
令和３年度評価表

(1)移住・定住
移住促進事業 移住者 38,000

移住者が居住のために行う空き家の改修
と空き家所有者が移住者を受け入れるた
めに行う環境整備に補助

A 空き家改修：計画20件→実績25件
受入環境整備：計画20件→実績32件 地域振興課

移住者起業支援事業 移住者 30,000
移住者が起業のために行う空き家の改修
等に補助 A 計画10件→実績14件 地域振興課

2 産業の振興 (1)基盤整備
　　林 業

市行分収造林事業
（間伐120ha、枝打96ha他）

12,000
除伐、枝打、間伐、熊剥ぎの森林整備の
実施 B 農山村振興課

森林病害虫防除事業 18,000 樹幹注入の実施 B 農山村振興課

野生鳥獣被害総合対策事業
（防護柵設置）

55,000 侵入防止柵の設置 B 農山村振興課

野生鳥獣被害総合対策事業（捕獲） 53,000 シカ等捕獲 B 農山村振興課

緑の公共事業 3,630
間伐及び出材量の実施による森林整備の
実施 B 農山村振興課

水産業 河川環境整備 美山漁業協同組合 960 河川清掃及び漁場パトロールの実施 B 農山村振興課

(3)経営近代化施設
　　　農 業

バイオエコロジーセンター設備等補修・
更新

南丹市 57,077 排水処理設備等修繕工事 B 農業推進課

(9)観光又はレクリエーショ
ン
　スプリングスひよし

スプリングスひよし改修
南丹市

施設管理者
10,000 スプリングスひよし温浴施設等の修繕 A 老朽化したポンプ、消防設備等の

修繕
地域振興課

美山町自然
文化村

美山町自然文化村施設内整備・改修 南丹市 8,000
宿泊施設整備工事
備品購入事業
文化ホール空調設備の改修

B 観光交流室

道の駅美山
ふれあい広場

道の駅美山ふれあい広場施設内改修・整
備

南丹市 10,000 公衆トイレの改修 B 観光交流室

大野ダム公園 大野ダム公園管理事務所改修 南丹市 13,000 大野ダム公園観光案内施設の改修 B 観光交流室

その他観光
関連施設

かやぶきの里拠点施設かやぶき屋根改
修・施設改修

南丹市 6,000 民俗資料館のかやぶき屋根の改修 B 観光交流室

土づくり事業（ソフト） 8,600 土づくり事業補助（堆肥・液肥の散布） B 農業推進課

南丹市がんばる農業応援事業 60,000
認定農業者及び農家組合等への機械導入
補助 A 農業推進課

畜産支援事業(ソフト) 3,550
家畜法定伝染病予防対策助成
集乳運賃助成
遠距離家畜診療助成

B 農業推進課

地域バイオマス利活用交付金事業
(ソフト)

718
南丹市バイオマス産業都市構想に基づ
く、メタン発酵消化液の活用のたの液肥
利用促進

B 農業推進課

新規就農研修資金償還事業(ソフト) 2,400 研修資金償還金助成 B 農業推進課

担い手養成実践農場整備支援事業
(ソフト)

1,513 新規就農希望者への農業研修場所の整備 B 農業推進課

多面的機能支払交付金 各活動組織 157,387

農業・農村の有する多面的機能の維持・
発揮を図るため、地域の共同活動に係る
支援 B 農業推進課

環境保全型農業直接支援対策
農業者等

各活動組織
8,027

環境保全に効果の高い営農活動普及促進
を図るため、化学肥料及び化学合成農薬
の使用を地域の慣行から原則5割以上低
減する取組みと合わせて行う取組みに対
する支援

B 農業推進課

中山間地域等直接支払交付金(ソフト) 各協定締結集落 69,706

農地の多面的機能を維持するため、中山
間地域と平坦地域との生産条件の格差を
是正するために支援 B 農業推進課

森の京都推進事業
南丹市

一般社団法人森の京都地域振
興社

9,000 負担金の支出 B 観光交流室

河川種苗放流事業補助
美山漁業協同組合
大堰川漁業協同組合
上桂川漁業協同組合

13,000 あゆ等稚苗放流の実施 B 農山村振興課

地域ＤＭＯの推進
一般社団法人

南丹市美山観光まちづく
り協会

14,000 補助金の支出 B 観光交流室

3 地域における情報化 (1)電気通信施設等情報
化のための施設
防災行政用無線施設

同報系防災行政無線設備（統制台等機器
更新及び中継ルート変更）

南丹市 11,000
同報系防災行政無線設備の統制台等の機
器更新に係る調査・実施設計、中継ルー
ト変更に係る調査・実施設計

B 危機管理対策室

4 交通施設の整備、交通手段の確保 (1)市町村道
道　路

（自然災害防止）
大向線　L=250m　W=4.7m 30,000 自然災害防止工事　 B 道路河川課

（改良）
本町平成台線　L=740ｍ
（街路：美園栄町線）

50,000 道路改良工事L=492m B 都市計画課

本町平成台線 4,000 測量設計　 B 道路河川課

本郷垣内線　L=1,200m　W=6.0m 5,000 道路改良工事 B 道路河川課

木崎小桜線　L=350m W=8.0m 25,000 道路改良工事 B 道路河川課

中河内谷線　L=300m W=6.0m 9,000 道路改良工事 B 道路河川課

木崎小桜線　L=560m  W=9.0m 3,000 道路改良工事 B 道路河川課

黒田2号支線　L=320m  W=4.0m 4,700 舗装修繕工事 B 道路河川課

横田小山東町線　L=2,450m　W=8.0m 15,000 舗装修繕工事 B 道路河川課

高野手線　L=270m　W=2.5m 3,300 舗装修繕工事 B 道路河川課

広野下山線　L=500m　W=8.0m 3,000 舗装修繕工事 B 道路河川課

半田横田線外95路線　L=161,100m 26,000 舗装修繕工事 B 道路河川課

(6)自動車等
　　自動車

スクールバス（日吉）　2台 26,076 小中学生の通学のための車両購入 A マイクロバス　1台 地域振興課

JR山陰本線利用促進事業 5,300
JRの広告媒体を活用して、全国に向けて
南丹市の観光PRを実施 A JR首都圏車両内、京都駅構内 地域振興課

デマンドバス運行事業 20,000
生活交通を確保するため、委託による運
行 B 八木、日吉、美山地域 地域振興課

スクールバス運行事業 200,000 小中学生の通学のためのバス運行 B 地域振興課

5　生活環境
　の整備

(2)下水処理施設
公共下水道

公共下水道　処理施設再編統合(日吉地
域)　志和賀処理区

南丹市 30,000
ポンプ場耐震補強設計　１式
汚水管渠布設　L=732m B 下水道課

(5)消防施設 ポンプ自動車（CD-1）　3台 24,000 消防ポンプ自動車　１台 B 危機管理対策室

小型動力ポンプ　39台 22,000 小型動力ポンプ　１０台 B 危機管理対策室

耐震性貯水槽整備　4基 4,400
耐震性貯水槽整備に係る実施設計　２箇
所 B 危機管理対策室

(1)児童福祉施設
放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境整
備事業

園部管内放課後児童クラブ（1ヶ所） 370,000
園部たんぽぽ放課後児童クラブの新設工
事 A 社会教育課

八木管内放課後児童クラブ（2ヶ所） 7,000
八木せきれい西放課後児童クラブの建築
確認申請 B

新設工事を令和５年度実施
予定

社会教育課

(3)高齢者福祉施設 老人福祉センター等整備 南丹市 15,000
市内3箇所に設置されている老人福祉セ
ンター施設の維持修繕 B 高齢福祉課

高齢者等除雪対策事業 2,000
独居等の理由により自力での除雪が困難
な家庭に対し、委託業者による除雪費用
の一部を負担する

B 高齢福祉課

高齢者等生活支援事業
（外出支援サービス事業）

50,000
公共交通機関等を利用して通院できない
高齢者等に対し、通院等の手段を確保す
る

B 高齢福祉課

(9）その他
高齢者緊急通報

高齢者緊急通報体制の整備 南丹市 150
独居高齢者等の在宅時、緊急事態が発生
した際、専用通報装置を活用し迅速な通
報・連絡体制を構築する

B 高齢福祉課

高齢者福祉施設等整備助成 社会福祉法人等 70,000
施設入所者のプライバシー保護や新型コ
ロナウイルス感染症対策等の理由とした
施設改修等に対し、助成金を交付する。

B 高齢福祉課

7 医療の確保　 (1)診療施設
　　その他

医療施設改修 6,000 給水設備、電気設備、空調設備の改修 B 地域医療室

医療機器購入 2,000
電子セクタ探触子、汎用超音波画像診断
装置の購入 B 地域医療室

医師・看護師等確保 53,000
京都中部総合医療センターと連携した医
師確保、専門医の確保 B 地域医療室

地域包括ケアシステムの構築 1,000
各種データの収集、分析、健康相談等を
実施 B 地域医療室

8 教育の
  振興

(1)学校教育関連施設
　　　校舎

八木東小学校屋内運動場トイレ設置工事 南丹市 23,089 トイレ棟新築 A 教育総務課

その他 中学校特別教室空調設備設置工事 55,418 エアコン新設 A 教育総務課

中学校トイレ改修工事 30,171 生徒用トイレ洋式化 A 教育総務課

(3)集会施設、体育施設
等
　　集会施設

日吉興風交流センター大規模改修 400
日吉興風交流センターエレベーター新設
工事に係る事前調査業務 B 人権政策課

日吉生涯学習センター大規模改修 11,000 雨漏り対策修繕等の実施設計 B
全面改修を令和５年度以降
実施予定

社会教育課

地域拠点施設の整備（八木町） 30,489 整備予定地のプール施設の解体 B 総務課

南丹市国際交流会館の大規模改修 15,000 大規模改修に係る設計業務委託 B 大規模改修に係る設計業務委託 地域振興課

地域振興施設の改修 15,000 地域振興施設の修繕 A
日吉胡麻基幹集落センター・日吉
産業振興会館のエアコン修繕　ほ
か

地域振興課

9 集落の整
 備

地域活性化集落振興対策 7,500 
美山地域の住民組織「地域振興会」の活
動に補助金を交付 B 美山町振興会　1,500千円×5振興

会
地域振興課

集落活性化支援 8,000 
限界・準限界集落を対象に集落の自立を
目指す取り組みに補助金を交付 B 南丹市集落支援事業補助金 地域振興課

地域の拠点整備 200 
地域の拠点となる施設に事務備品等を配
備 B 小さな拠点づくり事業（胡麻地

域）
地域振興課

12 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 過疎地域持続的発展特
別事業 基金積立 南丹市 196,000

基金の積み立てにより後年度におけるソ
フト事業の財源の確保を図る。 B 企画財政課

A：想定を上回る効果

B：想定どおりの効果

C：想定を下回る効果

自立促進　  施策区分
事業名

（施設名）
事　　業　　内　　容 事業主体

3年度
（計画）

単位：千円

事業の概要 効果 備考 担当課

1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

南丹市

(10)過疎地域持続的発
展特別事業

南丹市

(9)過疎地域持続的発展
特別事業

南丹市

南丹市

6 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向
上及び増進

南丹市

(8)過疎地域持続的発展
特別事業

南丹市

南丹市

(3)過疎地域持続的発展
特別事業 南丹市

南丹市

南丹市

(2)過疎地域持続的発展
特別事業

南丹市

南丹市


