、葬儀を行った
方（喪主）に葬祭費を支給する。 7,488 0.30 0.0 葬祭費支給件数 101件

葬祭費支給総額
（支給件数×支給
額）

5,050千円 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 国保医療課

101 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

福祉医療費（障害者）助成
事業

身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B判定の者（た
だし、身障手帳3級のみ、または療育手帳B判定のみ
の者は所得条件あり）の保険診療自己負担分を助成
する。

127,364 0.50 0.1
受給者数（年度末
現在） 882人

一人当たりの医療
費助成額 137,746円 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
近隣自治体の動向や均衡に配慮しつつ、市民ニーズを
見極めながら、市が実施するのが望ましい事業なのかも
含めて、市制度そのもののあり方の見直し・検討を行う。

国保医療課

102 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

重度心身障害老人健康管
理事業

後期高齢医療制度加入者のうち、身体障害者手帳1・
2・3級、療育手帳A・B判定の者（ただし、身障手帳3級
のみ、または療育手帳B判定のみの者は所得条件あ
り）の保険診療自己負担分を助成する。

72,849 1.00 0.0
受給者数（８月１日
現在） 722人

一人当たりの医療
費助成額 88,774円 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
市単独制度分の受給者要件の見直しが必要である。

国保医療課

103 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

老人医療費助成事業
満65歳以上70歳未満の者のうち、所得要件、世帯状
況等の審査により該当となった者に対し、保険診療自
己負担分の一部を助成する。

121,041 0.70 0.0
受給者数（８月１日
現在） 2,095人

一人当たりの医療
費助成額 53,020円 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
国では、70歳以上の方の医療費の自己負担割合を見直
しており（１割→２割）、その変更に合わせて、老人医療
費助成制度における受給者の負担割合も変更になる。
また、受給者認定に係る判定基準の変更が検討されて
いる。

国保医療課

104 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

福祉医療費（母子）助成事
業

母子家庭の母が扶養する満18歳に達する日以後の最
初の3月31日までの間にある児童及びその母を対象に
して、保険診療自己負担分を助成する。

52,721 0.50 0.0
受給者数（年度末
現在） 1,495人

一人当たりの医療
費助成額 31,475円 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
市制度そのもののあり方の見直し・検討を行う。
他方で根本的な所得基準の見直しが必要である。

国保医療課

105 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

福祉医療費（子育て）助成
事業

乳幼児及び児童に対して、保険診療自己負担分の一
部を助成する。（入院は0歳から満12歳に達した最初
の3月31日までの間にある者、外来は0歳から満6歳に
達した最初の3月31日までの間にある者）

170,459 1.00 0.0
受給者数（年度末
現在） 8,574人

一人当たりの医療
費助成額 18,027円 2 2 2 2 2 充実

事業を充実させる方向で進めていく。
小学校卒業までの外来に関しても医療費を助成する方
向で検討している。

国保医療課

106 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

後期高齢者医療　保健事
業（健康診査）

疾病の予防・早期発見を目的として、後期高齢者医療
被保険者に対して健康診査の助成を行う。 15,826 0.20 0.0

被保険者数（７月末
現在） 5,760人 健康診査受診者数 1,392人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
疾病の予防、早期発見・早期治療のため、継続していく
ことが望ましい。

国保医療課

107 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

後期高齢者医療　保健事
業（人間ドック）

疾病の予防・早期発見を目的として、後期高齢者医療
被保険者に対して総合健康診断の費用助成（予算の
範囲内で７割相当額）を行う。

9,020 0.10 0.0
被保険者数（５月末
現在） 5,729人

総合健康診断受診
者数 248人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成23年度受診者数は、制度創設年度の平成22年度
受診者数と比較して減少しているが、高齢者の疾病予
防に関する関心やニーズの高さがうかがえる。今後も費
用助成の継続が求められている。

国保医療課

108 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

木津老人福祉センター運営
事業

高齢者の健康、教養の増進及びレクリエーションの拠
点として、木津老人福祉センターを運営する。 7,813 0.10 0.0 開館日数 344日 延べ利用者数 14,293人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
社会福祉事業の拠点としてだけではなく、今後、あらゆ
る世代のボランティア事業の拠点としてのニーズが高
まっていくことが想定される。

高齢介護課

109 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

山城老人福祉センター運営
事業

高齢者の健康、教養の増進及びレクリエーションの拠
点として、山城老人福祉センターを運営する。 5,443 0.10 1.0 開館日数 249日 延べ利用者数 7,447人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
社会福祉事業の拠点としてだけではなく、今後、あらゆ
る世代のボランティア事業の拠点としてのニーズが高
まっていくことが想定される。

高齢介護課

110 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

在宅福祉支援事業

在宅生活を支援する。（軽度生活援助ヘルパー事業、
介護者交流事業、ふとん水洗い乾燥サービス事業、生
活管理短期宿泊事業、高齢者日常生活用具給付事
業）

4,210 0.30 0.0
支援・給付実施事
業数 5事業 延べ利用者数 186人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
在宅高齢者のニーズ及び他制度サービスとの整合性を
図りながら、適切なサービスを実施していく。

高齢介護課

111 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

在宅高齢者等配食サービ
ス事業

高齢者の自立と健康の増進を図るとともに、定期的な
見守りを行うため、食事の調理が困難な在宅の高齢者
に対し、配食サービス（月4回以内）を実施する。

5,691 0.20 0.0 延べ配食件数 13,555件 登録者数 329人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
在宅の高齢者（独居・高齢者世帯）が市内に数多く在住
し、今後も増加が想定される。
当該事業は、社会福祉協議会の高齢者見守り隊事業と
タイアップして実施されている。

高齢介護課

112 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

老人ホーム入所措置事業
在宅での生活が困難になった高齢者を養護老人ホー
ムに入所措置し、施設へ措置費を支払う。 28,116 0.20 0.0 入所者数 14人

入所措置率（入所
者数／対象者数） 100％ 2 2 3 2 2 継続

引き続き、老人福祉法に基づき、入所措置を講じてい
く。

高齢介護課
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113 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

高齢者住宅用火災警報器
給付事業

消防法の規定により火災報知機の設置が義務付けら
れたことに伴い、満65歳以上の者のみで構成される世
帯に対し、火災報知機2個を上限として給付（設置を含
む。）を行う。（平成23年5月3１日まで）

3,194 0.20 0.0 給付世帯数 177世帯
給付率（給付世帯
数/申請世帯数） 93％ 3 2 3 3 3 終了

平成23年5月31日を期限として、事業を実施し、期限後
は終了する。

高齢介護課

114 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

緊急通報システム事業
高齢者、障害者に対する緊急時の連絡手段としての
通報システムを確立する。 2,126 0.10 0.0 設置台数 141台

緊急通報回数・救
急出動回数 14回 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
当該システム以外の様々な福祉サービスの提供による
見守り（行政・地域コミュニティ）が必要である。

高齢介護課

115 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

高齢者福祉センター建設事
業補助金事業

高齢者福祉センター建設にかかる借入金償還の一部
を補助する。 19,060 0.10 0.0 補助施設数 2施設 補助施設定員数 100人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
山城ぬくもりの里、加茂の里は木津川市における中核
の介護福祉施設（現在は木津川市在宅介護支援セン
ターも併設）であることから、継続的な支援が必要であ
る。

高齢介護課

116 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

敬老会事業
ご長寿のお祝い及び長年のご労苦の慰労のため、毎
年、敬老会式典・アトラクションを実施し、お祝い対象
年齢該当者に祝金（品）を贈呈する。

14,528 0.60 0.0 敬老会対象者数 9,615人 敬老会出席者数 1,789人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
参加者数の動向を見ながら、実施方法、実施場所等に
ついて、参加者が増加するよう見直しを行う。新しい敬
老会のあり方を検討するため、市民の代表として各種団
体等の参加により、検討委員会を開催する。現時点で開
催数２回。

高齢介護課

117 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

老人クラブ活動助成事業
老人クラブ連合会（木津・加茂・山城）及び連合会に属
する単位クラブに対して、補助金を交付することによ
り、当該団体が実施する様々な活動の支援を行う。

7,544 0.10 0.0 老人クラブ会員数 6,694人
老人クラブ加入率
（会員数／高齢者
人口数）

43％ 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
国庫・府補助金の統合補助金であることから、十分な財
源が確保されるかが不透明である。

高齢介護課

118 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

シルバー人材センター事業

高齢者が長年にわたって培ってきた知識・経験を生か
すことができる就業の機会の提供を図るため、木津川
市シルバー人材センターが行う事業の経費の一部に
ついて補助金を交付する。

19,136 0.10 0.0 会員数 475人 延べ就業人員 38,360人 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
合併により国庫・府補助金が減額される中、事業運営方
法等の見直しが必要である。

高齢介護課

119 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

国保山城病院組合負担金
事業

国保山城病院の運営に係る負担金を支払う。 422,775 0.02 0.0 受診者数 129,453人 延べ救急利用者数 12,021人 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 健康推進課

120 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

健康教育相談事業
健康教育・健康相談の実施及び健康手帳の配布を行
う。 12,967 1.56 0.0 健康相談実施回数 66回

延べ健康相談受診
者数 5,394人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
がん検診時などの機会を利用した健康教育・相談を継
続する。特定健診後の指導率の向上を図る。

健康推進課

121 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

献血推進事業
献血推進協議会を設置し、献血の啓発に努めるととも
に、市内において献血会場を設置する。 1,581 0.17 0.0 実施回数 10回 延べ献血者数 550人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
ひとりでも多くの献血協力者を確保する。

健康推進課

122 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

健康増進事業
平成20年度の健康増進法の改正により、肝炎・歯周疾
患・骨粗しょう症・生活保護受給者の内臓脂肪症候群
等の予防や早期発見のために各種検診を実施する。

7,126 0.37 0.0 延べ検診受診者数 743人
骨粗しょう症検診受
診者数 23.5％ 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
肝炎、骨粗しょう症検診においては、がん検診等との同
時実施を継続する。歯周疾患検診、生保検診において
も住民への周知を継続し、受診率向上を図る。

健康推進課

123 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

総合がん検診事業
（がん検診推進事業を除く）

厚生労働省の指針に基づき、がん検診を実施する。
（胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子
宮がん）

113,027 2.15 1.2 延べ検診受診者数 20,536人
検診受診率（肺が
ん受診者/対象者） 27％ 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
年々増加傾向にある受診者ニーズに対応するため、検
診体制・実施時期及び自己負担額等の見直しが必要で
ある。また、申込者（受検者）の増加に伴う職員の準備
作業の効率化を図るため、周知・通知方法の見直しを検
討する。

健康推進課

124 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

総合がん検診事業
（がん検診推進事業）

厚生労働省の実施要綱に基づき、対象年齢の女性に
対して検診手帳及びクーポン券を送付し、検診にかか
る自己負担金を全額助成する。

15,858 0.41 0.0 延べ検診受診者数 774人
検診受診率（受診
者/対象者） 16.1％ 2 1 2 2 2 充実

今後の国の検診に対する動向は不透明であるが、５年
間は継続の必要性があると考えている。平成24年度も
実施することが決定していれば、総合がん検診と同時に
実施して、検診の充実を図っていく。

健康推進課

125 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

精神保健事業
精神障害者の社会参加を促し、社会適応能力を身に
つけるため、毎月１回、グループワークを実施する。 2,833 0.34 0.0 事業実施回数 11回 延べ事業参加者数 58人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
参加者の増加による集団力量を生かした効果が得られ
る場とする。

健康推進課

126 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

健康増進計画策定事業（保
健衛生総務費）

市民の健康寿命を延長させるため、ライフステージ別
に健康づくりのための具体的方策を策定する。 6,294 0.41 0.0

計画策定に係る委
員会及びワーク
ショップ等の開催回
数

9回 計画策定進捗率 30％ 3 2 3 3 3 終了
昨年度に引き続き、委員会やワークショップ等を開催し、
平成23年度内に健康増進計画の策定を完了する。

健康推進課
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127 3
誰もが安心して暮ら
せる福祉都市の創造 (2)

ともに支えあう地域福祉
の充実

健康まつり事業
健康をテーマとしたイベントを実施し、健康意識の向上
を図る。 1,042 0.09 0.0

健康まつりイベント
コーナー数 3コーナー

健康まつり参加者
数 621人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
歯科医師会、食生活改善推進員協議会の意向を考慮
し、健康まつりの継続及び実施形態を検討する。

健康推進課

128 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

遺児福祉手当支給事業
遺児となった児童が心身ともに健やかに育成されるよ
う、義務教育終了前の遺児を養育する保護者に対し、
遺児１人につき月額2,000円の手当を支給する。

1,570 0.05 0.0 申請者数 39人
受給率（受給者数/
申請者数） 100％ 2 2 2 2 2 継続

遺児の福祉の増進を図るため、引き続き、事業を継続す
る。

子育て支援課

129 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

母子福祉推進事業（助産施
設措置費）

助産施設における助産費用を助成する。また、母子生
活支援施設における施設入所費用を助成する。 2,683 0.10 0.0

助産施設・母子生
活支援施設入所者
数

7人
入所率（入所者/申
請者） 100％ 2 1 2 1 1 継続

引き続き、事業を継続する。
当サービスのあり方については検証を行い、京都府と協
議を行っている。

子育て支援課

130 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

病後児保育委託事業

病気の回復期にあり、集団保育や家庭での保育が困
難な場合に、児童を一時的に保育するサービスを提供
することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援
する。

4,426 0.20 0.0 延べ利用者数 4人
利用率（利用者/申
請者） 100％ 3 2 1 1 3 継続

引き続き、事業を継続する。
より多くの就労家庭を支援するため、病後児の緊急時の
受入態勢の整備や事業活用の周知方法を工夫し、効率
的なサービスが提供できるように事業を進める。

子育て支援課

131 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

つどいのひろば事業
乳幼児期の子育て親子が気軽につどい、打ち解けた
雰囲気の中で語り合い、交流し、育児相談などを行え
る場として「つどいの広場」を設置・運営する。

9,152 0.10 0.0 設置箇所数 2箇所 延べ親子利用者数 15,095組 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
開設日（火・木曜日）においても、事業委託団体独自運
営による市民交流の場の開設など、ひろばの有効利用
を図りながら、気軽に立ち寄れる憩いの場を提供できる
よう事業を進めていく。

子育て支援課

132 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

木津子育て支援センター事
業

就学前の子育て親子に対して、仲間作りの場及び学
習の機会を提供する。 11,143 1.00 1.0 開設日数 260日 延べ利用者数 3,717人 2 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て不安を緩
和し、子どもの健やかな育ちを促進する。

子育て支援課

133 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

木津東部子育て支援セン
ター事業

就学前の子育て親子に対して、仲間作りの場及び学
習の機会を提供する。 8,402 0.05 0.0 開設日数 280日 延べ利用者数 9,562人 2 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て不安を緩
和し、子どもの健やかな育ちを促進する。

子育て支援課

134 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

加茂子育て支援センター事
業

就学前の子育て親子に対して、仲間作りの場及び学
習の機会を提供する。 4,481 0.00 2.0 開設日数 260日 延べ利用者数 2,030人 2 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て不安を緩
和し、子どもの健やかな育ちを促進する。

子育て支援課

135 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

山城子育て支援センター事
業

就学前の子育て親子に対して、仲間作りの場及び学
習の機会を提供する。 4,417 0.00 2.0 開設日数 260日 延べ利用者数 1,892人 2 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て不安を緩
和し、子どもの健やかな育ちを促進する。

子育て支援課

136 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

木津児童館運営事業

児童館施設を利用する児童を対象に学習・生活指導
を行い、また、遊びを通して子ども達の健全な育成と人
権意識の高揚を図る。（おさらい教室、自由あそび、児
童館だよりの発行等）

12,932 1.025 1.0 開館日数 294日 延べ利用者数 4,758人 2 2 2 2 3 継続
児童の健全育成を目的に今後も事業を継続していく。ま
た、市内に２箇所ある児童館がそれぞれの地域特性を
活かしつつ、事業を展開する。

子育て支援課

137 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

木津地域交流活性化支援
事業

児童交流事業（体験学習、工作教室、料理教室等）を
充実させることにより、子どもが集い、いじめなど「しな
い、させない」ことを学習し、人権意識の高揚を図る。

9,706 0.725 1.0
児童交流事業及び
人権学習等の実施
事業日数

93日 延べ参加者数 690人 3 2 3 2 3 充実
今後も児童健全育成と人権意識の高揚が図られる事業
を展開できるように充実していく。

子育て支援課

138 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

小谷児童館運営事業
放課後児童の居場所づくりとして、児童を心身ともに健
やかに育成するとともに、人権意識の向上を図る。 14,666 1.50 0.3 開館日数 294日 延べ利用者数 4,874人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
子どもたちのニーズの把握に努め、より多くの児童が利
用しやすい児童館となるよう改善に努める。

子育て支援課

139 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

加茂地域交流支援事業

放課後児童の居場所づくりとして、木津川市内の児童
に対し、文化・スポーツ交流事業として和太鼓・スポー
ツ教室、児童交流事業として英語・絵画教室及び休日
事業等を実施する。

6,902 0.50 1.0 事業実施日数 89日 延べ事業参加者数 1,500人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
子どもたちのニーズの把握に努め、より多くの児童が利
用しやすい児童館になるよう改善に努める。

子育て支援課

140 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

放課後児童健全育成事業

保護者が就労等で自宅に不在の小学校1年生から6年
生の児童に対して、放課後や週末等の子どもたちの適
切な遊びや生活の場を確保する市内全公立児童クラ
ブの共通事業経費。

62,885 0.90 30.0
全児童クラブ利用
者数（４月１日現在） 947人

利用率（全児童クラ
ブ利用者/全児童ク
ラブ施設定員）（４月
１日現在）

98％ 3 3 3 2 2 充実
増設・改修を実施して定員を拡大したが、待機児童が26
名発生している。待機児童の解消のため、民営による新
規開設の推進等を充実させていく。

子育て支援課
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141 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

保育所運営補助事業
市内で民間保育園を運営する法人が実施した保育
サービスに対して補助金を交付し、保育園の安定的な
運営を図る。

125,120 1.00 0.0
補助金対象保育園
定員数 4,680人

利用率（在籍児童
数／定員） 100％ 3 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
保育園を運営する市内の３法人に対して補助金を交付
し、保育園の安定的な運営を図る。延長保育や一時預
かり事業等を円滑に実施するために補助金を交付す
る。

子育て支援課

142 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

保育園運営事務事業
保育を必要とする児童を保護者に代わって適切に保
育するために設置する市内全公立保育園の共通事業
経費。

1,033,919 91.00 29.0
全保育所入所定員
数 1,880人 待機児童数 28人 3 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
待機児童の解消を目的として計画的に保育所を整備す
る。

子育て支援課

143 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

保育所児童入所委託事業
民間活力を活用し、保育に欠ける児童を民間保育所
及び市外保育所へ入所委託し、国の基準に基づき委
託料を支払う。

589,033 1.00 0.0 私立保育園定員数 4,680人
利用率（在籍児童
数／定員） 100％ 3 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
待機児童の解消を目指し、民間保育所へ保育を委託す
る。

子育て支援課

144 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

やましろ保育園管理事業
〔バス運行業務委託〕

旧山城町の北部・南部地域（旧第1・2保育園区域）に
在住する保育園児の通園の利便性を図るため、旧第3
保育園区域以外の3歳児以上の児童をバスにより送
迎する。

8,451 0.60 0.0 バス運行日数 243日
利用率（利用者数
／利用対象者数） 48％ 2 2 2 1 2

効率化等に
よる見直し

バス運行業務委託について、今後のあり方の検討を進
めていく。

子育て支援課

145 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

不妊治療給付事業
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図
るため、治療費の一部を助成する。 2,206 0.10 0.0 給付者数 133人 1人あたりの助成額 10,473円 2 2 2 3 3 充実

今後も周知活動に努めて、制度利用を促すことにより、
事業の充実を図っていく。

健康推進課

146 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

妊婦健康診査事業
定期健診による妊娠中の母体管理を充分に行い、安
全かつ安心して出産できるよう妊婦健診費用を助成す
る。

56,162 0.15 0.0 検診受診者数 782人 延べ健診助成件数 15,903件 3 2 3 3 3 充実
平成23年度以降の国の補助施策の動向を見て検討す
る必要があるが、事業の充実を図っていく。

健康推進課

147 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

母親教室事業
妊娠中の生活、安楽な出産のための呼吸法、乳幼児
の発達と子育てをテーマとした３回シリーズの講座を
実施する。

2,353 0.22 0.04 教室実施回数 14回 延べ参加者数 243人 2 3 2 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
平日のみでなく、土休日の実施を行い、父親の参加も含
めて、参加者の増加を図る。

健康推進課

148 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

乳幼児健診事業
母子保健法に基づき、対象月齢に応じた健康診査を
実施するとともに保健指導を行う。（乳児前期健診、乳
児後期健診、幼児健診、幼児歯科健診、３歳児健診）

49,775 4.91 1.09 健診実施回数 144回 健診受診者数 3,327人 2 2 2 3 3 継続

引き続き、医師会及び歯科医師会の協力を得て、事業
を継続する。３保健センターでの実施も含め、手法と体
制を検討し、受診率の向上を目指すとともに受診者の
ニーズに応じた検診事業を展開する。

健康推進課

149 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

乳幼児発達相談事業

保健センターと集会所を会場として、５か月から就学前
児童を対象とした乳幼児相談、１歳３か月児にハガキ
送付による発達チェック・相談、市内保育園・幼稚園児
を対象とした幼稚園巡回相談、臨床心理士による発達
相談を実施する。

11,780 0.92 1.8
乳幼児相談実施回
数 48回

乳幼児相談受診者
数 1,168人 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
相談事業は現状どおり継続し、需要の増加している発達
相談及び園巡回相談は、今年度５歳児発達サポート事
業に取り組み、より良い相談事業体制を検討する。

健康推進課

150 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

母子保健事業
妊娠届出時に母子手帳・マタニティマークを配布し、産
後２か月後に家庭訪問する。 9,110 1.04 0.2

マタニティマーク配
布数 701個

マタニティマーク配
布率 100％ 3 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
使用しやすいマタニティマークグッズの検討を行う。

健康推進課

151 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (1)

子どもを安心して産み健
やかに育てられる環境づ
くり

京のまなび教室推進事業
小学校区単位で、放課後や土・日曜日における子ども
の活動を支援するため、諸活動における安全確保や
遊び・学習活動のコーディネートを行う。

6,967 0.34 0.8 開設箇所数 4箇所 延べ事業参加者数 11,000人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
地域住民による地域の子どもの居場所づくりとして定着
するよう、専任コーディネーターの育成、ボランティアの
登録促進など、地域の実情に応じた支援策を検討する。

社会教育課

152 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

こどもエコクラブ事業

環境学習の場を通じ、自然保護や環境保全の重要性
を訴えかけ、市の環境施策等に関与できる人材を育成
及び発掘する中で、木津川市の環境保護の充実を図
るため、各種事業を実施し、エコクラブの活動を強化す
る。

4,942 0.40 0.5 実施事業数 19事業 延べ事業参加者数 290人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
サポーターの会を専門家集団と位置づけ、リサイクル研
修ステーションと協働し、この両者を基盤に市の環境事
業の両輪として行動する。

まち美化推進課

153 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

新設中学校建設事業（木津
南地区）

木津南地区の人口増により、木津中学校の生徒が急
増していることと、当該地区内からの生徒の遠距離通
学を解消するため、平成23年４月開校予定で中学校を
新設する。

114,056 0.65 0.0
工事数  (ＵＲ都市機
構が施工） 1件 工事進捗率 100％ 3 2 3 2 2 終了 平成22年度に事業を完了した。 教育総務課

154 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

小学校耐震補強等工事事
業

旧耐震基準で建築された校舎等について、耐震補強
工事、改築工事及び解体除去を行う。
（木津小、相楽小、上狛小、棚倉小）

41,671 0.60 0.6 耐震等工事数 2件

工事進捗率（耐震
等工事実施済施設
／耐震等工事必要
施設）

33％ 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
木津川市立小中学校施設耐震化改修計画に基づき、事
業を進めていく。

教育総務課
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155 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

中学校耐震補強等工事事
業

旧耐震基準で建築された校舎等について、耐震補強
工事、改築工事及び解体除去を行う。
（木津中南校舎・北校舎の改築工事及び解体撤去工
事）

1,625 0.20 0.0 耐震等工事数

0件
（平成22年度
は工事計画の

策定他）

工事進捗率（耐震
等工事実施済施設
／耐震等工事必要
施設）

0％ 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
木津川市立小中学校施設耐震化改修計画に基づき、事
業を進めていく。

教育総務課

156 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

州見台小学校エレベーター
設置工事事業

州見台小学校において、障害のある児童が校舎内移
動が円滑に行えるように、エレベーター１基（２階建て
11人乗り）を設置する。

24,192 0.80 0.1 工事数 1件 工事進捗率 100％ 2 2 2 3 3 終了 平成22年度に事業を完了した。 教育総務課

157 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

地上デジタル放送受信設
備調査委託事業

地上波デジタル放送移行に伴い、市立小中学校の放
送設備が受信できるのか調査を行う。 6,401 0.20 0.0

受診設備調査を実
施した学校数 18校

調査進捗率（調査
済学校数/調査実
施学校数）

100％ 2 2 2 2 3 終了
平成22年度に事業を完了した。
調査結果に基づき、平成23年度に全小学校が地上デジ
タル放送を受信できるよう事務を進める。

教育総務課

158 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

電波障害調査業務委託事
業

地上波デジタル移行に向けて、木津小学校、高の原小
学校及び木津第二中学校周辺住民の方々に対する電
波障害の調査を行う。

3,412 0.30 0.0 調査対象件数 28件
調査実施率（調査
実施件数/調査対
象件数）

100％ 2 2 2 2 3 終了

平成22年度に事業を完了した。
本事業の電波障害調査の実施結果に基づき、小中学校
建物が影響となる難視聴世帯への今後の対応を決定す
る。

教育総務課

159 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

幼稚園事務事業
幼稚園に係る臨時職員の任用、使用料収納等の事務
を行う。 20,014 0.35 20.0 園児数 565人

在園園児率（在園
園児数／定員園児
数）

88％ 2 2 2 3 3 継続 引き続き、事業を継続する。 教育総務課

160 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

幼稚園保健事業
市立幼稚園の園児等の内科検診（全園児対象：5月、
入園予定児対象：12月）、歯科検診（6月・11月）及び健
康相談（随時）を実施する。

2,914 0.05 0.0 園児数 565人
受持ち園児数（園児
数／園医数） 94人 2 2 2 2 2 継続

今後も園児の健康管理のため、引き続き、事業を継続し
ていく。

教育総務課

161 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

幼稚園就園奨励事業

私立幼稚園の設置者が保育料の減免を行うことに対
して補助を行う。また、幼稚園教育の振興を目的に市
内の私立幼稚園に通園する保護者が負担すべき教材
費を私立幼稚園設置者に補助を行う。

31,012 0.45 0.0
申請者数（私立幼
稚園就園奨励事
業）

370人
交付決定率（私立
幼稚園就園奨励事
業）

100％ 2 3 3 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
今後も就学前教育の発達を促すため、私立幼稚園に在
籍する幼児を養育する保護者の負担軽減を行う。

教育総務課

162 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

幼稚園バス運行事業
園児を安全に送迎するために、専用バス４台を活用
し、各乗降場所と３幼稚園間を運行する。 40,246 0.15 0.0

通園バス利用園児
数 316人

通園バス利用率（バ
ス利用者／園児数） 57％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
通園バス利用園児の保護者に対して行ったアンケート
結果の分析に基づき、通園バス使用料の見直し（増額）
を行う。

教育総務課

163 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

教育振興事業（小学校）
学校教育の充実と保護者の負担軽減を図るため、修
学旅行や夏季林間学習に係る費用の一部を補助す
る。

11,922 0.16 0.0 修学旅行参加者数 706人 修学旅行参加率 99.30％ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 学校教育課

164 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

教育振興事業（中学校）
学校教育の充実と保護者の負担軽減を図るため、修
学旅行に係る費用の一部を補助する。 8,922 0.16 0.0 修学旅行参加者数 538人 修学旅行参加率 97.64％ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 学校教育課

165 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

就学援助事業（小学校）
経済的理由により就学困難と認められる児童の保護
者及び特別支援学級在籍児童の保護者に対して、就
学援助費及び就学奨励費を支給する。

25,698 0.20 0.0
就学援助費及び就
学奨励費申請者数 489人

支給決定率（支給
者数/申請者数） 92.02％ 2 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
日本の経済状況により増加傾向にあり、認定業務及び
支給業務の効率化のためにもシステムの構築を検討す
る。

学校教育課

166 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

就学援助事業（中学校）
経済的理由により就学困難と認められる生徒の保護
者及び特別支援学級在籍生徒の保護者に対して、就
学援助費及び就学奨励費を支給する。

20,752 0.20 0.0
就学援助費及び就
学奨励費申請者数 248人

支給決定率（支給
者数/申請者数） 95.56％ 2 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
日本の経済状況により増加傾向にあり、認定業務及び
支給業務の効率化のためにもシステムの構築を検討す
る。

学校教育課

167 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

相楽地方通級指導教室事
業

相楽地方の言語・聴覚及び発達に障害のある児童そ
れぞれの障害を改善・克服できるように指導･援助する
ため、相楽地方通級指導教室を運営する。

1,905 0.10 0.0 相談件数 300件 障害克服児童数 30人 2 3 2 2 2 充実
平成23年度から精華町川西小学校内に西部分室１教室
（教諭１名）増加し、事業の充実を図る。

学校教育課

168 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

語学指導助手招致事業
中学校の英語教育において生きた英語に触れること
によって英語力を高めるため、JETプログラムを活用し
語学指導助手を配置し、英語教育の充実を図る。

8,194 0.10 3.0
語学指導助手招致
人数 3人

延べ語学指導助手
授業数 1,335授業 2 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
木津南中学校の開校による学校数の増加により配置替
えを行ったため、授業時間がバランスよく確保できてい
るかを検証する。

学校教育課
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169 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

育英資金交付事業

市内に在住する生活保護法の適用を受ける世帯また
はこれに準ずる世帯の高校生等が就学しやすい環境
をつくるため、育英資金交付基金を活用して育英資金
を交付する。

3,333 0.10 0.0 育英資金申請件数 87件
交付決定率（交付
者数/申請者数） 97％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
住民の方々からの寄付が原資となっているので、住民
の代表によって組織される育英資金運営委員会での判
断が必要である。

学校教育課

170 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

学校保健事業

怪我・疾病の予防・早期発見、健康状態の維持のた
め、児童・生徒の内科、歯科、眼科、耳鼻科検診、教
職員の健康診断及び日本スポーツ振興センター災害
共済への加入を行う。

47,656 0.50 0.0
市立小中学校児
童・生徒及び教職
員数

7,400人 学校健診受診者数 7,118人 2 2 3 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 学校教育課

171 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

就学時健康診断事業
小学校入学予定児の健康状態を把握し、保健上で必
要な助言等を行うために健康診断を実施する。 3,188 0.16 0.0

該当年度の10月1
日現在の年長児数
及び転入予定児数

822人
就学時健診受診者
数 809人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
就学前の健康診断は法的に定められており、教育委員
会が行わなければならない。児童数が増えていく中、今
後の健診実施方法を検討する必要がある。

学校教育課

172 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

心の教育相談員設置事業
生徒の心身の健全な育成のため、心の教育相談員を
設置する。（木津・泉川中学校） 1,442 0.05 0.0 開催日数 72日 延べ相談件数 365件 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
児童生徒数の増加により、指導員を増員する方向であ
る。

学校教育課

173 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

適応指導教室事業

相談活動や学習援助のほか、集団生活への社会的適
応に向けて自立を促し、学校生活への復帰を多面的
に支援を図るため、専門的指導員を配置し、適用指導
教室を運営する。

8,797 0.10 4.0 開催日数 160日 延べ相談件数 330件 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
適正な予算執行並びに修繕等臨時的な経費は、ヒアリ
ングにより、予算措置を行い、執行することになる。

学校教育課

174 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

カウンセリングルーム設置
事業

学習や心身に課題を持つ児童・生徒や家庭教育に悩
みをもつ保護者及び教職員に対する相談活動を通じ
て、専門的な立場から指導又は援助を行う。
毎週金曜日10:00～17:00、中央図書館にて開設。

1,440 0.05 0.0 開催日数 49日 延べ相談件数 300件 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
今後も臨床心理士を配置し、現状維持に努める。

学校教育課

175 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

木津川市特色のある学校
づくり推進事業

スポーツや文化・芸術等の活動を通して独自の特色を
活かし、子どもたちの体力向上や豊かな人間性を育成
する学校活動に対し支援をする。（園芸用品購入、図
書購入、教材購入、クラブ用品購入など）

1,469 0.10 0.0 事業対象学校数 17校 延べ活動日数 199日 2 3 2 2 2 継続 当面の間、引き続いて事業を継続する。 学校教育課

176 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

チャレンジ学習事業
京都府から補助金を受け、検定を受験することで、生
徒に目標を持たせ、学習意欲の向上を図る。（英語、
数学、漢字）

1,073 0.10 0.0
延べ教室参加生徒
数 4,254人 各種検定受験者数 176人 2 2 2 2 2 継続 京都府補助金の続く限り、事業を継続する。 学校教育課

177 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

京の子ども夢・未来体験活
動推進事業

働くことの大変さ、重要さを学ぶとともに、将来に希望
を持たせるため、仕事体験や職場体験学習を実施す
る。

1,991 0.10 0.0 延べ事業活動日数 73日
体験学習等実施学
級数 43学級 2 2 2 2 2 終了

平成22年度に本事業の府補助が廃止され、平成23年度
から「KYO発見　仕事・文化体験活動」推進事業補助金
が新設された。新設補助金は、事業範囲が拡充されて
いるが、補助金額は縮小となっている。今後は新設補助
金を活用し、事業を転換して体験学習を進めていく。

学校教育課

178 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

木津学校給食センター管理
運営事業

給食環境の整備を進め、学校給食を生きた教材として
食育を推進するため、給食センターを運営する。
対象範囲（木津地域：２幼稚園、７小学校、２中学校）

247,856 1.50 15.8 延べ喫食数 662,569食

１食当たり市負担経
費と保護者負担経
費の割合（１食当た
り市負担経費/保護
者負担経費）

166% 2 2 2 3 3 継続

学校給食法が改正されたことや物資の高騰など学校給
食を取り巻く状況の変化に対応するため、市の学校給
食の基本方針を策定し、計画的に進める。アレルギー対
応マニュアルを作成し、市としての基準を示す。山城学
校給食センター受配校の「栄養教諭を中核とした食育推
進事業」の成果を基に学校給食地場農畜産物購入に向
けてネットワークを構築する。

学校教育課

179 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

山城学校給食センター管理
運営事業

給食環境の整備を進め、学校給食を生きた教材として
食育を推進するため、給食センターを運営する。
対象範囲（山城地域：２小学校、１中学校、木津地域：
１幼稚園）

35,279 1.00 5.3 延べ喫食数 140,940食

１食当たり市負担経
費と保護者負担経
費の割合（１食当た
り市負担経費/保護
者負担経費）

111% 2 2 2 3 3 継続

学校給食法が改正されたことや物資の高騰など学校給
食を取り巻く状況の変化に対応するため、市の学校給
食の基本方針を策定し、計画的に進める。アレルギー対
応マニュアルを作成し、市としての基準を示す。山城学
校給食センター受配校の「栄養教諭を中核とした食育推
進事業」の成果を基に学校給食地場農畜産物購入に向
けてネットワークを構築する。

学校教育課

180 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

加茂学校給食センター管理
運営事業

給食環境の整備を進め、学校給食を生きた教材として
食育を推進するため、給食センターを運営する。
対象予定範囲（木津地域：２小学校、１中学校、加茂地
域：４小学校、１中学校）

533,969 1.25 1.00 延べ喫食数 301,954食

１食当たり市負担経
費と保護者負担経
費の割合（１食当た
り市負担経費/保護
者負担経費）

876% 2 2 2 3 3 継続

学校給食法が改正されたことや物資の高騰など学校給
食を取り巻く状況の変化に対応するため、市の学校給
食の基本方針を策定し、計画的に進める。アレルギー対
応マニュアルを作成し、市としての基準を示す。山城学
校給食センター受配校の「栄養教諭を中核とした食育推
進事業」の成果を基に学校給食地場農畜産物購入に向
けてネットワークを構築する。

学校教育課

181 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

食育推進事業
学校給食の充実と教育活動全体を通じて、食育の推
進を図り、発達段階に応じた児童生徒の食や健康へ
の関心を高めるため講演や研修を行う。

1,314 0.10 0.00
研修会・研究発表
実施日数 11日

延べ研究会等参加
者数 436人 3 2 2 2 2 終了

国・府からの事業委託が終了したので、平成23年度を
もって、市の事業としては終了する。今後は、その成果
を生かして、各学校ごとに食育に取り組む。

学校教育課

182 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

安全対策事業

登下校時及び在校時の安全確保のため、学校警備員
の配置、小学校新入学生への防犯ブザーの配布、通
学路交通安全指導員の配置、自転車通学の中学生へ
のヘルメット購入補助を行う。

22,315 0.20 0.0
警備員配置小学校
数 13校

小中学生を狙った
犯罪の発生件数
（不審者情報）

5件 3 2 3 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
ヘルメット補助金の均一を行う。

学校教育課

13
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183 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

学校図書館情報化・活性化
推進事業

学校校内ＬＡＮの整備に併せて、木津川市内全域の学
校図書館の充実と情報化を進める。 1,727 0.10 0.0 実施学校数 7校 利用者数 35,751人 2 2 2 2 3 充実

学校図書館の情報化を推進し、事業を市域全域の小中
学校に拡充していく。

学校教育課

184 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

青少年健全育成事業

青少年の健全な育成を図るため、健全育成事業等を
実施する。（青少年育成委員会の開催、地域子ども会
への補助、子どもソフトボール大会、少年の主張大
会、加茂野外音楽フェスタなど）

8,335 0.35 0.8 事業実施回数 15回 延べ事業参加者数 2,300人 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
青少年育成委員会本部・支部ごとの特色を活かした事
業の計画・実施。青少年委員会独自運営を目指すため
の体制づくり。加茂野外音楽フェスタの広域化。

社会教育課

185 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

成人式事業
新成人を祝福し、社会人として認められることを再認
識し、社会での役割と責任・責務を自覚することを促す
ため、成人式典及び成人の集いを開催する。

4,161 0.35 0.0
実行委員会打合せ
回数 10回 成人式参加者数 436人 2 3 2 3 2 継続

引き続き、事業を継続する。
実行委員会による成人式の企画運営を行い、参加者の
増加及び開催費用の縮減を図る。

社会教育課

186 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (2)

一人ひとりの子どもの可
能性を伸ばす教育の充
実と地域連携

宇宙少年団運営事業（社会
教育事務事業）

青少年に宇宙や科学に関する行動を行い、探究心・向
上心に富んだ創造性と健全な精神を醸成し、豊かで平
和な社会の一員として、世界に貢献できる人材の育成
を目指す。

1,313 0.10 0.0 事業実施回数 12回 延べ事業参加者数 239人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
参加者の増加を図る。（市内全域への事業の啓発）

社会教育課

187 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

公民館運営事業

市内３か所の公民館や加茂文化センターにて、利用者
に活動の場所を提供し、公民館サークル連絡会を組
織し、各サークルの育成を図る。（貸館業務及び公民
館サークル連絡会事務局業務等）

6,020 0.11 1.5 開館日数 300日 延べ利用者数 35,662人 3 2 3 3 2 継続
引き続き、事業を継続する。
公民館の適切な配置を検討する。

社会教育課

188 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

公民館事業
公民館講座の企画・運営を行い、受講生が生涯にわ
たる学習課題を見つける手助けを行う。 9,689 0.16 2.0 延べ講座実施回数 194講座 延べ受講者数 3,186人 3 3 3 2 2 充実 講座内容の検討を行い、事業の充実を図る。 社会教育課

189 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

庁舎北別館管理事業
生涯学習の充実を行うために、庁舎北別館で貸館を
行う。 9,672 0.39 3.0 開館日数 351日 延べ利用者数 27,454人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
適正な予算執行に努める。

社会教育課

190 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

女性教育事業
生涯学習への参加を促進し、交流と学習を深めるた
め、女性の会に対して補助金を交付する。 1,648 0.09 0.2 補助金交付団体数 1団体 女性の会会員数 200人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
参加者数の増加を図る。

社会教育課

191 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

高齢者教育事業
高齢者の社会参加を図り、生涯にわたる学習課題を
見つけるため、木津川市高齢者いきがい大学を開講
する。

5,500 0.25 0.7 事業実施回数 17回 延べ事業参加者数 1,714人 2 2 3 2 2 充実
受講登録者数・講座参加者数の増加を図るために、事
業を充実する。

社会教育課

192 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

中央図書館運営事業
資料の収集･提供という図書館の基本サービスの一層
の充実を図り、市民の生涯学習を支援する。（新規図
書の購入、各種行事の実施ほか）

53,259 3.00 4.5 蔵書数 133,149冊 延べ利用者数 62,092人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
高齢化社会の到来により、生涯学習の拠点として図書
館が重要視されていることから、常に市民の要求に応え
られるよう、今後も一層の資料とサービスの充実に努
め、利用の拡充を目指す。

社会教育課

193 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

車両管理事業
移動図書館車が市内を巡回することにより、図書館か
ら離れた地域に住んでいる市民も等しく図書館サービ
スを享受できるようにする。

10,137 0.50 2.5
移動図書館巡回日
数 224日

延べ移動図書館利
用者数 3,006人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
インターネット予約サービスの開始に伴い、移動図書館
を廃止する自治体も見受けられるが、木津川市では一
般市民のほか保育園や児童クラブの児童の利用が多
く、好評を得ている。

社会教育課

194 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

加茂図書館運営事業
資料の収集･提供という図書館の基本サービスの一層
の充実を図り、市民の生涯学習を支援する。（新規図
書の購入、各種行事の実施ほか）

44,893 0.90 7.3 蔵書数 62,404冊 延べ利用者数 29,614人 3 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
蔵書を充実させ、地域の生涯学習の場となり、本を読み
たいとき、調べものをしたいとき、情報を入手したいとき
など、誰もが安心して利用できる図書館とする。

社会教育課

195 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

山城図書館運営事業
資料の収集･提供という図書館の基本サービスの一層
の充実を図り、市民の生涯学習を支援する。（新規図
書の購入、各種行事の実施ほか）

27,100 0.50 4.6 蔵書数 85,785冊 延べ利用者数 27,602人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
様々な分野の資料の収集・提供、ホームページ等での
広報、新規利用者開拓のための事業を実施することに
より、利用の拡充を目指す。

社会教育課

196 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

プラネタリウム館運営事業 プラネタリウム館の効率的な運営を行う。 11,796 0.17 1.65 開館日数 254日 延べ利用者数 4,309人 2 2 2 2 2 充実
広域的なプラネタリウム館の宣伝及び学校授業の誘致
を行い、事業の充実を図る。

社会教育課
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197 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

プラネタリウム館事業
天体観測を通して、創造性豊かな青少年の育成を図
るためのイベントを開催する。 3,908 0.17 1.0 事業実施回数 16回 延べ事業参加者数 943人 2 3 3 3 2 継続

引き続き、事業を継続する。
現状を維持し、事業内容を工夫し参加者の増加を図る。

社会教育課

198 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

交流会館管理事業
交流会館の管理・運営を行い、利用者の利便性の向
上を図る。 32,597 0.39 2.2 開館日数 308日 延べ利用者数 88,878人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
使用料収入の増加を図る。

社会教育課

199 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

加茂文化センター運営事業
市民の文化活動に寄与し、生活の向上と文化芸術の
普及振興を図ると同時に、住民の交流及び自治活動
の拠点として、加茂文化センターを運営する。

23,929 0.80 0.9 開館日数 292日 延べ利用者数 90,355人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
料金体系・減免制度の見直しを行う。

社会教育課

200 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

山城総合文化センター等管
理運営事業

山城総合文化センター、やすらぎタウン山城プール、
不動川公園、上狛駅東公園の運営・管理を行う。 58,035 0.14 0.0 開館日数 306日 延べ利用者数 184,377人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
使用料収入が増加するような事業を検討する。また、施
設管理面においては、老朽化に伴う大規模な改修を計
画的に実施する。

社会教育課

201 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

社会教育事務事業
社会教育を推進するため、市文化協会、市国際交流
協会、市ＰＴＡ連絡協議会に補助金を交付する。 17,519 1.14 0.7 補助金交付団体数 4団体

補助金交付団体会
員数 13,355人 3 2 3 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
効率性を高め、最小の経費で最大の効果を得る。

社会教育課

202 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

青少年センター運営事業
青少年の健全な育成と住民相互の連帯を育てるため
に、青少年センターの管理運営及び貸館業務を行う。 10,702 0.23 0.0 開館日数 302日 延べ利用者数 10,999人 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
施設修理費の増加が見込まれる。

社会教育課

203 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

山の家運営管理事業
青少年教育を目的とした利用者に快適な教育施設の
提供の場として、宿泊施設及びテニスコート、ゲート
ボール場の運営管理を行う。

14,190 0.34 3.1 開館日数 305日 延べ利用者数 9,049人 2 2 3 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
快適な宿泊学習ができる施設を目指し、管理形態を検
討する。

社会教育課

204 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

文化教室事業
多忙な方にも住まいの近くで気軽に文化教室を受講で
きる環境を提供し、芸術文化の向上を図る。 19,121 0.38 0.7

文化教室講座開催
数 1,181講座 延べ受講者数 365人 2 2 2 2 2 充実

多種多様な文化教室を安価で提供することにより、事業
の充実を図る。

社会教育課

205 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

少年少女合唱団育成事業
木津地区・山城地区の小・中学生を対象とした少年少
女合唱団の育成を図る。（講師料及び合唱祭参加費
用など）

4,798 0.34 0.4 延べ活動日数 67日 合唱団団員数 54人 2 3 2 3 2 継続
引き続き、事業を継続する。
団員の増加を図り、自主的・自立的な運営を目指す。

社会教育課

206 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

少年少女合唱団育成事業
（加茂）

加茂地区の小・中学生を対象とした少年少女合唱団
の育成を図る。（講師料及び合唱祭参加費用など） 3,591 0.18 0.7 延べ活動日数 45日 合唱団団員数 17人 3 2 3 3 2 継続

引き続き、事業を継続する。
団員の増加を図り、自主的・自立的な運営を目指す。

社会教育課

207 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

生涯学習推進事業
生涯学習推進計画を策定し、生涯学習情報誌の発行
及び関連情報の提供により、生涯学習の促進を図る。
（隔年で生涯学習情報誌を発行）

7,128 0.75 0.0 延べ発行部数 27,000部
世帯配布率（配布
世帯/全世帯数） 100％ 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
住民ニーズに応じた生涯学習推進計画を早急に策定
し、その計画に基づき、事業を展開していく。また、より
詳細かつ有益な情報を提供できるようにする。

社会教育課

208 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

体育指導委員事業
体育指導委員を設置し、スポーツ教室・ニュースポー
ツを楽しむ等の事業を開催するなど、市民スポーツの
普及・振興を図る。

7,779 0.62 0.2 活動回数 69回 延べ事業参加者数 3,628人 2 2 3 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 社会教育課

209 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

生涯スポーツ振興事業

夏休み期間に小学校のプールを一般開放する。
その他、小学生ドッジボール大会、ニュースポーツを楽
しむ日、小学生陸上教室、少年少女サマーキャンプ及
びスポーツ教室等を開催する。

6,423 0.62 0.4 プール開放日数 8回
プール開放利用者
数 699人 2 2 2 1 1 継続

引き続き、事業を継続する。
小学校区単位での各年開放をする。

社会教育課

210 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

社会体育振興事業
市民スポーツ大会、教室等を実施している体育協会や
スポーツ少年団などの活動を支援するために補助金
を交付する。

15,858 0.62 0.4 補助金交付団体数 3団体
補助金交付団体会
員数 6,251人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
補助金交付団体に法人格の取得を促し、自主活動を行
う団体に育成と助言を行っていく。

社会教育課
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211 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

体育施設管理事業（社会体
育施設管理業務）

中央体育館及び市民スポーツセンターの施設管理運
営並びに社会体育施設（テニスコート、グラウンド）の
施設管理を行う。

34,899 0.67 2.0 社会体育施設数 11施設
延べ社会体育施設
利用者数

1,241,893人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
施設老朽化に伴い、大規模改修が必要。社会体育施設
の維持管理業務について、法人格取得団体に指定管理
者制度の導入を検討する。

社会教育課

212 4
豊かな心を育む教
育・文化の創造 (3)

生涯にわたる学習機会
の充実

文化財保護啓発事業
市内所在の文化財を理解してもらうための展示や広
報、各種講座（ふれあい文化講座）及び職員によるミニ
講座の開催、６つの文化財愛護団体への補助を行う。

2,262 0.10 0.0 講座実施回数 4回 延べ講座参加者数 470人 2 2 2 2 2
効率化等に
よる見直し

効率化等による見直しを行う。
講座の開催のみでなく、具体的な展示により文化財の
理解を深めていくことも重要である。また、市内の小学
生が木津川市への愛着を持っていただけるように文化
財の啓発活動を進めていく。

文化財保護室

213 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

地域公共交通サービス再
編検討事業

木津川市地域公共交通総合連携協議会を設立・運営
し、合併時での異なるコミュニティバスのサービスレベ
ルの再編を行い、市内の交通空白地域や交通不便地
域にコミュニティバスを運行する。（きのつバス・当尾
線・山城線・神童子線の運行）

86,241 0.40 0.0
コミュニティバス利
用者数（木津・当
尾・山城地域）

292,100人 運賃収入 55,707千円 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
地域特性を見極めながら、実態に応じたサービスレベル
の検討を行い、持続可能な運行形態を目指す。

学研企画課

214 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

コミュニティバス運行事業

市内の交通空白地域や交通不便地域にコミュニティバ
スを運行し、生活路線として、また、高齢者など交通弱
者をはじめとする市民が気軽に安全に外出できるよう
にする。
（加茂地域分）

14,948 0.40 0.0
コミュニティバス利
用者数（加茂地域） 11,586人 運賃収入 1,985千円 2 2 2 2 2

効率化等に
よる見直し

地域特性を見極めながら、実態に応じたサービスレベル
の検討を行う。

学研企画課

215 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

鉄道整備関連協議会事業

鉄道網による生活基盤の整備促進を図り、京阪地域
へのアクセスを強化し、利便性の高いまちづくりに取り
組む。
（奈良線複線化促進協議会、片町線複線化促進期成
同盟会、関西本線複線電化促進連盟、関西本線木津
亀山間複線電化促進同盟会）

1,419 0.15 0.0
要望活動等実施回
数 15回 要望活動参加者数 42人 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
各協議会の最終目標である電化や複線化を目指してい
く。

学研企画課

216 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

道路関係負担金事業
地方にとって必要な道路整備の一層の促進を図るた
め、各協議会を通じて要望・研修活動等を実施する。 4,326 0.50 0.0

要望団体（加盟団
体）数 4団体 要望実施回数 5回 2 2 2 2 2 継続

地方道路網の必要性を訴えるため、引き続き、事業を継
続する。また、要望が困難な場合は、提言等により地元
の現状を伝えていく。

指導検査課

217 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

木津山田川線道路改良事
業

国道24号の歩道拡幅事業に併せて、本市道の道路拡
幅及び歩道の整備を行うことにより、公共施設をバリ
アフリーの歩道でネットワーク形成を図る。

155,428 1.00 0.0
当該年度整備済延
長

0m
（平成22年度
は用地買収）

整備率（整備済延
長/総整備延長） 0％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成20年度より用地買収・建物補償を進めており、平成
23年度までに用地買収等を完了し、平成24・25年度で
道路改良工事を実施する予定である。

建設課

218 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

小寺五丁目線道路改良事
業

本市道の道路拡幅及び歩道の整備を行うことにより、
地域住民及び通学路として歩道を利用する児童の安
全確保を図ることを目的として、反田川都市下水路を
ボックスにして歩道を設置し、道路を拡幅する整備を
行う。

46,765 0.50 0.0
当該年度整備済延
長 60m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 92％ 2 3 3 3 3 終了

計画的に反田川の改修及び道路整備を行い、完了年度
である平成23年度末までに事業を完了する。

建設課

219 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

市道43号西垣外加茂線他
道路改良事業

木津中央地区のまちびらきに併せて、既設市道の道
路拡幅、歩道のバリアフリー整備及び新設市道の整備
を行うことにより、木津駅周辺の公共交通のネットワー
ク形成を図る。

12,081 1.00 0.5
当該年度整備済延
長

0m
（平成22年度
は測量及び補

償金積算）

整備率（整備済延
長/総整備延長） 0％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
平成22年度より補助事業として要望し、用地買収・工作
物補償が一定完了した段階で、平成24年度及び平成25
年度で道路改良工事を行う予定である。

建設課

220 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

市道2-15号道路新設改良
事業

狭隘な道路の拡幅や市道法面の危険箇所の整備を行
うことにより、災害時の緊急避難路の確保を行い、市
内道路ネットワーク形成を図る。（加茂町大畑地内）

17,622 0.40 0.0
当該年度整備済延
長 80m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 45％ 2 2 2 2 2 継続

平成19年度より補助事業として進めており、引き続き、
道路改良工事を継続する。

建設課

221 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

道路新設改良事業（市道
1092号）

利便性及び安全確保を図ることを目的とし、国道163
号の道路改良工事に合わせ、国道を南北に跨ぐ区域
内の生活道路として、新設道路橋の整備をする。

42,933 0.20 0.0
当該年度整備済延
長 55m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 100％ 2 2 2 2 2 終了 平成22年度に事業を完了した。 建設課

222 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

新庁舎周辺街路拡幅整備
事業

庁舎周辺の地区計画に基づき、既設市道の道路拡幅
及び歩道のバリアフリー整備を行うことにより、安全、
安心な道路として整備を行い、利便性の向上を図る。

203,313 0.50 0.5
当該年度整備済延
長 266m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 63％ 2 2 2 2 2 継続

計画的に用地買収・建物補償等を行い、新庁舎周辺道
路の整備を完了年度である平成24年度に事業を完了す
る。

建設課

223 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

市道76号内垣外内田山線
道路改良事業

木津中央地区のまちびらきに併せて、既設市道の道
路拡幅、歩道のバリアフリー整備及び新設市道の整備
を行うことにより、木津駅周辺の公共交通のネットワー
ク形成を図る。

11,116 1.00 0.5
当該年度整備済延
長

0m
（平成22年度
は測量及び補

償金算定）

整備率（整備済延
長/総整備延長） 0％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
用地買収・工作物補償が一定完了した段階で、平成24
年度及び平成25年度で道路改良工事を行う予定であ
る。

建設課

224 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

道路新設改良事業（木津川
台駅アプローチ）

木津川台地区から近鉄木津川台駅へのアクセス道路
の整備を行うことにより、駅周辺の公共交通のネット
ワーク形成を図る。

2,438 0.30 0.0
当該年度整備済延
長

0m
（平成22年度
は基本設計業
務及びJRとの

占用協議）

整備率（整備済延
長/総整備延長） 0％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
事業費・関連調整に十分な調整期間が必要であり、事
業期間としては10年間を目途に取り組んでいく。

建設課
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達成度 効率性 成果 目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性 区分 内容

活動指標
臨時職
員数等

成果指標
評価 今後の方向性

従事職員
数事業内容等 総コスト

（単位；千円）
担当課№

総合計画（基本計画）

基本方針 主要目標
事業名

225 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

東中央線整備事業費
東中央線（木津中央地区～山城町上狛地区の1.1km）
への取付け市道の整備を行う。（事業主体は京都府） 18,606 2.00 0.0

地元住民等への協
議回数（説明会等） 150回

整備率（整備済延
長/総整備延長）

0％
（平成22年度
は地元住民
等への協議

他）

2 2 3 3 3 継続 引き続き、事業を継続する。
まちづくり事業推
進室

226 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

用地事業（道路台帳整備事
業）

市全体の現状道路網を把握し、安心安全快適なまち
づくりの基盤とするため、道路法に定められた道路台
帳を整備する。

43,926 1.40 0.0
市道認定路線の総
延長 535㎞ 市道認定路線本数 1,809本 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
新規認定路線、廃止路線等を取りまとめ、道路管理者と
して、道路法に定められた道路台帳を整備し、現状道路
網を把握する。

管理課

227 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

用地事業（その他）

道路等敷地内の個人所有地の寄付取得に係る分筆
登記測量を実施し、用地を取得する。
払下用地の不動産鑑定を実施し、適正価格で払下を
行う。

10,945 1.00 0.0
申請件数（寄付申
出件数＋売却申請
件数）

43件 処理件数 43件 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
寄付の申出を受けた場合は、分筆測量を行い、用地を
寄付取得する。また、払下申請を受けた場合は、不動産
鑑定を行い、財産を売却する。

管理課

228 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

用地事業（境界確定台帳整
備事業）

既確定箇所を正確に把握することを目的とし、確定
図、位置データを電子化し、法定外公共物確定データ
を年次（数年毎に）更新する。

11,954 1.40 0.0
新たに確定した件
数 71件 電子化率 100％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、年次処理として、新たに確定した図面を電子
データ化し保存するとともに、５年毎に確定箇所の位置
データ化を行い、データ更新を行う。

管理課

229 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

奈良阪川上線整備事業

木津南地区と奈良市（芝辻町）を結ぶことで、両市の交
流を増進し、生活密着型の道路を整備することを目的
とする奈良阪川上線の内、木津川市域分を奈良市か
ら受託工事として請負って整備を行う。

174,584 0.50 0.0
当該年度整備済延
長 35m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 90％ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、完成に向けて事業を継続する。 都市計画課

230 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

木津東西線整備事業
都市計画道路木津東西線は、ＵＲが実施した区画整
理地内（梅美台四丁目付近）で現在終点しているが、
木津中ノ川線まで延伸する道路整備を行う。

38,247 0.50 0.0
当該年度整備済延
長 15m

整備率（整備済延
長/総整備延長） 17％ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、完成に向けて事業を継続する。 都市計画課

231 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(1)
道路交通ネットワークの
整備・充実

ＪＲ駅舎再生業務委託事業

昭和57年から無人駅となっているＪＲ棚倉・上狛両駅を
市北部の玄関口にふさわしい利便性と快適性のある
安全な明るい駅とするために有人化を行い、利用者の
安全性と駅周辺の環境美化及び活性化を図る。

7,599 0.30 0.0 管理日数 365日
１日あたりの駅利用
者数（棚倉駅と上狛
駅の合計）

216人 2 2 2 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
なお、支所業務の見直しにより、本事業は平成24年度
から本庁業務に移管する予定である。

山城支所地域総
務課

232 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(3)
計画的な土地利用と快
適な都市環境の形成

学研まち振興事務事業

学研都市の魅力を高めるため、構成市町や関係機関
との連携により情報発信を図る。２市１町行政連絡会
及び活性化促進協議会へ参画し、年数回の主催事業
を実施する。

5,533 0.26 0.0 学研関係団体数 2団体
イベント参加者数
（プチコンサートを除
く）

450人 3 2 3 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
学研都市の情報発信を図るため、継続して負担金を支
出する。

学研企画課

233 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(3)
計画的な土地利用と快
適な都市環境の形成

地籍調査事業
下水道工事等の公共工事により滅失した地籍調査基
準点を復元する。 3,431 0.20 0.0

復元が必要な基準
点の数 74点

復元した基準点の
数／復元が必要な
基準点の数

100％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
下水道工事等の公共工事（道路工事）により滅失した地
籍調査基準点を復元し、地籍調査による境界点を復元
できる状態を維持する。

管理課

234 5
連携を強め地域を支
えるネットワークの創
造

(3)
計画的な土地利用と快
適な都市環境の形成

木津駅前土地区画整理事
業

木津駅前土地区画整理事業施行における物件補償、
道路等築造工事及び調査業務を実施する。 214,667 2.30 0.0

当該年度宅地供用
面積 3,610㎡

整備率（整備済道
路・駅広・公園・移
転・宅地／総整備
数量）

80％ 2 2 3 3 3 継続
平成23年度の事業完了を目指し、引き続き事業を継続
する。

木津駅前整備事
務所

235 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (1)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

地球温暖化対策実行計画
事業

木津川市が行う全ての事務事業において、平成21年
度を基準年度として、平成23年度から平成27年度の5
年間で、温室効果ガスの総排出量を計画目標削減値
まで実践できたか検証のうえ、その結果の公表を行
う。

2,155 0.25 0.05
地球温暖化対策実
行計画に関する協
議実施回数

4回 計画達成率

0％
（平成23年度
から計画実

践）

2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
平成23年度以降、計画の着実な推進を図る。

まち美化推進課

236 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (1)

地球環境と身近な自然
の保全と継承

放置竹林被害拡大防止事
業

森林の公益的機能の保全のため、竹が侵入した森林
の竹を伐採し、放置竹林の拡大の防止を図る。 2,197 0.10 0.0

整理伐・刈り払い面
積 5ha

達成率（完了面積/
計画面積） 62％ 2 2 3 2 3 継続 引き続き、放置竹林拡大防止事業を継続する。 農政課

237 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (1)

地球環境と身近な自然
の保全と継承

松林保全対策事業
松枯れした松の伐倒駆除、松枯れ予防のために薬剤
樹幹注入を行う。 2,195 0.20 0.0 伐倒駆除面積 2ha

達成率（駆除面積/
計画面積） 60％ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を実施する。 農政課

238 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (1)

地球環境と身近な自然
の保全と継承

ふれあい農園運営事業

農業者以外の者が野菜、花等を栽培することにより自
然にふれあい、作物を育てる喜びを体験することを通
して、農業に対する理解を深め、ゆとりのある生活等
の創造に寄与するため、ふれあい農園を運営する。

2,372 0.10 0.0
ふれあい農園区画
数 201区画

利用率（貸付区画
／総区画数） 100％ 3 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
本事業を今後も進めていく必要があるが、貸付農地の
環境整備、作付講習会、借受者の交流会等の検討が必
要である。

農政課
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達成度 効率性 成果 目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性 区分 内容

活動指標
臨時職
員数等

成果指標
評価 今後の方向性

従事職員
数事業内容等 総コスト

（単位；千円）
担当課№

総合計画（基本計画）

基本方針 主要目標
事業名

239 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (1)

地球環境と身近な自然
の保全と継承

内水面漁業振興対策事業
内水面の水産資源の増殖のため、木津川漁業協同組
合が実施する河川種苗放流事業に対して補助金を交
付する。

1,571 0.03 0.0 補助団体数 1団体 種苗放流実績数量 1,327㎏ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 農政課

240 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

リサイクル実践事業
廃棄物減量等推進員の会を中心として、ごみの減量
化、さき織、有効利用ぞうり講習会、マイバック作り講
習会等の各種リサイクル実践事業を行う。

8,498 0.70 0.65
環境ｲﾍﾞﾝﾄ、ｾﾐﾅｰ、
講演会等の開催回
数

83回
環境ｲﾍﾞﾝﾄ、ｾﾐﾅｰ、
講演会への延べ参
加者数

760人 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
事業の内容の充実を図り、リピーターが増加するような
啓発事業を展開し、さらなる循環型社会の構築を目指
す。

まち美化推進課

241 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

リサイクル研修ステーション
管理事業

地球温暖化防止対策から身近なごみ問題まで研修と
実践の場として、リサイクル研修ステーションの運営管
理を行い、各種事業の積極的な取組みを行う。

6,133 0.20 0.6 開館日数 295日 延べ来館者数 7,246人 3 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
立地条件と施設構造上のマイナス面を払拭するため、リ
サ研事業に係る広報活動の充実と施設のイメージチェ
ンジを図るための施設整備に取組んでいく。

まち美化推進課

242 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

資源ごみ・リサイクル・減量
化事業（古紙）

資源として利用可能な古紙類の回収事業を、地域にお
いて積極的に実施することで、ごみの減量化、処理コ
スト削減及び資源としての有効利用促進を図る。

15,921 0.20 0.0
古紙回収補助金交
付団体数 150団体

団体による古紙回
収量 2,763t 2 2 2 3 2 充実

宅地開発による新たな自治会等を含め、市内古紙回収
未実施地区の自治会など市民団体に対する古紙類の
集団回収と団体登録の啓発を積極的に行い、事業の充
実を図る。

まち美化推進課

243 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

資源ごみ・リサイクル・減量
化事業（容器包装）

市民が分別排出した容器包装廃棄物の中間処理を行
い、容器包装リサイクル法の規定にある指定法人を通
じて再商品化業者に引き渡し、再商品化を実施する。

6,444 0.60 0.05
予定引渡量（分別
収集計画） 1,209t 引渡量 1,081t 2 2 2 3 3 継続 引き続き、事業を継続する。 まち美化推進課

244 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

資源ごみ・リサイクル・減量
化事業（家電）

不法投棄された排出禁止物（家電）の処分を行う。 1,903 0.20 0.0 処分回数 1回 処分個数 79個 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 まち美化推進課

245 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

資源ごみ・リサイクル・減量
化事業（廃棄物減量等推進
審議会）

廃棄物の減量を目指すため、廃棄物減量等推進審議
会に諮問を行い、その答申に基づいて廃棄物の減量
に関する施策を取り組む。

9,541 1.00 0.5 審議会開催回数 3回 計画策定率 100％ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 まち美化推進課

246 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

環境まつり事業
廃棄物減量等推進員の会を主体として、環境に関して
活動している他の団体の協力を得て、環境まつりを開
催し、ごみの減量化や環境保全を広く啓発する。

2,085 0.20 0.2
環境まつり開催回
数 2回 来場者数 991人 3 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
リサイクル研修ステーションを開催場所として、廃棄物減
量等推進員の会主催で３回目の環境まつりを開催した。
今後は、幅広く他の団体の協力も得ながら、幅広く他団
体に参加を呼びかけ、ごみ減量化事業や環境保護啓発
の拡大を目指す。

まち美化推進課

247 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

環境美化事業（不法投棄パ
トロール）

パトロールや監視カメラ設置により、不法投棄抑制を
進めるとともに、広報等で不法投棄禁止の啓発を進
め、市内の環境美化を保つ。

2,915 0.20 0.0
不法投棄パトロー
ル回数 48回 不法投棄量 3,520㎏ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、48回/年の不法投棄パトロール事業を継続す
る。
不法投棄防止のため、パトロールに加え、防犯カメラ・看
板設置等により、環境美化を推進する。

まち美化推進課

248 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

環境美化事業（木津川を美
しくする会）

木津川を美しくするための清掃活動や美化啓発活動
を実践する「木津川を美しくする会」に対して活動助成
を行う。

2,438 0.30 0.0
木津川を美しくする
会の団体数 1団体

木津川を美しくする
会の会員数 320人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
木津川を美しくする会の会員数を増やす。活動の自立を
促していく。

まち美化推進課

249 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

環境美化事業（あき地の除
草業務委託）

「あき地の除草等に関する条例」に基づき、管理不十
分と判断したあき地の所有者に指導文書を送付し、適
正な管理を促す。所有者本人での除草等ができない
場合は、市に委託し、除草作業を市の委託業者が行
う。

2,878 0.30 0.0 除草委託面積 8,382㎡

個人除草実施率
（【指導通知面積-
除草委託面積】／
指導通知面積）

79％ 2 2 2 1 3 継続 引き続き、環境美化推進のため事業を継続する。 まち美化推進課

250 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

環境美化事業（側溝汚泥運
搬支援）

地域の道路側溝や生活排水路に堆積した土砂を区や
自治会が回収される際に、市が業者委託により運搬車
両を配車して回収する。

5,377 0.50 0.0 延べ利用団体数 40団体
回収用トラック配車
台数 54台 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
下水道整備に伴い、家庭雑排水が道路側溝や生活排
水路に流入することが減少し、土砂やヘドロの堆積量も
減少傾向にあるため自治会で取り組む回数も減少傾向
にある。

まち美化推進課

251 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

環境美化事業（アダプトプ
ログラム）

市民等が「里親」として公共施設（道路・公園・緑地等）
をボランティアで管理することで、環境美化への意識高
揚を図り、市と市民等の協働による環境と共生する安
全で安心なまちづくりを推進する。

1,737 0.20 0.0
アダプトプログラム
登録者数 1,052人

アダプトプログラム
実施箇所数 40箇所 2 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
広報等で事業の啓発を進め、個人・団体ともに登録数や
活動内容の充実を目指す。

まち美化推進課

252 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

ごみ処理事業
各家庭から排出される一般廃棄物の収集・運搬・再
生・処分等を行い、生活環境の清潔保持や快適な生
活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

853,710 0.70 0.46 一般廃棄物処理量 15,036t
一人あたりのごみ
収集処理経費 14,600円 3 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
ごみの発生抑制・減量・再利用を推進していくため、収
集回数及び分別品目の見直しを含んだ施策の調査・検
討を進める。

まち美化推進課

18



達成度 効率性 成果 目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性 区分 内容

活動指標
臨時職
員数等

成果指標
評価 今後の方向性

従事職員
数事業内容等 総コスト

（単位；千円）
担当課№

総合計画（基本計画）

基本方針 主要目標
事業名

253 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

清掃総務事務事業（ごみカ
レンダー）

ごみ収集カレンダー（毎年）や分別ガイドブック（隔年）
を作成・配布する。また、携帯電話・インターネットを利
用した「ごみ収集日お知らせサービス」を実施する。

2,777 0.20 0.0
ごみ収集カレンダー
及び分別ガイドブッ
ク作成部数

30,000部 配布世帯率 100％ 2 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
ごみ収集日は従来のごみカレンダーとごみ収集日メー
ルサービスにより、周知の徹底を図る。また、ごみ減量
化を啓発するため、適宜、減量化対策のチラシを発行す
る予定である。なお、ごみ分別ガイドブックは分別区分に
変更がない限り増刷対応とする。

まち美化推進課

254 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

し尿処理事業
大谷処理場のし尿や浄化槽汚泥の処理維持管理業務
に対する相楽郡広域事務組合への分担金を支払う。 251,806 0.20 0.0

し尿収集及び浄化
槽使用の人口 14,487人 し尿くみ取り等量 11,663ｋｌ 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 まち美化推進課

255 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

資源・ごみリサイクル減量
化事業（リサイクル研修ス
テーション対応分）

生ごみの減量化や資源ごみ及び雨水の有効利用を図
るため、市内居住者を対象として購入者に補助金を交
付する。また、木津川市公園都市緑化協会に、雑草の
堆肥化を委託して、焼却ごみの減量化を図る。

3,288 0.20 0.0
生ゴミ処理機、雨水
タンクの購入補助申
請件数

43件 補助金交付決定率 100％ 3 2 2 3 2 継続
引き続き、事業を継続する。
資源有効利用設備設置費補助金また雑草堆肥化事業
は、市民の利用ニーズが高い。

まち美化推進課

256 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

合併浄化槽事業
下水道整備が見込まれない地域の住民の方に対し
て、合併浄化槽を設置される費用の一部を補助する。 13,404 0.50 0.0

補助金交付申請者
数 19人 補助金交付決定率 100％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
合併浄化槽設置に関する補助制度を活用し、下水道整
備区域以外の水洗化を図る。

まち美化推進課

257 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

不燃物処分地管理事業
桜台環境センターの水質検査及びダイオキシン類等
の調査を行う。 1,389 0.10 0.0 調査回数 13回 計画回数 13回 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
不燃物処分地施設が存続の限り、事業を実施していく。

まち美化推進課

258 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

環境保全事業

市内に立地する民間企業研究施設からの公害発生を
防止するとともに、市内の大気汚染・騒音・振動・河川
や廃棄物処理施設の水質等をはじめとした環境調査
により監視を行う。

9,777 0.50 0.0 環境調査実施回数 26回 環境基準達成率 100％ 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
今後も公害発生を未然に防止し、市民の生活環境の保
全・向上に努める。

まち美化推進課

259 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

動物管理事業
狂犬病予防法に基づき、犬の所有者に関する畜犬登
録及び狂犬病予防注射接種等の適切な管理・指導等
を行う。

3,799 0.40 0.0 畜犬登録総数 4,652頭
狂犬病予防注射接
種率 44％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
畜犬台帳の新規登録、死亡等で抹消すべき畜犬数の確
認のために広報等啓発活動を行い、適切な台帳管理を
行う。また、狂犬病予防注射の接種を促す。

まち美化推進課

260 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

クリーンセンター整備事業

人口増等に伴うごみ量の増加により、打越台環境セン
ターだけでは処理できない状況にある。また同セン
ターは老朽化や損傷が激しく、緊急停止も懸念される
ことから、新たなクリーンセンターの早期建設・稼動を
目指す。

29,938 3.00 0.0
施設整備に係る計
画支援事業費
（平成21～25年度）

290,000千円
事業進捗率
（決算額/計画支援
事業費）

5.83％ 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
クリーンセンターの早期建設・稼動に向けた諸準備を進
めるとともにクリーンセンター建設候補地の地元住民及
び市民を対象に広報・先進施設見学会を実施し、建設・
稼動に対する理解と協力を求める。

清掃センター推進
室

261 6
環境と調和した持続
可能なまちの創造 (2)

環境負荷を低減する生
活環境づくり

不燃物処分地管理運営事
業

木津川市山城区域内の住民から排出される一般廃棄
物のうちガレキや山城町地区長会が実施する溝掃除・
河川清掃の汚泥などを処分する不燃物処分地の管理
運営を行う。

5,302 0.50 0.0 当該年度埋立量 39㎥
埋立率（当該年度
埋立量/当該年度
埋立予定量）

130％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
搬入物をできるだけ減量し、できる限り施設を長く使用で
きるようにしていく。
なお、支所業務の見直しにより、本事業は平成24年度
から本庁業務に移管する予定である。

山城支所地域総
務課

262 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

成人生活学級事業
市民交流・地域文化活動の活性化を図るため定期5講
座（生け花、料理、ダンス、編物、水彩画教室）、短期3
講座（パソコン関係等）を開講する。

6,266 0.45 0.5 講座開設数 120講座 延べ受講者数 832人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
地域のニーズに適合した講座内容を検討する。

人権推進課

263 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

木津人権センター運営事業
各種相談事業、啓発・広報活動事業、特設人権相談
所の開設、駐車場の管理運営、人権センター施設管
理等を行う。

8,947 0.625 0.5 開館日数 294日 延べ利用者数 1,324人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
相談事業の充実並びに施設利用の促進を図る。

人権推進課

264 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

加茂人権センター運営事業
各種相談事業、啓発・広報活動事業、人権相談所の
開設、駐車場の管理運営、人権センター施設管理等を
行う。

12,945 1.15 0.7 開館日数 294日 延べ利用者数 1,450人 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
相談事業の充実並びに施設利用の促進を図る。

人権推進課

265 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

加茂人権センター高齢者交
流事業

70歳以上の高齢者を対象に、見守りも含めた健康増
進・介護予防、交流を通した生きがいづくりを行う。 4,183 0.25 0.3

高齢者交流事業実
施日数 45日 延べ利用者数 639人 3 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
参加者の様子を注視して意見を聞く中で、題材を工夫し
て事業内容を検討する。

人権推進課

266 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

人権啓発事業

木津川市における人権啓発を推進するため、市内の
各種団体、企業、市民等で組織する木津川市人権啓
発協議会の事業計画に基づき、啓発事業（講演会・人
権文化のつどい等）を行う。また、啓発物品の作成を
行う。

18,573 1.25 2.0 人権啓発事業数 28事業 延べ参加者数 2,618人 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
「木津川市人権教育・啓発推進計画」に基づく事業及び
人権啓発協議会の事業を推進する。

人権推進課

19



達成度 効率性 成果 目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性 区分 内容

活動指標
臨時職
員数等

成果指標
評価 今後の方向性

従事職員
数事業内容等 総コスト

（単位；千円）
担当課№

総合計画（基本計画）

基本方針 主要目標
事業名

267 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

女性センター運営事業(管
理事業)

福祉会館（女性センター・相楽老人福祉センター）の管
理運営を行う。 9,297 0.55 0.2 開館日数 301日

延べ利用者数（女
性センター＋相楽
老人福祉センター）

13,507人 2 1 2 1 2
効率化等に
よる見直し

男女共同参画社会促進の拠点施設として活用を図り、
施設管理の効率化等の見直しを行う。

人権推進課

268 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

女性センター運営事業

男女共同参画社会促進の拠点施設として、女性セン
ターを運営する。（女性の自立及び就業を支援する講
座、相談、自主サークルの活動支援及び福祉会館ま
つりの開催）

6,913 0.45 1.2 事業開催回数 61回 延べ参加者数 962人 2 2 2 2 2 継続
引き続き、事業を継続する。
男女共同参画社会促進の拠点施設として事業を見直
し、検討を図っていく。

人権推進課

269 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

男女共同参画推進事業

木津川市男女共同参画推進条例及び「キラリさわやか
プラン－男女共同参画をめざす行動計画」に基づき、
事業を実施する。（フォーラム及びフェスタ・講座の開
催、男女共同参画計画策定等）

13,993 1.50 0.4
事業及び会議開催
回数 17回 延べ参加者数 756人 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
木津川市男女共同参画計画に基づいて、市民、事業
者、国・府等と連携し事業を推進していく。
審議会等における女性委員比率；平成25年度35%目標
（現在25%）

人権推進課

270 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

共同浴場いずみ湯運営事
業

保健衛生、福祉の向上を図り、住民相互の交流を深め
ることを通じて、あらゆる人権尊重への意識高揚に資
するため、共同浴場いずみ湯の管理運営を行う。

22,987 0.325 0.0 開館日数 329日 延べ利用者数 41,317人 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
現行水準を維持して、運営を続ける必要がある。

人権推進課

271 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

共同浴場やすらぎの湯運
営事業

保健衛生、福祉の向上を図り、住民相互の交流を深め
ることを通じて、あらゆる人権尊重への意識高揚に資
するため、共同浴場やすらぎの湯の管理運営を行う。

16,835 0.25 0.0 開館日数 341日 延べ利用者数 31,499人 2 2 2 2 3 継続
引き続き、事業を継続する。
現行水準を維持して、運営を続ける必要がある。

人権推進課

272 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

老人憩の家管理事業
市内在住の概ね60才以上の方の福祉の向上と健康の
増進を図るため、老人憩の家を管理する。 5,920 0.375 0.0 開館日数 294日 延べ利用者数 8,522人 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
老人福祉施設として、生きがいや健康づくり等のために
活用する。

人権推進課

273 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (1)

すべての市民が等しく社
会参加できるまちづくり
の推進

清水集会所管理事業
人権が尊重される街づくりの拠点として、地域の実態
に応じた情報発信や啓発活動を行うため、清水集会所
を管理する。

2,645 0.275 0.0 開館日数 294日 延べ利用者数 469人 2 2 2 1 1
縮小等によ
る見直し

市として集会所の今後の用途について検討していく。 人権推進課

274 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (2)

市民と行政のパートナー
シップの推進

ホームページ管理事業

情報化社会に対応する双方向・随時情報提供手段と
してホームページを開設し、閲覧者に市の行政情報や
行事等を早期にわかり易くお知らせすることにより、市
政に対する理解と関心を高める。

4,063 0.50 0.0 新着情報掲載数 240件
ホームページアクセ
ス件数 62,276件 2 2 2 2 3 充実

増加する市政情報や行事等を、ホームページ閲覧者に
早期にわかりやすく伝えるため、ホームページのリ
ニューアルを検討し、より魅力的なホームページに充実
させる。

学研企画課

275 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (2)

市民と行政のパートナー
シップの推進

広報発行事業
広報きづがわの全戸配布により、市政の基本方針、重
要施策、啓発事項、行催事、その他のお知らせ等を市
民に提供する。

40,512 2.00 0.0 年間発行部数 318,000部
世帯配布率（配布
世帯/全世帯数） 100％ 3 2 3 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
本事業を今後も進める必要があるが、多様化する市民
ニーズや増加する市政情報を、わかりやすく、正確に伝
えるため、さらなる紙面の充実と委託内容、配布方法等
の検討が必要である。平成23年11月に広報に関する市
民アンケート調査を実施し、その結果によって、見直しを
図っていく。

学研企画課

276 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (2)

市民と行政のパートナー
シップの推進

自治振興事業

市民が地域活動に積極的に関わり、自ら地域の多様
化、複雑化、高度化する地域課題を解決し、地域に愛
着を持って暮らせるまちづくりに取組むために支援を
行う。（地域長等報酬、集会所新築、地域活動支援交
付金及び集会所修繕補助等）

96,951 1.00 0.0 行政地域数 32地域
行政地域加入世帯
率 100％ 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
行政地域制度の検証の結果、変更を要する大きな問題
が見受けられないため、今後も、より良い制度となるよう
内容を見極めながら運用していく。

総務課

277 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (2)

市民と行政のパートナー
シップの推進

財産区保育事業等補助事
業

合併前の山城町東部緑地構想に基づき、区有林の保
全及び活用を図るため、森林の保全管理事業等に対
して補助金を交付する。

3,938 0.30 0.0 対象財産区数 3財産区
下草刈及び伐倒等
実施面積 30,000㎡ 2 2 2 2 2 終了

財産区への補助金制度は平成22年度で廃止した。
なお、財産区との連絡調整、財産区委員の選任同意議
案等の事務は継続する。
なお、支所業務の見直しにより、本事業は平成24年度
から本庁業務に移管する予定である。

山城支所地域総
務課

278 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (2)

市民と行政のパートナー
シップの推進

議会運営事業（議会だより
発行）

「議会だより」の発行・全戸配布により広く議会活動に
ついて市民に情報発信を行う。（年４回） 9,485 0.70 0.3 年間発行部数 106,500部

世帯配布率（配布
世帯/全世帯数） 100％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
人口増(世帯増）による発行部数の増が見込まれる。

議会事務局

279 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (2)

市民と行政のパートナー
シップの推進

議会運営事業（議会会議シ
ステム運用）

定例会等の議事について、インターネット配信や会議
録検索システムを導入することにより、広く市民に議会
の審議状況を公開していく。

8,503 0.80 0.0
インターネット配信
日数 136日

インターネットアクセ
ス件数 5,429件 3 2 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
今後も効率的なシステムの運用を図っていく。

議会事務局

280 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

庁舎周辺整備事業
庁舎機能の更なる充実のため、庁舎周辺の用地を買
収する。 35,325 0.10 0.0 用地買収面積 337.78㎡ 用地買収率 100％ 3 3 3 3 3 終了

平成22年度に用地買収を完了した。
今後も本庁機能の更なる充実を図っていく。

総務課
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281 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

行財政改革事務事業
厳しい財源の中、限られた経営資源で市民ニーズに応
える行財政改革に取り組む。（行財政改革推進委員会
及び推進本部会議等に要する経費）

7,480 0.89 0.0
行財政改革推進委
員会及び推進本部
会議開催回数

5回
行財政改革推進計
画年度末進捗率 98％ 3 2 3 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
行財政改革を着実に推進し、市民と行政が協働する活
力ある行政システムの実現を目指す。

行財政改革推進
室

282 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

行政評価事業（行財政改革
事務事業）

説明責任の向上、行政サービスの質の向上、市民の
立場に立った成果重視の行政の実現、行政運営の透
明性の向上、市民の市政への参加機会の拡充を図る
ため、行政評価を実施する。

8,126 1.00 0.0 評価対象事業数 735シート
改善・見直し（継続
性）等必要事業率 30％ 2 2 2 2 2 継続

引き続き、事業を継続する。
事務事業評価を実施し、経営サイクル（Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｃｈ
ｅｃｋ→Ａｃｔｉｏｎ）を実践することにより、行政運営の透明
性と費用対効果の高い行政サービスを目指す。

行財政改革推進
室

283 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

市民税・法人市民税・軽自
動車税課税事業

市民税・法人市民税・軽自動車税の現年分の課税事
務を行う。 124,710 11.00 2.6 納税義務者数 54,805人

調定額（1万円あた
り）に対する経費
（決算額）の割合

284円 2 2 3 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
各関連機関からの課税資料の電子化を受け、税務事務
の効率化を図る。

税務課

284 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

資産税課税事務事業 資産税の現年分の課税事務を行う。 122,306 8.90 0.0 納税義務者数 26,098人
調定額（1万円あた
り）に対する経費
（決算額）の割合

285円 2 2 3 3 3 継続
引き続き、事業を継続する。
資産の評価方法を検討する。

税務課

285 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

徴収事務事業
税金の徴収にかかる手数料の支払いや督促通知等の
事務を行う。（口座振替手数料、コンビニ納付手数料
や督促状発送等郵送料など）

31,149 3.00 1.0
口座振替件数及び
コンビニ納付件数 96,465件 徴収率（現年度分） 97.95％ 3 2 3 3 3 充実

口座振替制度の利用促進及びコンビニ納付制度の周知
に努め、納期内納付の意識向上を図り、さらなる事業の
充実に取り組む。

収納課

286 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

滞納事務事業
平成22年4月から広域連合「京都地方税機構」が徴収
業務を本格的に開始しており、滞納徴収が進むよう機
構との連携を深めて、滞納整理に努める。

60,632 1.00 0.0 滞納繰越分収納額 193,416千円
徴収率（滞納繰越
分） 16.87％ 3 3 3 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
広域連合「京都地方税機構」において、木津川市が移管
した過年度分の滞納案件と現年度分で納期限の経過し
た滞納案件について、専門的に滞納整理を実施する。

収納課

287 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

職員研修事業
地方公務員法第39条の規定に基づき、職員の勤務能
力の発揮及び増進のための研修を実施する。 6,988 0.50 0.0 延べ研修受研者数 1,207人

職員研修受研率
（延べ研修受研者
数/職員数）

240％ 3 3 3 2 3 継続 引き続き、職員研修計画に基づいて事業を継続する。 人事秘書課

288 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (3)

新たな行政経営の展開
と財政基盤の強化

基金積立事業
加茂駅周辺特定土地区画整理事業清算金の分納徴
収者から徴収計画に基づき、定期的に徴収を行って、
その徴収金を事業財源として基金に積立てを行う。

1,106 0.10 0.0 徴収対象者数 2人
徴収率（当該年度
徴収額/当該年度
徴収予定額）

100％ 2 2 2 3 3 継続

引き続き、事業を継続する。
計画どおり平成25年度末で清算金の徴収を完了する予
定である。
なお、支所業務の見直しにより、本事業は平成24年度
から本庁業務に移管する予定である。

加茂支所地域総
務課

289 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (5)

広域的な協力体制の推
進

相楽郡広域事務組合負担
金事業

相楽地域の広域振興を促進するため、相楽会館負担
金を支出し、貸館を提供するとともに地域理解学習や
文化芸術振興の機会を提供する。

4,271 0.04 0.0 ふるさと塾開催回数 10回 市内受講者数 16人 2 2 2 2 2 継続 引き続き、事業を継続する。 学研企画課

290 7
まちづくりへの参画と
協働の創造 (5)

広域的な協力体制の推
進

相楽中部消防組合分担金
事業

相楽中部消防組合（木津川市、和束町、笠置町及び
南山城村で構成）に対する分担金を支払う。 917,628 0.10 0.0

火災・救急・救助出
動回数 3,190回

緊急車両現場到着
所要平均時間 7.7分 2 2 2 2 3 継続

引き続き、事業を継続する。
相楽中部消防本部から職員の派遣を継続している。

危機管理室
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