
資料 事業名 分野 担当部署
予算計上額

(基金充当予定額)
執行予定額

2-1 京丹後市中学生海外派遣事業 教育
教育委員会
学校教育課

5,327千円 173千円

2-2 韓哲・まちづくり夢基金事業補助金 その他
市長公室
政策企画課

5,000千円 2,828千円

2-3
市民陸上記録会in京丹後はごろも陸上
競技場

スポーツ
教育委員会
生涯学習課

238千円 238千円

2-4
京丹後市高等学校全国募集入学生応援
事業

教育ほか
教育委員会
教育総務課

1,440千円 360千円

12,005千円 3,599千円

※詳細別紙

0千円
0千円
80千円
83千円
10千円

執行予定額
計　173千円

令和３年度「京丹後市韓哲・まちづくり夢基金」
運用益等活用事業

合計

【京丹後市中学生海外派遣事業】

＜目的＞語学力の向上及びグローバル社会で活躍できる人材育成

＜予算計上額＞
　　　　中学生海外派遣事業補助金
　　　　随行職員旅費
　　　　コーディネーター謝金
　　　　通信運搬費（Wi-Fi通信料等）
　　　　その他（海外送金手数料等）

＜内容＞ニュージーランドへの中学生派遣に係る渡航費用の2/3を補助。
　　　　ホームステイにより海外の一般家庭の生活体験や交流を行う。
　　　　現地の学校に通学し、語学力向上のためのカリキュラムを受講する。

＜実施状況＞
　　海外派遣については、新型コロナウイルス感染症の影響により現地への入国が制限されているた
　　め渡航できる見通しが立たず中止とした。
　　そこで、現在、フィリピンの家庭と生徒が1対1でオンラインで交流する事業が実施できな
　　いか現地と調整している。
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【韓哲・まちづくり夢基金事業補助金】

執行予定額
計2,828千円

　

【市民陸上記録会in京丹後はごろも陸上競技場】

300千円
執行予定額
計 300千円

【京丹後市高等学校全国募集入学生応援事業】

千円
執行予定額
計　360千円

＜実施状況＞令和３年度京都府立丹後緑風高等学校（網野学舎）の全国部活動特別入学者選抜の募集人
　　　　　　員は６人以内であったが、入学生徒は２人であった。このため、当初予定していた執行見
　　　　　　込額を下回ったもの。

＜目的＞新しく整備された「京丹後はごろも陸上競技場」を活用し、あらゆるスポーツの基礎となる陸
上競技の機会を提供し、市民のスポーツ実施率向上、健康づくり及び体力づくりの向上に記すことを目
的に実施。

＜内容＞陸上記録会の開催に係る委託料を支援する。

＜実施状況＞
6月27日（日）に実施し、市民の6歳から60歳を超える幅広い年代の計60人に参加いただいた。

＜予算計上額＞
　　　　委託料

＜予算計上額＞
　　　　補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360

＜目的＞京都府外から入学する生徒の就学支援,市内の高等学校の存続発展と地域の活性化

＜内容＞令和３年４月から新たに京都府立丹後緑風高等学校（網野学舎）で全国部活動特別入学選抜が
　　　　実施されるため、京都府外の遠方から入学する生徒の下宿費等の賃借料の２分の１以内の額
　　　　（千円未満の端数は切り捨てし、月額２万円上限）を、正規の修業年限（３年間）について支
　　　　援する。（レスリング部加入者に限る）

＜目的＞企画公募型の補助金により、市民等の夢の実現を後押しする。

＜内容＞本基金の設置趣旨に即して提案された企画について、基金運用委員会における審査を
　　　　実施したうえで、補助金を交付する。

＜実施状況＞
　　4～5月にかけて企画を公募。応募があった5企画についてすべて採択し、交付決定した。

　　①事業名：丹後から能楽師プロジェクト
　　　　　　　イチから教わる能楽　謡・仕舞入門（初級・中級編）　　　　　　870千円（未完了）
　　②事業名：令和3年度京丹後文化のまちづくり
　　　　　　　「子育て講演会・人形劇おやこ劇場」　　　　　　　　　　　　　813千円（完了）
　　③事業名：ビーチクリーンリーダー養成講座　　　　　　　　　　　　　　　275千円（未完了）
　　④事業名：～想定外の自然災害が当たり前になる君たちへ～　　　　　　　　737千円（完了）
    ⑤事業名：国際理解教室　米空軍軍楽隊演奏会　　　　　　　　　　　　　　133千円（完了）

＜予算計上額＞
　　　　韓哲・まちづくり夢基金事業補助金
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事業分野

事業名

＜実施内容＞

＜事業の成果＞

その他添付資料の有無 担当部署

（令和2年度事業成果）
　令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により現地研修は中止となったが、
オンラインホームステイ事業として、ニュージーランドの家庭と生徒が1対1でオンライン交流
を行った。参加生徒13名は、本事業を通して、自身の語学力やコミュニケーション能力に自信
をつけ、国際的視野を広めることができた。事業終了後もメールやはがき等を通して継続的に
交流している生徒もいる。

無 教育委員会事務局学校教育課

令和３年度「京丹後市韓哲・まちづくり夢基金」

運用益等活用事業実施状況（中間報告）

教育

京丹後市中学生海外派遣事業

　　中学生海外派遣事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により現地への入国が
　制限されているため渡航できる見通しが立たず中止とした。
　そこで、フィリピンの家庭と生徒が1対1でオンラインで交流する事業が実施できない
　か現地と調整している。
　※例年交流しているニュージーランドは、コロナの影響により国際部が一時的に閉鎖されて
　おり、事業実施ができないとのこと。よって、今年度中学1年生を対象に実施した
　オンライン交流で実績のあるフィリピンの現地校とオンラインホームステイ事業が実施
　できないか調整している。

　（1）目的　　　　　「英語」の環境に身を置き現地と繋がることで、語学力の向上はもとよ
　　　　　　　　　　　り、コミュニケーション能力の向上、国際的視野を広めることを目的
　　　　　　　　　　　とする。

　（2）研修内容　　　・フィリピンとオンラインで繋がり、生徒一人ひとりが現地の
　　　　　　　　　　　 家庭と交流を深める。
　　　　　　　　　　 ・生徒は1対1で現地と繋がることで、責任感や積極性、適応力を身につ
　　　　　　　　　　　 ける。
　　　　　　　　　　 ・研修と実践を通じ、「英語漬け」の環境に身を置き、語学力の向上を
　　　　　　　　　　　 目指すとともに、異文化に触れること等により国際的視野を広める。

　（3）研修対象者　　中学2年生

　（4）募集人数　　　15人（予定）

　（5）事業期間　　　2月～3月（全体研修4回、家庭での現地とのオンライン交流数回）
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事業分野

事業名

＜実施内容＞

令和３年度「京丹後市韓哲・まちづくり夢基金」

運用益等活用事業実施状況（中間報告）

その他まちづくり

韓哲・まちづくり夢基金事業補助金

補助金
（確定額）

2,828,000円
（予定）

275,000円
（未確定）

737,000円
（完了）

870,000円
（未確定）

813,000円
（完了）

275,000円

1,000,000円

　③事業名：ビーチクリーンリーダー養成講座

　日本の伝統文化である人形劇、子育て中の保護者を対象とした子育て講演会を開催することで、子
どもから大人までが文化や芸術に親しみ、心豊かな生活を楽しむことができるよう地域振興を図る企
画。
　12月3日に講演会、4・5日に人形劇を開催。この文化活動を通じて、3年をかけて6地域すべてで開催
が実現できたことで、京丹後市全体の子育て世代の保護者や地域の子どもを見守る大人が出会いつな
がり、「文化芸術がさかんなまち」に近づくことができた。

○4～5月にかけて企画を公募。応募があった5企画についてすべて採択し交付決定した。

事業名

870,000円

補助金
（決定額）

提案者

合計 3,027,000千円

　②事業名：令和3年度京丹後文化のまちづくり「子育て講演会・人形劇おやこ劇場」

　プロから直接指導を受ける中で、プロの能楽師を目指す人材を丹後から輩出するプロジェクト。
　講師に観世喜正氏を招き、全5回の稽古により児童が能楽の基本「謡（うたい）・仕舞（しまい）」
の指導を受け、段階的に学びながら育成を進める事業。
　稽古と本公演に合わせて、おもしろ能楽講座を実施し、地元久美浜の小学生に能楽についての基礎
的な学習と体験、狂言の鑑賞を実施する予定。

　①事業名：丹後から能楽師プロジェクト　イチから教わる能楽謡・仕舞入門（初級・中級編）

≪実施内容≫

133,000円
（完了）

～想定外の自然災害が当
たり前になる君たちへ～

一般社団法人京丹後青年
会議所

国際理解教室　米空軍軍
楽隊演奏会

京丹後市国際交流協会 145,000円

737,000円

丹後から能楽師プロジェ
クト

イチから教わる能楽
謡・仕舞入門（初級・中

級編）

たんたんのうのう会

令和3年度京丹後文化のま
ちづくり「子育て講演

会・人形劇おやこ劇場」

京丹後文化のまちづくり
実行委員会

ビーチクリーンリーダー
養成講座

琴引浜ガイドシンクロ

　海洋汚染の現状やゴミの分別・調査手法を学び、安心して暮らせる未来のために子供たちをはじめ
地域住民がリーダーとして活動することで環境問題を通した持続可能な村づくりを目指す企画。
　10/31にビーチクリーン養成講座を開催し、2月にはリーダー発表会を実施する予定。

資料2-2



＜事業の成果＞

その他添付資料の有無 担当部署

補助金の交付により市民等の夢の実現を後押しし、本市の教育、文化、芸術又はスポーツの振
興に寄与することができた。

有 市長公室政策企画課

　世界的な視野での多文化共生を、”音楽”を通じて市民や子どもに伝える事業として米国空軍太平
洋音楽隊の演奏会を実施。演奏会の前日には地元との交流として豪商稲葉本家でのミニ演奏会と市内
楽団への指導・交流を実施する企画。
　新型コロナウイルス感染症の影響で丹後文化会館を使用しての演奏会と市内楽団への指導・交流は
中止となったが、前日に豪商稲葉本家においてミニコンサートを実施し、約50人の市民が参加した。
　規模は縮小となったものの、本市の多文化共生と文化力の向上に繋がるとともに、楽器の振動を肌
で感じ、演奏者の息遣いや表情を五感で感じる生の体験を市民をはじめとする丹後の子どもたちに経
験させることができ、その背景にある歴史や文化を感じてもらう機会となった。

　⑤事業名：国際理解教室　米空軍軍楽隊演奏会

　子どもたちが自助の姿勢を学ぶための防災教材を制作し拡散することで、子どもを起点とした地域
防災への一助とすることを目的とした企画。
　自助研究の専門家の助言をいただきながら絵本を構築したことで、その研究内容を京丹後市に持ち
込むことができ、今後のまちの防災を担う人材である子どもたちへの自助教育の機会を増やすことが
できた。また、家庭で避難について話す機会ができたとの感想も聞かれ、防災活動のさらなる発展に
繋がった。

　④事業名：～想定外の自然災害が当たり前になる君たちへ～























事業分野

事業名

＜実施内容＞

＜事業の成果＞

その他添付資料の有無 担当部署

・令和３年４月２５日から６月２０日まで京都府を対象に緊急事態宣言が発令されており、市
公共施設や地域のスポーツ教室が休止され、陸上記録会の参加者も伸び悩んだが、６歳から６
０歳を超える幅広い年代の計６０人に参加いただいた。
・参加者からは、「新しくなった競技場を走ることができて、うれしかった。次回も参加し挑
戦したい」、「約２０年ぶりに自分の記録と向き合い、調整する心や闘志が新たに芽生えまし
た。また、チャレンジしたい」と感想をいただき、市民のスポーツ実施率向上、健康づくり及
び体力づくりの向上に資することができた。

有 教育委員会事務局生涯学習課

令和３年度「京丹後市韓哲・まちづくり夢基金」

運用益等活用事業実施状況（中間報告）

スポーツ

市民陸上記録会in京丹後はごろも陸上競技場

【目的】
　令和２年１０月にリニューアルをした「京丹後はごろも陸上競技場」を舞台に、あらゆるス
ポーツの基礎となる陸上競技の機会を提供し、市民のスポーツ実施率向上、健康づくり及び体
力づくりの向上に資することを目的に実施するもの。

【陸上記録会の概要】
○主　　催　京丹後市
○主　　管　北丹陸上競技協会
○日　　時　令和３年６月２７日
　　　　　　午前８時３０分受付（午前１０時頃　競技開始）
○会　　場　京丹後市峰山途中ケ丘公園　京丹後はごろも陸上競技場
○参加資格　（１）京丹後市民であり、小学４年生以上であること。
　　　　　　（２）1人２種目以内とする。
○参 加 者　６０人
○競技方法　２０２０年度（公財）日本陸上競技連盟規則並びに本記録会申し合わせ事項によ
り行う。
○参 加 料　参加料は、１人あたり以下のとおりとする。
　　　　　　小人：無料　大人（１８歳以上）：５００円

資料2-3



26

28

29



事業分野

事業名

＜実施内容＞

＜事業の成果＞

その他添付資料の有無 担当部署

【対象者の状況】
　令和３年４月入学者（２人）
　(1)　島根県松江市出身　１人
　(2)　奈良県桜井市出身　１人

【支援の内容（見込み）】
　下宿等の賃借料　（月額３万円×１/２）×１２月×２人＝３６万円

【クラブ活動の状況】
　(1)　R3.4.10～4.11　ＪОＣｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ・ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会女子53kg級２位入賞
　　　 R3.8.21～8.24　全国高等学校総合体育大会ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技女子53kg級３位入賞
　(2)　R3.4.10～4.11　ＪОＣｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ・ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会女子57kg級出場

無 教育委員会事務局教育総務課

令和３年度「京丹後市韓哲・まちづくり夢基金」

運用益等活用事業実施状況（中間報告）

教育

京丹後市高等学校全国募集入学生応援事業

【趣旨】
　　令和３年４月から京都府立丹後緑風高等学校（網野学舎）で全国部活動特別入学選抜が
　実施された。このため、京都府外の遠方から入学する生徒の下宿等（下宿、寮及びアパー
　ト等）に係る経済的負担を軽減するため、当該経費の一部を支援することで生徒の就学支
　援をはじめ、地域で培われたスポーツ風土を生かした部活動を応援することで人材の育成
　及び市内の高等学校の存続発展と地域の活性化に資することを目的とする。

【支援内容】
　　下宿等の賃料（共益費、食費、光熱水費、生活雑費、修繕その他の居住の維持に関する
　経費を除く。）を補助対象経費とし、２分の１以内の額（当該額に千円未満の端数が生じ
　たときは、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、月額２万円を限度とする。
　また、交付は年３回、４箇月ごと（４月から７月分、８月から１１月分、１２月から翌年
　３月分）とし、期間は、高等学校の正規の修業年限である入学後３年以内とする。

【対象者の要件】
　(1)　京都府外の都道府県からの入学生徒の保護者に支援する。
　(2)　入学後、生徒は京丹後市の住民基本台帳に登録され、現に居住し、就学すること。
　(3)　入学後、生徒は指定された部活動（レスリング部）に加入すること。
　　　 また、申請時には、学校長の証明を添えること。
　(4)　令和３年度の募集人員は、６人以内とする。
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