
款   名 事                   項 頁

議 会 費 拡 情報化推進事業費 1 9,124
　うち、議会公用タブレット端末購入分　4,850千円

総 務 費 拡 シティブランディング戦略事業費 2 7,500
#N/A #N/A
スマート窓口推進事業費 3 7,000
#N/A #N/A

新 ＤＸ推進事業費 4 31,500
#N/A #N/A
行財政改革推進経費 5 750
#N/A #N/A
地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費 6 1,520
#N/A #N/A

新 多世代交流による地域づくり推進事業費 7 5,450
#N/A #N/A

新 市民文化クリエイティブ事業費 8 5,100
#N/A #N/A

拡 赤れんがパーク等整備事業費 9 104,834
#N/A #N/A

新 赤れんが博物館整備事業費 10 34,122
#N/A #N/A
引揚の史実継承事業費 11 5,323
#N/A #N/A
世界記憶遺産国際ブランド推進事業費 12 3,700
#N/A #N/A
世界記憶遺産資料保存活用事業費 13 1,955
#N/A #N/A
日本遺産活用推進事業費 14 13,373
#N/A #N/A
地方創生拠点整備事業費 15 282,574
#N/A #N/A
舞鶴市ＳＤＧｓ未来都市推進事業費 16 46,933
　共助による移動手段（meemo）確立 に向けたＭａａＳ推進事業費 17

 12,300千円
　赤れんがコワーケーション推進事業費         18,600千円 18
　産官学連携によるICTを活用した防災・減災システム導入事業費 19

　　10,000千円
　ＡＩ・ロボティックス業務効率化推進事業費 20

　5,533千円
新   舞鶴市SDGs未来都市の取組に市民から共感を呼ぶ周知活動事業費 21

　500千円
#N/A #N/A
＜概要版＞移住定住の推進の取組 22

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 23 5,829
#N/A #N/A

新 大学等教育機関とともに取り組むまちづくり展開事業費 24 1,551
#N/A #N/A

整備新幹線誘致推進費 25 207

     主 な 事 務 事 業 調 べ （ 令和４年度 ）

◎  一  般  会  計                     

千円

金   額

資料２
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款   名 事                   項 頁

千円
拡 移住・定住促進総合戦略事業費 26 1,480

#N/A #N/A
まちなか暮らし推進事業費 27 7,440
#N/A #N/A
わくわく地方生活実現政策パッケージ移住支援事業費補助金 28 1,600
#N/A #N/A
地域おこし協力隊活動事業費 29 5,756
#N/A #N/A
新たな交流創造事業費 30 590
#N/A #N/A

新 地域の空き家掘り起こし事業費 31 210
#N/A #N/A

拡 ふるさと応援推進事業費 32 55,018
#N/A #N/A
ＳＤＧｓジェンダー平等推進事業費 33 1,352
#N/A #N/A

新 舞鶴版マザーズジョブカフェ推進事業費 34 5,870
#N/A #N/A

拡 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 35 5,000
#N/A #N/A
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 36 90,547
#N/A #N/A
バス路線維持確保対策費補助金 37 87,600
#N/A #N/A

拡 市税徴収一般事務経費 38 18,773
#N/A #N/A

民 生 費 生活困窮者自立相談支援事業費 39 17,427
#N/A #N/A

新 ＤＶ相談支援事業費 40 2,835
#N/A #N/A
障害者自立支援給付費 41 2,115,943
　　障害者計画相談支援給付費　　　　　　35,044千円
　　（身障センター費分含む） #N/A
　　障害者施設支援給付費　　　　  　　 1,574,280千円
　　（身障センター費分含む） #N/A
　　障害（児）者短期入所給付費　　　　　20,000千円
　　障害（児）者居宅介護給付費　　　　  97,000千円
　　障害者共同生活援助給付費　　　　　 245,200千円
　　重度視覚障害（児）者同行援護給付費　23,370千円
　　障害者自立支援医療給付費　　　　　  91,949千円
　　障害（児）者補装具給付費　　　　　　29,000千円
　　障害者虐待防止支援事業費　　　　　　　 100千円

医療的ケア児（者）支援事業費 42 5,844

金   額
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

障害者地域生活支援事業費 43 121,331
　　障害者相談支援事業費　　　 　　　　　　24,000千円
　　（身障センター費分含む） #N/A
　　障害者地域活動支援センター事業費　　　 30,000千円
　　（身障センター費分含む） #N/A
　　障害（児）者等移動支援事業費　　 　　　 4,680千円
　　聴覚言語障害者等支援事業費　　　　　 　　　 12,915千円

　　要約筆記者等派遣事業費　　　　　　 　　 3,900千円
　　障害（児）者日常生活用具給付費　　　　　　　26,200千円

　　障害者成年後見制度利用支援事業費　　　 　 100千円
　　障害（児）者日中一時支援事業費　　　　 10,636千円
　　心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費　8,900千円
#N/A #N/A
後期高齢者医療療養給付費負担金 44 959,085
#N/A #N/A
後期高齢者医療事業会計繰出金 44 357,880
　　保険基盤安定分　299,214千円
　　事務費分　　　　 58,666千円
#N/A #N/A
高齢者外出支援事業費 45 19,105
#N/A #N/A
人権啓発事業費 46 1,535

新 公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費 47 98,420

新 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費 48 23,450
（うち保育施設等分）

拡 保育所・認定こども園運営事業 49 2,277,679
　　民間認可保育園
　　　 保育委託事業費　　　　　　　　　　　　　　　　191,896千円

　　　 保育利用児童受入促進事業費　　　　　　　　　　 17,842千円

新 　　 　保育環境改善事業費補助金　　　　　　　　　　　 15,435千円 50
　　 　一時預かり事業費補助金（教育費分含む）　　　　 24,542千円

　　 　保育士就労奨励事業費　　　　　　　　　　　　　　5,700千円

　　 　保育士の就業促進補助金　　　　　　　　　　　　　4,672千円

　　 　保育士の処遇改善事業費補助金　　　　　　　　 　32,736千円

新 　　 　保育士等処遇改善臨時特例事業費　　　　　　　 　24,433千円 51
　　 　保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金　1,920千円

　　 　延長保育促進事業費補助金　　　　　　　　　　　　5,116千円

　　 　保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金　　4,490千円

　　 　保育所等発達支援事業費補助金　　　　　　　　　 17,091千円

　　 　保育所等施設整備資金借入金利子補給金　　　　　 　 669千円

　　 　施設型給付費（教育費分含む）　　　　　　　　1,418,636千円

　　公立
　　 　公立保育所運営費　　　　　　　　　　　　　　　387,772千円

　　 　公立認定こども園運営費　　　　　　　　　　　　124,729千円

乳幼児教育充実・強化推進事業費（教育費分含む）　 52 10,434
#N/A #N/A

拡 認定こども園への移行について 53 1,543,365
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千円

金   額

新 私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金 54 176,076
#N/A #N/A

新 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費 55 2,966
（うち放課後児童クラブ等分）

子どもの豊かな育ちを支える子育て支援の取組 56 59,904
　　こんにちは赤ちゃん事業費　　　　　　　1,186千円
　　ファミリー・サポート・センター事業費　6,380千円
　　子育て交流施設管理運営経費　　　　 　31,082千円
　　子育て支援基幹センター運営経費　      6,307千円
　　地域子育て支援拠点運営経費　　　　 　14,949千円

#N/A #N/A
拡 放課後児童健全育成事業費 57 134,635

#N/A #N/A
子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費 58 10,900

#N/A #N/A
子ども総合相談センター運営経費 59 18,011

#N/A #N/A
生活保護扶助費 60 1,524,891

#N/A #N/A
衛 生 費 公共施設再生可能エネルギー利活用調査事業費 61 50,000

#N/A #N/A
新 エネルギー産業理解促進事業費 62 3,000

#N/A #N/A
予防接種事業費 63 232,939
#N/A #N/A
がん検診事業費 64 91,508
#N/A #N/A
高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業費 65 13,502
#N/A #N/A
第一工場整備事業費 66 859,880
#N/A #N/A
救急医療体制の確保に向けた取り組み 67 88,078
　　休日救急輪番制事業費　　　　　　　　　27,948千円
　　公的病院救急医療体制確保事業費補助金　45,000千円
　　舞鶴市休日急病診療所管理運営経費　　　15,130千円

地域医療の充実に向けた取り組み 68 22,700
　　舞鶴市地域医療確保奨学金等貸付金　　　 9,000千円
　　「地域医療の充実」共同研究事業費　　  13,000千円
　　医師・医学生研修支援事業費　　　　　　　 200千円

新 　　医療従事者確保対策事業費　　　　　　　　 500千円

新 舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費 69 3,500

労 働 費 新 ＵＩＪ人材獲得支援事業費 70 3,300
#N/A #N/A

農林水産業費 農村移住・交流促進事業費 71 14,574
#N/A #N/A
万願寺甘とう振興事業費 72 21,111
#N/A #N/A
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

茶業振興対策事業費 73 1,300
#N/A #N/A

新 京の水田農業総合対策事業費補助金 74 466
#N/A #N/A

新 園芸産地化推進事業費補助金 75 225
#N/A #N/A
基盤整備促進事業費 76 21,200
#N/A #N/A

拡 有害鳥獣被害防止対策事業費 77 69,299
新 　　うち、地域が行う捕獲・防除活動への支援　1,450千円 78

#N/A #N/A
森林経営管理推進経費 79 51,000
#N/A #N/A
災害に強い森づくり事業費 80 22,000
#N/A #N/A

新 モデル皆伐再造林事業費 81 3,000
#N/A #N/A
木質バイオマス活用促進事業費補助金 82 3,700
#N/A #N/A

新 森林整備推進事業費補助金 83 6,500
#N/A #N/A
林道改良事業費 84 15,000
#N/A #N/A
漁業担い手育成支援事業費 85 2,995
#N/A #N/A

新 漁港施設長寿命化事業費 86 26,250
#N/A #N/A
漁港海岸保全対策事業費 87 93,057
#N/A #N/A
舞鶴漁港整備事業費負担金 88 32,000

商 工 費 新 地域資源を活かしたエリアブランディング事業費 89 5,937
#N/A #N/A
舞鶴ブランドプロモーション事業費 90 7,622
#N/A #N/A
みなとオアシス登録推進事業費 91 1,320
#N/A #N/A

新 観光周遊推進事業費 92 12,490
#N/A #N/A

新 ふるさと納税による新事業創出支援事業費 93 6,420
#N/A #N/A

新 まいづる産品ブランド力向上事業費 94 6,000
#N/A #N/A

未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費 95 23,270
#N/A #N/A

企業誘致実現プロジェクト事業費 96 33,360
#N/A #N/A
国際交流活動推進費 97 16,297
#N/A #N/A

拡 ウズベキスタン人材育成支援事業費 98 3,245
#N/A #N/A
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

拡 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 99 35,420
#N/A #N/A
京都舞鶴港振興会等補助金 100 62,600

土 木 費 地籍調査事業費 101 44,632

道路除雪対策事業費 102 82,741
#N/A #N/A
交通安全推進事業費 103 62,900
#N/A #N/A
幹線道路整備事業費 104 219,000
#N/A #N/A
地域間連絡道路整備事業費 105 35,000
#N/A #N/A
防衛施設周辺整備事業費 106 5,000
#N/A #N/A
道路施設長寿命化事業費 107 153,000
#N/A #N/A
橋りょう長寿命化事業費 108 154,880
#N/A #N/A
＜概要版＞東西市街地の浸水対策事業について 109

浸水対策事業費 110 20,906
#N/A #N/A
河川整備事業費 111 78,500

#N/A #N/A
新 国・府河川整備促進事業費 112 6,527

#N/A #N/A
急傾斜対策等促進事業費負担金 113 20,000
#N/A #N/A
京都舞鶴港整備事業費負担金 114 55,000
#N/A #N/A

拡 まちづくり推進事業費 115 80,710
#N/A #N/A
まちなかエリア定住促進事業補助金 116 1,500
#N/A #N/A
西舞鶴道路整備等促進事業費 117 11,652
#N/A #N/A
府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 118 18,212
#N/A #N/A
都市公園整備事業費 119 41,500
#N/A #N/A

新 非強制徴収債権未収金回収経費 120 2,588
#N/A #N/A
公営住宅改善事業費 121 74,012

消 防 費 拡 団員報酬 122 46,678
#N/A

拡 京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費 123 173,200
#N/A

拡 消防施設整備事業費 124 148,583
#N/A
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

新 西消防署整備事業費 125 117,000
#N/A

拡 ハザードマップ作成事業費 126 15,000
#N/A

拡 自主防災組織づくり推進経費 127 894
#N/A

教 育 費 新 校務系ネットワーク整備事業費 128 156,660
#N/A
不登校支援等推進経費 129 22,344
#N/A
施設整備事業費（小学校、中学校） 130 102,760
#N/A
学習系ネットワーク管理経費（小学校、中学校） 131 103,237
#N/A

新 校舎等改修事業費（小学校） 132 28,545
#N/A

拡 歴史文化資産活用経費 133 8,014
#N/A

新 中総合会館整備事業費 134 50,000
#N/A

新 図書館基本計画策定経費 135 7,852
#N/A

拡 体育施設整備事業費 136 32,637
#N/A
赤れんがハーフマラソン開催経費 137 7,000
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会 計 名 事                   項 頁

水 道 水道事業会計 3,387,800
　収益的支出 1,857,600

　資本的支出 1,530,200
　　うち、配水管整備事業費　　　　　969,254千円 138

下 水 道 下水道事業会計 7,272,650
　収益的支出 3,356,250

　資本的支出 3,916,400
      うち、
　　　　管渠整備事業費　　　　　　　156,900千円 139
　　　　処理場整備事業費　　　　　　382,386千円 140
　　　　雨水処理事業費　　　　　　　706,710千円 141

病 院 病院事業会計 142 1,070,650
　　収益的支出 973,340
　　資本的支出 97,310

国民健康保険 国民健康保険事業会計 143 7,906,280
【歳入】 国民健康保険事業基金繰入金 107,588
　　　　  　保険料負担軽減分　       99,275千円
　　　　 　 保健事業分  　　　        8,313千円
　　　　
【歳出】
保険給付費 5,782,794

国民健康保険事業費納付金 1,876,050

保健事業費 106,353
　　特定健康診査・特定保健指導　　　 72,182千円 144
    糖尿病性腎症重症化予防事業費　　　1,651千円
　　健康増進事業費（人間ドック等） 　26,872千円

駐 車 場 新 市営駐車場施設整備事業費 145 29,000

◎  特  別  会  計                     

千円

金   額
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会 計 名 事          　　         項 頁 金   額

千円
介 護 保 険 介護保険事業会計 9,007,690

 保険事業勘定 146 9,001,090

　うち保険給付費 8,295,022
　　　介護サービス等諸費
　　　介護予防サービス等諸費
　　　高額介護サービス等費
　　　高額医療合算介護サービス等費
　　　特定入所者介護サービス等費　他

　 うち地域支援事業費 147 514,554
　　　介護予防・生活支援サービス事業費
　　　一般介護予防事業費
　　　包括的支援事業・任意事業費　他
　　　　包括的支援事業分
　　　  任意事業分
　　　  地域包括支援センター運営費

　介護サービス事業勘定 6,600

後 期高 齢者 後期高齢者医療事業会計 148 1,471,650
うち後期高齢者医療広域連合納付金　1,429,799千円
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